
雨が降ったら屋内で楽しもう。

お問合せ 総合予約センター
TEL：0996（57）0808 FAX：0996（57）0500
e-mail： info@satsuma-golf.com

アクティブ・リゾート・プラン
行楽シーズンに家族で泊まれるプラン

「今こそ鹿児島の旅事業 第２弾」 全旅加盟店様限定プラン

料金に含まれるもの 2名様1室時の宿泊代・夕食・朝食代
料金に含まないもの 入湯税(100円)・追加飲食代等

お１人様

施設情報はこちらからCheck!

鹿児島茶美豚しゃぶしゃぶ

国産牛ヒレステーキ

１０月１日(金)～１２月２８日(火)

開催期間：
２０２１年１０月１５日～１０月３１日

期間中に、施設内を探索しながら、スタンプ
を５個を集めよう！

全部集められたらお菓子の詰め合わせが
貰えるよ♪

家族みんなでクリアを目指そう！

対象年齢：～１２歳まで

参加無料

ご夕食
※各プラン共に、メインを選べるコールドバイキング対応のプリフィックスディナーをご用意いたします（各種料金表は裏面にて）。

しっかり味わう
【Ｂプラン】

夕食は季節の限定メニュー
を含めた4種類からお選び
いただけます。

～

ＳＧＲスタンプラリー

砂入り人工芝のテニスコート６面。
ラケット/ボール無料貸し出しあります。

屋内施設には、卓球・ビリヤード・カラオケボックス(1人/1時
間1,000円)・音楽練習室(1室/1時間1,000円）＆サウナを完備。

ゴルフ打ちっぱなし場。1コイン300円（30球）
レンタルクラブ有（1本500円）

１泊２食付 ２～３名様１室
通常：平日１４，８５０円のところ １２，６５０円

（税込）

抗菌クロス仕様のモデレートルーム Ａプラン

お１人様

2021年10月21日前後オリオン座流星群が観測できます。
さつまリゾートホテルでは星空観賞にリクライニングチェアーを無料貸出しております。

２０２１年３月リノベーションした
抗菌クロス仕様のモデレートツイン

気軽に食べれる
【Ａプラン】

夕食は季節の限定メニュー
を含めた4種類からお選び
いただけます。

曽木の滝公園

〒895-2526

鹿児島県伊佐市大口宮人628-41
TEL:0995-28-2600（曽木の滝観光案内所）

秋には銀杏や紅葉が流れの中に鮮やかに浮かび上がり、
季節ごとに訪れる人々を魅了します。

紅葉見頃（例年）11月中旬～12月上旬

近隣のおすすめ観光地
「東洋のナイアガラ」とも呼ばれる曽木の滝 (SRHから車で20分)

天気が良ければ星空観測がおすすめ。

スポーツの秋！天気がいい日は屋外で思いっきり体を動かそう。

（休前日＋２，２００円）

地鶏と秋のキノコ 香り鍋仕立て

※季節によって内容が異なります。

ブッフ・ブルギニョン
※季節によって内容が異なります。

mailto:info@satsuma-golf.com
tel:0995-28-2600


お１人様

ゴルフ宿泊プラン
１泊３食付１プレー

特別価格：平日２１,１００円のところ

プロトーナメント対応
２４０Ｙのドライビングレンジ

全カートにイーグルビジョン
カートナビゲーション搭載

最終ホールに現れるマス
コットの鴨ちゃん

2名乗り乗用カート26台
晴天時は乗入れ可能

２０２１年３月リノベーションした抗菌モデレートルーム使用

「今こそ鹿児島の旅事業 第２弾」 全旅加盟店様限定プラン

２０，０００円
（税込）（４バックセルフプレー） （連盟費/利用税/入湯税別）

圧巻のビューイング

料金に含まれるもの
2名様1室時の宿泊代・夕食・朝食・昼食(1,100円まで)・ゴルフプレー代(4バックのカート代込)

料金に含まないもの
2・3バックの追加カート代・2名乗りカート代・ゴルフ利用税(480円)・ゴルフ連盟費(25円)・入湯税(100円)・追加飲食代等

お問合せ 総合予約センター
TEL：0996（57）0808 FAX：0996（57）0500
e-mail： info@satsuma-golf.com

薩摩の自然と高原の風、

庭先はゴルフ場のロケーション。

抗菌クロス仕様のモデレートルーム Bプラン

１０月１日(金)～
１２月２８日(火)

