
【別紙1】第２期「ゴルマジ！20」参画規約及び、本書記載のプライバシーポリシーに同意の上、 
ゴルマジ！20  2015-2016シーズン第２期（2015年5月上旬～2016年3月末） に、参画します。 

 【ゴルフ場】ゴルマジ！20 2015－2016シーズン 第2期 ご参画同意書 

【Ｂ－１】ご参画同意書 

●申し込み施設・担当者情報 ※第1期もご参画頂いた方は右にチェックを入れて下さい □ 

フリガナ   

ゴルフ場名 

  
  
  
  

ゴルフ場住所 

フリガナ   
（〒    －     ） 

ゴルマジ会員からの 
問い合わせTEL 

  

フリガナ   

運営会社   

運営会社 
住所 

フリガナ   
（〒    －     ） 

※ゴルマジ！20に関して事務局からご連絡する際、基本的には「ご担当者様」宛てにご連絡いたします。 

責任者名 

部署名 役職 氏名（フリガナ） 

    
 

責任者 
連絡先 

メールアドレス                                          ＠ 

TEL 
  

FAX   

ゴルマジ 
参画担当者 

部署名 役職 氏名（フリガナ） 

    
印 

ゴルマジ 
参画担当者 
連絡先 

メールアドレス                                           ＠ 

TEL 
（携帯電話番号を推奨）  

FAX 
  

最終〆切：2015年８月１０日（月）１７：００ までにご返送をお願い致します。 
※2015年４月１３日までにお申込み頂いた施設様は「ゴルマジ対象施設」として、告知チラシに施設名称を掲載させて頂きます。 

・返送先ＦＡＸ番号：03-6834-8628 （担当：じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局 室田・勢堂） 
・ＴＥＬ：03-6835-6250   ・メール：maji@waku-2.com 

[プライバシーポリシー） 
お申込みの際にご提供させていただいた個人情報につきましては、細心の注意を払い取り扱わせていただきます。㈱リクルートホールディングス及び㈱リクルートホールディングスの
グループ各社（以下、総称して「Rグループ」といいます）並びに販売代理店は、お客様の個人情報をお申込みいただいたゴルマジ！20及び、㈱リクルートホールディングスが提供する
その他サービス提供並びにこれらに付随する業務執行のためにのみ利用いたします。Rグループ及び販売代理店は適切なご提案をさせて頂くために、Rグループと販売代理店の各
企業間で、上記の目的の範囲内で、個人情報を共有させていただくことがあります。Rグループ及び販売代理店は、個人情報を取り扱う業務の一部または全部を外部に委託すること
があります。個人情報の取扱に関するお問い合わせは各営業担当までご連絡ください。 

【ご参画にあたってのお願い】 
※法規、公序良俗、当社参画基準に反する等、当社にて不適当と判断させて頂いた場合には、ご参画をお断りする場合がございます。 
※記載内容に変更が生じた際には、ゴルマジ事務局までご連絡下さい。 

【JRC_ゴルフ場 ver.１】 

【Ｂ－１】 【Ｂ－２】２枚一緒に ＦＡＸにてお送り下さい。 

※ご参画が確定されましたら、  



 【ゴルフ場】ゴルマジ！20 2015－2016シーズン 第2期 施設情報シート 

【Ｂ－２】施設情報シート 

□ [パターン１]   ネット予約*1＋電話予約*2 

□ [パターン２]   自社での電話予約のみ 

※【パターン１】をご選択された場合※ 
*1 ネット予約システムとして「じゃらんゴルフ」を使用致します。 
（2015－2016シーズンより、ゴルマジプランに関しては、ゴルマジ会員およびゴルマジ会員同伴者含め、「じゃらんゴルフ」の
手数料は無料です） 
*2 今回から「じゃらんゴルフコールセンター」を新設致します。ユーザーからの電話での予約はカスタマーセンターで受付可

能ですので、施設様のご対応負荷軽減、利用履歴収集のため、是非ご活用ください。（手数料等はかかりません）。なお、自
社でも電話予約を受付されたい場合、下記の連絡先（じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局）まで別途ご連絡下さい。 

