
Title Discount Program 

 
TFMS の保有猫からタイトル申請に該当する猫を選び 
その猫の リクエスト→タイトル申請の割引→オプション１〜３のどれかを選ぶ 
支払い方法は カードナンバーを入力するか、もしくは Paypal で支払う。 
There are three title programs listed below. Please choose the one that fits your cat(s): 
以下の 3 つのタイトルプログラムがあります。あなたの猫に合ったものをお選びください。 
 
Option 1: 
Prerequisite: 
Your cat has never been shown before (also not with a pending registration number). 
Description:  
You pay $15 (member price) or $20 (non-member price).  
If your cat earns a title, it will automatically be confirmed by the Executive Office.  
You do not need to do anything else or pay any additional money.  
The package pays for six titles in one of the following class groups (CH-SGC, CHA-SGCA, 
MS-SGM) and has a total value of $35. You will not receive a refund if the cat does not 
earn any titles. 
I hereby certify that this cat has never been shown.  
I understand that if this cat is being transferred to me from another owner, 
I am certifying that the previous owner never showed the cat.  
I understand that I will not receive a refund if this information I incorrect. 
オプション 1：	
前提条件：一度もショーに出たことのない猫（登録番号が保留されている猫、不可）。	
15 ドル（会員価格）または 20 ドル（非会員価格）を支払います。	
あなたの猫がタイトルを獲得すると、自動的に事務局で確認されます。	
その他の手続きや追加料金は必要ありません。	
このパッケージでは、次のクラスグループ（CH-SGC、CHA-SGCA、MS-SMG）のいずれかのタイトル	
6 つ分を支払います。（通常価格は合計金額 35 ドルです。）	
猫がタイトルを獲得しなくても返金はされません。	
	

	
Option 2: 
Prerequisite:  
Your cat has only been shown as a kitten. 
You pay $20 (member price) or $25 (non-member price). 
If your cat earns a title, it will automatically be confirmed by the Executive Office.  



You do not need to do anything else or pay any additional money.  
The package pays for six titles in one of the following class groups (CH-SGC, CHA-SGCA, 
MS-SGM) and has a total value of $35.  
You will not receive a refund if the cat does not earn any titles. 
I hereby certify that this cat has only been shown as a kitten.  
I understand that if this cat is being transferred to me from another owner, I am certifying 
that the previous owner has only shown him/her as a kitten.  
I understand that I will not receive a refund if this information is incorrect. 
オプション 2：	
前提条件：あなたの猫は子猫としてのみショーに出たことがある。	
20 ドル（会員価格）または 25 ドル（非会員価格）を支払います。	
あなたの猫がタイトルを獲得すると、自動的に事務局で確認されます。	
その他の手続きや追加料金は必要ありません。	
このパッケージでは、次のクラスグループ（CH-SGC、CHA-SGCA、MS-SMG）のいずれかのタイトル	
6 つ分を支払ます。	
（通常は合計金額 35 ドルです。）	
猫がタイトルを獲得しなくても返金はされません。	
 
Option 3: 
Prerequisite:  
No prerequisite. 
You pay $35 (same price for members and non-members).  
If your cat earns a title, it will automatically be confirmed by the Executive Office.  
You do not need to do anything else or pay any additional money. The package pays for six 
titles in one of the following class groups (CH-SGC, CHA-SGCA, MS-SGM) and has a total 
value of $35. You will not receive a refund if the cat does not earn any titles. 
オプション 3：	
前提条件：前提条件はありません。	
35 ドルを支払います（会員、非会員ともに同額）。	
あなたの猫がタイトルを獲得すると、自動的に事務局で確認されます。	
あなたは他に何もする必要はありませんし、追加でお金を払う必要もありません。	
このパッケージでは、以下のクラスグループ（CH-SGC、CHA-SGCA、MS-SMG）のいずれかのタイトル

6 つ分を支払います。（合計金額は通常と同じ 35 ドルです。）	
猫がタイトルを獲得しなくても、返金はされません。 
 


