
月／４回

ダンロップ社 「SDR」 の大画面で人目を気にせず練習に集中でき、ひとつの空間を
「完全貸切」して、ご家族やお友達と思う存分ゴルフタイムをお過ごしください。

※ こちらのレッスンの翌月繰上げはありません。

７０分

ワンポイントレッスン

3,300円（税込）

1,320円（税込）空きがある場合のみ

限定

定員

豊富な経験と実績を持つPGA公認ティーチングプロが、
　　　　　　　　　　　　レベルに合わせた効果的なレッスンを行います。

グループレッスン60分に10分間のフリー打ちタイムを設けました！

レッスンの復習などご自身のクールダウンにお使いいただけます♪

いずれのプランも空きがあれば、ワンポイントレッスンも承っております。

対象人数 月会費（税込）１コマ ６０分 利用時間帯

平日

全日

土日

ジュニア枠

デイ

ホリデー

ジュニア

プライベート

20,900円

23,100円

17,600円

37,400円

2～３名（グループ）

2～３名（グループ）

2～３名（グループ）

１名

Lesson PLAN

レッスンプランは、基本曜日時間固定です。都合上の変更はお早めに振替をお願いします。

※　1日コマ数以上のご利用の場合は延長料金がかかります。
※　延長は当日空きがある場合のみご利用いただけます。事前のご予約はできません。

13,200円

17,600円

22,000円

33,000円

月／４回 コマ数／1日 月会費（税込）１コマ ７０分 利用回数

毎月２回

毎月４回

毎月８回

無制限

ショート

ミドル

ロング

プレミアム

1コマ

２コマ

２コマ

２コマ

同伴可能人数

（会員様含む）
最大4名まで

（会員様含む）
最大4名まで

（会員様含む）
最大4名まで

（会員様含む）
最大4名まで

完全個室のVIPルームで想い存分ラウンドできる！

（会員様含む）最大4名まで

１コマ７０分

１コマ券

１コマ

対象 価　格（税込）有効期限

１か月
３ヵ月

1,760円

6,820円4コマ券

全日

全日

全日

人数

１名

１名

NEW

一般打席　追加チケットMEMBER

V I S T O R

NEW

月会費＆予約制、ボール代込で、利用可能時間内は「打ち放題」

20分拡充でラウンドも練習も充実できます！

ジュニア
プラチナ

18,700円

  11,000円

29,700円

１日最大コマ数 月会費（税込）１コマ ７０分

レギュラー

利用時間帯

全日
全日
全日

全日
別々のご来場でもOK

１コマ   (70分)

ペア １コマ   (70分) 34,100円

１コマ   (70分)

２コマ (140分)

FREE PLAN ジュニアは高校生以下、小学生以下は保護者同伴

※ 事前のご予約をお勧めいたします。

※ 事前のご予約をお勧めいたします。

限定10組

２人同時入会

NEW

NEW

NEW

VIPルーム利用料金MEMBER ������������������

������������������

※ インストラクターは付きません。

延長料金 ７０分 （１コマ） 3,300円（会員様含む）最大4名まで

料　金 ７０分 （１コマ） 6,600円最大4名まで

ルーム・プランVIP

ワンポイントレッスン 10分／1,320円（税込） ※ 予約制

NEW

入　会　金

事務手数料

月　会　費

10,000円　（税込11,000円）

5,000円　  （税込5,500円）

・クレジットカード+スマートフォン

事務手数料 + 入会月 + 翌月の月会費

入会金（キャンペーンにより不要な場合があります）
※キャンペーンの適用はご入会月を起算月として、3ヶ月のご継続が条件となります。

◆　入会金、事務手数料等 手続費用
◆　免許証もしくは身分証明書
◆　会費2ヶ月分　（初月途中のご入会は ①表参照）
◆　会費引落し　・口座のキャッシュカード又は通帳及び届け印

※ 2ヶ月分会費は、現金または振込にてお支払いください。
※ 3ヶ月目より指定銀行口座より毎月２０日に自動引落しになります。
　クレジットカードの場合は各カードの引落し日に準じます。
※ 18歳未満のご入会は保護者同伴、同意書にご署名をお願いします。
※ 月中の申込で翌月１日から入会も可能です。

ご入会時にお持ちいただくもの

１日～  ７日
8日～１５日

１６日～２３日
２４日～ 月末

１日～  ７日ご利用開始
8日～１５日ご利用開始

１６日～２３日ご利用開始
２４日～ 月末ご利用開始

税込月会費　×　１００％
税込月会費　×　  ７５％
税込月会費　×　  ５０％
税込月会費　×　  ２５％

ご利用開始日 価　　格

① 表　　　入会月の会費は、4週に分けて計算いたします。

体験レッスン 2,200円(2,000円税別)
しっかりとスクールの良さを判断して頂く為、まずは体験レッスンをお試しください。 
体験レッスンであっても、目的やレベルに合わせた効果的なレッスンをご体験して
いただけます。　体験レッスン後にご入会された方は無料となります。

会員証再発行手数料
ロッカー1台　（5台分のみ先着）

レンタルクラブ

1,000円／回　（1,100円税込）

3,000円／月　（3,300円税込）
無　料

その他

・  レッスンプラン : キャンセル期日を超えた場合は消化となり、振替、返金は致しかねます。
・  フリープラン : キャンセル料1,100円（税込1,210円）発生しますので次回ご来場の際に
　当施設所定の決済方法にてキャンセル料をお支払いください。
・  練習チケット : チケットを消化となり、振替および返金はいたしかねます。
・  キャンセル時には必ずお電話にてご連絡ください。お電話以外でのご連絡はお受けで
　きない場合がございます。
・  無断キャンセル時にも、上記キャンセル料が発生致します。

キャンセルについて 前日１７時までキャンセルまたは変更を受け付けます。

2023/01/17

※ プレミアムプランのご利用期限は翌月１５日までとなります。

李侊訓（Joseph Lee)プロによる特別ワンポイントメソット！

※ 予約制または空きがある場合のみとなります。
２０分／５，０００円（5,500円 税込） 5０分／10，０００円（11,000円 税込）

当日予約枠に空きがあれば、レッスンを１日 2コマ受講することも可能です。

27,500円

52,500円

44,000円

PUREMIUM

PUREMIUM

（韓国語・英語・日本語でのレッスンもOK）

※ 会員様、VIPルームご使用の方のみ対象となります。
　 また、レッスンプランの方は別途練習チケットが必要となります。

対象人数 月会費（税込）１コマ ５０分 利用時間帯

カレンダーによる

カレンダーによる

デイ

プライベート

2～３名（グループ）

１名

月／８回

月／４回

月／４回

PGAツアー「ベル・カナディアン・オープン」出場経験を持つ

李侊訓（リ・クワンフン)プロによる

特別メソット！USGTF LEVEL 4 (MASTER)
PGA ClassA (in CANADA)

保持資格

短期集中もOK！

トップアスリートを目指す方
将来プロを目指す方
シングルを目指す方
短期集中的に上達したい方

PLANAthle
te USGTF マスタープロ  が教える 特別メソッド！

トリリンガル（韓国語・英語・日本語）でのレッスンもOK！

ジュニアは２０％OFF（高校生以下）

●営業時間  平日 10：00～22：00  ／土 10：00～19：00  ／ 日10：00～18：00 
                    祝日  曜日稼働 ／ 大型連休等の臨時休業は追ってご連絡します。

KAMEJIMA SCREEN GOLF お問合せ　CALL 052-451-2319

（おひとり 17,050円）


