
 

 

 

５月３日(火・祝)～５日(木・祝)・７日㈯ 
 

会員様と同伴のご家族様特別優待!! 
 

メンバー様 ７，２００円 ご家族様 ８，５００円 
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〒585-0041大阪府南河内郡千早赤阪村水分 1170 TEL0721-72-1212 FAX0721-72-1638 

～ ご挨拶 ～ 
 

会員の皆様におかれましては、長きにわたり当俱楽

部を支え、発展にご協力いただき心より御礼申し上げ

ます。 

 

本年はホームページをリニューアルし、パソコンの他

にスマホやタブレットからも、快適にご利用いただける

ように致しました。 

 

コロナウイルス感染予防対策も引き続き行いご不便 

ご迷惑をおかけすることもございますが、従業員一同

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 

 

今後とも末永くご愛顧を賜ります様 

お願いを申し上げまして御挨拶と致します。 

 
 

グロワールゴルフ倶楽部 

理事長 川越 輝幸 

早朝・アフタースルー 
 

◆平日早朝スルー ７時２８分まで 

◆平日アフタースルー １０時３７分～ 
 

※１２月 13日㈪～早朝スルーはお休み致します。※ロッカー・風呂無し・事前精算です。 

※競技等でお受けできない場合がございます。※開場券はご利用いただけません。 

 

１２月２９日㈬、３０日㈭ １１，５００円  

１２月３１日㈮          １２，０００円  

１月１日㈯             １２，５００円  

１月２日㈰～４日㈫     １２，５００円  

インスタグラムはじめました！ 
 

最新お得プラン掲載中！ 

インスタグラム限定の特典も発行中✨ 
 

＃グロワールゴルフ俱楽部  
 

をつけての投稿お待ちしております        

 

【 レン タ ル 】 シューズ・クラブ・傘（カートの傘も含む）全て終了致しました。 

【 浴 室 】 シャワー、浴室、営業中。サウナのみ停止しております。 

【バッグ受け】 車のトランクからのバッグ下ろしはセルフでお願いします。 

【レストラン】 席を広く取り窓を開放しておりますが、 

必ず手洗いやアルコール消毒をお願い致します。 
 

※カート・ロッカーキーの消毒行っております ※感染状況により変更する場合がございます。 

プリンセス会員募集（女性１年会員） 

≪登録料≫19,８００円 
※四大競技には参加できません。※年会費会員向けの優待パスポートはご利用できません。 

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。 

※公式HPからクーポン会員の登録要。※プレー券には利用期限有り。 

※無料券は利用税と基金のみ掛かります。※早朝・アフターは除く。 

↑ｲﾝｽﾀ QRコード 

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫ 

ウィズライフ会員募集（新規正会員） 

 

自社WEBからのご予約で 

お一人様３００円引き！  

※他の割合の併用はできません。※メンバー料金は適用外。※特別プラン(特別コンペプラン)等は適用外。  

※一部除外プランがございます。詳しくはスタッフまで。 

 

４９周年 開場記念杯 
 

８月２９日㈪・３０日㈫・３１日㈬ 
 

詳細は決定次第 HPにてお知らせ致します。 

↑予約サイト QRコード 

←ホームページQR コード (https://www.gloiregolfclub.com/) 

料金プラン、コンペ、お知らせ、競技の成績表など最新情報を掲載中！ 

当クラブにてミニコンペ開催の方 

インスタグラム掲載の 

お手伝いをさせていただきます⭐ 

ご希望の方はグロワール公式アカウントで 

掲載させていただきますのでお声掛けください♪ 

入会受付日第１弾：２０２１年１０月～２０２２年９月まで 

年末年始の営業ご案内 

会員様特典① 
 

土日祝でも利用できる！1プレイ 

６,０００円×１２枚 

会員様特典② 
 

通常、土日祝１４，５００円(ﾗﾝﾁ付)が 

７,７２０円 ※ﾗﾝﾁ別 

《ジュニア会員》 
 

プレー費平日５０円 登録料２，２００円 
※会員様のご子息様(高校 3年生※満 18歳の年度)限定。 

※会員様お一人様につき 2名まで登録OK(2親等まで)。 

※４年以上会員様として在籍されたそのご子息様が対象となります。 

 

１月３1㈪は休場となります。ご迷惑をおかけ致しますが、予めご了承ください。 
≪クラブからのお知らせ≫ 

女性ゴルファー様大歓迎      

サントリー 

豪華賞品が当たる！ 
 

ビールギフト・ジュース詰め合わせ等 

２０２１年１２月２４日㈮ ８，4８０円 限定ランチ付き 

２５日㈯ １４，0００円 限定ランチ付き 

１月１日㈯ １２，５００円 限定ランチ付き・参加費込 

開場券・パスポート利用ＯＫ！+１，３２０円で参加費と限定ランチ込 

３月３１日㈭ ・ ４月１日㈮ ８，９８０円 限定ランチ付き・参加費込み 

Ｗペリア・ハーフ集計 

満開の桜をたのしもう!! 

