
【新型コロナウイルス対策サービス一覧】
新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、東海エリアの各ゴルフ場もアルコール消毒液の設置や定期的な換気、レストランの短縮営業など感染予防対策を講じております。

また、この状況を鑑みキャンセル料無料などのサービスを実施しているコースも増えてまいりました。下記に一覧をまとめましたのでご覧いただき、ゴルフ場選びにお役立てください。（5月11日時点）

ゴルフ倶楽部大樹 旭コース ・キャンセル料無料（5/31まで） お風呂の利用不可。

（愛知県豊田市／☎ ︎0565・68・2222）

ゴルフ倶楽部大樹 豊田コース ・キャンセル料無料（5/31まで） ・2B保証 お風呂の利用不可。

（愛知県豊田市／☎ ︎0565・49・0123） ・要望がある組のみスループレーを実施

新城カントリー倶楽部 ・キャンセル料無料 ・2B保証 ・3B保証 浴槽の利用中止（ロッカー、シャワーは利用可）。

（愛知県新城市／☎ ︎0536・26・1181）

鳴海カントリークラブ ・2B保証 ・スループレー枠の増加 2B保証は平日及び土日午後。軽食サービス（天むす＋豚汁＋ペットボトル）。

（名古屋市緑区／☎ ︎052・876・1531）

明智ゴルフ倶楽部 明智ゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可）。

（岐阜県恵那市／☎ ︎0573・54・3131） 朝食バイキングの中止。

明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可）。

（岐阜県加茂郡／☎ ︎0574・53・5500） 朝食バイキングの中止。

明智ゴルフ倶楽部 荘川ゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） ホテルの営業自粛（5/31まで）。1階サウナの営業自粛。

（岐阜県高山市／☎ ︎0576・92・3111） 夕食の営業自粛（5/31まで）

朝食バイキングの中止。

お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可）。

明智ゴルフ倶楽部 賑済寺ゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） ・スループレー枠の増加 シャワーの利用可。ゴルフスタイルでの来場を推奨。

（岐阜県美濃加茂市／☎ ︎0574・25・4111） 朝食バイキングの中止。

明智ゴルフ倶楽部 ひるかわゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可）。

（岐阜県中津川市／☎ ︎0573・45・3311） 朝食バイキングの中止。

明世カントリークラブ ・キャンセル料無料（5/31まで） 茶店はクローズ。

（岐阜県瑞浪市／☎ ︎0572・69・2326） お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可）。

アドニスゴルフクラブ ・キャンセル料無料 ・2B保証 ・3B保証 風呂の利用を中止。

（岐阜県恵那市／☎ ︎0573・48・3181） ・スループレー枠の増加

いわむらカントリークラブ ・スループレー枠の増加 お風呂の利用不可（シャワーのみ利用可能）。

（岐阜県恵那市／☎ ︎0573・43・4141） ・お弁当持参プラン 託児所の利用不可。バス送迎は一時停止。

大垣カントリー倶楽部 ・キャンセル料無料 ・2B保証 レストランに窓側一列の横並び席をご用意。

（岐阜県揖斐郡／☎ ︎0585・22・3103） ・スループレー枠の増加 昼食にテイクアウト可能な食事を提供中。

岐阜稲口ゴルフ倶楽部 ・全営業日季節料金よりメンバー500円、ビジター1,000円割引 レストラン・茶店・浴室をクローズ。

（岐阜県関市／☎ ︎0575・24・5822） ・全日スループレー ゴルフスタイルでの来場を推奨。

岐阜セントフィールドカントリー倶楽部 ・キャンセル料無料 ・2B保証（割増なし） ・3B保証（割増なし）

（岐阜県関市／☎ ︎0572・29・0888） ・スループレー枠の増加

岐阜本巣カントリークラブ ・キャンセル料無料 ・2B保証 ・3B保証 お風呂の利用不可（5/31まで）。

（岐阜県本巣市／☎ ︎0581・32・5136） ・スループレー枠の増加

さくらカントリークラブ ・キャンセル料無料 浴槽の使用不可、シャワーのみ利用可

（岐阜県加茂郡／☎ ︎0574・43・1111）
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シーダーヒルズカントリークラブ ・キャンセル料無料 ・2B保証 「時短ゴルフ」はハーフ終了時に日替わりの軽食を提供します。

（岐阜県関市／☎ ︎0575・29・0380） ・期間限定特定日完全スループレー「時短ゴルフ」

スプリングフィールドゴルフクラブ ・キャンセル料無料 来場者の検温を実施。限定メニューでの食事提供。対面座席を禁止。

（岐阜県多治見市／☎ ︎0572・25・1111） ・スループレー枠の増加 シャワーのみ利用可。

関ヶ原カントリークラブ ・スループレー枠の増加 プレー時の服装での来場可（上着の着用は任意）。

（岐阜県大垣市／☎ ︎0584・47・2321） シャワーのみ利用可。

東濃カントリー倶楽部 ・キャンセル料無料（5月末まで） シャワーのみ利用可

（岐阜県瑞浪市／☎ ︎0572・65・4111） ・スループレー枠の増加 食事の際はテーブル間隔を空け、換気をしています。

名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料（5/31まで） ・2B保証（5/31まで割増なし） 2B、3B割増なしはPGM WEBよりご予約をお願いします。

