
●ラウンドの前に

●基本条件

●その他

≪平成２２年５月現在≫

地
区 ゴルフ場 ジュニア料金

（消費税込）

    保護者料金
（消費税・
 ゴルフ場利用税込）

尾道うずしおカントリークラブ
尾道市原田町梶山田1069/TEL０８４８－３８－００４１

２，４００円 ５，５００円

尾道ゴルフ倶楽部
三原市久井町吉田735-32/TEL０８４７－３２－７１２１

２，２９０円 ６，３６５円

平日７，０００円

土・日・祝８，０００円

庄原カントリークラブ
庄原市板橋町600/TEL０８２４－７２－１１２２

２，４００円 ４，９８０円

社団法人福山ゴルフ倶楽部
福山市御幸町中津原1225-1/TEL０８４－９５５－１１２２

２，５００円 ３，４４０円

富士三次カントリークラブ
三次市糸井町大山1411/TEL０８２４－６６－１２００

３，５８０円 ７，３３０円

　平日６，０００円

土・日・祝１１，０００円

担ぎ　２，９００円 担ぎ　４，０７０円
カート使用（セルフ）

５，５４０円
カート使用（セルフ）

６，７００円

賀茂カントリークラブ
東広島市高屋町高屋東4102/TEL０８２－４３４－１２３４

４，１９０円 ５，４００円

注意：当日、受付時にジュニアゴルフ会員証を必ず提示してください。

乗用カート使用の場合は保護者のみ＋２，８７０円（消費税込）
薄暮・ナイター・セルフデーは別途料金

ジュニアゴルフ会員料金は広島県ゴルフクラブ連盟に加盟するゴルフ場で特別に設定していただいたものです。ゴルフ場の混雑状況に
よってはエントリーできない場合もあります。平成２２年５月現在の料金です。
変更の場合もございますので予めご了承ください。
プレーをされない見学者のコース内への立入りはご遠慮願います。

２，６００円

乗用カート使用の場合は＋３，１５０円（消費税込）

現在１８才未満の方、また７０才以上の方がゴルフ場を利用する場合、ゴルフ場利用税は免税となっております。
学生証、健康保険証、旅券、運転免許証などによる年齢の確認が必要となりますのでいずれかを持参してフロントにてご提示ください。

その他条件

京覧カントリークラブ
三原市長谷町291/TEL０８４８－６６－２２１１

セントパインズゴルフクラブ
東広島市志和町志和東1166-2/TEL０８２－４３３－５７００

安芸カントリークラブ
東広島市河内町入野1950/TEL０８２－４３７－１１１５

乗用カート使用の場合は＋１，５００円（消費税込）

薄暮ラウンドのみ。乗用カート使用の場合は＋１，０５０円

乗用カート代込み。
保護者は優待のある日は、その時の料金とする

平日のみ。
ツーサムの場合（カート使用の場合）カートフィ各５００円割増。

３，３４０円

昼食付。乗用カート使用の場合は＋２，１００円（税込）
セルフ営業日は別途料金

（裏面があります。）

中
部
地
区

ゴルフ場ジュニアゴルフ会員向け特別料金設定情報

１.　練習場の先生にラウンドできるレベルかを相談する。

４.　ルール、マナー、エチケットをきちんと守る。

３.　ラウンド当日は必ずジュニアゴルフ会員証を持っていき、フロントで提示すること。

２.　予約時にジュニアゴルフ会員とその保護者（引率責任者）であることを伝える。

　

また、高校生で１８才の方は学校の教育活動以外でゴルフを行う場合、大人同様課税対象になりますのでご注意ください。

当日、会員証の提示がないと特別料金が適用されませんのでご注意ください。
ジュニアゴルフ会員１名に対し保護者（引率責任者）１名の場合で平日の１８ホールセルフプレー（バッグ担ぎ）
ジュニア料金は消費税込み、保護者料金は消費税・ゴルフ場利用税込みの料金です。
基本条件と異なる場合は別途追加料金がかかりますので条件その他を参考にして下さい。

