
寄せ鍋　2,700円寄せ鍋　2,700円寄せ鍋　2,700円寄せ鍋　2,700円

すき焼き・しゃぶしゃぶ　3,780円すき焼き・しゃぶしゃぶ　3,780円すき焼き・しゃぶしゃぶ　3,780円すき焼き・しゃぶしゃぶ　3,780円

※スタート時間にご協力ください。※スタート時間にご協力ください。※スタート時間にご協力ください。※スタート時間にご協力ください。

　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！

※混み具合によっては廻れない場合がございます。※混み具合によっては廻れない場合がございます。※混み具合によっては廻れない場合がございます。※混み具合によっては廻れない場合がございます。

にてご確認下さいませ。にてご確認下さいませ。にてご確認下さいませ。にてご確認下さいませ。

17,460 円～円～円～円～プラス料金にて変更できます！プラス料金にて変更できます！プラス料金にて変更できます！プラス料金にて変更できます！７月２１日（月・祝）７月２１日（月・祝）７月２１日（月・祝）７月２１日（月・祝）
アサヒビール杯！アサヒビール杯！アサヒビール杯！アサヒビール杯！

※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい

美杉弁当　1,620円美杉弁当　1,620円美杉弁当　1,620円美杉弁当　1,620円

健康朝食をご利用ください！健康朝食をご利用ください！健康朝食をご利用ください！健康朝食をご利用ください！

プラス料金にて承ります！プラス料金にて承ります！プラス料金にて承ります！プラス料金にて承ります！

※17時到着の方に限り夕食承ります。※17時到着の方に限り夕食承ります。※17時到着の方に限り夕食承ります。※17時到着の方に限り夕食承ります。

Service Information 宿泊パック Information

1泊２プレー夕食メニュー1泊２プレー夕食メニュー1泊２プレー夕食メニュー1泊２プレー夕食メニュー

+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋

ご来場のお客様全員にご来場のお客様全員にご来場のお客様全員にご来場のお客様全員に

ホルモン鍋・キムチ鍋　2,160円ホルモン鍋・キムチ鍋　2,160円ホルモン鍋・キムチ鍋　2,160円ホルモン鍋・キムチ鍋　2,160円
9,340 円～円～円～円～

13,740 円～円～円～円～　健康は朝食から！！　健康は朝食から！！　健康は朝食から！！　健康は朝食から！！

平日朝食付き！！平日朝食付き！！平日朝食付き！！平日朝食付き！！ 廻り放題廻り放題廻り放題廻り放題DAY

得々得々得々得々DAY オープンコンペ！オープンコンペ！オープンコンペ！オープンコンペ！

1泊泊泊泊1Rプランプランプランプラン

1泊2Rプラン

夕食メニュー夕食メニュー夕食メニュー夕食メニュー

※折り返しのお時間は当日マスター室※折り返しのお時間は当日マスター室※折り返しのお時間は当日マスター室※折り返しのお時間は当日マスター室

好評につき朝食バイキング好評につき朝食バイキング好評につき朝食バイキング好評につき朝食バイキング
　毎週金曜日（平日）限定！　毎週金曜日（平日）限定！　毎週金曜日（平日）限定！　毎週金曜日（平日）限定！

美杉ゴルフ倶楽部 営業のご案内

【Access】 名阪国道「針I.C」より70分 / 伊勢自動車道「久居I.C」より50分

平日平日平日平日

土日祝土日祝土日祝土日祝

1R1R1R1Rセルフセルフセルフセルフ

昼昼昼昼 食食食食

ごごごご 宿宿宿宿 泊泊泊泊

朝朝朝朝 食食食食

平日平日平日平日 2R2R2R2Rセルフセルフセルフセルフ

昼昼昼昼 食食食食 ２２２２回回回回

サービス詳細は別途ご確認ください。

　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！　毎週月曜日（平日）限定！！

本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格 本体価格 税込価格

1 16 1 16 1 16
tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥5,389 ¥6,500

