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10
月例杯

ビジター受付可
7,600円

　ビジター　5,500円

昼食付　ハーフ集計

　ビジター7,600円 ビジター4,000円
6,000円

ビジター　6,100円 ビジター　6,100円

産直品コンペ
参加賞あり

ビジター9,000円

昼食付
到着順　（7：30より受付

8：00よりスタート） スタッフコンペ
8,200円

レディースシニアデー

　ビジター7,600円 ビジター　6,100円 ビジター　6,100円

25 昼食付 26 完全セルフ 昼食付 28

弁当付 9:00～10:00スタート

　ビジター　5,500円 ビジター4,000円
6,000円

ビジター4,500円 ビジター　7,600円

昼食付　ハーフ集計

21 昼食付 22 完全セルフ
予約制市民G大会

10,000円

到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート） プロツアーカップ

8,600円

レディースシニアデー

昼食付 18 19 完全セルフ 昼食付

ビジター受付可　7,600円

11 12 完全セルフ 昼食付

弁当付 肉祭りコンペ（18H）
9,800円

ビジター4,000円
6,000円

ビジター4,500円
ビジター　6,100円 ビジター　6,100円 ビジター　7,600円

14 昼食付 15 完全セルフ
予約制

昼食付
到着順　（7：30より受付

8：00よりスタート）
水曜杯（18H）

（信栄ファミリー協賛）

8,200円

レディースシニアデー

フレンズパックカート
1台4名使用総額20,000
円

到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

肉コンペ（9Ｈ）
8,500円

レディースシニアデー 弁当付

　ビジター　5,500円 ビジター4,000円
6,000円

ビジター4,500円
　ビジター7,600円 ビジター　6,100円 ビジター　6,100円

昼食付 7 昼食付 8 完全セルフ
予約制 月例杯

4 5 完全セルフ

土

4月 4月～　新料金プランぞくぞく登場！！
1 完全セルフ

予約制
昼食付

弁当付 瀬戸内市体協コンペ
8,300円

ビジター4,500円
ビジター　7,600円

日 月 火 水 木 金

朝スルー18　・　午後スルー18
スルーで安心安全
好評プラン受付中

長船ランチデー 到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

スタッフコンペ レディースシニアデー

　一般　7,600円 一般　7,600円 一般　6,100円 一般　6,100円

27 特製弁当付 29 完全セルフ 昼食付

7,600円 5,500円 メンバー3,000円
ビジター4,000円

8,200円 6,000円
一般　6,100円 一般　6,100円

31 昼食付

9:00～10:00スタート

メンバー3,000円
ビジター4,000円

9,500円 6,000円 メンバー3,000円
ビジター4,500円

チームサプライズコンペ

昼食付 25 完全セルフ
予約制

土曜会

市民G大会
10,000円

OPコンペ入賞記念
ドリームカップ通期

到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

かき祭りコンペ
（邑久町漁業組合協賛）

レディースシニアデー 弁当付

昼食付 22 完全セルフ 昼食付 24

一般　受付可 5,500円 メンバー3,000円
ビジター4,000円

8,600円 6,000円 メンバー3,000円
ビジター4,500円一般　6,100円 一般　6,100円 ビジター　7,600円

9,800円

一般　受付可
　一般　7,600円 一般　6,100円 一般　6,100円

13
月例杯

特製弁当付 15 完全セルフ 昼食付 17 昼食付 18 完全セルフ
予約制

昼食付

長船ランチデー 到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

プロツアーカップ レディースシニアデー 弁当付 肉祭りコンペ

6 感謝デー 特製弁当付 8 完全セルフ 昼食付

弁当付

5,500円 メンバー3,000円
ビジター4,000円

