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エントリーデスク 0550-89-9321
静岡県御殿場市印野1044-1
東名高速道路「御殿場I.C.」より約20分

静岡県

■キャディ付1R（4B)プレー代（昼食別）
規定料金

特約料金

4月1日（日）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥18,590 ¥16,540
¥28,090 ¥24,540

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥19,590 ¥17,090
¥29,090 ¥25,090

（4月、5月） ¥13,540 朝食（トースト＆コーヒー）、選べる昼食付
（6月） ¥13,550 朝食（トースト＆コーヒー）、選べる昼食付

月曜セルフデー （毎週月曜日）※祝日を除く
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー代

相模コース

エントリーデスク 0463-87-7766
神奈川県秦野市柳川大峯771-1
東名高速道路「大井松田I.C.」より約15分

神奈川県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増
規定料金

特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

4月1日（日）～4月6日（金）

平日
土日祝

¥15,640 ¥12,540
¥23,340 ¥17,540

¥13,540 昼食付
¥18,540 昼食付

4月7日（土）～4月13日（金）

平日
土日祝

¥15,640 ¥12,540
¥23,340 ¥20,040

¥13,540 昼食付
¥21,040 昼食付

4月14日（土）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥15,640 ¥13,740
¥23,340 ¥20,540

¥14,740 昼食付
¥21,540 昼食付

平日
土
日祝

¥15,650 ¥12,950
¥23,350 ¥20,050
¥23,350 ¥18,950

¥13,950 昼食付
¥21,050 昼食付
¥19,950 昼食付

6月1日（金）～6月30日（土）

月曜セルフデー

特得セルフデー

感謝デー

※祝日、特得セルフデーを除く

（4・5月） ¥11,940 昼食付
（6月）
¥11,950 昼食付
（4月2日、23日）
¥10,840 昼食付
（5月7日、28日）
（6月4日、25日） ¥10,850 昼食付

（4月26日、27日）
¥11,940 昼食付
（5月8日、30日、31日）
（6月29日） ¥11,950 昼食付

成田コース

千葉県

エントリーデスク 0476-35-8855
千葉県成田市川栗240
東関東自動車道「富里I.C.」より約9分

■キャディ付1R（4B)プレー代（昼食別）
規定料金

4月1日（日）～5月31日（木）

平日
土祝

特約料金

¥17,040 ¥16,640
¥29,240 ¥27,540

※日曜の予約は不可ですが、5/6（日）のご予約は承っております。料金はGW料金表をご覧下さい。

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土祝

¥17,590 ¥16,650
¥29,790 ¥27,750

（4・5月） ¥12,040 4品から選べる昼食付
（6月） ¥12,050 4品から選べる昼食付

月曜・火曜セレクトデー
（毎週月・火曜日）※祝日を除く
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー代

※キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
※キャディ付の場合（4B)（6月）￥3,780増

（4・5月） ¥16,640 昼食付
（6月） ¥16,650 昼食付

ハッピーフライデー
（毎週金曜日）※祝日を除く

市原コース

エントリーデスク 0436-88-4891
千葉県市原市奥野151
東京湾アクアラインより圏央道「茂原・長南I.C.」より約10分

千葉県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増
規定料金

特約料金

4月1日（日）～4月27日（金）

平日
土日祝

¥13,040 ¥10,840
¥25,040 ¥19,840

5月7日（月）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥13,040 ¥10,840
¥25,040 ¥19,840

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥13,050 ¥10,850
¥25,050 ¥19,850

月曜セルフデー （毎週月曜日）※祝日を除く
※コース売店クローズ、クラブバス運休

（4・5月） ¥10,340 限定昼食付

（6月） ¥10,350 限定昼食付

※レストランは朝・昼のみ利用可
※パーティは事前予約のみ受付可

江南コース

エントリーデスク 048-583-7071
埼玉県熊谷市千代985
関越自動車道「嵐山小川I.C.」より約10分

埼玉県

■キャディ付1R（4B)プレー代（昼食別）

575江南スペシャルウィーク
4月3日（火）～4月6日（金）

New Style on Monday （毎週月曜日）
※祝日を除く

規定料金

平日

特約料金

¥22,000 ¥18,200 昼食付

（4・5月） ¥18,000 昼食、1ドリンク付
（6月） ¥18,550 昼食、1ドリンク付

高崎コース

群馬県

■セルフ乗用カート1Rプレー代、ランチバイキング付
規定料金

エントリーデスク 027-385-5811
群馬県安中市上後閑477
上信越自動車道「松井田妙義I.C」より約10分
特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

4月1日（日）～4月26日（木）

平日
土日祝

¥7,770 ¥6,070 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥5,870 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥13,970 ¥11,370 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥11,170 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

5月8日（火）～5月30日（水）

平日
土日祝

¥7,770 ¥6,670 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥6,470 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥13,970 ¥11,770 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥11,570 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

