
シャトレーゼグループコース　冬季ご優待プレー枠のご案内

平日 ¥8,000 平日 ¥8,800 平日 ¥8,500 平日 ¥10,800
土休日 ¥10,500 土休日 ¥11,800 土休日 ¥10,500 土休日 ¥14,800

1～11平日 ¥9,300
12～28平日 ¥8,800
1～11土休 ¥14,300
12～28土休 ¥12,300

平日 ¥6,000 平日 ¥8,600 平日 ¥6,500 平日 ¥8,600
土休日 ¥8,500 土休日 ¥10,700 土休日 ¥8,500 土休日 ¥10,700
平日 平日 ¥9,300 平日 ¥6,260 平日 ¥10,800

土休日 土休日 ¥11,800 土休日 ¥10,800 土休日 ¥16,300
平日 ¥6,400 平日 ¥7,900 平日 ¥6,400 平日 ¥7,900

土曜日 ¥10,500 土曜日 ¥13,000 土曜日 ¥10,500 土曜日 ¥13,000
日・祝日 ¥10,000 日・祝日 ¥12,000 日・祝日 ¥10,000 日・祝日 ¥12,000

平日 ¥7,370 平日 ¥8,800 平日 ¥7,370 平日 ¥10,800
土休日 ¥10,800 土休日 ¥12,800 土休日 ¥13,800 土休日 ¥14,800
平日 ¥6,300 平日 ¥6,900 平日 ¥6,500 平日 ¥7,300

土休日 ¥9,000 土休日 ¥11,100 土休日 ¥9,000 土休日 ¥11,100
月 ¥9,200

火～木 ¥10,800
金 ¥10,400

土休日 ¥5,900 土休日 ¥10,000 土休日 ¥6,400 土休日 ¥15,300

平日 ¥4,610 平日 ¥4,800 平日 ¥4,610 平日 ¥5,300
土休日 ¥7,500 土休日 ¥8,000 土休日 ¥7,800 土休日 ¥9,000
平日 ¥5,670 平日 ¥5,980 平日 ¥5,670 平日 ¥6,980

土休日 ¥7,870 土休日 ¥10,370 土休日 ¥8,370 土休日 ¥11,370
平日 ¥8,000 平日 ¥8,800 平日 ¥8,500 平日 ¥9,800

土休日 ¥10,500 土休日 ¥10,800 土休日 ¥10,500 土休日 ¥12,300
平日 ¥7,000 平日 ¥8,300 平日 ¥7,000 平日 ¥8,800

土休日 ¥8,800 土休日 ¥10,300 土休日 ¥10,800 土休日 ¥12,300
平日 ¥6,000 平日 ¥6,800 平日 ¥6,500 平日 ¥6,800

土休日 ¥8,000 土休日 ¥8,200 土休日 ¥8,000 土休日 ¥8,200
平日 平日 ¥8,800 平日 ¥6,260 平日 ¥10,800

土休日 土休日 ¥11,500 土休日 ¥10,800 土休日 ¥14,800
平日 ¥5,500 平日 ¥6,500 平日 ¥5,500 平日 ¥6,500

土曜日 ¥9,000 土曜日 ¥11,500 土曜日 ¥9,000 土曜日 ¥11,500
日・祝日 ¥8,500 日・祝日 ¥10,500 日・祝日 ¥8,500 日・祝日 ¥10,500

平日 ¥7,370 平日 ¥8,000 平日 ¥7,370 平日 ¥9,800
土休日 ¥9,800 土休日 ¥10,800 土休日 ¥11,800 土休日 ¥11,800
平日 ¥6,000 平日 ¥6,300 平日 ¥6,500 平日 ¥6,800

土休日 ¥7,800 土休日 ¥9,600 土休日 ¥6,500 土休日 ¥8,600
月 ¥9,200

火～木 ¥10,800
金 ¥10,400

土休日 ¥5,900 土休日 ¥10,000 土休日 ¥6,400 土休日 ¥15,300

平日 ¥4,610 平日 ¥4,800 平日 ¥4,610 平日 ¥5,000
土休日 ¥7,500 土休日 ¥8,000 土休日 ¥7,800 土休日 ¥8,500
平日 ¥5,680 平日 ¥5,980 平日 ¥5,680 平日 ¥5,980