8,500円 6,000円 メンバー3,000円
ビジター4,500円

10 昼食付 11 完全セルフ
予約制

長船会コンペ

完全セルフ
予約制

昼食付
到着順　（7：30より受付

8：00よりスタート）
肉コンペ（9Ｈ） レディースシニアデー 弁当付 瀬戸内市体協コンペ

8,300円
メンバー3,000円
ビジター4,000円

9,500円 6,000円

1 完全セルフ 昼食付 3 昼食付 4

月例杯フレンズパックカート1台

4名使用総額20,000円
組数限定

長船ランチデー 到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

水曜杯 レディースシニアデー

メンバー3,000円
ビジター4,500円

日 月 火 水 木 金 土

3月
一般　6,100円 一般　6,100円 一般　7,600円

27 特別弁当付 ※年1回の寒さも吹っ飛ぶサービスデー　予約制
2022年2月6日(日）　18H限定　完全セルフスルーデー　ビジター5,000円

館内クローズ　現金前金制　追加Ｒ不可

スタッフコンペ

7,600円
8,200円
特製弁当付　一般5,500円

8,500円 メンバー3,000円
ビジター4,000円

6,000円 メンバー3,000円
ビジター4,500円

一般　7,600円
　一般　7,600円 特製弁当付　一般5,500円 一般　7,600円 一般　6,100円

市民G大会
10,000円

かき祭りコンペ
（邑久町漁業組合協賛）

到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート） 合同祝賀会

レディースシニアデー 弁当付 9:00～10:00スタート

特製弁当付 22 完全セルフ 18HS 24 昼食付

6,000円

昼食付

長船ランチデー 到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

プロツアーカップ レディースシニアデー 弁当付 肉祭りコンペ

25 完全セルフ
予約制

土曜会

9,800円
ビジター　7,600円

9,500円

1 完全セルフ 昼食付

一般　受付可 5,500円 メンバー3,000円
ビジター4,000円

8,600円

メンバー3,000円
ビジター5,000円

メンバー3,000円
ビジター4,000円

8,500円 6,000円
一般　受付可

　特製弁当付一般5,500円 一般　6,100円 一般　6,100円

13
月例杯

特製弁当付 15 完全セルフ 昼食付 17 昼食付 18 完全セルフ
予約制

　一般　7,600円

一般　6,100円 一般　6,100円
メンバー3,000円
ビジター4,500円

昼食付

ビジターGW特別料金 　昼食付9,000円

ﾔﾝｸﾞ＆ﾚﾃﾞｨｰｽコンペ
男女満64歳以下限定
ビジター男性7,000円
ビジター女性6,000円

土曜会

レディース+αコンペ
ビジター女性　5,500円
ビジター男性　6,500円

ビジター　5,500円

一般　7,600円

※6 サービスデー 特製弁当付 8 完全セルフ 昼食付

2月

10 昼食付 11 長船会コンペ
月例杯18H限定完全セルフ

スルーデー　予約制
レディース+αコンペ
ビジター女性　5,500円
ビジター男性　6,500円

到着順　（7：30より受付
8：00よりスタート）

水曜杯 レディースシニアデー フレンズパック カート1台
4名使用総額20,000円
組数限定

日 月 火 水 木 金 土
昼食付 4 完全セルフ

予約制

昼食付
到着順　（7：30より受付

8：00よりスタート）
肉コンペ（9Ｈ） レディースシニアデー 弁当付 瀬戸内市体協コンペ

8,300円メンバー3,000円
ビジター4,000円

3

6,000円 メンバー3,000円
ビジター4,500円一般　6,100円 一般　6,100円



※　本チラシ掲載のサービス内容、料金等は予告なしに変更する場合がございますのでご了承下さい。

※　表示金額はビジター料金です。　　※　参加賞の写真はイメージです。　　※詳しくはフロント迄お問い合わせ下さい。

　2月限定イベント
午後スルー18プランのみ
1,000円割引キャンペーン

平日通常5,000円→4,000円
土日祝通常7,000円→6,000円
※完全セルフ除く平日と土日祝　※税込　※諸料金は別途
※優待ハガキ・優待券＆割引券との併用は不可　※予約制


