
Golf Pack
広島エアポートホテル＆フォレストヒルズガーデンPresent’s

ホテル＆コテージからお選びいただけます。

広島エアポートホテル

早いスタートにも安心のご朝食
広島エアポートホテル１F　レストラン「アチェロ」
6：00～9：30（※最終入店9：00）

ご夕食・懇親会もホテルで。ミーティング会場も完備。
ご夕食は、洋食・和食・イタリアンよりお選びいただけます。
<宴会場の場合>　お料理(洋食)6,000円～ 飲み放題2,200円～

レストラン  アチェロ
朝食／6：00～9：30（最終入店／9：00）
昼食／11：00～14：30（LO／14：00）
夕食／17：00～20：30（LO／20：00）
定休日／なし ※営業時間・定休日は変更する場合がございます。

日本料理  矼
昼食／11：00～14：30（LO／14：00）
夕食／17：00～20：30（LO／20：00）
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）

リストランテ  フォルネッロ
昼食／11：30～14：30（オーダーストップ／14：00）
夕食／17：00～20：00（オーダーストップ／19：30）
定休日／火曜（祝日の場合は翌日）
※貸切はご相談にて承ります。

Golf Pack
ご利用期間

2022年9月1日～2023年3月31日

ご予約・お問合せ

TEL（0848）60-8111  FAX（0848）60-8222 広島エアポートホテル（代表）まで

中面掲載料金は、ツインルーム
１室２名様利用時の料金です。

※休前日は1,000円追加
※シングルルームは500円追加
※トリプルルームは500円引き

フォレストヒルズガーデン
マウンテンコテージ
1棟3～6名利用可能
※料金および詳細はお問い合わせください。

宿　泊

レストランのご紹介食事・会議

広島エアポートホテル＆フォレストヒルズガーデン
Present’s

お得で便利なゴルフパックのご案内※写真はイメージです

ゆったりと寛げるお部屋。
そして、友と過ごす代えがたい時間。
優雅でありながらシンプルな
そんなシーンを存分にお楽しみください。

http://www.h-airporthotel.co.jp

広島エアポートホテル ■  空港から徒歩でのアクセス

■  お車でのアクセスフォレストヒルズガーデン

〒７２９-０４１６  広島県三原市本郷町善入寺６４-２５
ＴＥＬ：０８４８-６０-８１１１　ＦＡＸ：０８４８-６０-８２２２

〒７２９-０４１５  広島県三原市本郷町上北方１３６１
ＴＥＬ：０８４８-６０-８２１１　ＦＡＸ：０８４８-６０-８２１９

山陽自動車道  河内I.C.／本郷I.Cから約５分
国道２号線
竹原市新庄町交差点より約１０分
本郷町交差点より約１０分

広島空港から遊歩道で徒歩５分

※表記金額は全てサービス料・消費税（10％）が含まれております。

※写真はイメージです



広島エアポートホテル＆フォレストヒルズガーデンPresent’s

Golf Pack お得で便利な

ゴルフパックの

ご案内

広島エアポートホテル＆
フォレストヒルズガーデンコテージ
からお選びいただけます。

お泊りの詳細は
裏面をご覧ください

◎記載の料金は税金（10％）・サービス料を含むツインルーム平日ご宿泊のお一人様
料金です。ご予約は2名様より承ります。
◎料金は変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

フォレストヒルズゴルフ&リゾート
賀茂カントリークラブ
安芸カントリークラブ

※送迎先ゴルフ場は上記に限ります

ホテル 広島空港

ゴルフ場

Forest Hills Golf & Resort
フォレストヒルズ ゴルフ＆リゾート

ゴルフ本来の楽しさを存分に味わえます

期　間 プレー日
平日
土日祝
平日
土日祝
平日
土日祝
平日
土日祝

お一人様料金

4～6月

10～12月

1～2月

7～9月、3月

￥　　    ～13,910
￥　　    ～18,090
￥　　    ～13,910
￥　　    ～17,540
￥　　    ～14,220
￥　　    ～19,060
￥　　    ～13,910
￥　　    ～16,880