（岐阜県可児市／☎ ︎0574・65・6060） ・3B保証 ・スループレー枠の増加 朝スルー、午後スルー専用枠（食事別スループラン）をご用意。

花の木ゴルフクラブ ・キャンセル料無料（5/31まで） ・2B保証（割増なし） シャワーのみ利用可。・レストラン時短営業（10：00〜14：00、LO13：30）

（岐阜県瑞浪市／☎ ︎0572・68・9111） ・3B保証（割増なし） ・スループレー枠の増加（OUT トップ〜8：15、IN トップ〜9：52まで）

富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） 浴室及び脱衣所の全面閉鎖。5/16よりシャワーのみ利用可。

（岐阜県可児市／☎ ︎0574・64・1111） ・スループレー枠の増加 朝食バイキングの中止、お皿に盛り付けた形式でご提供。

スループレー希望のお客様は、当日フロントにてご確認ください。

ゴルフスタイルでの来場を推奨。

富士カントリー可児クラブ 美濃ゴルフ場 ・キャンセル料無料（5/31まで） 浴室及び脱衣所の全面閉鎖。5/16よりシャワーのみ利用可。

（岐阜県可児市／☎ ︎0574・64・2811） ・スループレー枠の増加 朝食バイキングの中止、お皿に盛り付けた形式でご提供。

スループレー希望のお客様は、当日フロントにてご確認ください。

ゴルフスタイルでの来場を推奨。

瑞浪高原ゴルフ倶楽部 ・2B保証 ・3B保証 5月は東南西全てのコースにて昼食なしのスループレーとなります。

（岐阜県瑞浪市／☎ ︎0572・68・2126） ・スループレー枠の増加 朝のレストラン・茶店・浴室の利用不可。

メダリオン・ベルグラビアリゾート ・キャンセル料無料（5/31まで） ・2B保証 ・3B保証 キャンセル料無料は体調不良などコロナ関連の場合のみ。 ※天候不良が理由の場合は対象外

（岐阜県恵那市／☎ ︎0573・52・2212） ・スループレー枠の新設 レストランの営業は11:00～16:30。

養老カントリークラブ ・2B保証（＋1,100円） ・3B保証 コンペ後のパーティー中止（5月）。

（岐阜県大垣市／☎ ︎0584・45・2330） ・スループレー枠の増加 浴室の利用不可。

レイクグリーンゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 ・2B保証 ゴルフスタイルでの来場を推奨。

（岐阜県可児市／☎ ︎0574・67・5555） ・スループレー枠の増加 シャワーのみ利用可。

ワールドレイクゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 ・2B保証 ゴルフスタイルでの来場を推奨。

（岐阜県可児市／☎ ︎0574・67・6600） ・スループレー枠の増加 シャワーのみ利用可。



一志ゴルフ倶楽部 ・2B保証 レストランの時短営業（ランチ時のみ）。土日祝の茶店クローズ。

（三重県津市／☎ ︎059・293・6868） ・スループレー枠の増加 お風呂利用不可。

近鉄浜島カンツリークラブ ・キャンセル料無料 5/31まで臨時休業。

（三重県志摩市／☎ ︎0599・52・1141）

榊原温泉ゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 超音波消毒加湿器を設置。

（三重県津市／☎ ︎059・252・3535）

榊原ゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 平日のみ1B保証あり。

（三重県津市／☎ ︎059・264・0050） ・スループレー枠の増加 レストランの時短営業（ランチ時のみ）。

ザ・サードプレースカントリークラブ ・キャンセル料無料 ・2B保証 レストラン営業休止のため昼食持ち込み可。

（三重県津市／☎ ︎059・262・5522） ・全日スループレー シャワー、ロッカーは利用不可。

タートルエースゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 レストラン、ラウンジ、お風呂の使用不可。

（三重県亀山市／☎ ︎0595・83・1212） ・スループレー枠の増加 シャワーのみ利用可。

名松・ゴルフクラブ ・キャンセル料無料

（三重県津市／ ︎︎☎ ︎059・294・7241） ・スループレー枠の増加

三重カンツリークラブ ・全日スループレー レストラン・売店の利用不可。浴室・脱衣所の利用不可。

（三重県三重郡／☎ ︎059・392・3161） 練習場の営業は16：00まで。プレー時の服装での来場を推奨。

メナードカントリークラブ 青山コース ・キャンセル料無料 ・2B保証 ・3B保証 4/22～5/6まで臨時休業。

（三重県伊賀市／☎ ︎0595・54・1311）

ルート25ゴルフクラブ ・キャンセル料無料 レストランは昼食のみ営業。

（三重県伊賀市／☎ ︎0595・45・7070） キャディバッグの積み下ろしは全てセルフでお願いしております。

六石ゴルフ倶楽部 ・キャンセル料無料 お風呂、コース売店はクローズ。

（三重県いなべ市／☎ ︎0592・72・3611） ・スループレー枠の増加 プレー時の服装で来場可（ジャケットなど上着は不要）。

ローモンドカントリー倶楽部 ・キャンセル料無料 ・全日2B保証（6月末まで）・3B保証

（三重県亀山市／☎ ︎0595・85・1000） ・スループレー枠の増加

掛川グリーンヒルカントリークラブ ・キャンセル料無料 ・2B保証 ・3B保証

（静岡県掛川市／☎ ︎0537・26・1155）

5月13日現在の情報になります。詳細は各ゴルフ場までお問い合わせください。
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