
会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日

北海道地区　１１　（正５・副６）

帯広白樺カントリークラブ 080-0271 　河東郡音更町字長流枝１７-１５ 0155-46-2266 0155-46-2525

副 代表取締役 Ｍ36 S49.9.3

株式会社クラシック 574-0012 　大阪府大東市大字龍間２６６-８ 072-869-0101 072-869-0105 小　島　拓　之 宇　野　　　強

北見カントリークラブ 090-0008 　北見市大正８１３ 0157-36-8811 0157-36-9911

正 代表取締役社長 Ｍ18

株式会社北見ゴルフ倶楽部 090-0035 　北見市北斗町３－１－１ 0157-61-7340 0157-25-7155 永　田　正　記 水　野　　　 誠

札樽ゴルフ倶楽部 047-0154 　小樽市朝里川温泉１－５０４ 0134-54-5511 0134-52-1815

副 代表取締役 総務部長 Ｍ18

株式会社Ｎｉｋｋａｎ 300-2352 　つくばみらい市小島新田１０２ 0297-58-8899 0297-58-1961 安　達　雅　克 畑  中　史  雄

札幌エルムカントリークラブ 061-1363 　恵庭市島松沢５５ 0123-33-5151 0123-33-5153

正 060-0002 　札幌市中央区北二条西２丁目 代表取締役社長 Ｍ36

株式会社札幌エルムカントリークラブ 　札幌２・２ビル３階 011-231-7771 011-231-8873 堂垣内　正　弘 吉　田　敏　博

十勝カントリークラブ 080-0272 　河東郡音更町下士幌５１

正 0155-31-1917 0155-46-2753 代表取締役社長 Ｍ18

十勝ゴルフ株式会社 　同上 作　田　和　昌 高　橋　信　二

ニドムクラシックコース 059-1365 　苫小牧市字植苗４３０ 0144-55-5111 0144-55-3677

正 代表取締役社長 M45 S63.6.27

株式会社　ザ　ニドム 053-0047 　苫小牧市泉町１‐８‐１ 0144-55-8001 0144-55-3125 石　川　　　　貢 伊　藤　憲一郎

函館シーサイドカントリークラブ 041-0263 　函館市豊原町２３７

正 代表取締役 Ｍ18

株式会社函館シーサイドカントリークラブ   同上 遠　藤　正　人 前　城　竹　弘

フォレスト旭川カントリークラブ 070-8034 　旭川市神居町上雨紛４３０ 0166-75-3300 0166-75-3030

副 代表取締役社長 Ｍ18

株式会社 朝日コーポレーション 107-0052 　東京都港区赤坂３－１５－４バリ島ビル４階 03-5549-7701 03-5549-7704 手 　塚　 　　寛 境　　　 康　宏

S41.5.28

S39.8.3

S48.6.11

S50.7.1

H5.7.8

コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

0138-58-3361 0138-58-3212

S40.9.15



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

北海道クラシックゴルフクラブ 059-1434 　勇払郡安平町早来富岡４０６ 0145-22-4101 0145-22-4144

副 代表取締役 Ｍ18 H3.6.8

株式会社クラシック 574-0013 　大阪府大東市大字龍間２６６-９ 072-869-0101 072-869-0105 小　島　拓　之 富　田　　　明

北海道クラシックゴルフクラブ帯広 089-0356 　上川郡清水町字羽帯４-１ 0156-62-8000 0156-62-7788

副 代表取締役 Ｍ36 H6.5.15

株式会社クラシック 574-0013 　大阪府大東市大字龍間２６６-９ 072-869-0101 072-869-0105 小　島　拓　之 佐　藤　哲　也

北海道ゴルフ倶楽部 059-1275 　苫小牧市字錦岡４４０-１ 0144-67-6811 0144-67-6813

副 代表取締役 Ｍ36 H3.6.3

株式会社クラシック 574-0013 　大阪府大東市大字龍間２６６-９ 072-869-0101 072-869-0105 小　島　拓　之 石  塚　健  司



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

東北地区　７ （正２・副５）

青森県（5）

青森カントリー俱楽部 030-0144 　青森市大字大別内字葛野２２９

正 代表取締役社長 Ｍ27

青森ゴルフ観光株式会社 　同上 林　　 　光　男 町 田　多加雄

津軽高原ゴルフ場 036-0171 　平川市小国深沢１８－４２ 0172-44-4111 0172-44-5110

副 代表取締役 P18

株式会社津軽高原ゴルフ場 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 小山内　武 信

夏泊ゴルフリンクス 039-3301 　東津軽郡平内町東田沢１０－２３０ 017-759-2211 017-759-2212

副 代表取締役 Ｍ18

エビハラスポーツマン株式会社 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 最　上　　　 悟

八戸カントリークラブ 039-1202 　三戸郡階上町赤保内字大渡２１－２７

正 代表取締役 Ｍ27

八戸観光開発株式会社 　同上 正部家　佑 介 秋　庭　敏　範

びわの平ゴルフ倶楽部 036-0173 　平川市切明螢沢１６－１ 0172-55-2011 0172-55-2015

副 代表取締役 Ｍ18

株式会社びわの平ゴルフ倶楽部 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 工　藤　　　賢

福島県（2）

サラブレッドカントリークラブ 972-8336 　いわき市渡辺町上釜戸字上ノ代２４５ 0246-56-0123 0246-56-6666

副 代表取締役 Ｍ36

株式会社大宮国際ゴルフ場 107-0052 　港区赤坂２－１５－１８　西山興業赤坂ビル３階 03-3585-6011 03-3585-4564 西　山　茂　行 小　林　良　二

棚倉ステークスカントリークラブ 963-6152 　東白川郡棚倉町大字小爪字森ノ前１

副 代表取締役 Ｍ18

株式会社棚倉ステークスカントリークラブ 　同上 森　　　 秀　雄 海老原　恒 夫

H3.9.1

0247-33-3300 0247-33-4400 H6.7.2

S39.7.10

S62.6.4

H4.6.15

S55.6.15

0178-88-3211 0178-88-3197 S49.7.15

017-739-5144017-739-2129



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

関東地区　６７　（正４５・副２２）

茨城県（8）

茨城ゴルフ俱楽部 300-2352 　つくばみらい市小島新田１０２ 0297-58-1216 0297-58-1961

正 代表取締役 M36 S37.9.28

株式会社Ｎｉｋｋａｎ 　同上 0297-58-8899 0297-58-1961 安　達　雅　克 倉　持　　　 治

白帆カントリークラブ 311-1526 　鉾田市半原３０８－４

正 代表取締役社長 Ｍ18 S49.9.15

白帆観光株式会社 　同上 鬼　沢　保　平 桜　井　忠　久

利根パークゴルフ場 302-0024 　取手市新町4-1-50 0297-73-7731 0297-74-1585

副 代表取締役 P18 S35.10.8

東日本振興株式会社 105-0003 　港区西新橋3-15-12 03-3434-7611 03-3434-7615 井　口  晴　雄 安　達　典　男

取手国際ゴルフ倶楽部 300-2307 　つくばみらい市板橋2994 0297-58-2211 0297-58-1122

正 代表取締役 Ｍ36 S33.8.23

東日本振興株式会社 105-0003 　港区西新橋3-15-12 03-3434-7611 03-3434-7615 井　口  晴　雄 富　井  義　明

ニッソーカントリークラブ 300-1336 　稲敷郡河内町大徳鍋子新田１１２４－１

正 0297-84-2321 0297-84-2041 代表取締役 Ｍ18 S52.10.21

日本創興株式会社 　同上 森　　　 秀　雄 松　本　謙　三 河川

日立高鈴ゴルフ俱楽部 311-0324 　常陸太田市白羽町１７３０ 0294-78-0111 0294-78-0081

正 代表取締役社長 Ｍ18 S58.7.5

株式会社二十一世紀新社 150-0002 　渋谷区渋谷２－１０－６　山田青山ビル６Ｆ 03-5467-0031 03-5467-0032 成　元　善　一　 松　居　修　二

フレンドシップカントリークラブ 300-2747 　常総市崎房１９５５－２ 0297-43-7311 0297-43-7054

正 代表取締役社長 Ｍ18 S39.11.29

株式会社大同 100-0014 　千代田区永田町２－４－１１　フレンドビル６階 03-3580-3447 03-3501-0808 村　山　友　彦 村　山　友　彦

