・消費税
・利用税、基金別途

グロワールＧＣ☆１０月～１月の料金

開催日：１２月２５日(水
開催日：１２月２５日 水)

★☆★☆★☆ コンペお得情報 ★☆★☆★☆
２０１９年１２月～２０２０年１月
≪平日≫
平日≫ ３組 ９名以上 Ｂプランご利用で 限定ランチ付 ボール１ダース（スリクソン） プレゼント♪
４組１３名以上でさらに 当日使える３,０００円分のショップ券プレゼント！！
当日使える３ ０００円分のショップ券プレゼント！！
１２ ５００円 限定ランチ付 ボール１ダース（スリクソン）プレゼント♪
≪土日祝≫
土日祝≫ ３組１０名以上 １２,５００円
※ 優待券・割引券ご利用の方は人数には
４組１３名以上でさらに 当日使える３,０００円分のショップ券プレゼント！！
当日使える３ ０００円分のショップ券プレゼント！！
含みませんので予めご了承ください。
※ プレゼントは会に対してお一つとなります。
※ 12/28～
～1/3は除きます。
は除きます。

シルバーカップ ゲスト参加有り 新オープンコンペ♪
入賞：優勝～３位
特別プレー優待券

開催日：１１月１２日（火）、１２月１０日（火）

７,０２７円（税別）

限定ランチ付

１０位、２０位はショップ券３０００円
３０位、４０位はショップ券１０００円

ティーマーク
男性 白か緑
女性 赤かピンク

総額１１月１２月 8,580円
8,580円

競技条件：ＷＰハーフ集計
※１０組以下は不成立となります。

参加条件⇒男性７０歳以上、女性６０歳以上

２０１９年１０月初旬発行

毎年恒例♪大人気企画♪ サントリー杯

≪参加費込・限定ランチ付≫
参加費込・限定ランチ付≫
メンバー料金＋７７０円
ビジター料金＋８８０円

超豪華！！サントリーの賞品が当たる！！
ノンアルコールビール・ジュース・ウーロン茶etc...をＧＥＴ！！
をＧＥＴ！！
ノンアルコールビール・ジュース・ウーロン茶

※オールＤＡＹパスポート・開場券 使用可

年末年始のご案内
早朝スルー １１,５００円
１１ ５００円（税別） 総額１３,５００円
１３ ５００円
休憩あり
１２,４０９円
１２ ４０９円（税別） 総額１４,５００円
１４ ５００円 限定ランチ付
ロッカー無し ９,２２７円
２２７円（税別） 総額１１,０００円
１１ ０００円 限定ランチ付
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・２０１９年１２月３１日（火）
メンバー様
７,８６３円
８６３円（税別） 総額 ９,５００円
５００円
（休場セルフデー）
ゲスト様
８,７７２円
７７２円（税別） 総額１０,５００円
１０ ５００円
・２０１９年１２月２８日（土）
２９日（日）

６,９５４円
９５４円（税別）
７,８６３円
８６３円（税別）

メンバー様
ゲスト様

・２０２０年 １月１日（水）
（休場セルフデー）

総額
総額

９,５００円
５００円
９,５００円
５００円

※ 休場日はロッカー無し・前払い（現金のみ）
茶店・レストラン・風呂なしとなります。
※ バッグの積み下ろし等全てセルフとなります。

ランチタイムのコーヒー無料サービス継続中

どなたでも参加ＯＫ♪毎月開催 親睦コンペ
１０月料金※10/1～
※10/1～10/31

１１月１２月料金※11/1～
※11/1～12/30

１月料金※1/6～
※1/6～
～～ベストフレンズ会～～（女性限定）

～～いのしし会～～

平日料金★２サム保証

平日料金★２サム保証

平日料金★２サム保証

Ａ．７：３５～１０：３０

Ａ．７：３５～１０：３０

Ａ．８：０３～１０：０２

ランチ付 ７,３９０円
３９０円税別

ランチ付 ７,３００円
３００円税別

ランチ付 ６,３００円
３００円税別

・毎月第４水曜開催中！
・メンバー様・ビジター様参加ＯＫ♪
・プレー後に楽しい親睦会もあります。

・毎月第１水曜開催中！
・メンバー様・ビジター様参加ＯＫ♪
・おいしい会食付き♪

７，７２０円 会費２，０００円別途

７，７２０円 会費２，０００円別途

税込総額（８,９８０円）
（８ ９８０円）

税込総額（８,８８０円）
（８ ８８０円）

税込総額（７,７８０円）
（７ ７８０円）

名義書換

Ｂ．３組９名以上

Ｂ．３組９名以上

Ｂ．３組９名以上

８４５円税別
ランチ付 ６,８４５円

ランチ付 ６,４８１円
４８１円税別
税込総額（７,９８０円）
（７ ９８０円）
★幹事様にボール１ダース付
※ Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。
Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。