※【パターン１】【パターン２】に関わらず施設情報はじゃらんゴルフに掲載させて頂きます。後日、別途「じゃらんゴルフ」のお
申込書をお送り致します。お手数ですが合わせてご記載をお願い致します。 

フリガナ   

ゴルフ場名 
  

アクセス 
※両方記載※ 

公共交通機関                   線                  駅 ・ バス停より     徒歩     分 

車                 自動車道              ICより                             分    

定休日  
※年中無休の場合
も記載下さい 

  

服装規定 
※いずれかに○を 
つけて下さい 

 １： 規定文言「Tシャツ・タンクトップ・Ｇパン・サンダルでの入場はお断りいたします」でＯＫ 

 ２： 独自規定あり⇒※ご記載下さい（                               ） 

 ３： 特に規定はない 

施設紹介・若者のへ
のメッセージ 
※６０文字以内で 
ご記載下さい 

※空欄の場合はHPなどを見て、事務局にて作成致します。 

既存のレンタル 
サービスについて 

クラブレンタル 

あり   ・   なし   有料（            円）  ・   無料 

■施設の基本情報 

■ゴルマジ！20ご参画パターン （ 詳細は【別紙２】をご覧ください ） 

■その他、施設データとして掲載する情報 

□ 
 経験者、またはキャディつき必須とする 
 ※貴施設会員は経験者とみなします。 

□ 
 初心者が来たら、簡単なレクチャー（※）を実施する 
 ※ラウンドするにあたって知っておいて欲しいことなどの簡単なレクチャー（無料） 

□  ラウンド前後の付帯練習場無料使用が可能 

□ 
 ラウンドする以外のゴルマジ会員（練習場のみ使用）の方にも付帯練習場を開放可能 
 ※ゴルマジ事務局から別途、練習場用のお申込書をＦＡＸにてお送りさせていただきます。 

■諸条件の選択 （あてはまるものがあれば、☑を入れて下さい ） 

【JRC_ゴルフ場 ver.１】 

最終〆切：2015年８月１０日（月）１７：００ までにご返送をお願い致します。 
※2015年４月１３日までにお申込み頂いた施設様は「ゴルマジ対象施設」として、告知チラシに施設名称を掲載させて頂きます。 

・返送先ＦＡＸ番号：03-6834-8628 （担当：じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局 室田・勢堂） 
・ＴＥＬ：03-6835-6250   ・メール：maji@waku-2.com 

【Ｂ－１】 【Ｂ－２】２枚一緒に ＦＡＸにてお送り下さい。 

※ご参画が確定されましたら、  

※冬季休業期間がある場合は、こちらにあわせてご記載ください。 



「ゴルマジ！20」参画規約は、「ゴルマジ！20」に参画されるにあたり、貴社に遵守いただきたい事項を 
定めたものです。内容をご確認および同意の上、参画いただくようお願い致します。 
 
 

◆「ゴルマジ！20」参画規約について、弊社は、「ゴルマジ！20」参画規約の全部または一部を、貴社に 
 通知することにより、変更する場合があります。 
 

◆「ゴルマジ！20」について参画同意書ご提出以降の、参画パターンの変更 および参画解除については 
 お受け致しかねます。ただし、やむを得ない事情が発生した場合については、 ゴルマジ事務局、または 
 弊社じゃらんゴルフ営業担当宛に必ずご相談ください。 
 

◆貴社に対するお客様からの問い合わせ・クレーム等については、弊社では対応いたしかねますので、責任 
 を持って貴社にてご対応くださいますようお願い致します。 
 

◆弊社では不正利用のないよう企画設計および運用に細心の注意を払ってまいります。 
 万が一、ゴルマジ！20の不正利用があった場合でも、貴社がこうむる損失について、弊社による補填は致し 
 かねますので予めご了承ください。 
 

◆「ゴルマジ！20」経由で来場したお客様の、貴社運営のゴルフ場またはゴルフ練習場におけるトラブル等に 
 ついて弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 
 

◆「ゴルマジ！20」の運用については、ご参画確定施設様宛に、後日「ゴルマジ！基本運用ご案内」をお送り 
 致します。参照のうえ、貴社の状況にあわせ、個別に設計をしてください。 
 また運用ご案内の内容は、貴社の従業員等に対しても周知徹底をお願いします。 
 