水戸グリーンカントリークラブ山方・照田コース 319-3115 　常陸大宮市照田１５０７ 0295-57-3331 0295-57-2727

正 代表取締役 M45 S47.9.1

エビハラスポーツマン株式会社 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 鈴　木　敏　枝

0291-33-41340291-33-4131



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

栃木県（8）

足利カントリークラブ多幸コース 327-0231 　佐野市飛駒町６３８０ 0283-66-2121 0283-66-2054

正 　　　　　〃　　　　　　飛駒コース 0283-66-2201 0283-66-2202 代表取締役社長 M36 S48.6.26

株式会社足利カントリークラブ 0283-66-2121 0283-66-2054 手 　塚　 　　寛 三　俣　直　樹

鹿沼カントリー倶楽部 322-0532 　鹿沼市藤江町１５４５－２ 0289-75-2131 0289-75-2137

正 代表取締役 M45 S39.10.20

株式会社鹿沼カントリー倶楽部 101-0041 　千代田区神田須田町１－２４　大一東京ビル６階 03-5289-0808 03-5298-3108 福　島　範　治 神　山　新　一

鹿沼７２カントリークラブ 322-0526 　栃木県鹿沼市楡木町１４７５ 0289-75-2111 0289-75-2119

副 代表取締役 M45 S50.7.20

東北縦貫開発株式会社 101-0041 　千代田区神田須田町１－２４　大一東京ビル６階 03-5289-0808 03-5298-3108 福　島　範　治 小  島　正  樹

唐沢ゴルフ倶楽部　三好コース 327-0307 　佐野市岩崎町１９７５ 0283-62-4111 0283-62-4114

正 　　　　〃　　　　　　　唐沢コース 327-0801 　佐野市富士町１ 0283-24-2525 0283-24-6363 代表取締役 M36 S36.4.13

唐沢観光株式会社 327-0307 　佐野市岩崎町１９７５ 0283-62-4111 0283-62-4114 三　村　和　夫 金　原　睦　芳

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 328-0121 　栃木県栃木市細堀町３７６ 0282-28-1070 0282-28-1079

副 代表取締役 M18 H3.9.14

株式会社栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 101-0041 　千代田区神田須田町１－２４　大一東京ビル６階 03-5289-0808 03-5298-3108 福　島　範　治 鈴　木　義　之

那須ちふり湖カントリークラブ 329-3224 　那須郡那須町大字豊原乙字大畑２４８６－５

副 0287-77-2111 0287-77-2121 代表取締役社長 Ｐ18 H5.9.20

那須リゾート株式会社 同上 山  口　皓  章 福　田　浩　二

メイフラワーゴルフクラブ 329-2501 　矢板市上伊佐野１０２０

副 0287-43-0900 0287-43-9909 代表取締役 Ｍ18 H4.5.29

株式会社HOPE 同上 小　島　拓　之 島  田　    哲

八洲カントリークラブ 322-0302 　鹿沼市深程１７４６

正 0289-85-1111 0289-85-1115 副支配人 M18 H7.5.19

株式会社八洲カントリー 同上 長　部　　　　稔 長　部　　　　稔

　同上



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

群馬県（1）

初穂カントリークラブ 378-0126 　沼田市白沢町上古語父２４４０

正 0278-53-3200 0278-53-3280 代表取締役 M18 H4.9.1

白沢高原開発株式会社 　同上 青　木　俊　実 河　合　修　宏

埼玉県（17）

入間カントリー俱楽部 350-0413 　入間郡越生町如意１１５９－１

正 049-292-5111 049-292-6436 代表取締役社長 M18 S52.9.18

株式会社入間カントリー倶楽部 　同上 河　内　辰　雄 新　井　　　 勝

大宮カントリークラブ 331-0068 　さいたま市西区飯田新田４０ 048-624-2121 048-622-1225

正 代表取締役 M27 S40.11.18

株式会社大宮カントリークラブ 107-0052 　港区赤坂７－２－１７　赤坂中央ﾏﾝｼｮﾝ１０６号 03-6438-9780 03-6438-9781 西 山　真美子 須　賀　　　 裕 河川

大宮国際カントリークラブ 331-0074 　さいたま市西区宝来９１０ 048-624-5770 048-623-5252

正 代表取締役 M45 S41.3.30

株式会社大宮国際ゴルフ場 107-0052 　港区赤坂２－１５－１８　西山興業赤坂ビル３階 03-3585-6011 03-3585-4564 西　山　茂　行 山　田　康　夫 河川

小川カントリークラブ 355-0321 　比企郡小川町小川１６１９

正 0493-72-1515 0493-72-1517 代表取締役社長 M27 S41.11.3

株式会社小川カントリークラブ 　同上 渡　辺　善　輝 土　場　隆　雄

越生ゴルフクラブ 355-0354 　比企郡ときがわ町番匠６１ 0493-65-1141 0493-65-1145

正 代表取締役社長 M18 S48.10.16

株式会社越生ゴルフ倶楽部 150-0002 　渋谷区渋谷１－１１－３　正栄ビル８階 03-3407-1322 03-3797-0297 錦　織　正　己 渡　部　正　喜

清澄ゴルフ倶楽部 355-0066 　東松山市大字神戸１８７５

正 0493-35-3344 0493-35-3343 代表取締役社長 M18 H5.10.13

株式会社清澄ゴルフ倶楽部 　同上 橋　口　隆　志 佐　藤　　　 博

鴻巣カントリークラブ 365-0004 　鴻巣市関新田２１２３ 048-569-1141 048-569-0287

正 代表取締役社長 M18 S51.8.6

三宝開発株式会社 160-0023 　新宿区西新宿７－５－３　斉藤ビル７階 03-3366-2511 03-3366-2505 森　川　英　幸 木　澤　　　 豪



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

こだまゴルフクラブ 367-0203 　本庄市児玉町入浅見１０６０

正 0495-72-5151 0495-72-3333 代表取締役社長 P18 S52.5.25

埼玉開発株式会社 　同上 西　松　正　記 鶴　田　和　敏

高麗川カントリークラブ 350-1242 　日高市北平沢１４８５

正 042-989-3131 042-985-4854 取締役社長 M18 S47.10.1

株式会社高麗川カントリー倶楽部 　同上 荒　井　隆　男 持　田　良　夫

さいたま梨花カントリークラブ 355-0364 　比企郡ときがわ町西平２０４２

副 0493-65-3711 0493-65-2525 代表取締役 M18 S63.5.31

株式会社エヌジーエス 　同上 秋　元　俊　朗 秋　元　俊　朗

ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 368-0061 　秩父市小柱６８５ 0494-62-3111 0494-62-2016

副 代表取締役 Ｍ18 S52.4.29

株式会社ザ ナショナルカントリー倶楽部 160-0023 　新宿区西新宿６－１６－６　タツミビル９階　 03-5909-0322 03-5909-2730 守　 谷　　　牧 坂　本　拓　也

高坂カントリークラブ 355-0047 　東松山市高坂１９１６－１ 0493-34-3311 0493-35-1122

正 代表取締役社長 M36 S33.11.9

東観光開発株式会社 104-0028 　中央区八重洲２－５－１４ 03-3271-2441 03-3271-2443 中　村　満　義 根　岸　周　平

高根カントリー倶楽部 355-0803 　比企郡滑川町大字福田４０４５

正 0493-56-2511 0493-56-2514 代表取締役社長 M27 S37.11.3

熊谷観光開発株式会社 同上 原　田　博　司 小　池　武　人

長瀞カントリークラブ 369-1236 　大里郡寄居町金尾４２８ 048-581-0777 048-581-5115

副 代表取締役会長 M18 S43.8.12

関東文化開発株式会社 160-0023 　新宿区西新宿７－５－３　斉藤ビル７階 03-3366-2511 03-3366-2505 森　川　幸　美　 若　山　　　徹

