２０２０年４月１日
各

位
庄原カントリークラブ

入会促進キャンペーンのご案内

当クラブでは「開場４０周年記念入会促進キャンペーン」を実施しております。
会員制ゴルフ場として開場以来、会員重視の堅実な運営をおこなっており、戦略性高く良質な
コンディションのコースや充実した会員特典は会員の皆様から高い評価をいただいております。
是非、この機会にご入会をご検討いただきたく、ご案内申し上げます。

記

１． 入会促進キャンペーンについて
（１） キャンペーンの概要
クラブ運営の活性化を図るため名義変更料を減額し、新規入会の促進を図ります。
(消費税別)

（２）名義変更キャンペーン料金
種

別

通常料金

キャンペーン料金

備

正 会 員

４００，０００円

２００，０００円

新入会ご招待券ご進呈（※1）

相

１５０，０００円

７５，０００円

続

考

親族間の名義変更料（※2）

※１．新会員の方には無料プレー券１枚（同伴者優待料金）をご進呈します。
※２．相続者が２親等の場合、会員資格保証金の償還は５年据置後となります。
（３） キャンペーン期間
２０２２年３月３１日まで
（４） 会員証について
発行済の会員証を取得、購入していただきます。
なお、当クラブは退会時、預託金（会員資格保証金）を額面どおり償還しているため
会員証の譲受は原則、額面以上となります。
（１２０万円から４００万円、額面数種）
ご希望の額面を手放す会員がおられない場合はお待ちいただくことがありますので、
予めご了承ください。
（５） 入会資格
所定の入会申込書を申請し、面接および会社取締役会の審査により承認を得た方。
①年齢：不問 ②外国籍：条件あり ③推薦：会員１名 ④他クラブ所属：不問
⑤女性：可 ⑥法人：法人会員制度あり
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（６） 年会費
年額２４，０００円（税別）。年度途中での入会は月割りにてお支払いただけます。
※広島県外在住会員は年額１２，０００円（税別）
※傷病や勤務地異動等により来場できない会員の休眠制度あり（年会費不要）。
※会員プレー料金：全日６，４７０円（税諸費用含む）

２．クラブ会員の特典
充実した会員特典や会員優遇の諸制度を設けております。
特に、地域を代表する名門クラブとの親善協定で松永カントリークラブ（広島県福山市）
や後楽ゴルフ倶楽部（岡山県岡山市）を会員料金でご利用いただける特典は好評です。
各種特典は別紙「庄原カントリークラブの会員特典」をご参照ください。

３．クラブの概要
クラブおよび関連会社の情報は「庄原カントリークラブの概要」をご参照ください。

４．その他
広島県を中心に発刊されておりますゴルフ雑誌「月刊グッドゴルフ」に、当クラブの魅力
を紹介する記事が連載されました。ご紹介パンフレットを作成しましたのでご覧ください。

ご入会希望、お問い合わせ等がありましたら庄原カントリークラブ、担当：長谷川、長島
（TEL：0824-72-1122）までご連絡ください。
なお、クラブホームページにも「入会促進キャンペーン」の概要を掲示しておりますので
あわせてご参照ください。

