
　【　正会員以外の会員　】2023年4月1日現在 消費税込表示

一般の場合 一般の場合

チサンカントリークラブ銭凾 平日会員（月－土） 55,000円 充当可 群馬県
ＰＧＭ富岡カントリークラブ
サウスコース

平日会員（月－金） 110,000円 充当可

グレート札幌カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 55,000円 充当可 クリアビューゴルフクラブ＆ホテル 平日会員（月－土） 137,500円 充当可

グレート仙台カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 165,000円 充当可 長太郎カントリークラブ 平日会員（月－土） 220,000円 充当可

仙台ヒルズゴルフ倶楽部 平日会員（月－金） 137,500円 － ゴールド会員
（月－金＋奇数の土日祝）

220,000円 －

福島県 ローレルバレイカントリークラブ 平日会員（月－金） 55,000円 － シルバー会員（月－金） 220,000円 －

家族会員（全日） 330,000円 充当可 総武カントリークラブ 平日会員（月－土） 660,000円 －

平日会員（月－金） 165,000円 － 千葉国際カントリークラブ 平日会員（月－土） 220,000円 充当可

扶桑カントリー倶楽部 平日会員（月－土） 55,000円 － 平日Ａ会員（月－土） 220,000円 －

カントリークラブ ザ・レイクス 平日会員（月－土） 132,000円 充当可 平日Ｂ会員（月－金） 110,000円 －

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 平日会員（月－金） 385,000円 充当可 ＰＧＭ総成ゴルフクラブ 平日会員（月－金） 550,000円 充当可

玉造ゴルフ倶楽部 平日会員（月－金） 55,000円 充当可 ＰＧＭマリアゴルフリンクス 平日会員（月－金） 550,000円 －

霞ヶ浦カントリー倶楽部 家族会員（全日） 495,000円 充当可 岡部チサンカントリークラブ 平日会員（月－土） 110,000円 充当可

家族会員（全日） 330,000円 充当可 飯能くすの樹カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 275,000円 －

平日会員（月－金） 165,000円 充当可 KOSHIGAYA GOLF CLUB 平日会員（月－土） 165,000円 －

ザ・インペリアルカントリークラブ グリーン/オレンジ会員
（月－金+隔週土日祝）

165,000円 充当可 平日会員（月－土） 220,000円 －

法人2名式会員（全日） 550,000円 充当可 週日会員（月－金） 220,000円 －

家族会員（全日） 550,000円 充当可 東名厚木カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 132,000円 充当可

平日会員（月－金） 275,000円 充当可 平日会員（月－土） 110,000円 －

スプリングフィルズゴルフクラブ 平日会員（月－金） 82,500円 充当可 週日会員（月－金） 55,000円 －

平日会員（月－金） 165,000円 充当可 平日会員（月－土） 110,000円 －

法人無記名会員（全日） 660,000円 － 週日会員（月－金） 55,000円 －

鹿島の杜カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 110,000円 － 山梨県 中央都留カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 55,000円 充当可

平日会員（月－土） 82,500円 充当可 平日会員（月－金） 110,000円 －

特別平日会員（月－金） 55,000円 充当可 無記名法人会員（全日） 330,000円 －

皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース 平日会員（月－土） 33,000円 充当可

大日向カントリー倶楽部 平日会員（月－土） 55,000円 －

平日会員（月－土） 110,000円 充当可

週日会員（月－金） 55,000円 充当可

【　共通平日会員権　】

　ご利用可能コースは窓口ゴルフ場へお問い合わせください

共通週日会員（月－金） 990,000円 充当可 平日共通会員（月－土） 110,000円 充当可

総合平日会員（月－土） 990,000円 － 共通平日会員（月－土） 55,000円 充当可

共通平日会員（月－土） 33,000円 充当可 共通平日会員（月－金） 220,000円 充当可

【お問合せ先】 パシフィックゴルフマネージメント株式会社　会員管理グループ　TEL：03-4413-8520
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都道府県 ゴルフ場 会員種別
名義変更料 預託金

充当制度
の適用

都道府県 ゴルフ場 会員種別
名義変更料 預託金

充当制度
の適用

宮城県

千葉県

アバイディングクラブ
ゴルフソサエティ

上記以外の会員種別の設定や相続、親族間譲渡、登録者同一名義変更、法人内登録者変更の設定がある場合もございます。詳しくはゴルフ場までお問合せください。

預託金充当制度とは預託金充当制度とは

名義変更料一覧表

名義変更料一覧表

預託金充当制度とは、名義変更料のお支払い手段のオプションとして、ご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当する

ことができる制度です。

※会員権証書に記載されている預託金を超える金額を、充当することはできません。充当金額は、お客様ご自身で決めていただきます。



　

　【　正会員以外の会員　】2023年4月1日現在 消費税込表示

一般の場合 一般の場合

富士チサンカントリークラブ 平日会員（月－土） 55,000円 充当可 正会員(2名式)　（全日） 1,100,000円 充当可

特別平日会員（月－土） 220,000円 充当可
新規正会員(2名式)　（全
日）

1,100,000円 充当可

平日会員（月－金） 110,000円 充当可 ヤシロカントリークラブ 平日会員（月－金） 275,000円 充当可

冬期会員
（12/1～3/31限定）

33,000円 充当可 神有カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 110,000円 充当可

