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社　　　名

所 在 地

関 係 会 社
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グレッグノーマン・ゴルフ・コース・デザイン

2041 VISTA PARKWAY, LEVEL 2

WEST PALM BEACH, FLORIDA 33411

ザ・グレッグノーマンカンパニー／グレッグノーマン・コレクション

グレッグノーマン・エステーツ／グレッグノーマン・アイウェア

グレッグノーマンズ・オーストラリアングリル／グレッグノーマン・オーストラリアンプライム

グレートホワイトシャーク・オポチュニティーファンド／グレッグノーマン・ディベロップメンツ

グレッグノーマン・チャンピオンズアカデミー／メダリストヴィレッジ

シャークウェイクパーク／キャリアオポチュニティーズ

http://shark.com/

社　　　名

所 在 地

関 係 会 社

W e b

株式会社オオバ （東京証券取引所第一部）

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3丁目7-1　興和一橋ビル

近畿都市整備株式会社、日本都市整備株式会社、東北都市整備株式会社

http://www.k-ohba.co.jp/

表4 表1



Planning
      & Design

2社の力で、既存のコースに新たな価値を。
時を重ねるほどに、そのランドスケープは成熟を深めていくゴルフコース。
一方で、樹木の成長や合理的なメンテナンスにより原型・戦略的要素が失われ、
またプレイヤーニーズも時代とともに変化していきます。
そこでご提案するのが「ゴルフコース・リノベーション」です。
ゴルフ場開発業務において、数々の実績を持つ両社の力で、
既存のコースに新たな息吹をもたらします。

企画・設計から施工監理までのサービスを一貫してご提供改修に必要なサービスをパッケージ化。
だから、すべての工程がワンストップで。
リノベーションの実施にあたり、企画・設計はGNGCD社で、
調査・開発許認可設計から施工監理までをオオバが担当。各社の得意分野を
ひとつのパッケージにすることで、サービスの最大化を目指します。

GNGCD社

グレッグ・ノーマン・ブランドは今日、業界内でも著名で人気があります。弊社は世界6大
陸、34カ国に100以上の設計実績を有し、それぞれがユニークで思い出に残る最高の
ゴルフ体験を提供しています。詳細はURLをご参照ください。　http://gngcd.com/

株式会社オオバ

国内外の著名ゴルフコース設計者と協力し合い、これまで国内
で100を超えるゴルフコースの開発実績を持つ、日本有数の建
設コンサルタント会社。　http://www.k-ohba.co.jp/

Development

持続可能な
コース管理のご提案

総コストの縮減

最大手施工による
ブランド化

実施期間の短縮化

パッケージサービスだからこそのメリット

GNGCD社

オオバ

基本設計 詳細設計

調査・測量 開発許認可設計 造成・造形・植栽 施工監理

基本構想
step1 step 2 step 3

step 4 step 5 step 6 step 7

GNGCDの設計思想

ノーマン氏の設計思想は彼のゴルフに対する
思い入れと、環境に配慮した伝統的なデザイ
ンへの敬意に基づいています。

業務内容とコースデザイン実績（一例）

基本構想、基本設計、詳細設計

詳細はURLをご参照ください。　http://gngcd.com/awards/

業務内容

実　績

コンセプト

ニュータウン、産業団地、レジャー施設等の大
規模面開発で培った実績・経験により、厳しい
各種法規制に準拠したうえでゴルフコース設
計者のデザインコンセプトを具現化します。

