
         平成 30 年 7 月 1 日改定    

 

隨縁カントリークラブキャニオン上野コース年次会員規約 

 

第1条 （名称） 

本会は「隨縁カントリークラブキャニオン上野コース年次会員」（名称「キャニオンクラブ」）と

いう。 

 

第2条 （所在地） 

本会の事務局は三重県伊賀市西山 3008 隨縁カントリークラブキャニオン上野コース（以後キャ

ニオン上野と称す）内に置く。 

 

第3条 （目的） 

本会はキャニオン上野のプレーを通じて会員相互の親睦と交流を図りエチケットとマナーの向

上とコースの健全な発展を目指すことを目的とする。 

 

第4条 （権利） 

本会員は本会に定める料金及び優待のみの権利を有するものとし、その他一切の権利は有さな

いものとする。 

 

 

 

第5条 会員に関する事項 

1. 会員は事務局が認めた者のなかで、入会申込手続き（入会審査）を行い別に定める年会費の

払込みを完了した者をいう。 

2. 会員は別に定める特典にて、キャニオン上野コースを利用することができる。 

3. 会員の資格の有効期限は平成 30年 10月より平成 31 年 9月末迄とする。 

4. 一旦納入した入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還しない。 

5. 会員には会員カードを発行し、会員は受付時に会員カードを提示するものとする。 

6. 会員カードを紛失または盗難にあった場合には、速やかに事務局に連絡するものとする。 

（再発行に伴い手数料として金 1,000円を申し付け致します。） 

7. 特定日、サービスデー等は当社カレンダーに準ずる事とする。 

 

第6条 会員が次の各号に該当するときは、事務局において本会からの除名を行うことができる。 

    1. 本会及びキャニオン上野の名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。 

    2. 本規約及びゴルフ場の利用約款等に違反したとき。 

    3. 入会後暴力団の構成員、準構成員等、反社会的勢力と見なされたとき。 

    4. 会員カードを本人以外が使用したとき。 



    5. その他事務局において処分が適当とする行為があったとき。 

 

第7条 会員は次の場合その資格を失う。 

1. 本人より退会の申し入れがあったとき。  

2. 会員資格の有効期限が満了したとき。 

3. 第 6条の規定により除名されたとき。 

4. 本人が死亡したとき。 

 

第8条 会員資格の譲渡並びに名義変更することは出来ない。 

 

第9条 プレー予約に関して 

1.会員の予約は電話もしくは当クラブのホームページ予約のみとする。 

2.他社インターネット、その他の手段の場合は会員料金及び特典の適用外とする。 

 

第10条 ポイント（キャニポン）の有効期限に関して 

1.第Ⅷ期キャニオンクラブ会員有効期間内（平成 30 年 10 月 1 日より平成 31 年 9 月 30 日まで） 

  

第11条  プレー進行に関して 

1. ハーフ 2 時間 15分以内でプレー進行をするものとする。 

2. 上記プレー時間を大きく逸脱する場合はプレー中断とする場合もある。 

 

第12条 本規約に定めの無い事項については、事務局において決定する。 

 

第13条 本会則の改定は事務局で定めるものとし、その効力は全ての年会員に及ぶものとする。 

 

第14条 本規約は平成 30年 10月 1 日より施行する。 

 

以上 

 



第Ⅷ期「キャニオンクラブ」募集案内 

○有効期限    平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 9 月 30 日までの 1 年間       

○申込方法  所定の新規申込書に必要事項をご記入の上、年会費を添えてフロントへご提出下さい 

○入会登録料（消費税別）   

会員資格 募集人員 入会金    年会費 合計 税込金額  

（消費税 8％） 

プラチナ会員 150 名 5,000 円 30,000 円 35,000 円 37,800 円 

ゴールド会員 150 名 5,000 円 20,000 円 25,000 円 27,000 円 

ブロンズ会員 500 名 5,000 円 15,000 円 20,000 円 21,600 円 

プラチナ会員は全日 ゴールド会員は土日祝のみ ブロンズ会員は平日のみ適用となります 

○会員優待   ①会員プレー料金（昼食付・税別）※季節料金・年末年始・GW・お盆特別料金あり              

         

 

         

 

