
表示料金は原則として『1ラウンド乗用カート（4バック）』のセルフプレーフィ料金となります。

一部、キャディ付のみのゴルフ場があり、キャディ付料金を表示しております。

＊表示料金には飲食代、2B・3B割増料金、ロッカーフィ等は含まれていません。

＊（昼）はゴルフ場指定の昼食付となり、指定以外のご注文には差額が発生します。

＊アーリーバード・薄暮・ナイタープレー、オープンコンペ・各種企画等は、原則として対象外となります。

＊ご利用日またはスタート時間によってはベストレート料金がP-CAP優待料金より安い場合がございます。

　 その際は、ご利用日またはスタート時間のベストレート料金とさせていただきます。予めご了承下さい。

＊P-CAP優待料金対象外の日程がございます。

＊4/29～5/7の利用料金は、表示と異なる場合や設定がない場合がございます。詳しくはご利用されるゴルフ場へお問い合わせください。

新型コロナウイルスの影響でプレースタイルやレストラン営業等変更する場合がございます。 

都道府県 ゴルフ場名 所在地　/  電話番号 2023年5月 2023年6月 2023年7月

さくら市鷲宿3880 平日 \5,400(昼) \5,500(昼) \4,600(昼)

TEL 028-686-2561 土日祝 \10,500(昼) \10,500(昼) \9,500(昼)

大田原市大神633 平日 \5,000(昼) \5,200(昼) \5,200(昼)

TEL 0287-28-1100 土日祝 \10,300(昼) \11,000(昼) \11,000(昼)

栃木市小野口町1237-1 平日 \7,000(昼/FD) \6,300(昼/FD)～\6,800(昼/FD) \6,000(昼/FD)

TEL 0282-25-1001 土日祝 \15,100(昼/FD)～\15,600(昼/FD) \12,800(昼/FD)～\13,800(昼/FD) \11,000(昼/FD)～\12,500(昼/FD)

栃木市梓町455-1 平日 \10,500(昼) \10,500(昼) \10,500(昼)

TEL 0282-31-1111 土日祝 \20,500(昼) \20,500(昼) \20,500(昼)

日光市大沢町石神1209 平日 ¥4,200 \3,900～\4,200 ¥3,900

TEL 0288-26-0011 土日祝 \9,700～\10,700 \9,700～\10,700 \7,700～\8,700

日光市嘉多蔵668 平日 \5,800(昼) \5,600(昼)～\5,800(昼) \5,200(昼)～\5,400(昼)

TEL 0288-26-4888 土日祝 \10,700(昼)～\12,700(昼) \10,700(昼)～\11,700(昼) \8,700(昼)～\9,700(昼)

佐野市船越町3183 平日 \7,800(昼) \7,200(昼)～\7,800(昼) \6,800(昼)

TEL 0283-62-4141 土日祝 ¥15,800(昼) ¥14,800(昼)～¥15,800(昼) ¥11,800(昼)～¥13,800(昼)

鹿沼市酒野谷1240 平日 \5,900(昼) \5,300(昼)～\5,500(昼) \5,300(昼)

TEL 0289-64-5181 土日祝 \13,000(昼) \12,300(昼)～\12,800(昼) \9,800(昼)～\11,800(昼)

宇都宮市上横倉町1000 平日 \8,300(昼)～\15,000(昼) \8,000円(昼)～\8,300(昼) \7,800(昼)

TEL 028-665-4111 土日祝 \15,000(昼)～\18,000(昼) \16,000(昼)～\18,000(昼) \15,000(昼)～\16,000(昼)

栃木市都賀町大柿2464 平日 \7,400(昼) \7,400(昼) \6,800(昼)

TEL 0282-92-0016 土日祝 \14,500(昼)～\15,000(昼) \14,800(昼) \12,500(昼)～\13,500(昼)

栃木市小野口町1351 平日 \7,400(昼)～\7,900(昼) \6,400(昼)～\7,400(昼) \6,400(昼)～\6,900(昼)