土休日 ¥7,870 土休日 ¥8,370 土休日 ¥8,370 土休日 ¥8,370
平日 ¥8,000 平日 ¥8,800 平日 ¥8,500 平日 ¥9,800

土休日 ¥10,500 土休日 ¥10,800 土休日 ¥10,500 土休日 ¥12,300
平日 ¥7,000 平日 ¥8,300 平日 ¥7,000 平日 ¥8,800

土休日 ¥8,800 土休日 ¥10,300 土休日 ¥10,500 土休日 ¥12,300
平日 ¥6,000 平日 ¥6,800 平日 ¥6,500 平日 ¥6,800

土休日 ¥8,000 土休日 ¥8,200 土休日 ¥8,000 土休日 ¥8,200
平日 平日 ¥8,800 平日 ¥6,260 平日 ¥8,800

土休日 土休日 ¥11,300 土休日 ¥10,500 土休日 ¥13,300
平日 ¥5,500 平日 ¥6,500 平日 ¥5,500 平日 ¥6,500

土曜日 ¥9,000 土曜日 ¥11,500 土曜日 ¥9,000 土曜日 ¥11,500
日・祝日 ¥8,500 日・祝日 ¥10,500 日・祝日 ¥8,500 日・祝日 ¥10,500

平日 ¥6,000 平日 ¥6,300 平日 ¥6,500 平日 ¥6,800
土休日 ¥7,800 土休日 ¥9,600 土休日 ¥6,500 土休日 ¥8,600

月 ¥9,200
火～木 ¥10,800

金 ¥10,400
４（土） １１（土） １８（土） ２５（土） 土休日 ¥5,900 土休日 ¥10,000 土休日 ¥6,400 土休日 ¥15,300

平日 ¥4,610 平日 ¥4,800 平日 ¥4,610 平日 ¥5,000
土休日 ¥7,500 土休日 ¥8,000 土休日 ¥7,800 土休日 ¥8,500
平日 ¥5,680 平日 ¥5,980 平日 ¥5,680 平日 ¥5,980

土休日 ¥7,870 土休日 ¥8,370 土休日 ¥8,370 土休日 ¥8,870
平日 ¥8,000 平日 ¥8,800 平日 ¥8,500 平日 ¥10,800

土休日 ¥10,500 土休日 ¥11,800 土休日 ¥10,500 土休日 ¥14,800
1～12平日 ¥8,800
13～31平日 ¥9,300
1～12土休 ¥12,300
13～31土休 ¥13,800

平日 ¥6,000 平日 ¥7,600 平日 ¥6,500 平日 ¥7,600
土休日 ¥8,500 土休日 ¥9,700 土休日 ¥8,500 土休日 ¥9,700
平日 平日 ¥8,800 平日 ¥6,260 平日 ¥9,300

土休日 土休日 ¥11,300 土休日 ¥10,500 土休日 ¥13,800
平日 ¥6,400 平日 ¥7,900 平日 ¥6,400 平日 ¥7,900

土曜日 ¥10,500 土曜日 ¥13,000 土曜日 ¥10,500 土曜日 ¥13,000
日・祝日 ¥10,000 日・祝日 ¥12,000 日・祝日 ¥10,000 日・祝日 ¥12,000

平日 ¥6,300 平日 ¥6,900 平日 ¥6,500 平日 ¥7,300
土休日 ¥9,000 土休日 ¥11,100 土休日 ¥9,000 土休日 ¥11,100

月 ¥9,200
火～木 ¥10,800

金 ¥10,400
土休日 ¥5,900 土休日 ¥10,000 土休日 ¥6,400 土休日 ¥15,300

平日 ¥4,610 平日 ¥4,800 平日 ¥4,610 平日 ¥5,300
土休日 ¥7,500 土休日 ¥8,000 土休日 ¥7,800 土休日 ¥9,000
平日 ¥5,680 平日 ¥5,980 平日 ¥5,680 平日 ¥7,040

