
 

 

 

 

 

💛スルー希望のお客様は当日スタートまでお声かけ下さい💛 
※状況によりお受けできない 
  場合がございます。 

        グロワールＧＣ 10月～1月の料金  
・消費税、利用税、基金を含む 

総額を表記しています。 

土日祝料金※10/2～１２/５  

 

土日祝料金※１２/1１～1２/２６  

 

◆自社予約ＷＥＢサイトご利用で！ 

総額より３００円引き‼ 
※他の割引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 

※掲載内容は予告なく変更、終了する場合がございます。予めご了承ください。 

WEB予約はこちら↑ 

新型コロナウイルス 

感染防止対策 

お客様の健康と安全に配慮し、営業内容を一部変更致 

しております。ご迷惑お掛け致しますが何卒ご理解ご協力の程、宜しくお

願い致します。 
【レンタル】     全て終了致します。例：シューズ・クラブ・傘（カートの傘も含む） 
【浴室】       再開しております。（サウナ除く） 

【バッグ受け】   車のトランクからのバッグ下ろしはご自身でお願いします。 
【レストラン】 席を広く取り窓を開放しております。 

手洗いやアルコール消毒をお願い致します。 
◆免疫力ＵＰには適度な運動と太陽を浴び、緑の中の空気は最適かと存じますので、 

万全の注意の上お楽しみください。 

令和３年 9月下旬発行 
 

10月１１月平日料金 
※10/１～１２/３ 

≪２サム割増有り +1,100円≫ 

 

※ロッカー・浴室無し・事前精算 

※バッグの積み下ろし、プレー後の 

クラブ清掃等全てセルフ。 

※土日ハーフは午後受付のみ。 

※日没保証無し。 

大人気！ハーフプレー 

≪ビジター様≫  

総額３,８５０円（平日）  

総額４,９８０円（土日祝）      

≪メンバー様≫ 

総額３,８５０円（平日） 

総額３,８５０円（土日祝） 

１２月 平日料金 
※１２/６～1２/２８ 

≪２サム割増有り ＋1,1００円≫ 

 

１月 平日料金 
※１/5～1/２８ 

≪２サム保証 割増無し♪♪≫ 

※月例競技への参加は HDCP要 ※ジュニア登録は４年目以降在籍の会員様に限る。２名までご登録可。 登録料一人 2,２00円  

 

≪年会費３年間免除≫ 

370,000円（総額） 

◆お得な情報発信中 

⇒公式インスタを 

今すぐチェック！！ インスタはこちら↑ 

SNS・WEBでお得に！！ 

土日祝料金※１/１～1/30 

〒585-0041大阪府南河内郡 

千早赤阪村水分１１７０ 

ＴＥＬ ０７２１-７２-１２１２ 

ＦＡＸ ０７２１-７２-１６３８ 

≪ウィズライフ会員（正会員）≫  

≪プリンセス会員≫レディース１年会員 

会員資格は下記の１年間♪お試し会員にいかがですか！？ 
第 1弾 令和３年１０月～令和４年９月末 

第 2弾 令和４年４月～令和５年３月末 

≪２サム割増について≫ 
お一人当たり割増料金を頂戴致します。 
 

・平日ラウンド ＋１,１００円 土日祝ラウンド ＋３,３００円 

・平日ハーフ  ＋5５0円  土日祝ハーフ  ＋1,６５0円 
 

A．７：３５～１０：３０  

ランチ付 ８,４８0 円 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

B．コース指定枠 限定ランチ付 

ランチ付 ８,２８０円 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

ランチ付 8,０８０円 
 
--------------------------------------------------------------- 

Ｄ．アフタースルー ※10:37～ 

メンバー様 ７,２００円  

ゲスト様 ７,４００円  
 

 

Ｅ．早朝スルー※12/10まで 

メンバー様 ７,２００円  

ゲスト様 ７,４００円  

≪アフタースルー≫       

※平日早朝スルー、アフタースルーはロッカー、

お風呂無し、事前精算。 
---------------------------------------------------------------- 

 

≪２サム割増有り ＋３,３００円≫ 
 

Ａ．7：49～１０：44 

ランチ付 1４,０００円 

 
------------------------------------------------------------ 

 

Ｂ．7：00～７：42 早朝スルー 

1３,０００円 

 
------------------------------------------------------------ 

 

C．ミニコンペ割（３組９名以上） 

ランチ付 1３,０００円 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

D.１０：51～ロッカー・浴室無し・事前精算 

日没了承 ランチ付 11,０００円 
 

グロワールゴルフ倶楽部 

イベント情報♪♪ 

 

A．７：３５～１０：３０  

ランチ付 ８,７８0 円 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

B．コース指定枠 限定ランチ付 

ランチ付 ８,４８０円 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

ランチ付 8,２８０円 
 
--------------------------------------------------------------- 

Ｄ．アフタースルー ※10:37～ 

メンバー様 ７,２００円  

ゲスト様 ７,４００円  
 

 

