
ＭＧＣメンバーズ 会則改正 新旧対照表 

＊現行《○条》はＭＧＣプレミアムメンバーズの会則番号を指す。表記のない番号は共通 

現行 新会則 

◆第１条（名称） ◆第１条（名称） 

 名称は「武庫ノ台ゴルフコースメンバーズ」お

よび｢武庫ノ台ゴルフコース４９（フォーティナ

イン）メンバーズ｣とし、通称は「ＭＧＣメンバ

ーズ」および｢ＭＧＣ４９メンバーズ｣とします。 

会の名称は「武庫ノ台ゴルフコースメンバー

ズ」（以下「本会」という）とし、通称「ＭＧＣメ

ンバーズ」とする。 

《第１条》（名称） 

 名称は「武庫ノ台ゴルフコースプレミアムメ

ンバーズ」とし、通称は「ＭＧＣプレミアムメン

バーズ」とします。 

◆第２条（目的） ◆第２条（目的） 

 本会はゴルフを愛好される方のホームコース

として、武庫ノ台ゴルフコースをご利用頂き、健

全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互

の親睦を図ることを目的とします。 

 本会は、株式会社関電アメニックス（以下「会

社」という）が兵庫県神戸市北区道場町において

経営する武庫ノ台ゴルフコース（以下「施設」と

いう）を利用して、会員の健康増進を図り、健全

なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親

睦を図ることを目的とする。 

◆第３条（運営） ◆第３条（運営管理） 

 本会の運営は、武庫ノ台ゴルフコースが行い

ます。 

 本会の運営並びに付随する管理事務は、すべて

会社が行う。 

 ◆第４条（事務所） 

定めなし  本会の事務所は施設内におく。 

 ◆第５条（会員の種別） 

定めなし  本会の会員種別は、別途細則で定める。 

 ◆第６条（会則の遵守） 

定めなし  会員は、本会則、細則、施設利用約款（以下「本

会則等」という）を遵守するものとする。 

◆第４条（入会） ◆第７条（入会） 

 本会へ新規に入会を希望される方は、「ＭＧＣ

メンバーズ入会申込書」または｢ＭＧＣ４９メン

バーズ入会申込書｣に必要事項を記入の上、入会

金・年会費を添えてコースフロントへお申込み

１．本会に入会を希望する者は、本会則および細

則に同意の上、施設にて会社所定の申込手続

きを行い、会社の入会承認を得た上で、細則

に定める入会金および年会費を支払うこと



下さい（電話でのお申込はできません。）武庫ノ

台ゴルフコースが入金を確認した日をもって入

会日となります。 

により会員資格を取得する。またその日を入

会日とする。 

２．会社が入会を承認しない場合、会社はその理

由を通知する義務を負わない。 

◆第５条（入会資格） ◆第８条（入会資格） 

 暴力団、暴力的不法行為の恐れがあるもの及

びゴルフ場施設を利用することが好ましくない

と当コースが判断したものは、入会をお断りし

ます。 

｢ＭＧＣ４９メンバーズ｣は入会時の年齢が満

４９歳以下の方に限ります。 

会員は本会に適した者とし、次の各号に該当す

る者は入会を認めない。 

（１） 暴力団、暴力団構成員（暴力団構成員でな

くなった日から 5 年を経過しない者を含

む）、暴力団準構成員、暴力団関係企業の

役員、従業員または株主もしくは実質的

支配者等の関係者、その他これに準ずる

者（これらの者を総称して以下「反社会的

勢力」という） 

（２） 暴力的不法行為の恐れがある者 

（３） その他施設を利用することが好ましくな

いと会社が判断した者 

◆第８条（入会金）《第９条》 ◆第９条（入会金） 

 入会金は、１名につき 3,000 円（消費税別）

とします。 

１．会員は、会社が入会申し込みを承認した後、

細則に定める入会金を支払うものとする。な

お、一旦納入された入会金は、いかなる場合

も返還しない。 

２．退会後の再入会は新たに入会金を必要とす

る。 

◆第９条（年会費）《第１０条》 ◆第１０条（年会費） 

 年会費は、１名につき ＭＧＣメンバーズが

