


　昭和３９年に創業してから、９月２５日に創業５０周年を
迎えました。これもひとえに、弊社施設をご利用いただいた
皆様のおかげであり、心より厚くお礼申し上げます。

　昭和４１年に荒尾市で観光果樹園を開業以降、遊具を設置
し、ゴルフ場やホテルをオープンさせ、さらに周辺にレジャ
ー施設を誘致することで、一大リゾートエリアの形成を進め、
これまでに１億人を超すお客様をお迎えすることができまし
た。

　これからも、レジャー業界をとりまく環境が多様化する中、
心のこもったおもてなしやサービスで、最高の思い出となる
「時間」と「空間」を提供し、お客様の「ココロをみどりで
いっぱいに」することで、夢や感動を与える企業であり続け
るよう邁進してまいりますので、なお一層のご支援、ご高配
を賜りますようお願い申し上げます。



昭和４１年 7月
　三井グリーンランド遊園地営業開始

昭和５１年３月
　西日本新聞社主催で第１回九州こども博開催

昭和４１年９月
　三井グリーンランドゴルフ場営業開始

昭和４１年９月
　三井グリーンランドホテル営業開始

昭和４９年１０月
　有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場営業開始
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昭和５４年４月
　久留米カントリークラブ広川ゴルフ場営業開始



昭和５５年１月
　株式会社グリーンランド設立 

平成２年
　若洲ゴルフリンクスのコース管理業務・
　キャディ業務を開始

平成３年１１月
　福岡証券取引所に上場

平成５年９月
　スイスフラン建新株引受権付社債を発行

平成５年７月
　アジアパーク営業開始

平成４年１２月
　大阪証券取引所市場第２部に上場

平成５年１０月
　三井グリーンランドゴルフ場が合計３６
　ホールになる
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昭和６１年６月
　北海道三井グリーンランド遊園地営業開始
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平成６年１０月　ホテルヴェルデ営業開始
平成７年６月
　モナコパレスグリーンランド店営業開始

平成８年３月
　ウルトラマンランド営業開始

平成９年７月　ＫＫＴ花いっぱいの住宅展示場
　グリーンランド通り（現ＫＫＴ荒尾総合住宅
　展示場ＮＥＯ）　営業開始

平成１０年３月
　天然グリーンランド温泉弥生乃湯営業開始

平成１０年７月
　アサヒビール園荒尾営業開始

平成１０年７月
　北海道三井グリーンランドホテル
　サンプラザ営業開始

平成１２年３月
　九州わんわん王国営業開始

平成１５年１１月
　焼肉ヌルボンガーデン
　荒尾営業開始
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平成１７年４月
　パスカワールドグリーンランド営業開始

平成１８年１１月
　グリーンスマイル一番館営業開始

平成１９年４月　 遊園地を含む、いわみざわ公園全体の運営管理を開始

平成２２年７月
　北村温泉ホテルの運営管理を開始

平成２３年９月
　ナフコ荒尾東店営業開始

平成２５年７月
　東京証券取引所市場第２部に上場

平成２６年９月
　グリーンランドリゾート創業５０周年



―― １９６７年  ―― 
１９６６年に「三井グリーンランド遊園地（現：グリー
ンランド遊園地）」と「三井グリーンランドゴルフ場
（現：グリーンランドリゾートゴルフコース）」が営業
を開始しました。

―― １９７５年  ―― 
１９６８年に「三井グリーンランドホテル（現：ホテ
ルブランカ）」が営業を開始し、三井グリーンランド
ゴルフ場は９ホールを増設し、合計１８ホールとなり
ました。

―― １９９１年  ―― 
三井グリーンランド遊園地は、「恐竜コースター（現：
恐竜コースターＧＡＯ（ガオー））」（１９８７年）、「大
観覧車レインボー」（１９９０年）を設置し、遊具の
種類、数とも充実してきました。
三井グリーンランドゴルフ場は、１９７６年に９ホー
ルを増設し合計２７ホールとなりました。
また１９８７年にモータースポーツ施設「三井オート
スポーツランド」の営業を開始し、翌年には九州で唯
一のＪＡＦ公認コースとして、ジムカーナコース・ダ
ートトライアルコースの２コースを併設するサーキッ
ト場をオープンさせました。

