
⑤【催行】

お申し込みの流れ

①【仮予約】
お電話

②【本予約】
ご利用申込書提出
（催行日の7日前迄）

③【本予約登録】
④【当日受付】

利用申込書提示
⑥【支払】
ショップレジ

①【仮予約】は、利用日の3ヵ月前から可能です。お電話で利用予定日時、空き状況の確認、利用目的、仮予約ご希望の旨をお伝えください。
②所定の利用申込書へ必要事項をご記入の上、ご利用日の7日前までに「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」へFAXもしくは郵送でお送りいただくか、

ご持参ください。
③「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」がご利用申込書を受け取り、内容を登録いたします。主催者様のご署名日が本予約日となります。
④当日、「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン ショップ」レジへお越しいただき、受付を行ってください。その際、利用申込書のご提示をお願いします。

⑤お客様ご自身にて設営等を行ってください。ご不明な点はお問い合わせください。
⑥当日、催行後に、設営前の状態に戻し、「焼酎の里 ファクトリーガーデン ショップ」レジにて料金をお支払いください。

概要

利用料金

霧島グラウンド・ゴルフコース ご利用案内

※時間厳守でお願いいたします。撤収等で利用時間を過ぎた場合、追加料金が発生いたします。
※本予約確定時の料金が適用されます。本予約後に利用時間等の変更・追加があった場合、追加・変更した料金が適用となります。
※ご利用料金は、予告なく変更する場合がございます。
※「営利利用」とは、入場料の徴収・募金・物品の販売・配布（サンプリング）・業として行う写真や動画撮影などをする利用をいいます。
※「学生利用」とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。運動会利用・スポーツ大会利用等、保護者の同伴をお願いします。

開園日 毎日

休園日 臨時休園あり　※年末年始及び施設の点検・修理・悪天候等のため、　臨時休園とする場合がございます。

利用可能時間 9:00～17:00

申し込み先
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン
TEL:0986-21-8111　FAX:0986-21-8112　電話受付時間9：00～17：00
〒885-0093宮崎県都城市志比田町5480番地

支払方法
当日、催行後に「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン ショップ」レジにて、お支払い
領収書発行可 　請求書払いについては、お取引状況によりご相談を承ります。

キャンセル料
ご利用日の7日前～3日前までのキャンセルで利用料(税込)の20％　ご利用日の前々日～前日まで50％
ご利用日の当日で100％　※雨天時はキャンセル料対象外

駐車場
約150台　「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」駐車場
レストラン等、他施設ご利用のお客様と共用になりますのでご注意ください。

2022.4.1

項目 仕様 単位 利用用途 利用料(税込) 備考

非営利利用 ¥2,000

営利利用 ¥3,000

学生利用 ¥1,000

非営利利用 ¥16,000

営利利用 ¥24,000

学生利用 ¥8,000

非営利利用 ¥32,000

営利利用 ¥48,000

学生利用 ¥16,000

電気利用料 100V15A 1時間 ¥550 管理棟内1口のみ

水道利用料 散水栓 1回 無料 撤収時、清掃用

音響利用料 音響機材・マイク 1回 ¥1,100 貸切利用者

貸出品（クラブ・ボール） グラウンド・ゴルフ貸出品 終日 \100/セット 10セットまで

スコアカード グラウンド・ゴルフ記録表 \10/枚

貸切
利用料

2面（80m×120m） 終日
設営・撤去時間含む

9:00～17:00

設営・撤去時間含む
9:00～17:00

1時間
貸切

利用料
1面（80m×60m）

貸切
利用料

1面（80m×60m） 終日
設営・撤去時間含む

9:00～17:00

ご利用にあたっての注意事項

・「霧島グラウンド・ゴルフコース 利用規約」を必ずご一読ください。
・申込時の申込者情報、使用目的、使用方法が事実と反した場合、また申込者の連絡先と連絡が取れない場合、申込取消またはご使用を

中断・退出していただきます。
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2022年 4月 1日 

 

