
紅葉秋のご案内紅葉秋のご案内
2021 年 10 月～ 12 月営業ご案内

料金のご案内

10月 1日 (金） ～2022 年 1月4 日 ( 火】
※12 月の平日は昼食無しの料金で完全セルフスループレーとなります。
     12 月 18 日 （土） 以降の土日祝も昼食無しの料金で完全セルフスループレーとなります。

※完全セルフの日は、 レストラン ・ お風呂 ・ ロッカーの使用はできません玄関でのキャディバック預かりも行っておりません、 お客様自身でカートまでお運びください。

お知らせ :2022 年 1 月 5 日以降も完全セルフ ・ スループレーで、 営業いたします。 レストラン ・ お風呂 ・ ロッカーのご利用は出来ません。

玄関でのキャディバック預かりも行っておりません、 お客様自身でカートまでお運びください。 料金全日 ： メンバー様 3,300 円 ・ 年次 3,500 円 ・ ゲスト様 4,500 円

お知らせ :2022 年 1 月 5 日以降も完全セルフ ・ スループレーで、 営業いたします。 レストラン ・ お風呂 ・ ロッカーのご利用は出来ません。

玄関でのキャディバック預かりも行っておりません、 お客様自身でカートまでお運びください。 料金全日 ： メンバー様 3,300 円 ・ 年次 3,500 円 ・ ゲスト様 4,500 円

参加費 ： 1,100 円

2021 年秋 期間 ： 10 月1 日～ 11月30日

北海道物産ロングランコンペ

（参加賞ガラポン抽選券）

2021 年2021 年

１８HS WP36 入賞 : 優勝～10 位、 以下飛び賞、 BB 賞
入賞者には北のグルメをご自宅まで直送いたします。

高速グリーン復活高速グリーン復活
全米オープン
ロングランコンペ

高速グリーンを楽しみながら
ロングランコンペで
2021 年 宍粟市特産
新米コシヒカリ get ！

ぜんこめ

期間 ： 10 月 23 日 ( 土） ～ 11 月 7 日 ( 日）
参加費 :1,100 円 ( 税込）

表彰 : 優勝～ 10 位　以下飛賞

賞品は全て、 宍粟市産コシヒカリ

「千年水米」

平日新企画
気軽にハーフ GOLF気軽にハーフ GOLF

夕食の達人‼

女性 ・初心者向けのプランです。

気軽にサクッとハーフ GOLF

夕食お手伝い唐揚げ 4 人前お土産付き
料金 ： メンバー様 3,500 円、 年次会員様 4,000 円、 ゲスト様 4,500 円
金曜日は除きます。 予約は 8 時台、 10 時台となります。
※レンタルクラブを無料でお貸しいたします。 （1 日限定 1 セット）

料金 ： メンバー様 3,500 円、 年次会員様 4,000 円、 ゲスト様 4,500 円
金曜日は除きます。 予約は 8 時台、 10 時台となります。
※レンタルクラブを無料でお貸しいたします。 （1 日限定 1 セット）

気軽にハーフ　と
ご予約お願いします。

特製　　　　　　　　　   　　　 + サラダ特製　　　　　　　　　   　　　 + サラダ

11 月 30 日まで

平日 土日祝 平　日 土日祝(12/4～12/12） 土日祝(12/18～12/26） 12/31～1/4

メンバー様 4,880 6,260 3,300 5,750 4,400 4,400
年次会員様 4,980 7,980 3,500 6,260 4,500 4,500
ゲ ス ト 様 6,770 11,350 4,500 7,980 6,500 6,500

完全セルフスループレー 通常営業 完全セルフスループレー

10月1日(金)～11月30日(火) 12月1日(水)～2022年1月4日(火)

