
法⼈内書換

保有ゴルフ場絞り込み 全てのコース ゴルフ場名
※ゴルフ場名は漢字またはフリガナ（全⾓）で⼊⼒してください。

万円／税込み

ゴルフ場名 住所 電話番号 名義 記名⼈ 書換料 年会費 ⼊会迄の期間 推薦者 推薦者⼈数 ⾯接 ⾯接備考 同伴プレー 他クラブ在籍 ＨＤＣＰ ⼥性⼊会可否
⻘梅ゴルフ倶楽部 東京都⻘梅市根ヶ布

1-490
0428-22-
0261

法⼈ 鈴⽊⼀郎 54 8.1 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

⼩⾦井カントリー倶楽部 東京都⼩平市御幸町
331

0423-81-
1221

法⼈ ⼭⽥太郎  32.4  不要  なし  なし 不要 不要 不可

東京ゴルフ倶楽部 埼⽟県狭⼭市柏原
1984

04-2953-
9111

個⼈ ⼭⽥太郎  24.7  要 2 なし  なし 不要 不要 可

武蔵の杜カントリークラブ 埼⽟県⼊間郡越⽣町
上⾕1028

049-292-
6311

個⼈ 鈴⽊⼀郎 54 3.2 1 要 1 有 理事または⽀配⼈等による
⾯接(同伴 プレーを⾏う場

合も有)

なし 不要 不要 可

武蔵OGMゴルフクラブ（旧︓武蔵富⼠CC） 埼⽟県⽐企郡鳩⼭町
⼩⽤1026

049-296-
6350

法⼈  54 5.4 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

那珂カントリー倶楽部 茨城県常陸⼤宮市若
林690

0295-53-
1161

法⼈ ⼭⽥太郎 10.8 2.5  不要  なし  なし 不要 不要 可

南総ヒルズカントリークラブ（ｴﾝｾﾞﾙCC） 千葉県富津市⽥倉
865-1

0439-68-
1131

法⼈  10.8 3.2 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

カメリアヒルズ・カントリークラブ 千葉県袖ヶ浦市⼤⽵
265

0438-75-
4111

法⼈ 鈴⽊⼀郎 32.4 10.8 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

カレドニアン・ゴルフクラブ 千葉県⼭武市横芝町
⻑倉1658

0479-82-
6161

法⼈ 鈴⽊⼀郎 54 10.8 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

久能カントリー倶楽部 千葉県印旛郡富⾥町
久能722

0476-93-
9000

法⼈ 鈴⽊⼀郎 86.4 8.6 1 不要  なし  なし 不要 不要 可

⽴野クラシックゴルフ倶楽部 千葉県市原市中⾼根
1166

0436-95-
1111

法⼈ 鈴⽊⼀郎 32.4 3.2 1 不要  なし  なし 不要 不要 可

厚⽊国際カントリー倶楽部 神奈川県厚⽊市下荻
野1920

0462-41-
1311

法⼈ 鈴⽊⼀郎 108 5.4 1 不要  有 書類提出確認により省略す
る場合あり

なし 代替有 代替有 可

磯⼦カンツリークラブ 神奈川県横浜市磯⼦
区洋光台6-43-24

045-833-
0641

個⼈ 鈴⽊⼀郎 216 1.3 1 代替有 2 なし  なし 不要 不要 可

⼩⽥原ゴルフ倶楽部 松⽥コース 神奈川県⾜柄上郡松
⽥町寄321

0465-83-
2111

法⼈ 鈴⽊⼀郎 5.4 2.2 1 不要  有  なし 不要 不要 可

⼩⽥原湯本カントリークラブ 神奈川県⾜柄下郡箱
根町湯本390-37

0460-85-
5743

法⼈ 鈴⽊⼀郎 54 5.4 2 要 2 有  なし 不要 不要 可

相模湖カントリークラブ 神奈川県相模原市緑
区牧野14342

0426-89-
2931

法⼈ 鈴⽊⼀郎 27 3.2 0.5 不要  なし  なし 不要 不要 可

スリーハンドレッドクラブ 神奈川県茅ヶ崎市⽢
沼441

0467-53-
0300

法⼈ 鈴⽊⼀郎 1,080 21.6 3 要 1 なし  なし 不要 不要 不可

平塚富⼠⾒カントリークラブ 神奈川県⾜柄上郡中
井町井ﾉ⼝537

0463-59-
8771

法⼈ 鈴⽊⼀郎 91.8 5.4 2 不要  なし  なし 不要 不要 可
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