
ロッジのご案内ロッジのご案内ロッジのご案内ロッジのご案内

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のご案内アメリカンセルフＤａｙのご案内 １月３日（火）￥5,970１月３日（火）￥5,970１月３日（火）￥5,970１月３日（火）￥5,970

11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして ３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ） おおおお風風風風呂呂呂呂・・・・ロロロロッッッッカカカカーーーー有有有有・・・・ププププレレレレーーーー後後後後精精精精算算算算
１月５日～２月２８日迄１月５日～２月２８日迄１月５日～２月２８日迄１月５日～２月２８日迄

モーニングモーニングモーニングモーニング付付付付きききき！！！！！！！！

モーニングの営業時間：１０時迄モーニングの営業時間：１０時迄モーニングの営業時間：１０時迄モーニングの営業時間：１０時迄

１１月３日(木・祝）１１月３日(木・祝）１１月３日(木・祝）１１月３日(木・祝）全館クローズとさせていただきます。全館クローズとさせていただきます。全館クローズとさせていただきます。全館クローズとさせていただきます。 １月１日（日）￥8,000１月１日（日）￥8,000１月１日（日）￥8,000１月１日（日）￥8,000

Service Information 2017　お正月料金のご案内

休場のご案内休場のご案内休場のご案内休場のご案内 １１１１１１１１月全日月全日月全日月全日とととと１２１２１２１２月月月月（（（（限定日限定日限定日限定日））））

オープンコンペのごオープンコンペのごオープンコンペのごオープンコンペのご案内案内案内案内

２０１７年３月１日よりセミオープン！２０１７年３月１日よりセミオープン！２０１７年３月１日よりセミオープン！２０１７年３月１日よりセミオープン！
今年のラスト！！秋の味覚杯今年のラスト！！秋の味覚杯今年のラスト！！秋の味覚杯今年のラスト！！秋の味覚杯 １月２日（月祝）￥8,000１月２日（月祝）￥8,000１月２日（月祝）￥8,000１月２日（月祝）￥8,000

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

昼昼昼昼食食食食はははは、、、、別別別別ととととななななっっっってててておおおおりりりりまままますすすす。。。。

1 16 1 16 1
tue wed thu ¥3,500 fri ¥3,500 sun

2 17 2 17 2
wed thu fri ¥3,500 sat mon

3 18 3 18 3

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日 平日

アメリカンセルフｄａｙ
土曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別） 祝日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

平日 平日

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日

1 January

平日

アメリカンセルフｄａｙ
日曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

¥11,880 ¥9,800

利用税・振興基金・税込価格 利用税・振興基金・税込価格 利用税・振興基金・税込価格 利用税・振興基金・税込価格 利用税・振興基金・税込価格11 November 12 December

させていただきます。させていただきます。させていただきます。させていただきます。 昼食は、レストランにて美味しい！軽食５００円！昼食は、レストランにて美味しい！軽食５００円！昼食は、レストランにて美味しい！軽食５００円！昼食は、レストランにて美味しい！軽食５００円！ 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ｄａｙ２０１７年３月１８日泊よりロッジ開始！２０１７年３月１８日泊よりロッジ開始！２０１７年３月１８日泊よりロッジ開始！２０１７年３月１８日泊よりロッジ開始！ ※受付はマスター室となります。※受付はマスター室となります。※受付はマスター室となります。※受付はマスター室となります。
１１１１月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水））））￥￥￥￥３３３３，，，，５５５５００００００００

※　ご来場は、プレーされる服装でお越しくださいませ（*^_^*）※　ご来場は、プレーされる服装でお越しくださいませ（*^_^*）※　ご来場は、プレーされる服装でお越しくださいませ（*^_^*）※　ご来場は、プレーされる服装でお越しくださいませ（*^_^*）

※追加ハーフ料金は、１，５００円（前金制）※追加ハーフ料金は、１，５００円（前金制）※追加ハーフ料金は、１，５００円（前金制）※追加ハーフ料金は、１，５００円（前金制）

11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして11月２９日泊をもちまして ３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ）３，５００円（1R前金制・現金のみ） おおおお風風風風呂呂呂呂・・・・ロロロロッッッッカカカカーーーー有有有有・・・・ププププレレレレーーーー後後後後精精精精算算算算
２０１７年３月１７日迄閉館２０１７年３月１７日迄閉館２０１７年３月１７日迄閉館２０１７年３月１７日迄閉館 お風呂・ロッカー・貴重品ロッカーはご利用できません。お風呂・ロッカー・貴重品ロッカーはご利用できません。お風呂・ロッカー・貴重品ロッカーはご利用できません。お風呂・ロッカー・貴重品ロッカーはご利用できません。