税込総額（８,３８０円）
（８ ３８０円）
★幹事様にボール１ダース付
※ Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。
Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。

ランチ付 ５,９３６円
９３６円税別
税込総額（７,３８０円）
（７ ３８０円）
★幹事様にボール１ダース付
※ Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。
Ｂプラン料金９名以上適用の場合に限ります。

注）終身への書換は、５年以上在籍の会員様に限ります。終身会員（年無）は年間５，０００円＋税の管理手数料が必要です。
注）終身への書換は、５年以上在籍の会員様に限ります。終身会員（年無）は年間５，０００円＋税の管理手数料が必要です。

一般への書換登録料

Ｃ．コース指定・限定枠

Ｃ．コース指定・限定枠

３親等までの親族への書換登録料 ５０
５０,０００円＋税
０００円＋税
３親等までの終身への書換登録料 ５０,０００円＋税
５０ ０００円＋税
２００,０００円＋税
２００ ０００円＋税

Ｃ．コース指定・限定枠

０２７円税別
ランチ付 ７,０２７円

ランチ付 ６,９３６円
９３６円税別

ランチ付 ６,１１８円
１１８円税別

新入会

税込総額（８,５８０円）
（８ ５８０円）

税込総額（８,４８０円）
（８ ４８０円）

税込総額（７,５８０円）
（７ ５８０円）

Ｄ．レディースデー（平日月曜限定）

Ｄ．レディースデー（平日月曜限定）
Ｄ．レディースデー（平日月曜限定）

ランチ付 ６,８４５円
８４５円税別

ランチ付 ６,４８１円
４８１円税別

シニア会員（６０才以上）
ランチ付 ５,９３６円
９３６円税別

税込総額（８,３８０円）
（８ ３８０円）

税込総額（７,９８０円）
（７ ９８０円）

税込総額（７,３８０円）
（７ ３８０円）
※組に女性がお一人いればその組全員適用です。

※組に女性がお一人いればその組全員適用です。

★12/23～
～12/27 上記金額より500円引き
円引き
上記金額より
※ 12/30はＡプランのみです。
はＡプランのみです。

土日祝料金※10/5～
※10/5～10/27
Ａ．８：０３～１０：０９

レディース会員

＆

土日祝料金※11/2～
※11/2～12/22

※組に女性がお一人いればその組全員適用です。

総額２９万８,０００円（登録料¥180,000+税 入会金 ¥100,000）
★３年間お得な特典あります。（年会費免除など）

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●

※１月２日、３日は祝日料金となります。

土日祝料金※1/2～
※1/2～

ニューライフ会員

Ａ．８：０３～１０：０９

ランチ付 １１,９５４
１１ ９５４円税別
税込総額（１４,０００円）
（１４ ０００円）

Ｂ．６：３２～７：１４

ランチ付 １２,４０９
１２ ４０９円税別
税込総額（１４,５００円）
（１４ ５００円）
Ｂ．６：３２～７：１４※11/23以降
以降7：
～7：
：42
以降 ：00～

早朝スルー １１,０４５
１１ ０４５円税別

早朝スルー １１,０４５
１１ ０４５円税別

税込総額（１３,０００円）
（１３ ０００円）

Ｃ．７：２１～７：５６＆１０：１６～１０：４４
ランチ付 １０,１３６
１０ １３６円税別

税込総額（１３,０００円）
（１３ ０００円）

Ｄ．１０：５１～ 事前精算・ロッカー無し

９,２２７
２２７ 円税別

税込総額（１３,０００円）
（１３ ０００円）

ランチ付 １１,５００
１１ ５００円税別
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●

税込総額（１３,５００円）
（１３ ５００円）
≪ 通常８４，０００＋税のところを
２０１９年末までの期間限定大幅値下げ！≫
２０１９年末までの期間限定大幅値下げ！≫