霧島グラウンド・ゴルフコース 利用規約 

 

霧島グラウンド・ゴルフコースは、「日本グラウンド・ゴルフ協会」によって宮崎県内で初めて認定

された、公認グラウンド・ゴルフコースです。霧島グラウンド・ゴルフコースは、霧島酒造株式会社

（以下、「当社」という。）が、ご利用されるお客様に対し、交流や憩いの場を提供するために、運営

する施設です。 

なお、2面あるうちの１面は『多目的広場』として無料で開放しております。青少年の健全な育成

とスポーツ振興に寄与するためのスポーツ行事や地域の賑わい創出・交流のイベント会場としてご

利用いただけます。 

 

【霧島グラウンド・ゴルフコースの範囲および駐車場ご案内図】 

※別添地図をご参照ください。 

 

【利用について】 

※利用可能日…休館日、場内整備期間、イベント開催期間等により、ご利用できない期間を除い 

てご利用いただけます。 

 

（1） グラウンド・ゴルフ利用として 

毎日、2面あるうちの東側 1面をグラウンド・ゴルフに限定した交流の場としてご利用いただ

けます。時間帯により貸切予約が入っている際は、ご利用をお断りする場合がございます。 

利用時間 9:00～17:00 (ただし、利用可能日の範囲内に限ります) 

※大会開催の際は、事前のご予約が必要です。 

 

（2） 多目的広場として 

毎日、2面あるうちの西側 1面を憩いの場として、無料開放いたします。 

家族でのピクニックやお子様の遊び場としてもご利用いただけます。 

利用時間 9:00～17:00 (ただし、利用可能日の範囲内に限ります) 

※貸切にする際は、事前のご予約が必要です（有料）。 

 

（3） スポーツ利用として 

2面とも芝生内で行えるスポーツに限定し、会場としてご利用いただけます。 

利用申込者にて、一連の手続きをお願いいたします。（申込～催行～お支払） 

利用時間 9:00～17:00 (ただし、利用可能日の範囲内に限ります) 

※事前のご予約が必要です。 
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（4） 運動会利用として 

2面とも芝生内で行える運動会の会場としてご利用いただけます。 

利用申込者にて、一連の手続きをお願いいたします。（申込～催行～お支払） 

利用時間 9:00～17:00 (ただし、利用可能日の範囲内に限ります) 

※事前のご予約が必要です。 

 

（5） イベント利用として 

2面とも芝生内で行える行事や催し物会場としてご利用いただけます。 

利用申込者にて、一連の手続きをお願いいたします。（申込～催行～お支払） 

利用時間 9:00～17:00 (ただし利用可能日の範囲内に限ります) 

※事前のご予約が必要です。 

 

（6）その他のご利用について 

以下①～⑤のご利用については、当社の許可が必要です。 

① 行商、募金、その他これらに類するご利用。 

② 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類するご利用。 

③ 興行としてのご利用。 

④ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために霧島グラウンド・ゴルフコー

スの全部又は一部を独占してのご利用。 

⑤ その他、当社が、許可を必要と認める場合。 

 

①～⑤のご利用を希望される場合は、利用許可申請の手続きが必要となります。 

当社に対し利用申込書を提出し、内容の審査を受け、その行為が霧島グラウンド・ゴルフ

コースの運営に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可します。

また、許可を受けたときには、利用料金を収めていただきます。 
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【貸切利用申込の流れ】   

 

 

 

 

 

      

１．仮予約 

貸切利用申込は、ご利用予定日の 3ヶ月前からお電話にて受付けます。その際、日時・人

数・主催者・催事名称・内容及びご担当者様・ご連絡先をお知らせください。 

なお、仮予約は、本予約を保証するものではありません。仮予約をしている利用希望時間

帯に、別の本予約が入った場合、以降の利用申込をお受けできませんので、お早めに本

予約申込をお願いいたします。 

 

<申込先> 

焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン 

〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 5480番地 

TEL:0986-21-8111 FAX:0986-21-8112 

電話受付時間 9:00～17:00 

 

