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夏に大好評だった新メ
ニューバナナジュー
ス！今後もご提供でき
るようになりました！
カルシウムやビタミン
Cなどの幅広い栄養素
と食物繊維がとれる飲
み物です♪

デニッシュ生地に、アールグレイ茶葉の
上品な風味と、アーモンドクリーム、り
んごの果肉を巻き込み、
さらにバニラとシナモンが
ほのかに香る、
大人気期間
限定商品です！！

▶G会員
平日通常料金6,830円が…
▶ビジター
平日通常料金8,330円が…

▶G会員
祝日通常料金10,530円が…

▶ビジター
祝日通常料金13,630円が…



■料金
（昼食+スーパードライ3缶付）
・G会員7,780円
・ビジター8,800円

■等賞内容
優勝∼10位、15∼50位まで5飛び、
60位以降10飛び、ブービー賞、ベスグロ賞！
・１月は「１」のつく順位（11,21,31位…）
・２月は「２」のつく順位（12,22,32位…）にも！！

■開催日
・1月8日(金)、2月5日(金)

12月29日(火)

30日(水)

31日(木)

１月１日(祝･金)

２日(土)

３日(日)

４日(月)

５日(火)

休場日



2020年競技において、上位入賞されたお客様のみご参加いただける年に一度の競技です。
参加資格をお持ちの方には、お葉書を郵送させていただきます★

当クラブは、1月1日(祝・金)は休場いたします。

尚、4月1日(木)(チャレンジゴルフ)のご予約は、

1月2日(土)9：00よりお受けいたします。

何卒宜しくお願い致します。

▶G会員
土日通常料金10,030円が…

▶G会員同伴
土日通常料金12,130円が…

※1/2(土)∼1/5(火)は、お正月サービスデー料金となります。

競技名  グランドマンスリー ウィナーズカップ シニアグランドマンスリー
2021年2月11日(祝・木) 2021年2月22日(月) 2021年3月9日(火)
      7：30～     8：00～     8：00～

 G会員：7,260円(昼食付)
ビジター：8,280円(昼食付)

競技方法 UH WP UH(女性+1）
1位～15位、20位以下5飛、 1位～10位、15位以下5飛、

B.G. B.G.
参加費 1,000円(プレー代金別) 500円（プレー代金別） 1,000円（プレー代金別）

男性:白マーク
男性：青マーク  (55歳以上ゴールドマー 男性:白マーク
女性：赤マーク 80歳以上赤マーク) 女性:赤マーク

女性:赤マーク
(予約開始) 〔 2020年11月11日(水) 〕 〔 2020年11月22日(日) 〕 〔 2020年12月9日(水) 〕

 G会員：7,260円(昼食付)

1位～15位、20位以下10飛

日時

使用ティー

プレー代 6,630円

入賞



２月末まで、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！

※競技参加枠は組合せ前提となります。4名様から人数が減った場合も組合せとな
りますのでご了承ください。

この度、当クラブのコースレート(JGA認定)を再査定いたしました。詳細はホーム

ページか、フロント前にある用紙にてご確認ください。10月1日より新しいコース

レートにてHDCP計算などをおこないます。

つきましては、各アンダーハンディ競技の女子の＋ハンディに変更がございます。

▶月例杯、土曜杯、サンデーマンスリー…なし

▶シニアカップ…+１

▶グランドシニア…Aグリーン＋３、Bグリーン＋２

どうぞよろしくお願いいたします。

◎１月～2月
・G会員(平日:6,630円、土日祝:10,030円)
・同伴ビジター(平日:7,630円、土日祝:12,130円)
・ビジター(平日:8,130円、土日祝:13,130円)

◎３月～12月
・G会員(平日:6,830円、土日祝:10,530円)
・同伴ビジター(平日:7,830円、土日祝:12,630円)
・ビジター(平日:8,330円、土日祝:13,630円)



