第百ゴルフクラブ

℡045-892-3811

2021.12

営業時間

3 月～11 月 6：30～23：00（ボール貸出 22：30 まで）
12 月～ 2 月 6：30～22：30（ボール貸出 22：00 まで）
＊＊新型ウイルス感染拡大防止のため、当面の間 21：30 営業終了（ボール貸出 21：00 まで）＊＊
■ 新規ご利用方法（別紙 IC カードご利用規約ご参照ください）（

）内税込価格

＊IC カード発行：発行料 300 円（税込 330 円）お客様情報ご記入いただきます（お手持ちの IC カードはそ
のままご利用いただけます）

＊IC カードへのチャージは 1,000 円～、1,000 円単位です。
クレジットカードご利用はチャージのみ、2,000 円からとさせていただきます

＊IC カード紛失、破損の場合は再発行をお願いいたします【再発行料 300 円（税込 330 円）
】
＊高校生以上のお客様より IC カードの登録対象となります

＊2020.10.31 ポイント付加サービスは終了させていただきます。お手元のポイントの交換期間の有効期
限にご注意願います（別紙 IC カード規約ご参照ください）。500P 以下のポイント残高をお持ちのかたは、フロ
ントまで IC カードをご提示ください。コーヒー・紅茶チケット 1 枚とご交換させていただきます。
＊プレミアム付加サービス提携会社：わかばカード、高島屋ローズ会員等（各社規定ルールに基づく）

☆Daihyaku アプリをダウンロード（無料）していただくと便利！お得！
･ アプリで打席予約可能（詳細別紙ご参照）
･ 打席近くの貸出機で QR コードから

アプリユーザー

アプリ
ダウンロード
無料

IC カードの
会員登録必要
＊ビジターIC カード不可

チェックイン可
･ アプリからクレジットカードチャージ可
･ 各種お得なクーポン配信
･ イベントやクローズ情報など練習場
からのお知らせのプッシュ通知有

☆スクール生 練習特典 スクール受講期間限定（休会期間除く）
･ 3,000/5,000/10,00 円チャージ時に 10％

入会時 IC カード

スクール生

IC カードの

発行は無料

会員登録必要

（再発行は有料）

＊ビジターIC カード不可

プレミアム付加
･ 貸しロッカー20％OFF
･ 貸しクラブ、シューズ無料
･ パター、バンカー練習場 各最大 40 分まで
無料/日（スクール使用優先）

■ パター練習場・バンカー練習場

お一人様 20 分間 100 円（税込 110 円）

IC カードお持ちの方限定利用です＊ビジターIC カードでのご利用はできません
フロントで受付、ご利用札と専用ボールをお渡し致します（終了後フロントにご返却お願いします）。
パター、バンカー練習のみでもご利用いただけます（IC カードご持参いただき、フロントで受付願います）
。

■ ティールームのご利用について
クレジットカード精算はできません。IC カードへチャージ（クレジットカードご利用可）してからのご精算
となります（現金可）
。テイクアウトの際は、エコバックのご持参ご協力お願いします。1 袋 10 円有料です。

■ 貸しクラブ 100 円(税込 110 円)キッズクラブ 3 本 100 円(税込 110 円)貸し靴 300 円(税込 330 円)
＊クラブ破損の場合は 2,000 円の修理代を承ります。＊靴サイズ 23.0 ㎝～27.5 ㎝

時間貸し打席料金

(

) 内税込価格

当練習場では、打席を「時間でお貸出し」のご案内となります。時間内 10 球でも、30 球でも、200 球でも
何球でもご利用 OK！豊かな自然を感じながら、時間内、打席でゆっくり本や新聞を読んでいただいても、
メールチェック、YouTube 鑑賞（要イヤホン）、ティールームでコーヒータイムも OK！映像弾道測定器「トップト
レーサー」を球数気にせず、十分に楽しんでいただけます （Free Wi-Fi 接続可）

どの時間帯も同一料金でのご案内です（お盆・年末年始・GW 等大型連休は土日祝料金となります）
■打席ご利用時間は打席申込み時間から始まり、終了時間はフロント ATM チェックアウト時となります。
■表示時間を超えての ATM チェックアウトの場合、
超過金 5 分 110 円(税込)が発生しますのでご注意願います。
■延長料金はありません。再入場の際は 30 分単位でお選びいただけます。平日:1,210 円(税込) /土日祝:1,320 円(税込)

基本料金
60 分
90 分
120 分
180 分

平日

基本料金

土日祝

レディース Day

ビジター

毎週水曜日祝日除く

＊利用制限あり

1,600 円

1,800 円

2,100 円

（税込 1,760 円）

（税込 1,980 円）

(税込 2,310 円)

1,900 円

2,100 円

1,500 円

2,400 円

（税込 2,090 円）

（税込 2,310 円）

(税込 1,650 円)

(税込 2,640 円)

2,100 円

2,300 円

（税込 2,310 円）

（税込 2,530 円）

2,500 円

2,700 円

（税込 2,750 円）

（税込 2,970 円）

1,000 円

1,200 円

ペア打席
料金

（税込 1,100 円）

（税込 1,320 円）

1 打席 2 名様利用

120 分以上の基本料金に加算利用可

90 分以上の基本料金に加算利用可

中学生 700 円（税込 770 円） 中学生 800 円(税込 880 円)

こども

（中学生は学生証提示願います）

（中学生以下）
打席料金

小学生以下 500 円(税込 550 円)
保護者貸出ボールご利用打席

（中学生は学生証提示願います）
小学生以下 600 円(税込 660 円)

保護者貸出ボールご利用打席

パターバンカー場利用
（税込 110 円） パターバンカー場利用(税込 110 円)

地下打席はスクール優先打席です。映像弾道測定器「トップトレーサー」は設置しておりません。
■1 打席のご利用はお二人（お子様含め）までとさせていただきます（ペア打席料金適用 中学生以下除く）
。
■中学生までは保護者様お一人料金でご一緒にご利用頂けます。別打席をご利用の場合はこども打席料金
をいただきます。お子様の打席は、危険防止のため保護者様の目の前の打席をご利用願います。
■場内での小さなお子様の行動にお気をつけください。保護者様はお子様から目を離さないようお願いいたします。
■感染症防止のため、場内マスク無しで大きな声での会話はご遠慮願います。打席では、近くで集中して練
習をされているお客様へのご配慮も何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。（マスクはご持参願います）
■場内で他のお客様に不快感を与え、または迷惑を及ぼす恐れ、練習場ボールや備品の持ち出し行為、スタッフ
の業務遂行を妨げる行為が認められた場合など、退場、またはその後の入場をお断りする場合がございます。
■場内で歩きながらの携帯電話操作は大変危険です。ご遠慮願います。
■場内でのお忘れ物、落とし物については、速やかに栄警察署へ届けます。トラブル防止のためご理解願います。

