
今年、開場50周年を迎える歴史あるコース。御用邸に隣接した丘陵コースで、
ゴルファーズロッジが併設されており、宿泊温泉も楽しめる。1番のお奨めは、
１泊３食付のお得なパック。ご夕食には、豪華な「すき焼きかしゃぶしゃぶ」が選択出来る。

冬はやっぱり房総！温暖な勝浦の高台に位置する太平洋を望むリゾートコース。
お得な宿泊パックがあり、ツーサムでゆったりプレーも大歓迎！レストランでは、ご当地B級グルメで
お馴染みの「勝浦タンタン麺・全国７位」が絶大の人気。（※辛いのでライスも一緒にどうぞ！）

諏訪I・Cから約30分、お得な宿泊パックもあり、「のんびりくつろげる大人向けのリゾート」。
周辺にある、望月東急GCとの１泊２プレーも楽しめる。（お車で約40分程度）
レストランメニューも充実した女性に優しいリゾートコース。

富士山を見るならココ。晴れた日は、コースからの景観が美しい。野生の鹿も頻繁に現れる。
お得な宿泊プランがあり、展望の大浴場（温泉）は景色も良く、心が癒される。
一番の狙い目は、ゴールデンウィーク明けの５月。絶対に晴れた日に行こう！

電話：0266-69-3121　FAX：0266-60-2343

電話：0557-29-1133　FAX：0557-29-0942

電話：0287-76-2800　FAX：0287-76-4639

電話：0470-76-2711　FAX：0470-76-2814

（栃木県）

（千葉県）

（長野県）

（静岡県）



３B ２B

北海道 　ニセコ東急GC 0136-23-0109 セルフ ¥5,000 (6,000) ¥7,500 (8,500) ¥7,500 (8,500) ¥5,000 (6,000) ¥7,500 (8,500) ¥7,500 (8,500)

　那須国際ＣＣ 0287-76-2800 セルフ ¥6,300 (6,800) ¥8,800 (10,800) ¥8,800 (10,800) ¥7,800 (9,500) ¥13,800 (15,800) ¥13,800 (15,800) ¥7,800 (9,500) ¥13,800 (15,800) ¥13,800 (15,800) 525 2,100 3,150

　筑波東急ＧＣ 029-869-0109 セルフ ¥9,000 (10,900) ¥16,000 (21,000) ¥16,000 (21,000) ¥9,000 (10,900) ¥16,000 (21,000) ¥16,000 (21,000) ¥9,000 (10,900) ¥16,000 (21,000) ¥16,000 (21,000) 1,050 2,100 3,150

　猿島ＣＣ 0280-82-1000 セルフ ¥12,500 (13,500) ¥20,500 (21,500) ¥20,500 (21,500) ¥12,500 (13,500) ¥20,500 (21,500) ¥20,500 (21,500) ¥12,500 (13,500) ¥20,500 (21,500) ¥20,500 (21,500) 525 1,575 2,500

　サミットＧＣ 0299-44-1234 キャディ ¥12,900 (13,900) ¥27,000 (28,000) ¥26,000 (27,000) ¥12,900 (13,900) ¥27,000 (28,000) ¥26,000 (27,000) ¥12,900 (13,900) ¥27,000 (28,000) ¥26,000 (27,000) 1,050 3,150 -

　板倉ゴルフ場 0276-82-3781 セルフ ¥7,075 (7,575) ¥12,575 (12,575) ¥12,575 (12,575) ¥7,075 (7,575) ¥12,575 (12,575) ¥12,575 (12,575) ¥7,075 (7,575) ¥12,575 (12,575) ¥12,575 (12,575) 525 不可 -

　小見川東急ＧＣ 0478-83-0109 セルフ ¥8,500 (9,800) ¥18,800 (19,800) ¥18,800 (19,800) ¥8,500 (9,800) ¥18,800 (19,800) ¥18,800 (19,800) ¥8,500 (9,800) ¥18,800 (19,800) ¥18,800 (19,800) 無料 1,575 3,150

　芝山ＧＣ 0479-77-4123 セルフ ¥8,800 (9,800) ¥16,800 (17,800) ¥16,800 (17,800) ¥8,800 (9,800) ¥16,800 (17,800) ¥16,800 (17,800) ¥8,800 (9,800) ¥16,800 (17,800) ¥16,800 (17,800) 無料 1,050 3,500