１年会員

Ｂ．７：００～７：４２

早朝スルー １０,５９０
１０ ５９０円税別
税込総額（１２,５００円）
（１２ ５００円）

◆シニア＆レディース
◆
一 般

￥４３,０００＋税
￥４３ ０００＋税
￥５３,０００＋税
￥５３ ０００＋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。
③１年会員登録中は、ジュニア登録も可能です。

＆１０：１６～１０：３７

ランチ付 １０,５９０
１０ ５９０円税別

≪ジュニア会員≫
ジュニア会員≫平日１ラウンド５０円
Ｄ．１０：５１～ 事前精算・ロッカー無し
税込総額（１２,５００円）
（１２ ５００円）

ランチ付

税込総額（１１,０００円）
（１１ ０００円）

９,２２７
２２７ 円税別

税込総額（１１,０００円）
（１１ ０００円）

※２Ｂ保証無し、割増4,000円＋税
円＋税
２Ｂ保証無し、割増

総額４９万８,０００円（登録料¥180,000+税 入会金 ¥300,000）
★６年間お得な特典あります。（年会費免除など）

【７年目以降について 】
※通常会員となり、年会費が
発生致します。
※その他特典は適用外と
なります。

Ｃ．７：４９～７：５６

ランチ付 １１,０４５
１１ ０４５円税別

税込総額（１２,０００円）
（１２ ０００円）

ランチ付

≪全プラン ２Ｂ保証♪ 割増なし♪≫
割増なし♪≫
Ａ．８：０３～１０：０９

Ｃ．７：２１～７：５６（※11/23以降
以降7：
～7：
：56）
）
以降 ：49～
＆１０：１６～１０：４４

【４年目以降について 】
※通常会員となり、年会費が
発生致します。
※その他特典は適用外と
なります。

※11/30まで２Ｂ保証無し、割増
まで２Ｂ保証無し、割増4,000円＋税
円＋税
まで２Ｂ保証無し、割増
※12/28,12/29は裏面をご覧ください。
は裏面をご覧ください。

Ｄ．１０：４４～ 事前精算・ロッカー無し

ランチ付

８,３１８
３１８ 円税別

会員様のご子息様限定
高校３年生まで（満18才の年度まで）
高校３年生まで（満 才の年度まで）

会員様お一人につき２人まで登録ＯＫ♪
登録料 ２,０００円＋税
０００円＋税 ※２親等迄

税込総額（１０,０００円）
（１０ ０００円）

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！！

♪気分爽快♪ 早朝プレー＆アフター スルー
≪平日≫
年1月
月6日～
日～3月頃まで早朝ｽﾙｰ休止
平日≫早朝&アフター
早朝 アフタープレー
アフタープレー ※2020年
日～ 月頃まで早朝ｽﾙｰ休止
円、ゲスト様 総額7,000円
円
メンバー様 総額6,800円、ゲスト様
土日祝≫
アフタープレー
≪土日祝
≫アフター
プレー
メンバー様 総額7,400円、ゲスト様
円、ゲスト様 総額9,200円
円
総額

①ＨＤＣＰの取得はできません。
②土日祝は別途定めた料金となります。

◆お手軽ハーフプレー◆
メンバー様：総額 ３，８５０円（平日＆土日祝共）
ビジター様：総額 ３，８５０円（平日）
ビジター様：総額 ４，９８０円（土日祝）
※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。

☆★☆

総額より３００円
３００円引き！☆★☆
引き！☆★☆

※他の割引の併用はできません ※メンバー料金は適用外
※特別プラン
特別プラン（特別コンペプラン）等
プラン（特別コンペプラン）等は
（特別コンペプラン）等は適用外。
※一部除外プランがございます。詳しくはスタッフまで

グロワールゴルフ倶楽部
大阪府南河内郡
千早赤阪村水分１１７０
TEL ０７２１０７２１-７２７２-１２１２
FAX ０７２１０７２１-７２７２-１６３８

公式ＨＰ ＱＲコード
※チラシ掲載の各種イベントは予告なく変更、終了する場合がございます。予めご了承ください。※
チラシ掲載の各種イベントは予告なく変更、終了する場合がございます。予めご了承ください。※端数が出た場合は切り上げとさせていただきます。