日本カントリークラブ 350-0403 　入間郡越生町大谷１３８

正 049-292-3331 049-292-5354 代表取締役社長 M18 S45.7.12

日本産業株式会社 　同上 島　 津　 佳  弘 細　野　正　士



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

武蔵の杜カントリークラブ 350-0407 　入間郡越生町大字上谷１０２８

正 049-292-6329 049-292-5141 代表取締役 M18 S54.11.23

株式会社武蔵の杜カントリークラブ 同上 荒　牧　　　豊 松　岡　良　晃

リバーサイドフェニックスゴルフクラブ 362-0059 　上尾市平方２６０６－１

正 048-725-1441 048-781-2457 代表取締役社長 M18 S40.11.3

株式会社フェニックス 　同上 松　本　定　東 今　井　　　 均 河川

千葉県（14）

姉ヶ崎カントリー倶楽部 299-0121 　市原市立野１６５－１ 0436-66-1116 0436-66-5210

正 代表取締役 Ｍ36 S35.10.22

平和農産工業株式会社 104-0061 　中央区銀座７－５－４ 03-3573-3322 03-3573-3316     菅　   千 太 郎 牧　　　博　志

一の宮カントリー倶楽部 299-4303 　長生郡一宮町東浪見３１６６ 0475-42-3711 0475-42-4555

正 取締役社長　 M36 S47.11.23

株式会社一の宮カントリー倶楽部 104-0032 　中央区八丁堀１－１－４　井門ビル４階 03-3552-2851 03-3553-3779 川　﨑　陽　子　 野　澤　敦　司

鎌ヶ谷カントリークラブ 273-0118 　鎌ケ谷市中沢１３４８

正 047-444-4111 047-443-9567 代表取締役専務 M27 S36.10.28

株式会社鎌ヶ谷カントリー倶楽部 　同上 峠　　 　行　宏 永　井　康　光

カレドニアンゴルフクラブ 289-1756 　山武郡横芝光町長倉１６５８ 0479-82-6161 0479-82-6214

正 代表取締役社長 Ｍ18 H2.10.7

東京グリーン富里カレドニアン株式会社 102-0083 　千代田区麹町4-3-29ＶＯＲＴ紀尾井坂2階 050-5803-1260 03-3237-8417 早  川 　治  良 渋　谷　康　治

コスモクラシッククラブ 299-2202 　南房総市平塚乙２－４０４

正 0470-58-0311 0470-58-0889 代表取締役 Ｍ18 S57.3.30

三和開発株式会社 　同上 原　野　耕　一 早　川　　　剛

ザ ナショナルカントリー倶楽部 千葉 290-0236 　市原市寺谷６６６ 0436-95-3111 0436-95-2558

正 代表取締役 Ｍ27 S40.10.10

株式会社ザ ナショナルカントリー倶楽部 160-0023 　新宿区西新宿６－１６－６　タツミビル９階　 03-5909-0322 03-5909-2730 守　 谷　　　牧 靍　見　統　章



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

立野クラシックゴルフ倶楽部 290-0242 　市原市中高根１１６６ 0436-95-1111 0436-95-0121

副 代表取締役 Ｍ18 S61.10.18

平和農産工業株式会社 104-0061 　中央区銀座７－５－４ 03-3573-3322 03-3573-3316     菅　  千 太 郎 川　下　岩　雄

館山カントリークラブ 294-0311 　館山市坂井７７２－５４

副 0470-29-1115 0470-29-1157 代表取締役 M27 S42.6.29

株式会社館山カントリークラブ 　同上 岡　本　圭　史 小　暮　正　治

千葉夷隅ゴルフクラブ 298-0261 　夷隅郡大多喜町板谷５８８

正 0470-83-0211 0470-83-0215 代表取締役社長 M27 S54.8.28

株式会社グリーンクラブ 　同上 岡　本　　　 豊 岡　本　　　 豊

長南カントリークラブ 297-0193 長生郡長南町又富８０４ 0475-46-2311 0475-46-2319

正 取締役社長 M18 S53.10.10

株式会社長南カントリークラブ 290-0054 　市原市五井中央東１－１－２ 0436-22-3987 0436-22-7670 石　川　信　介 平　賀　照　雄

長南パブリックコース 297-0105 長生郡長南町棚毛９０８ 0475-46-3311 0475-46-3321

副 取締役社長 Ｐ18 H7.10.10

株式会社長南パブリックコース 290-0054 　市原市五井中央東１－１－２ 0436-22-3987 0436-22-7670 石　川　信　介 実　川　正　明

富里ゴルフ倶楽部 289-1611 　山武郡芝山町小原子７７３ 0479-78-0002 0479-78-0290

副 代表取締役社長 Ｍ18 H1.6.10

東京グリーン富里カレドニアン株式会社 102-0083 　千代田区麹町4-3-29ＶＯＲＴ紀尾井坂2階 050-5803-1260 03-3237-8417 早  川　 治  良 座　間　英　二

東我孫子カントリークラブ 270-1173 　我孫子市青山895

副 　04-7182-4141 　04-7182-1599 代表取締役社長 M27 S35.7.29

株式会社東我孫子カントリークラブ 　同上 手 　塚　 　　寛 崎　濱　盛　明 河川

米原ゴルフ倶楽部 290-0525 　市原市米原１６３９－１ 0436-89-2711 0436-89-2229

副 代表取締役社長 Ｍ18 H1.11.3

株式会社エイチ・ジェイ 　同上 0436-89-2811 0436-50-7080 浜　　　正　広 岡　本　　　豊



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

東京都（3）

桜ヶ丘カントリークラブ 206-0021 　多摩市連光寺２９８５ 042-375-8811

正 042-375-8864 代表取締役社長 M18 S35.8.1

京王レクリエーション株式会社 　同上 042-375-8814 斎　藤　隆　人 銅　直　　　強

GMG八王子ゴルフ場 193-0801 　八王子市川口町３５１５ 042-654-4311 042-654-4322

正 代表取締役会長 M27 S42.8.16

関東文化開発株式会社 160-0023 　新宿区西新宿７－５－３　斉藤ビル７階 03-3366-2511 03-3366-2505 森　川　幸　美 田　中　真　澄

八王子カントリークラブ 193-0801 　八王子市川口町２３５２

正 042-654-4110 042-654-4114 代表取締役社長 M18 S35.9.23

株式会社八王子ゴルフ倶楽部 　同上 橋　本　博　司　 佐々木　進 一

神奈川県（3）

鎌倉カントリークラブ 247-0052 　鎌倉市今泉５－１０２６

正 0467-43-1251 0467-44-8780 代表取締役 統括責任者 M18 S43.11.23

朝日観光株式会社 　同上 中野渡　正 樹 酒　井　和　昭

鎌倉パブリックゴルフ場 247-0052 　鎌倉市今泉５－１００３ 0467-44-8185 0467-44-8188

副 代表取締役 統括責任者 P18 S48.10.1

朝日観光株式会社 247-0052 　鎌倉市今泉５－１０２６ 0467-43-1251 0467-44-8780 中野渡　正 樹 手　塚　勇　貴

相模湖カントリークラブ 252-0186 　相模原市緑区牧野14342

正 042-689-2931 042-689-2930 代表取締役社長 Ｍ27 S53.10.28

新相模株式会社 　同上 榎　本　　　剛 榎　本　　　剛

山梨県（3）

上野原カントリークラブ 409-0112 　上野原市上野原６８８７

正 0554-63-2525 0554-63-2528 代表取締役 M18 H11.10.5

株式会社上野原カントリークラブ 同上 横　瀬　三亀夫 小見戸　　哲

フォレスト鳴沢ゴルフ＆カントリークラブ 401-0320 　南都留郡鳴沢村7３２８－４１

正 0555-85-5200 0555-85-2782 代表取締役 M18 H21.6.20

鳴沢森林開発株式会社 同上 長谷川　健治 佐 藤　寿 昭



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

富士クラシック 401-0338 　南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺２-２ 0555-89-3300 0555-89-2300

副 代表取締役 Ｍ18 H7.10.1

株式会社クラシック 574-0013 　大阪府大東市大字龍間２６６-９ 072-869-0101 072-869-0105 小　島　拓　之 金　井　博　之

新潟県（1）

松ヶ峯カントリー俱楽部 949-2318 　上越市中郷区岡川３８３ 0255-74-2456 0255-74-2458

副 代表取締役 M27 S47.8.10

株式会社松ヶ峯カントリー俱楽部 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 永　井　廣　幸

静岡県（8）

熱海ゴルフ倶楽部 413-0002 　熱海市伊豆山１１７１

正 0557-82-5335 0557-81-1433 代表取締役 M9 S14.5.28

株式会社熱海ゴルフ 同上 中　西　宏　之 菊　地　　　均

菊川カントリークラブ 439-0001 　菊川市富田２３０ 0537-36-1171 0537-35-3784

正 総支配人 Ｍ18 S51.4.17

株式会社日本平ゴルフ場 424-0886 　清水市清水区草薙４２８ 054-266-3955 054-288-2257 宮　本　康　幸 宮　本　康　幸

ザ　ナショナルカントリー倶楽部　富士 418-0112 　富士宮市北山7426-63 0544-54-1056 0544-54-1811

副 代表取締役 Ｍ18 S60.8.7

株式会社ザ ナショナルカントリー倶楽部 160-0023 　新宿区西新宿６－１６－６　タツミビル９階　 03-5909-0322 03-5909-2730 守　 谷　　　牧 村　松　太　一

