
１月１日（月・祝）・・・休場日

１月５日（金）

１月６日（土）

１月７日（日）

１月８日（月・祝）

Service Information

宿泊のご案内

第15回美杉ハートフルコンサート

12月12月12月12月よりアメリカンセルフよりアメリカンセルフよりアメリカンセルフよりアメリカンセルフＤＤＤＤａａａａｙｙｙｙ

　￥4,320（　￥4,320（　￥4,320（　￥4,320（税込税込税込税込））））

１月４日（木）

お風呂・ロッカー使用不可お風呂・ロッカー使用不可お風呂・ロッカー使用不可お風呂・ロッカー使用不可
　　●宿泊朝食付・・・¥4,320（税込）　

レストランにて６５０円～軽食！レストランにて６５０円～軽食！レストランにて６５０円～軽食！レストランにて６５０円～軽食！１２月平日１２月平日１２月平日１２月平日３３３３，，，，５５５５００００００００円円円円（（（（前前前前金金金金制制制制・・・・現現現現金金金金ののののみみみみ））））2018年始料金

メメメメンンンンババババーーーー様様様様へへへへ・・・・・・・・・・・・パパパパーーーートトトトナナナナーーーー扱扱扱扱いいいいははははごごごご使使使使用用用用ででででききききまままませせせせんんんん。。。。
11月４日（土）

プレーのプレーのプレーのプレーの曜日曜日曜日曜日をごをごをごをご確認下確認下確認下確認下さいさいさいさい。。。。 ＰＭ19時開演・入場無料

夕食夕食夕食夕食メニューをチョイスメニューをチョイスメニューをチョイスメニューをチョイス

１月２日（火）

１月３日（水）

毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日おおおお土産付土産付土産付土産付きききき！！！！

※※※※受受受受付付付付ははははママママススススタタタターーーー室室室室ととととななななりりりりまままますすすす。。。。
お土産付きは11月迄です。

お風呂・ロッカー使用不可美杉ゴルフ倶楽部 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

宿泊朝食付宿泊朝食付宿泊朝食付宿泊朝食付モーニングモーニングモーニングモーニング
土日祝土日祝土日祝土日祝 平日平日平日平日

パン・パン・パン・パン・珈琲珈琲珈琲珈琲・サラダ・・サラダ・・サラダ・・サラダ・玉子料理玉子料理玉子料理玉子料理・ヨーグルト・ジュース・ヨーグルト・ジュース・ヨーグルト・ジュース・ヨーグルト・ジュースごごごご飯飯飯飯・・・・味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁・・・・焼焼焼焼きききき魚魚魚魚・・・・玉子焼玉子焼玉子焼玉子焼き・き・き・き・小鉢小鉢小鉢小鉢・・・・焼焼焼焼きききき海苔海苔海苔海苔・・・・香香香香のののの物物物物洋定食洋定食洋定食洋定食和定食和定食和定食和定食
アメリカンセルフＤａｙ４，０００円（昼食無・前金制）※昼食はご準備しておりません。※４日５日は、３，５００円

１月８日（月・祝）

●２組８名以上のグループ様は、事前に夕食のご選択をお伺いさせていただきます。●宿泊のお客様の朝食は、レストランホールにてご準備させていただいております。（宿泊代に含まれております）●朝食和定食・洋定食のチョイスは、ロッジチェックイン時にご確認させていただきます。（組数に応じてバイキングとなります。）●宿泊パック料金には、夕食代は含まれておりません。お申込の場合は、プレー日４日前迄にお申し込みくださいませ。 ※除外日もございますカレンダーにてご確認下さい。
1 16 1 16 1 16

sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri sat ¥7,000

2 17 2 17 2 17
mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sat ¥9,800 昼食時ドリンクバー付 sun ¥7,500

3 18 3 18 3 18
tue wed fri sat sun ¥10,800 mon

利用税・振興基金・税込価格 利用税・振興基金・税込価格
平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日 土曜日

昼食別
土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
日曜日

昼食別
¥10,800

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
¥6,470¥12,000

平日

モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470

土曜日

¥6,470

¥6,470モーニング＆昼食バイキング付
¥10,800¥6,470

　　●宿泊朝食付・・・¥4,320（税込）　
10 October 11 November 12 December

お土産付きは11月迄です。
日曜日 平日 平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付 モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付
モーニング＆昼食バイキング付 ¥6,470モーニング＆昼食バイキング付平日 平日 平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付 モーニング＆昼食バイキング付
日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付 アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000平日 平日 祝日

