
プレディアゴルフ 奈良ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ プレディアゴルフ 奈良ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ プレディアゴルフ 奈良ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 1111 木木木木 寿杯寿杯寿杯寿杯　50　50　50　50歳以上歳以上歳以上歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 1111 木木木木 寿杯寿杯寿杯寿杯　50　50　50　50歳以上歳以上歳以上歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 1111 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）

2222 金金金金 奈良奈良奈良奈良ＣＣＣＣＣＣＣＣオープンオープンオープンオープン ひなまつりひなまつりひなまつりひなまつり 2222 金金金金 奈良奈良奈良奈良ＣＣＣＣＣＣＣＣオープンオープンオープンオープン さくらさくらさくらさくら祭祭祭祭 2222 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ

五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0～50)～50)～50)～50) 3333 土土土土 金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 3333 土土土土 3333 火火火火 奈良奈良奈良奈良ＣＣＣＣＣＣＣＣオープンオープンオープンオープン

4444 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50） 4444 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50） 五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0～50)～50)～50)～50) 4444 水水水水

休場日休場日休場日休場日 5555 月月月月 休場日休場日休場日休場日 5555 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 5555 木木木木 寿杯寿杯寿杯寿杯　50　50　50　50歳以上歳以上歳以上歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

休場日休場日休場日休場日 6666 火火火火 休場日休場日休場日休場日 シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ 60歳以上60歳以上60歳以上60歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

6666 火火火火 得々得々得々得々DAYDAYDAYDAY プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 6666 金金金金 得々得々得々得々DAYDAYDAYDAY

シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 7777 水水水水 金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 7777 水水水水 タイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップ 7777 土土土土

マンダムマンダムマンダムマンダム杯杯杯杯 8888 木木木木 得々得々得々得々DAYDAYDAYDAY プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 8888 木木木木 五條市長杯五條市長杯五條市長杯五條市長杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）
8888 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）

9999 金金金金 タイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップ ハーフコンペハーフコンペハーフコンペハーフコンペ 9999 金金金金 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 9999 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ

きさらぎきさらぎきさらぎきさらぎ杯杯杯杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 10101010 土土土土 研修会(0研修会(0研修会(0研修会(0～19)～19)～19)～19) 10101010 土土土土 マンダムマンダムマンダムマンダム杯杯杯杯 10101010 火火火火

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）
11111111 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）

月例杯月例杯月例杯月例杯Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）Ｃ（21～50）
11111111 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20）Ｂ（14～20） 11111111 水水水水 タイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップタイトリストカップ

建国記念日杯建国記念日杯建国記念日杯建国記念日杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 12121212 月月月月 建国記念日杯建国記念日杯建国記念日杯建国記念日杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 12121212 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 12121212 木木木木 金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

13131313 火火火火 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ プレディアプレディアプレディアプレディア杯杯杯杯 13131313 火火火火 金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） レディースコンペレディースコンペレディースコンペレディースコンペ 13131313 金金金金

プレディアプレディアプレディアプレディア杯杯杯杯 14141414 水水水水 14141414 水水水水 14141414 土土土土 五條市長杯五條市長杯五條市長杯五條市長杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 15151515 木木木木 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 15151515 木木木木 マンダムマンダムマンダムマンダム杯杯杯杯 月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13） 15151515 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）

16161616 金金金金 奈良奈良奈良奈良レディースレディースレディースレディース杯杯杯杯 16161616 金金金金 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 16161616 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ

サタデーコンペサタデーコンペサタデーコンペサタデーコンペ 17171717 土土土土 五條市長杯五條市長杯五條市長杯五條市長杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 17171717 土土土土
シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ 60歳以上60歳以上60歳以上60歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

17171717 火火火火 アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー杯杯杯杯

月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13） 18181818 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13） 月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13） 18181818 日日日日 月例杯月例杯月例杯月例杯Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13）Ａ（0～13） ハーフコンペハーフコンペハーフコンペハーフコンペ 18181818 水水水水 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ

ハーフコンペハーフコンペハーフコンペハーフコンペ 19191919 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 19191919 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 金剛杯金剛杯金剛杯金剛杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 19191919 木木木木

20202020 火火火火 得々得々得々得々DAYDAYDAYDAY プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 20202020 火火火火 奈良奈良奈良奈良レディースレディースレディースレディース杯杯杯杯 プレディアプレディアプレディアプレディア杯杯杯杯 20202020 金金金金 奈良奈良奈良奈良レディースレディースレディースレディース杯杯杯杯

シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 21212121 水水水水 アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー杯杯杯杯 春分春分春分春分のののの日杯(0日杯(0日杯(0日杯(0～50)～50)～50)～50) 21212121 水水水水
シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ シルバーカップ 60歳以上60歳以上60歳以上60歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50）

21212121 土土土土

レディースコンペレディースコンペレディースコンペレディースコンペ 22222222 木木木木 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 22222222 木木木木 22222222 日日日日 研修会(0研修会(0研修会(0研修会(0～19)～19)～19)～19)

23232323 金金金金 NARAKANNARAKANNARAKANNARAKAN　　　　MASTERSMASTERSMASTERSMASTERS 五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0五條市長杯(0～50)～50)～50)～50) 23232323 金金金金 NARAKANNARAKANNARAKANNARAKAN　　　　MASTERSMASTERSMASTERSMASTERS 23232323 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ

寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 24242424 土土土土 24242424 土土土土
プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 24242424 火火火火

ビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフ 25252525 日日日日 きさらぎきさらぎきさらぎきさらぎ杯杯杯杯（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） ビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフ 25252525 日日日日 研修会(0研修会(0研修会(0研修会(0～19)～19)～19)～19) 25252525 水水水水 NARAKANNARAKANNARAKANNARAKAN　　　　MASTERSMASTERSMASTERSMASTERS

26262626 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 26262626 月月月月 セルフセルフセルフセルフＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ 26262626 木木木木

プレディアプレディアプレディアプレディア杯杯杯杯 27272727 火火火火 シニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースシニア・レディースＤＡＹＤＡＹＤＡＹＤＡＹ アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー杯杯杯杯 27272727 火火火火 得々得々得々得々DAYDAYDAYDAY 27272727 金金金金 肉祭肉祭肉祭肉祭りりりり

プレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスプレディアサービスDAYDAYDAYDAY 28282828 水水水水 肉祭肉祭肉祭肉祭りりりり レディースコンペレディースコンペレディースコンペレディースコンペ 28282828 水水水水 寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 28282828 土土土土

29292929 木木木木 肉祭肉祭肉祭肉祭りりりり ビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフビジネスマンゴルフ 29292929 日日日日
※※※※スクラッチスクラッチスクラッチスクラッチ競技予選競技予選競技予選競技予選（0～9）（0～9）（0～9）（0～9）

30303030 金金金金 30303030 月月月月

寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上寿杯50歳以上（0～50）（0～50）（0～50）（0～50） 31313131 土土土土

プレディアゴルフ　　　　　　　　★奈良カントリークラブ

2月2月2月2月 3月3月3月3月 4月4月4月4月

637-0065

五條市阪合部新田町441-1

0120-39-2391

637-0004

五條市今井町1141

0120-36-2391



参加条件 参加費 算出方法 プレーフィ 備考

女性の方 7.375円税込（プレディア） ラウンド終了後レストランにて

60歳以上男性 8.346円税込（奈良ＣＣ） ケーキとお茶を用意いたします。

レディースコンペ ダブルぺリア ラウンド終了後レストランにて

（プレディアのみ） (ハンディ・年齢上位） ケーキとお茶を用意いたします。

プレディア杯（プレディア） ダブルぺリア 7.375円税込（プレディア） 参加ポイント１ポイント

奈良ＣＣオープーン(奈良ＣＣ） (ハンディ・年齢上位） 8.346円税込（奈良ＣＣ） 各賞ポイント５ポイント～２ポイント

ビジネスマンゴルフ

（プレディアのみ）

プレディア コース売店（アウトかインでワンドリンク）

サービスＤＡＹ ラウンド終了後ケーキとお茶をサービス

　☆午後よりハーフプレー出来ます。

プレディアゴルフ

奈良カントリークラブ

奈良県五條市阪合部新田町441-1　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　0747-23-2394　　　　　　　　　　　

637-0065　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　0747-23-2391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

637-0001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　0747-22-2391

奈良県五條市今井町1141　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　ＦＡＸ　0747-25-0091

賞品多数用意しております。

参加賞・賞品多数用意しております。

　メンバー様（ポイント使用時以外）・ゲスト様（チケット料金）でポイント３個

　メンバー様　6.500円（税込）　ゲスト様　8.000円（税込）
限定昼食＆コース売店ソフトドリンク付

1.080円（税込）

ダブルぺリア方式

ぺリア方式・ダブルぺリア方式

7.375円税込（プレディア）

チケット料金

チケット料金

なし

なし

なし

シニア＆レディースＤＡＹ

なし

無制限

女性の方のみ

☆イベント詳細御案内☆☆イベント詳細御案内☆☆イベント詳細御案内☆☆イベント詳細御案内☆

☆来場ポイントのお知らせ☆

　平　　　日ご来場　・・・　（明細書）　１枚１ポイント

　土・日・祝ご来場　・・・　（明細書）　１枚２ポイント　・・・　と計算致します。

1.080円（税込）

マンダム杯・アカデミー杯

ぽっきりＤＡＹ

※ポイント使用時・特別割引時は、ポイントはつきません。

　☆平日ご使用の場合

　５ポイントでメンバーフィ・１０ポイントでグリーンフィ無料(プレディア）

　７ポイントでメンバーフィ・１２ポイントでグリーンフィ無料（奈良ＣＣ）

　☆土・日・祝ご使用の場合

　☆セルフＤＡＹ（奈良ＣＣ）　　　メンバー　5.000円　・　ゲスト　7.000円

　１５ポイントでメンバーフィ・２０ポイントでグリーンフィ無料(プレディア）

　１７ポイントでメンバーフィ・２２ポイントでグリーンフィ無料（奈良ＣＣ）

（プレディア杯にご参加のポイントも加算して頂けます。）

　　　プレディア　　土・日・祝ゲスト6.500円　　平日ゲスト4.500円　　メンバー全日3.500円

　　　奈良ＣＣ　　　土・日・祝ゲスト7.000円　　平日ゲスト5.000円　　メンバー全日4.000円

　※エントリーの組数によってプレーして頂けない日もございますのでご了承下さい。