修善寺カントリークラブ 410-2406 　伊豆市日向９６５

副 0558-72-2227 0558-72-2505 代表取締役 M18 S33.11.30

株式会社修善寺カントリークラブ 　同上 手　塚 　　　俊 浜　村　雄　二

太平洋クラブ御殿場コース 412-0048 　御殿場市板妻９４１-１ 0550-89-6222 0550-89-6220

正 代表取締役 M18 S52.4.26

株式会社太平洋クラブ 105-0023 　東京都港区浜松町１－３１ 03-6430-2039 03-6430-2042   韓　　 　 　俊 上　杉　晴　男

東富士カントリークラブ 410-1308 　駿東郡小山町大御神６０４-３ 0550-78-0121 0550-78-0122

副 取締役社長 Ｍ18 S42.10.1

東日本開発株式会社 410-1326 　駿東郡小山町用沢１４４２-２３ 0550-78-3211 0550-78-1855 猪  俣　　 　 昇 岩　田　正　暢



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

富士国際ゴルフ倶楽部 410-1326 　駿東郡小山町用沢１４４２-２３ 0550-78-0211 0550-78-1261

正 代表取締役専務 Ｍ36 S36.3.21

東日本開発株式会社 　同上 0550-78-3211 0550-78-1855 龍　口　清　彦 　梶　　　和　男

富士御殿場ゴルフ倶楽部 412-0047 　御殿場市神場１５３０-２ 0550-89-3533 0550-89-2878

副 代表取締役 M18 S53.9.24

サンユウ産業株式会社 101-0041 　千代田区神田須田町１－２４　大一東京ビル６階 03-5289-0808 03-5298-3108 福　島　範　治 斎　藤　行　宏

長野県（1）

鹿島南蓼科ゴルフコース 391-0213 　茅野市豊平７７０２ 0266-76-2222 0266-76-5071

副 代表取締役社長 Ｐ18

鹿島リゾート株式会社 　同上 0266-71-6188 0266-71-6180 福  島　和  彦 湯　澤　成　行

S48.7.7



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

中部地区　４０ （正２８・副１２）

長野県（5）

木曽駒高原宇山カントリークラブ 397-0002 　木曽郡木曽町新開１２６－１

副 0264-23-7231 0264-23-7758 取締役社長 Ｍ18

木曽駒高原宇山カントリー株式会社 　同上 宮　嶋　　　晃 原　　　　　　勉

木曽駒高原カントリークラブ 399-6101 　木曽郡木曽町日義４８９８－８ 0264-23-7001 0264-23-7002

正 代表取締役社長 M18 S38.7.8

木曽駒高原観光開発株式会社 457-0811 　名古屋市南区大同町４－７ 052-688-7500 052-688-7501 宮　嶋　　　晃 奥　谷　　　歩

信州伊那国際ゴルフクラブ 399-4501 　伊那市西箕輪３３５０ 0265-73-3131 0265-73-2737

副 100-0004 　千代田区大手町１－７－２ 代表取締役 M36 S48.9.15

株式会社信州伊那国際ゴルフクラブ 　東京サンケイビル２７階 03-3242-6237 03-3242-6287 齋　藤　博　史 小木曽　慶　太

高森カントリークラブ 399-3101 　下伊那郡高森町山吹6955-23 0265-35-3355 0265-35-6879

正 取締役社長 Ｍ18 S53.6.1

ヤハギ緑化株式会社 461-0004 　名古屋市東区葵３－１９－７ 052-937-6551 052-937-0771 舩　橋　太　道 岩　永　　　哲

茶臼山ｺﾞﾙﾌ倶楽部・ブナの嶺ｺﾞﾙﾌ倶楽部 399-1601 　下伊那郡売木村２６５３－１

副 0260-28-2500 0260-28-2300 代表取締役 M36 S57.4.3

株式会社茶臼山ゴルフ倶楽部 　同上 井　上　幸　久 石 原　加代子

岐阜県（9）

明世カントリークラブ 509-6131 　瑞浪市明世町月吉１１１２－８８

正 0572-69-2326 0572-69-2329 代表取締役社長 M18 S51.7.16

株式会社明世カントリークラブ 　同上 田　島　龍　司 田　島　龍　司

岐阜本巣カントリークラブ 501-1233 　本巣市外山２１２０－３０

正 0581-32-5136 0581-32-5139 代表取締役社長 M18 S50.4.26

本巣観光開発株式会社 　同上 林　　 　成　嘉 松　山　義　宗

下呂カントリークラブ 509-2314 　下呂市宮地１０８３－１－８ 0576-26-2525 0576-26-2527

副 100-0004 　千代田区大手町１－７－２ 代表取締役 M18 S40.10.3

株式会社下呂カントリークラブ 　東京サンケイビル２７階 03-3242-6237 03-3242-6287 齋　藤　博　史 小　島　貴　幸

S49.8.2



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

こぶしゴルフ俱楽部 505-0102 　可児郡御嵩町前沢８０７５－６

副 0574-67-6171 0574-67-4322 代表取締役社長 M18 H6.4.20

株式会社東濃開発 　同上 手 　塚　 　　寛 手 塚　 弘　晃

瑞陵ゴルフ倶楽部 509-6101 　瑞浪市土岐町８２６３－３１ 0572-68-8888 0572-68-8188

副 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 取締役相談役 M18 H2.9.1

信和ゴルフ株式会社 　指物町３２８ 075-253-6511 075-253-6505 國　府　光　雄 佐々木　徳 彦

中部国際ゴルフクラブ 509-0233 　可児市柿下１２６－２ 0574-64-1131 0574-64-1651

正 100-0004 　千代田区大手町１－７－２ 代表取締役 M18 S41.10.1

株式会社中部国際ゴルフクラブ 　東京サンケイビル２７階 03-3242-6237 03-3242-6287 齋　藤　博　史 若　尾　収　作

日吉ハイランド俱楽部 509-6251 　瑞浪市日吉町８００４－２５ 0572-69-2126 0572-69-2128

正 代表取締役 M18 S44.8.14

株式会社日吉ハイランド 460-0021 　名古屋市中区平和１－８－６ 052-332-6112 052-332-6113 小　栗　榮　輝 安　藤　修　司

ベルフラワーカントリー倶楽部 509-6251 　瑞浪市日吉町８６７１－１

正 0572-64-2121 0572-64-2125 代表取締役 Ｍ18 H5.11.1

トヨタ瑞浪開発株式会社 　同上 金  井　敏  雄 金　井　敏　雄

美岳カントリークラブ 505-0102 　可児郡御嵩町前沢８０７５－３

正 0574-67-3511 0574-67-3123 代表取締役社長 M27 S50.11.1

株式会社美岳カントリークラブ 　同上 手 　塚　 　　寛 上　吉　　　誠

愛知県（14）

秋葉ゴルフ倶楽部 441-1611 　新城市七郷一色字桐久保３１－３

正 0536-32-2600 0536-32-2700 代表取締役 M18 H14.9.1

株式会社秋葉ゴルフ倶楽部 　同上 井　上　幸　久 石 原　加代子

庄内川ゴルフ倶楽部 462-0052 　名古屋市北区福徳町６－４８

正 052-911-1366 052-914-0653 取締役社長 Ｍ18 S34.4.2

株式会社庄内川ゴルフ倶楽部 　同上 山 崎　金三郎 山 崎　金三郎 河川



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

知多カントリー俱楽部 470-2531 　知多郡武豊町冨貴字久原１－１１１ 0569-73-2111 0569-73-3893

正 代表取締役会長 M27 S39.10.4

スギー産業株式会社 460-0008 　名古屋市中区栄１－１４－１４　御園パレス２階 052-201-2117 052-211-3750 小　杉　將　郎 石　川　　　 広