尾道カントリークラブ宇根山コース
世羅郡世羅町大字小世良691-15/TEL０８４７－２２－２３１１

昼食付。
乗用カート使用の場合は＋1，５７５円（消費税込）

２，８４０円 ５，９６０円

１，２００円 ４，１８０円

３，０００円 ３，６００円

東
　
部
　
地
　
区

乗用カート使用の場合は＋２，１００円

キャディー費・カート代は別途
９ホールのみの場合、各５００円引

６，４６０円

５，０４０円
（乗用カート代込み）

久井カントリークラブ
三原市久井町坂井原絹掛755/ＴＥＬ０８４７－３２－７１４１

乗用カート使用の場合は＋２，５２０円（消費税込）

長期休日（春・夏・冬休み）平日のみ可
セルフ・担ぎ

三原カンツリークラブ
三原市沼田東町釜山345-6/TEL０８４８－６６－０３２１

福山カントリークラブ
福山市神辺町東中条498/ＴＥＬ０８４－９６７－１２１２

乗用カート使用の場合は＋２，１００円
キャディー費は別途・セルフ営業日は別途料金

松永カントリークラブ
福山市神村町1388/TEL０８４－９３３－３１７４

３，４６０円 ４，２６０円

乗用カート代込み

２，７７６円 ６，２０１円
新市クラシックゴルフクラブ
福山市新市町戸手3103-1/TEL０８４７－５２－７８００



地
区 ゴルフ場 ジュニア料金

（消費税込）

    保護者料金
（消費税・
  ゴルフ場利用税込）

グリーンバーズゴルフ倶楽部
三原市大和町大草905-37/TEL０８４７－３３－１７５１

４，２００円 ８，４４０円

平日３，２９０円 平日８，１４０円

土・日・祝４，２９０円 土・日・祝９，８４０円

平日４，１００円 平日９，１００円

土・日・祝５，１００円 土・日・祝１０，１００円

竹原カントリークラブ
竹原市小梨町字堂平2022/TEL０８４６－２２－３０１０

３，５００円 ６，８００円

東広島カントリークラブ
東広島市志和町志和東字阿原671-29/TEL０８２－４３３－２８１１

３，０００円 ７，０００円

メンバー　全日６，０００円

ビジター　平日８，６７５円
　　　　 土日祝９，７２５円

平日７，０００円

土・日・祝１０，０００円

本郷カントリー倶楽部
三原市本郷町南方松屋根1251-1/TEL０８４８－８６－５１５５

３，５００円 ７，９００円

宮島志和カンツリー倶楽部
東広島市志和町七条椛坂488-2/TEL０８２－４３３－２２１１

２，９５０円 ３，５５０円

平日５，１３５円

土・日・祝７，９００円

平日５，４４５円 平日６，７７０円

土・日・祝５，９７０円 土・日・祝７，８２０円

チェリーゴルフクラブ　吉和の森コース
廿日市市吉和1587/TEL０８２９－７７－２２２０

２，８００円
通常料金より

カート代分引き

千代田ＯＧＭゴルフ倶楽部
山県郡北広島町寺原2851/TEL０８２６－７２－２１００

４，４１０円 ７，３８０円

平日３，４５０円 平日６，９００円

土・日・祝３，９７５円 土・日・祝７，９５０円

平日３，８４０円 平日６，２１５円

　土・日・祝４，３６５円 　土・日・祝６，２１５円

広島佐伯カントリー倶楽部
廿日市市友田119/TEL０８２９－７４－１１５１

４，０００円 ６，２５０円

広島中央ゴルフクラブ
広島市安佐北区安佐町筒瀬1471-21/TEL０８２－８７８－０１３１

平日６，０６０円
土・日・祝８，０６０円
（乗用カート代込み）

平日６，６６０円
土・日・祝１２，２１０円

（乗用カート代込み）

平日３，１４０円 平日７，３１０円

土・日・祝４，１９０円 土・日・祝１０，４６０円

平日５，０００円

土・日・祝７，３７０円

八千代カントリークラブ
安芸高田市八千代町佐々井979-1/TEL０８２６－５２－２１２１

３，３００円 ５，１００円

リージャスクレストゴルフクラブ
(グランド)安芸高田市高宮町房後816 /TEL０８２６－５７－１８８１
(ロイヤル)安芸高田市高宮町房後617/TEL０８２６－５７－１９９１

２，９３０円 通常料金

予約時にお子様と一緒にプレーする旨をお申出ください。

ジュニアゴルフ会員カードを提示。２バック割増有り。
乗用カート代込・キャディ付の場合は別途料金加算。

・平日のみ対応いたします。
・乗用カートご使用の場合は、１，５７０円プラスとなります。

１０，２４０円
社団法人広島カンツリー倶楽部八本松コース
東広島市八本松町原11083-1/TEL０８２－４２９－０５１１

乗用カート代込み

乗用カート使用＋２，６２５円（税込）
保護者１名につき、ジュニア３名まで可。ジュニアのみ不可。飲食代
別。（全てグランド・ロイヤル共通）予約時にジュニア会員ラウンドの
旨お伝えください。ジュニア指定時間をご案内いたします。事前にお
申し出がない場合、ジュニア料金の適用は致しかねます。