2 17 2 17 2 17
wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500

3 18 3 18 3 18

※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい※除外日もございますのでカレンダ-をご確認下さい

毎日昼食付！！毎日昼食付！！

 22,460円～円～円～円～+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋

アサヒビール杯！アサヒビール杯！アサヒビール杯！アサヒビール杯！

平日

平日 得々DAY 平日

平日 平日

平日 貸切（予約不可日）日曜日 平日

土曜日 日曜日

平日 廻り放題Ｄａｙ 土曜日

得々DAY平日 廻り放題Ｄａｙ

平日

平日

平日 平日

September

27,860円～27,860円～27,860円～27,860円～

7 July 8 9August

さらに・・・お土産つき！！！さらに・・・お土産つき！！！さらに・・・お土産つき！！！さらに・・・お土産つき！！！

毎日昼食付！！

※宿泊パック料金に含まれている夕食は、美杉弁当です。

平日

+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋+540円　ホルモン鍋・キムチ鍋

コカ・コーラ杯！コカ・コーラ杯！コカ・コーラ杯！コカ・コーラ杯！ +2,160円　すき焼き・しゃぶしゃぶ+2,160円　すき焼き・しゃぶしゃぶ+2,160円　すき焼き・しゃぶしゃぶ+2,160円　すき焼き・しゃぶしゃぶ
　　6,100　　6,100　　6,100　　6,100 円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）

９月１５日（月・祝）９月１５日（月・祝）９月１５日（月・祝）９月１５日（月・祝）

ご予約・お問合せ 059（275）0334
〒 515-3311 三重県津市美杉町下多気3437-34

平日平日平日平日

平日平日平日平日++++土日祝土日祝土日祝土日祝

2R2R2R2Rセルフセルフセルフセルフ

昼昼昼昼 食食食食 ２２２２回回回回

ごごごご 宿宿宿宿 泊泊泊泊

夕夕夕夕 食食食食（（（（美杉弁当美杉弁当美杉弁当美杉弁当））））

朝朝朝朝 食食食食土日祝土日祝土日祝土日祝

サービス詳細は別途ご確認ください。

3 18 3 18 3 18
thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100 wed thu ¥5,389 ¥6,500

4 19 4 19 4 19
fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100

5 20 5 20 5 20
sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500

6 21 6 21 6 21
sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥11,944 ¥13,580 wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500

7 22 7 22 7 22
mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100

8 23 8 23 8 23
tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥10,944 ¥12,500

9 24 9 24 9 24
wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500

平日 平日 ディフィカルトPIN

平日 得々DAY

平日 得々DAY 日曜日

平日 廻り放題Ｄａｙ 土曜日

土曜日 日曜日

日曜日

平日

平日 平日 廻り放題Ｄａｙ

平日 貸切（予約不可日）

日曜日土曜日

廻り放題Ｄａｙ 土曜日

平日 平日

平日 平日

平日 平日

廻り放題Ｄａｙ

得々DAY 平日

日曜日 平日 得々DAY平日 廻り放題Ｄａｙ

平日

平日

平日

平日

平日

土曜日

日曜日

日曜日 アサヒビール杯

平日

平日

平日

廻り放題Ｄａｙ

得々DAY

日曜日

平日

平日

土曜日

wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500

10 25 10 25 10 25
thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100 wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500

11 26 11 26 11 26
fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥5,389 ¥6,500 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100

12 27 12 27 12 27
sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500

13 28 13 28 13 28
sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100 wed ¥6,778 ¥8,000 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500

14 29 14 29 14 29
mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥6,778 ¥8,000 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100

15 30 15 30 15 30
tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥6,778 ¥8,000 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥11,944 ¥13,580 tue ¥5,389 ¥6,500

31 31

平日

土曜日 日曜日

日曜日 平日 得々DAY

日曜日 コカ・コーラ杯

平日 廻り放題Ｄａｙ

平日 廻り放題Ｄａｙ 土曜日

平日 平日

平日

日曜日

平日 お盆料金 平日

平日 お盆料金 平日 廻り放題Ｄａｙ

平日
お盆料金　廻り放題ＤＡＹ（除外日）

土曜日

平日 ディフィカルトPIN

日曜日 平日 得々DAY

平日 得々Ｄａｙ（除外日）

平日

平日

平日

平日 得々DAY

平日

平日 ディフィカルトPIN

平日 廻り放題Ｄａｙ

土曜日

日曜日

平日

平日

平日

土曜日

得々DAY

日曜日

平日

廻り放題Ｄａｙ

31 31
thu ¥5,389 ¥6,500 sun ¥10,944 ¥12,500

日曜日平日