貞宝カントリークラブ 471-0059 　豊田市貞宝町貞宝８ 　

正 0565-31-1601 0565-33-2900 代表取締役社長 M18 S41.10.16

貞宝工業株式会社 　同上 杉　浦   　　毅 大　橋　建　文

豊田カントリー倶楽部 471-0003 　豊田市岩滝町コンジ５９３－１

正 0565-80-3732 0565-80-2678 常務取締役総支配人 Ｍ18 S39.11.11

豊田鞍ヶ池開発株式会社 　同上 川　本　常　敬 川　本　常　敬

名古屋グリーンカントリークラブ 470-0424 　豊田市御作町釜土１１８８－１ 0565-76-4111 0565-76-0602

正 代表取締役社長 M27 S48.10.10

親和開発株式会社 460-0008 　名古屋市中区栄２－１３－７ 052-231-1125 052-201-4784 小　島　達　雄 伊　藤　敬　一

名古屋広幡ゴルフコース 470-0351 　豊田市広幡町大洞南奥３６ 0565-48-1551 0565-48-1056

正 代表取締役社長 P18 S50.3.16

東名ゴルフ株式会社 470-0352 　豊田市篠原町大沢３ 0565-48-1331 0565-48-4589 加　藤　義　孝 牧　　　 俊　一

鳴海カントリークラブ 458-0801 　名古屋市緑区鳴海町横吹５１

正 052-876-1531 052-876-1010 代表取締役 M18 S51.5.20

株式会社鳴海カントリー倶楽部 　同上 小　島　英　一 武　藤　雅　博

西尾ゴルフクラブ 444-0402 　西尾市一色町大塚河田２８

正 0563-72-2111 0563-72-2115 代表取締役 M18 S49.5.8

古川スポーツランド株式会社 　同上 神　谷 　　  明 鋤　柄　　　 浩 河川

額田ゴルフ倶楽部 444-3444 　岡崎市南大須町字桃之沢４１ 0564-84-2311 0564-84-2339

副 代表取締役 M36 S49.6.8

株式会社Ｎｉｋｋａｎ 300-2352 　つくばみらい市小島新田１０２ 0297-58-8899 0297-58-1961 安　達　雅　克 柴　田　智　文



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

東名古屋カントリークラブ 470-0352 　豊田市篠原町大沢３

副 0565-48-1331 0565-48-4589 代表取締役会長 M36 S39.9.29

東名ゴルフ株式会社 　同上 加　藤　　　 恵 加　藤　義　親

平尾カントリークラブ 442-0863 　豊川市平尾町木崩６１－２７ 0533-87-5221 0533-87-5118

正 取締役社長 M27 S50.11.11

朝日開発株式会社 440-0083 　豊橋市下地町字操穴４５ 0532-53-4221 0532-54-4749 高　桑　　　 耐 高　桑　利　季

みとゴルフ倶楽部 441-0323 　豊川市御津町金野籠田３７－２７

正 0533-75-3900 0533-75-3975 支配人　 M18 H9.7.10

みと開発株式会社 同上 坂　柳　参　哉 坂　柳　参　哉

緑ヶ丘カンツリークラブ 463-8505 　名古屋市守山区吉根長廻間３２４１ 052-795-1111 052-793-5566

正 代表取締役社長 M18 S34.11.8

松栄商事株式会社 460-0011 　名古屋市中区大須３－３０－２０赤門通ビル２階 052-261-2511 052-251-2609 阿　部　　　 博 𥽜　　　 哲　朗

三重県（12）

グランシエロゴルフ倶楽部 515-2526 　津市一志町其倉３７－１０ 059-259-2200 059-259-2233

正 代表取締役 P18 H16.6.13

株式会社ケイアール開発 583-0992 　南河内郡太子町山田１１１６－２５ 0721-98-4111 0721-98-4488 竹　山　和　彦 後　藤　忠　彦

桑名カントリー倶楽部 511-0941 　桑名市嘉例川８６１

正 0594-31-5111 0594-31-5065 代表取締役社長 M18 S35.4.16

株式会社桑名カントリー倶楽部 　同上 三　澤　孝　行 加　藤　　　誠

ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ白山ｳﾞｨﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌｺｰｽ 515-2603 　津市白山町川口６２６２

正 059-262-4011 059-262-4001 代表取締役 M36 H2.10.21

白山開発株式会社 　同上 福　田　正　興 東　本　裕　治

ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ三重白山ｺﾞﾙﾌｺｰｽ 515-2603 　津市白山町川口４９０７ 059-262-4131 059-262-5021

