
 

 

 

エミナゴルフクラブ利用約款 

 

ゴルフ場を利用されるお客様は、下記のゴルフ場利用約款を必ずお守りいただき、安全で快適なプレイ

をお楽しみ下さいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

第 1条＜約款の適用範囲＞ 

当ゴルフ場を利用される方（以下、利用者という）は、当ゴルフ場の諸規則ならびに本約款をご確認の

上ご利用いただきます。 

 

第 2条＜利用契約の成立＞ 

1. 当ゴルフ場の利用者は、当日ゴルフ場のフロントに於いて、プレイ 30分前迄に所定の用紙に署名、 

   またはチェックインシステムにより所定の手続をしてください。これにより、当ゴルフ場の施設利用 

   契約が成立します。 

2. 自己の意志により、コースを 1ホール以上利用した場合は、諸料金支払いの義務を伴う利用契約の成 

   立とみなします。但し荒天によりプレイの中止又は途中クローズの場合のプレイ料金は別に定めると 

   おりといたします。 

 

第 3条＜メンバーのビジター同伴及び紹介についての責任＞ 

ビジターを同伴もしくは紹介したメンバーは、そのビジターの当ゴルフ場利用上の負担金およびその他

の費用の支払ならびに当クラブ内に於ける一切の行為について責任を負うものといたします。 

 

第 4条＜予約の取り消し＞ 

当ゴルフ場は予約の申し込みを頂いたお客様が、予約の全部又は一部を取り消した場合、次に定める取

消料を申し受けます。 

1. 利用日の前日又は当日に取消した場合、1組につき 10,000円(消費税込)の取消料を申し受けます。 

   但し予約の取り消し事由が、悪質であると認められる場合は諸料金の全額を請求いたします。 

2. クラブ競技の取り消しは、競技参加料に準じて申し受けます。 

 

第 5条＜施設利用および利用継続の拒絶＞ 

当ゴルフ場は、次の場合には、施設の利用をお断りすることがあります。 

1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。 

2. 天災その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。 

3. 利用者が暴力団など反社会的団体の構成員あるいは関係者と認められたとき。   

4. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。 

5. 利用者が入れ墨（タトゥを含む）をしていると認められるとき。 

6. 偽名または他人名義で申し込みをしたとき。 

7. ルール、マナーおよび警告を無視してスロープレイを改めないとき。 

8. マナーに反した服装で来場されたとき。プレイをされる場合、ゴルフウェアを着用していないとき。 

9. 無断で写真撮影、録音、録画等をする場合。 

10.その他本約款に違反した場合、ならびに当ゴルフ場の施設を利用することが好ましくない事由がある 

   とき。 

 



 

 

 

第 6条＜暴力団など反社会的団体の構成員あるいは関係者の入場、利用継続の拒絶＞ 

当ゴルフ場は、利用者が第 5条第 3項以下に該当することが判明したとき、ならびに本約款に違背した

ときは利用の継続をお断りすることがあります。 

 

第 7条＜休業日・開場時間＞ 

当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間、最終スタート時間は、当ゴルフ場の定めるところによりま

す。但し、臨時に変更することがあります。 

 

第 8条＜貴重品等の保管管理＞ 

来場者の金銭、その他貴重品の取り扱いについては、次の通りとします。 

1. 金銭などは、必ず貴重品ロッカー又はフロントに預けてください。それ以外の保管方法による遺失に 

   ついては、当ゴルフ場は責任を負いません。 

2. フロントにお預けの場合は、預り証をお渡しします。引取の時は預り証と引き替えに貴重品をお返し 

   いたします。預り証を紛失した場合は直ちに届出してください。 

3. 貴重品ロッカーのロッカー番号をお忘れの場合は、最終のお客様が退場されるまで解錠できません。 

4. ゴルフ場内で生じた来場者の所持品の破損、貴重品ロッカー、その他ゴルフ場内での現金、貴重品の 

   紛失、盗難その他いかなる損害に対しても、その責任は負いません。多額の現金や高額の物品をゴル 

   フ場には持ち込まないでください。 

 