２．本予約 

当社ホームページより『霧島グラウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』をダウンロードし、

必要事項をご記入の上、当社へ FAX または郵送でお送りいただくか、ご持参ください。    

7 日前までに利用申込書をご提出いただけない場合、仮予約は取り消しさせていただきま

すので、ご了承ください。 

なお、『霧島グラウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』の提出にあたっては、本利用規約

に同意したものといたします。 

 

３．本予約登録 

当社が『霧島グラウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』を受け取り、内容を登録いたしま

す。なお、内容の確認のため、利用申込者に連絡をする場合がございます。連絡が取れ

ない場合は申込をお受けできないことがあります。また、本予約登録に際して、関係書類

（会社・団体概要等）をご提出いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

設営・撤去時の際、搬入スペースに車を乗り入れる場合には、本予約登録時に、占用利

用の場所等を記載した資料を添付し、申込んでください。 

 

 

 

＜仮予約＞ 

お電話 

0986-21-8111 

＜本予約＞ 

利用申込書提出 

（催行日７日前まで） 

＜本予約登録＞ 

記載内容確認の上 

当社にて登録 

＜催行＞ 
＜お支払＞ 

ショップレジ 
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(1)申込内容の変更 

利用申込確定後、申込内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 

改めて『霧島グラウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』を提出していただく場合があります。 

 

(２)申込の取り消し 

利用申込者ご自身の都合により、申込を取り消される場合は、キャンセル料を申し受ける

場合がございます。詳しくは後記の【利用料金およびキャンセル料】をご覧ください。 

 

４．催行 

当日、ご利用について設営等が必要な場合は、利用者ご自身にて行ってください。ご不

明な点はお問い合わせください。 

 

５．支払 

当日、利用終了後に、終了の報告とあわせて、ご利用料金をショップレジにてお支払いく

ださい。領収書がご入用の際は、お申し付けください。 

 

 

【貸切利用の承諾】 

申込の承諾は、利用申込者から提出いただいた『霧島グラウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』

に、当社にて必要事項を記入後、利用申込者へ FAX または E-mailによる送付等の方法で改めて、

ご連絡いたします。これをもって、申込者は利用の承諾をしたものといたします。申込した『霧島グラ

ウンド・ゴルフコース貸切利用申込書』の控えは当施設の利用終了時まで大切に保管ください。 
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【利用料金及びキャンセル料】 

（1） 利用料金 

項目 仕様 単位 利用用途 利用料(税込) 備考 

貸切 

利用料 
1面（80m×60m） 1時間 

非営利利用 ¥2,000 
設営・撤去時間含む 

9:00～17:00 
営利利用 ¥3,000 

学生利用 ¥1,000 

貸切 

利用料 
1面（80m×60m） 終日 

非営利利用 ¥16,000 
設営・撤去時間含む 

9:00～17:00 
営利利用 ¥24,000 

学生利用 ¥8,000 

貸切 

利用料 

全面(西面・東面) 

（80m×120m） 
終日 

非営利利用 ¥32,000 
設営・撤去時間含む 

9:00～17:00 
営利利用 ¥48,000 

学生利用 ¥16,000 

1日プレー利用料 
グラウンド・ゴルフ

入場料 
終日 個人利用 \200/日 グラウンド維持費 

貸出品 

(クラブ・ボール) 

グラウンド・ゴルフ

貸出料 
終日 個人利用 \100/セット 貸出 10セットまで 

スコアカード 
グラウンド・ゴルフ

記録表 
 個人利用 \10/枚  

管理棟 

音響利用料 
ワイヤレスマイク 1回  \1,100 貸切利用者用 

管理棟 

電気利用料 
100V15A 1時間  \550 

管理棟内 

1口のみ 

水道利用料 散水栓 1回  無料 
清掃等、原状回復 

のみ無料 

 

※1面（80m×60m）単位、1時間毎の利用価格です。 

※学生とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。 

※グラウンド・ゴルフ利用での貸切申込の際は、貸切利用料のみをお支払い下さい。 

※利用用途の判断がつけにくい場合はご相談ください。 

 

