■ 葉山国際カンツリー俱楽部全景
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ドライバーズルーム（運転手控え室＆仮眠室）のご用意がございます。

電車
東京駅より／「JR横須賀駅」利用にて逗子駅まで（所要約60分）→タクシーにて約20分
品川駅より／「京浜急行」利用にて逗子・葉山駅まで（所要約50分）

クラブバス
J R 逗子 駅 →

クラブハウス ※運行時間については当倶楽部までお問い合わせください。

私ども葉山国際カンツリー倶楽部と葉山パブリックゴルフコース・練習場は、
神奈川県三浦半島の高台に位置し、西には富士山・相模湾・江ノ島・箱根連山、
東には東京湾・房総半島が一望できる大パノラマが魅力のひとつです。
都内からは車で約５０分、横浜からは約３０分と首都圏からのアクセスが大変良く、
県内外問わず、多くの方々に愛されております。
葉山には御用邸に加え、著名人の別荘や企業の保養所が数多くあり、
冬は温暖で夏は涼しく、年間を通して快適で過ごしやすい気候が特色です。
また自然が多く、緑豊かで海に囲まれた土地であるため、三浦半島は食材にも非常に
恵まれております。
私どもは三浦半島唯一のゴルフ場として誇りを持ち、
歴史と伝統を大事にしながら時代に合ったゴルフ場を目指して参ります。
スタッフは、笑顔と感謝と真心を大事にし、ご来場頂いた全てのお客様に
代表取締役社長

岡 雅 敦

ご満足いただくことを心がけて日々の業務に励んでおります。
その為にも私どもは、スタッフ自身の成長とその家族の幸せを考え、
全員が夢と希望を持って働きがいのある
明るく元気な職場にしていきたいと思っております。
またコンプライアンスを遵守し、地域社会に貢献し続ける所存です。
スタッフ一丸となって目標を高くもち、
全ての方に愛され、信頼される企業であり続けたいと願っております。

【企業理念】
すべての方に愛され信頼される会社を目指します。

【行動指針】
1．お客様にご満足いただける真心のこもったサービスを実現します。
2．笑顔と感謝の心を大切にスタッフから最高の時間を提供します。
3．地域と社会への貢献等を行うことにより社会の一員としての責任
を果たします。
4．コンプライアンスを遵守し公正な取引を行います。
5．会社の情報や個人情報は適切に管理します。
6．従業員の幸せと自己成長が実現できる環境を育みます。
7．地球環境に配慮した活動を行います。
8．夢と働きがいのある明るく元気な職場を作ります。

【行動規範】
1．礼儀・礼節を重んじ、挨拶をする。
2．言い訳はせず、常に正直で、真面目に取り組む。
3．常に感謝の気持ちを忘れず、謙虚な心と素直な心で前向きに行動
する。
4．他人を敬い、他人の人格を尊重し、差別・ハラスメントを行わない。
5．他人の悪口、陰ロは慎み、他人を批判するの前に自ら行動する。
6．心を磨き、知識を広め、社会に役立つ人となることを目指し、地
球環境をも考える。
7．協調性を大切に、お互いを認め、仲良く、共に向上する心をもつ。
8．常に品格ある身だしなみ・言動を心がけ、整理、整頓し、清潔にする。
9．自分の仕事、言動に責任を持ち、目的意識を持って行動する。
10．報告、連絡、相談、確認を行い、安全第一で良い職場環境をつくる。

葉山国際カンツリー倶楽部は、東に東京湾・房総半島、西は富士山・相模湾・江ノ島・
箱根連山まで 360 度の大パノラマを楽しむことができます。また、戦略性に富んだエ
キサイティングなコースは、プレーヤーがそれぞれの力量でゴルフの神髄に触れら
れるように設計されています。これからもこの特色を守りながら、さらに四季折々の
花々が心に潤いを与えるゴルフ場となることを目指し、コースコンディションはも
ちろんのこと、施設面・サービス面においてもご来場いただいた皆様の大いなる満
倶楽部理事長
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足を得られるよう努めて参ります。
今後もゴルフの普及発達と、会員の皆様方の健康増進を図ると共に健全なゴルフラ
イフを楽しんでいただける場として、格調高い倶楽部運営を目指して参ります。

【葉山国際カンツリー倶楽部

基本理念】

湘南の地、三浦半島における唯一最大のコースとして、
ダイヤモンドのようにいつまでも輝き続ける
葉山の濃い緑につつまれて、エメラルドの光沢のように
ますます輝き続ける
当倶楽部は、お客様に最高のサービスを提供して満足と感動を与えるとともに、
事業を通じて地域社会、地域経済の発展に貢献する。
当倶楽部は、お客様の「エンジョイ倶楽部ライフ」の実現と、世界に向けた
世界一のゴルフ場を目指す。
（１）お客様第一
常にお客様の立場で物事を考え、最良のおもてなしをご提供する。
（２）会員尊重
伝統と格式を持ちつつ時流に合った倶楽部をつくり、クラブライフが楽し
める会員尊重の運営を行う。
（３）報恩感謝
神仏を尊崇し、規律・礼儀を重んじ、感謝の心と真心をもって仕事をする。
（４）変革意識
前例踏襲を排し、日々学び常に問題意識を持って現状をよりよく変えよう
とする志を尊ぶ。
（５）活力ある職場
従業員の人格と個性を尊重し、お互いが思いやりを持つことで、自己実現
できる活力ある明るい職場をつくる。
（６）コンプライアンス遵守
お客様・お取引先の信頼を得るために法令等を遵守し誠実かつ公正に行動
する。
（７）プライバシー保護
お客様・お取引先等の情報が漏洩しないよう情報管理を徹底し、定められ
た目的以外に利用しない。
（８）安心安全快適の追求
安心・安全・快適な倶楽部を目指す。