第 9条＜携帯品・自動車等＞ 

携帯品やゴルフ場敷地内に駐車中の自動車ならびに車中の物品についての盗難、損傷などについては、

当ゴルフ場は一切責任を負いません。 

 

第 10条＜宅配便の取扱い＞ 

宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズ等のお取次ぎは致しますが、お取次ぎ中のこれらの物品

の盗難、紛失、破損など、当ゴルフ場では一切の責任を負いません。 

 

第 11条＜ロッカーの収納品＞ 

ロッカー収納品の事故については、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 

 

第 12条＜危険防止責任とエチケット・マナーの厳守＞ 

1. ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレイヤーはエチケット・マナーを守り、ゴル 

   フ場スタッフのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレイしていただきます。 

2. 当ゴルフ場は、円滑なプレイ、危険防止、快適なプレイを目的としてローカルルールを設定しており 

   ますので厳守願います。 

 

第 13条＜ティグランドにおける素振り＞ 

素振りは、ティマーク内の打席または特に指定された場所以外では禁止です。次打順以下のプレイヤー

は、みだりにティグランドに立ち入らないでください。 

 

第 14条＜ゴルフ場スタッフ・GPSナビの合図と飛距離の確認＞ 

キャディやフォアキャディ、マーシャルやスターター、コースガイドやコースサイン、GPSナビの合図や

案内は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときのものです。プレイヤーは合図や案内が 

あっても自己の飛距離を判断してショットし、打球事故を防いでください。尚、打球事故は当事者間で

解決していただき、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 

 



 

 

 

第 15条＜打者の前方に出ないこと＞ 

同伴プレイヤーは、打者の前方へは絶対に出ないでください。打者の前方に出た結果生じた事故やプレ

イヤー同士の打球事故についてはプレイヤー同士で解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責

任を負いません。 

 

第 16条＜隣接ホールへ打ち込んだ場合＞ 

隣接するホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、方向性を適切に判断

し、慎重に打球してください。また、隣接ホールへ打ち込んだ場合は、そのホールのプレイヤーに合図

をし、打ち込んだホールのプレイを優先させ、自己の同伴プレイヤーにも十分注意してプレイしてくだ

さい。 

 

第 17条＜練習場の利用＞ 

ドライビングレンジ、アプローチエリアを利用する際は、スタート室にて事前にお申し込みください。

練習場内では自己の飛距離、方向性を適切に判断し、慎重に打球してください。尚、打球事故は当事者

間で解決していただき、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 

 

第 18条＜避難＞ 

後続組に打球させるときは（ショートホール、パス）、先行組のプレイヤーは後続組の打者が打ち終わ

るまで安全な場所に避難してください。 

 

第 19条＜ホール・アウト後の退去＞ 

ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し、安全な場所を通り、次のホ

ールへ進んでください。 

 

第 20条＜雷鳴、地震があったとき＞ 

雷鳴があって落雷の危険がある場合には、直ちにプレイを中止し、防雷避難所等安全と思われる場所に

退避してください。地震やＪアラート発表があったときも同様に、直ちにプレイを中止して斜面の崩壊 

や、橋梁その他施設の損壊に注意してください。又ゴルフ場スタッフより、中断の指示、アドバイスが

あった場合は、直ちにその指示に従ってください。 

 

第 21条＜乗用カート利用の申し込み＞ 

乗用カートの利用者は、所定の用紙に署名の上手続をしてください。これにより、当ゴルフ場は、署名

者の乗用カート利用をお引き受けすることといたします。運転者および同乗者は係員の乗用カート利用

に関する指示に従ってください。 

 

第 22条＜乗用カート運転者の資格＞ 

乗用カートの運転者は、運転免許を有する方に限ります。また、次の事由がある方は、運転者となるこ

とが出来ません。 

1. 運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。 

2. アルコール類を飲酒した方、その他の事由により正常な運転が困難な方。 

3. 免許停止・取消等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。 

 