       ・料金適用は平成 30 年 10 月 1 日からとなります。 

・表示料金に別途消費税・ゴルフ場利用税が加算されます。各種優待プラン、割引券等の併用は出来ません。 

・上記表示料金以外の特別料金を設定する場合があります。（冬季・夏季・ＧＷ・年末年始・お盆） 

       ②プレーチケットをプレゼント！！（利用税 450 円・昼食代は別途） 

       ※プレーチケットは平日が１枚、土日祝が２枚でプレー券としてご利用いただけます。 

・プラチナ（３枚）・ゴールド（２枚）・ブロンズ（１枚）をプレゼントいたします 

③ご利用回数特典 ご利用毎に上記来場ポイント（キャニポン）を付与致します。 

・ポイントは当コースでの精算にご利用頂けます。（ポイント有効期限 平成３１年９月末まで） 

・ご利用は 1,000Ｐ以上 100Ｐ単位となります。（ポイントは内税表記となります） 

例≪消費税率 8％の場合 100Ｐ＝93 円税別≫ ≪消費税率 10％の場合 100Ｐ＝90 円税別≫ 

④会員証の発行 ご入会時に会員証を発行致します 

・受付時に会員証をご提示頂ければ、ご署名なしで受付完了 

       ⑤割引サービス 各種ご利用料金の割引適用があります 

資格 2 ﾊﾞｯｸ利用 3 ﾊﾞｯｸ利用 追加ﾊｰﾌ 

プラチナ会員 無料 無料 1,000 円 

ゴールド会員 1,000 円 無料 2,000 円 

ブロンズ会員 1,000 円 無料 2,000 円 

       ・当日の状況により 2 ﾊﾞｯｸ利用での組合せや追加ﾊｰﾌがご利用頂けない場合があります 

⑥クラブハンディキャップの取得  

・コントロールカードを半年間に 5 枚ご提出頂くとクラブハンディキャップが取得できます 

⑦月例会への参加 ご利用時に参加費を申し受けます（競技方法はＨＤＣＰ方式） 

⑧誕生月に１，０００Ｐ（キャニポン）をプレゼント！！ 

以上 

利用月 平成３０年 10 月１日～平成 3１年 9 月 30 日 

平 日 土日祝 付与ポイント（来場毎） 

プラチナ会員 ～5,000 円 ～10,000 円 200Ｐ（１回利用） 

ゴールド会員 － ～10,000 円 200Ｐ（１回利用） 

ブロンズ会員 ～5,000 円 － 100Ｐ（1 回利用） 



平成30年度　第Ⅷ期 申込日　平成　　年　　　月　　　日

キャニオン上野コース 御中

有効期限

プラチナ （入会金） 5,000円 （年会費）30,000円 （合計）37,800円≪税込≫

ゴールド （入会金） 5,000円 （年会費）20,000円 （合計）27,000円≪税込≫

ブロンズ （入会金） 5,000円 （年会費）15,000円 （合計）21,600円≪税込≫

※お申込の種別に☑を入れてください ※合計には消費税8％を含んでいます。

ふりがな

お名前

生年月日

ふりがな

〒 -

　TEL　　　　　　-　　　　　　　- 　FAX　　　　　　-　　　　　　　-

携帯電話

E-mail （パソコン） ＠

（携帯電話） ＠

〒 -

　TEL　　　　　　-　　　　　　　- 　FAX　　　　　　-　　　　　　　-

※ご記入頂きました個人情報はご本人の許可なく当クラブからの連絡以外の目的に使用することはございません

事務局使用欄

受付・承認日 （受付）平成　　　年　　　月　　　日 担当

入金確認 （現金）平成　　　年　　　月　　　日 担当

（会員番号）

城北支店（170）

振込先

普通口座0147807

　　北伊勢上野信用金庫（1581）

隨縁カントリークラブキャニオン上野コース

第Ⅷ期　年次会員「キャニオンクラブ」入会申込書

「キャニオンクラブ」の会員として入会したく、規約等に承諾の上下記の通り申込みます。
       ※入会審査の結果は9月末迄におハガキ（会員証等の引換券）にて通知致します。

       ※会員証・プレー券は入会後ご来場時にお渡し致します。

私は、暴力団・暴力団関係企業、若しくはこれに準ずる者ではない事を確約します。

□はい □いいえ

       ※会員プレー料金及びその他の特典適用は平成３０年１０月１日より開始となります。

身分証明書添付覧

備　　考

平成３０年１０月１日～平成３１年９月３０日

会員種別

㍽　・　㍼　・　㍻

ご自宅住所

㈱隨縁リゾート

　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　

※必ずご捺印ください

㊞

お勤め先と
ご住所

名　　称

男性　・　女性性別
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