
KGA Golfer’s Goldカード会員様へ SMBCファイナンスサービス株式会社
一般社団法人関東ゴルフ連盟

「KGA Golfer’s Goldカード」切替のご案内
⽇頃、弊社カードをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。
この度、一般社団法人関東ゴルフ連盟との「KGA Golfer’s Goldカード」の発⾏に関する提携を2022年5月31⽇をもちまして終了さ
せていただくこととなりました。会員の皆様には⼤変ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、⻑年に亘りご厚情を
賜り厚く御礼申し上げます。
提携終了に伴い、誠に勝⼿ながら、「KGA Golfer’s Goldカード」のサービス内容を、 「セディナゴールドカード」へのお取扱いに変更さ
せていただきます。
お⼿元の「KGA Golfer’s Goldカード」はカード券⾯記載の有効期限まで引き続きご利⽤いただけます。
なお、2022年6月以降に発⾏する更新カードおよび再発⾏カードにつきましては「セディナゴールドカード」に切替えさせていただきます。
「セディナゴールドカード」の詳細につきましては、下記をご確認ください。引き続き、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

＜現在お持ちのカード＞ ＜切替後のカード＞

KGA Golfer’s Goldカード セディナゴールドカード

更新カード発⾏時
（その他、再発⾏時）

2022年6月1日から

年会費
本人会員 6,600円（税込）

家族会員 1,100円（税込）

保 険

国内旅⾏傷害
保険 5,000万円まで

海外旅⾏傷害
保険 1億円まで

ショッピング保険 300万円まで

サービス
ゴルファー保険 なし

※別紙をご確認下さい。

その他 空港ラウンジ 他

2022年5月31日まで

年会費
本人会員 11,000円（税込）

家族会員 1,100円（税込）

保 険

国内旅⾏傷害
保険 5,000万円まで

海外旅⾏傷害
保険 5,000万円まで

ショッピング保険 100万円まで

サービス
ゴルファー保険 付帯

その他 ロードサービス

2022年6月1日以降も以下の内容が「セディナゴールドカード」へ引き継がれます。
①カード番号（紛失等による再発⾏を除く）②提携ブランド（VISA、MasterCard、JCB）

③家族カード、ＥＴＣカード ④暗証番号 ⑤お引落⼝座 ⑥ご利⽤残⾼
⑦わくわくポイント、ポイントステージ ⑧公共料⾦（電気・ガス料⾦等）や携帯電話等の各種料⾦のお⽀払い登録

※カード券⾯については、2022年6月1⽇以降の更新カード発⾏時および再発⾏時に「セディナゴールドカード」に順次変更となります。
※カード名称、年会費、サービス内容については、お⼿元のカード券⾯にかかわらず、2022年6月1⽇より上記の通り、一⻫に変更となります。

お⼿持ちの「KGA Golfer’s Goldカード」は、提携終了後（2022年6月1⽇以降）もこれまでと同様に、わくわくポイントが貯
まるクレジットカードとしてご利⽤いただけます。2022年6月以降は、下記のとおり順次変更となります。

セディナ
ゴールド
カードKGA 

Golfer’s 
Gold
カード カードサービスの

詳細はこちら

◆クレジットカードに関するお問合せ先
SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター
０３－５６３８－３２１１
（承り時間／9:30〜17:00 1月1⽇休）

◆ゴルファー保険、ＨＤＣＰに関するお問い合せ先
関東ゴルフ連盟 コールセンター
０１２０－３３５－６７１
（承り時間／10:00〜17:00 土⽇祝・12/30〜1/5休）

お問い合わせ先

※本状は、2021年3月時点で、KGA Golfer’s Goldカードをお持ちの方にお送りしております。 ※記載のサービス内容は2021年4月現在のものです。
予告無く変更・終了する場合がございます。 ※システムの都合上、一部変更の反映が遅れる場合がございます。 2021.3.31