第 23条＜乗用カートの運転責任＞ 

乗用カートの運転者は、当該カートの運転責任者となり、乗用カートの運行を支配し、事故防止責任を

負います。また、運転者が交替する場合は、運転責任者の変更となることを認識して、利用者間の協議

および責任においてこれをおこなってください。乗用カートの停止、同乗者の乗降、その他のカート運



 

 

転に関する事項は、運転者の判断と責任においてこれをおこない、同乗者は運転に関し、運転者の指示

に従ってください。 

 

第 24条＜乗用カートの安全運転義務＞ 

運転者は、乗用カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して周囲の状況に応じ、他の人身

に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷をおよぼさないような速度と方法

により、当該カートを運転してください。 

 

第 25条＜乗用カート運転中の注意＞ 

運転者は、乗用カートの運行に際し、次の事項を遵守してください。 

1. 走行の開始の際の注意 

（イ）乗用カートの選定および運転の開始は、係員の指示に従ってください。 

（ロ）運転の開始に際し、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。 

（ハ）発進は必ず同乗者が着席した事を確認の上でおこなってください。 

2. 走行の際の注意 

（イ）乗用カートの走行に関し、走行方法等の標識がある時は、これに従ってください。 

（ロ）起伏のある場合・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転倒等の危険を伴う場所を通行す 

る場合には、予め減速の上、低速で走行し、かつ必要に応じて同乗者に声をかけるなどして注意 

を促してください。 

（ハ）カートは、当ゴルフ場施設外で利用運行することはできません。 

（ニ）カートで東コースへの往来による公道横断の際は、カートから降りて歩いて渡ってください。 

3. 停車等の注意事項 

（イ）乗用カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車

または駐車させないでください。 

（ロ）乗用カートを離れる時は、必ず同乗者の乗車確認の上、駐車装置（パーキング・ブレーキ）を確

実にかけてください。 

（ハ）乗用カートの利用を終了する場合（ハーフ休憩も含む）には、必ず係員の指示に従い駐車してく

ださい。 

 

第 26条＜乗用カート同乗者の注意＞ 

同乗者は、乗用カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。 

1. 乗用カートの走行用装置（電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等）には手を触れないでくださ 

   い。 

2. 乗用カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・ 

   付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把持部分（アームレスト・アシストグ 

   リップ等）に掴まってください。 

3. 乗用カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意してください。 

4. 乗用カートの乗車は、カートの定員を守ってください。 

5. 乗用カートの飛び乗り、飛び降りは絶対にしないでください。 

6. 乗用カートの走行中はスコア記入などをしないように注意してください。 

7. 乗用カート道路横断の際は、カートに十分注意してください。 

 

第 27条＜乗用カート事故の責任> 

1. 運転者が、乗用カートの運転に関し、故意または過失により人身に危害をおよぼし、あるいは施設 

   （カート、その他の施設内の物品を含む）に損害をおよぼす事故（以下「カート事故」という）を 

   起こした場合には、当該事故により生じた損害を被害者または当クラブの一方、あるいは双方に対し  

   て賠償していただきます。 



 

 

2. 同乗者の故意または過失により、乗用カート事故が発生した場合、またはカート事故を誘発した場合 

   には、当該事故の態様に応じて当該同乗者にも運転者と連携して、あるいは単独にて当該事故に生じ 

   た損害を、被害者または当クラブの一方あるいは双方に対して賠償していただきます。 

3. 同乗者が乗用カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する行為があった 

   場合には、当該事故の態様に応じて、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺に 

   より免責されることがあります。 

4. 乗用カート事故による人的・物的損害について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 

 

第 28条＜火気使用の禁止＞ 

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外では厳禁します。タバコの吸い殻は必ずよく

消して備え付けの吸殻入れに入れてください。 

 

第 29条＜違背の場合の責任＞ 

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合または、自分が違反して損

害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償などの責任は負いません。 

 