TEL 0282-23-7181 土日祝 \14,900(昼)～\15,400(昼) \13,400(昼)～\14,400(昼) \12,400(昼)～\13,900(昼)

富岡市星田814-1 平日 \6,650(昼) \6,650(昼) \6,650(昼)

TEL 0274-63-1100 土日祝 \12,000(昼) \12,000(昼) \10,390(昼)

富岡市小桑原432 平日 \7500(昼)　 \7,500(昼) \7,500(昼)

TEL 0274-64-0001 土日祝 \12,500(昼) \12,500(昼) \12,500(昼)

笠間市上市原1100 平日 \6,400(昼)～￥12,000（昼） \6,000(昼)～￥6,400（昼） \6,000(昼)

TEL 0296-77-7411 土日祝 \13,000（昼） \13,000（昼） \13,000（昼）

笠間市南吉原890 平日 ￥7,400（昼） \6,900(昼)～￥7,400（昼） \5,900(昼)～￥6,600（昼）

TEL 0296-72-7111 土日祝 ¥14,900 ￥14,400～￥14,900 ￥12,400～￥14,400

常陸太田市田渡町823-11 平日 ￥5,800（昼） ￥5,800（昼） ￥5,400（昼）

TEL 0294-74-4111 土日祝 ￥12,000（昼） ￥12,000（昼） ￥11,500（昼）

行方市若海275 平日 ￥6,000（昼） ￥5,700（昼）～￥6,000（昼） ￥5,000（昼）～￥5,500（昼）

TEL 0299-55-0020 土日祝 ￥13,800（昼） ￥13,300（昼）～￥14,300（昼） ￥11,800（昼）～￥12,800（昼）

行方市捻木724 平日 ￥6,900（昼） ￥6,700（昼）～￥6,900（昼） ￥5,900（昼）～￥6,300（昼）

TEL 0299-55-3000 土日祝 ￥15,700（昼） ￥16,300（昼） ￥11,300（昼）～￥13,800（昼）

行方市芹沢1000 平日 ￥9,300（昼） ￥8,800（昼） ￥8,500（昼）

TEL 0299-55-2311 土日祝 ¥16,800 ¥16,800 ￥13,300～￥16,300

笠間市日沢15 平日 ￥7,300（昼) ￥7,300（昼) ￥7,000（昼)

TEL 0296-72-1211 土日祝 ¥13,000 ¥13,000 ¥11,500

ひたちなか市長砂1506 平日 ￥7,000（昼） ￥7,000（昼） ￥6,000（昼）～￥6,700（昼）

TEL 029-285-5131 土日祝 ￥13,800（昼）～￥14,300（昼） ￥13,800（昼）～￥14,300（昼） ￥12,500（昼）～￥14,000（昼）

筑西市小栗6588 平日 ￥6,500（昼）～￥11,500（昼） ￥6,000（昼）～￥6,500（昼） ￥5,600（昼）

TEL 0296-57-9811 土日祝 ￥11,300(昼)～￥15,000（昼） ￥14,800(昼)～￥15,300（昼） ￥10,800(昼)～￥12,800（昼）

かすみがうら市高倉1384 平日 \11,800(昼) \11,800(昼) \9,200(昼)

TEL 0299-22-6000 土日祝 ¥20,000 ¥20,000 ¥16,600

稲敷郡阿見町上条1760-1 平日 \10,500(昼）～\15,000(昼） \9,800(昼）～\10,000(昼） \8,800(昼）～\9,100(昼）

TEL 029-889-3636 土日祝 \17,000（昼）～\18,500(昼） \20,000（昼）～　\20,800（昼） \16,400（昼）～　\19,400（昼）

稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後2568-19 平日 \10,100～\18,100 \10,100～\11,100 \7,750～\8,750

TEL 029-840-0001 土日祝 \18,100～\23,100 ¥23,100 \18,250～\21,250

かすみがうら市上佐谷877-6 平日 \11,500(昼) \11,500(昼) \10,500(昼)

TEL 0299-59-3030 土日祝 \22,000(昼) \22,000(昼) \18,500(昼)