副 代表取締役 M18 S61.10.24

株式会社三重白山ゴルフ倶楽部 515-2603 　津市白山町川口６２６２ 059-262-4011 059-262-4001 福　田　正　興 佐　野　啓　之



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

ｺｺﾊﾟﾘｿﾞｰﾄｸﾗﾌﾞ三重ﾌｪﾆｯｸｽｺﾞﾙﾌｺｰｽ 515-2409 　松坂市嬉野滝之川町３５４ 0598-43-2333 0598-48-8066

副 代表取締役 M18 H10.12.1

平城開発株式会社 515-2603 　津市白山町川口６２６２ 059-262-4011 059-262-4001 福　田　正　興 別　所　　　 卓

ジャパンクラシックカントリー倶楽部 518-1326 　伊賀市槇山下田１７－１ 0595-42-0050 0595-42-0052

副 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 代表取締役 M36 S61.6.5

株式会社ジャパンクラシックカントリー倶楽部 　指物町３２８　　増井ビル４階 075-253-6511 075-253-6505 武　藤　良　一 高　尾　佳　広

スリーレイクスカントリークラブ 511-0203 　いなべ市員弁町畑新田１－１

正 0594-74-3211 0594-74-3214 代表取締役社長 M18 S52.12.2

グリーン・プラザ株式会社 　同上 諸　戸　精　孝 中　野　敦　之

津カントリー倶楽部 514-0077 　津市片田長谷町３０ 0120-80-3700 059-237-3612

正 代表取締役 M18 H2.11.12

株式会社津カントリー倶楽部 　同上 052-782-6950 052-782-6952 小　池　建　夫 小　島　伸　浩

名四カントリークラブ 512-0906 　四日市市山之一色町１７６０

正 059-331-2211 059-332-2466 代表取締役 M18 S41.10.10

名四ゴルフ株式会社 　同上 葛　西　典　明 岩　﨑　成　彦

鈴峰ゴルフ倶楽部 519-0323 　鈴鹿市伊船町１５１－４ 059-371-1518

正 059-371-0711 代表取締役 M27 S50.10.4

鈴峰企業株式会社 同上 059-371-1519 坂　口　博　文 田　中　　　実

六石ゴルフ倶楽部 511-0428 　いなべ市北勢町大字阿下喜字北谷３２９０

副 0594-72-3611 0594-72-6047 代表取締役社長 M27 S53.11.11

株式会社桑名カントリー倶楽部六石コース 　同上 三　澤　孝　行 小　林　恭　子

ローモンドカントリー倶楽部 519-0222 　亀山市両尾町２５７０－３

正 0595-85-1000 0595-85-2811 代表取締役社長 M18 H9.10.8

三重ロイヤル開発株式会社 　同上 岩　崎　信　彦 倉　田　真　孝



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

関西地区　４６ （正３３・副１３）

滋賀県（7）

皇子山カントリークラブ 520-0038 　大津市山上町７９０ 077-522-1629 077-526-2664

副 代表取締役 M18 S36.6.6

タニミズ企画株式会社 823-0017 　宮若市倉久１－３ 0949-33-1244 0949-33-3506 谷　水　利　行 松　崎　英　稔

滋賀カントリー倶楽部 529-1841 　甲賀市信楽町上朝宮１２２４ 0748-82-1961 0748-82-3168

副 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 代表取締役 M18 S51.10.15

株式会社滋賀カントリー倶楽部 　指物町３２８　　増井ビル４階 075-253-6511 075-253-6505 荒　木　潤　一 小　林　大　介

信楽カントリー倶楽部 529-1813 　甲賀市信楽町畑５５－１ 0748-82-3711 0748-82-3166

正 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 取締役相談役 M45 S48.11.25

信和ゴルフ株式会社 　指物町３２８　　増井ビル4階 075-253-6511 075-253-6505 國　府　光　雄 植　田　浩　平

大甲賀カントリークラブ 520-3413 　甲賀市甲賀町油日１６９５ 0748-88-2511 0748-88-5582

正 代表取締役社長 M27 S48.10.10

大場商事株式会社 107-0062 　港区南青山２－２２－２ 03-3479-5181 03-3479-5339 大　場　 まり子 大　場　昭　範

日野ゴルフ倶楽部 529-1611 　蒲生郡日野町杣１１４６－１ 0748-52-2115 0748-53-1427

副 取締役総務部長 Ｍ36 S48.10.15

観光日本株式会社 603-8047 　京都市北区上賀茂本山 075-702-5811 075-702-5812 吉　見　哲　生 平　田　光　雄

名神八日市カントリー倶楽部 529-1597 　東近江市石塔町９８３ー１５０

正 0748-55-1122 0748-55-1120 代表取締役 統括部長 Ｍ27 S40.10.22

株式会社名神八日市カントリークラブ 　同上 奥  田　光  政 早 瀬　政太郎

名神栗東カントリー倶楽部 528-0235 　甲賀市土山町大野４９７０ 0748-67-0335 0748-67-1176

副 代表取締役社長 M18 S44.10.18

京滋観光開発株式会社 618-0003 　三島郡島本町尺代１２８ 075-962-0055 075-962-1015 杉　本　喜　俊 鍛　冶　　　 恒

京都府（5）

宇治田原カントリー倶楽部 610-0211 　綴喜郡宇治田原町奥山田長尾３１－２

副 0774-88-3000 0774-88-3777 専務取締役 M27 S51.11.29

叶興産株式会社 　同上 松　尾　忠　則 黒　川　隆　昭



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

京都ゴルフ倶楽部 603-8047 　京都市北区上賀茂本山 075-791-2161 075-712-4502

正 取締役総務部長 Ｍ36 S23.8.8

観光日本株式会社 　同上 075-702-5811 075-702-5812 吉　見　哲　生 船　木　宏　樹

久美浜カンツリークラブ 629-3422 　京丹後市久美浜町湊宮１１８

正 0772-82-0460 0772-82-1693 代表取締役社長 M18 S48.5.5

株式会社久美浜シーサイド 　同上 伊　東　　　 眞 石　原　康　介

瑞穂ゴルフ倶楽部 622-0322 　船井郡京丹波町大朴皿引１

正 0771-86-1515 0771-86-1727 代表取締役社長　 Ｍ18 H2.11.10

中央観光株式会社 　同上 一　村　秀　和 山　内　浩　二

るり渓ゴルフクラブ 622-0065 　南丹市園部町大河内深田１番地

正 0771-65-0221 0771-65-0810 代表取締役社長 M27 S50.9.1

るり渓開発株式会社 　同上 圓　城　幸　男 眞　野　清　人

大阪府（14）

アートレイクゴルフ倶楽部 563-0135 　豊能郡能勢町野間西山９５－３

正 072-737-0888 072-737-1085 代表取締役 M18 H3.9.8

丸松興産株式会社 　同上 松　尾　一　儀 黒　川　悦　郎

天野山カントリークラブ 590-0135 　堺市南区別所１５４９－４６ 072-284-1919 072-284-2001

正 代表取締役社長 M36 S41.7.3

大和開発観光株式会社 586-0086 　河内長野市天野町９０６－２ 0721-53-5772 0721-53-0707 渡　邊　　　 收 岡　田　純　明

泉ヶ丘カントリークラブ 590-0106 　堺市南区豊田２９９０－２２６

正 072-292-8500 072-293-1617 代表取締役 M27 S50.9.2

泉ヶ丘観光開発株式会社 　同上 奥　野　光　計 藤　村　義　人

くずはゴルフ場 573-1121 　枚方市楠葉花園町１４－２　

正 072-857-7110 072-857-7100 代表取締役社長 P18 S32.9.1

株式会社樟葉パブリック・ゴルフ・コース 　同上 大　塚　憲　郎 藤　野　　　努 河川



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

京阪ゴルフ倶楽部 569-0844 　高槻市柱本３－１９－７

正 072-677-9900 072-677-9909 代表取締役 SP18 S32.8.24

株式会社京阪ゴルフ倶楽部 　同上 西　村　　　 潔 西　村　　　 馨 河川

ゴルフクラブ四条畷 575-0012 　四條畷市下田原２３５３ 072-876-1501 072-677-9909

正 541-0047 　大阪市中央区淡路町２－５－９ 代表取締役 M18 S35.4.29

大盛起業株式会社 　タカクラビル４階 06-6226-5521 06-6226-5516 大　西　　　 勉 原　田　俊　作

新大阪ゴルフクラブ 618-0003 　三島郡島本町尺代１２８

正 075-962-0055 075-962-1015 代表取締役社長 M18 S48.12.7

京滋観光開発株式会社 　同上 杉　本　喜　俊 高　野　一　司

泉南カンツリークラブ 590-0503 　泉南市新家４３６４

正 072-482-1111 072-482-4166 代表取締役社長 M18 S35.12.3

株式会社泉南カンツリークラブ 　同上 小　竹       杲 生　長　　　 英

太子カントリー俱楽部 583-0994 　南河内郡太子町葉室８００

正 0721-98-5800 0721-98-5656 取締役支配人 M18 Ｈ8.11.3

太子ゴルフ観光株式会社 　同上 六反田　　  明 六反田　　　明

高槻ゴルフ俱楽部 569-0034 　高槻市大塚町４－１８－１

正 072-671-0300 072-675-6807 代表取締役 営業ﾏﾈｰｼﾞｬｰ P18 S34.6.7

株式会社高槻ゴルフ倶楽部 　同上 佐　藤　祐　康 石　村　孝　洋 河川

阪奈カントリークラブ 574-0012 　大東市龍間２６６－８

正 072-869-0101 072-869-0105 代表取締役 M18 S49.8.25

株式会社クラシック 　同上 小　島　拓　之 有　田　　　司

枚方カントリー俱楽部 573-0111 　枚方市杉北町１－４６２２

正 072-858-8331 072-859-4300 代表取締役 M18 S34.9.24

枚方ゴルフ場株式会社 　同上 松　田　イツ子 林　　　 伸　好



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

箕面ゴルフ倶楽部 563-0021 　池田市畑３－１１ 072-751-6901

正 072-752-1911 代表取締役会長 M18 S35.11.28

株式会社箕面ゴルフ倶楽部 　同上 072-753-1131 遠　山　隆　重 浜　名　健　司

淀川ゴルフクラブ 533-0024 　大阪市東淀川区柴島２－６－２９

正 06-6322-5402 06-6326-6911 代表取締役 P12 S24.8.1

株式会社淀川ゴルフ倶楽部 同上 小味渕　義雄 小味渕　義雄 河川

兵庫県（19）

青野運動公苑　アオノゴルフコース 675-2404 　加西市油谷町６３９－３ 0790-45-1556 0790-45-0990

正 代表取締役 Ｐ18 Ｈ3.8.1

ニホンターフメンテナンス株式会社 240-0006 　横浜市保土ヶ谷区星川３－２０－５ 045-348-8008 045-348-8228 清　水　克　巳 家　村　一　敏

青山台ゴルフ俱楽部 669-2308 　篠山市和田字東勝山３２－１

正 079-552-4980 079-552-4984 代表取締役 M18 S49.4.29

西日本観光株式会社 　同上 井　上　高　文 井ノ上　貞 二

有馬カンツリー倶楽部 669-1334 　三田市中内神南山８４１ 079-565-2111

正 079-565-2121 代表取締役 Ｍ18 S35.9.23

新有馬開発株式会社 530-0003 　大阪市北区堂島２－１－２７桜橋千代田ビル 06-6341-9266 谷 　  光   高 高　田　　　勉

有馬ロイヤルゴルフクラブ 651-1616 　神戸市北区淡河町北畑５７１

正 078-958-0121 078-958-0126 代表取締役社長 M36 S47.11.25

兵庫開発株式会社 　同上 大　林　　　 功 齊　藤　育　利

小野グランドカントリークラブ 675-1304 　小野市中谷町１４１３

正 0794-67-1500 0794-67-1505 総支配人 M36 S47.8.7

グランド開発株式会社 同上 川　勝　新　造 川　勝　新　造

オリムピックゴルフ倶楽部 673-0701 　三木市細川町瑞穂１３６９－２

正 0794-88-2388 0794-88-2335 代表取締役 M18 H元.4.1

穂里開発株式会社 　同上 大　川　展　功 大　川　高　史 　



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

北神戸ゴルフ場 651-1511 　神戸市北区長尾町宅原１７０６ 078-986-2233 078-986-4890

副 103-0014 　中央区日本橋蛎殻町１－２９－６ 代表取締役社長 Ｐ27 S42.11.9

株式会社チュウブ 　水天宮前東急ビル６Ｆ 03-5640-8122 03-5640-8100 大　田　英　二 柴　田　芳　夫

北六甲カントリー倶楽部 651-1522 　神戸市北区大沢町上大沢１９８２ 078-954-0721 078-954-0133

正 代表取締役 M36 S58.8.31

星田ゴルフ株式会社 576-0015 　交野市星田西１－８０－１ 072-822-2621 072-823-6208 松 村　千代勝 岩　本　尚　哲

城崎カンツリークラブ 669-6122 　豊岡市瀬戸字畑山 0796-28-2400 0796-28-2402

正 代表取締役 M18 S43.8.22

日和山観光株式会社 669-6122 　豊岡市瀬戸１０９０ 0796-28-2500 0796-28-3010 西　松　伸　二 今　津　一　也

ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 677-0033 　西脇市鹿野町字比延山１３５３－９ 0795-23-0681 0795-23-5528