調査測量、開発許認可設計、造成・造形・植栽、施工監理

1961年 戸塚カントリー倶楽部（設計者：井上誠一、間野貞吉）
1967年 程ヶ谷カントリー倶楽部（設計者：赤星四郎）

業務内容

実　績

業務内容とコース開発実績（一例）

中面 P1 中面 P2



■アレグリア・ゴルフクラブ（エジプト・カイロ）
■ベアフットリゾート（サウスカロライナ州・ノースマートルビーチ）
■ブラフス（ベトナム）
■ブルックウォーター（オーストラリア・クイーンズランド州）
■チャンピオンズゲート・インターナショナル（フロリダ州・チャンピオンズゲート）
■コッパークラブ・デューンズポートヒューズ（南オーストラリア州・アデレード）
■コーナーストーン（コロラド州・ユアレイ郡）
■ウェンテヴィンヤーズ・コース（カリフォルニア州・リバモア）
■クイジナート・ゴルフクラブ（西インド諸島・アンギラ）
■ダナン・ゴルフクラブ（ベトナム・ダナン）
■ドゥーンベッグ・ゴルフクラブ（アイルランド・クレア郡）
■ザ・イースタン・ゴルフクラブ（オーストラリア・ヤラバレー）
■ジュメイラゴルフエステーツ・アース（アラブ首長国連邦・ドバイ）
■ジュメイラゴルフエステーツ・ファイア（アラブ首長国連邦・ドバイ）
■エルカメレオンアットザマヤコバリゾート（メキシコ・キンタナロー州）
■エルクランGC（オハイオ州・バタビア）
■エラーストン（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）
■ザ・エクスペリエンス・アット・コエレ（ハワイ州・ラナイ）
■アイ・オブ・アフリカ（南アフリカ・ヨハネスブルグ）
■ザ・グレイデス（オーストラリア・クイーンズランド州）
■ザ・グランドゴルフクラブ（オーストラリア・クイーンズランド州）
■ザ・グランジゴルフクラブ　イースト（オーストラリア・グランジ）
■ザ・グローブ（テネシー州・ウィリアムソン郡）
■ジェイドパレス・ゴルフクラブ（韓国・チュンチョン）
■ジャイピーグリーンズ（インド・グレーターノイダ）
■ジュピター・カントリークラブ（フロリダ州・ジュピター）
■カイコウ・ゴルフクラブ（中国・アモイ）
■ラグーナ・ビンタン・ゴルフクラブ（インドネシア・ビンタン島）
■ラオラオベイリゾート・イースト（マリアナ諸島・サイパン）
■ラオラオベイリゾート・ウエスト（マリアナ諸島・サイパン）
■リチブー・ゴルフコース（メキシコ・ナヤリット州）
■ルミネ・センター（スペイン・タラゴナ）
■ルミネ・ノース（スペイン・タラゴナ）
■メドウブルックファームズ・ゴルフクラブ（テキサス州・ケーティ）
■メダリスト・ゴルフクラブ（フロリダ州・ホープサウンド）
■メダリスト・ショートコース（フロリダ州・ホープサウンド）
■ミッションヒルズ・ゴルフクラブ（中国・深セン）
■ザ・ナショナル・ムーナコース（オーストラリア・メルボルン）
■ニューサウスウェールズ・ゴルフ・クラブ（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）
■ニルワナバリリゾート（インドネシア・バリ）
■ランズダウンリゾート（バージニア州・リーズバーグ）
■PGAウエスト（カリフォルニア州・ラキンタ）
■ビーダンタ・ヌエーポバジャルタ（メキシコ・ナヤリット州）

■オールド・フィールド（サウスカロライナ州・ヒルトンヘッド）
■パークランドゴルフ＆カントリークラブ（フロリダ州・パークランド）
■ペリカンウォーターズ（オーストラリア・クイーンズランド州）
■プラヤムヘレス（メキシコ・カンクン）
■ポンパノビーチ市営ゴルフコース（フロリダ州・ポンパノビーチ）
■プエルトロスカボス（メキシコ・サンホセデルカボ）
■プンタティブロン（メキシコ・ベラクルス）
■レアル・エル・プラット・ゴルフクラブ（スペイン・バルセロナ）
■レッドスカイゴルフクラブ（コロラド州・ヴェイル）
■リザーブゴルフクラブ（サウスカロライナ州・ポーリーズアイランド）
■ザ・リッツ・カールトンゴルフクラブ・グランドケイマン・ブルーチップ
　（ケイマン諸島グランドケイマン島）
■ザ・リッツ・カールトンゴルフクラブ・グランデレイクス（フロリダ州・オーランド）
■リバークラブ（ジョージア州・アトランタ）
■ザ・リバーコース（プエルトリコ・リオグランデ）
■リバーサイド（インドネシア・ジャカルタ）
■ロイヤルメルボルン・GC（イリノイ州・シカゴ）
■サンクチュアリーレイクス（オーストラリア・メルボルン）
■サンダルズ・エメラルドリーフ・ゴルフコース（バハマ・グレートエグズーマ）
■サバンナクォーターズ・カントリークラブ（ジョージア州・サバンナ）
■セトラーズ・ラン・ゴルフ&カントリー・クラブ（オーストラリア・メルボルン）
■シャークストゥース・ゴルフクラブ（フロリダ州・レイクパウエル）
■シャークバイト・アット・ランズダウンリゾート（バージニア州・リーズバーグ）
■白鷺ゴルフクラブ（兵庫）
■スプレンディドタール（フィリピン・マニラ）
■ストーンキャニオン・ゴルフクラブ（ミズーリ州・インディペンデンス）
■ストーンカッターズ・リッジ（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）
■タリスパーク（フロリダ州・ナポリ）
■テネシーナショナル（テネシー州・ラウドン郡）
■テリングベイゴルフ＆カントリークラブ（インドネシア・バタム島）
■タナシティ（タイ・バンコク）
■天津ゴルフクラブ（中国・北京）
■ティブロン・ゴルフクラブ・ブラック（フロリダ州・ナポリ）
■ティブロン・ゴルフクラブ・ゴールド（フロリダ州・ナポリ）
■TPCサンアントニオ（テキサス州・サンアントニオ）
■TPCシュガーローフ・パイン（ジョージア州・ダルース）
■TPCシュガーローフ・トーナメント（ジョージア州・ダルース）
■トランプ・ナショナル・ゴルフクラブ・シャーロット（ノースカロライナ州・シャーロット）
■ベラーノ（カリフォルニア州・チノヒルズ）
■ヴィンテージ（オーストラリア・ハンターバレー）
■ザ・ウェーブ（オマーン・マスカット）
■ウィンダンス（カナダ・オンタリオ州）
■珠海レイクウッドゴルフクラブ（中国・珠海）