―― １９９５年  ―― 
１９９３年に「アジアパーク」が、１９９４年に「ホ
テルヴェルデ」が、１９９５年に「モナコパレス」が
営業を開始しました。
三井グリーンランド遊園地は、「風神・雷神（現：ミ
ルキーウェイ織姫・ミルキーウェイ彦星）」（１９９１
年）、「スプラッシュ」（１９９３年）、「ウルトラツイス
ターメガトン」（１９９４年）、「グランパスジェット」
（１９９５年）を設置しました。
三井グリーンランドゴルフ場は、１９９３年に９ホー
ルを増設し、合計３６ホールとなりました。
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―― １９７５年  ―― 
１９６８年に「三井グリーンランドホテル（現：ホテ
ルブランカ）」が営業を開始し、三井グリーンランド
ゴルフ場は９ホールを増設し、合計１８ホールとなり
ました。

―― １９６７年  ―― 
１９６６年に「三井グリーンランド遊園地（現：グリー
ンランド遊園地）」と「三井グリーンランドゴルフ場
（現：グリーンランドリゾートゴルフコース）」が営業
を開始しました。

―― １９９１年  ―― 
三井グリーンランド遊園地は、「恐竜コースター（現：
恐竜コースターＧＡＯ（ガオー））」（１９８７年）、「大
観覧車レインボー」（１９９０年）を設置し、遊具の
種類、数とも充実してきました。
三井グリーンランドゴルフ場は、１９７６年に９ホー
ルを増設し合計２７ホールとなりました。
また１９８７年にモータースポーツ施設「三井オート
スポーツランド」の営業を開始し、翌年には九州で唯
一のＪＡＦ公認コースとして、ジムカーナコース・ダ
ートトライアルコースの２コースを併設するサーキッ
ト場をオープンさせました。

―― １９９５年  ――
１９９３年に「アジアパーク」が、１９９４年に「ホ
テルヴェルデ」が、１９９５年に「モナコパレス」が
営業を開始しました。
三井グリーンランド遊園地は、「風神・雷神（現：ミ
ルキーウェイ織姫・ミルキーウェイ彦星）」（１９９１
年）、「スプラッシュ」（１９９３年）、「ウルトラツイス
ターメガトン」（１９９４年）、「グランパスジェット」
（１９９５年）を設置しました。
三井グリーンランドゴルフ場は、１９９３年に９ホー
ルを増設し、合計３６ホールとなりました。



―― １９９９年  ―― 
１９９６年に「ウルトラマンランド」が、１９９７年
に「ＫＫＴ花いっぱいの住宅展示場グリーンランド通
り（現：ＫＫＴ荒尾総合住宅展示場ＮＥＯ）」が、１９
９８年に「天然グリーンランド温泉　弥生乃湯」と
「アサヒビール園荒尾」が営業を開始しました。
三井グリーンランド遊園地は、１９９７年に「ＮＩＯ
（ニオー）」と「レインボードーム」を設置しました。
また、１９９８年に「ドラゴンリバー」、「スピンマウ
ス」、「スカイシップ」を設置し、園内西側に第２遊園
地ゾーンを形成しました。

―― ２００１年  ―― 
２０００年に「九州わんわん王国」が営業を開始しま
した。
三井グリーンランド遊園地は、２００１年にウルトラ
マンの巨大モニュメント（身長４０メートル）を設置
し、春のイベントを開催しました。

―― ２００５年  ―― 
２００３年に「焼肉ヌルボンガーデン荒尾」と「タマホ
ームグリーンランド荒尾営業所」が、２００５年に「パ
スカワールドグリーンランド」が営業を開始しました。

―― ２００７年  ―― 
２００６年に「グリーンスマイル一番館」営業を開始
しました。
グリーンランド遊園地は、２００６年に「魔女のフラ
イングトリック」、２００７年に「ブラックホールコー
スター」を設置しました。
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―― １９９９年  ―― 
１９９６年に「ウルトラマンランド」が、１９９７年
に「ＫＫＴ花いっぱいの住宅展示場グリーンランド通
り（現：ＫＫＴ荒尾総合住宅展示場ＮＥＯ）」が、１９
９８年に「天然グリーンランド温泉 弥生乃湯」と
「アサヒビール園荒尾」が営業を開始しました。
三井グリーンランド遊園地は、１９９７年に「ＮＩＯ
（ニオー）」と「レインボードーム」を設置しました。
また、１９９８年に「ドラゴンリバー」、「スピンマウ
ス」、「スカイシップ」を設置し、園内西側に第２遊園
地ゾーンを形成しました。