◆ゴルフ場の「ゴルマジ！20」の参画にあたっては、じゃらんゴルフへの情報掲載（無料）が必須となります。 
 詳細につきましては別途じゃらんゴルフ営業担当よりご連絡させて頂きます。 
 
◆申込者は、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準    
 構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに  
 準ずる者をいいます。）に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行 
 わないことを、将来にわたっても表明していただきます。かかる表明に違反した場合には、弊社は直ちに契 
 約解 除をすることができます。 

 2015-16シーズン 第2期「ゴルマジ！20」参画規約 

【別紙1】 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
◆ゴルフ場の皆様からのゴルマジ！20に関するお問合せ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
◇企画全般に関するお問い合わせ 
【じゃらんリサーチセンター ゴルマジ！20事務局】 
平日10:00-17:00（＊土日祝、 GW、夏休み、年末年始除く） TEL 03-6835-6250  maji@waku-2.com 
※企画や条件のご相談ございましたらご連絡ください。 
 
◇掲載施設情報に関するお問い合わせ 
じゃらんゴルフ営業担当またはじゃらんゴルフ問い合わせ窓口へお問い合わせください 
【じゃらんゴルフ問い合わせ窓口】 
平日10:00-18:00（＊土日祝、 GW、夏休み、年末年始除く） TEL：03-6835-5042（代表） 

【JRC_ゴルフ場 ver.１】 



■参画パターン ：  
ゴルマジ！20では、事前に無料枠を設定し事前予約を受付を行い
ます。受入パターンを下記２つよりご選択下さい。 

＜必ずお読みください＞ 
●【パターン１】をご選択された場合 
*1 ネット予約システムとして「じゃらんゴルフ」を使用致します。 
（2015－2016シーズンより、ゴルマジプランに関しては、ゴルマジ会員およびゴルマジ会員同伴者含め、「じゃ
らんゴルフ」の手数料は無料です） 
*2 今回から「じゃらんゴルフコールセンター」を新設致します。ユーザーからの電話での予約はカスタマーセ

ンターで受付可能ですので、施設様のご対応負荷軽減、利用履歴収集のため、是非ご活用ください。（手数料
等はかかりません）。なお、自社でも電話予約を受付されたい場合、下記の連絡先（じゃらんリサーチセンター 
ゴルマジ事務局）まで別途ご連絡下さい。 

※【パターン１】【パターン２】に関わらず施設情報はじゃらんゴルフに掲載させて頂きます。後日、別途「じゃら
んゴルフ」のお申込書をお送り致します。お手数ですが合わせてご記載をお願い致します。 
 

 【ゴルフ場】「ゴルマジ！20」参画パターン 
★ご参画頂いた施設様には、５月上旬に、Ｂ２ポスター、Ａ４チラシを各施設、規定枚数（事務局にて設定）ご送付予定です。 

■無料対象 ： プレー料金（９ホールor１８ホール分）の無料受入 
・ゴルフ場利用税は必ずご請求ください    
・その他、諸税が発生する場合、プレー料金無料とは別にご請求いただけます。 
 

※1日に何組のゴルマジプランを設定するか等、詳細は施設の皆様にお任せ致しますが、ゴルマジ会員の選択 
 幅が広がるよう、各月10日以上のゴルマジ会員受け入れ可能日設定を推奨しています。 

＜以下に関しては、自由に設定可能です＞ 

●ゴルフクラブ・シューズのレンタル費用（無料・有料どちらでも可能） 
●スクールのご案内（ご案内であれば無料・有料ともに可能） 
●経験者を必須とすること（経験者がいない場合、キャディー付き可能。費用は無料でも有料でも構いません） 
●ゴルフ用品の販売、紹介  
●貴施設の顧客登録（無料）のご案内 

