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釜山カントリークラブとの相互施設利用契約締結のお知らせ 

 

 標記の件につきまして、下記のとおり契約締結いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．経緯１．経緯１．経緯１．経緯    

  韓国の釜山カントリークラブから、当社所有の３ゴルフ場及びホテルとの相互施設利

用契約の要請があり、当社は既に韓国蔚山市にある蔚山カントリークラブ及び中国南山

ゴルフグループとの相互施設利用契約を締結し、海外からのゴルフ利用者の集客に取り

組んでいるが、その取り組みをさらに強化するため、今回契約締結することとなった。 

 

２２２２．提携ゴルフ場．提携ゴルフ場．提携ゴルフ場．提携ゴルフ場概要概要概要概要    

  名   称 釜山カントリークラブ 

 コース規模  18Ｈ、72ＰＥＲ 

 コース全長 6,111ｍ 

 総 面 積 31 万 3 千坪 

施 工 会 社 釜山 CC自体施工 

カート使用 電動カート(4bags)、5人乗用カート 

キャディー 有 

 

３．所有会社概要３．所有会社概要３．所有会社概要３．所有会社概要    

会 社 名 社団法人 釜山カントリークラブ 

住  所 大韓民国 釜山広域市 金井区 老圃洞 368 

 

４４４４．目的．目的．目的．目的    

(1)  ゴルフ事業を通じての日韓友好並びに韓国国内（特に釜山市）での認知度向  

上のため 

(2) 当社所有の有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場（福岡県大牟田市）及び久留

米カントリークラブ広川ゴルフ場（福岡県八女郡広川町）の会員権価値向上並

びにグリーンランドリゾートゴルフコース（熊本県荒尾市）の付加価値向上 

   (3)  当社３ゴルフ場並びにそれに付随するホテル、遊園地への集客 

 

５５５５．．．．契約内容契約内容契約内容契約内容    

     各会員は、それぞれの優遇料金にて利用できる。 

     

６６６６．契約日．契約日．契約日．契約日    

    平成２２年１１月２２日   

  

以  上 



釜山釜山釜山釜山 CCCCCCCCについてについてについてについて    

 

１．１．１．１．    クラブ沿革クラブ沿革クラブ沿革クラブ沿革    

 

 1956. 1.31 社団法人設立認可(文教部文化第 3184号) 

 1956.10.24 海雲台中洞山 106番地 9H開場 

 1965.10. 5 海雲台中洞山 106番地 18H開場 

 1971. 7. 3 金井区老圃洞に移転、18H開場 

 1981. 12. 9 ソウル CCと姉妹締結を結ぶ(平日相互会員待遇) 

 1985. 9.10 日本社団法人霧島 CCと姉妹締結を結ぶ(平日相互会員待遇) 

 1996. 2.27 電子誘導式カート設置・運行 

 1997. 5.12 中国上海市太陽島 CCと姉妹締結を結ぶ(年中相互会員待遇) 

 2001. 4. 3 日本西戸崎シーサイド CCと姉妹締結を結ぶ(平日相互会員待遇) 

 2002. 1. 7 照明施設竣工 

 2009. 3.12 社団法人釜山 CCで商号変更(PUSAN→BUSAN) 

 

 

２．２．２．２．    会員現況会員現況会員現況会員現況    

 

 個人会員 1,003名 

 法人会員    57名 

    計 1,060名 

 

 

３．３．３．３．    役員役員役員役員    

  

理事長 尹承坪 ユン・スンホ 

副理事長 金庚鎬 キム・キョンホ 

総務分科 徐正義 ソ・ジョンヒ 

懲戒分科 辛瀚春 シン・ハンチュン 

建設分科 文龍圭 ムン・ヨンギュ 

コース分科 河玉根 ハ・オックン 

競技分科 金喜根 キム・ヒグン 

ハンディキャップ分科 張今燮 ジャン・グムソプ 

プロキャディー分科 金渭蓮 キム・イリョン 

規定分科 金良秀 キム・ヤンス 

理事 具正会 ク・ジョンフェ 

理事 金鎭圭 キム・ジンキュ 

理事 安徳栄 アン・ドギョン 

理事 李益善 イ・イクソン 

理事 朴岩吉 パク・アムギル 

監査 金昌局 キム・チャングク 

監査 鄭永度 ジョン・ヨンド 

 

 

 

 

 

 

 



釜山釜山釜山釜山 CCCCCCCC の会員が利用する場合の会員が利用する場合の会員が利用する場合の会員が利用する場合    

 

グリーンランドリゾート各ゴルフ場料金表グリーンランドリゾート各ゴルフ場料金表グリーンランドリゾート各ゴルフ場料金表グリーンランドリゾート各ゴルフ場料金表    

(税込) 

 
平日 18H 土・日・祝日 18H 

通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

ACCACCACCACC    

((((キャディ・カート付きキャディ・カート付きキャディ・カート付きキャディ・カート付き))))    
9,230 円 7,0007,0007,0007,000 円円円円    14,500 円 11,00011,00011,00011,000 円円円円    

KCCKCCKCCKCC    

((((キャディ・カート付きキャディ・カート付きキャディ・カート付きキャディ・カート付き))))    
8,880 円 7,0007,0007,0007,000 円円円円    12,030 円 11,00011,00011,00011,000 円円円円    

GRGCGRGCGRGCGRGC    

((((セルフセルフセルフセルフ))))    
5,500 円 5,5005,5005,5005,500 円円円円    9,500 円 9,5009,5009,5009,500 円円円円    

 

ホテルヴェルデ宿泊料金ホテルヴェルデ宿泊料金ホテルヴェルデ宿泊料金ホテルヴェルデ宿泊料金    

(税別) 

平日 通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

1 泊 2 食(バイキング) 10,500 円 7,0007,0007,0007,000 円円円円    

1 泊 2 食(和食) 13,120 円 9,0009,0009,0009,000 円円円円    

(税別) 

休前日 通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

1 泊 2 食(バイキング) 15,750 円 8,5008,5008,5008,500 円円円円    

1 泊 2 食(和食) 18,370 円 10,50010,50010,50010,500 円円円円    

 

ホテルブランカ宿泊料金ホテルブランカ宿泊料金ホテルブランカ宿泊料金ホテルブランカ宿泊料金    

(税別) 

平日 通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

1 泊 2 食(和食) 9,450 円 7,0007,0007,0007,000 円円円円    

(税別) 

休前日 通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

1 泊 2 食(和食) 13,130 円 8,0008,0008,0008,000 円円円円    

 

 

 

 

グリーンラグリーンラグリーンラグリーンランドリゾートの会員が利用する場合ンドリゾートの会員が利用する場合ンドリゾートの会員が利用する場合ンドリゾートの会員が利用する場合    

 

釜山 CC 料金表 

 

平日 18H 

(カート付き) 

土・日・祝日 18H 

(カート付き) 

通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    通常料金 優遇料金優遇料金優遇料金優遇料金    

134,000 ウォン 80,00080,00080,00080,000 ウォンウォンウォンウォン    159,000 ウォン 135,000135,000135,000135,000 ウォンウォンウォンウォン    

 

※ キャディーフィーは 1 組(4 人)90,000 ウォン(約 6,500 円) 

※ 134,000 ウォン：約 10,000 円 80,000 ウォン：約 6,000 円 

159,000 ウォン：約 12,000 円 135,000 ウォン：約 10,000 円 

 

 

 

 



 

 

 