龍ヶ崎市泉町字原口1592-77 平日 \10,400～\15,350 ¥10,400 ¥9,750

TEL 0297-64-0110 土日祝 \19,750～\25,250 ¥25,250 \19,650～\21,850

小美玉市玉市世楽1050-1 平日 ￥9,500（昼）～￥17,500（昼） ￥9,500（昼）～￥11,000（昼） ￥9,500（昼）～￥10,500（昼）

TEL 0299-58-5111 土日祝 ￥19,500～￥23,000 ￥22,000～￥23,000 ￥18,500～￥21,000

稲敷市佐倉1324-1 平日 ￥9,300（昼)～\13,500（昼) ￥9,100（昼) ￥8,000（昼)

TEL 029-892-1177 土日祝 \15,500（昼）～\ 17,500（昼） \16,500（昼） \16,000（昼）

茨城県水戸市鯉淵町6798 平日 ￥7,000（昼）～￥12,500（昼） ￥6,500（昼） ￥5,800（昼）～￥6,000（昼）

TEL 029-259-2500 土日祝 ￥12,500（昼）～￥12,500 ¥12,500 ￥12,000（昼）

鹿嶋市武井1877-1 平日 ￥6,800（昼）～￥10,800（昼） ￥6,500（昼）～￥6,800（昼） ￥6,000（昼）～￥6,300（昼）

TEL 0299-69-0500 土日祝 ￥13,800（昼）～￥15,000 ￥14,000～￥15,000 ￥11,800～￥13,300

東茨城郡茨城町鳥羽田686-3 平日 ￥8,900（昼）～￥13,500（昼） ￥8,800（昼）～￥9,500（昼） ￥8,200（昼）～￥8,400（昼）

TEL 029-292-7777 土日祝 ￥14,000（昼）～￥18,300（昼） ￥18,300（昼）～￥18,500（昼） ￥15,000（昼）～￥16,500（昼）
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野田市瀬戸548 平日 \11,800（昼）～\14,000円（昼） \11,800（昼） \10,000（昼）

TEL 04-7138-2121 土日祝 \16,000（昼）～\17,800（昼） \17,800（昼） \17,000（昼）

山武郡芝山町山田1281 平日 ¥8,060 ¥8,060 ¥7,300

TEL 0479-77-2222 土日祝 ¥14,880 ¥14,880 ¥12,200

長生郡長柄町力丸354 平日 ¥7,200 ¥7,300 \7,500(昼)

TEL 0475-35-3111 土日祝 \14,700(昼)～\14,700 ¥14,800 \14,500(昼)

成田市奈土1413-1 平日 ¥8,361 ¥8,361 \8,000(昼)

TEL 0476-73-7711 土日祝 ¥15,500 ¥15,500 ¥15,350

山武郡芝山町境字五丈201 平日 \7,500(昼) \7,200(昼)～\7,500(昼) \7,000(昼)

TEL 0479-78-6200 土日祝 \17,500(昼) \17,200(昼)～\17,500(昼) \15,500(昼)～\16,000(昼)

香取市山倉2628-4 平日 \7,800(昼) \7,300(昼)～\7,800(昼) \6,200(昼)

TEL 0478-79-1000 土日祝 \11,800(昼) ¥11,800 ¥11,800

総武カントリークラブ　総武コース 千葉印西市草深302 平日 \16,830（昼）～\20,830 \15,900(昼） ～\18,300 \16,000(昼） ～\16,600

