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グロワールＧＣ☆１０月～1
グロワールＧＣ☆１０月～1月の料金

※消費税・利用税込！

11月
11
月 祝日 スペシャルプラン
＊１１月 ３日（金・文化の日）

グロワールから元気発信！
先着２００名様

＊１１月２３日（木・勤労感謝の日） 9,800円ランチ付
円ランチ付

《１２月２４日（日）クリスマス・イブは
ビールで乾杯》
》
ビールで乾杯
・メンバー様
・ゲスト様

・ＷＰ集計
・ハーフ集計
・女性は赤ティー可
・豪華賞品飛び賞で有り。

・ゲスト様

メンバー料金＋１０８０円限定ランチ付

ラリー優待券プレゼント

9,800円ランチ付
円ランチ付

※7：
：07～
～7：
：56 ＆ 10:16～
～10：
：37 の時間限定

１３，０００円限定ランチ付

※7：
：35～
～7：
：56 ＆ 10:16～
～10：
：37の時間限定
の時間限定

＊１月６
＊１月６日～８日（３連休）

9,800円ランチ付
円ランチ付

※7：
：35～
～7：
：56 ＆ 10:16～
～10：
：37の時間限定
の時間限定

対象者：土日にＡプランもしくはＣプランご利用の方に…
対象者：土日にＡプランもしくはＣプランご利用の方に

年末年始 ご案内
お得にプレーができるラリー優待券をプレゼント♪

１０月の土祝

ランチ付８，９００円

※ メンバー料金及び各種優待料金の方は除く
※ ラリー券でのご予約は先着１０組様、２Ｂ不可

平成２９年１２月２８日、２９日 ９，８００円 ランチ付
１０，０００円 休場セルフ
平成２９年１２月３１日（日）

平成３０年１月１日（月）
平成３０年１月２日（火）～

７，５００円 休場セルフ
２日～４日 土日営業

※休場日はロッカー無し、事前精算、クラブハウス利用不可です。予めご了承ください。

大好評！金曜メンバ感謝デー

ランチタイムのコーヒー無料サービス継続中

Ｈ２９年 1/12～３月末迄
～３月末迄

・全てのメンバー様とご同伴ゲスト様が

10月11月料金※10/1～12/8

1月料金※1/5～1/26

12月料金※12/11～1/4

６，８００円

限定ランチ付き
・早朝・アフターは除く

平日料金

平日料金

平日料金

Ａ．お好きな時間

Ａ．お好きな時間

ランチ付 ８，７８０円

Ａ．お好きな時間

ランチ付 ８，３８０円
Ｂ．コンペ割引 ３組９名様以上

Ｂ．コンペ割引 ３組９名様以上

ランチ付 ８，２８０円

ランチ付 ８，５８０円

Ｃ．９組限定！コース・時間限定

ランチ付 ７，９８０円

Ａ．お好きな時間 日曜 １４，０００円
ランチ付 土祝 １３，５００円
Ｂ．早朝スルー
１２，５００円

Ａ．お好きな時間

Ｃ．コンペ割引 ３組１０名様以上

Ｃ．コンペ割引 ３組１０名様以上

ランチ付

ランチ付 １３，０００円

Ｂ．早朝スルー

１２，０００円

１２，５００円

￥５０，０００＋税

◆２年目以降継続

￥５０，０００＋税

①メンバー優待券（オールデーパスポート）が
ご利用いただけます。
②ハンディキャップ取得後、クラブ競技に
ご参加いただけます。
③友の会登録中は、ジュニア登録も可能です。平成30年
月末まで
③友の会登録中は、ジュニア登録も可能です。平成 年8月末まで