（2） キャンセル料 

(ア) 利用申込者の都合により、申込を取り消される場合は、以下の通りキャンセル料を申

し受ける場合があります。 

・ご利用日の 7日前～3日前までのキャンセルで利用料（税込）の 20% 

・ご利用日の前々日～前日までのキャンセルで利用料（税込）の 50% 

・ご利用日の当日でのキャンセルで利用料（税込）の 100% 
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(イ) 天災地変、その他の不可抗力等によりやむを得ずキャンセルされる場合は、ご相談

ください。 

(ウ) 次に該当する場合はキャンセル料の対象とはなりません。 

・当社の都合により当施設がご利用いただけなくなった場合 

・感染症の大規模流行等により、国、宮崎県または都城市から当社に対して営業自 

粛要請があった場合 

・荒天候（強風・台風・雷雨等）や雨天時により催事が行えない場合 

 

【予約の取消、使用中止】 

次のいずれかに該当する場合は、申込のお断り・取消しをさせていただきます。また、ご利用中に

判明した場合は中止・退場していただくことがございます。なお、その際に生じる利用申込者または

利用者のいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。 

 

（1） 当施設の利用目的を逸脱する恐れがあると認められる場合 

（2） 申込書の記載事項が実際と異なる場合 

（3） ご利用に際し、危険物の持込みをされようとした場合、または使用された場合 

（4） 当社、他の利用者および近隣の第三者に迷惑を及ぼした場合 

（5） 事前の許可なく、催事に際してのチケット販売元を当社とする場合 

（6） 当社の許可なく第三者に利用の権利を譲渡・転貸する目的で申込をした場合、または譲

渡・転貸した場合 

（7） 法令に違反あるいは公序良俗を乱す恐れがある場合 

（8） 政治活動・宗教活動に関する催事の場合 

（9） 利用申込者及び利用者が、暴力団・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者、

またはその構成員であると認められる場合。または利用者の役員および従業員または関

係者に、反社会的勢力と関係を有する者がいると認められる場合 

(10) その他、当施設の利用が、管理上および風紀上、不適切と当社が判断した場合 

(11) ご利用途中騒音で近隣の方より苦情が入った場合 

 

 

【ご利用時の注意・禁止事項】 

（1） ご利用に関する注意・禁止事項 

(ア) ゴミ箱は設置しておりません。各自ゴミの持ち帰り、美化にご協力ください。 

(イ) 芝生や竹等の採取・持ち出しは禁止です。また芝生を傷つける行為は禁止とします。 

(ウ) 小さいお子様をお連れの方はお子様から目を離さないようにご注意ください。 

(エ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内は禁煙となります。決められた場所での喫煙をお願

いします。 

(オ) 危険物（高圧ガス、ガソリン、灯油等）の持ち込みは禁止です。 
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(カ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内での火気利用（花火やバーベキュー等）は、原則とし

て禁止です。 

(キ) 手洗い場でのシャンプー、ボディーソープ、洗剤等の使用は禁止とします。 

(ク) 手洗い場やその他の洗面所で、カップ麺等の食べ残しを直接洗い流さないでくださ

い。 

(ケ) 無断でコンセント電源を使用しないでください。 

(コ) 発電機を使用する場合は、配置や管理方法等安全に充分に配慮してください。 

(サ) テント等を設置する際は、重りを置く等、安全に充分配慮して設置してください。 

またテントの固定器具を芝生へ杭打ちする場合、地中に散水管および排水管が埋

まっていますので、30cm以上深く打ち込まないようご注意ください。 

(シ) 荷物・貴重品等はご利用者の責任で管理してください。盗難、紛失等が発生しても、

当社は一切責任を負いません。 

(ス) 荷物のお預かりは、保管上のトラブルを避けるため原則としてお断りいたしておりま

す。あらかじめご了承ください。 

(セ) 焼酎製造工場敷地内の｢立ち入り禁止｣の場所には、立ち入らないでください。 

(ソ) 事故、災害等非常の場合は当社スタッフの指示に従ってください。 

(タ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内への自動車・自転車・バイクの持ち込み・乗り入れは

できません。 

(チ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内には、ペットを連れての入場はできません（ただし、補