第 30条＜クラブ等の確認＞ 

プレイヤーはプレイをする直前及びプレイ終了後、ゴルフクラブを点検し間違えの有無を慎重にご確認

ください。確認後はクラブ等の不足、瑕疵について当ゴルフ場は一切の責任を負いませんので充分ご注

意ください。 

 

第 31条＜施設に損害を与えた場合の責任＞ 

利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の従業員や施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償し

ていただきます。 

 

第 32条＜ロッカーキーの取扱＞ 

ロッカーキーは当日の受付番号となります。お帰りまでご自身の責任で保管し、精算時にフロントにお

返しください。万一、紛失された場合は、キー紛失料に加え、修理代金（シリンダーの取替）を合せて

ご請求いたします。なお、紛失料及び修理代金は各々5,000円とし計 10,000円（消費税込）を申し受け

ます。 

 

第 33条＜施設への持ち込み品＞ 

施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。 

1. 著しく悪臭を放つもの。 

2. 銃砲刀剣類等の危険物。 

3. 火薬、揮発油等発火、爆発の恐れがあるもの。 

4. 騒音を発するもの。 

5. 愛犬など動物のペット類。 

6. その他危険物や他人に迷惑をおよぼす恐れがあるもの。 

 

第 34条＜ノンプレイヤーの同伴＞ 

当ゴルフ場でゴルフプレイをされない方（以下、ノンプレイヤーという）を同伴する場合は、当日スタ

ート室にて所定の用紙に署名のうえ手続をしてください。ただし、ノンプレイヤーの打球事故および、

カート事故など一切の事故に関して、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。また、ノンプレイヤーに

ついても本約款を必ずお守りいただきます。 

 

 



 

 

第 35条＜行為の禁止＞ 

施設内で下記の行為は禁止いたします。 

1. とばく、その他風紀を乱す行為。 

2. 物品販売、広告宣伝等の行為。 

3. 他人に迷惑をおよぼし、または不快感を与える行為。 

4. 入れ墨（タトゥを含む）の方のご入浴。 

5. 飲食物のクラブハウスへの持ち込みによる利用。 

6. クラブハウスに於いて、レストラン、コンペルーム、当クラブが定める場所以外での飲食。 

7. コース内において練習ストロークをすること。 

8. 利用者以外のコース内立ち入り（特に許可する場合を除く）。尚、許可した場合であっても、利用者 

   以外（含むギャラリー）が傷害などの被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償などの責任は負 

   いません。 

9. 施設内の器具、備品等を持ち出す行為。 

 

第 36条＜浴場のご利用＞ 

1. 身体に入れ墨のある方の入浴は固くお断り致します。当条項を知らずに入浴された場合は直ちに退室

していただきます。 

2. 以下の方はサウナのご利用を禁止します。 

   ①心臓病、高血圧症で医師から禁じられている方。 

   ②酒気を帯びた方。 

3. 入浴室には金銭その他の貴重品を持ち込まないでください。万一、盗難に関して、当ゴルフ場は一切 

   の責任を負いません。 

4. 浴室入口に於けるシューズの取り違え、盗難につきまして、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。 

 

第 37条＜忘れ物＞ 

当ゴルフ場内での忘れ物は発見の日から 3ヶ月間お預かりします。本人であることを証明して期間内に

お引き取りください。ただし、下着類、その他腐りやすいものはこの限りではありません。 

 

第 38条＜個人情報＞ 

当ゴルフ場では、館内表示システムや遺失物の連絡、ダイレクトメールの発送やインターネット情報の

送信など、運営業務に個人情報を使用する場合があります。 

 

第 39条＜信義則＞ 

本約款に定めのない事項は、ゴルフプレイの精神に則り、信義、誠実の原則に従って解決されるものと

します。 

 

第 40条＜本規約の変更＞ 

当ゴルフ場は、利用者に対し事前の了解を得ることなく、本規約の全部または一部を変更できるものと

します。 

以 上 

 

2018年 6月 15日施行 


