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私たちは、事業を通して「夢や感動を与える企

業」でありたいと願い続けております。創業以来

現在まで、たゆまぬ創造・革新によってお客様に

常に満足を提供することを心がけてまいりました。

これからも斬新な発想と実行力をもって、新たな

挑戦を試み、あらゆる世代の方々がそれぞれの夢

や感動を一層享受できるように取り組んでまいり

ます。

　また、企業として利益の確保に向けた経営を進

めていくことはもちろんのこと、社会的責任を自

覚の上、法令の遵守や倫理に則った企業活動を実

践し、地域発展への貢献にも努め、すべてのステ

ークホルダーから「信頼」される企業を目指して

まいります。

ココロを「みどり」でいっぱいに。

私たちはみんなのココロに、
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１．顧客満足の追求

　　お客様第一主義を掲げ、お客様の視点に立った

　　最高のサービス（清潔であり、迅速であり、対

　　話であり、安全であり）の提供をいたします。

２．安全に対する取り組み

　　遊具・飲食等あらゆる局面において、安全に最

　　大限の注意を払い、安心して利用いただくよう

　　努めます。

３．法令等の遵守

　　法令等を遵守するとともに、公正な立場で取引

　　を行うなど、社会的良識をもって行動します。

４．適切な会計処理と適時開示

　　法令・社内規則に基づき、適正な会計処理を行

　　うとともに、適時適切な企業情報を開示いたし

　　ます。

５．情報の保護

　　情報の管理に万全を期し、情報の不正な流出や

　　漏洩を防止します。

６．働きやすい職場環境の実現

　　社員の人格、個性を認め、お互いが仕事のパー

　　トナーとして尊重し合えるような職場環境を提

　　供します。

７．地域社会への貢献

　　企業活動を通じて、地域の発展への貢献を図り、

　　共生と調和に努めます。

１．顧客満足の追求

　　お客様第一主義を掲げ、お客様の視点に立った

　　最高のサービス（清潔であり、迅速であり、対

　　話であり、安全であり）の提供をいたします。

２．安全に対する取り組み

　　遊具・飲食等あらゆる局面において、安全に最

　　大限の注意を払い、安心して利用いただくよう

　　努めます。

３．法令等の遵守

　　法令等を遵守するとともに、公正な立場で取引

　　を行うなど、社会的良識をもって行動します。

４．適切な会計処理と適時開示

　　法令・社内規則に基づき、適正な会計処理を行

　　うとともに、適時適切な企業情報を開示いたし

　　ます。

５．情報の保護

　　情報の管理に万全を期し、情報の不正な流出や

　　漏洩を防止します。

６．働きやすい職場環境の実現

　　社員の人格、個性を認め、お互いが仕事のパー

　　トナーとして尊重し合えるような職場環境を提

　　供します。

７．地域社会への貢献

　　企業活動を通じて、地域の発展への貢献を図り、

　　共生と調和に努めます。
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弥生乃湯
NEO

　 土木・建設資材事業　　  
　　 遊園地管理業務
遊園地内売店・飲食店営業

不動産事業
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いわみざわ公園・北村公園の
運営・管理（指定管理者）



遊園地事業

　遊園地の楽しみのひとつはやっぱり食事。園内には多く

のレストランやテイクアウトショップがあり、遊園地なら

ではの食事が楽しめます。

　さらに、豊かな自然であふれており、芝生の上で広げる

手作りのお弁当での団らんもお勧めです。当園自慢のお祭

り広場（グラウンド）では、企業・団体での運動会やバー

ベキューパーティなど、いろいろな用途にご利用いただけ

ます。

日本最大級の広大な敷地に配置された81機種の多彩

なアトラクション。

　九州唯一のサスペンディッドルーピング（宙吊り宙返

り）コースターやキッズ向けアトラクションなど、世代

を超えた興奮と歓喜をご体験いただけます。また、遊園

地に隣接するウォーターパークでは、波のプールやウル

トラフォール（滑り台）など、８つの魅力あるプールが

夏休みを盛り上げます。

　「グリーンランドといえばやっぱりイベント」という

リピーターの方のお声をよく頂戴します。

　年間を通じ、特定のテーマに捉われず、新しいエンタ

ーテイメントを創造することを心掛けておりますので、

何度ご来園いただいても、常に新鮮な感動を味わうこと

ができます。

　特に、幅員70メートル・座席収納2,500名の特設会場

（グリーンスタジアム）でのショーは迫力満点です。
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　2016年、九州の「グリーンランド」は、開園50周年を迎