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500
¥6,470

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 赤卵赤卵赤卵赤卵6666個入個入個入個入りりりり

おおおお土産付土産付土産付土産付きききき♪♪♪♪

ロッジ宿泊は、ロッジ宿泊は、ロッジ宿泊は、ロッジ宿泊は、11月月月月29日泊にいて受付終了です。日泊にいて受付終了です。日泊にいて受付終了です。日泊にいて受付終了です。

tue 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー sun ¥10,800 昼食時ドリンクバー付 mon

4 19 4 19 4 19
wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー mon tue

5 20 5 20 5 20
thu 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー tue wed

6 21 6 21 6 21
fri 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー wed thu

7 22 7 22 7 22
sat 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu fri

8 23 8 23 8 23
sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri sat ¥7,000

9 24 9 24 9 24
mon 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sat ¥9,800 昼食時ドリンクバー付 sun ¥7,500

平日 平日アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000¥10,800 アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000平日 平日アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500
アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000平日 平日

土曜日

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付
祝日

モーニング＆昼食バイキング付
¥10,800

¥12,000

¥10,800¥6,470
日曜日 平日アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000平日 平日 祝日

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付
土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
¥12,000

¥6,470

¥6,470 ¥6,470

¥6,470

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付
日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日 土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500 アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000
¥6,470

¥6,470
平日 平日土曜日 日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥12,000

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500
平日 祝日

昼食別
日曜日 平日

モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付
平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥12,000

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500
平日

モーニング＆昼食バイキング付
土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
日曜日

昼食別
祝日 平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付秋の味覚杯秋の味覚杯秋の味覚杯秋の味覚杯
¥6,470¥11,880 ¥6,470¥6,470

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500¥6,470

¥10,800

¥10,800

¥10,800

mon 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sat ¥9,800 昼食時ドリンクバー付 sun ¥7,500

10 25 10 25 10 25
tue 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー sun ¥10,800 昼食時ドリンクバー付 mon

11 26 11 26 11 26
wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー mon tue

12 27 12 27 12 27
thu 昼食時ドリンクバー fri 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー tue wed

13 28 13 28 13 28
fri 昼食時ドリンクバー sat 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー wed thu

14 29 14 29 14 29
sat 昼食時ドリンクバー sun 昼食時ドリンクバー tue 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu fri

15 30 15 30 15 30
sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri sat ¥7,000¥6,470

アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000
¥6,470

平日 土曜日 日曜日祝日 平日 平日

¥6,470¥11,880 ¥6,470¥6,470 アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日平日 平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥6,470 ¥6,470

アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000
平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付
土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
¥12,000¥6,470

日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470 モーニング＆昼食バイキング付

平日 平日

平日 平日

平日アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500
平日

¥6,470
土曜日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付モーニング＆昼食バイキング付 日曜日

モーニング＆昼食バイキング付
¥12,000

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日

モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥6,470

¥6,470

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日 土曜日

昼食別
平日

日曜日 平日

モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付
平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥12,000

アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500土曜日 日曜日

モーニング＆昼食バイキング付平日

アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000アアアアメメメメリリリリカカカカンンンンセセセセルルルルフフフフDDDDAAAAYYYY　　　　￥￥￥￥3333555500000000
¥10,800

¥10,800

¥10,800

¥10,800 モーニング＆昼食バイキング付＆お土産付
平日

モーニング＆昼食バイキング付モーニング＆昼食バイキング付
¥6,470¥12,000

平日

モーニング＆昼食バイキング付
平日 平日アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500平日

sun 昼食時ドリンクバー mon ¥6,470 昼食時ドリンクバー wed 昼食時ドリンクバー thu 昼食時ドリンクバー fri sat ¥7,000

31 31
tue 昼食時ドリンクバー sun ¥7,500

¥6,470 ※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。
日曜日

昼食別※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 ※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※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

モーニング＆昼食バイキング付 ※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。
¥6,470

平日 平日 土曜日※昼食内容は、組数によって変更もございます。日曜日 平日 平日

¥6,470¥12,000
アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500アメリカンセルフDAY　￥3500


