
注：プレー料金は変更されている場合がありますので、利用される前に利用料金を必ず確認の上予約のこと

保護者

平日 土日 平日 土日 平日 土日 平日 土日 カート使用 担ぎ カート使用 可 不可 条件

　赤坂カントリークラブ 2,285 4,359 6,245 8,319 6,635 12,685 10,595 16,645 2,245 2,245 〇 同伴者2,245円要

　赤坂レイクサイドカントリークラブ 5,000円昼食付 8,000円昼食付 8,000円昼食付 11,000円昼食付 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金
平日4,000円

土日祝7,000円
無し

平日5,300円
土日祝8,300円

〇 保護者2,200円

　井原ゴルフ倶楽部 3,300 5,500 - - 5,500 10,000 - -
平日　1,650

土日祝　3,300
-

平日　3,500
土日祝　6,000

〇

　岡山霞橋ゴルフ倶楽部 4,230 4,440 - - 6,100 7,150 9,180 10,230 - 1,500 ○ 目土等のｺｰｽ整備を兼ねる

　岡山カントリークラブ（桃の郷） 3,600 5,600 8,600 8,600 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 ― 1,600 担ぎ3,050 ○
保護者がカートを使用する
場合1,800円追加

　岡山北ゴルフ倶楽部 3,100 4,750 通常価格 通常価格
最終組ｽﾀｰﾄ後の

ﾊｰﾌﾌﾟﾚｰのみ
2,385円

最終組ｽﾀｰﾄ後の
ﾊｰﾌﾌﾟﾚｰのみOK

で1,285円
全日4,700円 〇

カート使用の場合は使用料1,100円。
クラブを持ちレッスンする場合などは
プレー料金をいただきます

　岡山金陵カントリークラブ 3,500 5,500 6,800 8,800 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 無 無 無 〇

　岡山国際ゴルフ倶楽部 ¥5,795 通常料金 ¥8,985 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 不可 通常料金 〇

　岡山ゴルフ倶楽部（帯江） ※３,５００ ※３,５００ 9,900 9,900 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 ※３,５００ 2,000 5,000 〇 担ぎのみ

　岡山西ゴルフ倶楽部 4,000 4,000 6,500 6,500 6,260 10,560 8,760 13,060 2,860 - 4,560（平日） ○ 保護者カートフィが必要

　岡山御津カントリークラブ 3,650(昼食付) 3,650(昼食付) 通常料金 通常料金 2,100 1,000 3,100(担ぎ2,000) ○ 薄暮ハーフのみ

　長船カントリークラブ 3,000 3,000 - - 5,300 5,300 - - 3,000 - 平日　4,000 〇 カートフィが必要

　笠岡カントリークラブ 6,235 6,565 9,205 9,535 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 4,600 - 通常料金 〇 保護者カートフィ3,265円

　鬼ノ城ゴルフ倶楽部 4,400 6,600 6,710 8,910 12,900 18,100 15,100 22,500 2,200 不可
平日5,500円

土日祝7,700円
〇

　吉備カントリークラブ 4,400 5,500 6,600 7,700 8,290 11,580 10,490 13,780 (0.5R)2,100 (1R)2,630 (0.5R,1R)1050 (0.5R)3,950 (1R)4,480 ○ ギャラリーは1家族1名まで

　吉備高原カントリークラブ

　久米カントリークラブ 3,632 3,632 7,152 7,152 5,502 優待料金 9,022 優待料金 ― ― ― 〇

　倉敷カントリー倶楽部 6,685 6,685 8,885 8,885 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 不可

当倶楽部登録者
のみ可。回数無制
限の「年間薄暮パ
スポート」5500円
がある。
①回ごと支払いは
小学生以下550円
中学生高校生

不可 〇
担ぎ薄暮のときのみ。安全
確保のためプレーせず、歩
いて同行

　グレート岡山ゴルフ倶楽部 4,300（食付） 4,300（食付） なし なし 通常料金 通常料金 なし なし 3,400 － 通常料金 ○ 1,100

　後楽ゴルフ倶楽部 - - 9,950 9,950 - - ご優待料金 ご優待料金 - - - 〇

　ザ・オークレットゴルフクラブ 4,500 4,500 7,800（4B） 7,800（4B） 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 3,400 - 平日　5,000　　　土日祝　6,900 ○

　作州武蔵カントリー倶楽部 2,735 4,385 6,135 7,635 季節料金 季節料金 季節料金 季節料金 2,185 〇

　山陽ゴルフ倶楽部 3,655 3,655 7,055 7,055 優待料金 優待料金 優待料金 優待料金 なし 2,085 なし 〇 小学生のみは同伴

　ＪＦＥ瀬戸内海ゴルフ倶楽部 7,480 13,360 13,580 19,080 〇 一組1人まで

　新岡山ゴルフクラブ 5,800円(昼食付) 5,800円(昼食付) 7,850円(昼食付) 7,850円(昼食付 8,140円(昼食付) 12,210円(昼食付) 11,190円(昼食付) 14,760円(昼食付)
ハーフのみ