　季美の森ＧＣ 0475-73-0109 セルフ ¥11,500 (14,000) ¥22,000 (24,000) ¥22,000 (24,000) ¥11,500 (14,000) ¥22,000 (24,000) ¥22,000 (24,000) ¥11,500 (14,000) ¥22,000 (24,000) ¥22,000 (24,000) 525 1,575 -

　勝浦東急ＧＣ 0470-76-2711 セルフ ¥7,900 (8,000) ¥13,800 (14,000) ¥13,800 (14,000) ¥7,900 (8,000) ¥13,800 (14,000) ¥13,800 (14,000) ¥7,900 (8,000) ¥13,800 (14,000) ¥13,800 (14,000) 525 1,050 -

　大多喜城ＧＣ 0470-82-3311 セルフ ¥9,900 (11,500) ¥17,800 (19,300) ¥17,800 (19,300) ¥9,900 (11,500) ¥17,800 (19,300) ¥17,800 (19,300) ¥9,900 (11,500) ¥17,800 (19,300) ¥17,800 (19,300) 525 2,100 4,200

　鶴舞ＣＣ 0436-88-2211 キャディ ¥15,000 (18,000) ¥27,000 (30,000) ¥27,000 (30,000) ¥15,000 (18,000) ¥27,000 (30,000) ¥27,000 (30,000) ¥15,000 (18,000) ¥27,000 (30,000) ¥27,000 (30,000) 1,000 2,000 -

　麻倉ＧＣ 043-498-8511 キャディ ¥16,415 (21,415) - - - - ¥18,415 (21,415) - - - - ¥18,415 (21,415) - - - - 1,050 2,100 -

東海 　天城高原ＧＣ 0557-29-1133 セルフ ¥5,300 (6,800) ¥9,800 (11,800) ¥8,800 (10,800) ¥5,800 (7,300) ¥9,800 (11,800) ¥9,300 (11,300) ¥4,800 (6,300) ¥8,800 (10,800) ¥8,800 (10,800)

　蓼科東急ＧＣ 0266-69-3121 セルフ ¥5,200 (6,200) ¥9,300 (10,300) ¥9,300 (10,300) ¥6,200 (7,200) ¥10,800 (11,800) ¥10,300 (11,800) ¥6,200 (7,200) ¥11,800 (12,800) ¥10,800 (12,800) 840 2,100 3,700

　望月東急ＧＣ 0267-53-6006 セルフ ¥5,900 (6,900) ¥9,300 (11,500) ¥9,300 (11,500) ¥6,800 (8,300) ¥11,900 (13,900) ¥11,900 (13,900) ¥6,800 (8,300) ¥11,900 (13,900) ¥11,900 (13,900) 520 1,570 -

　斑尾東急ＧＣ 026-258-3511 セルフ ¥5,500 (6,800) ¥8,000 (9,800) ¥8,000 (9,800) ¥7,500 (8,500) ¥11,000 (13,900) ¥11,000 (13,900) ¥7,500 (8,500) ¥11,000 (13,900) ¥11,000 (13,900) 1,050 2,100 -

　関西ＣＣ 0771-27-2131 キャディ ¥13,900 (14,900) ¥18,500 (20,500) ¥18,500 (20,500) ¥13,900 (14,900) ¥18,500 (20,500) ¥18,500 (20,500) ¥13,900 (14,900) ¥18,500 (20,500) ¥18,500 (20,500) 無料 4,200 -

　吉川ＣＣ 0794-72-1150 キャディ ¥14,520 (18,520) ¥21,520 (25,520) ¥21,520 (25,520) ¥14,520 (18,520) ¥21,520 (25,520) ¥21,520 (25,520) ¥14,520 (18,520) ¥21,520 (25,520) ¥21,520 (25,520) 500 4,500 -

　三木よかわＣＣ 0794-88-0236 セルフ ¥10,000 (11,500) ¥16,500 (19,500) ¥16,500 (19,500) ¥10,000 (11,500) ¥16,500 (19,500) ¥16,500 (19,500) ¥10,000 (11,500) ¥16,500 (19,500) ¥16,500 (19,500) 無料 2,100 3,150

　有田東急ＧＣ 0737-32-3313 セルフ ¥9,000 (9,000) ¥18,200 (18,200) ¥18,200 (18,200) ¥9,000 (9,000) ¥18,200 (18,200) ¥18,200 (18,200) ¥9,000 (9,000) ¥18,200 (18,200) ¥18,200 (18,200) 525 1,050 -