通常営業



癒しの宿【ちぐさ山荘】でゆったり
流れる時間をお過ごしください

☆☆１泊２ラウンド 4食付料金☆☆ ☆1泊１ラウンド３食付料金☆

メンバー 年次会員 ゲスト

9,980 9,980 11,200

水曜日プレー限定 （特定日 ・祝日除く）

☆１泊１ラウンド 3 食付 
※宿泊費無料券及び半額券はご利用いただけません。

会食しながら表彰式は如何ですか ?
お手軽な会食から豪華会食まで取り揃えております

1,650 円☆昼食時 1 ドリンク＋軽会食 (1 ドリンク付 )

2,200 円☆昼食時 1 ドリンク＋軽会食 (1 ドリンク付 )

2,750 円☆昼食時 1 ドリンク＋会食（1 ドリンク付 )

3,850 円☆昼食時 1 ドリンク＋松花堂 (1 ドリンク付 )

ライトプラン

レギュラープラン

ラージプラン

ゴージャスプラン

お 得 なコンペオプション（3 組 9 名様以上 )

※上記金額は税込の料金となっております※お得 !! プラス 880 円で 1 時間フリードリンク OK

幹事
さん

必見
!!幹事
さん

必見
!!

無料送迎バスをご利用ください
車中宴会 !
ちょっと疲れた帰りは
居眠り、お得でラクチン
是非、ご利用ください

車中宴会 !
ちょっと疲れた帰りは
居眠り、お得でラクチン
是非、ご利用ください　※3組 9名様以上でお申し込みください

　※コンペ会食 (ﾗｲﾄP 以上 ) 又は宿泊を条件とさせて頂きます

　※当クラブの所有バスに限りがある為、 当該日の

　　2 台目以降は有料 (11,000 円 ) となります。 　

　※対象地区は京阪神までとさせて頂きます

　　但し、 京都、 大阪方面は宿泊を条件とさせて頂きます

　※有料道路をご利用の場合、 通行料は別途頂戴します。

ご予算に応じて、賞品も準備させて頂きます。お気軽ご相談ください。

〒671-3212　兵庫県宍粟市千種町鷹巣 24-2　TEL1790-76-3333　FAX0790-76-3310

●山荘施設利用料金　 ●食事メニュー

※山荘夕食時の飲料及び
食材の持込はできません。

施設利用量 摘要

カラオケ 23:00まで

税込

3,300

2021 年秋限定　夕食Special メニュー2021 年秋限定　夕食Special メニュー

平日 平日 土日祝 土日祝

ゲスト様
1ヶ月前予約で

お得︕

19,270
23,020

26,770

22,730
21,410

25,990
30,570

メンバー様

年次会員様

ゲスト様

15,980
17,360

18,740
16,730

19,730

10月1日(金)～11月30日(火)

平日プレー 土日祝プレー
メンバー様 11,100 12,480
年次会員様 11,750 14,750
ゲスト様 14,640 19,220
ゲスト様1ヶ月前
予約がお得

13,570 17,320

10月1日（金）～11月30日（火）

紅葉を楽しみながらのプレーは
如何ですか・・・
澄み切った夜空、満天の星も格別です

紅葉を楽しみながらのプレーは
如何ですか・・・
澄み切った夜空、満天の星も格別です

紅葉見ごろ：10 月下旬～ 11 月上旬

内容 税込
朝食 800

すき焼き 牛・豚しゃぶ
松花堂 ちゃんこ鍋(塩・味噌）

4,890
2,200
1,760
1,760

飲み放題プラン90分
追加牛肉　130ｇ

山荘夕食

備考
和朝食

オプション
追加料金

お肉宍粟牛にグレードアップ

鉄板焼き　10名様で

3,770

忘年会のメニューにつきましては、 予算及び人数で
ご相談に応じます。 お気軽にお尋ねください。

千草特産の食材をふんだんに使用した 「千草風　もつ鍋」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是非ご賞味下さい

千草風もつ鍋

宍粟牛すき焼き宍粟牛すき焼き
※宍粟牛すき焼きはプラス 1,760 円となります。

写真はイメージです

ゴルフを兼ねた忘年会は如何ですか・・・
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