えました。新アトラクションの導入や人気のジェットコー

スター「ミルキウェイ織姫」がサウンドコースターにリニュ

ーアルする等、まだまだ進化を続けております。

　また、園内には高さ５メートルの「くまモン」立体像が

あり、写真撮影スポットとして人気を博しております。遊

具だけでなく、さまざまな「遊び」を提供してまいります。

その他、グリーンランドで起こった出来事を元に作られた

小説「オズの世界」（小森陽一氏）が発刊されました。



　夜のグリーンランドも魅力的です。幻想的な遊園地の夜
景をカップル・家族・友人みんなで楽しむことができます。
なかでもフルカラーＬＥＤでフルライトアップされた観覧
車は必見です。
　また、夜間営業期間中には、園内を光の世界で包み込む
「光のファンタジー」が開催されます。光の庭園「シャン
グリラ」や日本最長のインタラクティブロード「マジカル
トリックフロア」、その他にも、園内各所にイルミネー
ションスポットが続々と登場しています。
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　「恋人の聖地」サテライト施設として選定されました。
園内には、さまざまな恋人たちのスポットが登場しており
ます。ぜひ探してみてください。恋人たちが楽しめること
はもちろん、恋人がいない人にもご利益があるかも？

　日本のイベントといえば、やはり花火は欠かせないもの
です。グリーンランドの花火は打ち上げ毎に趣向を凝らし
ています。中でも、グリーンランド名物「８０００発花火
一気上げ」は、これまでの花火大会の常識を覆す圧倒的な
迫力で、思わず息を止めて見入ってしまうほどです。

　花火は見たいけど、混雑して見るのは嫌という方には、
こちらがお薦めです。
　園内各所に設置された花火特別観覧席や、遊園地に隣接
しているゴルフ場レストランでの特別プラン等、花火を間
近にご覧いただき、優雅なひと時をお過ごしください。

恋人の聖地

夜の遊園地

花　火



北海道グリーンランド遊園地

ホワイトパーク

いわみざわ公園

　北海道岩見沢市に位置し、札幌から車で約
３０分という好立地を活かし、雪解けの４月
から積雪までの期間、営業いたしております。
　九州のグリーンランドと同様に、多くのアト
ラクションがあり、様々なイベント開催で北海
道の代表的な遊園地という評価をいただい
ております。
　これからも北と南を起点とする情報ネット
ワークを駆使して、お客様の期待を超える遊
園地づくりを続けてまいります。

　遊園地が雪に包まれると同時にオープンす
るのがこちら。
　遊園地に隣接するホワイトパークは冬のレ
ジャーの定番、スキーが楽しめます。
　一般のお客様のみならず、学校授業でのご
利用もいただいており、皆様が遊園地を望み
ながらの滑走を楽しまれております。

　

　
　岩見沢市より指定管理者制度による指名を受けて、いわみざわ公園を運営・管理しています。
　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。夏には、北海道最大級の野外音楽フェス「JOIN ALIVE」も開催しています。
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＜フェアウェイへのカート乗り入れも可能です＞

　グリーンランドリゾートグループはグリーンランドリゾートゴルフコース・有明カントリークラブ・久留米カ
ントリークラブの３ゴルフ場７２ホールを運営しており、「グリーンランドリゾート７２」と呼称しております。

