
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！！ 16,590 円から円から円から円から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！10月13日（月・祝）10月13日（月・祝）10月13日（月・祝）10月13日（月・祝）
秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！

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！

お風呂・ロッカー・昼食別　前金制！！お風呂・ロッカー・昼食別　前金制！！お風呂・ロッカー・昼食別　前金制！！お風呂・ロッカー・昼食別　前金制！！

　１０月毎週金曜日（平日）限定！　１０月毎週金曜日（平日）限定！　１０月毎週金曜日（平日）限定！　１０月毎週金曜日（平日）限定！
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。

アメリカンセルフアメリカンセルフアメリカンセルフアメリカンセルフDAYDAYDAYDAY10/1～12/12迄～12/12迄～12/12迄～12/12迄

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
8,890 円～円～円～円～

12,240 円～円～円～円～と年末年始12/31～1/4と年末年始12/31～1/4と年末年始12/31～1/4と年末年始12/31～1/4

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

恒例のアメリカンセルフDAYが12/15～平日恒例のアメリカンセルフDAYが12/15～平日恒例のアメリカンセルフDAYが12/15～平日恒例のアメリカンセルフDAYが12/15～平日

好評につき朝食付き好評につき朝食付き好評につき朝食付き好評につき朝食付き美杉ゴルフ倶楽部 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。

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
wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥7,704 ¥9,000 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥4,833 ¥5,700 tue ¥2,796 ¥3,500

2 17 2 17 2 17
thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥4,602 ¥5,650 tue ¥4,833 ¥5,700 wed ¥2,796 ¥3,500

3 18 3 18 3 18平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付 平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付 平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付日曜日 平日

日曜日 平日 得々DAY

土曜日 日曜日

ナイキCUPナイキCUPナイキCUPナイキCUP土曜日

平日

平日

平日

廻り放題Ｄａｙ

10 October 11 12November

１２月24.25　3,000円（昼食付）１２月24.25　3,000円（昼食付）１２月24.25　3,000円（昼食付）１２月24.25　3,000円（昼食付）
クリスマス特別企画！！クリスマス特別企画！！クリスマス特別企画！！クリスマス特別企画！！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！！！ ※１２月宿泊ご希望のお客様は直接※１２月宿泊ご希望のお客様は直接※１２月宿泊ご希望のお客様は直接※１２月宿泊ご希望のお客様は直接

毎日昼食付！！

フロントにてご確認下さいませ。フロントにてご確認下さいませ。フロントにてご確認下さいませ。フロントにてご確認下さいませ。※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！！

平日

December

22,860円から22,860円から22,860円から22,860円から

 19,510円から円から円から円から+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋+1,080円　寄せ鍋

秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！秋の味覚杯！！

　　１０月　6,100　　１０月　6,100　　１０月　6,100　　１０月　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）

　　１１月　5,650　　１１月　5,650　　１１月　5,650　　１１月　5,650 円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）円（朝食・昼食付）

平日 廻り放題Ｄａｙ

+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

ナイキCUP！！ナイキCUP！！ナイキCUP！！ナイキCUP！！ +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

11月３日（月・祝）11月３日（月・祝）11月３日（月・祝）11月３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
fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥8,704 ¥10,080 tue ¥5,000 ¥6,080 wed ¥4,833 ¥5,700 thu ¥2,796 ¥3,500

4 19 4 19 4 19
sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,000 ¥6,080 wed ¥5,000 ¥6,080 thu ¥4,833 ¥5,700 fri ¥2,796 ¥3,500

5 20 5 20 5 20
sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100 wed ¥5,000 ¥6,080 thu ¥5,000 ¥6,080 fri ¥4,833 ¥5,700 sat ¥7,888 ¥9,000

6 21 6 21 6 21
mon ¥5,019 ¥6,100 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,000 ¥6,080 fri ¥5,000 ¥6,080 sat ¥7,888 ¥9,000 sun ¥7,888 ¥9,000

7 22 7 22 7 22
tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,000 ¥6,080 sat ¥7,704 ¥9,000 sun ¥7,888 ¥9,000 mon ¥2,796 ¥3,500

8 23 8 23 8 23
wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥7,704 ¥9,000 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥4,833 ¥5,700 tue ¥7,888 ¥9,000

