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“ゴルフ2大巨匠によるユニークなコース" 
コース難易度

★★★ ☆☆

グリーン難易度

★★★ ☆☆

ゴルフ界きっての伝説の人物、アーノルド・パーマーとジャック・ニクラスの
二名による設計を体験できる唯一のコース。北フロリダの透明に澄んだ池、
美しいテーダマツと、威厳のある樫の木に囲まれています。各ホールは
アーノルド・パーマーとジャック・ニクラス両者の特徴を持ち合わせ、フロリ
ダ州ジャクソンヴィル周辺でもユニークなゴルフコースに仕上がっています。

“美しい海岸線を臨む世界トップ100選コース" コース難易度

★★★ ☆☆

グリーン難易度

★★★ ☆☆

キングスバーンズゴルフリンクスは、セントアンドリュースからおよそ11km
ほどの距離に位置し、約3kmにも及ぶ、北海の絵画のような美しい海岸線
を強調したコースです。世界トップ100に選ばれるこのコースをラウンドして、
あなたの「キングスバーンズ体験」を楽しんで下さい。

“全ゴルファーが楽しめるチャンピオンコース" コース難易度

★★ ☆☆☆

グリーン難易度

★★ ☆☆☆

こちらのチャンピオンコースはフェアウェイの幅が広く、ティフイーグル芝を
使用した広いグリーンがありますが、ラウンドを通じて、コースマネジメント
面での挑戦がいくつもあります。 この北フロリダのゴルフコースは、5種類
のティーがあり、すべてのレベルのゴルファーが楽しめるように設計されて
います。

18ホール PAR 72 7,220ヤード

ワールドゴルフビレッジワールドゴルフビレッジワールドゴルフビレッジワールドゴルフビレッジ : キング＆ベアーキング＆ベアーキング＆ベアーキング＆ベアー

キングスバーンズキングスバーンズキングスバーンズキングスバーンズGL

18ホール PAR 72 7,147ヤード

18ホール PAR 72 7,042ヤード

PGAナショナルナショナルナショナルナショナルGC : チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオン



コース一覧（国内）

北海道

北海道カントリークラブ 大沼コー
ス

北海道クラシックゴルフクラブ

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

ノーザンアークゴルフクラブ

岩手 岩手沼宮内カントリークラブ

宮城
利府ゴルフ倶楽部

仙台ヒルズゴルフクラブ

茨城

石岡ゴルフ倶楽部

セントラルゴルフクラブ

ジェイゴルフ霞ヶ浦

栃木

ホウライカントリー倶楽部

⻄那須野カントリー倶楽部

５８ゴルフクラブ

ジュンクラシック

ロペ倶楽部

群馬
軽井沢高原G.C.

赤城カントリー倶楽部

埼玉
武蔵丘ゴルフコース

久邇カントリークラブ

千葉

習志野カントリークラブ キングコー
ス

グレートアイランド倶楽部

姉ヶ崎カントリー倶楽部

アクアラインゴルフクラブ

佐原カントリークラブ

総武カントリークラブ 総武コース

成田フェアフィールドGC

鶴舞カントリー倶楽部

神奈川 大箱根カントリークラブ

石川 片山津ゴルフ倶楽部片山津ゴルフ場

⼭梨

河口湖カントリークラブ

富士クラシック

富士ゴルフコース

鳴沢ゴルフ倶楽部

岐阜 新陽カントリー倶楽部

静岡
川奈ホテルゴルフコース

愛鷹シックスハンドレッドクラブ

滋賀 瀬田ゴルフコース 北コース

大阪 太子カントリークラブ

兵庫

神⼾パインウッズゴルフクラブ

サンロイヤルゴルフクラブ

小野東洋ゴルフ倶楽部

山の原ゴルフクラブ

マスターズゴルフ倶楽部

ライオンズカントリー倶楽部

奈良 万壽ゴルフクラブ

広島 リージャスクレストGC

高知
Kochi⿊潮カントリークラブ

土佐カントリークラブ

佐賀 若⽊ゴルフ倶楽部

⻑崎 パサージュ琴海アイランドGC

熊本 熊本空港カントリークラブ

大分 別府ゴルフ倶楽部 鶴⾒コース

⿅児島 祁答院ゴルフ倶楽部

沖縄 ザ・サザンリンクスゴルフクラブ



コース一覧（国内）

箱根外輪山を背景に、仙石原の雄大な敷地にレイアウトされた大
箱根カントリークラブは、すべて手作りの個性あふれる18ホール。
1998年から毎年8月に行われている女子プロゴルフトーナメント
開催コースです。名物ホールは17番ホール。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

