
日頃は格別なるお引き立て頂き、誠にありがとうございます。

オープンコンペやアンダーハンディ競技につい
ては、競技の性質上、組み合わせが前提となり
ます。ご了承ください。

￥

７・８
月号

平日 土日祝

G会員 5,150円
ビジター 6,150円

5,150円

平日 土日祝

G会員 4,000円
ビジター 5,000円

4,000円



お忙しい中、「定光寺だより」のアンケート調査にご協力くださりありがとうございま

す。ひとつひとつのご意見全て読ませていだいております。今回の頂戴いたしました大

変貴重なご意見は今後の参考とさせていただきます。

7月/9月5日(土)、6日(日) 

G会員 同伴ビジター
土日祝通常料金10,030円▼ 土日祝通常料金12,130円▼

6,630円 9,800円

G会員 同伴ビジター
土日祝通常料金10,530円▼ 土日祝通常料金12,630円▼

6,830円 9,800円

8月

G会員 同伴ビジター
土日祝通常料金10,530円▼ 土日祝通常料金12,630円▼

8,680円 11,600円

当面の間、賞品の「湯快リ

ゾート割引券」は「JCBギ

フト券」に変更となります。

延期となっておりました開場記念競技が、

10/27(火)に開催することとなりました！

ぜひご参加ください！✨(参加費3,000円)

(G会員：6,830円、同伴V：7,830円、V：8,830円)



■開催日

4/22（水）より、夕刻・ナイターの乗用カートへのキャディバッグの
積み下ろしや、ホールアウト後のクラブの清掃等を、プレーヤーご自身
で行っていただくセルフサービスに変更いたします。
何卒、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

■料金
G会員 ビジター

7,780円 8,800円

・優勝∼10位、

・15∼50位まで5飛び、60位以降10飛び

・７月は のつく順位（17.27.37位…）

・８月は のつく順位（18.28.38位…）にも

■等賞内容



・ご精算後はマイレージポイント付与対象外となります。
・ 商品のお取り置きは1カ月とさせていただきます。
・マイレージポイントはG会員のみの特典です。

■通常16時から受付の２サム保証も、
14時30分からお受けしています。

■２サム保証割増料金
・ 9H ……     500円/名
・18H …… 1,000円/名

甘いデニッシュ生地に、爽やかなブルーベリー
が と入っています♪
6月末までレストランにて発売中！
食べきりやすいSサイズです★
５日前までに事前予約をしていただくと
確実です！

