
セルフ  　17,324円
キャディ付  プラス3,240円

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2019年　4・5・6　月
毎月定例ハーフコンペご案内

※画像はすべてイメージです ※上記料金はすべて４バッグ１ラウンド時、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます

毎月第２水曜

 

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

セルフ  17,864 円 
キャディ付  プラス3,240円
４月    3日 (水) 第1水曜日　参加賞：フルーツ
５月    8日 (水) 参加賞：フルーツ
６月 12日(水) 参加賞：小玉すいか

スポンサー杯 or 物産 杯

 
キャディ付  16,624円
セルフ           14,464円

対象４月23日(火) 
５月28日(火) 
６月25日(火)  

参加賞は食品

50歳以上の女性
60歳以上の男性

キャディ付
カート代
サービス

毎月第４もしくは第５火曜日

当日は
昼食付

 

 

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます毎月第２水曜

第１水曜

第5火曜

 
ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

セルフ 7.8.9月 15,654円/10.11.12月 15,654円
キャディ付 はプラス3,300円

セルフ 6月 18,210円  /  7.8.9月 15,960円 
キャディ付 はプラス3,300円

セルフ 6月 17,660円 / 7.8.9月 15,410円
キャディ付 はプラス3,300円

６月12日(水) 参加賞：すいか
７月10日(水) 参加賞：桃
８月  7日(水) 参加賞：とうもろこし
９月11日(水) 参加賞：梨

スポンサー杯

 

 キャディ付  6月 16,624円 / 7.8.9月 15,494円
セルフ           6月 14,464円 / 7.8.9月 13,334円

セルフ           6月 14,710円 / 7.8.9月 13,560円

対象

６月25日(火) 
７月30日(火) 
８月27日(火) 
９月24日(火) 

50歳以上の女性
60歳以上の男性

キャディ付
カート代
サービス

毎月第４もしくは第５火曜日

当日は
昼食付

※画像はすべてイメージです ※上記料金はすべて４バッグ１ラウンド時、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。
※プレミアムクーポン等との併用はできかねます。

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

６月18日(火) ポカリスエット杯

７月23日(火) アサヒビール杯

８月21日(水) サッポロビール杯

９月18日(水) 伊藤園杯

参加賞：大塚製薬製品詰め合わせ

参加賞：アサヒ スーパーＤＲＹ 6缶

参加賞：ヱビスビール 6缶

参加賞：伊藤園製品詰め合わせ

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2019年　9・10・11・12月
毎月定例ハーフコンペご案内

毎月第２水曜

キャディ付
カート代
サービス

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2019年　4・5・6　月
毎月定例ハーフコンペご案内

※画像はすべてイメージです ※上記料金はすべて４バッグ１ラウンド時、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます

 

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

セルフ  17,864 円 
キャディ付  プラス3,240円

セルフ  　17,324円
キャディ付  プラス3,240円

４月    3日 (水) 第1水曜日　参加賞：フルーツ
５月    8日 (水) 参加賞：フルーツ
６月 12日(水) 参加賞：小玉すいか

スポンサー杯 or 物産 杯

 
キャディ付  16,624円
セルフ           14,464円

対象４月23日(火) 
５月28日(火) 
６月25日(火)  

参加賞は食品

50歳以上の女性
60歳以上の男性

毎月第４もしくは第５火曜日

当日は
昼食付

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

４月16日(火) 九州物産杯

５月21日(火) 京都物産杯

６月18日(火) ポカリスエット杯
参加賞：阿闍梨餅

参加賞：梅ヶ枝餅

参加賞：大塚製薬製品詰め合わせ

オープンコンペどなたでもご参加できます

優勝～5位、飛び賞ご用意
お１人様から参加可能！ゲスト様も会員同伴もしくは会員紹介で

前半９ホールのダブルペリア方式

2.
3.

