
≪ オープンコンペのご案内 ≫

【10月】   ★第２(日)=秋の味覚杯 /★第３(水)=シニア･オープン(参加資格60才以上･参加料込･18H集計)

★友の会オープン 1

2 Ｓ 月曜セルフ 3 ☆レディースデー 4 5 6 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 7 8

★秋の味覚杯 9 祝日ハッピーホリデー 10 ☆レディースデー 11 ★焼き鳥フェスタ 12 13 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 14 友の会感謝ﾃﾞｰ 15

16 ☆レディースデー 18 ★シニアオープン 19 20 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 21 ボール付優待デー 22

★ＢＬ日曜オープン 23 Ｓ 月曜セルフ 24 ☆レディースデー 25 26 ★悠々会 27 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 28 シニア･デー(60才以上) 29

プレミアム･サンデー 30 Ｓ 月曜セルフ 31

【11月】   ★第２(日)=なべ奉行杯 /★第３(水)=シニア･オープン(参加資格60才以上･参加料込･18H集計)

☆レディースデー 1 2 祝日ハッピーホリデー 3 飛び石連休プラン 4 ★友の会オープン 5

6 Ｓ 月曜セルフ 7 ☆レディースデー 8 ★焼き鳥フェスタ 9 10 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 11 12

★なべ奉行杯OP 13 Ｓ 月曜セルフ 14 ☆レディースデー 15 ★シニアオープン 16 17 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 18 友の会感謝ﾃﾞｰ 19

20 Ｓ 月曜セルフ 21 ☆レディースデー 22 祝日ハッピーホリデー 23 ★悠々会 24 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 25 ボール付優待デー 26

★ＢＬ日曜オープン 27 Ｓ 月曜セルフ 28 ☆レディースデー 29 30

【12月】   ★第２(日)=年末大感謝祭 /★第３(水)=シニア･オープン(参加資格60才以上･参加料込･18H集計)

1 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 2 ★友の会オープン 3

4 Ｓ 月曜セルフ 5 ☆レディースデー 6 7 8 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 9 10

★年末大感謝祭OP 11 Ｓ 月曜セルフ 12 ☆レディースデー 13 ★焼き鳥フェスタ 14 15 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 16 友の会感謝ﾃﾞｰ 17

18 Ｓ 月曜セルフ 19 ☆レディースデー 20 ★シニアオープン 21 ★悠々会 22 Ｓ 金曜ｽﾙｰﾃﾞｰ 23 Xmasﾊｰﾌｵｰﾌﾟﾝ 24

★Xmas日曜ｵｰﾌﾟﾝ 25 Ｓ 月曜セルフ 26 ☆レディースデー 27 28 年末営業※昼食付 29 年末営業※昼食付 30 Ｓ 年末ｽﾙｰﾃﾞｰ 31

　8,900円 　6,100円

土

　9,000円

　9,400円
友の会会員(6,400円) 友の会会員(7,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円) 友の会会員(8,400円)

　9,400円 　6,100円 　7,200円 　8,400円 　7,200円 　5,600円

　9,400円
友の会会員9,000円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円) 友の会会員(7,200円)

　7,200円

友の会会員(7,900円) 友の会会員(5,600円)

　7,200円 　7,200円

友の会会員(6,000円)

　10,000円 　6,100円 　7,200円 　7,200円

友の会会員(8,400円) 友の会会員(5,600円)

　6,500円
友の会会員(8,600円) 友の会会員(5,500円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(8,000円) 友の会会員(8,000円) 友の会会員(6,500円)

　9,600円 　6,000円 　6,800円 　6,800円 　9,000円 　9,000円

　9,200円
友の会会員(8,000円) 友の会会員(5,500円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(5,000円) 友の会会員(8,200円)

　9,000円 　6,000円 　6,800円 　6,800円 　6,800円 　5,500円

　9,000円
友の会会員(8,600円) 友の会会員(5,500円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,800円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(5,000円) 友の会会員(6,800円)