(オールキャディ付歩行) TEL 0476-46-7111 土日祝対象外    

印西市造谷495 平日 \16,080(昼）～\19,480 \14,500（昼）～\15,500 \13,000（昼）～\14,000（昼）

TEL 0476-99-1151 土日祝

総武カントリークラブ　北コース 印西市造谷495-2 平日 \4,200～\6,000 ¥4,200 ¥3,700

(9H・手引きカート歩行) TEL 0476-99-1161 土日祝 ¥6,000 ¥6,000 ¥5,400

PGM総成ゴルフクラブ 成田市西和泉字宿山 729 番地 平日 \13,000～\21,000 \13,000～\14,000 \12,000～\14,000

(料金はセルフ) TEL 0476-36-1556 土日祝 \20,500～\22,000

木更津市真里谷2935-7 平日 \10,000～\13,000 ¥10,000 ¥9,500

TEL 0438-53-6100 土日祝 \14,500～\18,500 ¥18,500 ¥17,500

市原市田淵1 平日 \8,000(昼)～\8,500（昼） \8,000(昼)～\8,500（昼） \6,500(昼)～\6,900（昼）

TEL 0436-96-2031 土日祝 \16,500(昼)～\17,800(昼) \16,400(昼)～\17,900(昼) \13,500(昼)～\15,900(昼)

長生郡長南町竹林10 平日 \6,150(昼) \6,150(昼) \6,150(昼)

TEL 0475-46-3300 土日祝 ¥9,280 ¥9,280 ¥9,280

茂原市長尾1647 平日 ￥7,500(昼) ￥7,500(昼) ￥6,300(昼)

TEL 0475-26-5500 土日祝 ￥14,300(昼)～￥15,300(昼) ￥15,300(昼) ￥12,300(昼)

市原市新生603 平日 \8,800(昼)～\14,800（昼） \8,800(昼) \7,800(昼)

TEL 0436-37-8855 土日祝 ￥14,300（昼）～\18,800（昼） ￥17,300（昼）～\18,800（昼） ￥14,300（昼）～\17,800（昼）

市原市小草畑 577 平日 \9,000(昼) \8,700(昼) \7,300(昼)～\7,900（昼）

TEL 0436-89-2215 土日祝 \18,600（昼）～\20,100（昼） \16,800（昼）～\19,700（昼） \13,300（昼）～\17,300（昼）

富津市田原1021 平日 \6,900（昼）～\6,500 ¥5,200 ¥5,200

TEL 0439-68-1351 土日祝 \12,500～\16,500(昼) ¥12,500 ¥12,500

長生郡長柄町山之郷754-32 平日 \8,800(昼) ￥8,300（昼）～\8,800（昼） ￥7,800（昼）～\8,300（昼）

TEL 0475-35-4325 土日祝 \17,500（昼）～\19,500（昼） \17,000（昼）～\19,500（昼） \15,000（昼）～\17,500（昼）

夷隅郡大多喜町下大多喜 2419 番 平日 ¥7,000 ¥7,000 \7,200（昼）

TEL 0470-82-3011 土日祝 ¥14,400 ¥14,400 ¥12,300

富津市田倉 865-1 平日 \6,500(昼)～\6,800(昼) \6,000(昼)～\6,500(昼) \6,000(昼)

TEL 0439-68-1131 土日祝 \13,000(昼)～\14,000(昼) \13,000(昼)～\14,000(昼) \11,000(昼)～\13,000(昼)

富津市竹岡 4277-2 平日 \9,500(昼)\10,000(昼) \10,000(昼) \9,000(昼)

TEL 0439-67-2611 土日祝 \19,500(昼)～\21,000(昼) \20,000(昼)～\21,000(昼) \15,000(昼)～\19,000(昼)

吉川市大字吉屋525 平日 \7,400～\12,000 ¥7,400 ¥7,000

TEL 048-982-2311 土日祝 \13,500～\14,500 ¥14,500 \13,500～\14,000

比企郡吉見町大字江綱817－5 平日 \9,800（昼）～\12,800（昼） \9,800（昼）～\10,300（昼） \7,800（昼）～\9,800（昼）

TEL 0493-54-7511 土日祝 \13,500～\16,000 \15,500～\16,000 \13,100～\14,600

比企郡鳩山町大字小用1026番地 平日 \15,000～\20,100 \13,000～\14,000 \10,300～\11,300

TEL 049-296-6350 土日祝 \17,900～\28,900 \23,900～\28,900 \17,000～\24,300

深谷市山崎600 平日 \8,800（昼） \8,800（昼） \8,200（昼）

TEL 048-585-2411 土日祝 ¥10,900 ¥10,900 ¥9,800

深谷市山崎600 平日 \9,500（昼） \9,500（昼） \9,500（昼）

TEL 048-585-2411 土日祝 ¥15,200 ¥15,200 ¥10,500

川越市古谷本郷865-1 平日 \7,900午前スルー /¥9,000（昼） \7,900午前スルー /¥9,000（昼） \7,000午前スルー /¥8,000（昼）