週一会員
（土日祝以外の指定日のみ）

33,000円 充当可
特別無記名法人会員
（全日）

275,000円 充当可

平日会員（月－金） 137,500円 充当可 無記名法人会員（月－金） 275,000円 充当可

副登録者付平日会員
（月－金）

275,000円 充当可
家族記名者付個人正会員
（全日）

275,000円 充当可

御殿場東名ゴルフクラブ 平日会員（月－土） 110,000円 －
副記名者付法人正会員
（全日）

275,000円 充当可

ＰＧＭ御殿場カントリークラブ 平日会員（月－金） 220,000円 － グレート岡山ゴルフ倶楽部 平日会員（月－土） 55,000円 －

週日会員（月－土） 165,000円 充当可 法人2名式正会員（全日） 360,000円 充当可

平日会員（月－金） 165,000円 充当可 平日会員（月－金） 110,000円 充当可

家族会員（全日） 440,000円 充当可 笠岡カントリー倶楽部 法人2名式正会員（全日） 220,000円 充当可

法人2名会員（全日） 440,000円 充当可 尾道ゴルフ倶楽部 法人2名式正会員（全日） 220,000円 充当可

名古屋ヒルズゴルフ倶楽部
ローズコース

準会員（月－金） 132,000円 充当可 広島国際ゴルフ倶楽部 平日会員（月－金） 55,000円 充当可

週日会員（月－土） 99,000円 － 山口県 柳井カントリー倶楽部 週日会員（月－土） 55,000円 充当可

平日会員（月－金） 66,000円 － 松山国際ゴルフ倶楽部 法人2名式正会員（全日） 330,000円 充当可

滋賀ゴルフ倶楽部 平日会員（月－金） 55,000円 － チサンカントリークラブ北条 平日会員（月－土） 165,000円 充当可

三重県 名阪チサンカントリークラブ 平日会員（月－土） 33,000円 充当可 週日会員（月－土） 110,000円 充当可

平日会員（月－土） 110,000円 － 平日会員（月－金） 110,000円 充当可

週日会員（月－金） 110,000円 － 高知県 土佐山田ゴルフ倶楽部 平日会員（月－金） 132,000円 －

法人プラス4会員（全日） 220,000円 － チサンカントリークラブ遠賀 平日会員（月－土） 110,000円 充当可

木津川カントリー倶楽部 週日会員（月－土） 220,000円 充当可 大博多カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 110,000円 充当可

法隆寺カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 110,000円 充当可 北九州カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 165,000円 充当可

ファミリー会員Ⅰ（全日） 440,000円 充当可 福岡レイクサイドカントリークラブ 法人特別正会員（全日） 550,000円 充当有

ファミリー会員Ⅱ（全日） 495,000円 充当可 佐賀県 若木ゴルフ倶楽部 副登録者付正会員（全日） 275,000円 充当可

フリーダム会員（全日） 550,000円 充当可 長崎県 チサンカントリークラブ森山 平日会員（月－土） 165,000円 充当可

ニューパートナー会員
（全日）

495,000円 充当可 大分県 大分富士見カントリー倶楽部 平日会員（月－金） 110,000円 充当可

ＰＧＭ池田カントリークラブ 週日会員（月－金） 165,000円 － 熊本県 チサンカントリークラブ御船 平日会員（月－土） 110,000円 充当可

枚方国際ゴルフ倶楽部 週日会員（月－金） 165,000円 充当可 宮崎県 宮崎国際ゴルフ倶楽部 平日会員（月－土） 55,000円 充当可

法人2名式新規正会員
（全日）

1,100,000円 充当可 沖縄県 ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 平日会員（月－金） 880,000円 充当可

新規家族会員（全日） 1,100,000円 充当可

週日会員（月－土） 550,000円 －

平日会員（月－土） 550,000円 充当可

週日会員（月－金） 440,000円 充当可

【お問合せ先】 パシフィックゴルフマネージメント株式会社　会員管理グループ　TEL：03-4413-8520

相良カントリー倶楽部

三木の里カントリークラブ

兵庫県

大阪府 関西空港ゴルフ倶楽部
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福岡県
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預託金
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の適用

愛知県 新城カントリー倶楽部

岡山県

赤坂レイクサイド・カントリークラブ

岐阜県

花の木ゴルフクラブ

都道府県 ゴルフ場 会員種別
名義変更料 預託金

充当制度
の適用

都道府県

大宝塚ゴルフクラブ

たけべの森ゴルフ倶楽部

岡山国際ゴルフ倶楽部

会員種別
名義変更料

ゴルフ場

名義変更料一覧表

上記以外の会員種別の設定や相続、親族間譲渡、登録者同一名義変更、法人内登録者変更の設定がある場合もございます。詳しくはゴルフ場までお問合せください。

預託金充当制度とは預託金充当制度とは
預託金充当制度とは、名義変更料のお支払い手段のオプションとして、ご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当する

ことができる制度です。

※会員権証書に記載されている預託金を超える金額を、充当することはできません。充当金額は、お客様ご自身で決めていただきます。