以 上
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庄原カントリークラブ会員特典
１．会員特典・制度の概要
（１）名誉会員制度
満６５才以上で在籍１０年を超える会員が、会員証を親族に相続する場合「名誉会員」
として会員資格（プレー権）を維持できます。
※正会員同様、競技参加や各種特典が利用できます。（年会費２４，０００円、税別）
（２）家族登録会員制度
正会員１名につき家族１名（１親等内）を登録でき、特別優待料金でプレーできます。
プレー料金
平日：６，４７０円、土日祝：８，４７０円
※クラブハンディ取得、月例競技等に参加可。（年会費１２，０００円、税別）
（３）家族優待制度
会員の家族（２親等内）は常時、家族優待料金（法人無記名相当）でプレーできます。
プレー料金
平日：７，５８０円、土日祝：９，８００円
（４）ジュニアゴルファー特別優待制度
会員の家族・親族のジュニアゴルファーはジュニア優待料金でプレーできます。
対象ジュニア 小学校１年（満６歳）から高校３年（満１８才）の卒業まで。
プレー料金
全日：２，９３０円 ※満１８才以上はゴルフ場利用税加算。
（５）学生ゴルファー特別優待制度
会員の家族・親族の学生ゴルファーは学生優待料金でプレーできます。
対象者
大学・専門学校等に在籍している学生（満２３歳以下）の卒業まで。
プレー料金
全日：６，４７０円
（６）Ｕ２５ゴルファー特別優待制度（時限企画）
会員の家族・親族の２５才以下のゴルファーはＵ２５優待料金でプレーできます。
対象者
Ｕ２５
（ｱﾝﾀﾞｰ 25／満 25 才以下）のヤングゴルファーを対象とします。
プレー料金
平日：６，４７０円、土日祝：８，４７０円
（７）推薦年次会員制度（会員１名が３名推薦可）
会員が推薦するゴルファーを登録することにより年次会員料金でプレーできます。
対象者
会員２名に人選され推薦を受けられるゴルファーを対象とします。
プレー料金
平日：６，４７０円、土日祝：８，４７０円
２．スループレー・午前ハーフラウンド入場について
ご都合にあわせ気軽にラウンドできるよう下記の入場を受付けます。
（１）スループレー入場
・予約開始 プレー希望日の７日前より予約を受付けます。
・スタート 予約状況を考慮し、スループレーが可能な時間をご案内します。
・料 金 会員、同伴者とも通常入場と同額とします。（食事サービスディも同様）
※ハーフターン時に時間調整をお願いする場合があります。
（２）午前ハーフラウンド入場
・予約開始 プレー希望日の７日前より予約を受付けます。
・スタート 予約状況を考慮し、ハーフラウンドが可能な時間をご案内します。
・料 金 会 員：全日：３，２４０円
客 員：平日：４，２５０円、土日祝：５，８００円
※浴場のご使用は１３：００以降となります。
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３．各種優待券の進呈
会員誕生日券、会員同伴・紹介ご優待券、期間限定ご優待券、お食事券をご進呈します。
４．会員優先のクラブ運営
・会員を優先した予約受付、会員限定のプレースタイル受入れ等の運用をおこないます。
・会員ご参加の大型コンペ等については、計画等の早い段階で予約のご相談に応じます。
・会員は、練習グリーンや打撃練習場をプレー来場時以外にもご利用いただけます。
５. 親善協定コースの利用について
会員は松永カントリークラブ（福山市）、後楽ゴルフ俱楽部（岡山市）、西日本セブンスリ
ーゴルフクラブ（三重県松坂市）を会員料金でプレーができます。
（１）松永カントリークラブの概要
所 在 地： 広島県福山市神村町１３８８
TEL ０８４－９３３－３１７４ FAX ０８４－９３４－１７８８
開 場 日： １９６１年（昭和３６年）１０月２２日
設計、施工： 佐藤儀一氏、安達建設（株）
コ ー ス： １８ホール ６，５９３ヤード ＰＡＲ７２
特
徴： 日本アマ４勝の実績を持つゴルフ場設計の名匠、佐藤儀一氏が手掛けた備後
地域の先駆的なゴルフ場。自然の地形を生かし、緩やかなスロープが続いた
理想的なアンジュレーションを持つ歴史ある名門コースです。
（２）後楽ゴルフ俱楽部の概要
所 在 地： 岡山県岡山市北区真星２６１０
TEL ０８６－２９９－０５１１ FAX ０８６－２９９－０５１３
開 場 日： １９９２年（平成４年）７月１日
設計、監修： （株）熊谷組、小野道雄氏
コ ー ス： １８ホール ６，８５１ヤード ＰＡＲ７２
特
徴： 日本三大庭園の一つ後楽園をモデルに、日本庭園の美しさをコースに取り入
れた岡山県トップクラスの名門ゴルフ俱楽部。メンバーシップコースとして
格式が高く堅実な運営や上質なサービスに定評があります。
（３）西日本セブンスリーゴルフクラブの概要
所 在 地： 三重県松坂市嬉野島田町１２４２－１
TEL ０５９８－４２－１２１２ FAX ０５９８－４２－６１６１
開 場 日： １９７２年（昭和４７年）７月７日
設
計： 加藤 福一 氏
コ ー ス： １８ホール ７，０７７ヤード ＰＡＲ７２
特
徴： 伊勢湾を望む景観豊かな地にあり、三重県有数の距離と豪快さが楽しめる戦
略性高いチャンピオンコース。上質な高麗ワングリーンの評価は高く地域を
代表するクラブとして多くの競技会を開催している。ＪＲ津駅、松坂駅から
も近く伊勢神宮の参拝や観光を兼ねたゴルフが楽しめます。
（４）ご利用方法
利用対象者： 正会員、名誉会員
＊賛助会員の方は正会員への登録変更要。
予 約 方 法 : ①会員本人がプレー希望の日時を予約してください。（松永 CC、後楽 GC）
②会員は予約したプレー日時と同伴者名を当クラブに連絡してください。
③当クラブより親善協定コースに組合せ表を送付し特典適用を申請します。
※西日本セブンスリーゴルフクラブは、クラブが窓口となって予約します。
（５）プレー料金
ご利用時は提携クラブ最新料金をご確認ください。