6月2日（土）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥7,780 ¥6,680 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥6,480 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥13,980 ¥11,780 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付 ¥11,580 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

（4月2日、27日）
（5月7日、31日）
（6月1日、29日）

高崎サンクスデー
※レストランは昼のみ利用可

佐野ヒルクレストコース

¥5,070 限定ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥5,080 限定ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
エントリーデスク 0283-62-8000
栃木県佐野市船越町2854
北関東自動車道「佐野田沼I.C」より約10分

栃木県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増
春のスペシャルウィーク

規定料金

特約料金

平日
土日祝

¥13,340 ¥10,940 昼食付
¥24,340 ¥18,440 昼食付

4月10日（火）～4月22日（日）
5月15日（火）～5月30日（水）

平日
土日祝

¥13,340 ¥11,840
¥24,340 ¥20,840

4月24日（火）～4月27日（金）
5月8日（火）～5月11日（金）

平日

6月2日（土）～6月30日（土）

平日
土日祝

4月1日（日）～4月8日（日）
※4月2日は月曜セルフデー

¥13,350 ¥11,850
¥24,350 ¥20,850

（4・5月） ¥10,340 限定昼食付
（6月） ¥10,350 限定昼食付

月曜セルフデー （毎週月曜日）※祝日を除く
※コース売店クローズ

（5月31日、6月1日） ¥11,350 昼食付

スペシャルデー

益子PGAコース

¥13,340 ¥10,940 昼食付

エントリーデスク 0285-72-1311
栃木県芳賀郡益子町大字七井3302-1
北関東自動車道「真岡I.C」より約25分

栃木県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増
規定料金

特約料金

コンペ料金

4月2日（月）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥8,790 ¥7,970 昼食付
¥18,040 ¥13,970

¥14,970 昼食付

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥8,800 ¥7,980 昼食付
¥18,050 ¥13,980

¥14,980 昼食付

月曜・火曜スペシャルデー （毎週月・火曜日）
※祝日を除く

感謝デー

（4・5月）
（6月）

¥7,970 限定昼食、1ドリンク付
¥7,980 限定昼食、1ドリンク付

（4月1日） ¥11,980
（4月5日、6日） ¥6,980 昼食付

美野里コース

茨城県

エントリーデスク 0299-49-1881
茨城県小美玉市三箇952
常磐自動車道「石岡小美玉スマートI.C（ETC専用）」より約15分

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増
サクラスペシャルウィーク
4月3日（月）～4月13日（金）
※4月9日～11日は対象外

規定料金

特約料金

平日

¥14,040 ¥11,840 昼食付

4月1日（日）～4月27日（金）

平日
土祝

¥14,040 ¥11,840
¥25,240 ¥20,340

5月7日（月）～5月31日（木）

平日
土祝

¥14,040 ¥11,840
¥25,240 ¥21,340

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土祝

¥14,050 ¥11,850
¥25,250 ¥20,350

スペシャルマンデー （毎週月曜日）※祝日を除く
■セルフ乗用カート1Rプレー代

（4・5月） ¥11,840 5品から選べる昼食付
（6月） ¥11,850 5品から選べる昼食付

※コース売店クローズ

※キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
※キャディ付の場合（4B)（6月）￥3,780増

大洗シャーウッドコース

エントリーデスク 029-264-7775
茨城県東茨城郡大洗町成田町3137
北関東自動車道「水戸大洗I.C」より約13分

茨城県

■セルフ乗用カート1Rプレー代、ランチバイキング付
規定料金

特約料金

4月1日（日）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥10,040 ¥8,240 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥18,940 ¥15,040 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥10,050 ¥8,250 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
¥18,950 ¥15,050 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

スプリングハッピーウィーク
ファミリー感謝デー

（4月2日～4月6日）
（4月23日～4月27日）

¥7,340 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ、1ﾄﾞﾘﾝｸ付

（4月1日、5月6日） ¥12,540 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付
（6月24日） ¥12,550 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ付

六甲コース

関西

エントリーデスク 0794-72-1444
兵庫県三木市吉川町水上1582-1
中国自動車道「吉川I.C」より約10分

■キャディ付1R（4B)プレー代（昼食別）
規定料金

特約料金

コンペ料金 （3組10名以上より）

4月1日（日）～4月8日（日）

平日
土日祝

¥20,300 ¥13,050
¥31,300 ¥19,650

¥14,250 昼食付
-

4月9日（月）～4月27日（金）

平日
土日祝

¥20,300 ¥13,050
¥31,300 ¥23,050

¥14,250 昼食付
-

5月8日（火）～5月31日（木）

平日
土日祝

¥20,300 ¥14,250
¥31,300 ¥24,750

¥15,250 昼食付
-

6月1日（金）～6月30日（金）

平日
土日祝

¥20,840 ¥13,050
¥31,840 ¥23,050

¥14,250 昼食付
-

¥11,550 昼食付

月曜セルフデー （毎週月曜日）※祝日を除く
■セルフ乗用カート1R（4B)プレー代

有馬コース

エントリーデスク 0794-72-1221
兵庫県三木市吉川町奥谷114-8
中国自動車道「吉川I.C」より約7分

関西

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
規定料金

4月1日（日）～6月30日（土）

宝塚コース

平日
土日祝

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
キャディ付の場合（4B)（4月・5月）￥3,240増
（6月）￥3,780増

