
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。

９.１０
月号

優勝∼10位、以降5飛、ブービー賞、ベスグロ賞、レディース賞1∼3位をご用意しております！

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

9月5日(土)、6日(日) 

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

6,830円 9,800円

８月



豪華賞品が当たるチャンスあり！！

まだご予約されていない方！まだ10

時以降のお時間が空いております！

(7月末現在)ぜひお問い合わせくださ

い！

豪華景品盛りだくさん！！ぜひご参

加ください！✨

※ゲームや表彰式は行いません。

（参加費3,000円）

（G会員：6,830円、同伴V：7,830

円、V：8,830円）

今年のフロント企画は、スタッフみんなで選んだお土産を来場者のみなさまにプレゼン

ト！日頃のお礼に心を込めてお渡しさせていただきます(^^)

（G会員：7,780円、V：8,800円）

本年も定光寺クラブチャンピオンを開催します。クラブチャンピオンはコースの“顔”で

あり、ほかのメンバーからは一目置かれる存在！競技を志すゴルファーなら一度は手にし

たいタイトル！ぜひご参加ください★

■10/14(水) 定光寺ファン感謝デー

・参加費1,000円（参加賞アリ！）

・昼食付7,350円

（上位16名が予選通過）

■10/22(木) お土産付サービスデー

・参加費1,000円（参加賞アリ！）

・昼食＋お土産付7,780円

予 選 決 勝

競技参加無し・電話予約限定・午前スタート限定で２サム・３サム保証が無料でおつけ

できます！



プレー人数の変更など、急なキャンセルが多く大変困っております。特に平日は、キャンセ

ル料を頂いていないこともあり、ご来場時に直接フロントでお伝えいただく方が多くいらっ

しゃいます。急なキャンセルは他のお客様にご迷惑がかかってしまうほか、プレーされたい

お客さまのご予約をお断りしている場合もございます。ご予約のキャンセルやメンバー様の

変更は、できるだけお早めに、ご来場前までのご連絡をお願いいたします。皆様のご理解、

ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10/1(木)∼10/4(日)の４日間の秋のバイキングデー

を中止といたします。変更後は昼食付サービスデーとなります。先行予約をしていただいたお

客様には、先行特典のMIYABIパンをお渡しいたします。

・10/1(木)、2(金) G会員…7,550円 、ビジター…8,340円

・10/3(土)、4(日) G会員…11,520円 、 ビジター…12,540円

また、12月に予定しておりましたバイキングデーについても中止となります。それに伴い、

先行予約も中止とさせていただきます。変更後は昼食付サービスデーとなります。

・12/24(木)、25(金) G会員…7,550円 、ビジター…8,340円

・12/26(土)、27(日) G会員…11,520円 、 ビジター…12,540円

尚、12/24(木)に雪だるま杯、12/25(金)にXmas杯を開催いたします。(WP・参加費500円)

来年のバイキングデーに関しましても、未定となります。

楽しみにしてくださっていたお客様には誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。

半期に一度ゴールド会員様向けにお送りしていた「上期・下期競技日程表」は、今後ホーム

ページでの掲載に変更となります。印刷されたものをご希望の方は、フロント前にもご準備

いたしますのでお持ちください。ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいた

します。



お忙しい中、「定光寺だより」のアンケートにご協力いただきましてありがとうございます。お

かげさまで貴重なご意見を多数いただくことができました。

ご意見、ご要望の多かった中から一部ご紹介させていただきます。

■「INコースにもパターの練習場が欲しい」

開場以来の検討課題と捉えています。第二駐車場の一部を…というご意見もいただいております

が、夕刻・ナイター用の駐車場として現在でも手狭な状況です。ご不便をおかけしますがどうぞ

ご理解くださいませ。

■「スロープレーをする組がいます」

スロープレーによるコース内の渋滞時には、スタート室からカートナビに警告通知をしたり、直

接注意喚起を行っています。

■「後ろの組が打ち込んできました」

カートナビからマスター室にご連絡ください。直ぐに後方カートに警告します。

■「ロッカーを広くしてほしい」

お客様同士が近くならないよう、同時間に受付された方と、できる限り離れたロッカーキーをお

渡ししております。来場のタイミングが集中してしまった場合などには、ご不便をおかけしてお

りますがどうぞご理解くださいませ。

■「2サム・3サム保証を付けてほしい」

定光寺カントリークラブでは開場以来、お一人で気軽にプレーされたいという方の為にも、通常

は4名様に満たない場合は組合せをさせていただいております。現在、新型コロナウイルス感染

拡大防止対策の一環として、期間限定で2サム・3サム保証をお受けしております（競技不参加、

午前中スタート、電話予約限定）（7月末現在）。どうぞご理解くだいますよう、よろしくお願

いいたします。

いただきました貴重なご意見は、今後のお客様へのサービスや業務改善に役立てて参ります。
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☎ 0561-48-4821※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。