ゴルフ事業

　筑後平野を一望できる丘陵地にあるメンバーズゴ
ルフ場です。
　広川Ｉ．Ｃ．から３分という利便性の高い場所にあ
り、無料練習場も完備しております。

　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
の高いゴルフプレーができることが特徴です。
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　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で、初心者から上
級者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。
　全36ホールに、ナビゲーションシステムを導
入しており、セルフ営業ながら、フェアウエイ
へのカート乗り入れが可能で、快適にゴルフを
楽しめます。
　　当ゴルフ場の人気の理由の一つはＧＰＳナビ
ゲーションシステムです。
　キャディさんに代わってコースレイアウトを
画面表示し、プレーヤー（カート）の場所を正
確に教えてくれます。
　気になるショットの飛距離測定など、プレー
ヤーによって色々な楽しみ方が可能です。



会員権を分与できる同制度により、各ゴルフ場のメン
バーの増加、クラブ運営の活性化が図られております。

＜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＞

選択制会員権制度 メンバーズご優待制度

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まいります。

＜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＞

名誉シニア制度
会員権を無償で３親等以内の親族にお譲りいただく場合、
本人もこれまでどおり、クラブ会員としてのサービスを受け
ることができる、名誉シニア制度を設けております。
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会員権をお持ちの方に、さまざまな特典・制度をご用意
しております。
○ビジター同伴プレー半額　○早朝プレー割引
○ご飲食割引
○相互施設利用提携ゴルフ場特別料金適用
○グリーンランドリゾート各施設割引（弥生乃湯、焼肉
　ヌルボンガーデン荒尾店、パスカワールド）
○会員権保有期間に応じた特典
　①保有期間１０年以上：プレー割引券、平日プレー
　　優待券、お食事券
　②保有期間２０年以上：上記①＋全日プレー優待券、
　　ホテルヴェルデ・ホテルブランカランチチケット
　③保有期間３０年以上：上記②＋グリーンランド遊園
　　地チャレンジパス
○高額会員権(４５０万円以上）保有特典
　北海道の地域特産品（３，０００円相当・年１回）



ホテル事業
　九州ではグリーンランドリゾートオフィシャルホテルとして、ホテルヴェルデとホテルブランカを経営して
おります。
　また、北海道では、北海道グリーンランドのオフィシャルホテルとして、ホテルサンプラザを経営しており
ます。さらに、岩見沢市より指定管理者制度による指名を受けて、北村温泉ホテルを運営しております。

ブライダル＆パーティ

客　　室
　ビュッフェレストラン、日本料亭からバーカウンターを
備えたラウンジまで、あらゆる場面でのお食事を楽しむ
ことができます。

　客室は１０４室あり、スイートルームから和室まで、
お好みに合わせてご利用いただけます。
　また、人気のゆるキャラ「くまモン」とコラボした「ゆる
っくまルーム」やファミリースイートをご準備し、３世代
でのご宿泊にも対応します。

　　シティホテルとして、ブライダルやパーティ会場としても
　ご好評いただいております。遊園地とリンクしたオリジナリ
　ティ溢れる演出で、思い出深い門出を祝福いたします。
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レストラン

ぬめり感のある、やさしい湯ざわりが自慢の温泉です。

天然温泉・露天風呂

ローマのコロッセオをモチーフとした外観は、リゾートホ
テルにふさわしく、お客様に最良の余暇をご提供します。



店舗運営、ゴルフコンペ・ギフト商品販売、生損保保険代理店業
　遊園地内での売店・飲食店の運営、生損保保険代理店や
各種ギフト商品などの営業業務を行なっております。

屋上庭園（シエロガーデン）

客　　室
　純和風のお部屋は、どこか懐かしさがあり、天然温泉
の大浴場は海外からの観光客にも好評です。
　また、ビジネスユースにもご利用いただける洋室も
準備しています。

　屋上は緑化エリアとなっており、夏の花火大会時
には、特別観覧席として、真上に上がる花火を見な
がらバーベキューパーティなどをお楽しみいただい
ております。
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グリーンランド開園時から築いた歴史と趣のあるホテル。
遊園地とプール、そしてゴルフ場と隣接しており、リゾートホテルとして
の機能性抜群のホテルです。