助犬はその限りではありません）。 

(ツ) 多目的広場や屋外トイレ等の附帯設備について、利用者及びイベント参加者が汚し

た場合は、主催者が清掃を行ってください。 

(テ) 他の利用者や管理の迷惑等にならないようマナーを守ってご利用ください。マナー

の悪い利用者については、ご利用の中断または退場していただく場合や、次回から

ご利用をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 

(ト) 万が一、芝生や器物を破損および施設、設備を損傷させた場合は、速やかに「焼酎

の里 霧島ファクトリーガーデン」(0986-21-8111)へのご連絡をお願いいたします。 

 

（2） スポーツ及びイベント利用に関する注意・禁止事項 

(ア) ご利用当日は、当社でご利用内容を再度確認いたしますので、当日の利用開始前

に当社までお知らせ下さい。 

(イ) イベント等の貸切連続利用は、芝生を痛めないよう原則として最大 4 日間（金曜日・

土曜日・日曜日・月曜日）までとします。それ以上の日数の場合は、ご相談をお願い

します。 

(ウ) 利用時間が予約時間超過の場合は追加料金をいただきます。 

利用時間が予約時間に達しなかった場合の利用料金は、当初申込の時間の料金を

いただくことになりますので、あらかじめご了承のうえ、申込ください。 

(エ) 利用時間には、準備・後片付け（整備・清掃）・ミーティング等の時間も含まれていま

す。次の利用者に迷惑をかけないよう利用時間の遵守をお願いします。 



8 

 

(オ) ご利用後は後片付けをお願いします。その際、設置された器具は、整備・清掃を徹

底し、ご利用が終了したことを当社までお知らせください。なお、ご利用後の状況を

当社で確認させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。 

(カ) 水道利用は、後片付け時の清掃のみにご利用いただけます。それ以外の催事中に

常に水道を利用される際は、ご相談ください。 

(キ) ご利用に関して事前に借受けた設備、備品等がある場合は、他の利用者も使います

ので大切にお使いください。なお、ご使用に際しそれらに盗難、紛失、毀損等の被

害が発生した場合は責任を負っていただく場合もあります。利用者の責任で厳格な

管理をお願いします。 

(ク) ご利用の権利の転貸については禁止とさせていただきます。ただし、事前に当社の

許可を受けた場合に限り除外とします。申込内容と実際の利用者が異なる場合は、

ご利用を中止させていただくことがあります。 

(ケ) 高校生以下のご利用は、保護者（20 歳以上/高校生不可）管理のもとご利用をお願

いします。 

(コ) 霧島グラウンド・ゴルフ大会に際し、前日からの場所取りはご遠慮下さい。 

(サ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内へのバット（木製・金属製）、ゴルフクラブ、スケートボ

ード、キックボード（ブレーキの無いもの）、ドローン、ラジコン等の持ち込みや、野球、

ソフトボール、サッカー、テニス、射撃、弓道、やり投げ、ハンマー投げ、円盤投げ、

砲丸投げ等のスポーツ、他の利用者の迷惑になるものは利用禁止とします。 

(シ) 事故防止及び場内整理等のため、必要に応じて交通誘導員の手配をお願いします。 

(ス) 事故等による損害を補償するためのスポーツ保険等の加入については、利用者で

の管理をお願いします。 

(セ) ご利用中における事故(ケガ、盗難等を含む)、トラブル等については利用者の責任

での解決を図るとともに、当社への報告もお願いします。 

(ソ) 当社が後援・協賛する催事の場合は、当社の社名、およびロゴを使用することにつ

いては別途ご相談ください。無断でのご使用は固くお断りいたします。 

(タ) 催事に際し、ポスターやチラシ等を当社に設置することについては、当社に事前の

ご相談をお願いいたします。 

(チ) 荒天候(強風・台風・雷等)の場合は、お客様がプレーを希望されても施設側の判断

で中止とさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。  

※上記は、「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」 (0986-21-8111)までお問い合わ