副 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 代表取締役 Ｍ18 S62.10.28

株式会社ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾞﾚｰｺﾞﾙﾌ倶楽部 　指物町３２８　　増井ビル４階 075-253-6511 075-253-6505 武　藤　良　一 亀　井　昭　憲

ザ・サイプレスゴルフクラブ 669-3622 　丹波市氷上町三原６０－１

正 0795-82-7711 0795-82-3800 代表取締役社長 M18 H3.6.2

株式会社サイプレスクラブ 669-3622 　丹波市氷上町三原２２９ 大　西　久　光 原　田　行　人

ジャパンメモリアルゴルフクラブ 673-1102 　三木市吉川町冨岡９３３－２７

副 0794-72-1125 0794-72-1750 代表取締役社長 Ｍ18 H2.11.25

株式会社レジェンド 651-1616 　神戸市北区淡河町北畑５７１ 大　林　　　 功 茶　木　邦　夫

宝塚高原ゴルフクラブ 665-0808 　宝塚市切畑字長尾山1４

正 0797-88-5353 0797-88-1317 代表取締役 M18 S39.8.9

宝塚高原ゴルフ株式会社 　同上 矢　野　浩　臣 柴　田　芳　夫

チェリーヒルズゴルフクラブ 673-0714 　三木市細川町細川中字道重１２００－２３ 0794-82-9690 0794-82-9692

副 604-0903 　京都市中京区河原町通夷川上る 代表取締役 M27 H元.11.28

株式会社チェリーヒルズゴルフクラブ 　指物町３２８　　増井ビル４階 075-253-6511 075-253-6505 武　藤　良　一 篠　崎　真　也



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

西神戸ゴルフ場 651-2223 　神戸市西区押部谷町木見９７５－１ 078-994-6611 078-994-6613

副 103-0014 　中央区日本橋蛎殻町１－２９－６ 代表取締役社長 P18 S60.5.1

株式会社チュウブ 　水天宮前東急ビル６Ｆ 03-5640-8122 03-5640-8100 大　田　英　二 浅　田　雅　彦

三木ゴルフ俱楽部 673-0703 　三木市細川町垂穂字槙山８９４－８２7

正 0794-86-2121 0794-86-2125 代表取締役社長 M27 S48.10.27

三木槇山開発株式会社 　同上 末　隂　孝　博 加　藤　明　彦

美奈木ゴルフ俱楽部 673-0755 　三木市口古川町大島字行司谷１１８７－３ 0794-88-2525 0794-88-0551

副 取締役総務部長 Ｍ18 H元.5.25

観光日本株式会社 603-8047 　京都市北区上賀茂本山 075-702-5811 075-702-5812 吉　見　哲　生 増　尾　　　勉

吉川インターゴルフ俱楽部 673-1106 　三木市吉川町実楽２９０－４

副 0794-76-5050 0794-76-5055 代表取締役 P18 H12.4.1

吉川インターゴルフ株式会社 　同上 佐　藤　祐　康 川　口　泰　生

六甲国際ゴルフ倶楽部 651-1263 　神戸市北区山田町西下字押部道１５

正 078-581-2331 078-581-5991 取締役事業部長 Ｍ36 S50.8.23

株式会社タイセイ 　同上 山 中　秀登司 増　本　高　久

奈良県（1）

奈良柳生カントリークラブ 630-1242 　奈良市大柳生町４８００

副 0742-93-0789 0742-93-0700 代表取締役会長 M18 H8.9.11

株式会社奈良柳生カントリークラブ 　同上 遠　山　隆　重 阪　口　　　 勇



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

中国・四国地区　１４ （正１３・副１）

鳥取県（2）

グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 683-0215 　西伯郡南部町荻名７５３

正 0859-64-2111 0859-64-2777 代表取締役社長 M18 H2.10.16

グリーンパーク大山株式会社 同上 安　達　武　敏 南　家　純　悟

米子ゴルフ場 683-0853 　米子市両三柳３１９２－２ 0859-29-4444 0859-29-8085

正 103-0014 　中央区日本橋蛎殻町１－２９－６ 代表取締役社長 P18 S38.8.26

株式会社チュウブ 　水天宮前東急ビル６Ｆ 03-5640-8122 03-5640-8100 大　田　英　二 角　　　 茂　樹

岡山県（1）

水島ゴルフリンクス 712-8074 　倉敷市水島川崎通1-19 086-440-1616 086-440-1626

副 103-0014 　中央区日本橋蛎殻町１－２９－６ 代表取締役社長 P18 H13.10.1

株式会社チュウブ 　水天宮前東急ビル６Ｆ 03-5640-8122 03-5640-8100 大　田　英　二 角　　　 茂　樹

広島県（7）

太田川ゴルフ俱楽部 731-0112 　広島市安佐南区東原１－２２－１１

正 082-874-6811 082-874-6869 代表取締役社長 SP18 S34.6.1

株式会社太田川ゴルフ場 　同上 田　原　宏　茂 梅　木　武　司 河川

賀茂カントリークラブ 739-2113 　東広島市高屋町高屋東４１０２

正 082-434-1234 082-434-1238 代表取締役 Ｍ18 S51.3.1

株式会社賀茂カントリークラブ 同上 中　谷　崇　男 中　谷　崇　男

呉カントリークラブ 737-2503 　呉市安浦町安登１１６３－２

正 0823-84-3743 0823-84-3746 代表取締役社長 M18 S46.9.3

呉国際観光株式会社 同上 山　本　　　浩 水　田　一　生

瀬野川カンツリー倶楽部 736-0089 　広島市安芸区畑賀町１５１０－９１

正 082-827-0211 082-827-1204 代表理事 Ｍ18 S37.11.3

一般社団法人瀬野川カンツリー倶楽部 同上 村　尾　修　司 矢　野　俊　一



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

戸山カンツリークラブ 731-3271 　広島市安佐南区沼田町大字阿戸

正 　字城山１５６８－１ 082-839-3266 082-839-3237 代表取締役 M18 H5.11.15

株式会社トヤマコーポレーション 　同上 八　幡　欣　也 登　　　勝　志

松永カントリークラブ 729-0112 　福山市神村町１３８８

正 084-933-3174 084-934-1788 取締役社長 M18 S36.10.22

備南観光開発株式会社 同上 内　海　康　仁 八　塚　祐　治

三原カンツリークラブ 723-0143 　三原市沼田東町釜山３４５―６

正 0848-66-0321 0848-66-1310 専務取締役 M18 S43.8.23

瀬戸内開発株式会社 同上 髙　下　　　浩 髙　下　　　浩

山口県（3）

宇部７２カントリークラブ 754-1277 　山口市阿知須２４２３－１

正 0836-65-3211 0836-65-3220 代表取締役社長 Ｍ72 S35.10.29

宇部興産開発株式会社 同上 佐々木　政　伸 金　川　　　誠

下関ゴールデンゴルフクラブ 750-1102 　下関市大字吉田地方字駒くらべ１９０９－２

正 083-282-2311 083-282-9008 理事長 Ｍ18 H1.10.11

下関ゴールデンゴルフクラブ株式会社 　同上 川　上　康　男 吉　冨　　　晃　

下関ゴルフ倶楽部 759-6312 　下関市豊浦町大字黒井８５０

正 083-772-0206 083-772-0207 理事長 M18 S31.7.22

一般社団法人下関ゴルフ倶楽部 同上 福　田　浩　一 前　田　昌　宏

香川県（1）

こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部 769-0303 　仲多度郡まんのう町七箇４１３０