20,000 円（消費税別）、ＭＧＣ４９メンバーズが

15,000 円（消費税別）とします。 

 会員は、細則に定められた年会費を支払うもの

とする。なお、一旦納入された年会費は、いかな

る場合も返還しない。 

◆第７条（会員期間）《第８条》 ◆第１１条（会員期間） 

会員期間は、入会日から１年間と致します。な

お会員有効期間内に継続更新頂いた場合につい

ては、会員期間終了日の翌日から１年間となり

ます。 

 会員期間は、入会日・更新日から１年間とする。

なお会員期間内に継続更新した場合は、会員期間

終了日の翌日から１年間とする。 

◆第６条（更新）《第７条》 ◆第１２条（会員期間の更新） 

 会員が継続を希望される場合は、会員期限ま

でに、「ＭＧＣメンバーズ継続申込書」または｢Ｍ

 会員が引き続き会員資格の継続を希望する場

合は、細則に定める期日までに施設にて会社所定



ＧＣ４９メンバーズ継続申込書｣に必要事項を

記入の上、年会費を添えてコースフロントへお

申込み下さい。（会員期限終了後 3 ヶ月以内であ

れば、年会費のみでご継続頂くことができま

す。） 

なお、｢ＭＧＣ４９メンバーズ｣は更新時年齢

が５０歳以上の場合は、自動的に｢ＭＧＣメンバ

ーズ｣に会員資格が変更となり年会費も｢ＭＧＣ

メンバーズ｣の金額が適用されます。 

の更新手続きを行い、年会費を支払うことで会員

期間を更新することができる。 

 

 ◆第１３条（休会） 

定めなし  本会は、休会制度を設けない。 

◆第１０条（脱会による返金）《第１１条》 ◆第１４条（退会） 

 会員期間中に脱会された場合は理由の如何に

関わらず、年会費の精算返金は致しません。 

会員期間が終了し、会員期間の更新手続きを行

わない者は自動的に退会となり、会員期間終了日

の翌日から会員資格を失う。 

◆第１４条（資格の剥奪）《第１５条》 ◆第１５条（会員資格の一定期間停止および除

名） 

 会員が以下の項目に該当する場合は、会員資

格を一時停止または脱会して頂くことがありま

す。 

（１） 本会および武庫ノ台ゴルフコースの名

誉を毀損したとき、または本会の秩序を

乱したとき。 

（２） 本会則に違反したとき。 

（３） 武庫ノ台ゴルフコース利用約款に違反

したとき。 

（４） その他処分を適当とする行為があった

とき。 

 

１．会員が次の各号に該当する場合は、会社は会

員に対し、一定期間を定めて会員資格を停

止、もしくは会員を本会から除名できる。 

（１） 本会および施設の名誉を毀損したとき、

または本会の秩序を乱したとき。 

（２） 本会則等に違反したとき。 

（３） 反社会的勢力であると認められるものを

同伴しまたは紹介したとき。 

（４） 第８条の各号のいずれかに該当していた

ことが入会後に判明したとき。 

（５） その他処分を適当とする行為があったと

き。 

２．会員資格の一定期間停止および除名の処分

を受けた場合、一旦納入された入会金および

年会費は清算返還しない。 

◆第１５条（資格の喪失）《第１６条》 ◆第１６条（会員資格の喪失） 

 会員期間が終了したとき、脱会の手続きが行

なわれたとき、死亡されたときには、会員資格を

失います。 

 会員は次の場合その資格を失う。 

（１）会員期間が終了したとき。 

（２）会員本人が死亡したとき。 



◆第１１条（会員証）《第１２条》 ◆第１７条（会員証） 

 会員には会員証（ＭＧＣメンバーズカード）を

発行致します。この会員証はご本人様のみご利

用頂け、他人への譲渡および貸与は認めません。

また、会員証を紛失または毀損された場合は、速

やかにご連絡頂くとともに、再交付手続きをし

て下さい。（再発行手数料 100 円（消費税別）が

必要です。） 

１．会員には会員証を交付する。 

２．会員証は会員本人のみ利用することができ、

他人への譲渡および貸与は認めない。 

３．会員が会員証を紛失または毀損した場合、細

則に定める再発行料を支払うものとする。 

 