土休日 ¥7,870 土休日 ¥8,370 土休日 ¥8,370 土休日 ¥9,870

17日まで

27（火） 28（水）

5日から全日

12（日） 13（月）

28（火）

20（金） 21（土） 22（日）

全日

26（日）

12（木） 13（金） 21（土）

6（月） 7（火） 13(月）

7（火）・９（木）・２３（木）以外の平日

城山CC 16（月） 17（火） 18（水） 19（木）

22（日）

5日から全日

UG中津川

4日から全日

8（水）

ヴィンテージGC 25（日） 26（月） 27（火） 28（水）

29
（木）
祝日
扱い

30
（金）
祝日
扱い

城山CC 1（水） 2（木） 3（金） 4（土） 6（月）

UG中津川

ヴィンテージGC

ヴィンテージGC

31（金）

26（日） 27（月）

平日 ¥6,400

東雲GC 1（水） 2（木） 4（土） 5（日） 6（月） 7（火） 8（水）

平日 ¥5,900 平日 ¥8,210
富士見ヶ丘CC 全日

¥7,500

勝沼GC

春日居GC 20（月） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木）

7（火） 8（水） 9（木） 10（金）
1～12平日 ¥7,000

1～12土休 ¥8,800

17日まで３月

甲斐ヒルズCC 1（水） 2（木） 4（土） 5（日） 6日（月）

城山CC 6（月） 7（火） 8（水） 10（金） 11（土）

昇仙峡ＣＣ 20（月） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 31（金）

7（火）

11（土） 12（日）

平日 ¥6,400

東雲GC

平日 ¥5,900 平日 ¥8,210
富士見ヶ丘CC

全日

¥7,500

勝沼GC

春日居GC 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火）

２月

甲斐ヒルズCC 1（水） 2（木） 4（土） 5（日）

UG中津川

22（水） 23（木） 24（金） 25（土）

昇仙峡ＣＣ 22（水） 23（木） 24（金） 25（土）

全日

¥8,210 平日 ¥6,400
7(土) 17(火) 24(火) 25(水) 30(月)

平日 ¥5,900 平日

¥7,500

勝沼GC

春日居GC 5（木） 6（金） 9（月） 29(日) 30（月） 31(火)

１月

甲斐ヒルズCC 7（土） 9（月） 10（火） 16（月）

都留CC 5日(木)～15日(日)セルフ限定

富士見ヶ丘CC 6(金)

17（火）

昇仙峡ＣＣ 11（水） 12（木） 13（金） 29(日) 30（月） 31(火)

東雲GC

ヴィンテージGC 8（日） 11（水）

城山CC 19(月） 20(火） 21(水） 22(木） 23(金） 24(土） 25(日）

東雲GC 22（木） 23（金） 24（土） 25（日） 26（月）

平日 ¥6,400

27（火）

富士見ヶ丘CC 26(月) 27(火) 28(水)

UG中津川 21(水） 22（木） 23（金） 24（土） 25（日） 26（月）

都留CC

20（火） 21（水） 22（木） 23(金) 24(土) 25(日) ¥7,500

勝沼GC 27日まで

19日(月)～28日(水) セルフ限定

指定日　
グループコース会員様

指定日料金
ご同伴者様
指定日料金

グループコース会員様
通常料金（指定日外）

ご同伴者様
通常料金（指定日外）

１２月

甲斐ヒルズCC 24（土） 25（日） 26（月） 27（火）

昇仙峡ＣＣ 19（月） 20（火） 21（水） 22（木） 23(金) 24(土) 25(日)

春日居GC 19（月）

1～12平日 ¥8,300

1～12土休 ¥10,300

平日 ¥7,000

土休日 ¥10,500

平日 ¥7,000 平日 ¥7,000平日

土休日 ¥8,800 土休日 ¥10,300

¥8,300

¥10,800土休日

平日 ¥5,900 平日 ¥8,210


