
第百ゴルフクラブ 2019.12.1 

営業時間  ◆3 月～11 月 5：30～23：00（ボール貸出は 22：30 まで） 

◆12 月～2 月 6：00～22：30（ボール貸出は 22：00 まで） 

           電話番号  045-892-3811  http://dai100.co.jp/                                        

IC カード登録種別 ( )内税込価格 

 Daihyaku 会員 レギュラー会員 ビジター 

発行料 300 円(330 円) 

 

 お客様登録 
有り 

（シニアスペシャルご利用の方は初回のみ身分証の確認を致します） 

 

無し 

年会費 3,600 円(3,960 円） 無し 無し 

ポイント 8％付加 3％付加 ― 

特典 

① ボール単価貸出特別料金 

② 時間貸し打ち放題利用可 

③ バンカー・パター練習場利用可 

20 分 100 円（110 円） 

教室使用中はご利用頂けません 

④ 入会時コーヒーチケット 10 枚進呈 

⑤ キャンペーン等での優遇ポイント有り 

① 時間貸し打ち放題利用可 

② バンカー・パター練習場利用可 

当日打席での利用後限定 

20 分 300 円（330 円） 

教室使用中はご利用頂けません 

（2020.1.1 より適用） 

 

 

スクール 

受講生 

特典 

スクール受講期間限定 

フロントにて 3,000/5,000/10,000 円チャージ時に 10％プレミア付加 

バンカー・パター練習場最大 40 分まで無料利用可（教室使用優先） 

 

 

中学生以上のお客様よりＩＣカードの登録対象となります。 

ポイントサービス （会員様限定） 

ポイントはボール、打席料、打席時間貸し打ち放題の精算額(税込)に対して付与します。500P 毎にプレミ

アム金額に交換し、打席料、ボール貸出、打席時間貸し打ち放題、パター、バンカー、貸クラブ、靴にご利

用頂けます（レッスン、スクール、レストラン、物品販売ではご利用頂けません）。 

パター練習場 バンカー練習場 （ ）内税込価格 

使用料：スクール生 1 日各 40 分まで無料、Daihyaku 会員お一人様 20 分につき 100 円（110 円）。レギ

ュラー会員お一人様 20 分につき 300 円（330 円）利用条件有、ご利用の際はフロントにてチェックイン

をお願い致します。ご利用札と専用のボールをお渡し致します。（終了後フロントにご返却下さい） 

貸しクラブ 貸し靴（23.0～27.5） （ ）内税込価格 

クラブ使用料：1 本／100 円（110 円）※ キッズ用クラブ 1 セット 3 本／100 円（110 円） 

靴使用料：1 足／300 円（330 円）     ※クラブ破損の際は 2000 円の修理代を承ります 

個人レッスン（ ）内税込価格 

レッスン料：25 分間 2,300 円（2,530 円）～ご予約・ご相談はフロントへお申し出ください。お電話でのご予約も承っております。 

http://dai100.co.jp/


料  金（お盆・年末年始・GW 等大型連休は休日料金となります） 
＊ボール貸出料金(１球あたり)（ ）内税込価格 ボールの貸出は 50 球からご案内しております。  
＊打席料 1 打席／200 円（税込 220 円） 

  
 Daihyaku 会員 

Kaii 

 

会員 

レギュラー会員・ビジター 

１F/地下 ２F １F/地下 ２F 

平

日 

平常タイム 9 円(9.9 円) 8 円(8.8 円) 11 円(12.1 円) 10 円(11 円) 

サービス 

タイム 
8 円(8.8 円) 7 円(7.7 円) 10 円(11 円) 9 円(9.9 円) 

土

日

祝 

平常タイム 10.5 円(11.55 円) 10.5 円(11.55 円) 12.5 円(13.75 円) 12.5 円(13.75 円) 

サービス 

タイム 
9 円(9.9 円) 8 円(8.8 円) 11 円(12.1 円) 10 円(11 円) 

ポイント 8％ 
3％ 

(ポイント付加はレギュラー会員のみ) 

                                               ※但し、ボールの貸出は CLOSEの 30分前まで 

時間貸し打席打ち放題 （ ）内税込価格 

 
一般打ち放題 

ビジター打ち放題 

シニアスペシャル

打ち放題 

イブニング 

打ち放題 

ナイト 

打ち放題 

レディースデー 

打ち放題 

受付時間 8：30～ 
8：30～ 

15：00 
15：00～ 20：00～ 

終日 

（祝日は除く） 

料  金 
1,800 円

(1,980 円) 

1,500 円 

(1,650 円) 

1,500 円 

(1,650 円) 

1,200 円 

（1,320 円） 

1,200 円 

(1,320 円) 

時

間 

平日 120 分 
平日のみ 

120 分 
120 分 閉場まで 

水曜日のみ 

120 分 

土日祝 90 分 ― 90 分 閉場まで ― 

条  件 
IC カード 

作成 

６５歳以上 

会員限定 
会員限定 会員限定 

女性の 

会員限定 

延長料 10 分 200 円(220 円) なし 
10 分 200 円 

(220 円) 

ポイント Daihyaku 会員 8％    レギュラー会員 3％   

※「打席時間貸し打ち放題」はお一人様 1 打席のお申込みが必要です。ひとつの打席に対し複数名でのご利用は

出来ません。小学生までは保護者様とご一緒にご利用頂けます。開始時間は打席申込み時から、終了時間はフ

ロントチェックアウト時となります。 

平日 
サービスタイム 

OPEN～9：00 

平常 

9：00～17：00 

サービスタイム 

17：00～CLOSE 

土日・祝日 
サービスタイム 

OPEN～7：30 

平常 

7：30～17：00 

サービスタイム 

17：00～CLOSE 


