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令和４年４月下旬発行

◆５月までのご予約限定◆
自社ＷＥＢからのご予約で
通常３００円引きのところ
お一人様につき
総額より

５００円引き！

ＷＥＢ予約は
こちらからどうぞ →→→
※他の割引（パスポート・開場券）との
併用はできません。
※メンバー料金は適用外です。
※特別プラン（特別コンペプラン）等は適用外。

ＨＯＴ ＳＵＭＭＥＲ
スペシャル Mondaｙ！

≪７月平日月曜日限定≫
特別料金！！
≪７：３５～１０：３０≫

★家族優待ＤＡＹ★ ★早割★ ２０組限定
全ての会員様へ
会員様と同伴のご家族様
ご一緒にご来場で特別優待♪
５月３日（火・祝）／４日（水・祝）
５日（木・祝）／７日(土)
★メンバー様

７,２００円

★ご家族様

８,５００円

祝！４９周年

開場記念杯

４月３０日（土）
５月 １日（日） ／３日（火・祝）
４日（水・祝）／５日（木・祝）

１２,８００円

★早朝スルー

１１,８００円

◆日

程

★限定ランチ付

８,２８０円

★１０：５１～ロッカー・お風呂無し

１１,８００円

【競技概要】
・Ｗペリア ハーフ集計 ・４日間は参加者のみ受付させていただきます
・参加賞は１人１回のみ ・期間中何度参加されても料金は変わりません
・優待券、割引券はご利用いただけません ・等賞／会食は未定です

◆プレー費：１４,８００円 豪華ランチ付
◆参加賞

：優待券
クーポン券はチケット(紙)とスマホのどちらか選択できます！
スマホクーポンをご希望の場合は事前にご連絡ください。
スマホクーポンをご選択の方抽選で５名様に

『特別組売優待券』プレゼント🎁

6,900 円

ビジター様

7,100 円

７月 平日

6/１～6/30
≪２サム割増有り +1,100 円≫

７/１～7/29
≪２サム割増あり +1,100 円≫

A．７：３５～１０：３０
限定ランチ付 ８,９8０円

A．７：３５～１０：３０
限定ランチ付 ８,９8０円

A．７：３５～１０：３０

B．コース指定枠

B．コース指定枠

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

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

D. 早朝スルー

D. 早朝スルー
メンバー様

７,２００円
７,４００円

限定ランチ付

限定ランチ付

平日月曜日は
特別プラン有り！！
要 check！！

８,78０円

８,5８０円

Ｃ．ミニコンペ割（２組７名以上）
限定ランチ付 ８,3８０円
平日月曜日は
特別プラン有り！！
要 check！！

D. 早朝スルー

メンバー様
ゲスト様

７,２００円
７,４００円

メンバー様
ゲスト様

７,２００円
７,４００円

：８月２６日(金) ２９日(月) ３０日(火) ３１日(水)

7,98０円税込

メンバー様

６月 平日

4/11～5/3１
≪２サム割増有り +1,100 円≫

ゲスト様

限定ランチ付

≪早朝・アフター≫

４月～5 月 平日
★特別プラン★
５月９日（月）
～１３日（金）

★限定ランチ付

事前精算

４月～７月 料金表
≪消費税、利用税、ゴルフ基金を含んだ金額です♪♪≫

ご案内

※２サム保証割増+1,100 円です。
※早朝・アフタープランはロッカー、お風呂無
し・事前精算、バッグの積み下ろしは全てセ
ルフになります。

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。
レンタル ：すべて終了いたします。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 ：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いたします。
※感染状況によりその都度変更になる場合がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
◎免疫力アップには太陽を浴びながら適度な運動と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。

E. 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.アフタースルー（10：３７～）
メンバー様 ７,２００円
ゲスト様 ７,４００円

※早朝・アフターはロッカー・お風呂無し、
事前精算。

※早朝・アフターはロッカー・お風呂無し、
事前精算。

※早朝・アフターはロッカー・お風呂無し、
事前精算。

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

昨年度分の参加賞はお友達にプレゼントＯＫになりました!!
お手続きはＨＰまたはフロントにて♪

土日祝アフタープレー
４月２９日(金・祝)～
各コース８番９番ＬＥＤライト付

１３：１１～ アフタースルー ￥９,２００円

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

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

4 月～５月 土日祝

６月 土日祝

７月 土日祝

4/16～5/29
≪２サム保証無し≫

６/４～6/26
≪２サム保証無し≫

7/2～7/31
≪２サム保証 割増あり+3,300 円≫

Ａ．7：２８～１０：44
限定ランチ付 1４,３００円

Ａ．7：２８～１０：44
限定ランチ付 1４,３００円

Ａ．7：２８～１０：44
限定ランチ付 13,5００円

Ｂ．６：１８～７：２１早朝スルー
1３,３００円

Ｂ．６：１８～７：２１早朝スルー
1３,３００円

Ｂ．６：１８～７：２１早朝スルー
12,5００円

C．ミニコンペ割（３組９名以上）
限定ランチ付 1３,２００円

C．ミニコンペ割（３組９名以上）
限定ランチ付 1３,２００円

C．ミニコンペ割（３組９名以上）
限定ランチ付 12,8００円

D.１０：51～日没了承

D.１０：51～日没了承

D.１０：51～日没了承

※２Ｂ保証／割増あり ひとりあたり＋３,３００円

１５：00～ スループレー
新型コロナウイルス
【オミクロン株】感染防止対策

E. アフタースルー（10：３７～）
メンバー様 ７,２００円
ゲスト様 ７,４００円

※4/29～受付開始

￥９,２００円

２Ｂ保証／割増なし

１５：００～ ハーフプレー

￥５,９８０円

※２Ｂ保証／割増あり ひとりあたり＋１,６５０円
※4/29～２Ｂ保証／割増なし

開場券早朝アフター利用ＯＫ
ご利用の際は事前にご連絡ください
※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
※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
※貴重品ボックスの利用はできません
※日没によるプレー保証なしです
※料金はすべて税込価格です

ロッカー・浴室無し・事前精算
限定ランチ付

1２,３００円

※アフターは２サム保証有り +3,300 円

お知らせ

ロッカー・浴室無し・事前精算
限定ランチ付

1２,３００円

ロッカー・浴室無し・事前精算
限定ランチ付

11,5００円

※アフターは２サム保証有り +3,300 円

●キャンセル料
平日ラウンド／なし
土日祝 ／ひとりあたり４,４００円
※組数の増減に関係なく１週間前よりかかります。

●利用税
令和４年１月１日(月)よりハーフプレーの利用税が８００円になります。
●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。