■木曜杯の方もご参加できます■

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます毎月第２水曜

第5火曜
第4火曜
第3火曜

 
ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

セルフ　10.11.12月 18,210円
　　　　 キャディ付 はプラス3,300円

10月  9日(水) 　参加賞　ぶどう（予定）

11月13日(水) 
12月11日(水) 

ゼクシオドリームカップ ボジョレ・ヌーヴォ杯

 

 キャディ付　16,910円
セルフ　　　14,710円

対象

10月29日(火) 
11月26日(火) 
12月17日(火) 

50歳以上の女性
60歳以上の男性

キャディ付
カート代
サービス

レデイス＆シニアデーの火曜日開催

当日は
昼食付

※画像はすべてイメージです ※上記料金はすべて４バッグ１ラウンド時、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。

10月15日(火) 11月21日(木) 
ボジョレ・ヌーヴォ解禁日

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2019年　10・11・12月
毎月定例ハーフコンペご案内

プレー代　+　参加費1,100円税込

料金

18ホールストロークプレー
・ダブルペリア方式

競技方法

ゴルフボール（ゼクシオ）
参加賞

プレー代　+　参加費　2,200円
料金

前半９ホールストロークプレー
・ダブルペリア方式

競技方法

ボジョレ・ヌーヴォ１本
参加賞

スポンサー杯 or 物産 杯

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます毎月第２水曜

 
ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

セルフ 12月 18,210円 /1･2･3月 15,960円
キャディ付 はプラス3,300円

12月11日(水) 
１月 ８日(水) 　参加賞は 季節のフルーツ
２月12日(水) 
３月11日(水) 

 

 キャディ付  12月 16,910円 / 1･2･3月 15,760円
セルフ          12月 14,710円 / 1･2･3月 13,560円

対象

12月17日(火) 
１月28日(火) 
２月25日(火) 
３月24日(火) 

50歳以上の女性
60歳以上の男性

キャディ付
カート代
サービス

毎月第４もしくは第５火曜日

当日は
昼食付

ゲスト様特別料金※参加費込  会員様はプレー代+参加費

※第２火曜

※第３水曜

１月14日(火) 北海道物産杯 1

２月19日(水) 北海道物産杯 ２

３月17日(火) 雅デニッシュパン杯

参加賞：マルセイバターサンド

参加賞：じゃがポックル

参加賞：デニッシュパン 1.5斤

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2019年12月　2020年1・2・3月
毎月定例ハーフコンペご案内

セルフ 12月 17,660円 / 1･2･3月 15,410円
キャディ付 はプラス3,300円

※上記料金はすべて４バッグ１ラウンドプレー代、参加費、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。

セントクリークカップ

シニアオープン

 
 

※天候などの事情により参加賞が変更になる場合がございます毎月第２水曜

ゲスト様特別料金

  

ゲスト様特別料金

参加賞：もも
参加賞：とうもろこし 予定

スポンサー杯

 

対象
50歳以上の女性
60歳以上の男性

キャディ付
カート代
サービス

毎月第４もしくは第５火曜日

当日は
昼食付

※画像はすべてイメージです ※上記料金はすべて４バッグ１ラウンド時、消費税、ゴルフ場利用税振興基金を含みます。

ゲスト様特別料金

参加賞：大塚製薬製品詰め合わせ

参加賞：スーパーDRY  6缶

参加賞：エビスビール  6缶

        お1人様から参加ＯＫ
（ゲスト様は会員紹介必要）　
オープンコンペ枠あり

全員に参加賞あり
前半の９ ホールの

　ダブルペリア方式　　
優勝～5位飛び賞ご用意

2020年　6・7・8・9 月
毎月定例ハーフコンペご案内

 
 
 

 
７月  ８日 (水) 
８月 12日 (水) 

参加賞：梨 予定 ９月 ９日 (水) 

 

６月23日(火) 
７月28日(火) 
８月25日(火)   
９月29日(火)   

６月16日(火) ポカリスエット杯

７月21日(火) アサヒビール杯

８月18日(火) サッポロビール杯

参加賞：伊藤園商品
9 月15日(火) 伊藤園おーいお茶杯


