
ユニトピアささやまでは、個人情報保護に取り組んでおります。お客様の情報は当施設のサービス・商品ご利用のみに使用し、それ以外には使用いたしません。

ユニトピア

お問合せ・ご予約は・・・

写真はイメージ

１泊３食付１play
※一部１泊２食付１play

①
〒669-2308 丹波篠山市和田字東勝山32-1
☎079-552-4980

起伏は少なめで、谷越などバラエティーに富
んだコース。ユニトピアささやまから最も近
いゴルフ場です。

②
〒669-2704 丹波篠山市遠方119-1 ☎079-592-0331

トーナメントなどを演出してきた、距離も幅も磨き抜かれ
た丹波篠山路に佇む本格的なコースです。

③
〒669-2612 丹波篠山市立金55-2
☎ 079-558-0316

多紀連山の眺望
が美しく、
フラットで戦略
性のあるコース。
池やドッグレッ
クなど、個性的
なコースは
プレーヤーを魅
了します。

⑤
〒669-2163 丹波篠山市今田町本荘釘貫191-1
☎079-597-3888

雄大に広がるフェアウェイがゴルファーたちの闘魂
をかきたてます。ＧＰＳナビゲーション付自走カー
トで快適にプレーをお楽しみください。

⑥
〒669-1349 三田市大川瀬1461 ☎079-568-1391

なだらかな丘陵コースで、適度なアンジュレーショ
ンと季節の花木・池・バンカーを巧みに配したコー
スで最新型ＧＰＳコースナビ付きをお楽しみくださ
い。

⑦
〒673-1302 加東市秋津1990-89   ☎0795-47-0511

裏六甲のスケール感あふれる眺望を楽しむコースや、戦略性を
楽しむコースなど、味わい深い個性的なコースを有します。

④
〒669-2511 丹波篠山市本明谷奥山65
☎079-558-0580

自然の緩やかな起伏とフラットなレイアウトながら
も戦略的なコースは、幅広いプレーヤーにお楽しみ
いただけます。
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⑦レークスワンカントリー倶楽部

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

4～9月

平日

￥16,700 ¥13,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

10～12月 ￥17,180 ¥13,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

1～3月 ￥16,180 ¥13,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

4～9月

土日祝

￥21,500 ¥14,000 ¥7,400 ¥5,200 ¥1,650

10～12月 ￥24,000 ¥14,000 ¥7,700 ¥5,500 ¥1,650

1～3月 ￥19,000 ¥14,000 ¥7,700 ¥5,500 ¥1,650

■受付 ▷ ３ヶ月前月の１日 ■定休日 ▷ 2021年1月1日
■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税・￥550 （ゴルフ振興基金含む）
■ キャディフィ：お一人様￥4,080（３Ｂ：@￥5,510 ２Ｂ：@￥8,260） ＊祝日を除く月曜日はセルフのみ

②オータニにしきカントリークラブ

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

全期間 平 日 ￥18,800 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

4～5月・10～12月

土日祝

￥23,000 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

6～9月・1～3月 ￥22,200 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

■受付 ▷ 全日：３ヶ月前の同日 ■定休日 ▷ なし ■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥600
■キャディフィ：お一人様￥4,500
■2B割増料金 4月、6月～10月および12月～3月はお一人様￥1,030追加、5月・11月は￥3,240追加

①青山台ゴルフ倶楽部

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

全期間 平 日 ￥17,900 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

4～6月・10～12月

土日祝

￥23,120 ¥14,000 ¥7,400 ¥5,200 ¥4,650

7～9月・1～3月 ￥20,060 ¥14,000 ¥7,400 ¥5,200 ¥4,650

■受付 ▷ 随時 ■定休日 ▷ なし １月、２月の月曜日が不定休 ■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥500

③鳳鳴カントリークラブ

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

全期間 平 日 ￥17,530 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

4～9月・12～3月

土日祝

￥20,000 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

10～11月 ￥21,600 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

■受付 ▷ 4ヶ月前の同日 ■定休日 ▷8月31日・12月31日・2021年1月1日 ＊冬季クローズの場合あり
■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥500

④ﾍﾞﾙ・ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

全期間 平 日 ￥17,530 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650

4～9月・12～3月

土日祝

￥20,000 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

10～11月 ￥21,600 ¥16,000 ¥9,400 ¥7,200 ¥6,650

■受付 ▷ 4ヶ月前の同日 ■定休日 ▷ 7月27日・12月31日・2021年1月1日 ＊冬季クローズの場合あり
■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥500

⑤ジャパンビレッジゴルフ倶楽部

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

4～11月

平 日 ￥19,200 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650 ¥1,650

土日祝 ￥25,500 ¥16,500 ¥9,900 ¥7,700 ¥7,150 ¥1,650

12～3月

平 日 ￥18,500 ¥11,000 ¥4,400 ¥2,200 ¥1,650 ¥1,650

土日祝 ￥23,000 ¥16,500 ¥9,900 ¥7,700 ¥7,150 ¥1,650

■受付 ▷ 全日：３ヶ月前の同日 ■定休日 ▷ 4月10日・5月4日・5月5日・11月6日・12月31日・2021年1月1日
■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥600
■キャディフィ：1組￥17,600 ■ゴルフ場での昼食バイキング時は、差額が必要となります。

⑥三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

期 間 play日 パック
料金

キャンセル料

4～6月・

9～12月

平 日 ￥18,550 ¥13,060 ¥5,480 ¥3,280 ¥1,650

土日祝 ￥25,200 ¥17,000 ¥10,400 ¥8,200 ¥7,650

7月・8月・

1月～3月

平 日 ￥17,500 ¥13,060 ¥5,480 ¥3,280 ¥1,650

土日祝 ￥22,600 ¥17,000 ¥10,400 ¥8,200 ¥7,650

■受付 ▷ ４ヶ月前の同日 ■定休日 ▷8月25日・2021年1月25日・1月26日・1月27日
■ゴルフ場にて支払 ▷ 利用税：￥600 ■キャディフィ：お一人様につき¥3,630 （３Ｂ以上に限る）
■ゴルフ場にて昼食時￥1,000補助券付き

●パック料金には、次の費用が含まれます。

・プレー前日または当日の宿泊 ※客室（別荘含む）定員未満のご利用や、５月２日・３日・４日／８月１３日・１４日・１５日／１２月３１日／１月１日・２日のご宿泊の場合、所定の追加料金が必要です。

・夕食（￥4,400のお料理） ・朝食 ・昼食（ゴルフ場限定メニュー） ・１ラウンドのグリーンフィ ・カートフィ ・ロッカーフィ ・諸費用 ・消費税 等

●兵庫県税条例により、18才未満・70歳以上の方、および障害者手帳保有者は利用税免除になります。（ゴルフ場にて申請書の記入が必要）
●ユニトピアささやまへお電話にてお申し込みいだいた後、必ずプレーされる方のお名前（フルネーム）をお知らせください。
エントリー状況によりキャディ付プレーのご希望にそえない場合もございますので、予めご了承ください。

●料金は変更になる場合がございます。ご予約の際、ご確認ください。
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