
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

平日 ¥5,900～\7,200(昼) ¥5,900～\7,200(昼) ¥6,500(昼)

土日祝 \10,700～\13,200(昼) \12,200～\13,200(昼) \8,700～\10,800(昼)

平日 ¥5,900～\6,700(昼) ¥5,900～\6,700(昼) ¥6,000(昼)

土日祝 \9,700～\12,200(昼) \11,200～\12,200(昼) \7,700～¥9,800(昼)

平日 1部\5,300（昼）、2部\4,300 1部\5,300（昼）、2部\4,300 1部\4,500（昼）、2部\3,500

土日祝 1部\9,000（昼）、2部\8,000 1部\9,000（昼）、2部\8,000 1部\7,500（昼）、2部\6,500

平日 \5,500(昼） \5,500(昼） \5,000(昼）

土日祝 午前スルー\10,000(昼)、午後スルー\9,000 午前スルー\10,000(昼)、午後スルー\9,000 午前スルー\8,500(昼)、午後スルー\7,500

蒲生郡日野町鎌掛1-314 平日 ¥7,896(昼) ¥7,896(昼) ¥7,896(昼)

TEL 0748-53-1177 土日祝 \11,955(昼) \11,955(昼) \11,955(昼)

甲賀市水口町嶬峨字大谷1115-1 平日 \7,600（昼）～￥10,100(昼) \7,100（昼） \6,800（昼）

TEL 0748-62-0030 土日祝 \11,200（昼）～\15,200（昼） \13,200（昼）～\14,700（昼） \12,700（昼）～\14,000（昼）

奈良市下狭川町1824 平日 \8,500（昼） \8,500（昼） \7,200（昼）

TEL 0742-95-0031 土日祝 \12,000（昼） \12,000（昼） \12,000（昼）

生駒郡斑鳩町三井1052 平日 ¥9,700 ¥9,700 ¥9,700

TEL 0745-75-2551 土日祝 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000

相楽郡笠置町笠置東山33 平日 ¥8,500 ¥8,500 ¥8,500

TEL 0743-95-5500 土日祝 ¥14,500 ¥14,500 ¥11,800

枚方市津田4546 平日 ¥8,900 ¥8,900 ¥8,500

TEL 072-858-8311 土日祝 ¥12,000 ¥12,000 ¥11,000

岸和田市大沢町2489-5 平日 \10,100(昼)～\10,500(昼) \10,100(昼)～\10,500(昼) \8,800(昼)～\9,200(昼)

TEL 072-479-1551 土日祝 \14,500～\15,500 \14,500～\15,500 \13,000～\14,000

茨木市大字宿久庄98 平日 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,600

TEL 072-643-5931 土祝 ¥18,000 ¥18,000 ¥16,100

和泉市若樫町882-5 平日 ¥12,000 ¥12,000 ¥11,000

TEL 0725-54-2022 土日祝 ¥19,500 ¥19,500 ¥15,500

池田市畑3-11 平日 \8,800(昼） \8,800(昼） \8,800(昼）

TEL 072-751-6801 土祝 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000

紀の川市貴志川町尼寺898 平日 ￥8,400(昼) ￥8,400(昼) ￥8,400(昼)

TEL 0736-64-4925 土日祝 ¥10,600 ¥10,600 ¥10,600

加東市牧野字小豆谷1860-2 平日 \5,900(昼) ¥5,600(昼) ¥4,900(昼)

TEL 0795-42-6000 土日祝 \11,500(昼) ¥10,500(昼) ¥9,000(昼)

大宝塚ゴルフクラブ 宝塚市切畑字長尾山19 平日 ￥8,720　※5/1　 5/2　GW期間料金￥14,770 ¥8,720 ¥8,720

※日祝不可 TEL 0797-91-1361　 土 ¥14,770 ¥14,770

三木市吉川町新田682-1 平日 ¥8,400(昼) ¥7,900(昼) ¥7,400(昼)

TEL 0794-72-1717 土日祝 ¥14,900 ¥13,900 ¥12,900

三木市吉川町西奥826 平日 ¥6,900(昼) ¥6,900(昼) ¥6,500(昼)

TEL 0794-73-0705 土日祝 ¥13,500 ¥13,500 ¥10,500(昼)

三木市細川町桃津571－143 平日 \6,000(昼)～\6,500(昼) \5,500(昼)～\5,800(昼) ¥5,200(昼)

TEL 0794-82-8422 土日祝 \12,800(昼)～\13,500(昼) \11,500(昼)～\12,000(昼) \9,800(昼)～\10,300(昼)

神戸市北区八多町吉尾991-1 平日 \7,900(昼) \7,900(昼) ¥6,900(昼)

TEL 078-981-5333 土日祝 \13,800(昼) \13,800(昼) ¥12,900(昼)

佐用郡佐用町下本郷字杉谷574-33 平日 \5,900（昼） \5,900（昼） \5,900（昼）

TEL 0790-79-3388 土日祝 \8,600（昼） \8,600（昼） \8,600（昼）

西宮市山口町下山口字高丸 1645-1 平日 \8,200(昼)～\8,700(昼) \7,700(昼)～\8,200(昼) \7,200(昼)～\8,200(昼)

TEL 078-907-3330 土日祝 \15,400(昼) \14,400(昼)～\15,400(昼) \13,200(昼)～\14,200(昼)

P-CAP優待料金表

関西エリア

亀山ゴルフクラブ
【西コース】

亀山ゴルフクラブ
【東コース】
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亀山市小川町83

TEL 0595-82-6511

伊賀市田中1029

TEL 0595-43-0735

枚方国際ゴルフ倶楽部

岸和田カントリー倶楽部

貴志川ゴルフ倶楽部
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名阪チサンカントリークラブ
【伊賀コース】

名阪チサンカントリークラブ
【阿山コース】

近江ヒルズゴルフ倶楽部

滋賀ゴルフ倶楽部

木津川カントリー倶楽部

法隆寺カントリー倶楽部

三日月カントリークラブ

神戸グランドヒルゴルフクラブ
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阪
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茨木国際ゴルフ倶楽部
＊日曜日は不可

かさぎゴルフ倶楽部

フォレスト三木ゴルフ倶楽部

神有カントリ－倶楽部　　　　

ヤシロカントリークラブ

PGM池田カントリークラブ
＊日曜日は不可、綾羽・衣懸限定
＊平日キャディ付（+5,000円）

関西空港ゴルフ倶楽部

ライオンズカントリー倶楽部

アークよかわゴルフ倶楽部


