
いまなら。プライスで

会心のショット！ ゴルフプラン
〈プラン対象期間：令和2年12月1日～令和3年2月28日の平日〉※お申し込みは1月31日迄

〈ゴルフ・宿泊セットプライス〉

〈ゴルフ・宿泊セットプライス〉

万葉若草の宿 三笠

奈良ロイヤルホテル

21,000円 6,000円

22,000円 7,000円
※1泊2食宿泊代、基本プレー代金が含まれます。
※基本4名参加での価格設定になります。

※1泊2食宿泊代、基本プレー代金が含まれます。
※基本4名参加での価格設定になります。

太鼓判・花夢花夢

23,000円 8,000円

吉野の雄大な自然に調和する
正統派チャンピオンコースでプレー！
世界遺産・吉野山のアットホームな宿で
思い出を！

奈良名阪

ゴルフクラブ
奈良万葉

カンツリー倶
楽部

花吉野カンツ
リー倶楽部

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会



火 日期間[ [ Hotel Wisteria NARA宿泊[ [
ゴルフ場

奈良若草カントリー倶楽部

ヤマトカントリークラブ

奈良万葉カンツリー倶楽部

ムロウ３６ゴルフクラブ
＊コース：宝池

※ メニューによっては差額が生じる場合があります。
昼食付※ 乗用カート 2サム保証付き

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920 2122232425262728293031
12月
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土日祝日プラン
1泊＋1G  ¥6,000 ～  ¥6,000 ～ 

平日プラン
1泊＋1G  ¥4,000  ¥4,000 

奈良名阪ゴルフクラブ

01月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920 2122232425262728293031

B B B

B B B A A AA A A AA A A AA A A A AA AB B B B B B B B B B
割引前旅行代金：14000円
いまなら。キャンペーン割引額：10000円
割引後旅行代金：4000円

A ¥4,000
1泊+1G
(自己負担額)

割引前旅行代金：21000円以上
いまなら。キャンペーン割引額：15000円～
割引後旅行代金：6000円～

B ¥6,000～
1泊+1G

(自己負担額)

割引前旅行代金：14000円
いまなら。キャンペーン割引額：10000円
割引後旅行代金：4000円

割引前旅行代金：21000円以上
いまなら。キャンペーン割引額：15000円～
割引後旅行代金：6000円～(自己負担額)

(自己負担額)

Hotel Wisteria NARA
ADDRESS: 〒630-8114 奈良県奈良市芝辻町２５-５
TEL: 0742-20-1233  | info@hotelwisteria.jp



菊水楼で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（一社）奈良県旅行業協会

古都・奈良  日本の伝統舞踊に触れる…

14,000円のご昼食プラン
【14,000円プラン】を4,000円でご購入いただいた場合

4,000円
芸舞子２名付きお食事プラン  １０名様以上ご利用



〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

夕食 芸舞付プラン

21,000円のご夕食プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円（自己負担額）

菊水楼で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

古都・奈良  日本の伝統舞踊に触れる…

芸舞子２名付きお食事プラン  １０名様以上ご利用



〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

21,000円のご宿泊プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円（自己負担額）

井谷屋で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

大和國 花の御寺長谷寺僧侶案内による特別拝観、平日限定宿泊プラン

宿泊 ＋ 夕食時飲み物 ＋ 長谷寺僧侶案内特別拝観

※休前日及び２名様１室利用につきましては別途ご相談下さい。

１１月は、３名１室以上



〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

21,000円のご宿泊プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円（自己負担額）

井谷屋で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

大和國 花の御寺長谷寺僧侶案内による特別拝観、平日限定宿泊プラン

※休前日及び２名様１室利用につきましては別途ご相談下さい。

宿泊 ＋ 夕食時飲み物 ＋ 長谷寺僧侶案内特別拝観 ＋ お土産付き

１2月は、３名１室以上



ヤマトカントリークラブ
大和青垣の歴史と豊かな自然美の中に、雄大に拡がる、
ゆったりとセパレートされた27ホール・トーナメントコース。
四季折々に乱れ咲く花の名前をそのままに名付けられた
「さつき」「あしび」「さざんか」のそれぞれの個性が主張する3コース。

通常1泊2名様1室
【ご宿泊ご利用例】

6,000円

※客室の写真はイメージです。※客室を指定することは出来ません。 ※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

21,000円
クーポンご利用で

【税金・サービス料込】 【税金・サービス料込】

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
いまならキャンペーン/ゴルフ（昼食付）と宿泊（夕食付）プラン

