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＊掲載している情報は、８月２０日時点のものです。
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※コロナウイルスの感染状況等により営業形態・ご予約受付の開始日が変更となる場合がございます。

※キャディバッグの積み降ろしはセルフとなります。

◆クラブ選手権◆ 申込受付１０月４日㊐まで

⦿【食事付１ラウンドプレー（ＯＵＴ・ＩＮスタート）】
⦿シャワー・ロッカー利用可
❖乗用カートは２バッグ限定（3名以上はカートを無償提供）

《一般の部・シニアの部》 ※予選は、２日間の参加が必要です。
❶予選１日目 １０月２３日㊎
❷予選２日目 １１月０３日㊋
❸準々決勝
《一般》１１月０８日㊐ 《シニア》１１月０９日㊊
❹準決勝・決勝 《一般》１１月１５日㊐ 《シニア》１１月１６日㊊

⦿【１人ハーフプレー】
❖午前枠（6：50～7：25で数組限定）
❖手引きカート限定
※ロッカーの利用はできません。
※ハーフプレー優待割引券はご使用できません。
⦿コンペスペースの利用は可能となりますが、食事の提供はできません。
（ご希望により飲み物はご提供いたします）

《レディースの部》 『ストロークプレー』
❶予選 １１月０３日㊋
❷決勝 １１月１５日㊐

９ 月 【平日限定】１組４名で昼食時ドリンクバー付🍹☕
４金
６日
８火

メンバー月例競技会（平日）

メンバー月例競技会（休日）

メンバー月例競技会（平日）

参加料込み：6,150円

≪４０組限定≫

参加料込み：9,500円
参加料込み：6,150円

１木

シニアの日

※コンペ優待特典は、付きません。
５５歳以上の方は、プレー料金：5,450円

開場記念杯（チャリティーゴルフ大会） ＊全員参加のオープンコンペとなります
昼食時には、瓶ビール・その他ソフトドリンクをご用意

8,700円

シーズン料金

【１ラウンド】 平日：5,950円（6,450円） 休日：8,700円（9,700円）
【 ハ ー フ 】 平日：2,300円（2,600円） 休日：3,600円（4,100円）