34ヶ国で100を超えるコースをデザイン。

GNGCD社

北太平洋

南太平洋
インド洋

北大西洋

南大西洋

ゴルフ場開発業務実績



【宮城県】
マグノリアカントリークラブ
花の杜ゴルフクラブ

【福島県】
小名浜カントリー倶楽部
常磐湯本カントリー倶楽部

【茨城県】
ザ・ローヤルオーシャン

【栃木県】
広陵カントリークラブ
益子カントリー倶楽部
華厳カンツリークラブ

【埼玉県】
日本カントリー倶楽部
こだまゴルフクラブ
県営大麻生ゴルフ場

【千葉県】
柏ゴルフ倶楽部
成田国際カントリー倶楽部
野田市パブリックゴルフ場
久留米グリーンクラブ
平山ゴルフ倶楽部
鴨川グリーンクラブ
真名カントリークラブ
　ゲーリー・プレーヤーコース
皆吉台カントリークラブ
ゴールド木更津カントリークラブ

【東京都】
よみうりゴルフ倶楽部
多摩カントリークラブ

【神奈川県】
戸塚カントリー倶楽部
葉山国際カンツリー倶楽部
程ヶ谷カントリー倶楽部

【富山県】
高岡カントリー倶楽部

【山梨県】
都留カントリークラブ
甲斐芙蓉カントリー倶楽部

【長野県】
木曾駒高原カントリークラブ
木曾駒高原宇山カントリークラブ
東名根羽カントリークラブ

東北から沖縄まで、多様なコースを開発。

株式会社オオバ ゴルフ場開発業務実績

三井の森蓼科ゴルフ倶楽部
高森カントリークラブ
蓼科東急ゴルフコース
三井の森軽井沢カントリー倶楽部

【岐阜県】
瑞浪高原ゴルフ倶楽部
揖斐高原カントリークラブ
レイクグリーンゴルフ倶楽部
岐阜稲口ゴルフクラブ
新陽カントリー倶楽部
シンコーゴルフ倶楽部ローズコース
ウインザーカントリークラブ中津川コース
恵那峡パークゴルフクラブ
センチュリーヒルズカントリークラブ
上矢作カントリークラブ
上石津カントリークラブ
多治見北ゴルフ場
ワールドレイクゴルフ倶楽部
笹池カントリークラブ

【静岡県】
伊豆スカイラインカントリー倶楽部
菊川カントリークラブ
富嶽カントリークラブ
レイク浜松カントリークラブ
相鉄赤沢リゾートカントリークラブ

【愛知県】
緑が丘カンツリークラブ
三好カントリー倶楽部
葵カントリークラブ
愛岐カントリークラブ
岡崎カントリー倶楽部
犬山カンツリー倶楽部
藤岡カントリークラブ
名古屋グリーンカントリークラブ
豊田パブゴルフ
松名カントリークラブ
セントクリークゴルフクラブ
加茂カントリークラブ
オールドレイクゴルフ倶楽部
南愛知カントリークラブ
石野カントリークラブ
稲武カントリークラブ

【三重県】
鳥羽カントリークラブ
亀山ゴルフクラブ
伊勢中川カントリークラブ
スリーレイクスカントリークラブ
中日カントリークラブ
四日市セントラルゴルフ倶楽部

津カントリークラブ
霞ゴルフクラブ
芸濃セントラルゴルフ倶楽部
ニットー藤原カントリークラブ
涼仙ゴルフ倶楽部
フォレストカントリークラブ

【滋賀県】
田代ゴルフクラブ
メイプルヒルズゴルフ倶楽部

【大阪府】
南平台ゴルフコース
ベニーカントリー倶楽部
ワールドカントリークラブ

【兵庫県】
千刈カンツリー倶楽部
有馬冨士カンツリークラブ
武庫ノ台ゴルフコース
滝野カントリークラブ八千代コース
アイランドゴルフリゾート三田
作用ゴルフ倶楽部

【奈良県】
春日台カントリークラブ
御所カントリークラブ

【和歌山県】
印南カントリークラブ
日高ゴルフクラブ

【岡山県】
備前ゴルフクラブ

【広島県】
グリーンバーズゴルフ倶楽部

【山口県】
徳山カントリークラブ

【香川県】
志度カントリークラブ
屋島カントリークラブ

【福岡県】
京都カントリー倶楽部
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ
九州ゴルフ倶楽部八幡コース
秋月カントリークラブ

【長崎県】
読売チサンカントリークラブ森山

【熊本県】
肥後カントリークラブ
人吉ゴルフ倶楽部

【大分県】
白杵カントリークラブ
久住高原ゴルフクラブ

【宮崎県】
宮崎クラシックゴルフクラブ
青島ゴルフ倶楽部

【鹿児島県】
リンデンパークカントリークラブ

【沖縄県】
ジ・アッタテラスゴルフリゾート