【別紙2】 

参画パターン 内容 

【パターン１】 
ネット予約*1＋電話予約*2 

ネット経由で予約＋コールセンターでの電話予約を受け付けるパターン
です。（施設様からの、手数料などは頂きません） 

【パターン２】  
自社での電話予約のみ 

自社での電話予約のみ受け付けるパターンです。 

■ご参画にあたりお願いしたいこと： 
①「ゴルマジ！20」アプリ・WEB専用ページ、及び「じゃらんゴルフ」への施設情報ご掲載 

②事前の予約受付 

③ゴルマジ参加画面（スマホ画面）と写真付き身分証明書の照合 

＜以下に関しては設定不可とさせて頂きます＞ 

●有料スクールの参加を必須とすること 
●初心者受け入れＮＧ（経験者のみでラウンド必須） 
●ゴルファー保険（有料）の強制加入 
●昼食付きなど、有料サービスを必須とすること 

【JRC_ゴルフ場 ver.１】 



【別紙1】第２期「ゴルマジ！20」参画規約及び、本書記載のプライバシーポリシーに同意の上、 
ゴルマジ！20  2015-2016シーズン第２期（2015年5月上旬～2016年3月末） に、参画します。 

 【ゴルフ場】ゴルマジ！20 2015－2016シーズン 第2期 ご参画同意書 

【Ｂ－１】ご参画同意書 

●申し込み施設・担当者情報 ※第1期もご参画頂いた方は右にチェックを入れて下さい □ 

フリガナ   

ゴルフ場名 

  
  
  
  

ゴルフ場住所 

フリガナ   
（〒    －     ） 

ゴルマジ会員からの 
問い合わせTEL 

  

フリガナ   

運営会社   

運営会社 
住所 

フリガナ   
（〒    －     ） 

※ゴルマジ！20に関して事務局からご連絡する際、基本的には「ご担当者様」宛てにご連絡いたします。 

責任者名 

部署名 役職 氏名（フリガナ） 

    
 

責任者 
連絡先 

メールアドレス                                          ＠ 

TEL 
  

FAX   

ゴルマジ 
参画担当者 

部署名 役職 氏名（フリガナ） 

    
印 

ゴルマジ 
参画担当者 
連絡先 

メールアドレス                                           ＠ 

TEL 
（携帯電話番号を推奨）  

FAX 
  

最終〆切：2015年８月１０日（月）１７：００ までにご返送をお願い致します。 
※2015年４月１３日までにお申込み頂いた施設様は「ゴルマジ対象施設」として、告知チラシに施設名称を掲載させて頂きます。 

・返送先ＦＡＸ番号：03-6834-8628 （担当：じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局 室田・勢堂） 
・ＴＥＬ：03-6835-6250   ・メール：maji@waku-2.com 

[プライバシーポリシー） 
お申込みの際にご提供させていただいた個人情報につきましては、細心の注意を払い取り扱わせていただきます。㈱リクルートホールディングス及び㈱リクルートホールディングスの
グループ各社（以下、総称して「Rグループ」といいます）並びに販売代理店は、お客様の個人情報をお申込みいただいたゴルマジ！20及び、㈱リクルートホールディングスが提供する
その他サービス提供並びにこれらに付随する業務執行のためにのみ利用いたします。Rグループ及び販売代理店は適切なご提案をさせて頂くために、Rグループと販売代理店の各
企業間で、上記の目的の範囲内で、個人情報を共有させていただくことがあります。Rグループ及び販売代理店は、個人情報を取り扱う業務の一部または全部を外部に委託すること
があります。個人情報の取扱に関するお問い合わせは各営業担当までご連絡ください。 

【ご参画にあたってのお願い】 
※法規、公序良俗、当社参画基準に反する等、当社にて不適当と判断させて頂いた場合には、ご参画をお断りする場合がございます。 
※記載内容に変更が生じた際には、ゴルマジ事務局までご連絡下さい。 