正 0877-77-2234 0877-78-3260 取締役会長 M18 S51.10.4

讃岐開発株式会社 　同上 四　角　健　一 早　馬　淳　也



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

九州地区　２７ （正１８・副９）

福岡県（22）

茜ゴルフクラブ 820-0712 　飯塚市大分１９３１ 0948-72-4000 0948-72-4003

副 代表取締役 M18 S59.11.18

株式会社小郡カンツリー倶楽部 838-0106 　小郡市三沢１７８８ 0942-75-4181 0942-75-1788 水　田　芳　夫 水　田　　　 潤

麻生飯塚ゴルフ俱楽部 820-0609 　嘉穂郡桂川町吉隈１２０ 0948-65-1155 0948-65-1159

正 代表取締役社長 M27 S48.10.30

株式会社麻生地所 　同上 0948-65-5445 0948-65-5300 竹　井　秀　一 藤　井　久　隆

伊都ゴルフ俱楽部 819-1147 　糸島市香力４７４

正 092-322-5031 092-323-1026 代表取締役社長 M18 S51.11.6

伊都ゴルフ土地株式会社 　同上 貫　　　正　義 井　上　和　敏

小郡カンツリー倶楽部 838-0106 　小郡市三沢１７８８

正 0942-75-4181 0942-75-1788 代表取締役 M27 S39.11.11

株式会社小郡カンツリー倶楽部 　同上 水　田　芳　夫 平　原　勝　幸

勝山御所カントリークラブ 824-0801 　京都郡みやこ町勝山大久保 0930-32-3211 0930-32-3215

正 代表取締役 Ｍ18 S50.11.22

梅本興業株式会社 804-0067 　北九州市戸畑区汐井町1-1戸畑駅２Ｆ 093-882-1211 093-882-1084 梅　本　　　 薫 小　林　　　 進

芥屋ゴルフ俱楽部 819-1335 　糸島市志摩芥屋１－１ 092-327-0261 092-327-3111

正 代表取締役社長 M18 S39.11.15

福高観光開発株式会社 810-0802 　福岡市博多区中洲中島町４－２３ 092-281-2121 092-281-2102 髙　倉　力　矢 大　島　博　司

玄海ゴルフクラブ 811-3502 　宗像市江口５７８－１８

正 0940-62-2233 0940-62-2728 代表取締役社長 M18 S38.10.26

西日本開発株式会社 　同上 渡　部　久　雄 白　武　　　 洋

西戸崎シーサイドカントリークラブ 811-0321 　福岡市東区西戸崎３１６ 092-603-0677 092-603-2572

正 代表取締役社長 M18 S42.11.3

西戸崎開発株式会社 811-0322 　福岡市東区大岳２－１－１ 092-603-0300 092-603-0418 加　来　義　和 森　　　信　生



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ 819-1133 　糸島市富８３８

正 092-324-5333 092-324-5330 取締役支配人 M18 H4.11.30

株式会社ザ・クイーンズヒルゴルフ場 同上 横　田　俊　介 横　田　俊　介

ザ・クラシックゴルフ俱楽部 823-0017 　宮若市倉久１－３ 0949-33-1111

正 0949-33-3506 代表取締役 M27 H2.9.25

タニミズ企画株式会社 　同上 0949-33-1244 谷　水　利　行 松　永　象二呂

ＪＲ内野カントリークラブ 820-0708 　飯塚市弥山７４０

正 0948-72-3223 0948-72-1720 代表取締役社長 M18 H4.11.6

ＪＲ九州リゾート開発株式会社 同上 江　越　善一郎 三　船　貴　徳

志摩シーサイドカンツリークラブ 819-1303 　糸島市志摩野北５７５ 092-327-2131 092-327-2136

副 代表取締役 M18 S52.10.15

株式会社小郡カンツリー倶楽部 838-0106 　小郡市三沢１７８８ 0942-75-4181 0942-75-1788 水　田　芳　夫 宮　川　周　三

周防灘カントリークラブ 829-0314 　築上郡築上町上ノ河内１６４９

正 0930-56-2511 0930-56-2515 取締役副社長 M18 S49.11.10

周防灘カントリークラブ株式会社 同上 小　野　雅　之 小　野　雅　之

セブンミリオンカントリークラブ 811-1112 　福岡市早良区小笠木１０３－１

副 092-804-7000 092-804-5151 代表取締役社長 Ｍ18 S49.4.23

西南観光開発株式会社 　同上 菅　   千 太 郎 鹿　嶋　　　檀

筑紫野カントリークラブ 818-0003 　筑紫野市大字山家２０１４－２２ 092-926-1661 092-926-1665

副 代表取締役社長 M18 S49.11.10

西日本開発株式会社 811-3502 　宗像市江口５７８－１８ 0940-62-2233 0940-62-2728 渡　部　久　雄 秋　山　信　広

西日本カントリークラブ 822-0011 　直方市中泉池代１３５６－２ 0949-23-1121 0949-25-1145

副 代表取締役 M18 S50.4.1

タニミズ企画株式会社 823-0017 　宮若市倉久１－３ 0949-33-1244 0949-33-3506 谷　水　利　行 古　野　　　学



会員
種別 コ ー ス 名 / 会 社 名　　 TEL FAX 登録代表者役職・氏名 支配人氏名 ホール 開場日コ ー ス 住 所 / 会 社 住 所

久山カントリー倶楽部 811-2501 　粕屋郡久山町大字久原３５４９

正 092-976-0222 092-976-2224 代表取締役 M18 S39.11.24

久山カントリー株式会社 　同上 古　賀　良　太 山　田　佑　介

福岡雷山ゴルフ俱楽部 819-1574 　糸島市川原８０７

正 092-323-8181 092-323-8081 代表取締役 M18 H8.8.21

福岡雷山ゴルフ俱楽部株式会社 　同上 瀬 川　政　幸 高　橋　真　二

京都カントリー倶楽部 824-0115 　京都郡みやこ町光冨９５－１ 0930-33-2511 0930-33-2515

正 副社長支配人 M18 S50.10.12

豊津観光開発株式会社 824-0031 　行橋市西宮市４－１－１ 0930-28-9770 0930-25-3095 川　添　賀　久 川　添　賀　久

夜須高原カントリークラブ 838-0206 　朝倉郡筑前町曽根田１４１－２６

正 0946-42-2211 0946-42-0044 代表取締役社長 M27 S49.9.15

三和スポーツ株式会社 839-1321 　うきは市吉井町１２３８ 矢 野　幸次郎 吉　武　敏　郎

八女上陽ゴルフ倶楽部 834-1102 　八女市上陽町北川内２９１４－１

正 0943-54-3030 0943-54-2123 代表取締役 M18 H4.4.1

上陽観光開発株式会社 同上 永　井　敏　雄 田　中　　　誠

若宮ゴルフクラブ 822-0131 　宮若市乙野１１２１

正 0949-54-0595 0949-54-0832 代表取締役社長 M18 S52.4.26

株式会社西日本ファミリーランド 　同上 下　田　太　一 塚　本　善　郎

佐賀県（1）

佐賀クラシックゴルフ倶楽部 846-0041 　多久市西多久町大字板屋６０－１ 0952-75-2001 0952-75-2326

副 代表取締役 Ｍ18 H8.9.3

タニミズ企画株式会社 823-0017 　宮若市倉久１－３ 0949-33-1244 0949-33-3506 谷　水　利　行 髙　木　一　哉

熊本県（2）

球磨カントリー俱楽部 868-0301 　球磨郡錦町木上１ 0966-38-2111 0966-38-2115

副 代表取締役 M27 S48.4.29

株式会社球磨カントリー倶楽部 104-0061 　中央区銀座８－１２－１０　銀座槇町ビル８Ｆ 03-3248-8282 03-3248-8286 海老原　寿 人 右　田　明　宣
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八代ゴルフ倶楽部 869-5172 　八代市二見本町２７５５

副 0965-38-9800 0965-38-9801 代表取締役 M18 H3.11.3

八代グリーン開発株式会社 同上 藪　　　優　秋 長　友　久　雄

沖縄県（2）

カヌチャゴルフコース 905-2263 　名護市字安部１５６－２

正 0980-55-8888 0980-55-8889 代表取締役社長 M18 H5.9.15

株式会社カヌチャベイリゾート 同上 白　石　武　博 田　口　靖　樹

守礼カントリークラブ 901-1503 　南城市知念知名１０２９

副 098-947-3411 098-947-0858 取締役支配人 M18 S57.3.6

株式会社守礼カントリークラブ 　同上 大　塚　浩　一 大　塚　浩　一