■ ダイヤモンドコース No.4

■ ダイヤモンドコース No.6

三和
1950年（昭和25年）

葉山国際カンツリー倶楽部

葉山産業の歩み

岡梧郎が東京都港区麻布にて株式会社三和を設立

1956年（昭和31年）

三浦半島観光開発に着目し、各地の調査と地質検査を開始

1958年（昭和33年）

宝金山一帯（神奈川県三浦郡葉山町上山口）をゴルフ場開発地に選定

1960年（昭和35年）

ゴルフ場造成開始

1961年（昭和36年）

葉山国際カンツリー倶楽部着工

1963年（昭和38年）

葉山国際カンツリー倶楽部完成・オープン、初代クラブハウス完成
新葉山カンツリークラブ着工

1964年（昭和39年）

新葉山カントリークラブ造成開始、北海道幌別郡登別市にゴルフ場用地88万坪取得

1965年（昭和40年）

新葉山カンツリークラブ完成・オープン
葉山ヒル着工

1966年（昭和41年）

新葉山カンツリークラブ完成、二代目クラブハウス完成、
東京都港区麻布十番に本社ビルを移転

1967年（昭和42年）

葉山国際カンツリー倶楽部と新葉山カントリークラブを統合し、
葉山カントリー倶楽部に名称変更

1970年（昭和45年）

新コース造成開始

1972年（昭和47年）

新コース完成

1973年（昭和48年）

新コースをダイヤモンドコース、新葉山カントリークラブをエメラルドコースへ
名称変更

1975年（昭和50年）

葉山パブリックコース（6ホール）オープン

1977年（昭和52年）

葉山国際カンツリー倶楽部へ名称変更

1978年（昭和53年）

葉山パブリックコース改良（9ホール）オープン

1985年（昭和60年）

代表取締役に

岡秀子が就任

1991年（平成 3 年） 葉山パブリック練習場オープン
1992年（平成 5 年） コース管理棟完成
1994年（平成 6 年） 北海道幌別郡登別市に別荘住宅地取得、レストランカーヤオープン
1995年（平成 7 年） 三代目クラブハウス完成、北海道幌別郡登別市に賃貸アパート取得
2000年（平成12年）

東京都港区麻布十番に三和第2ビル取得

2001年（平成13年）

乗用カートを全面運用

2008年（平成20年）

ダイヤモンドコースに新型乗用カート55台導入

2009年（平成21年）

㈱葉山国際カンツリー倶楽部代表取締役に 岡雅敦が就任
東京都港区麻布十番に三和ハウス、三和第2ハウス取得

2010年（平成22年）

葉山国際カンツリー倶楽部名誉顧問に小泉純一郎氏が就任
エメラルドコースに新型乗用カート50台導入

2011年（平成23年）

㈱三和、㈱葉山産業代表取締役に

2012年（平成24年）

東京都港区西麻布に本社ビルを移転

2013年（平成25年）

葉山国際カンツリー倶楽部開場50周年
エメラルドコースのワングリーン化工事開始

2014年（平成26年）

エメラルドコースのワングリーン化工事完了

2015年（平成27年）

新型カートナビゲーションシステム導入

2016年（平成28年）

女子更衣室増設
ダイヤモンドコースのカート道路改修工事
春の叙勲 井上裕之会長（元東京商工会議所副会頭）
「旭日中綬章」授章（経済産業省推薦）

2017年（平成29年）

ダイヤモンドコース4番、10番ティーグラウンド拡張工事
クラブハウス外壁大規模修繕工事

2018年（平成30年）

「六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県神戸市）」と施設利用提携を締結

2019年（令 和 １ 年） 顔認証システム試験導入
2020年（令 和 ２ 年） 東京都品川区東品川に本社を移転

岡雅敦が就任
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株式会社 三和
品川区東品川4-9-26 MK東品川ビル
TEL 03-3474-8111 FAX 03-3474-8114
設
立 昭和25年9月29日
資 本 金 1億円
事業内容 不動産賃貸管理・ゴルフ場経営
従業員数 60名
URL https://ksanwa.com/
関連会社

株式会社 葉山国際カンツリー倶楽部
本

社： 品川区東品川4-9-26 MK東品川ビル
TEL 03-3474-8111 FAX 03-3474-8114
ゴルフ場： 神奈川県三浦郡葉山町木古庭 1043
TEL 046-878-8111 FAX 046-878-8104
代表取締役社長
岡雅敦
設
立 昭和35年12月23日
資 本 金 3000万円
事業内容 ゴルフ場経営
従業員数 約150名
URL https://www.hayama-kokusai-cc.com

株式会社 葉山産業
ゴルフ場： 神奈川県三浦郡葉山町上山口2800
TEL 046-878-8100 FAX 046-878-6388
設
立 昭和53年3月28日
資 本 金 1000万円
事業内容 ゴルフ場経営 （葉山パブリックゴルフコース・練習場）
従業員数 約30名
URL https://hayama-pg.com/

善栄 株式会社
設
立 昭和42年4月11日
資 本 金 2000万円
事業内容 不動産売買・賃貸・管理
従業員数 5名
URL https://kzenei.com/

■ 社員寮

ビュー葉山