2,240円

ハーフのみ
平　日　4,270円
土日祝　5,290円

○

　瀬戸大橋カントリークラブ 3,300 3,300 7,150 7,150 6,440 9,630 10,290 13,480 1,500 1,500 3,800(平日）　5,800(土日祝) ○ × 保護者カートフィ3000円

　たけべの森ゴルフ倶楽部 4,200 8,900 7,500 12,200 優待料金 優待料金 優待料金 優待料金
平日　3,200

土日祝　5,500
不可

平日　6,000
土日祝　9,800

○
保護者は別途カート代が
必要（5,500）

　玉野ゴルフ倶楽部 3,720 3,720 8,120 8,120 8,120 10,480 12,520 14,880 － － － 〇 －

　東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ - - 4,000 4,000 - - 14,700 21,000 - - - 〇

　パインツリーゴルフクラブ 1,000 1,000 ― ― 通常料金 通常料金 ― ― 500 不可 通常料金 ○

　備中高原北房カントリー倶楽部 2,900 6,500 8,050 12,890 12,230 17,070 1,740 なし
平日4,010
土日6,500

〇 1組に1名限定

　真庭カンツリークラブ 1,735 1,735 無し 無し 通常料金 通常料金 通常料金 通常料金 ○ 保護者1,100円

　湯郷石橋ゴルフ倶楽部 3,095 4,635 通常料金 通常料金
平日 2,105円
土日 3,645円

不可 通常料金 ○

　ランドマークゴルフ倶楽部 2,294 2,294 ー ー 6,204 9,504 ー ー ー ー ー 〇 食事代+カートフィ１３２０円

　鷲羽ゴルフ倶楽部 4,650 4,650 8,650 8,650 7,100 10,800 11,100 14,800 4,195 - 5,500 〇 ※平日通常プレー昼食￥1000補助付　※2Ｂ割増あり（薄暮プレー除く）

プレーは平日のみ

※消費税込　※食事別

レギュラープレー時、昼食サービス（ジュニアのみ）

ジュニア本人料金について、18歳以上は利用税800円別途要。

保護者同伴プレーが条件

初回のみ保険証提示。　中学生以下は保護者同
伴。              キャディ付きは4B料金　（3B・2Bは
割り増しあり）

ジュニア対象者は受付時に岡山県ジュニア会員証を提示下さい。

ジュニアは昼食付

※別途カートフィ1,200円あり                                                                                                                                                                                                                ※1.2.7.8月のオフシーズンは平日12,500円土日祝19,000円 ※当クラブ会員の子女・孫の場合 会員同伴に限りジュニア料金1,000円

キャディー付きは４人／組の料金です。

閑散日のみ受け付けております。
エントリー事にＪＲ申し出必要

土日祝は２Ｂ割増ありで、保護者同伴プレーが条件

ジュニア対象者は受付時に岡山県ジュニア会員証
を提示ください。

帯同申請書に記入。 違反した場合には通常料金を徴収

昼食1,100円割引付（薄暮プレー除く）
キャディ付きプレーは3名様以下、セルフプレーは
2名様以下の場合、別途割増料金が発生致しま
す。

3B・2B割増あり、ジュニア競技練習期間を除く。

※昼食代は別途
※薄暮プレーは、5/9～9/15まで

消費税・利用税・振興基金込（昼食別途）

※小中学生は保護者同伴プレー

・薄暮プレーは平日に限る
・中学生以下は保護者同伴に限る

ここでの「ジュニア」とは県の協会に登録したジュニ
アゴルファーのこと。一般の子供が来ても大人と同
額。
当倶楽部では薄暮(担ぎ）のみを対象とした「キッズ
会員」（小学生以下）「ジュニア会員」（中学生高校
生）の制度があります。要エチケット・マナーの誓約
書。マナーを守れなければ除名します。

・中学生以下保護者同伴限定・3B以下バック割増
有

消費税　利用税等込

備　　　　考

※食事別

薄暮プレーはハーフのみ

ジュニア会員加入が条件

Jr料金適用時はｸﾗﾌﾞ開催ｺﾝﾍﾟへの参加不可。ネット予約ではjr料金
適用不可。Jrひとりでのﾌﾟﾚｰは薄暮のみ可。薄暮は割増料金不要。
薄暮プレーは小学生以下だけでのプレーは不可。ｶｰﾄの運転は運
転免許所所持者のみ可。

2022年ジュニア料金調査一覧表　　　　　

クラブ名

ジュニア本人の料金(税込） 保護者の料金（税込） 薄暮プレー料金（税込） 保護者がギャラリーとして同伴しての
ジュニアのみのラウンドセルフ キャディ付き セルフ キャディ付き 本人