―― ２００５年  ―― 
２００３年に「焼肉ヌルボンガーデン荒尾」と「タマホ
ームグリーンランド荒尾営業所」が、２００５年に「パ
スカワールドグリーンランド」が営業を開始しました。

―― ２００１年  ―― 
２０００年に「九州わんわん王国」が営業を開始しま
した。
三井グリーンランド遊園地は、２００１年にウルトラ
マンの巨大モニュメント（身長４０メートル）を設置
し、春のイベントを開催しました。

―― ２００７年  ――
２００６年に「グリーンスマイル一番館」営業を開始
しました。
グリーンランド遊園地は、２００６年に「魔女のフラ
イングトリック」、２００７年に「ブラックホールコー
スター」を設置しました。
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グリーンランド遊園地は、広大な敷地に、約８０機種
に多彩なアトラクションが配置され、興奮と歓喜をご
体験いただけます。
また、年間を通じイベントを開催していますので、常
に新鮮な感動を味わっていただけます。
ローマのコロッセオをモチーフとした外観のホテルヴ
ェルデは、お客様に最良の余暇を提供し、グリーンラ
ンド開園時から歴史と趣を築くホテルブランカは、遊
園地・ゴルフ場と隣接しており、機能性抜群のホテル
となっています。

（昭和４１年９月営業開始）

グリーンランドリゾートゴルフコースは３６ホールの
パブリックゴルフ場として、初心者からベテランまで
が快適にご利用できるゴルフ場として、九州有数の利
用者数を誇ります。

（昭和４９年１０月営業開始）

有明海を臨む絶好のロケーションを誇るメンバーズ
ゴルフ場です。コースのアンジュレーションが絶妙
で、戦略性が高いゴルフプレーができることが特徴
です。

（昭和５４年４月営業開始）

筑後平野を一望できる丘陵地にあり、広川Ｉ．Ｃ．か
ら３分という利便性の高いメンバーズゴルフ場です。
　　　　　　　　　

グリーンランド遊園地は、広大な敷地に、約８０機種
に多彩なアトラクションが配置され、興奮と歓喜をご
体験いただけます。
また、年間を通じイベントを開催していますので、常
に新鮮な感動を味わっていただけます。
ローマのコロッセオをモチーフとした外観のホテルヴ
ェルデは、お客様に最良の余暇を提供し、グリーンラ
ンド開園時から歴史と趣を築くホテルブランカは、遊
園地・ゴルフ場と隣接しており、機能性抜群のホテル
となっています。

（昭和４１年９月営業開始）

グリーンランドリゾートゴルフコースは３６ホールの
パブリックゴルフ場として、初心者からベテランまで
が快適にご利用できるゴルフ場として、九州有数の利
用者数を誇ります。

（昭和４９年１０月営業開始）

有明海を臨む絶好のロケーションを誇るメンバーズ
ゴルフ場です。コースのアンジュレーションが絶妙
で、戦略性が高いゴルフプレーができることが特徴
です。

（昭和５４年４月営業開始）

筑後平野を一望できる丘陵地にあり、広川Ｉ．Ｃ．か
ら３分という利便性の高いメンバーズゴルフ場です。
　　　　　　　　　



＜パミーヒルズカントリークラブとの契約調印式（2011 .5 .21 .）・コース概観＞

＜中国南山国際ゴルフグループとの契約調印式（2010 .8 .29 .）・コース概観＞

海外および北海道ゴルフ場との相互施設利用契約

＜釜山カントリークラブとの契約調印式（2010 .11 .22 .）・コース概観＞

＜蔚山カントリークラブとの契約調印式（2007 .8 .24）・コース概観＞

＜昌原カントリークラブとの契約調印式（2012 .6 .26 .）・コース概観＞

　韓国の蔚山（ウルサン）カントリークラブ、釜山（プサン）カントリークラブ、パミーヒルズカントリークラブ、昌原カントリー
クラブ、大邱（テグ）カントリークラブ、世界最大２７９ホールを所有する中国の南山国際ゴルフグループと、そして国内では
北海道岩見沢市のエムズゴルフクラブと、それぞれ相互施設利用契約を結んでおり、各ゴルフ場の会員相互のプレーをはじ
め、国内外における交流の促進とグリーンランドリゾート７２の利用拡大を目指し様々な交流を行っております。
　今後も相互の交流を深め様々なニーズの発掘を行っていきます。

