
対象期間：2019年10月1日～2020年3月31日

曜日 料　金 時 間 曜日 料　金 時 間

8:00A.M.  ～   5:55P.M. ¥1,400 土・日 7:00A.M.  ～   7:55P.M. ¥2,000

6:00P.M.  ～   9:55P.M. ¥2,000 祝日 8:00A.M.  ～   9:55P.M. ¥2,000

※事前のご予約をお勧めしております。

曜日 料金(1ヶ月) 時 間 曜日 料金(1ヶ月) 時 間

平日 6:00P.M.  ～   9:55P.M. ¥6,111 30min 平日 6:00P.M.  ～   9:55P.M. ¥9,167 60min

※1.平日6:00P.M.以降の打席を1日1回ご利用いただけます。（月内ご利用回数の制限はございません）

※2.レンタルクラブ･レンタルシューズを無料でご利用いただくことができます。

レンタルクラブ（２本まで）￥850、レンタルシューズ￥850をご用意しております。

ビデオ打席（スイングチェック機）をご希望の場合は上記打席料に25分￥300を加算させていただきます。

PGA/LPGA公認ティーチングプロによるプライベートレッスン（１～２名様）／少人数レッスン（３～４名様）を承っております。（あらかじめご予約が必要となります）

25分に付、１名様プライベートレッスン料￥3,055又は少人数レッスン料￥4,583と上記一般打席料を頂戴しております。

PGA/LPGA公認ティーチングプロによるレッスンです。

１クラス最大５名様までの少人数レッスンで細かいケアを受けていただくことができます。

曜日 料金(1ヶ月) レッスン時間 曜日 料金(1ヶ月) レッスン時間

8:00A.M. ～ 8:55A.M. ¥13,241 55min 7:00A.M. ～ 7:55A.M.

9:00A.M. ～ 10:25A.M. 8:00A.M. ～ 8:55A.M.

10:30A.M. ～ 11:55A.M. 9:00A.M. ～ 9:55A.M.

12:00NOON ～ 1:25P.M. 10:00A.M. ～ 10:55A.M.

月 1:30P.M. ～ 2:55P.M. 11:00A.M. ～ 11:55A.M.

3:00P.M. ～ 3:55P.M. 12:00NOON ～ 12:55NOON

4:00P.M. ～ 4:55P.M. 1:00P.M. ～ 1:55P.M.

金 5:00P.M. ～ 5:55P.M. 2:00P.M. ～ 2:55P.M.

6:00P.M. ～ 6:55P.M. 3:00P.M. ～ 3:55P.M.

7:00P.M. ～ 7:55P.M. 4:00P.M. ～ 4:55P.M.

8:00P.M. ～ 8:55P.M. 5:00P.M. ～ 5:55P.M.

9:00P.M. ～ 9:55P.M. 6:00P.M. ～ 6:55P.M.

※1.１ヶ月４回レッスンのコースです。 7:00P.M. ～ 7:55P.M.

※2.お好きな曜日と時間をあらかじめ決めていただきます。

曜日 料金(1ヶ月) レッスン時間 ※1. １ヶ月２回レッスンのコースです。

6:00P.M.  ～   6:55P.M. 隔週でのレッスンとなります。（第１週+第３週か第２週+第４週を選択）

7:00P.M.  ～   7:55P.M. ※2. 6:00P.M.以降のクラス限定です。

8:00P.M.  ～   8:55P.M. ※3. 土日は6:00P.M.又は7:00P.M.のクラスとなります

9:00P.M.  ～   9:55P.M. ※4. お好きな曜日と時間をあらかじめ決めていただきます。

※1. 月４回左記時間帯のレッスンよりお好きなレッスンを

曜日 料金(1ヶ月) レッスン時間 お選びいただけます。

月～金 8:00A.M.  ～   5:55P.M. ¥13,750 55min ※2. ご予定に応じて毎回お好きな時間をお選びいただけます。

※3. ご受講の際はご予約が必要となります。

※4. ご予約は２週間先まで承ります。

曜日 料　金 ※5. ご予約状況により、お客さまのご希望日時に

全日 ¥18,333 添えない場合もございます。

曜日 料金(1ヶ月) レッスン時間 ※1. 小学校３年生から高校３年生までのコースです。

月～金 6:00P.M.  ～  6:55P.M. ※2. １カ月4回レッスンのコースです。

11:00A.M.  ～  11:55P.M. ※3. レッスンの振替はジュニアコースの時間帯の中で承ります。

1:00P.M.  ～  1:55P.M. ※4. ジュニアコースは１クラス最大６名様までの定員となっております。

3:00P.M.  ～  3:55P.M.

ご予約のキャンセルまたは変更される場合には、以下のキャンセル料を頂戴いたします。

※上記料金の対象期間は2019年10月1日～2020年3月31日までとなります。

※上記料金には消費税が含まれております。

※営業内容が変更・休止となる場合がございますので、ご利用の際にはご確認ください。

【レンタルクラブ・レンタルシューズ・ビデオ打席】

【一般打席】　25分単位での打ち放題の打席です。（ボール使用料が含まれております）

時間帯 時間帯

平日 25min 25min

【ナイトレンジ会員】

ナイトレンジ３０ ナイトレンジ６０

時間帯 時間帯

時間帯

【PRIVATE LESSON プライベートレッスン】

【GENERAL COURSE 一般コース】

時間帯 時間帯

土
・
日

¥13,241

55min

¥17,315 85min

¥16,805

 ～

¥13,241

55min

¥17,315

【TWO TIMES LESSON PER ONE MONTH 月２回ナイトコース】

【JUNIOR COURSE ジュニアコース】

全日 ¥9,473 55min

【フリーコース】

平日デイフリー60コース

時間帯

全日フリーコース

時間帯 レッスン時間

全てのレッスン時間帯 55min or 85min

ご利用日２日前の7:00P.M.まで ご利用料の50％

ご利用日２日前の7:00P.M.以降 ご利用料の100％

時間帯

¥10,186 55min
日

【Cancellation Policy 予約のキャンセルと変更について】

ご利用日３日前の7:00P.M.まで 無　料

高輪ゴルフセンター 料金のご案内  TAKANAWA GOLF CENTER  Price  List 

DRIVING RANGE  時間制打席利用 

詳しくは高輪ゴルフセンターまでお問い合わせ下さ

い。 

GOLF SCHOOL  ゴルフスクール 


