
ホテル本 館ホテル本 館 ホテル倶楽部サイド（別館）ホテル倶楽部サイド（別館）

別館宿泊の方は　　1,000円割引！
別館宿泊の方は　　1,000円割引！

＊チェックイン 15：00 / チェックアウト 10：00 
＊全客室にて無料Wi－Fi がご利用頂けます。
＊最寄駅までの送迎サービスあります。送迎のご希望は、事前にご予約下さい。
（JR 姫新線：林野駅、ハイウェイバス：美作IC、智頭線スーパーはくと：大原駅） 

＊チェックイン 15：00 / チェックアウト 10：00 
＊全客室にて無料Wi－Fi がご利用頂けます。
＊最寄駅までの送迎サービスあります。送迎のご希望は、事前にご予約下さい。
（JR 姫新線：林野駅、ハイウェイバス：美作IC、智頭線スーパーはくと：大原駅） 

【要事前予約】予約状況により ご案内致しかねる場合もございます。予めご了承ください。【要事前予約】予約状況により ご案内致しかねる場合もございます。予めご了承ください。

※夕食ランクアップ・フリードリンクご希望は事前にご予約下さい。※夕食ランクアップ・フリードリンクご希望は事前にご予約下さい。

瓶ビール・日本酒・焼酎・酎ハイ・ソフトドリンク

風花会席風花会席
薫風会席薫風会席 金風会席金風会席

２時間飲み放題２時間飲み放題

ご宿泊案内ご宿泊案内

宿泊ゴルフパック
ゴルフと美味しいお食事と天然温泉をお楽しみくださいゴルフと美味しいお食事と天然温泉をお楽しみください

作州武蔵天然温泉作州武蔵天然温泉

レストラン紅さんざしレストラン紅さんざし ホテル本館・中庭ホテル本館・中庭

朝食バイキング朝食バイキング
大好評の大好評の

（冷酒を除く）
＋2,300円

★カラオケルーム １時間１室 3,240 円（税込）　★麻雀ルーム １卓 6,480 円（税込）★カラオケルーム １時間１室 3,240 円（税込）　★麻雀ルーム １卓 6,480 円（税込）

（お1人様・税サ込） （お1人様・税サ込）
+1,800円+1,800円 +４,100円+４,100円

・・・ご夕食ランクアップ・・・ふうか

くんぷう きんぷう

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ

※イメージ※イメージ ※イメージ※イメージ
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（　 ）お１人様
税込



全ての客室で
Wi-Fi をご利用頂けます
全ての客室で
Wi-Fi をご利用頂けますFREE

WiFi

GOLF HOTEL HOTSPRING RESTAURANT KARAOKE MAR-JONG

※２B割増（お１人様料金）：平日無料(サービス)　/土・日・祝  2,160円※  キャディフィー (お 1人様料金)   2Ｂ:6,480円  / 3Ｂ:4,320円  / 4Ｂ:3,240円

≪消費税・利用税・スポーツ振興基金・入湯税込≫ ≪消費税・利用税・スポーツ振興基金・入湯税込≫

ゴルフ 宿 泊 ゴルフパック優待料金 (お1人様 )

平日

1泊1Ｒプレー (セルフ)

15,480通常価格
22、000円のところ…日～金曜日

1,000円
昼食補助付
1,000円
昼食補助付

ゴルフ 宿 泊 ゴルフパック優待料金 (お1人様 )

1泊２Ｒプレー (セルフ)

25,460
20,960通常価格

30、000円のところ…

通常価格
34,000円のところ…金・日曜日

月～木曜日平日

平日
平日

土・日・祝日土・日・祝日 19,980通常価格
26,000円のところ…金・日曜日

土・日・祝日 21,980通常価格
28,000円のところ…土・休前日 31,960通常価格

40,000円のところ…土・休前日土・日・祝日
土・日・祝日

1,000円
昼食補助付
1,000円
昼食補助付

水2月28日2月28日 迄迄
土3月31日3月31日 迄迄

５月ご利用５月ご利用
月4月30日4月30日迄迄

６月ご利用６月ご利用４月ご利用４月ご利用

播磨 
コース

美作 
コース

因幡 
コース

下り勾配が多く攻略性のある
自然を生かした斬新なコース

フラットでストレートなホールが
　　　　　　多く攻撃的なコース

アップダウンがあり変化に富むコース
名物の噴水をお楽しみ頂けます

剣聖 “宮本武蔵” の生誕地間近に 重厚で豪快な雰囲気を漂わせている２７ホールのコース
剣聖武蔵の求道精神が３コース <播磨 >< 美作 >< 因幡 >に生きており
個性豊かで戦略性に富み プレーの醍醐味を感じさせてくれます