MIYABIのパンは、他にも、
抹茶や柚子、ショコラ、
メープルなどもあります。
詳細はレストランスタッフまで！



■２サム・３サム保証

・10月末まで、午前スタート、且つ競技にご参加されない場合に限り、２サム・３サム保証

(組合せ無し)を無料でお受けいたします。

・夕刻ナイターにつきまして、２サム・３サム保証(組合せ無し)を、14:30よりお受けいたし

ます(通常は16:00から)。２サム保証料は、500円/名・9H、３サム保証料は無料です。

・10月末まで、昼食無しの午前ハーフのプランもお受けいたします。

～ご予約に関して～

ご来場の皆様が少しでも安心してお楽しみいただけるよう、ご理解とご協力をお願いたしま

す。

■ご来場にあたって

・ご来場前の検温、ご来場時のマスク着用のご協力をお願いいたします。

・発熱、体調不良、咳などの症状がある方はご来場はご遠慮ください。

■受付

・受付時の混雑による密集を防ぐため、順番に並んでいただき一人ずつ受付を行います。

・受付前に手のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。

・スタッフはマスク着用を徹底しております。

・フロント受付、マスター室受付ともに、飛沫感染防止のためアクリル板やビニールカーテ

ンを設置しております。

■クラブハウス内

・可能な限り換気を行っております、空調等に関してご了承ください。

・更衣室やロッカーを含め、施設内やカードホルダーのアルコール消毒を行っております。

・乗用カートのアルコール消毒を行っております。

■レストラン

・お席を離してご案内させていただきます。

・コーヒーコーナーは、席数を減らし間隔を空けてご利用いただきます。

～新型コロナウイルス感染拡大防止のための対策について～



■競技に関して

・集計会場を廃止いたします。それに伴い、全競技において必ずカートナビへのスコア入力

をお願いします。

・ぺリア競技に関して、同ネットの場合、年齢ではなくマッチングスコアへ変更となります。

・ぺリア競技に関して、男性の方で白ティをご使用になられた場合は、フロントへご申告く

ださい。

・アンダーハンディ競技のアテストに関して、ホールアウト後、コーヒーコーナーにてスコ

アが印刷されたアテストカードをお渡しいたします。ご自身のスコアをご確認の上、サイン

をお願いいたします。また、マーカーの方のサインもいただくようにしてください。

・ホームページ内の順位の表示は、当日ご利用になられたカードホルダーの番号となります。

カードホルダーの番号は、お支払い後に発行される領収書左上にも記載がございます。

・「EUオープン」の賞品である「湯快リゾート割引券」は、「JCBギフト券」へ変更となり

ます。

～競技に関する変更点・注意点～

■「夏のサイコロゲーム」

・例年7～8月に開催しておりましたが、今年は中止とさせていただきます。

■「開場記念競技」

・7/21(火)に開催予定でしたが、10/27(火)に延期とさせていただきます。7/21(火)は、「昼食

付サービスデー」となります。(G会員・ビジターともに6,500円)

■「夏のバイキングデー」

・7/23(祝・木)～26(日)に開催予定でしたが、中止とさせていただきます。変更後は、「昼食

付サービスデ−」となります。(G会員7,260円、ビジター11,120円)

先行予約を頂いていた方には、従来通りご来場時にMIYABIのパンをお渡しいたします。

楽しみにしていただいていたお客様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。ご

理解とご協力をお願い申し上げます。

～イベント中止・プラン変更のお知らせ～



2020年4月10日、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、愛知県緊急事態宣言が発出さ

れました。定光寺カントリークラブは、この日を基準日といたしまして、ゴールド会員及び

割引券等の有効期限について、以下の通り延⾧の対応をいたします。

緊急事態宣言は解除されましたが、未だ終息宣言は発表されておりません。そのため、愛知

県に終息宣言が発表された後、改めて詳しい日付をご案内させていただきます。なお、終息

宣言が発表されなかった場合、コロナウィルスに関わる社会情勢を鑑み、当クラブにて基準

日を設けさせていただきます。以下に該当する各種チケットをお持ちの方は大切に保管くだ

さい。期限が、終息宣言が発表された月の、次月以降の方は該当しません。

■会員有効期限（及びポイント）

・会員有効期限が、2020年3月11日以降から、終息宣言が発表された日(含む)のお客様は、終

息宣言が発表された月の、次月から3か月間までにフロントにてお手続きしていただきますと、

ポイントを継続して更新することが可能です。会員有効期限は、お手続きいただいた日から

１年となります。期限が切れた状態でのプレーはビジター扱いとなります。

■ゴールド会員招待券、昼食券、その他各種割引券

有効期限が、2020年4月10日以降から終息宣言が発表された日(含む)のご招待券をお持ちのお

客様は、未使用の場合に限り、終息宣言が発表された月の、次月から3か月間、ご利用いただ

けます。

■誕生日券

誕生日月が、3月以降のバースデー割引券をお持ちのお客様は、未使用の場合に限り、終息宣

言が発表された月の、次月から2か月間、ご利用いただけます。

～ゴールド会員・割引券等の有効期限について～

～定光寺だよりに関して～

この度、「定光寺だより」の発送を見合わせていただくこととなりました。会員の皆様には

大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。最新の情報を

皆様にいち早くお伝えするため、ぜひ定光寺カントリークラブの公式LINEをご登録ください

ませ。

詳しい方法は、最終ページ「LINEの友だちに追加する方法」をご覧ください。
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※土日祝は1週間前から1人3,000円のｷｬﾝｾﾙ料を頂きます。 ☎　0561-48-4821