9 24 9 24 9 24
thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥7,704 ¥9,000 tue ¥4,833 ¥5,700 wed ¥2,333 ¥3,000

平日 朝食・昼食付 平日クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付

平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付 日曜日 昼食付

平日 朝食・昼食付 土曜日 昼食付

土曜日 昼食付 日曜日 昼食付

日曜日 昼食付

平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付 平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付

日曜日日曜日

日曜日

平日 土曜日

平日 平日

平日 平日

土曜日

平日

日曜日 平日ナイキCUPナイキCUPナイキCUPナイキCUP

平日

土曜日

平日

平日

平日 廻り放題Ｄａｙ

日曜日

平日 得々DAY

平日

平日

平日

平日

平日 得々DAY

平日

土曜日

日曜日

廻り放題Ｄａｙ

thu ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,944 ¥7,100 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥7,704 ¥9,000 tue ¥4,833 ¥5,700 wed ¥2,333 ¥3,000

10 25 10 25 10 25
fri ¥5,944 ¥7,100 sat ¥9,093 ¥10,500 mon ¥4,602 ¥5,650 tue ¥5,000 ¥6,080 wed ¥4,833 ¥5,700 thu ¥2,333 ¥3,000

11 26 11 26 11 26
sat ¥9,093 ¥10,500 sun ¥10,944 ¥12,500 tue ¥5,000 ¥6,080 wed ¥5,000 ¥6,080 thu ¥4,833 ¥5,700 fri ¥2,796 ¥3,500

12 27 12 27 12 27
sun ¥10,944 ¥12,500 mon ¥5,019 ¥6,100 wed ¥5,000 ¥6,080 thu ¥5,000 ¥6,080 fri ¥4,833 ¥5,700 sat ¥7,888 ¥9,000

13 28 13 28 13 28
mon ¥11,944 ¥13,580 tue ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,000 ¥6,080 fri ¥5,000 ¥6,080 sat ¥7,888 ¥9,000 sun ¥7,888 ¥9,000

14 29 14 29 14 29
tue ¥5,389 ¥6,500 wed ¥5,389 ¥6,500 fri ¥5,000 ¥6,080 sat ¥7,704 ¥9,000 sun ¥7,888 ¥9,000 mon ¥2,796 ¥3,500

15 30 15 30 15 30
wed ¥5,389 ¥6,500 thu ¥5,389 ¥6,500 sat ¥7,704 ¥9,000 sun ¥7,704 ¥9,000 mon ¥2,796 ¥3,500 tue ¥2,796 ¥3,500

31 31

平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 大晦日　朝食・昼食付

土曜日 昼食付 日曜日 昼食付

日曜日 昼食付 平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内

平日 アメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAYアメリカンセルフDAY

平日 朝食・昼食付 土曜日 昼食付

平日 朝食・昼食付 平日クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付クリスマス企画！！昼食付

平日 朝食・昼食付

平日 平日

平日 土曜日

土曜日 日曜日

平日

平日 得々DAY 平日

平日

平日

平日 ディフィカルトPINディフィカルトPINディフィカルトPINディフィカルトPIN

平日 廻り放題Ｄａｙ

平日

平日 ディフィカルトPINディフィカルトPINディフィカルトPINディフィカルトPIN

平日

土曜日

日曜日

平日 得々DAY

平日

平日

土曜日

日曜日

秋の味覚杯秋の味覚杯秋の味覚杯秋の味覚杯日曜日

平日

廻り放題Ｄａｙ

31 31
fri ¥5,944 ¥7,100 wed ¥5,185 ¥6,080

※珈琲ショップにて１コイン（５００円）カレー！！※珈琲ショップにて１コイン（５００円）カレー！！※珈琲ショップにて１コイン（５００円）カレー！！※珈琲ショップにて１コイン（５００円）カレー！！

平日 大晦日　朝食・昼食付アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内アメリカンセルフＤＡＹのご案内
お風呂・ロッカーご利用不可　昼食別・前金制お風呂・ロッカーご利用不可　昼食別・前金制お風呂・ロッカーご利用不可　昼食別・前金制お風呂・ロッカーご利用不可　昼食別・前金制

平日 廻り放題Ｄａｙ