もちろんプレー後はゆったりと倶楽部自慢の天然温泉でお寛ぎ下さい
またゴルフ場併設の「ホテル作州武蔵」利用の宿泊ゴルフパックで さらに快適で優雅な寛ぎをご堪能下さいませ

剣聖 “宮本武蔵” の生誕地間近に 重厚で豪快な雰囲気を漂わせている２７ホールのコース
剣聖武蔵の求道精神が３コース <播磨 >< 美作 >< 因幡 >に生きており
個性豊かで戦略性に富み プレーの醍醐味を感じさせてくれます

もちろんプレー後はゆったりと倶楽部自慢の天然温泉でお寛ぎ下さい
またゴルフ場併設の「ホテル作州武蔵」利用の宿泊ゴルフパックで さらに快適で優雅な寛ぎをご堪能下さいませ

剣聖「宮本武蔵」生誕の地で重厚で豪快な２７ホール剣聖「宮本武蔵」生誕の地で重厚で豪快な２７ホール
岡山県北部・美作市に位置する岡山県北部・美作市に位置する

円

円

円

円

円

17,480円
23,980円

円

5/2 泊+ 5/2 プレー又は5/5 泊+ 5/6 プレー

5/2 泊+ 5/2プレー 又は5/5 泊+ 5/6プレー

5/2 泊+ 5/2・3 プレー又は5/5 泊+ 5/5・6 プレー

5/2 泊+ 5/2・3 プレー又は5/5 泊+ 5/5・6 プレー

5/3 泊+ 5/3・4 プレー又は5/4 泊+ 5/4・5 プレー

27,460円
33,960円

≪消費税・利用税・スポーツ振興基金・入湯税込≫ ≪消費税・利用税・スポーツ振興基金・入湯税込≫

ゴルフ 宿 泊 ゴルフパック優待料金 (お1人様 )

平日

1泊1Ｒプレー (セルフ)

16,980通常価格
22、000円のところ…日～金曜日

1,000円
昼食補助付
1,000円
昼食補助付

ゴルフ 宿 泊 ゴルフパック優待料金 (お1人様 )

1泊２Ｒプレー (セルフ)

27,460
22,960通常価格

30、000円のところ…

通常価格
34,000円のところ…金・日曜日

月～木曜日平日

平日
平日

土・日・祝日土・日・祝日 21,480通常価格
26,000円のところ…金・日曜日

土・日・祝日 23,480通常価格
28,000円のところ…土・休前日 33,960通常価格

40,000円のところ…土・休前日土・日・祝日
土・日・祝日

1,000円
昼食補助付
1,000円
昼食補助付

Ｇ
Ｗ
料
金

Ｇ
Ｗ
料
金

※２B割増（お１人様料金）：平日無料(サービス)　/土・日・祝  2,160円※  キャディフィー (お 1人様料金)   2Ｂ:6,480円  / 3Ｂ:4,320円  / 4Ｂ:3,240円

18,980円
25,480円

29,460円
35,960円

Ｇ
Ｗ
料
金

Ｇ
Ｗ
料
金

円

円

円

円

円

円

宿泊ゴルフパック 優待料金

5/3泊+ 又は 5/4 泊+（5/3 又は 5/4）
１Ｒプレー

（5/4 又は 5/5）
１Ｒプレー

5/3 泊+ 5/3・4 プレー又は5/4 泊+ 5/4・5プレー5/3泊+ 又は 5/4 泊+（5/3 又は 5/4）
１Ｒプレー

（5/4 又は 5/5）
１Ｒプレー