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

(P)参500円
お楽しみサービスデー 産地直送祭りサービスデー

JCCオープン 開場記念競技
(WP)参500円 (WP)参3,000円 （UH)参1,000円 （P)参500円

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

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

　グランドシニア 　産地直送祭り チャレンジゴルフ

（9H・P）参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円 （S）参1,000円 (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 お土産付サービスデー お酒祭りサービスデー

昼食付 （昼食付）

フルーツ祭り チャレンジゴルフ シニアカップ クラブ選手権決勝 お酒祭り

定光寺ファン感謝デー 昼食付サービスデー
7,350円 G7,260円　V8,280円

サンデーマンスリー
(P)参500円 (P)参500円 （S）参1,000円 (WP・上限無)　参500円 (P)参500円 (UH)参1,000円
ＪＪコンペ チャレンジゴルフ クラブ選手権予選 EUオープン 全米オープン

G会員特別料金
Ｇ5,670円

お楽しみサービスデー 昼食付サービスデー
G8,200円　V9,220円 G7,260円　V8,280円
（ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付） （昼食付）

（P)参加費500円 (P)参500円 (WP)参500円 （UH)参1,000円 (WP・上限無)　参500円

レディース･シニア杯 チャレンジゴルフ 神無月杯 月例杯 わくドキオープン

【土曜日】 【日曜日】

10月
2020年

昼食付サービスデー（昼食付）
G:7,550円 G:11,520円・G同 / V:12,540円

G同 / V:8,340円 土曜杯(UH)
参加費1,000円

G7,780円　 V8,800円

【月曜日】 【火曜日】 【水曜日】 【木曜日】 【金曜日】

サービスデー

（昼食+プレゼント付）

(P)参500円 昼食+プレゼント付 (P)参500円

V　11,600円 （ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付）

チャレンジゴルフ フロント企画 全米オープン

祝日ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｰ(昼食付） お楽しみサービスデー
G　8,680円 G8,200円　V9,220円

（9H・P）参500円 （9H・P）参500円 (P)参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円
　　　お肉コンペ くだものカップ チャレンジゴルフ ＪＪコンペ 　グランドシニア

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

サンデーマンスリー
(P)参500円 （UH)参1,000円 (WP・上限無)　参500円 (WP)参500円 （P)参500円 (UH)参1,000円

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

チャレンジゴルフ シニアカップ EUオープン JCCオープン 　産地直送祭り

G　8,680円
G7,780円　 V8,800円 G8,200円　V9,220円 G7,780円　 V8,800円 V　11,600円 V　11,600円

お酒祭りサービスデー お楽しみサービスデー フルーツ祭りサービスデー G　8,680円

Ｇ6,830円
（昼食付） 同V9,800円 同V9,800円

特別料金
(WP)参500円 (P)参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円 （9H・P）参500円

⾧月杯 お酒祭り チャレンジゴルフ 月例杯 フルーツ祭り
特別料金

【土曜日】 【日曜日】

9月
2020年

第14回 わくドキオープン チャレンジゴルフ レディース･シニア杯 土曜杯(UH)
定光寺小西カップ (WP・上限無)　参500円 (P)参500円 （P)参加費500円 参加費1,000円

（Ｐ）参1,000円 昼食付サービスデー
G会員特別料金

Ｇ5,670円

G会員平日料金 G会員平日料金
G7,260円　V8,280円 Ｇ6,830円

【月曜日】 【火曜日】 【水曜日】 【木曜日】 【金曜日】

平日 土日
ゴールド会員 6,830円 10,530円
会員同伴ビジター 7,830円 12,630円
ビジター 8,330円 13,630円

平日 土日
ゴールド会員 6,830円 10,530円
会員同伴ビジター 7,830円 12,630円
ビジター 8,330円 13,630円