切替に関する詳細はWeb
ページをご確認ください。

関東ゴルフ連盟が提供するサービス、「ゴルファー保険及び保
険オプション」、「ハンディキャップインデックス査定サービス」に
関する詳細内容は別紙をご確認ください。

2022年6月以降のカード発⾏時、下記カードへ切替となります。 会員様からの
お手続きは
不要です



関東ゴルフ連盟が提供するサービス

サービス名称 サービス内容 対応内容

ゴルファー
保 険 ホールインワン費用50万円等

カードの有効期限年に関わらず、有効期限⽉によって各会員
様の保険適用期間は以下の通りとなります。
例）有効期限⽉が5⽉の会員様→2022年4⽉末までの適用、
6⽉→2022年5⽉末まで、7⽉→2022年6⽉末まで、
8⽉→2022年7⽉末まで、9⽉→2022年8⽉末まで、
10⽉→2022年9⽉末まで、11⽉→2022年10⽉末まで、
12⽉→2022年11⽉末まで、1⽉→2022年12⽉末まで、
2⽉→2023年1⽉末まで、3⽉→2023年2⽉末まで、
4⽉→2023年3⽉末まで

オプション
サービス

ホールインワン・アルバトロス
100万円プラン
年会費︓5,000円

カードの有効期限年に関わらず、オプション加⼊⽉によって
各会員様のサービス適用期間は以下の通りとなります。
例）オプション加⼊⽉が5⽉の会員様→2022年4⽉末までの
適用、6⽉→2022年5⽉末まで、7⽉→2022年6⽉末まで、
8⽉→2022年7⽉末まで、9⽉→2022年8⽉末まで、
10⽉→2022年9⽉末まで、11⽉→2022年10⽉末まで、
12⽉→2022年11⽉末まで、1⽉→2022年12⽉末まで、
2⽉→2023年1⽉末まで、3⽉→2023年2⽉末まで、
4⽉→2023年3⽉末まで

JGA/USGAハンディキャップ
インデックス査定サービス
年会費︓2,200円

・加⼊者様のお支払いは2021年12⽉で終了。
・サービスのご利用は2022年12⽉25⽇で終了。
（12⽉29⽇に登録を削除いたします）
・KGAカード会員としての関東アンダーハンディキャップ
ゴルフ選手権出場は、2021年度をもって終了。

・引き続き、JGA/USGAハンディキャップを利用される
場合は、査定を受けられる団体へお申し込みください。

2022年5月31⽇のサービス終了に伴い、ゴルファー保険はカードの有効期限年に関わらず、有効期限月に
よって、各会員様の保険適⽤期間が異なります。（適⽤期間満了をもってサービスは終了いたします）
また、各種オプションサービスにつきましては終了期間が異なります。詳しくは下記をご確認ください。

倶楽部・団体 お問合せ先 関東アンダーハンディキャップゴルフ選⼿権
出場資格

JGAプレミアム会員
（公財）⽇本ゴルフ協会事務局
TEL︓03-3566-0003 FAX︓03-3566-0101

関東地区※１在住の会員のみ

JGAグリーンクラブ会員 出場不可

⽇本ゴルフ協会（JGA）
加盟倶楽部会員 取得方法については各ゴルフ場へお問い合わせください。 関東ゴルフ連盟（関東地区※１）

加盟倶楽部※２所属会員のみ

⽇本パブリックゴルフ協会（PGS）
加盟倶楽部会員 取得方法については各ゴルフ場へお問い合わせください。 関東地区※１所在の加盟コース

※２所属会員のみ

GDO・JGA倶楽部 ※３ GDO・JGA倶楽部のサイトをご確認ください。 出場不可

楽天GORA/JGA
ハンディキャップ倶楽部 ※３

楽天GORA/JGAハンディキャップ倶楽部のサイトを
ご確認ください。 出場不可

都道府県ゴルフ競技団体 都道府県ゴルフ競技団体へお問い合わせください。
関東地区※１
各都県アマチュアゴルフ団体
所属会員のみ

※１ 関東地区とは、新潟県・⻑野県・⼭梨県・群⾺県・栃⽊県・茨城県・埼⽟県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県を指します。
※２ ハンディキャップ管理システムJ-sysに登録しているゴルフ場のみ有効です。
※３ 新規でのお申込みとなります。J-sysのデータは引き継げません。