１１ 金

前半９ホールのスコアで集計
参加賞：海産物
賞品：海産物セット

友の会：参加料込み6,950円

一般：参加料込み7,450円

参加料込み：6,150円

メンバーシニアレディース競技会

参加資格：友の会会員で女性または５５歳以上の方

＊１１月のご予約は、９月１日・午前９時より開始いたします。
２月

１７ 木
１８ 金

メンバー月例競技会（平日）

参加料込み：6,150円

≪４０組限定≫

３火

９金

メンバー月例競技会（平日）

参加料込み：6,150円

≪４０組限定≫

５木

メンバー月例競技会（休日）

参加料込み：9,500円

２１ 月
２２ 火

前半９ホールのスコアで集計

賞品：お肉セット
一般：参加料込み7,050円

❤女性の日

女性の方は、プレー料金が4,950円
女性限定の「レディース・スマイルハーフコンペ」同時開催
（参加料込み5,550円 賞品：果物セット）

お得なフライデーゴルフ
友の会：5,550円

一般：6,050円

３番ホールに於いて見事ワンオン成功の方にボール（１スリーブ）を進呈！
友の会：8,200円

一般：9,200円

初秋のシーサイド☆特別感謝デー ※全員にボール1スリーブ進呈♪
さらに、お土産として抽選で30名様に「本格ネパールカレー」を進呈！

メンバー月例競技会（休日）

一般：9,400円
参加料込み：9,500円

１１ 日
１３ 火

２５ 金 参加資格：友の会会員で７０歳以上の方
２８ 月

参加料込み：6,150円

参加資格：女性または５５歳以上

前半９ホールのスコアで集計
友の会：参加料込み6,550円

前半９ホールのスコアで集計
参加賞：あり
賞品：あり

友の会：参加料込み6,950円

賞品：ヤマサ蒲鉾
一般：参加料込み7,050円

お安い日やＤａｙ ９月２日㊌ １５日㊋ ２３日㊌
友の会：5,450円
一般：5,950円

一般：参加料込み7,450円

目指せ！ワンオン・チャレンジ（参加費は掛かりません）

１８ 日
２０ 火
２１ 水

３番ホールに於いて見事ワンオン成功の方にボール（１スリーブ）を進呈！
友の会：8,200円

一般：9,200円
参加料込み：6,150円

メンバーシニアレディース競技会

参加資格：友の会会員で女性または５５歳以上の方
❤女性の日

女性の方は、プレー料金が４，９５０円
女性限定の「レディース・スマイルハーフコンペ」同時開催
（参加料込み5,550円 賞品：あり）

参加料込み：9,500円

前半９ホールのスコアで集計
参加賞：あり
賞品：あり

友の会：参加料込み6,950円

一般：参加料込み7,450円

１２ 木

メンバー月例競技会（平日）

参加料込み：6,150円

１５ 日

メンバー月例競技会（休日）

参加料込み：9,500円

≪４０組限定≫

両日、ｸﾗﾌﾞ選手権をﾏｯﾁﾌﾟﾚｰで実施しております。※選手権の優先ﾌﾟﾚｰ等、競技の進行にご協力をお願い致します。

１６ 月

メンバー月例競技会（平日）

参加料込み：6,150円

レディース＆シニアハーフコンペ

１７ 火

≪４０組限定≫

参加資格：女性または５５歳以上

前半９ホールのスコアで集計
友の会：参加料込み6,550円

賞品：あり
一般：参加料込み7,050円

友の会 グランドシニア月例競技会

２０ 金 参加資格：友の会会員で７０歳以上の方

参加料込み：6,150円

目指せ！ワンオン・チャレンジ（参加費は掛かりません）

２５ 日

メンバー月例競技会（休日）

参加料込み：9,500円

友の会 グランドシニア月例競技会

２７ 火 参加資格：友の会会員で７０歳以上の方
レディース＆シニアハーフコンペ

友の会 グランドシニア月例競技会
レディース＆シニアハーフコンペ

メンバー月例競技会（休日）

かんなづきハーフコンペ

友の会：参加料込み6,550円

友の会：8,400円

※コンペ優待特典は、付きません。
５５歳以上の方は、プレー料金：5,450円

しもつきハーフコンペ

目指せ！ワンオン・チャレンジ（参加費は掛かりません）

１９ 土

シニアの日

（参加料1,000円込み）※うち寄付金500円

５月

がんばろう姫路ハーフコンペ

１４ 月

※２サム割増
平日：２５０円 休日：１，０００円

１１ 月 【平日限定】１組４名で昼食時ドリンクバー付🍹☕

ながつきハーフコンペ

９水

９月１日から

（ ）内はビジター料金

平日に限り、１０名様以上のコンペなら６００円引き

１０ 月 【平日限定】１組４名で昼食時ドリンクバー付🍹☕

４日
≪４０組限定≫

TEL 079-254-5881 FAX 079-254-3301

２９ 木

参加料込み：6,150円

２３ 月
２４ 火

参加資格：女性または５５歳以上

前半９ホールのスコアで集計
友の会：参加料込み6,550円

賞品：あり
一般：参加料込み7,050円

フライデーゴルフ １０月２日㊎ １６日㊎ ３０日㊎
友の会：5,550円
一般：6,050円

２６ 木

３番ホールに於いて見事ワンオン成功の方にボール（１スリーブ）を進呈！
友の会：8,200円

メンバーシニアレディース競技会

一般：9,200円
参加料込み：6,150円

参加資格：友の会会員で女性または５５歳以上の方
❤女性の日

女性の方は、プレー料金が４，９５０円
女性限定の「レディース・スマイルハーフコンペ」同時開催
（参加料込み5,550円 賞品：あり）

フライデーゴルフ １１月６日㊎ １３日㊎ ２７日㊎
友の会：5,550円
一般：6,050円