　遊園地ご利用のお客様はもちろん、岩見
沢駅から近い立地でビジネス客のご利用や、
シティホテルとして、ブライダルや各種宴会
にもご利用いただいております。

　源泉100%のかけ流しの温泉、地元の食
材にこだわった料理、宿泊が楽しめ、こころ
と身体のリフレッシュに最適です。

北村温泉ホテル

北村中央公園・桜づつみ公園
　岩見沢市より指定管理者制度による指名を受けて、北村中央公園・
桜づつみ公園を運営・管理しています。北村中央公園は、パークゴル
フ、キャンプ、ヘラブナ釣りが楽しめる公園となっています。
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不動産事業

大規模太陽光発電施設（メガソーラー）

グリーンランドリゾートゴルフコース

グリーンランド遊園地

弥生乃湯

ナフコ荒尾東店
成田山大勝寺

ホテルヴェルデ

パスカワールド

ヌルボンガーデン

モナコパレス

ＫＫＴ住宅展示場　ＮEO

ホテルブランカ

グリーンスマイル一番館

土木・建設資材事業
　ポゾテックなどの建設資材の販売、また公共事業に伴う客土用土の製造
ならびに運搬を行っております。
　その他、グリーンランドリゾート関連工事の管理業務を行っております。
　また、平成 29 年より新たに、バイオマス火力発電所への燃料投入作業の
受託を開始いたしております。

　グリーンランドリゾートエリアの開発で中心的役割を持ち、賃貸や販
売を通じ、様々な企業・店舗誘致を実践し、更なる魅力あるリゾートエ
リア形成を目指します。
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大規模太陽光発電施設

モナコパレスグリーンランド店 パスカワールド

KKT住宅展示場 ＮＥＯ グリーンスマイル一番館 成田山大勝寺

ナフコ荒尾東店

弥 生 乃 湯焼肉ヌルボンガーデン

遊園地、ゴルフ場に隣接する丘陵
地に設置された発電出力２,７５０
kw(２.７５メガワット)の大規模太
陽光発電施設です。

これからも、皆様のご期待に添え
るホール、ご満足いただけるホー
ルをめざし努力していきます。

ボウリング場と最新のゲーム機を
備えた、アミューズメントゾーン。

豊富な品ぞろえと新しい暮らしの
ご提案を満載し、これからも地域
の皆様に愛され親しまれ続ける店
舗作りをしてまいります。

二世帯住宅やヤングファミリー向
け住宅など、各住宅メーカー選り
すぐりの家が立ち並ぶ、まさに、
家のテーマパークです。

グリーンランド南側に広がる一大
グルメ＆ショッピングゾーン。
地域と共生するレジャーエリアと
して、生活関連の専門店も多数あ
ります。

成田山新勝寺（千葉県成田市）を
総本山とし、新年初詣、節分祭、
七五三、家内安全などの祈願寺院
です。

焼肉と本格韓国料理が味わえるレ
ストラン。250の座席とキッズル
ームでお子様連れのファミリ－も
ゆっくりとお食事をたのしめます。

グリーンランドリゾートで楽しん
だ後は、天然温泉で癒しのひと時
をお過ごしください。

13

周辺施設紹介
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商　　　号  グリーンランドリゾート株式会社
 　　  　GREENLAND RESORT COMPANY LIMITED

創　　　立  １９６４年（昭和３９年）９月２５日 

設　　　立  １９８０年（昭和５５年）１月１０日 

資　本　金  ４１億８０１０万円

代　表　者  代表取締役社長　江里口 俊文 
事  業  内  容  １．観光事業及び旅館業
    ２．遊園地、ゴルフ場及びスポーツ施設の経営並びに料理店経営
    ３．不動産事業 
上  場  市  場  東京証券取引所　市場第２部 （コード９６５６）
                          福岡証券取引所

       100 株以上　　　 ２枚　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　  －　　　　　　－　　　　　　 －　　　　　　  － 

       500 株以上　　　 ４枚　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　  －　　　　　　－　　　　　　 －　　　　　　  － 