２０２１年３月リノベーションした
抗菌クロス仕様のモデレートツイン

ゴルフの後は温泉でリフレッシュ夕食は季節のメニューを含めた4種類から
お選びいただけます。



【ご予約・お問合せ】 さつまゴルフリゾート ＆ さつまリゾートホテル 総合予約センター ＴＥＬ：０９９６（５７）０８０８

アクティブ・リゾート・プラン ２０２１年１０月１日(金)～1２月２８日(火)まで

お支払い方法 お支払いは、基本料金を「全旅クーポン」にてお願い致します。ゴルフ利用税・連盟費・入湯税は現地払いにて

お部屋タイプ 区分
ご利用人数

１名様 ２名様 ３名様 ４名様

モデレートツイン
※抗菌クロス仕様

Ａプラン
２１，４５０円⇒

１９，２５０円
１４，８５０円⇒

１２，６５０円
１４，８５０円⇒

１２，６５０円

モデレート和洋室
※抗菌クロス仕様

Ａプラン
１７，０５０円⇒

１４，８５０円
１４，８５０円⇒

１３，７５０円
１４，８５０円⇒

１２，６５０円

スーペリアツイン

Ａプラン
２１，４５０円⇒

２０，３５０円
１４，８５０円⇒

１３，７５０円
１４，８５０円⇒

１３，７５０円

Ｂプラン
２３，６５０円⇒

２２，５５０円
１７，０５０円⇒

１５，９５０円
１７，０５０円⇒

１５，９５０円

スーペリア和洋室

Ａプラン
１７，０５０円⇒

１５，９５０円
１５，９５０円⇒

１４，８５０円
１４，８５０円⇒

１３，７５０円

Ｂプラン
１９，２５０円⇒

１８，１５０円
１８，１５０円⇒

１７，０５０円
１７，０５０円⇒

１５，９５０円

小学生 上記料金の７０％にて（１円未満切り捨て）
※夕食は大人同等食をご用意致します（子供ランチ対応可）。

未就学児(食事/寝具要)

上記料金の５０％にて（１円未満切り捨て）
※夕食は子供ランチ対応となります。

◆１泊２食付お１人様 （消費税込/入湯税別）

◆基本料金に含まれるもの・・・・・宿泊代（各ツインルームでの３名様ご利用の場合は、スーペリアツイン＋エキストラベット利用となります）、夕食・朝食。
◆基本料金に含まれないもの・・・入湯税（12歳以上1泊お1人様あたり）、その他個人的利用分の追加飲食代
※0歳～2歳のお子様で寝具/食事等必要な場合は実費をお支払いいただきます。

ゴルフ宿泊プラン ２０２１年１０月１日(金)～１２月２８日(火)まで

◆１泊３食付１プレー（４バックセルフプレー）

◆その他の料金（消費税込)

４バック ３バック ２バック

キャディフィ ３，８５０円 ５，０６０円 ７，７００円

カートフィ 含む ３３０円 １，１００円

ゴルフ利用税 ４８０円/日

ゴルフ連盟費 ２５円/日

入湯税(12歳以上) １００円/人泊

消費税込

◆料金に含まれるもの
宿泊代、夕食・朝食・昼食（1,100円まで）、4バックのゴルフプレー代

◆基本料金に含まれないもの
2バック、3バック追加カート代、ゴルフ利用税、ゴルフ連盟費、入湯税（12歳以上1泊お1人様あたり）、その他個人的利用分の追加飲食代

ＡプランとＢプランでは夕食内容が異なります。あらかじめ表面のメニューをご確認下さい。

お部屋タイプ 区分
ご利用人数

１名様１室 ２名様１室

モデレートツイン
Bプラン限定

平 日プレー ２７，７００円 ⇒ ２６，６００円 ２１，１００円 ⇒ ２０，０００円

土休日プレー ３１，９００円 ⇒ ３０，８００円 ２５，３００円 ⇒ ２４，２００円

スーペリアツイン
Bプラン限定

平 日プレー ２９，９００円 ⇒ ２８，８００円 ２３，３００円 ⇒ ２２，２００円

土休日プレー ３４，１００円 ⇒ ３３，０００円 ２７，５００円 ⇒ ２６，４００円

休前日 ※上記料金+２，２００円

２乗りカート ５５０円



鹿児島の水とコーヒーマシン
（スーペリアルームのみ）

J’s ECRIN STYLEの
上質なアメニティ

大開口のベランダから望める「絶景」

白を基調としたホテルの女性脱衣所とエステルーム

白をベースに脱衣所スペースもリニューアル。
脱衣ボックスも段違いで設置。Ｄｙｓｏｎドライヤーや、雪肌精の化粧品など、
女性目線で新しく生まれ変わりました。

エステルームもリニューアル。
ゴルフ場のホテルとは思えないほど、本格的で落ち着いた空間に
生まれ変わりました。〈エステは要予約〉

約３３㎡のゆったりとしたスーペリアツイン 地元さつま町のお茶 スティーブンノル 高級今治タオル

４Ｆ/５Ｆの客室33室はスーペリアルーム。客室アメニティも大きくグレードアップしました。

スーペリアルーム。よりハイグレードな空間を提供します。

【ご予約・お問合せ】さつまゴルフリゾート ＆ さつまリゾートホテル
総合予約センター ＴＥＬ：０９９６（５７）０８０８ ＦＡＸ：０９９６（５７）０５００ e-mail：info@satsuma-golf.com

キッズルームＯＰＥＮ

2020.9宿泊者専用キッズルームがOPEN

かごしま旅クーポンも使える

カラオケルーム 1時間/1名様1,000円(税込)

黒毛和牛ハンバーグステーキセット
1,500円（税込）

鹿児島と言えば芋焼酎。
様々な銘柄を取り揃えてございます。

ご昼食やドリンク等の追加注文にもご利用いただけます。
売店の商品購入にもご利用いただけます。

ゴルフ用品だけでなく、各種お土産物コーナーもございます。