Official HP

Green Birds Golf Club
グリーンバーズゴルフ倶楽部

繰り返し訪れるほどに深まってゆく味わい

お一人様料金

￥14,300～￥20,950

期　間 プレー日
平日
土日祝
平日
土日祝

お一人様料金

1・2・7・8月

4～6月
9～11月

￥　　　～16,400
￥　　　～18,400
￥　　　～17,700
￥　　　～23,250

平日
土日祝

3・12月 ￥　　　～17,050
￥　　　～20,100

Official HP

Hakuryuko Country Club
白竜湖カントリークラブ

雄大に攻められる、広 と々したコースです

期　間 プレー日
平日
土日祝

お一人様料金

年間共通 ￥　　　～16,309
￥　　　～20,423

Official HP

Kamo Country Club
賀茂カントリークラブ

賀茂台地の自然を生かした雄大な丘陵林間コース

Official HP

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます お一人様

４bag￥3,850
３bag￥4,950
２bag￥4,950

全日程OK
カートフィー キャディーフィー ツーサム
土日祝のみ追加あり
３bag￥550
２bag￥1,650

お一人様
４bag￥4,400
３bag￥6,050
２bag￥8,800

平日のみOK
※ゴルフ場利用税は
別途ゴルフ場にて
お支払いください

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます お一人様

４bag￥4,125
３bag￥5,500
２bag￥8,250

平日のみOK
追加￥880

Aki Country Club
安芸カントリークラブ

名勝負を見守り続けてきた風格の舞台

期　間 プレー日
平日
土日祝

お一人様料金

年間共通 ￥　　　～15,920
￥　　　～20,630

Official HP

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます お一人様

４bag￥3,360
３bag￥4,070
２bag￥6,090

全日程OK
お一人様
平　日￥1,100
土日祝￥3,300

Kyoran Country Club
京覧カントリークラブ

県内有数の27ホールをご堪能いただけます

期　間 プレー日
平日
土祝

お一人様料金

年間共通
（昼食付）

￥　　　～15,300
￥　　　～17,900

日曜日 ￥　　　～18,900

Official HP

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます キャディーなし

セルフのみです
全日程OK
お一人様￥1，800

Setouchi Golf Resort
瀬戸内ゴルフリゾート

瀬戸内海を眺望できる、最高のロケーション

期　間 プレー日
平日
土日祝

お一人様料金

年間共通
（昼食付）

￥　　　～16,080
￥　　　～22,080

Official HP

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます
※ゴルフ場利用税は
　別途ゴルフ場にて
　お支払いください

キャディーなし
セルフのみです

全日OK
平日      追加￥330
土日祝  追加￥1,100

Takehara Country Club
竹原カントリークラブ

雄大な自然がいきる、岡本綾子プロの監修コース

Official HP

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます キャディーなし

セルフのみです
※土日祝の3bagは
　お一人様￥1,100

平日のみ可
※ゴルフ場利用税は
　別途ゴルフ場にて
　お支払いください

Hongo Country Club
本郷カントリークラブ 飛行機でご到着のお客様

ホテル・空港・ゴルフ場間
無料送迎いたします

110万㎡の広い敷地にレイアウトされた18ホール

Official HP

カートフィー キャディーフィー
　　　　　　　　　
　　

キャディーなし
セルフのみです
※土日祝の3bagは
　お一人様￥1,100

料金に含みます　　
　　

ツーサム不可
※ゴルフ場利用税は
　別途ゴルフ場にて
　お支払いください

カートフィー キャディーフィー ツーサム
料金に含みます キャディーなし

セルフのみです
土日祝不可
（1月2月は可）

期　間 プレー日
平日
土日祝
平日
土日祝

お一人様料金

4～6月
10月～12月

7～9月
1月～3月

￥　　　～13,600
￥　　　～18,000
￥　　　～13,100
￥　　　～17,000

期　間 プレー日
平日
土日祝
平日
土日祝

お一人様料金

7～9月
1月～3月

4～6月
10月～12月

￥　　　～14,400
￥　　　～18,400
￥　　　～14,000
￥　　　～17,600

〒739-2208
広島県東広島市河内町
入野11957-6

TEL : 082-437-1115
FAX : 082-437-1757

〒723-0132
広島県三原市長谷町291

TEL : 0848-66-2211
FAX : 0848-66-2214

〒725-0013
広島県竹原市吉名町831

TEL : 0846-23-4141
FAX : 0846-23-4143

〒725-0011　広島県竹原市小梨町字堂平 2022

TEL : 0846-22-3010　FAX : 0846-22-3011

〒739-2113　広島県東広島市高屋町高屋東4102

TEL : 082-434-1234　FAX : 082-434-1238〒729-0416　広島県三原市本郷町善入寺64-10

TEL : 0848-86-8222  FAX : 0848-86-8282

〒729-0413　広島県三原市本郷町南方字松屋根1251-1

TEL : 0848-86-5155　FAX : 0848-86-5156

〒729-1321
広島県三原市大和町
和木3262

TEL : 0847-34-0111
FAX : 0847-34-0704

〒729-1211
広島県三原市大和町
大草20905番37

TEL : 0847-33-1751
FAX : 0847-33-1753

2S 2S

2S

2S 2S

2S 2S 2S

三原市

瀬戸内ゴルフリゾート

竹原カントリークラブ 本郷カントリークラブ

京覧カントリークラブ

グリーンバーズゴルフ倶楽部

白竜湖カントリークラブ

賀茂カントリークラブ

安芸カントリークラブ

フォレストヒルズ
ゴルフ＆リゾート

三原久井IC

本郷IC 広島エアポートホテル
フォレストヒルズガーデン

竹原市

東広島市

山陽本線

呉線

呉線

個性あふれる9か所の
ゴルフ場からお選びいただけます。

お車で
約10分

お車で
約30分

お車で
約40分

お車で
約30分

お車で
約30分

お車で
約15分

お車で
約20分

お車で
約20分

お車で
約5分

※日によって変わりますのでお問い合わせください。