TEL 049-236-1211 土日祝 \11,000午前スルー / ¥11,000 \11,000午前スルー / ¥11,000 \11,000午前スルー / ¥12,500（昼）

飯能市小岩井350 平日 \10,000 / ※5/9 \10,000（昼） \10,000 / ※6/5 \10,000（昼） \10,000 / ※7/3 \10,000（昼）

TEL 042-973-1818 土日祝 ¥16,000 ¥16,000 ¥16,000

秦野市西田原花見平1400-5 平日
\10,500（昼）～\11,500（昼）

5/1  \15,300円・5/2 \14,300円
\9,500（昼）～\11,000（昼） \8,800（昼）～\9,000（昼）

TEL 0463-82-6811 土日祝 \14,300～\18,300 \17,300～\18,300 \14,300～\16,300

愛甲郡愛川町三増2607 平日 ¥9,100 ¥9,100 ¥9,100

TEL 046-281-2121 土日祝 ¥11,300 ¥11,300 ¥11,300

伊勢原市子易132 平日 ¥9,600 ¥9,600 ¥9,600

TEL 0463-95-3095 土日祝 ¥11,800 ¥11,800 ¥11,800

秦野市横野500 平日 ¥9,000 ¥9,000 ¥9,000

TEL 0463-75-1616 土日祝 ¥12,000 ¥12,000 ¥12,000

表示料金は原則として『1ラウンド乗用カート（4バック）』のセルフプレーフィ料金となります。

一部、キャディ付のみのゴルフ場があり、キャディ付料金を表示しております。

＊表示料金には飲食代、2B・3B割増料金、ロッカーフィ等は含まれていません。

＊（昼）はゴルフ場指定の昼食付となり、指定以外のご注文には差額が発生します。

＊アーリーバード・薄暮・ナイタープレー、オープンコンペ・各種企画等は、原則として対象外となります。

＊ご利用日またはスタート時間によってはベストレート料金がP-CAP優待料金より安い場合がございます。

　 その際は、ご利用日またはスタート時間のベストレート料金とさせていただきます。予めご了承下さい。

＊P-CAP優待料金対象外の日程がございます。

＊4/29～5/7の利用料金は、表示と異なる場合や設定がない場合がございます。詳しくはご利用されるゴルフ場へお問い合わせください。

千
葉
県

京カントリークラブ

丸の内倶楽部

長太郎カントリークラブ

イーグルレイクゴルフクラブ

成田の森カントリークラブ

PGM南市原ゴルフクラブ

アバイディングクラブ
ゴルフソサイティ

ムーンレイクゴルフクラブ
茂原コース

ムーンレイクゴルフクラブ
市原コース

クリアビューゴルフクラブ

総武カントリークラブ　印旛コース

大多喜カントリークラブ

総丘カントリー倶楽部
※5月15日～昼なしスルー

千葉国際カントリークラブ

南総ヒルズカントリークラブ

東京ベイサイドゴルフコース

ムーンレイクゴルフクラブ
鶴舞コース

PGMマリアゴルフリンクス

伊勢原カントリークラブ

大秦野カントリークラブ

神
奈
川
県

秦野カントリークラブ

東名厚木カントリ－倶楽部　　

埼
玉
県

KOSHIGAYA GOLF CLUB
＊1ラウンド乗用カート（２バッグ用）

富貴ゴルフ倶楽部

PGM武蔵ゴルフクラブ

岡部チサンカントリークラブ
【岡部コース】

岡部チサンカントリークラブ
【美里コース】

川越グリーンクロス

飯能くすの樹カントリー倶楽部


