
【自社WEB予約特典】 
 

９月１日㈭から 

冷た～い♡清涼飲料 
 

※無くなり次第終了します。 

※特典内容変更する場合がございます。 

 

 

 

１０月・１１月 

【プリンス会員(男性１年会員)】 
 

《入会金》39,600 円(税込) 

10月からの１年間。 

～特典～ 

・プレー回数券 土日祝でも利用できる 

1プレー6,000 円×１５枚 
 

・お得なプレー費 6,000～７，７２０円 

・月例競技参加ＯＫ 

【年末年始プラン】 
 

・１２月２８日㈬.２９日㈭.３０日㈮.３１日㈯ 

13,000円 限定ランチ付 
 

・１月 1日㈰ 完全休場セルフ 

9,000円 限定ランチ付 
 

・１月 2日㈪～４日㈬ 

1３,500円 限定ランチ付 
 

※１月１日休場セルフデー。ロッカー、お風呂無し、事前精算。 

※１２月３１日以外は２サム不可。※１２月３１日、１月１日は茶店クローズ。 

☆お楽しみ☆ 

クリスマスプレゼント 
 

【プレゼントGet方法】 
 

Step① 9月～１２月２１日㈬の間に 2回

以上プレー。 

Step② １２月 22日㈭～２６日㈪の期間

にプレー。 
 

もれなく全員に 

“スパークリングウォーター” 

プレゼント‼ 
※お１人様 1本まで。 

 

開場券・パスポート利用OK★ 

Web予約 公式 HP 

最新!! 

お得情報満載☆ 

いつでもどこでも 

快適便利♪ 

インスタグラム 

＃ｸﾞﾛﾜｰﾙｺﾞﾙﾌ俱楽部 

写真投稿してね♡ 

【ウィズライフ会員(正会員)】 
 

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

～特典～ 

・3年間年会費無料 118,800円お得！ 
 

・パスポート利用ＯＫ・四大競技参加ＯＫ 

・月例競技参加ＯＫ・夏季冬季割引あり 

 

9月 

【平日】9/３～ 

メンバー様 7,200円 

ゲスト様 7,400円 

ハーフ 4,980円 

【土日祝】ラストスタート 16:30 

メンバー様 7,400円 

ゲスト様 9,200円 

ハーフ 5,980円 

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いたしております。 

ワクチン接種済みのお客様もクラブハウス内はマスクの着用にご協力お願いします。 

キャンセル料 

平日  ：なし 

土日祝：４,４００円／人 当日キャンセルは６,６００円 
※組数の増減に関係なく１週間前よりかかります。 

 

平日早朝＆アフターで 涼しく快適♡ ２サム保証割増無し 

グロワールゴルフ俱楽部 

打ち始め 

元旦が超お得☆ 

上記全ての会員様ジュニア会員登録できます★ 
・17歳以下プレー費平日５０円 ・登録料２，２００円 

 

女性ゴルファー 

応援♡第 3弾‼ 

ご好評につき 

第２弾募集‼ 

お得に 

メンバーに☆ 

【平日】9/3～9/30 
 

A．７：３５～１０：３０  

限定ﾗﾝﾁ付 8,980 円 

B．コース指定枠 

限定ﾗﾝﾁ付 8,780 円 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付 8,580 円 
 

 

【土日祝】9/3～9/25 
 

Ａ．7：２８～１０：44 

限定ﾗﾝﾁ付14,000 円 

Ｂ．６：１８～早朝スルー 

13,000 円 

C．ミニコンペ割（３組９名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付13,500 円 

D.１０：51～日没了承 

限定ﾗﾝﾁ付 12,500 円 
ロッカー・浴室無し・事前精算 

 