JGA/USGAハンディキャップインデックス査定を受けられる主な団体



よくあるご質問
カードが切り替わる際に、⼿続きは必要ですか︖

お⼿続きは不要です。

カードが切り替わる際に、新しいカードが届きますか︖

新しいカードは有効期限が到来するまでは発⾏されません。
ただし、2022年6月より、セディナゴールドカードのサービスに変更になりますのでご注意ください。

公共料⾦等にKGA Golfer‘s Goldカードを登録している。カードが切り替わる際に⼿続きは必要で
すか︖

お⼿続きは不要です。

カードを解約したい。カードを登録しているサービスは、例えばどのようなものがありますか︖

一例として、ETCカード・電気・ガス・水道・放送・モバイル通信・固定電話・新聞・インターネット・保
険・ネットショッピング等がございます。ご変更は、お客様ご⾃⾝でお⼿続きが必要となります。

ETCカードはそのまま使えますか︖

セディナゴールドカードに移⾏された方はそのままご利⽤いただけます。
ただし、解約される方は、有効期限が切れますと⾼速道路等のETCレーンに設置された開閉バーが
作動しない等、⼤変危険ですのでご注意ください。
なお、ETCカードに起因する一切の事象についての責任は負いかねますので、ご了承の程お願い
申し上げます。

ゴルファー保険はいつまで補償されますか︖

カードの有効期限年に関わらず、有効期限月によって各会員様の保険適⽤期間は異なります。
また適⽤期間満了をもちましてサービスは終了させていただきます。
例︓カード有効期限が、2024年3月の方 → 2023年2月まで有効

ゴルファー保険100万円プランはいつまで補償されますか︖

カードの有効期限年に関わらず、オプション加⼊月によって各会員様のサービス適⽤期間は異なります。
また適⽤期間満了をもちましてサービスは終了させていただきます。
例︓オプションプラン4月加⼊→2023年3月31⽇まで有効
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KGA Golfer’s カード会員様へ SMBCファイナンスサービス株式会社
一般社団法人関東ゴルフ連盟

「KGA Golfer’s カード」切替のご案内
⽇頃、弊社カードをご利⽤いただき、誠にありがとうございます。
この度、一般社団法人関東ゴルフ連盟との「KGA Golfer’s カード」の発⾏に関する提携を2022年5月31⽇をもちまして終了させて
いただくこととなりました。会員の皆様には⼤変ご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、⻑年に亘りご厚情を賜り
厚く御礼申し上げます。
提携終了に伴い、誠に勝⼿ながら、「KGA Golfer’s カード」のサービス内容を、 「セディナカードクラシック」へのお取扱いに変更させてい
ただきます。
お⼿元の「KGA Golfer’s カード」はカード券⾯記載の有効期限まで引き続きご利⽤いただけます。
なお、2022年6月以降に発⾏する更新カードおよび再発⾏カードにつきましては「セディナカードクラシック」に切替えさせていただきます。
「セディナカードクラシック」の詳細につきましては、下記をご確認ください。引き続き、ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

＜現在お持ちのカード＞ ＜切替後のカード＞

KGA Golfer’s カード セディナカードクラシック

更新カード発⾏時
（その他、再発⾏時）

2022年6月1日から

年会費
本人会員 1,100円（税込）

家族会員 330円（税込）

保 険

国内旅⾏傷害
保険 1,000万円まで

海外旅⾏傷害
保険 1,000万円まで

ショッピング保険 50万円まで

サービス
ゴルファー保険 なし

※別紙をご確認下さい。

その他 イオン・セブン-イレブン等でポイ
ント3倍 他

2022年5月31日まで

年会費
本人会員 3,300円（税込）

家族会員 330円（税込）

保 険

国内旅⾏傷害
保険 ー （なし）

海外旅⾏傷害
保険 ー （なし）

ショッピング保険 ー （なし）

サービス
ゴルファー保険 付帯

その他 ー （なし）

2022年6月1日以降も以下の内容が「セディナカードクラシック」へ引き継がれます。
①カード番号（紛失等による再発⾏を除く）②提携ブランド（VISA、MasterCard、JCB）

