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グロワールＧＣ☆11
グロワールＧＣ☆11月～
11月～1
月～1月の料金

※消費税・利用税込！

新年杯 オープンコンペ（ゲスト参加有り）
クリスマスイヴ恒例企画 待望の★サントリー杯のご案内★

・開催日：１２月２４日(月・振休)
クリスマスイヴは、ゴルフでサントリーの豪華賞品が当たる！！
ノンアルコールビール・ジュース・ウーロン茶etc・・・)をＧＥＴ！

開催日：１月３日(木）
≪参加費≫
当日のプレー費 ＋
メンバー 760円（税込）
ビジター1080円（税込）
※オール
オールDAYパスポート
パスポート・開場券
オール
パスポート・開場券 使用可

※競技方法：
競技方法：ＷＰ
競技方法：ＷＰハーフ集
ＷＰハーフ集計

ランチタイムのコーヒー無料サービス継続中
12月料金※12/3～
1月料金※1/7～
※12/3～12/28
※1/7～1/31
10・11月料金※10/9～
※10/9～11/30

参加費
優勝
プレー回数券（ワンプレー４２００円×４枚）
≪メンバー様≫
メンバー様≫
２位
プレー回数券（ワンプレー４２００円×３枚）
メンバー料金＋１１００円
３位
プレー回数券（ワンプレー４２００円×２枚）
≪ゲスト様≫
ゲスト様≫
１０位、２０位
ショップ券３０００円分
１２５００円ランチ付
３０位、４０位
ショップ券２０００円分
競技方法：ＷＰハーフ集計
以降１０飛び
ショップ券１０００円分 ＢＢ賞 ショップ券２０００円分

～～いのしし会～～

平日料金

平日料金

Ａ．お好きな時間

Ａ．お好きな時間

Ａ．お好きな時間

ランチ付 ８，３８０円

ランチ付 ８，８８０円

Ｂ．コンペ割 ３組９名以上

Ｂ．コンペ割 ３組９名以上

・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♪

７，７９０円 会費２，０００円別途

７，７９０円 会費２，０００円別途

ランチ付 ７，９８０円
Ｂ．コンペ割 ２組７名以上

ランチ付 ７，７８０円

ランチ付 ７，９８０円

～～ベストフレンズ会～～（女性限定）

平日料金

ランチ付 ７，３８０円

【４５周年】
４５周年】名義書換特別料金 ２０１９年６月末まで
Ｃ．９組限定！コース・時間限定

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 ７，９８０円

ランチ付 ８，４８０円

ランチ付 ７，５８０円

☆書換登録料のお知らせ☆
平日営業時間のご案内
※１月７日～３月８日まで
８：０３～９：５５ 通常セルフ
１０：０２～以降 アフタープレー

・３親等までの親族への書換登録料
・３親等までの終身への書換登録料

現行； ５４，０００円

⇒変更後；無料
現行； ５４，０００円 ⇒変更後；
変更後；無料

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

土日祝料金※10/6～
※10/6～11/25

土日祝料金※12/1～
※12/1～12/30

土日祝料金※1/2～
※1/2～1/27
・一般への書換登録料 現行；２１６，０００円 ⇒変更後；
変更後；１０８，０００円
※３親等までの書換は事務手数料の２１，６００円(税込
３親等までの書換は事務手数料の２１，６００円 税込)のみ頂戴致します。
税込 のみ頂戴致します。

Ａ．お好きな時間

Ａ．お好きな時間

Ａ．お好きな時間

ランチ付 １３，８００円
Ｂ．早朝スルー
１２，８００円

ランチ付 １３，８００円
Ｂ．早朝スルー
１２，０００円

ランチ付 １２，５００円
Ｂ．早朝スルー
１１，５００円

Ｃ．コンペ割 ３組９名以上

Ｃ．コンペ割 ３組９名以上

Ｃ．コンペ割 ３組９名以上

ランチ付 １２，８００円
Ｄ．時間指定 ７：２１～７：５６
１０：１６～１０：３７まで

ランチ付 １２，０００円
Ｄ．時間指定 ７：２１～７：５６
１０：１６～１０：３７まで

ランチ付 １１，８００円
Ｅ．遅め限定

ロッカー無し事前精算

ランチ付 １１，５００円
Ｅ．遅め限定

ロッカー無し事前精算

ランチ付 １２，０００円

当倶楽部会員様の
ご子息様なら…
ご子息様なら
ジュニア会員に登録できます！

お一人様 ２，１６０円
※お二人様迄 ※２親等迄

平日プレーフィ―５０円♪
平日プレーフィ ５０円♪

Ｄ．時間指定 ７：４９～７：５６
１０：１６～１０：３７まで

ランチ付 １１，５００円
Ｅ．遅め限定

ニューライフ
会員

シニア会員（60歳以上）＆
歳以上）＆レディース会員

ロッカー無し事前精算

２９万４,４００円
２９万４ ４００円
ランチ付 １０，８００円
１０，８００円

ランチ付 ９，５００円

ランチ付 ９，５００円

※日没了承

※日没了承

※日没了承

ニューライフ会員

但し、クラブ競技等
但し、クラブ競技等によりお受け出来ない場合
によりお受け出来ない場合も
お受け出来ない場合も
ございます。

（お一人５４００円ＵＰ）

【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。
※ 夏季冬季割引は適用外と
なります。
※ ジュニア登録は可能です。

★全プラン ２サム保証（
２サム保証（ＵＰ無し）
ＵＰ無し）

★全プラン ２サム保証（
２サム保証（ＵＰ無し）
ＵＰ無し）

★土日祝プラン ２サム保証無し

（登録料¥194，
，400 入会金 ¥100，
，000）
）
（登録料
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

但し、クラブ競技等
但し、クラブ競技等によりお受け出来ない場合
によりお受け出来ない場合も
お受け出来ない場合も
ございます。

４９万４４００円
（登録料¥194，
，400 入会金 ¥300，
，000）
）
（登録料

年末・年始のご案内
１２月３１日（月） ９，２００円
休場セルフデー
デー
９，２００円 休場セルフ
１月 １日（火）７，５００円 休場セルフデー

・ロッカー無し・事前精算・茶店・レストランご利用できません。

１年会員（グロワール友の会）

・休憩あり、空き状況によりスルーになる場合がございます。

◆入会金

♪お気軽に♪

￥６５，０００＋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。

早朝＆アフタースループラン

【平日早朝スルー】
平日早朝スルー】 １月７日～３月８日まで早朝スルーはお休み致します。
メンバー様 ６，８００円 ゲスト様 ６，９００円
【平日アフター】
平日アフター】
メンバー様 ６，８００円
【土日祝アフター】
土日祝アフター】
メンバー様 ７，４００円

ゲスト様 ６，９００円

【ハーフプレー】
ハーフプレー】
メンバー様 ：３，８５０円（平日＆土日祝共）
ゲスト様 ：３，８５０円（平日）
：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。

ゲスト様 ９，２００円

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！！

☆★☆ 料金￥３００引き！☆★☆
料金￥３００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
※料金チラシＡ及びコンペ
料金チラシＡ及びコンペプランのみが適用。
及びコンペプランのみが適用。
※その他の特別プラン
その他の特別プラン（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。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

