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＊コンペフィ、ロッカーフィ、は別途申し受けます。

M ¥4,100 V ¥4,750

M ¥3,500 V ¥3,900

M ¥4,100 V ¥7,000

平日

土日

ＴＥＬ：097-589-2111

ＦＡＸ：097-589-2115
Ｅｍａｉｌ：info@oitananase-golf.com

　　　　　大分ななせゴルフ倶楽部

2019年　9月    料金･イベント情報

日 月 火 水 木 金 土

¥6,700
¥5,400 ¥5,900 ¥8,900

45ｔｈ 45ｔｈ

開場記念日杯 開場記念日杯

レディスDAY にもく会

¥4,400 ¥4,900
¥5,400

開場記念日杯 開場記念日杯 ※参加賞あり

45ｔｈ 45ｔｈ

¥5,500 ¥9,000
¥6,700 ¥4,900 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,000 ¥4,500

さんすい会 さんもく会

¥6,700
¥8,900 ¥5,900 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,000

※参加賞あり

(有)土居燃料杯

¥5,500 ¥9,000
¥6,700 ¥6,700 ¥3,700 ¥4,800 ¥5,000 ¥4,500

レディスDAY よんもく会 ななせＣＵＰ

¥6,700
¥9,000 ¥9,000 ¥4,700 ¥5,800 ¥6,000

ゴルフセンター杯 誕生月コンペ ※参加賞あり

鶴海モダン

¥9,000
¥6,700 ¥6,700 ¥4,500 ¥4,500 ¥5,000 ¥3,700

全て食事付消費税込みの料金です

クラブ選手権

¥6,700
¥9,000 ¥9,000 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,000 ¥4,700

早朝・薄暮プレイ（土日祝）

ビジター

＊金額は、１Ｒ１組様、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。

薄暮(平日) 税込　　　5：32から

10組

お風呂と食事なし早朝（平日）

0円

２Ｂ料金

月例杯 レディスDAY

ながつき杯
¥6,700 ¥4,500
¥8,700 ¥5,400 ¥5,500

¥4,400

¥9,000 ¥5,500
¥6,700 ¥4,500

（予選）

1,000円

¥4,400

上段料金は

メンバー料金

下段料金は

ビジター料金

です

            どなたでも参加できます！

NEW!

毎週火曜日開催
上記料金より500円ＯＦＦ！！
同伴の男性も500円ＯＦＦ！！

NEW!

コンペの場合は適応除外です！
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＊コンペフィ、ロッカーフィ、は別途申し受けます。

平日 M ¥4,100 V ¥4,750

土日祝 M ¥5,100 V ¥7,000

平日

土日

ＴＥＬ：097-589-2111

ＦＡＸ：097-589-2115
Ｅｍａｉｌ：info@oitananase-golf.com

ビジター ¥0
２Ｂ料金 ¥1,000

＊10/1より消費税率改定ですが、変わらず税込み表示でご案内しております。

＊金額は、１Ｒ１組様、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。

薄暮
税込

お風呂と食事なし

¥9,500 ¥5,500 ¥5,900 ¥5,900 ¥5,900

¥6,700 ¥4,500 ¥4,900 ¥4,900 ¥4,900

大分県信用組合杯 レディスDAY 誕生月コンペ

¥6,700

¥9,500 ¥5,500 ¥9,200 ¥5,900 ¥6,000 ¥5,900 ¥9,200

¥6,700 ¥4,500 ¥6,700 ¥4,900 ¥5,000 ¥4,900

※参加賞あり

月例杯 レディスDAY よんもく会

¥6,700

¥9,500 ¥8,900 ¥5,900 ¥5,800 ¥6,000 ¥5,900 ¥9,200

¥6,700 ¥6,700 ¥4,900 ¥4,800 ¥5,000 ¥4,900

決勝（第2戦） ※参加賞あり

クラブ選手権 特別シニア・レディス杯 レディスDAY さんすい会 さんもく会

¥6,700

¥9,500 ¥4,900 ¥5,900 ¥5,900 ¥6,000 ¥5,900 ¥9,200

¥6,700 ¥3,900 ¥4,900 ¥4,900 ¥5,000 ¥4,900

決勝（第1戦） ※参加賞あり

クラブ選手権 レディスDAY にもく会

¥6,700

¥5,900 ¥5,900 ¥5,900 ¥5,900 ¥9,200

¥4,900 ¥4,900 ¥4,900 ¥4,900

            どなたでも参加できます！ レディスDAY かんなづき杯

全て食事付消費税込みの料金です

　　　　　大分ななせゴルフ倶楽部

2019年　10月    料金･イベント情報

日 月 火 水 木 金 土

毎週火曜日開催
上記料金より500円ＯＦＦ！！
同伴の男性も500円ＯＦＦ！！

NEW!

コンペの場合は適応除外です！