せください。  

(ツ) 雨天を理由としたキャンセル・連絡なくご来場されない場合は料金発生の対象となり

ます。予め、ご了承ください。 

(テ) 霧島グラウンド・ゴルフコース内でサッカースパイクの着用は禁止です。 

霧島グラウンド・ゴルフコース内では運動靴、又は、トレーニングシューズをご使用く

ださい。 

(ト) 霧島グラウンド・ゴルフコース外へのボール等の飛び出しにはご注意ください。また、

故意にエリア外へ蹴り出す等の行為は禁止します。 
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(ナ) 霧島グラウンド・ゴルフコースエリア以外の場所（駐車場、メインストリート等）での練習

はお控えください。 

(ニ) イベント中にゴミが発生する場合は、ゴミ箱を設置する等、ゴミ処理の対策を行ってく

ださい。 

(ヌ) イベント中及び設営・撤去時に出たゴミは、主催者が責任を持って持ち帰ってくださ

い。持ち帰りが困難な場合は、指定業者に回収を依頼してください。 

 

 

【免責事項】 

当施設ご利用時に発生したトラブル・紛争等につきましては、利用者または申込者ご自身の責任に

て解決いただき、当社は一切の責任を負いません。なお、当社または第三者が損害を被った場合

は、利用申込者の責任と費用で賠償をしていただきます。 

 

また、霧島グラウンド・ゴルフコース内での事故や怪我、盗難につきましては、一切の責任を負いか

ねますので、くれぐれも注意してご利用ください。 

 

霧島グラウンド・ゴルフコース内は、原則として車両の乗り入れは禁止です（ただし、軽トラックの最

大積載量 350Kg 未満までは乗り入れ可）。イベント設営で車両を乗り入れたい場合は、コンパネ養

生材等を敷いてください。もし芝生を損傷させた場合は、主催者の責任と費用で賠償をしていただ

きます。 
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【霧島グラウンド・ゴルフコースの範囲および駐車場ご案内図】 

霧島グラウンド・ゴルフコースは、下図の      （赤点線枠）で囲まれた範囲になります 

 

 

 

               

東面 

(ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ) 

屋外トイレ 

◆霧島グラウンド・ゴルフコース（2面）ご案内 

【グラウンド・ゴルフコース（東面）】 

・公認グラウンド・ゴルフコースの優先コートになります。 

 大会開催の際は、事前のご予約が必要です。 

【多目的広場（西面）】 

・多目的広場として無料開放しております。催事やスポーツ行事向けの利用も可能です。 

１面貸切の場合、事前のご予約が必要です。内容により、全面貸切のご相談も可能です。 

南側休憩所 

北側休憩所 

西面 

(多目的広場) 

 

①お客様駐車場(24台) ③思いやり駐車場(2台) ④霧の蔵ベーカリー駐車場(10台) 

 

 

リー駐車場(10台)  

) 

⑦大型バス駐車場(6台) 

⑤霧の蔵ホール前駐車場(34台) 

④

◆

霧

島

グ

ラ

ウ

ン

ド・

ゴ

ル

フ

場

（ 2

面

）、

ご

利

用

の

ご

案

内 

【

グ

ラ

ウ

ン

グラウンド・ゴルフコース(80m×60m) 多目的広場(80m×60m) 