＜エムズゴルフクラブとの契約調印式（2013 .8 .5 .）・コース概観＞

＜大邱（テグ）カントリークラブとの契約調印式（2014 .6 .12 .）・コース概観＞

9

相互施設利用契約締結ゴルフ場

◆蔚山（ウルサン）カントリークラブ　　◆パミーヒルズカントリークラブ           【北海道】

◆中国南山国際ゴルフグループ　　　　　◆昌原（チャンウォン）カントリｰクラブ     ◆エムズゴルフクラブ

◆釜山（プサン）カントリークラブ　　　◆大邱(テグ）カントリークラブ



北海道グリーンランド遊園地

多くのアトラクションを有することに加え、様々な

イベントも開催しており、北海道の代表的な遊園地

との評価をいただいています。

北村温泉・北村中央公園エリア

岩見沢市より指定管理者の指名を受け、「北村温泉ホ

テル」と「北村中央公園・桜づつみ公園」の運営管

理をしています。

北村温泉ホテルは、源泉１００％のかけ流し温泉で、

地元の食材にこだわった料理も楽しめます。
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北海道グリーンランド遊園地

多くのアトラクションを有することに加え、様々な

イベントも開催しており、北海道の代表的な遊園地

との評価をいただいています。

北村温泉・北村中央公園エリア

岩見沢市より指定管理者の指名を受け、「北村温泉ホ

テル」と「北村中央公園・桜づつみ公園」の運営管

理をしています。

北村温泉ホテルは、源泉１００％のかけ流し温泉で、

地元の食材にこだわった料理も楽しめます。

そのほか、岩見沢駅から近い立地において、北海道

グリーンランドホテルサンプラザを経営しています。

遊園地ご利用のお客様はもちろん、ビジネス客やブ

ライダル・各種宴会にもご利用いただけるシティホ

テルとなっています。

いわみざわ公園エリア

岩見沢市より指定管理者の指名を受け、「いわみざわ

公園」全体の運営管理をしています。

「いわみざわ公園」は遊園地・スキー場のほか、バラ園

やキャンプ場、パークゴルフ場や野外音楽堂などを擁

しています。

そのほか、岩見沢駅から近い立地において、北海道

グリーンランドホテルサンプラザを経営しています。

遊園地ご利用のお客様はもちろん、ビジネス客やブ

ライダル・各種宴会にもご利用いただけるシティホ

テルとなっています。



事業所住所一覧

グリーンランドリゾート株式会社

〒864-8691 熊本県荒尾市下井手1616番地　ＴＥＬ0968-66-2111　ＦＡＸ0968-66-2123
ＵＲＬ：http://www.greenland.co.jp/　mail：soumu@greenland.co.jp

2014.11.11

グリーンランドリゾート株式会社
■グリーンランド（遊園地事業部） 熊本県荒尾市緑ヶ丘  　0968-66-1125

■営業部    熊本県荒尾市緑ヶ丘  　0968-66-3441

■グリーンランドリゾートゴルフコース 熊本県荒尾市下井手1308 　0968-66-2121

■有明カントリークラブ大牟田ゴルフ場 福岡県大牟田市岬1523  　0944-56-3131

■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長延1243-1 　0943-32-3131

グリーンランド開発株式会社
■本　　 社    福岡県大牟田市四山町9-3 　0944-53-1313

有明リゾートシティ株式会社
■本　　 社    熊本県荒尾市本井手1558 　0968-66-3040

■グリーンランドリゾートオフィシャルホテル ヴェルデ

     熊本県荒尾市本井手1584-24 　0968-66-3939

■グリーンランドリゾートオフィシャルホテル ブランカ

     熊本県荒尾市下井手1308 　0968-66-1133

空知リゾートシティ株式会社
■本　　 社    北海道岩見沢市4条東1丁目6-1 　0126-23-7788

■北海道グリーンランド 遊園地  北海道岩見沢市志文町1015 　0126-22-2121

■北海道グリーンランド ホワイトパーク 北海道岩見沢市志文町1015 　0126-22-2121

■北海道グリーンランド ホテル サンプラザ

     北海道岩見沢市4条東1丁目6-1 　0126-23-7788

■いわみざわ公園   北海道岩見沢市志文町1015 　0126-25-6720

■北村温泉ホテル   北海道岩見沢市北村赤川156-7 　0126-55-3388