土日祝料金※1/6～1/21
Ａ．お好きな時間

Ｂ．早朝スルー

◆初年度入会金

ランチ付 ７，５８０円

土日祝料金※12/10～
※12/10～1/4

土日祝料金※～12/9

★今入会するともれなくスタンドケース
プレゼント！！

開場４５周年記念期間限定【グロワール友の会】
グロワール友の会】（１年会員）

ランチ付 ７，５８０円

☆１２月２８日２９日は９８００円限定付

☆追加Ｒ ９月２５日から
メンバー＋２５００円 ビジター＋３５００

※上記金額は参加費込 ※WPﾊｰﾌ集計。
ﾊｰﾌ集計。※
ﾊｰﾌ集計。※１０組未満は不成立となり通常プランになります。

Ｂ．コンペ割引 ３組９名様以上

ランチ付 ７，７８０円
Ｃ．９組限定！コース・時間限定

Ｃ．９組限定！コース・時間限定

ランチ付 ７，８８０円

【ﾏﾝｽﾘｰｵｰﾌﾟﾝ】
☆入賞は…
ﾏﾝｽﾘｰｵｰﾌﾟﾝ】
☆入賞は… 優勝～５位、５飛び賞、ＢＢ賞☆
１０月２４日（火）：ランチ付８，２８０円
１０月２４日（火）：ランチ付８，２８０円・ １１月２８日（
１１月２８日（火
日（火）：ランチ付
）：ランチ付７
ランチ付７，９８０円
１２月２６
月２６日（火）：ランチ付７
日（火）：ランチ付７，９８０円

新入会メンバー向けに
最安値プランが登場！

ニューライフ会員
１１，８００円
１０，８００円

４９万４４００円でご入会♪（登録料¥194，
，400
（登録料

入会金 ¥300，
，000）
）

Ｃ．コンペ割引 ３組１０名様以上
★今入会するともれなく

ランチ付 １２，５００円

Ｄ． ７：２１～７：５６まで
１０：１６～１０：３７休憩あり

Ｄ． ７：２１～７：５６まで
１０：１６～１０：３７休憩あり

ランチ付 １２，０００円
Ｅ．ロッカー無し・事前清算、日没了承
事前清算、日没了承

ランチ付

９，８０
９，８００円
８００円

☆全プラン２サム保証有割増無し

ランチ付 １２，０００円

ランチ付 １０，８００円
Ｄ． ７：35～７：５６まで
７： ～７：５６まで
１０：１６～１０：３７休憩あり

ランチ付 １１，５００円

ランチ付 １０，８００円

スタンドケースプレゼント！！
①年会費６年間免除 ¥233,280もお得
【７年目以降について 】
②リーズナブルな料金
※ 通常会員となり、年会費が発生致します。
※ 夏季冬季割引は適用外となります。
③年間約４ヶ月、夏季冬季の特別料金でご案内。
※ ジュニア登録は可能です。
④ジュニア登録可能

Ｅ．ロッカー無し・事前清算、日没了承
事前清算、日没了承

ランチ付

９，８０
９，８００円
８００円

☆全プラン２サム保証有割増無し

☆全プラン２サム保証有割増無し

☆書換登録料のお知らせ☆
当倶楽部会員様の
ご子息様なら…
ご子息様なら
・３親等までの親族への書換登録料 ５４，０００円
ジュニア会員に登録できます！
・３親等までの終身への書換登録料 ５４，０００円

大好評♪早起き＆アフタースループラン・お得な料金になりました♪
お一人様 ２，１６０円
注）終身への書換は、５年以上在籍の会員様に限ります
注）終身への書換は、５年以上在籍の会員様に限ります
※お二人様迄 ※３親等迄

【平日早朝スルー】
平日早朝スルー】
メンバー様 ６，８００円

・一般への書換登録料

※平成３０年１月９日～３月１６日まで早朝プレーはございません。

【平日アフター】
平日アフター】
メンバー様 ７，０００円

２１６，０００円

ゲスト様 ７，０００円

ゲスト様 ７，３００円

平日プレーフィ―５０円♪
平日プレーフィ ５０円♪
【ハーフプレー】
ハーフプレー】
メンバー様 ：４，０００円（平日＆土日祝共）
ゲスト様 ：４，２００円（平日）
：４，９８０円（土日祝）

グロワールゴルフ倶楽部

ホームページ＆携帯（
ホームページ＆携帯（自社ＷＥＢ）
自社ＷＥＢ）からがお得！！
からがお得！！

１２/１１～
１２ １１～ メンバー様 ６，８００円 ゲスト様 ７，０００円

☆★☆ 料金￥３００引き！☆★☆
料金￥３００引き！☆★☆
【土日祝アフター】
土日祝アフター】
メンバー様 ７，４００円

※ 早朝＆ｱﾌﾀｰは事前清算、ﾛｯｶｰ無し
※ クラブ競技によりお受けできない場合がございます。

ゲスト様 ９，２００円

※他の割引の併用はできません ※メンバー料金は適用外
※料金チラシＡプランのみが適用されます。その他の
料金チラシＡプランのみが適用されます。その他のプラン
その他のプラン等
プラン等は適用外。詳細はスタッフまで

公式ＨＰ ＱＲコード

大阪府南河内郡
千早赤阪村水分１１７０
TEL ０７２１０７２１-７２７２-１２１２
FAX ０７２１０７２１-７２７２-１６３８