18ホール PAR 72 計6,704ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

赤城カントリー倶楽部
“格調高いチャンピオンコース”

自然林がホール間をセパレートする林間コース。各ホールは

フェアウェイも広くフラットで豪快なショットを楽しむことができます。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★★☆

“くつろぎ空間 カントリー・リゾート”

巧みに配置されたクロスバンカー、起伏の激しいグリーン。
ゆったりした丘陵の中で、戦略的なプレーが要求される
コースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“ハンディに応じた多彩な戦略性の18ホール”

東京都心から60分以内というアクセスの良さ。
自然の樹木を戦略的に利用した18ホールは、ゴルフ本来の
豪快さと綿密なコースマネジメントが必要になります。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

岩手沼宮内カントリークラブ

南コース／18ホール PAR72 計7008ヤード

北コース／18ホール PAR72 計6782ヤード

“自然の地形を最大限に活用”

岩手山、西岳などの山々をパノラマに望むことができる、なだら

かな丘陵の地にゆったりとレイアウトされた高原コースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“森林に囲まれたフラットなコース”

豊富な自然の木々を活かした美しい景観と、戦略性に富むフ
ラットで広々としたフェアウェイを持つコースです。

特に圧巻は、池越えのクロスショットとなる9番と18番ホール。

最終でのドラマが展開されます。

セントラルゴルフクラブ

36ホール PAR 146 計140,46ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“数々の公式戦の舞台となったチャンピオンコース”

1974年の開場以来、日本オープン、日本プロをはじめプロ・アマ
数々の公式戦の舞台に選ばれてきました。タフな東コースと戦略

性に富んだ西コースは、いずれもフェアウェイが広く、距離もたっ

ぷりあります。真のチャンピオンコースに挑戦してみませんか。

千葉県

千葉県

岩手県

千葉県

栃木県

群馬県

兵庫県

神奈川県

姉ヶ崎カントリー倶楽部

36ホール PAR 144 計13,041ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“ゴルフ史に数々の物語を残した名門コース”

計算しつくされたレイアウト、広く緩やかなフェアウェイ。
美しく雄大な自然の中に広がる変化と戦略性に富んだ36ホール

は、何度プレーしても飽きることがありません。

千葉県

“JLPGAツアー「CAT Ladies」開催コース”

アクアラインゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計6,687ヤード

佐原カントリークラブ

18ホール PAR 72 計6,571ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“一年中緑が楽しめるトーナメントコース”

松林に囲まれた雄大なスケールを持つ丘陵コースです。

フエアウェイはフラットで幅広いため、豪快なショットが楽しめます。

山の原ゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 計6,758ヤード

ジュンクラシック

18ホール PAR 72 計6,639ヤード

18ホール PAR 73 計7,109ヤード

大箱根カントリークラブ



コース一覧（国内）

“富士を背に紺碧の相模湾を望む、
自然の地形を活かした手作りのコース”

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

川奈ホテルゴルフコース

18ホール PAR 72 計 6562ヤード

美しさ、難しさを兼ね備えたコースとして高い評価を得、国内外のゴル
ファーを魅了し続けています。2005年4月よりフジサンケイレディクラシック
が開催されています。

“美しい三草山南面の裾野に広がるフラットなコース”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

サンロイヤルゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計 6854ヤード

高低差20ｍの関西地区有数のフラットなコースで、距離が長く、フェアウェ
イが広い。ほとんどのホールはティーからグリーンをのぞむことができます
が、フェアウェイの微妙なアンジュレーションには細心の注意が必要。

“霊峰「白山」の雄姿に向かって打ち上げるショット”コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

片山津ゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 計 6936ヤード

霊峰「白山」に向かって打つショットは爽快。
緩やかなスロープを持つアウトとフラットなインが特徴で、
風格のある松が各ホールをセパレートしている。

“雄大な阿蘇の麓に広がるコース”熊本空港カントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6766ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

雄大な阿蘇の麓、熊本空港に隣接した当コースは、

自然を生かし、ビギナーにやさしくトッププレイヤーに難しく
絶妙にレイアウトされています。

“開放感に満ち溢れた18ホール”