現在、受付前にサーマルカメラでの検温を行っております。

お手数ですが、必ず実施いただきますようご理解をお願い

致します。37.5度以上ある場合は警告音が鳴るので、ス

タッフがお声がけさせていただきますのでご了承ください。

日頃より、館内におけるマスク着用にご協力をいただきありがとうござ

います。スタッフ一同新型コロナウイルス感染拡大防止のために尽力し

ております。今後もご協力賜りますようお願い申し上げます。

★画面にお顔が映るように立ってください
★マスクを着用したまま測定してください
★額を出すとより正確に測定できます

チェックイン時、現在ゴールド会員様には、ご自身で会員カードをカードリーダーに通し

ていただいております。ご協力くださりありがとうございます。重ねてご理解賜りますよ

う何卒よろしくお願い申し上げます。



2021年の上期・下期日程表より、発送

を見合させていただくこととなりまし

た。今後はホームページでの掲載とな

ります。また、フロント前にも印刷し

た日程表を設置いたします。ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。

現在、ゴールド会員有効期限のご案内の発送を見合わせております。ゴールド会員の

みなさまにはご不便をおかけして申し訳ありません。有効期限の近い方には受付時に

お伝えをしております。ご了承ください。有効期限については、電話やフロントにて

お気軽にお問い合わせください。

30分前には、チェックインをお済ま

せいただき、スタート時間の10分前

にはティーイングエリアにご到着く

ださいますよう

お願いいたします。

例年11月に行っておりました、「ナイターファイナルキャンペーン」は、

今年は行いませんのでご了承ください。

12月からの夕刻は、全枠2サム保証料として500円を頂戴いたします。

なお、女性が入られた場合は割増料金は発生いたしません。

◎ナイターのファイナルキャンペーンについて

◎２サム保証料について
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【月曜日】 【火曜日】 【水曜日】 【木曜日】 【金曜日】 【土曜日】 【日曜日】

昼食付 V:11,880円
G会員特別料金

Ｇ5,670円
（昼食付）

7,350円 G:9,650円 (P)参500円 （P)参加費500円 (WP)参500円 参加費1,000円
定光寺ファン感謝デー 昼食付サービスデー チャレンジゴルフ レディース･シニア杯 霜月杯 土曜杯(UH)

(WP)参1,000円 (P)参500円 (WP・上限無)　参500円 （UH)参1,000円 (P)参500円 (UH)参1,000円
ＡＧＡ県民体育大会 チャレンジゴルフ EUオープン 月例杯 お酒祭り

昼食付サービスデー お楽しみサービスデー お酒祭りサービスデー

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

サンデーマンスリー

(P)参500円 （9H・P）参500円 (P)参500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） （昼食・お土産付）

全米オープン フルーツ祭り チャレンジゴルフ 　産地直送祭り 　シニアカップ

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

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

JCCオープン 　グランドシニア わくドキオープン チャレンジゴルフ
(WP)参500円 （UH)参1,000円 (WP・上限無)　参500円 (P)参500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）

11月
ＪＪコンペ

(P)参500円

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

12月
2020年

レディース･シニア杯 チャレンジゴルフ フルーツ祭り 師走杯 土曜杯(UH)
（P)参加費500円 (P)参500円 （9H・P）参500円 (WP)参500円 参加費1,000円

G会員特別料金
Ｇ5,670円

フルーツ祭りサービスデー

G7,780円　 V8,800円

（昼食・お土産付）

（P)参500円 (P)参500円 (WP・上限無)　参500円 （UH)参1,000円 (WP・上限無)　参500円
　産地直送祭り チャレンジゴルフ わくドキオープン 月例杯 EUオープン

産地直送祭りサービスデー 昼食付サービスデー お楽しみサービスデー 昼食付サービスデー
G7,780円　 V8,800円 G7,260円　V8,280円 G8,200円　V9,220円 G7,260円　V8,280円

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

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

お酒祭りサービスデー 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
(P)参500円 (P)参500円 （UH)参1,000円 7,350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）

JCCオープン チャレンジゴルフ ＪＪコンペ 昼食付サービスデー（昼食付）(WP)参500円
G:11,520円 

雪だるま杯 Xmas杯 G同・ V:12,540円

(P)参500円 (P)参500円
G:7,550円・G同 / V:8,340円

(P)参500円 (P)参500円

　グランドシニア 歳末感謝デー(昼食付）
（UH)参1,000円

☎　0561-48-4821

（ﾓｰﾆﾝｸﾞ・昼食・MIYABIﾊﾟﾝ付） (P)参500円

※土日祝、12/29~1/5は、1週間前から1人3,000円のｷｬﾝｾﾙ料を頂きます。

お楽しみサービスデー G:9,700円・G同:10,310円 / V:10,920円
G8,200円　V9,220円 歳忘れ全米オープン

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 6,630円 10,030円
会員同伴ビジター 7,630円 12,130円
ビジター 8,130円 13,130円


