
土曜はセントの日

第１土曜日（8月は第 5土曜）はゲスト様が
プレミアム料金でお得にプレーできます。

1・2 月                  12 月

15,410円 円16,660女性ゲスト様

特別料金{セルフ}

※上記料金はすべてセルフプレー代、ゴルフ場利用税、振興基金、消費税込、4 バッグ時の場合の料金です。     ※キャディ付の場合は +3,300 円
※ご予約は当クラブ会員様、リゾートトラストグループ会員様より承ります。（リゾートトラストグループ会員様はご本人様ご同伴でお願いします）

セントサタデー
土

第４ ５or

OPEN. 2021

1/30・２/271/30・２/27

集計方法：18Ｈ/ＷＰ戦   等賞：上位賞、飛び賞、BB賞他
※他のサービスとの併用可（参加費分プラス1,100円）

円

1・2月                                     

16,410円

18,660

ゲスト様
特別料金 {セルフ }

対象：会員様、同伴もしくは紹介のゲスト様
特典１.旬のお土産付 梨、栗菓子、りんごなど予定しています
特典２.ゲスト様特別料金   参加費 1,100円込 

12/19 

１/16 ・ ２/20

土
第３

REMIUMPPREMIUM

プレミアムサタデー
Saturday

土
Saturday

女性限定サービスデー。
女性同士でも、男性と ご一緒
でもOK。

曜土
スペシャルday

レディス

12/5・12/26・1/9・2/6

※ 他のサービスとの併用はいたしかねます （バースデー特典、来場感謝チケット等）
※１組に会員様が２名以上ご同伴の場合は紹介会員様１名に上記特典が付きます。

ゲスト様を紹介された会員様へ ボールをプレゼントいたします。

※ボールはゼクシオ or タイトリストの予定です

紹介会員様への特典

1・2月                                         12 月

15,410円 16,660ゲスト様
特別料金 {セルフ }

ゲスト様への特典

円

対象     女性限定（ハーフプレー除く）
特典１. ショップ商品 最大30％ＯＦＦチケット進呈
特典２. スペシャル ドリンク サービス
特典３. 女性ゲスト様特別料金
※特別料金のゲスト様、ゲスト様ご同伴の会員様対象のサービスです

土曜はセントの日

第１土曜日（8月は第 5土曜）はゲスト様が
プレミアム料金でお得にプレーできます。

９月                 10・11・12 月

15,410円 円16,660女性ゲスト様

特別料金{セルフ}

※上記料金はすべてセルフプレー代、ゴルフ場利用税、振興基金、消費税込、4 バッグ時の場合の料金です。     ※キャディ付の場合は +3,300 円
※ご予約は当クラブ会員様、リゾートトラストグループ会員様より承ります。（リゾートトラストグループ会員様はご本人様ご同伴でお願いします）

セントサタデー

9/26・10/31・11/28
土

第４ ５or

OPEN. 2020

9/26・10/31・11/28

集計方法：18Ｈ/ＷＰ戦   等賞：上位賞、飛び賞、BB賞他
※他のサービスとの併用可（参加費分プラス1,100円）

円

９月                                        10・11・12月

16,410円 18,660ゲスト様
特別料金 {セルフ }

対象：会員様、同伴もしくは紹介のゲスト様
特典１.旬のお土産付 梨、栗菓子、りんごなど予定しています
特典２.ゲスト様特別料金   参加費 1,100円込 

9/19 ・ 10/17

11/21 ・ 12/19

土
第３

REMIUMPPREMIUM

プレミアムサタデー
Saturday

土
Saturday

女性限定サービスデー。
女性同士でも、男性と ご一緒
でもOK。

曜土
スペシャルday

レディス

8/29・9/5・10/3・11/7・12/5・12/26

※ 他のサービスとの併用はいたしかねます （バースデー特典、来場感謝チケット等）
※１組に会員様が２名以上ご同伴の場合は紹介会員様１名に上記特典が付きます。

ゲスト様を紹介された会員様へ ボールをプレゼントいたします。

※ボールはゼクシオ or タイトリストの予定です

紹介会員様への特典

8・９月                                    10・11・12月

15,410円 16,660ゲスト様
特別料金 {セルフ }

ゲスト様への特典

円

対象     女性限定（ハーフプレー除く）
特典１. ショップ商品 最大30％ＯＦＦチケット進呈
特典２. スペシャル ドリンク サービス
特典３. 女性ゲスト様特別料金

※12/26はプレミアムサタデー
   に変更になりました

※特別料金のゲスト様、ゲスト様ご同伴の会員様対象のサービスです

※上記料金はすべてセルフプレー代、ゴルフ場利用税、振興基金、消費税込、4 バッグ時の場合の料金です。     ※キャディ付の場合は +3,300 円
※ご予約は当クラブ会員様、リゾートトラストグループ会員様より承ります。（リゾートトラストグループ会員様はご本人様ご同伴でお願いします）

セントサタデー

9/26・10/31・11/28
土

第４ ５or

OPEN. 2020

9/26・10/31・11/28

集計方法：18Ｈ/ＷＰ戦   等賞：上位賞、飛び賞、BB賞他
※他のサービスとの併用可（参加費分プラス1,100円）

円

９月                                        10・11・12月

16,410円 18,660ゲスト様
特別料金 {セルフ }

対象：会員様、同伴もしくは紹介のゲスト様
特典１.旬のお土産付 梨、栗菓子、りんごなど予定しています
特典２.ゲスト様特別料金   参加費 1,100円込 

※上記料金はすべてセルフプレー代、ゴルフ場利用税、振興基金、消費税込、4 バッグ時の場合の料金です。
※キャディ付の場合は +3,300 円です。

集計方法：18Ｈ/ＷＰ戦   等賞：上位賞、飛び賞、BB賞他
※他のサービスとの併用可（参加費分プラス1,100円）

1・2月               

16,410円

18,660

ゲスト様
特別料金 {セルフ }

対象：会員様、同伴もしくは紹介のゲスト様
特典１.旬のお土産付 梨、栗菓子、りんごなど予定しています
特典２.ゲスト様特別料金   参加費 1,100円込 

セントサタデー

1/30・2/27
土

第４ ５or

OPEN.2021

1/30・2/27

土曜はセントの日

プレミアムサタデー
SaturdaySaturday

12/19

1/16 ・ 2/20

土
第３

女性限定サービスデー。
女性同士でも、男性と ご一緒でもOK。曜土

スペシャルday
レディス

※特別料金のゲスト様、ゲスト様ご同伴の会員様対象のサービスです
1・2 月                   12 月

15,410円 円16,660女性ゲスト様

特別料金{セルフ}

対象     女性限定（ハーフプレー除く）
特典１. ショップ商品 最大30％ＯＦＦチケット進呈
特典２. スペシャル ドリンク サービス
特典 3. 女性ゲスト様 特別料金

※ 他のサービスとの併用はいたしかねます
   （バースデー特典、来場感謝チケット等）
※１組に会員様が２名以上ご同伴の場合は紹介会員様１名に上記特典が付きます。

ゲスト様を紹介された会員様へ 

ボールをプレゼントいたします。
※ボールはゼクシオ or タイトリストの予定です

紹介会員様への特典

※上記料金はすべてセルフプレー代、ゴルフ場利用税、振興基金、消費税込、4 バッグ時の場合の料金です。
※キャディ付の場合は +3,300 円です。

REMIUMPPREMIUM 土

12/5・12/26・1/9・2/6
1・2月                                        12 月

15,410円 16,660ゲスト様
特別料金 {セルフ }

ゲスト様への特典

円