昼食付 8月
定光寺ファン感謝デー

7,350円

G7,260円　V8,280円 G8,200円　V9,220円
（昼食付） （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

(WP・上限無)　参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円 G7,780円　 V8,800円 (P)参500円
昼食付サービスデー お楽しみサービスデー (昼食・お土産付）

（昼食・お土産付） （昼食・お土産付）

EUオープン チャレンジゴルフ 　グランドシニア お土産付サービスデー ＪＪコンペ

フルーツ祭りサービスデー 産地直送祭りサービスデー 昼食付
G7,780円　 V8,800円 G7,780円　 V8,800円

チャレンジゴルフ フルーツ祭り 　産地直送祭り 定光寺ファン感謝デー 全米オープン
(P)参500円 （9H・P）参500円 （P)参500円 7,350円 (P)参500円

G7,780円　 V8,800円 G8,200円　V9,220円
（昼食・お土産付） （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

お酒祭りサービスデー お楽しみサービスデー
（9H・P）参500円 (P)参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円 (WP)参500円 (UH)参1,000円
　　くだものカップ お酒祭り チャレンジゴルフ 月例杯 JCCオープン サンデーマンスリー

（昼食付） （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

G会員特別料金
Ｇ5,670円

昼食付サービスデー お楽しみサービスデー
G7,260円　V8,280円 G8,200円　V9,220円

（P)参加費500円 (P)参500円 (WP・上限無)　参500円 （UH)参1,000円 (WP)参500円 参加費1,000円
レディース･シニア杯 チャレンジゴルフ わくドキオープン 　シニアカップ 葉月杯 土曜杯(UH)

【月曜日】 【火曜日】 【水曜日】 【木曜日】 【金曜日】 【土曜日】 【日曜日】

（ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付） （昼食付） （昼食・お土産付）

お楽しみサービスデー 昼食付サービスデー 産地直送祭りサービスデー

G8,200円　V9,220円 G7,260円　V8,280円 G7,780円　 V8,800円

(P)参500円 （UH)参1,000円 （9H・P）参500円 (P)参500円 （P)参500円
ＪＪコンペ 　グランドシニア お肉祭り チャレンジゴルフ 　産地直送祭り

G7,780円　 V8,800円 G同 / V:11,120円
（昼食・お土産付）

6,500円 (P)参500円
（昼食付） お酒祭りサービスデー G:7,260円

（昼食・お土産付） （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

チャレンジゴルフ 昼食付サービスデー お酒祭り 昼食付サービスデー（昼食付）(P)参500円

フルーツ祭りサービスデー お楽しみサービスデー 昼食付
G7,780円　 V8,800円 G8,200円　V9,220円

サンデーマンスリー
（9H・P）参500円 （UH)参1,000円 (P)参500円 7,350円 (P)参500円 (UH)参1,000円

（昼食付） （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

フルーツ祭り 　シニアカップ チャレンジゴルフ 定光寺ファン感謝デー 全米オープン

昼食付 昼食付サービスデー お楽しみサービスデー
G7,260円　V8,280円 G8,200円　V9,220円

（昼食付）

(P)参500円 7,350円 (WP・上限無)　参500円 （UH)参1,000円 (WP)参500円
チャレンジゴルフ 定光寺ファン感謝デー EUオープン 月例杯 JCCオープン

【日曜日】

7月
2020年

レディース･シニア杯 わくドキオープン 文月杯 土曜杯(UH)
（P)参加費500円 (WP・上限無)　参500円 (WP)参500円

【月曜日】 【火曜日】 【水曜日】 【木曜日】 【金曜日】 【土曜日】

参加費1,000円

G会員特別料金
Ｇ5,670円

昼食付サービスデー
G7,260円　V8,280円

平日 土日
ゴールド会員 6,630円 6,630円
会員同伴ビジター 7,630円 9,800円
ビジター 8,130円 9,800円

平日 土日
ゴールド会員 6,830円 6,830円
会員同伴ビジター7,830円 9,800円
ビジター 8,330円 9,800円
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