【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

ゴルフパック
のご案内
〇ゴルフパックは１Ｒセルフプレー付となります。
１泊２ラウンド等、ラウンド数追加をご希望の
場合は、別途お問い合わせ下さい。

〇表示の金額は宿泊翌日プレーの料金となります。
プレーする曜日により料金が変わります。
また、宿泊当日のプレーの場合には料金が変わる
場合がありますので、ご確認の上ご予約下さい。
〇キャディ付き等をご希望の際は、直接ゴルフ場
へお問い合わせ下さい。
〇送迎ご希望の際は、前日午前中までにお電話下
さい。
・送迎可能時間 7：30～17：00
・送迎場所 磯原駅または大津港駅
・状況により承れない場合がございますので、
ご了承ください。

パック料金に含むもの
・グリーンフィー
・カートフィー
・施設利用料（ロッカー含む）
・昼食代
パック料金に含まれないもの
・売店利用分
・レストラン追加注文分
・キャディ付き等のオプション利用分
・練習ボールやレンタル品代
・その他各種サービス利用分
ゴルフ場利用税について
利用税は、別途ゴルフ場にてお支払い下さい。
（ゴルフ場利用税額 ： ４５０円）
65歳以上の方、障害者、18歳未満の学生は減免申請が
できますので、証明書をゴルフ場フロントへご提示下
さい。
２バッグ割増について
２バッグでのプレーの際には、２バッグ割増料金として
+１１００円を別途申受けます。

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックイン
15：00～

北茨城名物！鮟鱇鍋ゴルフパック

チェックアウト
10：00

【プラン番号510-GAN】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。
〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

・海の見えるゴルフ場での１Rセルフプレーと北茨城の冬と言えば鮟鱇鍋！
極旨肝味噌仕立ての濃厚な出汁で、鮟鱇と野菜はもちろん、〆の雑炊もご堪能下さい。

１６，９００円（税込）

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１０，９８５円

（ツインルームのシングルユース）

１９，１５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１２，４４８円

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

１７，２００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１１，１８０円

（ツインルームのシングルユース）

１９，４５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１２，６４３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２３，６５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１５，３７３円

（ツインルームのシングルユース）

２５，９００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１６，８３５円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ
本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

鮟鱇づくし～鮟鱇鍋付きゴルフパック
【プラン番号510-GAD】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

１９，１５０円（税込）

・海の見えるゴルフ場での１Rセルフプレーと北茨城の冬と言えば鮟鱇鍋！
あん肝・あんこうの唐揚げ・あんこうの友酢和えなど、様々な鮟鱇料理とともに、極旨
肝味噌仕立ての濃厚な出汁味わう鮟鱇と野菜はもちろん、〆の雑炊もご堪能下さい。
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。
〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

※GoToキャンペーン価格１２，４４８円

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１３，９１０円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２１，４００円（税込）

１９，４００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１２，６１０円

（ツインルームのシングルユース）

２１，６５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１４，０７３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２５，９００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１６，８３５円

（ツインルームのシングルユース）

２８，１５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１８，２９８円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

鮟鱇づくし～どぶ汁付きゴルフパック
【プラン番号510-GDD】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２０，２５０円（税込）

・海の見えるゴルフ場での１Rセルフプレーと北茨城の冬と言えば鮟鱇鍋！
鮟鱇鍋の中でも、あん肝をたっぷりと使用した濃厚なうまさの【どぶ汁】
あん肝・あんこうの唐揚げ・あんこうの友酢和えなど、様々な鮟鱇料理とともに、鮟鱇
の美味さが凝縮されたどぶ汁で煮込んだ野菜はもちろん、〆の雑炊もご堪能下さい。
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。
〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

※GoToキャンペーン価格１３，１６３円

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１４，６２５円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２２，５００円（税込）

２０，５５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１３，３５８円

（ツインルームのシングルユース）

２２，８００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１４，８２０円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２７，０００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１７，５５０円

（ツインルームのシングルユース）

２９，２５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１９，０１３円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

豪華伊勢エビ海鮮ゴルフパック
【プラン番号510-GIS】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２１，９５０円（税込）

・１Rセルフプレーと旬の食材と伊勢エビを丸ごと使用した贅沢な夕食がついたプランです。
（献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・伊勢海老 ・秋の食材の吹寄せ鍋（松茸など）
・カブと鮑の黄身ソース
・デザート
・握り寿司
・吸物
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。
〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