平日限定。
乗用カート使用の場合は＋２，１００円（消費税込）

保護者１名まで保護者料金

乗用カート使用の場合は＋２，１００円（消費税込）

乗用カート使用の場合は+１，８９０円（消費税込）
２バッグ割増有り。競技日、イベント日は適用しない。

保護者１名まで保護者料金
食事付サービスデーは左記料金に＋１，０５０円となります。

メンバー・ビジター共に

全日 ４，０００円

平日の南コースのみ（薄暮プレー含む）乗用カート代込み。
ジュニア会員証を提示のこと

呉カントリークラブ
呉市安浦町安登日の浦山1163-2/TEL０８２３－８４－３７４３

その他条件

８，１５０円

乗用カート代込み

中
　
部
　
地
　
区

平日限定。乗用カートフィ込み。保護者１名につきジュニア３名まで。
１組２名様（ジュニア会員１名　保護者１名）の場合、おひとり様に＋１，０５０
円別途申し受けます。当日、受付時にジュニア会員証を必ず提示してくださ
い。予約時にジュニア会員ラウンドの旨お伝えください。

学校での課外授業としての利用に限る（証明書が必要）
平日限定。　乗用カート使用の場合＋１，８９０円

８，２４０円

乗用カート使用

平日限定。乗用カートフィ込み。保護者１名につきジュニア３名まで。
１組２名様（ジュニア会員１名　保護者１名）の場合、おひとり様に＋１，０５０
円別途申し受けます。当日、受付時にジュニア会員証を必ず提示してくださ
い。予約時にジュニア会員ラウンドの旨お伝えください。

乗用カート使用

平日限定・乗用カート代込み

広島東映カントリークラブ
東広島市八本松町吉川5562-23/TEL０８２－４２９－１２１２

アイリスカントリークラブ
山県郡北広島町吉木2093/TEL０８２６－８４－０８８３

社団法人広島カンツリー倶楽部西条コース
東広島市西条町下三永730-10/TEL０８２－４２６－０１２３

フォレストヒルズゴルフ＆リゾート
三原市本郷町善入寺64-10/TEL０８４８－８６－８２２２

広島国際ゴルフ倶楽部
東広島市黒瀬町南方199-70/TEL０８２３－８２－２５５０

８，９９０円

４，３６０円 ５，９６０円

西
　
部
　
地
　
区

宮島カンツリー倶楽部
広島市佐伯区三宅町1050/TEL０８２－９２２－１１６１

社団法人広島ゴルフ倶楽部
広島市佐伯区五日市町皆賀413/TEL０８２－９２２－１２３４

広島紅葉カントリークラブ
廿日市市友田220-3/TEL０８２９－７４－１３１３

鷹の巣ゴルフクラブ
廿日市市河津原137-2/TEL０８２９－７４－３３３３（予約用）

太田川ゴルフ倶楽部
広島市安佐南区東原1-22-11/TEL０８２－８７４－６８１１

芸南カントリークラブ
廿日市市玖島235/TEL０８２９－７４－１１３１

広島西カントリー倶楽部
廿日市市大野猪ノ打2392/TEL０８２７－５６－０３１１

小中学生 ：1,050円
高校生（但し18才未満）：

2,100円

５，０００円

ご利用は平日のみとしセルフプレーとなります。（乗用カート代込）
保護者料金は１組１名迄となります。受付時に必ず会員証を提示してくださ
い。ご利用頂けない場合がありますのでご予約時に必ずご確認下さい。

４，３３５円

１，０００円
（１７才以下）

・ジュニア会員カードを提示
・保護者料金はジュニア１名につき１名まで
・平日限定　・カートを希望の場合は別途料金加算

カート使用時は２，１００円（別途）

１．（４人１組の場合の）昼食・乗用カート代込み。
２．ジュニア会員証をチェックイン時提示ください。
３．３名以下の場合　割増料金が必要です。

・乗用カート使用の場合
　　ジュニア プラス１，０５０円　　　保護者  プラス２，１００円
・保護者料金はジュニア1人につき1名まで。

カート貸出（常時）

通常料金より
１，０００円引き

７，４００円

ジュニア料金・保護者料金 共に税込み、カートフィ込み。
食事別途。

４，５００円

１．ご利用は平日のみとしキャディ付プレーとなります。

２．保護者料金はジュニア１人につき１名まで。

３．倶楽部の事情によりご利用になれない場合もあります。

ジュニアゴルフ会員は１８歳以下の料金でカート代込み

通常料金
白竜湖カントリークラブ
三原市大和町和木3262/TEL０８４７－３４－０１１１

２，５００円

瀬野川カンツリ－倶楽部
広島市安芸区畑賀町1510-91/TEL０８２－８２７－０２１１

３，６７０円 通常料金

郷原カントリークラブ
呉市郷原町西横尾412/TEL０８２３－７７－１１１１