③家族カード、ＥＴＣカード ④暗証番号 ⑤お引落⼝座 ⑥ご利⽤残⾼
⑦わくわくポイント、ポイントステージ ⑧公共料⾦（電気・ガス料⾦等）や携帯電話等の各種料⾦のお⽀払い登録

※カード券⾯については、2022年6月1⽇以降の更新カード発⾏時および再発⾏時に「セディナカードクラシック」に順次変更となります。
※カード名称、年会費、サービス内容については、お⼿元のカード券⾯にかかわらず、2022年6月1⽇より上記の通り、一⻫に変更となります。

お⼿持ちの「KGA Golfer’s カード」は、提携終了後（2022年6月1⽇以降）もこれまでと同様に、わくわくポイントが貯まる
クレジットカードとしてご利⽤いただけます。2022年6月以降は、下記のとおり順次変更となります。

セディナ
カード

クラシックKGA 
Golfer’s 

カード カードサービスの
詳細はこちら

◆クレジットカードに関するお問合せ先
SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター
０３－５６３８－３２１１
（承り時間／9:30〜17:00 1月1⽇休）

◆ゴルファー保険、ＨＤＣＰに関するお問い合せ先
関東ゴルフ連盟 コールセンター
０１２０－３３５－６７１
（承り時間／10:00〜17:00 土⽇祝・12/30〜1/5休）

お問い合わせ先

※本状は、2021年3月時点で、KGA Golfer’s カードをお持ちの方にお送りしております。 ※記載のサービス内容は2021年4月現在のものです。
予告無く変更・終了する場合がございます。 ※システムの都合上、一部変更の反映が遅れる場合がございます。 2021.3.31

切替に関する詳細はWeb
ページをご確認ください。

関東ゴルフ連盟が提供するサービス、「ゴルファー保険及び保
険オプション」、「ハンディキャップインデックス査定サービス」に
関する詳細内容は別紙をご確認ください。

2022年6月以降のカード発⾏時、下記カードへ切替となります。 会員様からの
お手続きは
不要です



倶楽部・団体 お問合せ先 関東アンダーハンディキャップゴルフ選⼿権
出場資格

JGAプレミアム会員
（公財）⽇本ゴルフ協会事務局
TEL︓03-3566-0003 FAX︓03-3566-0101

関東地区※１在住の会員のみ

JGAグリーンクラブ会員 出場不可

⽇本ゴルフ協会（JGA）
加盟倶楽部会員 取得方法については各ゴルフ場へお問い合わせください。 関東ゴルフ連盟（関東地区※１）

加盟倶楽部※２所属会員のみ

⽇本パブリックゴルフ協会（PGS）
加盟倶楽部会員 取得方法については各ゴルフ場へお問い合わせください。 関東地区※１所在の加盟コース

※２所属会員のみ

GDO・JGA倶楽部 ※３ GDO・JGA倶楽部のサイトをご確認ください。 出場不可

楽天GORA/JGA
ハンディキャップ倶楽部 ※３

楽天GORA/JGAハンディキャップ倶楽部のサイトを
ご確認ください。 出場不可

都道府県ゴルフ競技団体 都道府県ゴルフ競技団体へお問い合わせください。
関東地区※１
各都県アマチュアゴルフ団体
所属会員のみ

※１ 関東地区とは、新潟県・⻑野県・⼭梨県・群⾺県・栃⽊県・茨城県・埼⽟県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県を指します。
※２ ハンディキャップ管理システムJ-sysに登録しているゴルフ場のみ有効です。
※３ 新規でのお申込みとなります。J-sysのデータは引き継げません。