※GoToキャンペーン価格１４，２６８円

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１５，７３０円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２４，２００円（税込）

２２，２００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１４，４３０円

（ツインルームのシングルユース）

２４，４５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１５，８９３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２８，７００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１８，６５５円

（ツインルームのシングルユース）

３０，９５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格２０，１８８円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

贅沢アワビとキンキの海鮮ゴルフパック
【プラン番号510-GAW】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

・１Rセルフプレーと鮑の踊り焼きと厳選したキンキの煮魚が味わえる贅沢な夕食がついた
プランです。
（夕食献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・キンキの煮魚
・鮑の踊り焼き
・松茸の茶碗蒸し
・デザート ・握り寿司 ・吸物
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

※GoToキャンペーン価格１４，２６８円

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。
・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１５，７３０円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２１，９５０円（税込）

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２４，２００円（税込）

２２，２００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１４，４３０円

（ツインルームのシングルユース）

２４，４５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１５，８９３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２８，７００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１８，６５５円

（ツインルームのシングルユース）

３０，９５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格２０，１１８円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

常陸牛ステーキゴルフパック
【プラン番号510-GSU】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

・１Rセルフプレーと茨城のブランド牛【常陸牛】のステーキと新鮮な魚介の贅沢な夕食が
ついたプランです。
（夕食献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・秋の吹寄せ鍋 ・常陸牛のステーキ ・煮魚
・鮑の黄身ソース ・御造り５点盛
・デザート ・握り寿司 ・吸物
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

※GoToキャンペーン価格１３，５２０円

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。
・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１４，９８３円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２０，８００円（税込）

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２３，０５０円（税込）

２１，１００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１３，７１５円

（ツインルームのシングルユース）

２３，３５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１５，１７８円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２７，６００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１７，９４０円

（ツインルームのシングルユース）

２９，８５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１９，４０３円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

秋の味覚ゴルフパック
【プラン番号510-GMI】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

１６，９００円（税込）

・１Rセルフプレーと秋の味覚を楽しめる夕食がついたプランです。
（夕食献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・御造り５点盛 ・秋の食材の吹寄せ鍋（松茸など） ・煮魚
・牛ローストサラダ仕立て ・米茄子と牡蠣の田楽 ・デザート ・凌ぎ
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

※GoToキャンペーン価格１０，９８５円

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１２，４４８円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

１９，１５０円（税込）

１７，２００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１１，１８０円

（ツインルームのシングルユース）

１９，４５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１２，６４３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２３，６５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１５，３７３円

（ツインルームのシングルユース）

２５，９００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１６，８３５円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

・吸物

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

秋の満足ゴルフプラン
【プラン番号510-GMA】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

・１Rセルフプレーと品数は控えめ、料理長厳選の贅沢な秋の味覚を味わえる夕食がついた
プランです。
（夕食献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・御造り４点盛 ・松茸の小鍋仕立て ・煮魚
・カブと鮑の黄身ソース
・デザート
・握り寿司
・吸物
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

※GoToキャンペーン価格１６，１６３円

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。
・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１４，６２５円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２０，２５０円（税込）

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２２，５００円（税込）

２０，５５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１３，３５８円

（ツインルームのシングルユース）

２２，８００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１４，８２０円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２７，０００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１７，５５０円

（ツインルームのシングルユース）

２９，２５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１９，０１３円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

秋の贅沢ゴルフプラン
【プラン番号510-GZE】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

・１Rセルフプレーと料理長が厳選した旬の食材を堪能できる贅沢な夕食がついたプランで
す。
（夕食献立例：仕入れ状況により内容は変わることがございます。）
・前菜 ・御造り７点船盛 ・秋の食材の吹寄せ鍋（松茸など） ・煮魚
・牛ローストサラダ仕立て ・米茄子と牡蠣の田楽 ・デザート ・握り寿司 ・吸物
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

※GoToキャンペーン価格１４，２６８円

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。
・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１５，７３０円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

２１，９５０円（税込）

（ツインルームのシングルユース）

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

２４，２００円（税込）

２２，２００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１４，４３０円

（ツインルームのシングルユース）

２４，４５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１５，８９３円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２８，７００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１８，６５５円