※２サム保証 割増あり＋3,３００円 

【平日】１０/3～11/３０ 
 

A．７：３５～１０：３０  

限定ﾗﾝﾁ付 8,980 円 

B．コース指定枠 

限定ﾗﾝﾁ付 8,780 円 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付 8,580 円 
 

※２サム保証 割増あり＋１,１００円 

 【土日祝】10/１～11/２７ 
 

Ａ．7：２８～１０：44 

限定ﾗﾝﾁ付14,500 円 

Ｂ．６：３２～早朝スルー 

13,500 円 

C．ミニコンペ割（３組９名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付14,０00 円 

D.１０：51～日没了承 

限定ﾗﾝﾁ付 13,000 円 
ロッカー・浴室無し・事前精算 

 

※２サム保証 割増あり＋3,３００円 

LINE 

毎月お得情報 

お知らせ！ 

イベント情報 

【土日祝】12/3～12/31 
 

Ａ．7：２８～１０：44 

限定ﾗﾝﾁ付 13,500 円 

Ｂ．７：００～早朝スルー 

13,000 円 

C．ミニコンペ割（２組７名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付13,000 円 

D.１０：51～日没了承 

限定ﾗﾝﾁ付 11,000 円 
ロッカー・浴室無し・事前精算 

 

※２サム保証 割増あり＋3,３００円 

【プリンセス会員(女性１年会員)】 
 

《入会金》19,800 円(税込) 

10月からの１年間。 
～特典～ 

・プレー回数券 土日祝でも利用できる 

１プレー6,000 円×12枚 
 

・お得なプレー費 6,000～7,720円 

・月例競技参加ＯＫ 

【スペシャルプライス】 
 

12/28㈬.29㈭.30㈮.31㈯  

限定ﾗﾝﾁ付 13,000 円 
 

1/1㈰ 完全休場セルフ ロッカー、風呂無し 

前払い・スループレー 9,000 円 
 

1/2㈪～4㈬ 

限定ﾗﾝﾁ付 13,500 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スペシャルプライス】 
 

9/２０㈫、２１日㈬、２２日㈭ 

限定ﾗﾝﾁ付 8,280 円 
 

９月連休 
１７日㈯、１９日(月・祝)２３日(金・祝)、２４日㈯ 

限定ﾗﾝﾁ付 12,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボール 1球＆ 

ティセット付☆ 

9/2まで 

【平日】１2/1～12/27 
 

A．７：３５～１０：３０  

限定ﾗﾝﾁ付 8,480 円 

B．コース指定枠 

限定ﾗﾝﾁ付 8,280 円 

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上） 

限定ﾗﾝﾁ付 8,080 円 
 

※２サム保証 割増あり＋１,１００円 

 

【終身会員】 
 

～特典～ 

【１】お得な書換料‼ 
   ・3親等以内→無料 (事務手数料 22,000円) 

・一般→55,000 

【２】終身会員様 年会費 無料‼ 
・ロイヤル会員様→ロイヤル会員様と同等の待遇 

・終身会員→会員様と同等の待遇 

【３】パスポート利用OK！ 

【４】新規で終身会員なられた方限定のお得クーポン 

 毎月一回使える 1プレー6,000 円券プレゼント 
１年限り。 

名義変更条件：当クラブに 5年以上所属されている方。 

お得キャンペーン‼ 
２０２２年９月～２０２３年４月まで。 

【スペシャルプライス】 
 

早割★10/8㈯、１０（月・祝） 

限定ﾗﾝﾁ付 12,000 円 

早朝ｽﾙｰ 11,000 円 

 
 

早割★１１/3(木・祝)、２３(水・祝) 

限定ﾗﾝﾁ付 12,000 円 

早朝ｽﾙｰ 11,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

自社Webからの 

ご予約がお得☆ 

１2月 会員募集一覧 

HPでイチ早く 

お得プランを 

チェックしてね☆ 

令和 4年 8月下旬発行 

いよいよシーズン到来☆ 

思う存分楽しもう！ 

スルー希望の方はスタート室にてお声がけください♪《平日のみ》 

※ロッカー／浴室なし、事前精算です｡  

※クラブハウスは１８時までです｡ 

※貴重品ボックスの利用はできません｡ 

※バッグの積み下ろし、プレー後のクラブ掃除等すべてセルフです。 