＜２０２１年４月１日時点＞
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庄原カントリークラブの概要
１．クラブ情報
（１）運営会社
・社名：リョービ開発株式会社／広島県府中市目崎町７６２
・設立：１９７３年（昭和４８年）１月２７日
・資本金：１，０００万円
・代表取締役社長：田中芳昭 庄原カントリークラブ理事長（兼）
（２）庄原カントリークラブ
・所在地：広島県庄原市板橋町６００
・開場：１９７５年（昭和５０年）１０月１０日営業開始
・会員数：個人５９９名、法人６２社
・運営形態：会員制クラブ（預託金制）
・支配人：長島博之
・加盟団体：財団法人日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）、中国ゴルフ連盟（ＣＧＵ）
広島県ゴルフクラブ連盟（ＨＧＦ）
（３）コース・施設概要
・１８ホール、全長７，０２０ヤード（ﾊﾞｯｸﾃｨ）、パー７２、コースレート７３．９
・グリーン：ベント芝ワングリーン（ペンクロス＋新世代ベント混生）
・２５０ヤード練習場１３打席、バンカー練習エリア
・コース設計：鈴木正一
・コース施工：安達建設株式会社
・ゴルフ場面積：８３万㎡（社有地合計１６８万㎡）
・ハウス施工：竹中工務店、クラブハウス面積：２，６７７㎡
（４）プレー関連情報
・プレースタイル：原則セルフ、キャディ付は別途対応
・電磁誘導乗用カート（リモコン式）
・ＧＰＳナビゲーション（マーシャルナビ）装備
コースレイアウト/各種距離/ピン位置/グリーン傾斜の表示、スコア入力集計
リーダーズボード、進行管理機能、緊急無線付等
（５）クラブハウス施設
・レストラン、パーティールーム（最大２００人収容）、談話スペース
・男子大浴場（３０人収容可）、女子浴場、男女両方にサウナと水風呂を完備
・女性ロッカールーム（６０人収容）、パウダールーム・談話コーナー完備
２．関連会社情報
社名：リョービ株式会社
（東証１部上場／リョービ開発㈱の親会社）
所在地：広島県府中市目崎町７６２
資本金：１８，４７２百万円
社員数：リョービ単体１，７７０人、リョービグループ７，４０５人
主要商品：ダイカスト製品、建築用品（ドアクローザ、ヒンジ、建築金物）、
印刷機器（オフセット印刷機、印刷周辺機器等）
連結業績：２０１７年３月期／売上高；２，４０５億円、経常利益；１２０億円
主なグループ会社：リョービミラサカ（株）、リョービミツギ（株）、（株）東京軽合金
製作所、リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー（株）等
【国内外１５社】
（２０２０年１２月）
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