    1,000 株以上　　　 ６枚　　　　　１枚　　　　　　－　　　　　　  －　　　　　　－　　　　　　 － 　　　　　　 － 

    2,000 株以上　　　10 枚　　　　　２枚　　　　　　－　　　　　　  －  　　　　　 －　　　　　　 －　　　　　　  － 

    5,000 株以上　　　15 枚　　　　　３枚　　　　　　－　　　　　　  －   　　　　　－　　　　　　 － 　　　　　　 － 

  10,000 株以上　　　25 枚　　　　　５枚　　　　　 １枚 　　　　　 １枚 　　　　  １枚　　　　　　－　　　　　　  ※ 

  50,000 株以上　　　25 枚　　　　　５枚　　　　　  １枚                    ３枚                   －                     １枚　　　　　   ※ 

  80,000 株以上　　　25 枚　　　　   ５枚　　　        １枚　　　　　  ４枚　　　　　  －　　　　　　１枚　　　　　   ※ 

100,000 株以上　　　25 枚 　　　　　5枚　　　　　  １枚　　　　　  ６枚　　　　　  －　　　　　　２枚　　　　　   ※ 

制度の内容（半年当り、１２月３１日・６月３０日基準で２回発行） 

株    数 (1)遊園地等

  無料入場券 

(2)ｱﾄﾗｸｼｮﾝ

利用引換券
(3)ＶＩＰ

  フリーパス 

 (4)ゴルフ

   プレー券

 (5)ホテル

   優待券

 (6)ホテル

　宿泊券

(7)北海道又は
  九州の地域
  特産品 

※優待内容は、下記「優待内容一覧表」の通りです。
なお、(7) ※北海道又は九州地域特産品については12月31日の権利確定日の株主のみが対象となります。

  　　　　施　設　名     内　　　　容 
（１）  グリーンランド遊園地及び   無料入園券（1枚につき1名様まで） 
 北海道グリーンランド遊園地 
 ホワイトパーク（スキー場）    4時間リフト券（1枚につき1名様まで） 
 いわみざわ公園パークゴルフ場   無料利用券（1枚につき2名様まで）
 ローズパーク    （貸し用具代は別途必要）
   北村温泉ホテル 無料入浴券  （1枚につき2名様まで） （貸しタオル代は別途必要） 
（２） グリーンランド遊園地及び   1枚当たり、のりもの回数券20枚と引換 
 北海道グリーンランド遊園地 
（３）  グリーンランド遊園地及び   
 北海道グリーンランド遊園地   
       
      
 ホワイトパーク（スキー場）    株主家族（記名式）に全日券のリフト券
      （貸し用具は別途料金） （株主本人含む6名様まで）（要予約） 
 いわみざわ公園キャンプ場    1シーズン1泊1サイト利用料無料。（要予約） 
 いわみざわ公園色彩館   入館料無料（株主本人含む6名様まで） 
 いわみざわ公園パークゴルフ場  利用料・貸し用具無料。（株主本人含む4名様まで） 
 ローズパーク 
 北村温泉ホテル    入浴料・貸しタオル無料（株主本人含む5名様まで）（要予約）
 VIPフリーパスについては、記名株主以外の方のみの利用不可。 
（４）  グリーンランドリゾート    無料プレー券1枚につき1名様18ホール無料。全営業日可能（要予約） 
  ゴルフコース
（５）  ホテルヴェルデ    ホテル室料半額優待券
  ホテルブランカ    1室2名様利用可能（飲食別途）要予約。
 北海道グリーンランドホテルサンプラザ ただし、「大晦日及び正月・盆・ゴールデンウィークの
 及び北村温泉ホテル    一部特定日」は利用不可。 
（６）  ホテルヴェルデ     ホテル無料宿泊券
  ホテルブランカ    1室2名様利用可能（飲食別途）要予約。
 北海道グリーンランドホテルサンプラザ ただし、「大晦日及び正月・盆・ゴールデンウィークの
 及び北村温泉ホテル   一部特定日」は利用不可。 
（７）  北海道又は九州地域特産品  北海道又は九州地域特産品（3,000円相当） 

株主家族（記名式）は入園・ｱﾄﾗｸｼｮﾝ利用無料 （株主本人含む6名様まで）
ＶＩＰルーム利用可。 （前日までに要予約、グリーンランド遊園地〈1日
3組限定〉、北海道グリーンランド遊園地〈1日1組限定〉－【申込順】）



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

2017.09.01

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

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