（ツインルームのシングルユース）

３０，９５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格２０，１１８円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

旬の海鮮～彩（いろどり）～ゴルフパック
【プラン番号510-GI】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

・海が見えるゴルフ場でのプレーと量は少なめ、美味な夕食！
旬の海鮮をお楽しみ頂ける夕食が付いたプランです。
緑に囲まれた贅沢な環境で、ゆっくりとお過ごし下さい。
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

１３，５５０円（税込）

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格８，８０８円

（ツインルームのシングルユース）

１５，８００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１０，２７０円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ
本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

１３，８５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格９，００３円

（ツインルームのシングルユース）

１６，１００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１０，４６５円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２０，３００円（税込）
※GoToキャンペーン価格１３，１９５円

（ツインルームのシングルユース）

２２，５５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１４，６５８円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL

：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックイン
15：00～

旬の海鮮～宴（うたげ）～ゴルフパック

チェックアウト
10：00

【プラン番号510-GU】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

・海が見えるゴルフ場でのプレーと旬の海鮮を満喫、バランスの取れた逸品をお楽しみ頂
ける夕食がついたプランです。
緑に囲まれた贅沢な環境で、ゆっくりとお過ごし下さい。
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

１４，７００円（税込）

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格９，５５５円

（ツインルームのシングルユース）

１６，９５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１１，０１８円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ
本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

１４，９５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格９，７１８円

（ツインルームのシングルユース）

１７，２００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１１，１８０円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２１，４５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１３，９４３円

（ツインルームのシングルユース）

２３，７００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１５，４０５円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

チェックイン
15：00～

【GOTOトラベルキャンペーン割引対象】

チェックアウト
10：00

旬の海鮮～賑（にぎわい）～ゴルフパック
【プラン番号510-GN】
お食事

朝食・昼食・夕食

定員

１～４名様

お支払方法

ゴルフプレー

現地決済
１Ｒセルフプレー

〇ゴルフのプレー日により料金が変わります。
〇利用税を別途頂戴いたします。
〇希望日のプレー予約時間の確保を、お電話もしくはオンライン予約にてお願い致します。
〇ゴルフプレーのみキャンセルの場合でも下記クーポンは無効となり、宿泊のみのクーポ
ンに変更させて頂きます。

ご利用料金 １名様につき/
シングルルーム：１～２名１室利用
ツインルーム ：２～４名１室利用

月曜・金曜プレー（祝日除く）
パック代金

・１Rセルフプレーと料理長おすすめの品数豊富で満足の逸品をお楽しみ頂ける夕食がつい
たプランです。
緑に囲まれた贅沢な環境で、ゆっくりとお過ごし下さい。
※ゴルフパックのご案内を必ず ご一読の上ご利用ください。

１５，８００円（税込）

・２名様よりお承り致します。宿泊２日前１５時までにご予約下さい。

※GoToキャンペーン価格１０，２７０円

（ツインルームのシングルユース）

１８，０５０円（税込）

※GoToキャンペーン価格１１，７３３円

●GoToキャンペーン割引をご希望のお客様へ
本プランの予約申込みをした時点ではGoToトラベルキャンペーンの割引は適用されません。

火曜～木曜プレー（祝日除く）
パック代金

１６，０５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１０，４５０円

（ツインルームのシングルユース）

１８，３００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１１，８９５円

土曜・日曜・祝日プレー
パック代金

２２，５５０円（税込）
※GoToキャンペーン価格１４，６５８円

（ツインルームのシングルユース）

２４，８００円（税込）

※GoToキャンペーン価格１６，１２０円

当館は全室禁煙です。
喫煙は屋外喫煙所をご利用ください。

ご予約の後、外部サイトのSTAYNAVI(ステイナビ)サービスに移動し、GoToキャンペーン割引
きの手続きを行い、クーポンの発行をお願いいたします。
発行後、フロントにSTAYNAVIで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポン番号を
提示することにより割引が適用されます。

STAYNAVI

URL ：

https://staynavi.direct/

・ステイナビに会員登録してログインしてください。
・マイページにあるGo To トラベルクーポン券発行の宿・ホテルを選択。
・ホテル名を「茨城 グリーンパークホテル」で検索してください。
・予約情報を登録し、クーポンを本発行してください。