 
スコア提出でプレー券が

当たるかも!? 

 
  １１月１５日月曜日 ３月２８日月曜日 

               １月１７日月曜日 ５月１６日月曜日 

クィーンカップ９月から再開致しました♡ 

入会受付日第２弾：２０２２年４月～２０２３年３月まで 

次回から使える 
 

５００円クーポン 

プレゼント❤ 

 ホームページにお得情報満載！ 

2０２１年１２月６日㈪～１０日㈮ 

２０２２年１月１７日㈪～２０日㈭ 

２０２２年２月１４日㈪～１７日㈭ 

２０２２年２月２８日㈪～３月３日㈭ 

 

毎月第１水曜日 
ゲスト様参加大歓迎      

 

プレー費 ７,７２０円 

参 加 費 ２,０００円 
 

プレー後に親睦会ございます。 
 

女性ゴルファーのお友達作りに 

是非ご利用ください♪ 

 

毎月第４水曜日 
ゲスト様参加大歓迎⭐ 

 

プレー費 ７,７２０円 

参 加 費 ２,０００円 
 

プレー後に親睦会ございます。 
 

ゴルフ友達作りに是非 

ご利用ください♪ 

期間中にご来場いただいた女性全員が対象 

(ご同伴の女性も対象となります) 

ベストフレンズ会 レディースコンペ 

ゴルフで元気に健康な体づくりを⭐ 

月例競技参加OK 

・ベストフレンズ会(レディースコンペ) 

・クィーンカップ(レディースコンペ) 

その他にもご参加いただけるコンペがございます♡ 

※料金は全て税込み価格です。 

会 案 内 入

り 

ご 

令和４年４月まで 

通常 ３７０,０００円（総額） 
《内訳》登録料220,000円 保証金150,000円 

会員様特典変わらず… 

３42,5００円（総額） 
《内訳》登録料 192,500円 保証金 150,000円 

期間限定!! ２７，０００円割引中✨ 
お得に会員になるチャンス‼ 

 

対象者① 

５５歳以上 

対象者② 

女性 

対象者③ 

２名以上で 

ご入会 

《 入 賞 》  
 

優 勝 プレー無料招待券 

２ 位 プレー優待券 

３ 位 プレー優待券 

１０飛び プレー優待券 or 

     ショップ券 

 

夏季冬季割引有り(３年間) ジュニア登録 OK 

四大競技参加 OK 

月例競技参加 OK 

３年間年会費免除!! 

会員様特典 

対象者①～③にいずれかに当てはまる方は 

キャンペーン料金でのご案内♪ 

Ｗペリア・ハーフ集計 

開場券・パスポート利用ＯＫ！+１，１００円で参加費と限定ランチ込 

開場券・パスポート利用ＯＫ！+１，32０円で参加費と限定ランチ込 

パスポート利用OK 

グロワールでより楽しいゴルフライフを       

※4年目から年会費が発生し、通常会員となります。 

※入会から翌４月までが初年度となります。 

※競技への参加は HDCPが必要となります。 

学生応援キャンペーン 《学割》 

・親族名変（３親等まで）書換登録料 ５5,０００円 

・親族名変（３親等まで）終身への書換登録料 ５5,０００円 
 

・一般への書換登録 ２２０,０００円 

公式 LINE お友達追加で 先着３０名様限定！ 

シリカビヨンド水 プレゼント致します✨ 
※なくなり次第終了致します。 

ご 案 内 コ ン ぺ 

いのしし会 親睦コンペ 

女性のメンバー様大いに 

楽しんでください♪ 

レディースウィーク 

１月１１日㈫～３月１０日㈭ 平日のみ 

 
学生証ご提示で… 

限定ランチ付 ７，４００円 

 

１７歳以下の方は免税申請すると！ 

限定ランチ付(免税後) ６，６００円 

 

 お楽しみクリスマス★ 

  美味しいフルーツ・イチゴ       

盛りだくさん♪ 

奇数月の第３月曜 
 

※祝日の場合は開催日が変わります。 

優待キャンペーン 

※１２月３１日は休場セルフデー。 

ロッカー・風呂無し・事前精算。 

※１２月２９日～１月４日は２ｻﾑ不可。 

※１２月３１日、１日１日は茶店クローズ。 

 

 
全日 

 

限定ランチ付 
 

名義変更 

メンバー様 7,2００円 

ゲスト様 7,4００円 
※季節により変更あり。 

 

 
ゴールデンウィークは 

家族でゴルフを楽しもう✨ 

親族名変：期間限定！30，０００円割引中✨ 
書換登録料 

25,00０円 

令和４年４月まで 

※詳細につきましてはご連絡ください。 

↑LINE QRコード 

１月１日㈯限定!! 
 

    女性来場特典     
 

 

 

 

 
 

 

１月限定!! 
 

自社WEBからの 

ご予約で… 
 

 

 

 
代表者様にプレゼント 

なくなり次第終了致します。 
 

先着 

３０名様 

限定‼ 

新春 

お年玉企画!! 