　大分東急ＧＣ 097-529-2311 キャディ ¥9,800 (10,200) ¥14,500 (16,000) ¥15,500 (17,000) ¥9,800 (10,200) ¥14,500 (16,000) ¥15,500 (17,000) ¥9,400 (9,700) ¥13,000 (15,000) ¥14,000 (14,000) 無料 無料 -

　阿蘇東急ＧＣ 0967-67-1616 セルフ ¥6,500 (6,900) ¥9,500 (9,900) ¥9,500 (9,900) ¥6,500 (6,900) ¥9,500 (9,900) ¥9,500 (9,900) ¥6,500 (6,900) ¥9,500 (9,900) ¥9,500 (9,900) 無料 1,575 3,150

　▼筑波東急のコンペパック料金　「3組10名様以上より」 　★ゴルフ場によっては、休業日や除外日を設けている場合がございます。

◆セルフプレー料金　（キャディ付はお問合せください） 　　また、料金や適用期間が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

　★GW料金は直接ゴルフ場へお問合せください。

平日 　*料金はすべて消費税込みの１Rプレー代（4バッグ・お一人様料金）となります。

土日祝 　　※有田東急GC：２組以上はカート割増無料　※芝山2B割増は4/1より

　*キャディフィ記載の施設は、キャディ付プレーも可能です。（選択制）　

　▼猿島CCのコンペパック料金　「3組10名様以上より」 　　キャディ付施設の料金にはキャディフィが含まれております。

◆セルフプレー昼食付料金　（キャディ付はお問合せください） 　*勝浦、蓼科、嘉穂、天城のロッカーフィは、表示料金に含まれておりません。

　*関西地区のゴルフ場では、ゴルフ振興基金（20円）が別途かかります。

平日 　*他の優待券との併用やイベント・競技会時の適用はできません。

土日祝 　*当社のゴルフ場は会員制のため、マナーを守った服装でお願いいたします。

パーティー料理・パーティ時ドリンク付プランは上記料金よりプラス1，500円からとなります。

カートフィ割増料金

　■大多喜城GC

　■勝浦東急GC・斑尾東急GC

クローズ

　昼食+昼食時1ドリンク＋パーティ（料理・ソフトドリンクピッチャー組数分）

　パーティ（料理＋ソフトドリンクバー付）

【3/1～3/31迄】

平日

※3/16までセルフ営業

キャディ
フィ（４B）

◆プレー料金 ◆プレー料金 ◆プレー料金GW期間は除外 GW期間は除外

日祝

※詳しくはゴルフ場まで

日祝

11，500円 12,500円

17，500円 18,500円

　・勝浦東急ＧＣ

　・大多喜城ＧＣ

　全日『昼食付』サービスとなっております。

2,100円

1,600円

　昼食時１ドリンク+パーティー（料理４品・１ソフトドリンク）

　パーティ（料理３品＋ソフトドリンク飲み放題）

¥19,500

・・・　詳しくは　直接ゴルフ場へお問合せください　・・・

土曜

【1/8～2/29迄】

3,000円

2,800円

1,400円

¥17,000

2,050円

　全日『パスポート付』サービス料金となっております。
　昼食（限定メニュー+ワンドリンク）＋パーティ（料理・１ソフトドリンク）

　昼食（限定メニュー+1ドリンク）＋パーティ（料理・１ソフトドリンク）　

関東

九州

関西

金額 内容

施設名

※2012. 6/30迄（月曜セルフデー除く）

【昼食付パック】

¥10,000

【昼食・パーティパック】

¥12,500

　料理のみ（飲料別）

　・板倉ゴルフ場

　・麻倉ＧＣ

　　・上記4月料金の期間：３月１２日～４月１５日まで
　　・上記5-6月料金の期間：４月１６日～７月２２日まで

お問合せ・予約
プレー
スタイル

朝食バイキング＋昼食＋コース売店ドリンク（前・後半）付

金額 内容

3,500円

▼昼食付のゴルフ場

土曜

施設名

長野

エリア 施設名 平日土曜 日祝平日

●パーティ料金

　　　　⇒　以下の料金をプラスすると、お得なコンペパック！『昼食・パーティが含まれます』

　　　　⇒　上記プレー料金に別途

　・芝山ＧＣ

　・季美の森ＧＣ

　・鶴舞ＣＣ

　昼食（限定メニュー）＋パーティ（料理・ソフトドリンク3種飲み放題）　・小見川東急ＧＣ 3,100円

●コンペパック料金