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
１２月１月１２月１月１２月１月１２月１月 昼食のご案内昼食のご案内昼食のご案内昼食のご案内

♪♪♪♪ 特製カレーライス＆サラダ特製カレーライス＆サラダ特製カレーライス＆サラダ特製カレーライス＆サラダ

500円円円円（税込）～（税込）～（税込）～（税込）～

♪♪♪♪ 特製美杉鍋特製美杉鍋特製美杉鍋特製美杉鍋

750円円円円

3 18 3 18 3
thu fri sat sun tue

4 19 4 19 4
fri sat sun mon ¥3,500 wed ¥3,500

5 20 5 20
sat sun mon ¥3,500 tue ¥3,500

6 21 6 21
sun mon tue ¥3,500 wed ¥3,500

7 22 7 22
mon tue wed ¥3,500 thu ¥3,500

8 23 8 23
tue wed thu ¥3,500 fri

9 24 9 24
wed thu fri ¥3,500 sat

土曜日

平日 祝日 ¥10,800 平日

アメリカンセルフｄａｙ
祝日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470
￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日 平日 平日

アメリカンセルフｄａｙ
土曜日 ¥10,800 日曜日 ¥12,000 平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日

アメリカンセルフｄａｙ
日曜日 ¥12,000 平日

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日

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
平日 平日 平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日

平日
¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

土曜日 ¥10,800 日曜日 ¥10,800 平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日

アメリカンセルフｄａｙ祝日 ¥11,880 平日 土曜日 ¥9,800 日曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別） 平日 ￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）

１２月３日～１２月１１日迄の土日は、

モーニング付き・昼食付（バイキング）となります。

１２月１７日～２９年１月２日迄の土日祝と

１２月２９日３０日 ２９年１月３日は、

昼食別（５００円～にて軽食）のご案内となります。昼食別（５００円～にて軽食）のご案内となります。昼食別（５００円～にて軽食）のご案内となります。昼食別（５００円～にて軽食）のご案内となります。

750円円円円

鶏肉ＯＲ豚肉鶏肉ＯＲ豚肉鶏肉ＯＲ豚肉鶏肉ＯＲ豚肉

（（（（ううううどどどどんんんんＯＯＯＯＲＲＲＲごごごごははははんんんんののののチチチチョョョョイイイイスススス））））

wed thu fri ¥3,500 sat
10 25 10 25

thu fri sat sun
11 26 11 26
fri sat sun mon ¥3,500

12 27 12 27
sat sun mon ¥3,500 tue ¥3,500

13 28 13 28
sun mon tue ¥3,500 wed ¥3,500

14 29 14 29
mon tue wed ¥3,500 thu

15 30 15 30
tue wed thu ¥3,500 fri
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平日 ￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。 ※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。
土曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日 平日 平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日 ￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）￥5,970（食事別）

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

日曜日 ¥12,000 平日

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日 平日 平日

アメリカンセルフｄａｙ

土曜日 アメリカンセルフｄａｙ
土曜日 ¥10,800 日曜日 ¥12,000 平日

アメリカンセルフｄａｙ
平日

アメリカンセルフｄａｙ平日 土曜日 ¥10,800 日曜日 ¥10,800 平日

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470
￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

¥6,470¥6,470¥6,470¥6,470

平日 平日 土曜日 ¥9,800 日曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）

平日 平日 平日

精算方法・・平日アメリカンセルフｄａｙ前金制（現金のみ）

土日祝と１２月２９日３０日 ２９年１月３日 後精算

※非課税対象のお客様は、免税カードのご提示をお願い

します。

【【【【 平日アメリカンセルフｄａｙ平日アメリカンセルフｄａｙ平日アメリカンセルフｄａｙ平日アメリカンセルフｄａｙ 】】】】

ロッカー・貴重品ロッカーのご利用も不可となります。

お風呂のご利用も出来ませんのでご来場時は、プレーさ

れる服装でお越しくださいませ。

昼食は、別途レストランにてご準備いたしております。

昼食代のお支払いは、レストランにてお願いいたします。
31

sat※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。 ※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。※昼食内容は、組数によって変更もございます。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。 ※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。※平日の2B割増は、かかりません。
土曜日 ￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）￥8,000（食事別）※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０ ※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０※土・日・祝日２B割増＋￥１，６２０ 昼食代のお支払いは、レストランにてお願いいたします。