Ｅ．早朝スルー 

メンバー様 ７,２００円  

ゲスト様 ７,４００円  

≪アフタースルー≫       

※平日早朝スルー、アフタースルーはロッカー、

お風呂無し、事前精算。 
---------------------------------------------------------------- 

※利用税、基金、消費税込み 

≪２サム割増有り +3,300円≫ 
 

Ａ．7：35～１０：44 

ランチ付 1４,5００円 

 
------------------------------------------------------------ 

 

Ｂ．6：18～７：28 早朝スルー 

1３,5００円 

 
------------------------------------------------------------ 

 

C．ミニコンペ割（３組９名以上） 

ランチ付 1３,５００円 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

D.１０：51～ロッカー・浴室無し・事前精算 

日没了承 ランチ付 11,５００円 
※日の出の影響で、11/20より A、Bプランの時間

が変わります。予めご了承下さい。 

 

A．７：３５～１０：３０  

ランチ付 ８,０８0 円 
 

 
--------------------------------------------------------------- 

B．コース指定枠 限定ランチ付 

ランチ付 ７,９８０円 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

ランチ付 ７,８８０円 
 
--------------------------------------------------------------- 

Ｄ．アフタースルー ※10:37～ 

メンバー様 ７,２００円  

ゲスト様 ７,４００円  

 

 

 

 

≪年末年始≫ 

※１２月２９日 30日、1月 1日～１月４日は 

２サム不可。 

 

≪アフタースルー≫       

※アフターはロッカー、お風呂無し、事前精算。 
---------------------------------------------------------------- 

 

≪1/8～２サム保証 割増無し♪≫ 
 

Ａ．7：49～１０：44 

ランチ付 1２,５００円 

 
------------------------------------------------------------ 

 

Ｂ．7：00～７：42 早朝スルー 

1１,５００円 

 
------------------------------------------------------------ 
 

C．ミニコンペ割（３組９名以上） 

ランチ付 1２,０００円 

 
--------------------------------------------------------------- 

 

D.１０：51～ロッカー・浴室無し・事前精算 

日没了承 ランチ付 1０,５００円 
 

≪登録料≫ 

１９,８００円  
                                                              

≪年会費３年間免除≫ 

342,500 円（総額） 

 
対象者① 

５５歳以上 

いずれかに当てはまる方は 

キャンペーン料金でご案内♪                                                               

◆◇年末年始のご案内◇◆ 

１２月２９日（水）、３０日（木）  １１,５００円 限定ランチ付 

１２月３１日（金）          １２,０００円 限定ランチ付  

月例競技OK 

特別料金有り 

 

月例競技OK 

四大競技OK 

 

ジュニア登録OK 

 

パスポートOK 

夏季冬季割引有 

（３年間） 

 

お楽しみレディースWeek ≪キャンペーン期間≫ 

１2月 6日（月）～１２月１０日（金） 

１月１７日（月）～１月２0日（木） 

２月１４日（月）～２月１7日（木） 

２月２８日（月）～３月 3日（木） 

期間中女性来場者全員に次回使える 

５００円クーポンプレゼント！！ 
※クーポン受取は公式HPから 

クーポン会員の登録が必要です。 

学割がお得！！≪学生応援キャンペーン≫※平日のみ 

限定ランチ付 

７,４００円  

≪キャンペーン期間（平日のみ）≫ 

１月１１日（火）～３月１０日（木） 

※１５歳以下は保護者同伴要。 

※免税申請には公的証明書要。 

※免許証の無い方はカート運転不可。 

※プレー後の申請不可。 

※早朝・アフター・セルフデーは除く。 

限定ランチ付（免税後） 

６,６００円  

 
対象者② 

女性  
対象者③ 

２名以上で 

ご入会 
27,500円引き 

グロワール会員募集中 

１月 １日（土）          １２,５００円 限定ランチ付  

１月 ２日（日）～４日（火）   １２,5００円 限定ランチ付  

※１２/31以外は２サム不可。 

※１２/31、1/1は茶店クローズ。 

※１２月３１日は休場セルフデー 

ロッカー・お風呂無し・事前精算。 

新春お年玉コンペ １月１日開催！！ 

１２,５００円限定ランチ・参加費込 

会員様、割引券利用の方は+1100円で 

限定ランチ付参加OK  

※プレー券には利用期限有り。 

※早朝スルー・アフターは除く 

≪入賞≫ 

優勝 

２位  

３位  

１０飛び 

プレー無料招待券 

プレー優待券 

プレー優待券 

プレー優待券 orショップ券 

※公式HPからクーポン会員の登録要。 

※無料券は利用税と基金のみ掛かります。 

≪期間限定≫２７,５００円割引中！！ 
お得に会員になるCHANCE！！ 


