
Booking for sport facilities and piano room can be made 3 days in advance.

住戶可於3天內預留體育設施及鋼琴室。

スポーツ施設と音樂室のご予約は三日前より承ります。

Health Spa / Swimming Pool Guest Card ($40 per person) and Gymnasium Guest Card ($20 per person) are available at the clubhouse reception 
counter, and the guest should be accompanied by a Palisades Club Member while using the facility.

訪客如需使用健康水療室/泳池/健身室，請向接待處購買訪客証(健康水療室/泳池港幣四十元正，健身室港幣二十元正)，並在寶馬山花園會員陪同下方可使用該設施。

訪問客がクラブハウスの施設：サウナー、水泳プールまたはジムをご利用したい場合はクラブハウスの受付にビジターカード（サウナーとプールはHK$40、ジムは
HK$20）を買ってから、クラブハウスのメンバーが訪問客を同伴して施設を利用することです。

ENQURIES HOTLINE: 2570 2316

CLUB HOUSE FACILITY CHARGES
會所設施收費 ／クラブ施設価格表
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CLUB HOUSE FACILITY CHARGES
會所設施收費 ／クラブ施設価格表

FACILITIES
設施項目 / 施設名

CHARGES
收費 / 費用

REMARKS
備註 / 注意事項

OPENING HOURS
開放時間 / 開閉時間

Café
餐廳
レストラン

–

Alcohol will only be sold to person(s) 
aged 18 or above
含酒精成份飲品, 只售予年齡十八歲或以上之人士
アルコール飲料が18才以上の大人のみに売れます

12:00 – 22:00 
(Mon – Thur)
12:00 – 23:00

(Fri & Sat)
11:00 – 22:00
(Sun & P.H.)

Port Room
宴會室
ポートルーム

$100 / Hour
每小時港幣
一百元正

Alcohol will only be sold to person(s) 
aged 18 or above
含酒精成份飲品, 只售予年齡十八歲或以上之人士
アルコール飲料が18才以上の大人のみに売れます

Port Room / Champagne Room / Drawing 
Room / Party Room rental minimum 2 hours
宴會室/兒童中心/派對室最少租用二小時
ポートルーム・シャンペン ルーム・ドローイング 
ルーム・パーティルームのご予約は二時間以上から
承ります

For Majong playing start from 14:00 – 22:00
麻雀耍樂由下午二時至晚上十時
麻雀の時間帯は午後2時から夜10時までになります

12:00 – 22:00
Champagne Room
宴會室
シャンペンルーム

Drawing Room
宴會室
ドローイングルーム

Internet Corner (Café)
上網小天地 (餐廳)
インターネットコーナー
(レストラン)

Free of 
charge

免費 / 無料
–

12:00 – 22:00
(Mon – Thur)
12:00 – 23:00

(Fri & Sat)
11:00 – 22:00
(Sun & P.H.)

Gymnasium
健身室
ジム

Free of 
charge

免費 / 無料

Users must be aged 16 or above
使用者必須年滿十六歲
16才以上の使用者のみ

07:00 – 22:00
(Sun – Thur)
07:00 – 23:00

(Fri & Sat) 



CLUB HOUSE FACILITY CHARGES
會所設施收費 ／クラブ施設価格表

2

Booking for sport facilities and piano room can be made 3 days in advance.
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FACILITIES
設施項目 / 施設名

CHARGES
收費 / 費用

REMARKS
備註 / 注意事項

OPENING HOURS
開放時間 / 開閉時間

Tennis Court
網球場
テニスコート1&2

$33 ($55)*
 / Hour

每小時港幣
三十三

(五十五)* 
元正

Racket rental: $20 each
User must be in appropriate sports attire
網球拍租用: 每支$20
使用者必須穿著整齊運動服裝
ラケットの賃金は$20です
使用者は必ず運動服をご着用ください

* A surcharge for tennis court will be imposed on Monday 
to Friday night after 6 p.m. and whole day of Saturday, 
Sunday and Public Holiday 
網球場附加費將於逄星期一至五晚上六時後，星期六、日及公眾
假期全日收取 
毎週の月曜日から金曜日午後6時以後、また土曜日、日曜日と祝
日のテニスコートのご予約は、追加料金を請求いたします

07:00 – 22:00

Aerobic Room
健康舞室
エアロビクスルーム

$100 / Hour
每小時港幣
一百元正

Age under 12 must be accompanied 
by their guardians
十二歲以下之人士，必須由監護人陪同使用
12才以下の方は必ず保護者と伴ってご使用ください

07:00 – 22:00

Billiard Room
桌球室
ビリヤードルーム

$40 / Hour
每小時港幣
四十元正

Age under 16 must be accompanied 
by their guardians
十六歲以下之人士，必須由監護人陪同使用
16才以下の方は必ず保護者と伴ってご使用ください

07:00 – 22:00

Squash / Badminton Court
壁球場 / 羽毛球埸
スカッシュ／
バドミントンコート

$20 / Hour
每小時港幣
二十元正

Racket rental: $20 each
User must be in appropriate sports attire
球拍租用﹕每支$20
使用者必須穿著整齊運動服裝
ラケットの賃金は$20
使用者は必ず運動服をご着用ください

07:00 – 22:00

Table Tennis Court
乒乓球室
卓球室

$20 / Hour
每小時港幣
二十元正

Table Tennis bat rental: free of charge
User must be in appropriate sports attire
免費提供乒乓球拍
使用者必須穿著整齊運動服裝
卓球ラケットは無料です
使用者は必ず運動服をご着用ください

07:00 – 22:00
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Booking for sport facilities and piano room can be made 3 days in advance.
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FACILITIES
設施項目 / 施設名

CHARGES
收費 / 費用

REMARKS
備註 / 注意事項

OPENING HOURS
開放時間 / 開閉時間

Basketball Hall
籃球場
バスケットルーム

$20 / Hour
每小時港幣
二十元正

Maximum 6 pax
最多六人使用
最大六人様共にご使用ください

07:00 – 22:00

Lounge
休息室
ラウンジ

Free of 
charge

免費 / 無料
– 09:00 – 22:00

Library
圖書館
図書館

Free of 
charge

免費 / 無料
– 09:00 – 22:00

Children’s Playroom
兒童中心
子供用ゲームルーム

Free of 
charge

免費 / 無料

Users must be aged 10 or below
使用者年齡必須十歲或以下
10才以下の使用者のみ

09:00 – 12:00
14:00 – 19:00

Party Room
兒童中心派對室
パーティルーム

$150 / Hour
每小時港幣

一百五十元正
– 09:00 – 21:00

Ballet Room
芭蕾舞室
バーレールーム

$100 / Hour
每小時港幣
一百元正

– 09:00 – 21:00

Music Room with 
Normal Piano
鋼琴室
ミュージックルーム
(ピアノ付き)

$20 / Hour
每小時港幣
二十元正

– 09:00 – 21:00

Study Room
學習室
勉強室

$60 / Hour
每小時港幣
六十元正

– 09:00 – 21:00

Swimming Pool
游泳池
プール

Free of 
charge

免費 / 無料

Age under 12 must be accompanied
by their guardians
十二歲以下之人士，必須由監護人陪同使用
12才以下の方は必ず保護者と伴ってご使用ください

07:00 – 13:00
14:00 – 19:00

Health Spa
水療中心
サウナ&スパ

Free of 
charge

免費 / 無料

Users must be aged 16 or above
使用者必須年滿十六歲
16才以下の使用者のみ

14:00 – 22:00