◆第１６条（届出内容の変更）《第１７条》 ◆第１８条（届出事項の変更） 

 会員の住所・氏名等の届出内容が変更された

ときは、速やかに変更届けをご提出下さい。な

お、届出内容の変更手続きがなされていない場

合に届出済みの内容に従ってご連絡した通知内

容等につきましては、会員に到達したものとし

て取扱います。 

１．会員は住所・連絡先、その他入会申込手続き

の際の記載事項に変更が生じた場合には、そ

の変更内容を速やかに本会に届け出るもの

とする。 

２．会社の会員に対する通知は、会員が会社に届

け出た住所地に宛ててこれを発すれば足り、

届出済みの内容に従って連絡した通知内容

等については、会員に到達したものとして扱

う。 

◆第１８条（個人情報の取り扱い）《第１９条》 ◆第１９条（個人情報の取扱い） 

「入会申込書」および「継続申込書」に記載さ

れた情報を、関西電力グループ全体の事業にお

ける商品、サービスに関するご案内等、必要な範

囲内で利用させていただく場合がございます。

（申込書で同意いただけなかった場合を除く。）

詳細につきましては、弊社ホームページの個人

情報保護方針をご覧ください。 

URL ：

https://www.mukonodai.com/privacy.html  

お客様の情報は弊社が責任をもって保管し、他

の目的には使用いたしません。 

 会社は、公表している「個人情報保護方針」に

基づいて個人情報を取り扱い、法令順守の上、厳

正な取り扱いをする。 

 ◆第２０条（細則） 

  本会則に定めのない事項並びに本会の運営上

必要な事項は、細則に定める。また、細則に定め

のない事項についても、必要に応じて円滑かつ安

全な施設利用等のための事項を定め、その内容を

施設の所定の場所やホームページにて会員に告

https://www.mukonodai.com/privacy.html


知する。 

◆第１７条（会則の変更）《第１８条》 ◆第２１条（会則の改正） 

 本制度の内容については、通知をもって変更

する場合があります。 

 本会則の改正は、会社が必要に応じてこれを行

い、その効力はすべての会員に及ぶものとする。

本会則を改正するときには、改正日の１ヶ月以上

前までにその内容を会員に通知する。 

 附則 

  本会則は 2020 年 4 月 1 日付で改正の上、同日

より施行する。 

 

2010 年 1 月 1 日制定 

 