北 

南 

東 西 志比田工場 



霧島グラウンド・ゴルフコースおよび多目的広場の貸切利用を
下記の通り申し込みます。
1.申込者

2.催事名／主催者名

3.利用希望日（事前設営・撤去時間含む）

※利用時間には、事前の設営及び撤去の時間を含めて記入をお願いします

5.催事の用途（記入例：グラウンド・ゴルフ大会利用、イベント利用等） ※なるべく詳しくご記入ください

6.該当する利用用途にチェックを入れて下さい。(複数選択可) チェックが入った場合、営利の伴う利用となります。

7.緑枠線内のご利用ご希望の項目・備品等①～⑥にチェックを入れ、ご利用時間、利用面、料金、数量をご記入ください。

① 時 ～ 時

②

③

④

⑤

⑥

※貸切時間内に、事前の準備設営日及び撤去日の時間を含みます。

※1時間１面当たり(注1)の貸切利用単価･･･営利活動を伴う場合 3,000円、伴わない場合 2,000円、学生(注2)利用の場合、1,000円となります。

※全面貸切希望の際は、終日貸切利用の料金となります。(終日貸切利用単価･･･営利活動を伴う場合 48,000円、伴わない場合 32,000円、学生利用の場合、16,000円)

(注1)１面当たりの広さ：約80m×60m (注2)学生とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。

8.該当するものにチェックしてください。（「いいえ」が一つでもある場合はご利用できません）

※施設内とは霧島グラウンド・ゴルフコースおよび多目的広場のエリアをいいます。

ご利用規約の記載の内容をご確認の上、同意のご署名をお願いいたします。

また、本申込書のご記入時の日付を以って、本予約とさせていただきます。

これより以下は、記入は不要です。
※利用当日受付時に「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」㊞のある本利用申込書を受付にご提示ください。

上記内容を確認し、本予約を承りました。

20　　年　　月　　日
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン

2022.4.1

合計金額

当日の警備員配備を希望しますので、手配をお願いします。（ご紹介は無料です）

西面※

利用時間合計

時間

団体名 担当者名

項目

貸切利用料

電気利用料

時間帯/単位 料金（税込）

1時間/1口

貸出ｸﾗﾌﾞ/ﾎﾞｰﾙ 1ｾｯﾄ ¥100

ｽｺｱｶｰﾄﾞ 1枚 ¥10

東面

数量

1面(80m×60m)

ご住所: 〒 E-mail

名
計

@

才
（会社名） (保護者名)

TEL FAX 携帯

ふりがな ふりがな

催事名

 ＦＡＸ：０９８６－２１－８１１２

  焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン

ふりがな ふりがな 年齢

 ＴＥＬ：０９８６－２１－８１１１霧島グラウンド・ゴルフコース 貸切利用申込書

主催者名

4.予定利用者数
利用時間帯

～

日　　　付

確認項目

仕様

霧島グラウンド・ゴルフコースの利用ルールを遵守し、破損や混入の恐れがあるものを場内へ持ち込みません。

私および催事の参加者（主催者含む）は暴力団関係者でなく、その他反社会的団体にも属しておらず、また、関係もありません。

無断で施設の設備・備品および電気の使用、持ち出しはしません。

音響利用料 1回 音響機材・ﾏｲｸ ¥1,100

¥550

利用面へ〇

100V15A

当日10ｾｯﾄまで

使用後は責任をもって使用前の状態に復帰させ、ごみは持ち帰ります。

定められた場所以外での喫煙はしません。

無断で営利・行商・募金・配布活動行為は行いません。

ご署名日 　20　　年　　　月　　　日 ご署名：

施設内では利用規約とマナーを遵守し、他の利用者、霧島酒造(株)、および近隣の第三者に迷惑を掛ける行為はしません。

施設内での事故やケガについて、霧島酒造㈱に対して一切の責任を問いません。

-------------------------------------------------------------------------------------------
様

支配人 担当者 検収印

この申込書を提出後、規約に反することが判明した場合、催事の事前・最中を問わず利用を断られても異議ありません。

催事に際して、保険等の加入や、関係官公庁もしくは公的団体の許可申請、届出が必要な場合、自ら責任を持って届出します。

はい いいえ

入場料の徴収 募金 業として行う写真・動画撮影

配布（サンプリング）物品等の販売


	211210_ 【GG】利用案内（フロー他）
	220328_【GG】利用規約_火気利用なし -再起案用
	211210_【GG】霧島グラウンド・ゴルフコース 貸切利用申込書