規定料金

平日
土日祝

コンペ料金 （3組10名以上より）

¥16,560 昼食付

エントリーデスク 0797-91-1118
兵庫県宝塚市芝辻新田字花折7-2
阪神高速11号池田線「川西小花出口」より約30分
中国自動車道「宝塚I.C」より約35分
中国自動車道「神戸三田I.C」・六甲北有料道路より約30
分

関西

4月1日（日）～6月30日（土）

特約料金

¥8,410 ¥7,910
¥18,310 ¥15,360

特約料金

¥11,350 ¥9,500
¥21,650 ¥16,800

コンペ料金 （3組10名以上より）

¥11,000 昼食付
¥18,550 昼食付

ご愛顧感謝デー
¥9,980 限定昼食付

（4月9日～6月29日の毎週月火金曜日）
※4月30日、5月1日、4日は除く

スプリングスペシャルデー

（4月2日～6日）

¥9,500 限定昼食付

軽井沢リゾート

エントリーデスク 0279-84-4111
群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-279
上信越自動車道「碓氷軽井沢I.C」より約40分

群馬県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
宿泊パック内容：1泊（メゾネット1部屋3～4名様ご利用の場合）＋夕食＋朝食＋1Rプレー代（昼食別）
※お部屋タイプにより料金が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
規定料金

4月14日（土）～4月27日（金）
5月6日（日）～5月13日（日）

平日
土日祝

5月14日（月）～6月30日（土）

平日
土日祝

白河リゾート

-

特約料金

宿泊パック

¥9,000 ﾎﾞｰﾙ1ﾀﾞｰｽ付
¥11,300 ﾎﾞｰﾙ1ﾀﾞｰｽ付

￥19,000～ ﾎﾞｰﾙ1ﾀﾞｰｽ付
￥21,300～ ﾎﾞｰﾙ1ﾀﾞｰｽ付

¥14,100 ¥9,100
¥17,300 ¥12,100

￥21,400～
￥24,400～

エントリーデスク 0248-85-2111
福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原
東北自動車道「白河I.C」より約30分

福島県

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）
宿泊パック内容：1泊（和室もしくは洋室2名様ご利用の場合）＋夕食＋朝食＋昼食＋1Rプレー代
※人数により料金が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。
規定料金

特約料金

コンペ料金 （3組9名以上）

4月13日（金）～4月27日（金）

平日
土日祝

¥7,800
¥11,100

¥5,300 昼食付
¥6,900 昼食付

¥5,300 昼食、1ドリンク付
¥6,900 昼食、1ドリンク付

5月7日（月）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥7,800
¥11,100

¥6,400 昼食付
¥8,500

¥6,400 昼食、1ドリンク付
¥9,900 昼食、1ドリンク付
宿泊パック

平日
土日祝

5月7日（月）～6月30日（土）

札幌コース

エントリーデスク 0133-66-4141（4月以降）
011-782-2227（3月末まで）
北海道石狩市厚田区シップ242
札樽自動車道「札幌北I.C」より約30分

北海道

■セルフ乗用カート1Rプレー代（昼食別）

規定料金

4月21日（土）～5月7日（月）

￥15,220～
￥18,720～

特約料金

コンペ料金 （3組9名以上）

平日
土日祝

¥6,800
¥10,400

¥6,300 昼食付
¥9,400 昼食付

平日
土日祝

¥6,800
¥10,400

¥6,300
¥9,400

¥6,100 昼食付
¥9,300 昼食付

※4月28日～5月6日はGW料金
コンペ料金 （3組9名以上）

5月8日（火）～5月31日（木）

¥6,100
¥9,300
コンペセット （3組9名以上）

平日
土日祝

5月8日（火）～5月31日（木）

¥7,700 お弁当、1ﾄﾞﾘﾝｸ付
¥11,100 お弁当、1ﾄﾞﾘﾝｸ付
コンペ料金 （3組9名以上）

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥7,300 ¥6,800
¥12,100 ¥11,100

¥6,300
¥10,300
コンペセット （3組9名以上）

6月1日（金）～6月30日（土）

平日
土日祝

¥8,000 お弁当、1ﾄﾞﾘﾝｸ付
¥12,100 お弁当、1ﾄﾞﾘﾝｸ付