　9,600円 　6,000円 　6,800円 　7,600円 　6,800円 　5,500円

　9,000円
友の会会員(8,000円) 友の会会員(5,500円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(6,000円) 友の会会員(5,000円) 友の会会員(8,000円)

　9,000円 　6,000円 　6,800円 　6,800円 　6,800円 　5,500円

友の会会員(5,000円) 友の会会員(7,800円)

日 月 火 水 木 金

友の会会員9,000円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円)

　6,800円 　5,500円

　10,000円 　6,100円 　7,200円 　7,200円 　7,200円 　5,600円

　9,400円
友の会会員(8,400円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(7,200円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円) 友の会会員(8,400円)

　9,400円 　6,100円 　7,200円 　8,000円 　7,200円 　5,600円

土

　8,400円 　7,900円 　9,400円
友の会会員(6,400円) 友の会会員(7,400円) 友の会会員(6,900円) 友の会会員(8,200円)

日 月 火 水 木 金

友の会会員(6,400円)

友の会会員(8,400円)

　10,000円 　6,100円 　7,200円 　7,200円
友の会会員9,000円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円)

　5,600円

友の会会員(8,400円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円)

　9,400円
友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円) 友の会会員(8,400円)

友の会会員(7,200円)

　9,400円 　6,100円 　7,200円 　7,200円 　7,200円 　5,600円 　9,400円

友の会会員9,000円) 友の会会員(7,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(7,200円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円)

友の会会員(8,400円)

　10,000円 　8,400円 　7,200円 　8,000円 　7,200円 　5,600円 　9,400円

友の会会員(8,400円) 友の会会員(5,600円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(6,400円) 友の会会員(5,100円)

友の会会員(8,200円)

　9,400円 　6,100円 　7,200円 　7,200円 　7,200円 　5,600円 　9,400円

土

　9,400円

  〘 ブルーラインカントリー倶楽部 〙
 ≪ 10・11・12月 ≫ 料金 イベント カレンダー

日 月 火 水 木 金

★友の会･ｵｰﾌﾟﾝ(18H集計)
毎月第１土曜日(会員限定)

新ﾍﾟﾘｱ集計･当日全員参加賞有り

★焼き鳥フェスタ(9H集計)
毎月第２水曜日 焼き鳥食べ放題

全員に賞品あり(長州地どり他)

★ＢＬ･日曜ｵｰﾌﾟﾝ(9H集計)
毎月第4日曜日(全員参加)

前半９H新ﾍﾟﾘｱ集計･全員に賞品有り

TEL 0837-37-2600
FAX 0837-37-2465

〒759-4401

山口県長門市日置上４３９－８

www.blueline.cc.com/ブルーラインカントリー倶楽部

ＨＰ

★各ｲﾍﾞﾝﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(9H集計)
毎月第２日曜日各種人気催し物で開催！

新ﾍﾟﾘｱ集計･参加賞有り

令
和
４
年

☆火曜日「ﾚﾃﾞｨｽﾃﾞｰ」 女性1名以上同伴で

1組4名様まで料金より＠５００円引/1人 (コンペ等は対象外)

☆１１月４日(金) 金曜スルー→ 「飛び石連休プラン」へ変更!

昼食付料金：ビジター７,９００円 / 友の会６,９００円

☆毎月第４土曜日「ボール１ダース付優待デー」

１人/１ダース付(割引サービス券等利用は対象外)

※１０月２９日(土)「ｼﾆｱ優待ﾃﾞｰ」

(６０才以上対象) 表記通常料金より１,０００円引き

・カレンダー内の金額は､全て総額表示｡セルフプレー１名様の料金｡・オープンコンペは､全て昼食付･参加料込･Ｗペリア集計(前半9H･18H集計有り)

【割増有】土日祝日､年末営業(３Ｂ:110円/２Ｂ:1,980円) /12/31(２Ｂ:1,200円)【割増無】平日(月曜セルフ※昼食付/金曜スルーデー※レストラン閉鎖)

・12/31年末スルーデーは金曜スルーデーと同営業形態※レストラン･ロッカー･浴場全て閉鎖(現金先払い)