JGA/USGAハンディキャップインデックス査定を受けられる主な団体

関東ゴルフ連盟が提供するサービス

サービス名称 サービス内容 対応内容

ゴルファー
保 険 ホールインワン費用10万円等

カードの有効期限年に関わらず、有効期限⽉によって各会員
様の保険適用期間は以下の通りとなります。
例）有効期限⽉が5⽉の会員様→2022年4⽉末までの適用、
6⽉→2022年5⽉末まで、7⽉→2022年6⽉末まで、
8⽉→2022年7⽉末まで、9⽉→2022年8⽉末まで、
10⽉→2022年9⽉末まで、11⽉→2022年10⽉末まで、
12⽉→2022年11⽉末まで、1⽉→2022年12⽉末まで、
2⽉→2023年1⽉末まで、3⽉→2023年2⽉末まで、
4⽉→2023年3⽉末まで

オプション
サービス

ホールインワン・アルバトロス
100万円プラン
年会費︓12,000円

カードの有効期限年に関わらず、オプション加⼊⽉によって
各会員様のサービス適用期間は以下の通りとなります。
例）オプション加⼊⽉が5⽉の会員様→2022年4⽉末までの
適用、6⽉→2022年5⽉末まで、7⽉→2022年6⽉末まで、
8⽉→2022年7⽉末まで、9⽉→2022年8⽉末まで、
10⽉→2022年9⽉末まで、11⽉→2022年10⽉末まで、
12⽉→2022年11⽉末まで、1⽉→2022年12⽉末まで、
2⽉→2023年1⽉末まで、3⽉→2023年2⽉末まで、
4⽉→2023年3⽉末まで

JGA/USGAハンディキャップ
インデックス査定サービス
年会費︓2,200円

・加⼊者様のお支払いは2021年12⽉で終了。
・サービスのご利用は2022年12⽉25⽇で終了。
（12⽉29⽇に登録を削除いたします）
・KGAカード会員としての関東アンダーハンディキャップ
ゴルフ選手権出場は、2021年度をもって終了。

・引き続き、JGA/USGAハンディキャップを利用される
場合は、査定を受けられる団体へお申し込みください。

2022年5月31⽇のサービス終了に伴い、ゴルファー保険はカードの有効期限年に関わらず、有効期限月に
よって、各会員様の保険適⽤期間が異なります。（適⽤期間満了をもってサービスは終了いたします）
また、各種オプションサービスにつきましては終了期間が異なります。詳しくは下記をご確認ください。



よくあるご質問
カードが切り替わる際に、⼿続きは必要ですか︖

お⼿続きは不要です。

カードが切り替わる際に、新しいカードが届きますか︖

新しいカードは有効期限が到来するまでは発⾏されません。
ただし、2022年6月より、セディナカードクラシックのサービスに変更になりますのでご注意ください。

公共料⾦等にKGA Golfer‘sカードを登録している。カードが切り替わる際に⼿続きは必要ですか︖

お⼿続きは不要です。

カードを解約したい。カードを登録しているサービスは、例えばどのようなものがありますか︖

一例として、ETCカード・電気・ガス・水道・放送・モバイル通信・固定電話・新聞・インターネット・保
険・ネットショッピング等がございます。ご変更は、お客様ご⾃⾝でお⼿続きが必要となります。

ETCカードはそのまま使えますか︖

セディナカードクラシックに移⾏された方はそのままご利⽤いただけます。
ただし、解約される方は、有効期限が切れますと⾼速道路等のETCレーンに設置された開閉バーが
作動しない等、⼤変危険ですのでご注意ください。
なお、ETCカードに起因する一切の事象についての責任は負いかねますので、ご了承の程お願い
申し上げます。

ゴルファー保険はいつまで補償されますか︖

カードの有効期限年に関わらず、有効期限月によって各会員様の保険適⽤期間は異なります。
また適⽤期間満了をもちましてサービスは終了させていただきます。
例︓カード有効期限が、2024年3月の方 → 2023年2月まで有効

ゴルファー保険100万円プランはいつまで補償されますか︖

カードの有効期限年に関わらず、オプション加⼊月によって各会員様のサービス適⽤期間は異なります。
また適⽤期間満了をもちましてサービスは終了させていただきます。
例︓オプションプラン4月に加⼊された方→2023年3月31⽇まで有効
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