
＊ゴルフ場　　　1994年～2015年の主要実績を掲載

ル・ﾍﾟﾀｳｺﾞﾙﾌ場改修 ㈱アスク 北海道 ゴールドバレーＣＣ造成 清水建設㈱ 千葉県

ジャパンＰＧＡゴルフクラブ造成 ㈱竹中土木 千葉県

十和田ゴルフ場造成 ㈱熊谷組 青森県 ラ･コンテスブリューゴルフクラブ 大成建設㈱ 千葉県

リゾートビラ富津開発造成 大都工業㈱ 千葉県

ウェストビレッジ倶楽部造成 日本国土開発㈱ 福島県 笠森カントリークラブ芝張 住友建設㈱ 千葉県

高滝リンクスクラブ芝張 住建道路㈱ 千葉県

西山荘カントリー造成 南海辰村建設㈱ 茨城県 山武カントリー倶楽部造成 鹿島建設㈱ 千葉県

大晃石岡カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 茨城県 市原ゴルフクラブ改造 住友建設㈱ 千葉県

水海道ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｶｰﾄ庫新設 ㈱竹中土木 茨城県 新茂原ゴルフ場植栽 伊藤忠林業㈱ 千葉県

ｻﾞ･ﾛｲﾔﾙｵｰｼｬﾝGC改修工事 阪神園芸㈱ 茨城県 大網ゴールドバレー造成 ㈱ミルックス 千葉県

水海道ＧＣティ改造 ㈱竹中土木 茨城県 長南カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 千葉県

富士カントリー大多喜城倶楽部 鹿島建設㈱ 千葉県

大久保開発ゴルフ場造成 清水建設㈱ 栃木県 木更津ゴルフクラブバンカー改修 木更津ゴルフクラブ 千葉県

ＫＤＤ開発神鳥谷ＣＣ造成 鹿島建設㈱ 栃木県 千葉バーディークラブ造成 清水建設㈱ 千葉県

ＰＧＣ造形 渡辺建設㈱ 栃木県 千葉ﾊﾞｰﾃﾞｨｸﾗﾌﾞ改造 ㈱ﾕﾆﾏｯﾄﾘﾊﾞﾃｨ 千葉県

トムソンナショナルカントリー倶楽部 ㈱熊谷組 栃木県 FUTTSU BRISTOL HILL造成 ㈱稲治造園工務所 千葉県

ニューセントラルカントリークラブ 鹿島建設㈱ 栃木県 東千葉ｶﾝﾄﾘｰ　ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 ㈱オーク建設 千葉県

ピートダイＣＣコース造形 日本国土開発㈱ 栃木県 東千葉ｶﾝﾄﾘｰ　ﾊﾞﾝｶｰ砂洗浄 ㈱東千葉ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 千葉県

真名子カントリー改造 鹿島建設㈱ 栃木県 東千葉ｶﾝﾄﾘｰ　ｸﾞﾘｰﾝ他改修 ㈱東千葉ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 千葉県

