
30 31 1

¥6,000 ¥4,500 (税込) ¥4,500 (税込) ¥5,900

¥8,000 ¥5,500 (税込) ¥5,500 (税込) ¥7,700

2 3 お得！ 4 5 6 7 8

¥6,335 ¥3,000 ¥3,500 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,900 ¥6,335

¥8,600 ¥3,900 ¥4,500 ¥4,300 ¥4,300 ¥4,900 ¥8,300

9 10 お得！ 11 12 13 14 15

¥6,335 ¥3,000 ¥3,500 ¥3,300 ¥3,800 ¥3,900 ¥6,335

¥8,600 ¥3,900 ¥4,500 ¥4,300 ¥4,500 ¥4,900 ¥8,300

16 17 18 19 20 21 22

¥6,335 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,800 ¥3,900 ¥6,335

¥8,600 ¥3,900 ¥4,300 ¥4,300 ¥4,500 ¥4,900 ¥8,300

23 24 25 26 27 28 29

¥6,335 ¥5,900 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,800 ¥3,900 ¥6,000

¥8,600 ¥7,700 ¥4,300 ¥4,300 ¥4,500 ¥4,900 ¥8,000

M \3,700 V \4,700

M \5,100 V \6,700

M \3,700 V \4,700

M ¥2,800 V ¥3,800

M ¥3,000 V \4,000

年末 土曜
食事付 お得ＤＡＹ       食事付の料金です!

「前金制」

大分ななせゴルフ倶楽部
201８年　１２月度 料金･イベント情報

日 月 火 水 木 金 土

月例杯
Happy ２食限定 ２７ホール １２月杯 ご来場

ご来場

冬の

ﾏﾝﾃﾞｨ お得ＤＡＹ ＤＡＹ （しわすはい） 感謝祭 味覚祭り

冬の

商会杯 ﾏﾝﾃﾞｨ お得ＤＡＹ ＤＡＹ （参加賞有り） 感謝祭 味覚祭り

(有)馬場 Happy

味覚祭り

Happy レディ
ファースト

DAY

さんすい会 ３もく会 ご来場

（参加賞有り） 感謝祭 食事付
ラスト 祝日

冬の

ﾏﾝﾃﾞｨ 27ホールＤＡＹ （参加賞有り）

      ＊土日祝の2ＢＧの場合は、表示料金より￥1,000（税別）割増しとなります。

       ＊コンペフィ、ロッカーフィ、および消費税は別途申し受けます。

　薄暮プレイ　　　平日 税込
　食事とお風呂なし薄暮プレイ土日祝

年末

コール杯 感謝DAY コンペ ＤＡＹ

２７ホールＤＡＹ
9:00までのスタート限定！追加の方

食別・税別

誕生月 ２７ホール ４もく会

レディスＤＡＹ　女性のみ
食別・税別

レディスＤＡＹ　同伴男性

＊金額は、１Ｒ１組3～4名様、乗用カートセルフプレイ料金、カートフィ、利用税、ゴルフ連盟費、スポーツ協力金を含みます。

ご来場

どなたでも参加できます！「前金制」

年始特価

1月1日

年末特価

感謝祭

２食限定 ２７ホール にもく会

Email: info@oitananase-golf.com

（旧：アイランドゴルフガーデン大分）



1 2 3 4 5

¥4,500 (税込) ¥6,335 ¥6,335 ¥5,500 ¥5,300
¥5,500 (税込) ¥8,000 ¥8,000 ¥6,500 ¥7,000

6 7 8 9 10 11 12

¥5,300 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,900 ¥5,300

¥7,000 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,900 ¥7,000

13 14 15 16 17 18 19

¥5,300 ¥5,300 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,900 ¥5,300

¥7,000 ¥7,000 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,900 ¥7,000

20 21 22 23 24 25 26

¥5,300 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,500 ¥3,900 ¥5,300

¥7,000 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,900 ¥7,000

27 28 29 30 31

¥5,300 ¥3,000 ¥3,200 ¥3,200 ¥3,200

¥7,000 ¥3,900 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200

      ＊土日祝の2ＢＧの場合は、表示料金より￥1,000（税別）割増しとなります。

      ＊コンペフィ、ロッカーフィ、および消費税は別途申し受けます。

M 3000 V ¥4,000

M 4500 V ¥6,000

M 3500 V ¥4,500

M ¥2,800 V ¥3,800

M ¥3,000 V ¥3,900

レディスＤＡＹ　女性のみ
食別・税別

レディスＤＡＹ　同伴男性

      ＊金額は、１Ｒ１組3～4名様、乗用カートセルフプレイ料金、カートフィ、利用税、ゴルフ連盟費、
         スポーツ協力金を含みます。

冬季薄暮プレイ平日 税込
　　食事と風呂なし　　冬季薄暮プレイ土日祝

２７ホールＤＡＹ
(9:00までのスタート限定)

食別・税別

ﾏﾝﾃﾞｨ ＤＡＹ ＤＡＹ コンペ 冬季対応料金！

Happy レディス ２７ホール 誕生月 １月５日～２月２８日

ﾏﾝﾃﾞｨ ＤＡＹ （参加賞有り） 感謝祭
入賞者杯

Happy レディ
ファースト

ＤＡＹ

２７ホール ４もく会 ご来場

ＤＡＹ 27ホールＤＡＹ （参加賞有り） 感謝祭
新年杯 精勤者杯

レディス さんすい会 ３もく会 ご来場

ご来場

ﾏﾝﾃﾞｨ (しもつきはい) ＤＡＹ （参加賞有り） 感謝祭

は食事付料金です！

月 例 杯
Happy １月杯 ２７ホール にもく会

年始特価 食事付 食事付 食事付 食事付
はどなた様でも参加可能！ 「前金制」 新春 新春 新春 新春

大分ななせゴルフ倶楽部

201９年　１月度 料金･イベント情報
日 月 火 水 木 金 土

Email: info@oitananase-golf.com

Email: info@oitananase-golf.com

（旧：アイランドゴルフガーデン大分）