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
前すぐ

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（自己負担額）



※２サムはお受けできません。※ゴルフ場でのドリンク代やゴルフ場館内にてご利用になられたその他
の追加代金は、当日各自ご精算となります。※キャンセルの場合、ホテルとは別に各ゴルフ場規約に基づ
いて、発生致します。

八重桜カントリークラブ
距離がたっぷりあり、フェアウェイも広いコースなのでダイナミックな
プレイが楽しめます。名物の９番ホールはメンタルな要素が多い。（OUT）
変化に富んだメンタルなコース。技巧を要するホールが多い。（IN）

通常1泊2名様1室
【ご宿泊ご利用例】

6,000円

※客室の写真はイメージです。※客室を指定することは出来ません。 ※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

21,000円
クーポンご利用で

【税金・サービス料込】 【税金・サービス料込】

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
いまならキャンペーン/ゴルフ（昼食付）と宿泊（夕食付）プラン

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
前すぐ

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（自己負担額）



通常1泊2名様1室
【ご宿泊ご利用例】

6,000円

※客室の写真はイメージです。※客室を指定することは出来ません。 ※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

21,000円
クーポンご利用で

【税金・サービス料込】 【税金・サービス料込】

奈良万葉カンツリー倶楽部
大和青垣国定公園内の丘陵地に広がる18ホール。
杉・松・檜などの樹木に加えて、
要所に配された池が美しい景観を見せる。

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

（一社）奈良県旅行業協会

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！
いまならキャンペーン/ゴルフ（昼食付）と宿泊（夕食付）プラン

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
前すぐ

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（自己負担額）

※２サムはお受けできません。※ゴルフ場でのドリンク代やゴルフ場館内にてご利用になられたその他
の追加代金は、当日各自ご精算となります。※キャンセルの場合、ホテルとは別に各ゴルフ場規約に基づ
いて、発生致します。



21,000円のご宴会プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！

（自己負担額）

いまならキャンペーン/宿泊なしプラン  ゴルフ（昼食付）と食事（飲み放題付）

※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（一社）奈良県旅行業協会

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
すぐ前

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス

ヤマトカントリークラブ
大和青垣の歴史と豊かな自然美の中に、雄大に拡がる、
ゆったりとセパレートされた27ホール・トーナメントコース。
四季折々に乱れ咲く花の名前をそのままに名付けられた
「さつき」「あしび」「さざんか」のそれぞれの個性が主張する3コース。

※２サムはお受けできません。※ゴルフ場でのドリンク代やゴルフ場館内にてご利用になられたその他
の追加代金は、当日各自ご精算となります。※キャンセルの場合、ホテルとは別に各ゴルフ場規約に基づ
いて、発生致します。



21,000円のご宴会プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！

※２サムはお受けできません。※ゴルフ場でのドリンク代やゴルフ場館内にてご利用になられたその他
の追加代金は、当日各自ご精算となります。※キャンセルの場合、ホテルとは別に各ゴルフ場規約に基づ
いて、発生致します。

八重桜カントリークラブ
距離がたっぷりあり、フェアウェイも広いコースなのでダイナミックな
プレイが楽しめます。名物の９番ホールはメンタルな要素が多い。（OUT）
変化に富んだメンタルなコース。技巧を要するホールが多い。（IN）

（自己負担額）

いまならキャンペーン/宿泊なしプラン  ゴルフ（昼食付）と食事（飲み放題付）

※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（一社）奈良県旅行業協会

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
すぐ前

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス



21,000円のご宴会プラン
【21,000円プラン】を6,000円でご購入いただいた場合

6,000円

平日限定

ホテル花小路で「いまなら。キャンペーン」クーポンが使えます！

（自己負担額）

いまならキャンペーン/宿泊なしプラン  ゴルフ（昼食付）と食事（飲み放題付）

※季節によって料理内容は変更されることもございます。
※写真はイメージです。

「飛鳥鍋コース」と「牛すき鍋コース」をお選び頂けます。

（一社）奈良県旅行業協会

〈企画〉

一般社団法人 奈良県旅行業協会

【宿泊受付可能日　令和2年11月2日～令和3年2月28日】

（土日祝はUP料金になります。ご相談ください）近鉄
奈良駅
すぐ前

※駐車場は柴田モータープールとなります。（HPに詳細有）駐車場無料サービス

奈良万葉カンツリー倶楽部
大和青垣国定公園内の丘陵地に広がる18ホール。
杉・松・檜などの樹木に加えて、
要所に配された池が美しい景観を見せる。

※２サムはお受けできません。※ゴルフ場でのドリンク代やゴルフ場館内にてご利用になられたその他
の追加代金は、当日各自ご精算となります。※キャンセルの場合、ホテルとは別に各ゴルフ場規約に基づ
いて、発生致します。