ＭＧＣメンバーズ 細則 現会則との対照表 

＊現行《○条》はＭＧＣプレミアムメンバーズの会則番号を指す。表記のない番号は共通 

現行 細則 

 ◆第１条（会員の種別） 

定めなし  会則第５条における会員の種別は次のとおり

とする。 

（１）スタンダード会員 

（２）プレミアム会員 

◆《第６条》（会員数） ◆第２条（会員数） 

ＭＧＣプレミアムメンバーズの会員数は、最

大 250 名までとします。ただし、上限人数につ

いては告知をもって変更する場合があります。 

１．プレミアム会員の会員数は最大250名までと

する。 

２．上限人数について変更する場合は、ホームペ

ージ等で告知する。 

 ◆第３条 （入会に必要な書類） 

定めなし  本会に入会する者は、入会申込時に次の書類を

提出しなければならない。 

（１）入会申込書 

（２）本人確認ができる書類のコピー 

 ◆第４条（入会金） 

定めなし  会則第９条における入会金は次のとおりとす

る。 

 入会金 3,000 円（税別） 

 ◆第５条（年会費） 



定めなし  会則第１０条における年会費は次のとおりと

する。 

（１） スタンダード会員 20,000 円（税別） 

このうち、入会時・更新時に年齢が満４９

歳以下の会員は 15,000 円（税別） 

（２） プレミアム会員 80,000 円（税別） 

 ◆第６条（会員期間の更新期日） 

定めなし １．会則第１２条における会員期間の更新手続

きは、前会員期間終了日から３ヶ月以内に行

うものとする。 

２．前会員期間終了日から３ヶ月以内であれば

年会費のみで更新できる。ただし、会員期間

終了日から更新日までの期間中は会員資格

を有さない。 

◆第１２条（特典）《第１３条》 ◆第７条（会員料金） 

 会員は以下の特典が受けられます。  

（１） 年間を通して、ＭＧＣメンバーズ特別

料金が適用されます。ただし、他の一

切の割引制度とは併用することが出来

ません。 

 会員には、年間を通して会員料金を適用する。

ただし、他の一切の割引制度との併用は出来な

い。会員料金を改定するときには、改定日の１ヶ

月以上前までにその内容を会員に通知する。 

◆第１２条（特典）《１３条》 ◆第８条（会員ポイント） 

（３） 諸税等（消費税、ゴルフ場利用税、ゴル

フ振興基金）を除く、実質ご利用金額

の３％分のＭＧＣヤードを差し上げま

す。（実質ご利用金額とは、ご精算のご

本人分領収書金額をさします） 

（９） 会員更新時には、年間来場回数に応じ

たＭＧＣヤードを差し上げます。 

１．会員はポイント（以下「ＭＧＣヤード」とい

う）を貯めることができ、貯めたＭＧＣヤー

ドは１ヤード＝１円で本施設での支払いに

使うことができる。 

２．本施設における会員本人分の利用額（消費

税、ゴルフ場利用税、ゴルフ振興基金を除く）

の３％分をＭＧＣヤードとして付与する。 

３．会員期間更新時には、前会員期間であった１

年間の来場回数に応じたＭＧＣヤードを付

与する。 

 ◆第９条（会員ポイントの有効期限） 

定めなし １．ＭＧＣヤードの有効期限は、ヤード付与日か

ら２年間とし、２年を経過したヤードは順次

失効する。 

２．ＭＧＣヤードは有効期限に達していなくて



も、退会と同時に失効する。ただし、会員期

間終了日から３ヶ月以内の更新であれば、更

新時点で有効期限前のポイントは復活する。 

◆第１２条（特典）《第１３条》 ◆第１０条（会員特典） 

（２） 全日昼食 1,000 円補助付となります。 

（４） キャディバックをコースでお預かりす

る［バック預かりサービス］を無料で

ご利用頂けます。  

（５） ＭＧＣメンバーズコンペに参加できま

す。（ご同伴者も参加できます。） 

（６） 会員様ご本人と同伴プレーされるビジ

ター様は、お一人につき昼食 1,000 円

補助付となります。（他の割引との併用

はできません。） 

（７） ＭＧＣメンバーズ新規会員ご入会で、

ご入会時に平日無料プレー券１枚プレ

ゼントいたします。 

（８） 中国料理「青冥」のご利用がメンバー

ズカードのご提示で 15％ＯＦＦとな

ります。 

（１０） 関電アメニックス各施設へのご優待 

 会員は会社が定める特典を受けることができ

る。特典内容の詳細はパンフレット・ホームペー

ジ等で案内する。また、会社は特典内容を変更・

廃止することがあり、そのときはホームページ等

で案内する。 

◆第１３条（会員証の提示）《第１４条》 ◆第１１条（会員証の提示） 

 会員が特典を受けようとする場合は、必ずチ

ェックイン時に会員証をフロントにご提示下

さい。 

 会員は、必ずチェックイン時に会員証をフロン

トに提示する。 

◆第１１条（会員証）《第１２条》 ◆第１２条（会員証の再発行） 

‐省略‐ 

再発行手数料 100 円（消費税別）が必要で

す。 

 会則第１７条第３項における会員証の再発行

料は、実費相当額とする。 

 ◆第１３条（予約およびキャンセル） 

定めなし １．予約時にプレーヤー全員の氏名登録を原則

とするが、やむを得ず登録が事後になる場合

は、プレー日から起算して 7 日前までに登録

を完了するものとする。 

２．プレー日から起算して７日前までにプレー

ヤー全員の登録が完了しない場合は、その翌



日をもって予約そのものを自動的に取り消

す。 

◆第１８条（個人情報の取り扱い）《第１９条》 ◆第１４条（個人情報の取扱い） 

  ‐省略‐ 

詳細につきましては、弊社ホームページの個人

情報保護方針をご覧ください。 

URL ：

https://www.mukonodai.com/privacy.html  

  ‐省略‐ 

 会則第１９条における「個人情報保護方針」は、

会社（株式会社関電アメニックス）のホームペー

ジに掲載している。 

URL：https://www.k-amenix.co.jp/privacy/ 

 ◆第１５条（改正） 

定めなし  本細則の改正は、会社が必要に応じてこれを行

うものとし、その効力はすべての会員に及ぶもの

とする。本細則を改正する時には改正日の１ヶ月

以上前までにその内容をホームページ等で告知

する。 

 附則 

 本細則は 2020 年 4 月 1 日より施行する。 

 

 

https://www.mukonodai.com/privacy.html