記入見本 

ゴルフマジックカントリークラブ 

ゴルフマジックカントリークラブ 

ㇾ 

トウキョウトチヨダクマルノウチ 

東京都千代田区丸の内１－９－２ 
100 6640 

０３－６８３５－６２５０ 

じゃらんゴルマジ（株） 

ジャランゴルマジカブシキガイシャ 

同  上 

支配人 山田 太郎 

同  上 ０３－６８３４－８６２８ 

maji waku-2.com 

支配人 山田 太郎 
同  上 

０９０－００００－００００ 

０３－６８３４－８６２８ 

押印 
ください 

ヤマダタロウ 

ヤマダタロウ 



 【ゴルフ場】ゴルマジ！20 2015－2016シーズン 第2期 施設情報シート 

【Ｂ－２】施設情報シート 

□ [パターン１]   ネット予約*1＋電話予約*2 

□ [パターン２]   自社での電話予約のみ 

※【パターン１】をご選択された場合※ 
*1 ネット予約システムとして「じゃらんゴルフ」を使用致します。 
（2015－2016シーズンより、ゴルマジプランに関しては、ゴルマジ会員およびゴルマジ会員同伴者含め、「じゃらんゴルフ」の
手数料は無料です） 
*2 今回から「じゃらんゴルフコールセンター」を新設致します。ユーザーからの電話での予約はカスタマーセンターで受付可

能ですので、施設様のご対応負荷軽減、利用履歴収集のため、是非ご活用ください。（手数料等はかかりません）。なお、自
社でも電話予約を受付されたい場合、下記の連絡先（じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局）まで別途ご連絡下さい。 

※【パターン１】【パターン２】に関わらず施設情報はじゃらんゴルフに掲載させて頂きます。後日、別途「じゃらんゴルフ」のお
申込書をお送り致します。お手数ですが合わせてご記載をお願い致します。 

フリガナ   

ゴルフ場名 
  

アクセス 
※両方記載※ 

公共交通機関                   線                  駅 ・ バス停より     徒歩     分 

車                 自動車道              ICより                             分    

定休日  
※年中無休の場合
も記載下さい 

  

服装規定 
※いずれかに○を 
つけて下さい 

 １： 規定文言「Tシャツ・タンクトップ・Ｇパン・サンダルでの入場はお断りいたします」でＯＫ 

 ２： 独自規定あり⇒※ご記載下さい（                               ） 

 ３： 特に規定はない 

施設紹介・若者のへ
のメッセージ 
※６０文字以内で 
ご記載下さい 

※空欄の場合はHPなどを見て、事務局にて作成致します。 

既存のレンタル 
サービスについて 

クラブレンタル 

あり   ・   なし   有料（            円）  ・   無料 

■施設の基本情報 

■ゴルマジ！20ご参画パターン （ 詳細は【別紙２】をご覧ください ） 

■その他、施設データとして掲載する情報 

□ 
 経験者、またはキャディつき必須とする 
 ※貴施設会員は経験者とみなします。 

□ 
 初心者が来たら、簡単なレクチャー（※）を実施する 
 ※ラウンドするにあたって知っておいて欲しいことなどの簡単なレクチャー（無料） 

□  ラウンド前後の付帯練習場無料使用が可能 

□ 
 ラウンドする以外のゴルマジ会員（練習場のみ使用）の方にも付帯練習場を開放可能 
 ※ゴルマジ事務局から別途、練習場用のお申込書をＦＡＸにてお送りさせていただきます。 

■諸条件の選択 （あてはまるものがあれば、☑を入れて下さい ） 

最終〆切：2015年８月１０日（月）１７：００ までにご返送をお願い致します。 
※2015年４月１３日までにお申込み頂いた施設様は「ゴルマジ対象施設」として、告知チラシに施設名称を掲載させて頂きます。 

・返送先ＦＡＸ番号：03-6834-8628 （担当：じゃらんリサーチセンター ゴルマジ事務局 室田・勢堂） 
・ＴＥＬ：03-6835-6250   ・メール：maji@waku-2.com 

※冬季休業期間がある場合は、こちらにあわせてご記載ください。 

記入見本 

ゴルフマジックカントリークラブ 

ゴルフマジックカントリークラブ 

ＪＲ山手 東京 １ 

３ 宝町 首都高速 

12月31日、1月1日 ※1月10日～3月14日は冬季休業期間 

ㇾ 

ㇾ 

ㇾ 

ゴルフ場デビューは是非当コースへ！フロントで「初心者です」と伝えて頂け 
れば、簡単なレクチャーをさせて頂きます。 

３０００ 