大垣ゴルフ倶楽部ハウス植栽 シーアイ緑化土木㈱ 栃木県 富津ブリストンヒル野芝張 ㈱リゾートビラ富津 千葉県

栃木アサヒカントリー倶楽部造成 ㈱熊谷組 栃木県 富津ブリストンヒル林帯整備 ㈱リゾートビラ富津 千葉県

那須グリーンコース倶楽部改修 ㈱間組 栃木県

那須レイクヒルズゴルフリゾート造形 鹿島建設㈱ 栃木県 小金井カントリー倶楽部改修 ㈱竹中土木 東京都

日光ＩＣカントリークラブ造成 大成建設㈱ 栃木県 昭和の森ゴルフコース改造 ㈱竹中土木 東京都

昭和の森ｺﾞﾙﾌｺｰｽ　ﾘﾆｭｰｱﾙ ㈱竹中土木 東京都

２１センチュリー造形芝張 大成建設㈱ 群馬県

プレスカントリークラブ造成 塚本建設㈱ 群馬県 本厚木カンツリークラブ改造 厚木開発㈱ 神奈川県

レイクウッドＧＣ富岡コース造成 清水建設㈱ 群馬県

吉井カントリークラブ造形芝張 西武造園㈱ 群馬県 ＴＡＫＥ１カントリークラブ造園 ㈱テイクワン 山梨県

浅間スポーツアリーナゴルフ場造成 鹿島建設㈱ 群馬県 サンパークアケノコース造成 湘南観光開発㈱ 山梨県

中山城カントリークラブ造成 鹿島建設㈱ 群馬県 ブリティッシュガーデン造成 ミサワホーム㈱ 山梨県

東軽井沢ゴルフクラブ造形芝張 鹿島建設㈱ 群馬県 メイプルポイントＧＣ造成 大成建設㈱ 山梨県

富岡レイクウッドＧＣ造成 清水建設㈱ 群馬県 レイク相模ＣＣ張芝 大成建設㈱ 山梨県

甲斐芙蓉ＣＣ造成 大木建設㈱ 山梨県

エーデルワイスゴルフクラブ造成 トーア工業㈱ 埼玉県 春日居ＣＣコース造成 日本国土開発㈱ 山梨県

高麗川カントリークラブ改造 鹿島建設㈱ 埼玉県 勝沼ゴルフコース造成 国際工業㈱ 山梨県

森林公園ゴルフクラブ造成 鹿島建設㈱ 埼玉県 小淵沢カントリークラブ造成 ㈱竹中土木 山梨県

飯能ゴルフクラブ改造 大成建設㈱ 埼玉県 身延ゴルフ倶楽部造形芝張 大成建設㈱ 山梨県

武蔵台カントリークラブ造成 大成建設㈱ 埼玉県 大月カントリークラブ造成 ㈱大月カントリークラブ 山梨県

高坂カントリークラブ改造 鹿島建設㈱ 埼玉県 都ゴルフ倶楽部コース造成 日本環境保全㈱ 山梨県

白鳥山ＣＣ建設 村本建設㈱ 山梨県

松尾ゴルフ倶楽部芝張 ㈱ミルックス 千葉県 富士中央ＣＣ植栽 ㈱協信機工㈱ 山梨県

ゴールドバレーＣＣ造成 清水建設㈱ 千葉県 敷島カントリーグリーン改造 富士観光開発㈱ 山梨県

インターナショナルイン松尾張芝 古谷建設興業㈱ 千葉県 北の杜カントリー改修 鹿島建設㈱ 山梨県

オークビレッジゴルフクラブ植栽 日興商事㈱ 千葉県 都ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ設備改造 鹿島建設㈱ 山梨県

カメリアヒルズ造成 清水建設㈱ 千葉県 ｸﾞﾗﾝﾌｨｰﾙｽﾞＣＣ改修 ㈱WING 山梨県

グリーンヴィスタコース改造 ㈱西和工務店 千葉県 大月ＣＣティー改修 ㈱大月ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 山梨県

グレートアイランド倶楽部ナーセリー 白井建設㈱ 千葉県 小淵沢CC道路植栽ｽﾀﾝﾄﾞ造園 ㈱竹中土木 山梨県



＊ゴルフ場 ＊ショートコース・練習場

中低木伐採　 北の杜カントリー 山梨県 泉カントリー練習グリーン改修 清水建設㈱ 千葉県

北の杜ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞｶｰﾄ道改修工事㈱早野組 山梨県

境川カントリークラブ練習場造成 ㈱境川 山梨県

秦野ＣＣ排水菅改修 ㈱アテック 神奈川県 若草ショートコース造成 富士観造園㈱ 山梨県

竜王ゴルフ練習グリーン 竜王ゴルフ練習場 山梨県

更科ＣＣ芝張 前田造園土木㈱ 長野県 大月カントリークラブ練習場改修 ㈱大月カントリークラブ 山梨県

信濃ゴルフ倶楽部造形芝張 ㈱本久 長野県 北の杜カントリー練習場芝張 ㈱アティ 山梨県

諏訪レイクヒルＣＣ増設 白井建設㈱ 長野県

長野京急ＣＣ造形芝張 京急緑地開発㈱ 長野県 野沢ショートゴルフコース造成 北野建設㈱ 長野県

コース間伐採、6Hﾊﾞﾝｶｰ改造富士見高原ﾘｿﾞｰﾄ 長野県

富士見高原ｺﾙﾌｺｰｽ間伐 富士見保険管理 長野県

グリーンヒル瑞浪ＧＣ造形芝張 大末建設㈱ 岐阜県

グランディ浜名湖ＧＣコース植栽 リゾートトラスト㈱ 静岡県

グランフィールズカントリークラブ建設 伊藤忠商事㈱ 静岡県

三木の里カントリークラブ植栽 大成建設㈱ 静岡県

富士カントリークラブバンカー改修 ㈱富士カントリー倶楽部 静岡県

三河ＣＣゴルフコース造成 佐藤工業㈱ 愛知県

ベアズパウジャパンＣＣ植栽 伊藤忠林業㈱ 滋賀県

丹波高原ゴルフ場植栽 ㈱フジタ 京都府

マリブ神戸ＧＣ造成 鹿島建設㈱ 兵庫県

六甲国際ゴルフ倶楽部コース改修 タイセイ 兵庫県

ロータリーゴルフ倶楽部造成 グリーンシステム㈱ 兵庫県

Ｊ＆Ｐｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ　ｺｰｽﾘﾆｭｰｱﾙ工事 清水建設㈱ 奈良県

奥津リフレッシュ･ビレッジゴルフ 住友建設㈱ 岡山県

花水木ゴルフ倶楽部造成 住友建設㈱ 岡山県