なだらかな丘陵地に広がる戦略的なチャンピオンコースです。
自由で斬新な着想が盛り込まれ、「何度もプレーしたくなる」
人気コースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★☆☆☆

★★☆☆☆

36ホール PAR 144 計 14500ヤード

“太平洋の眺望を背景に豪快にプレー”

潮騒を耳に太平洋を見下ろしての豪快なショットができる

太平洋コースや、名物ホールがいくつもある黒潮コースなど
1年中ゴルフが楽しめる36ホールです

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

Ｋｏｃｈｉ黒潮カントリークラブ

36ホール PAR 144 計 13458ヤード

“雄大な黒潮に向かってショット”

豪快かつ繊細、ゴルフの魅力をそのまま表現している36ホール。
1年を通じて快適なプレーが楽しめるコースが貴方のチャレンジを
待っています。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

土佐カントリークラブ 高知県

高知県

栃木県

熊本県

石川県

兵庫県

静岡県

18ホール PAR 72 計7233ヤード

“ダイナミックで格調高いチャンピオンコース”

四季折々の花が咲き競う自然豊かなコースです。ビギナーから

シングルプレイヤーまでゴルフの醍醐味を満喫できます。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

小野東洋ゴルフ倶楽部 兵庫県

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

レディス、レギュラーティからはラビットのようなやさしさを。
バック、チャンピオンシップティからは、タイガーのような厳しさに出会う。
何度訪れても、常に新しい発想を喚起してくれる戦略性に富んだコース。

“コンセプトはラビット＆タイガー”
千葉県

コース難易度
グレードアイランド倶楽部

18ホール PAR 72 計 6911ヤード

ロペ倶楽部

18ホール PAR 74 計 5917ヤード



コース一覧（国内）

“富士山に向かってのドライバーショット”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

日本が誇る霊山富士山のふもとに位置するコース、日本を代表す
る画家北斎の力作”富嶽三十六景”をモチーフい設計されたことで

有名です。富士山を目の前に飛ばすショットは新しい経験を提供し
ます。

“都市型の理想的なゴルフコース”
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

京阪神からアクセスが便利な位置、六甲山から広がる森と

豊富な丘陵もよってもたらす最適な地形を持つゴルフコース

“日本庭園型の丘陵コース ”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

日本庭園をそのまま移したような美しいコース、OUTコースは高い
戦略を要し、INコースは大胆さと繊細さを動じに要する。3番、6番
のロングホールがポイントホールで、15番、16番ホールは攻略の
妙味を満喫できるホールです。

"ジャック・二クラウス設計の戦略型コース" コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

石岡ゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計 6459ヤード

多くのトッププレイヤーがゴルフの真の楽しみを味わえると
評価が高い米国式のレイアウトコース。

18ホール PAR 72 計 6936ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

パサージュ琴海アイランドGC

海と接しているシーサイドコースで、変化に富んだフェアウェイ、

三つの海を越えるホールをはじめとする巧妙なグリーンなど、
ゴルファーにとって様々な楽しみが待っているコースです。

“広大な半島の大自然をそのまま生かしたコース”

“選手を魅惑する美しい景色とレイアウト”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

鳴沢ゴルフクラブはゴルファーの心を引き付ける素晴らしい景色と
魅力的なレイアウトで構成されたコースです。鳴沢で一度でもラウ
ンドをしたゴルファーなら、きっとまたゴルフクラブを訪れるでしょう。

山梨県

長崎県

茨城県

奈良県

兵庫県

山梨県

“壮大でワクワクするコース ”
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆18ホール PAR 72 計 6515ヤード

精神力とチャレンジ精神を高揚させる戦略的コースでバンカー造形
の魔術師と言われるロバート・V・へギー氏が設計を担当した。壮
大な自然の美しさと戦略的スポーツとしてのゴルフを楽しめるコー
スです。

栃木県

“美しい自然に囲まれた戦略的コース”

正確なショットとチャレンジ精神溢れるプレイが要求されます。
InコースとOutコースで攻め方を変える必要があります。

コース難易度

グリーン難易度

★★☆☆☆

★★☆☆☆

大阪府太子カントリー

18ホール PAR 71 計 6024ヤード

北海道

ホウライカントリー倶楽部

18ホール PAR 72 計 6944ヤード

鳴沢ゴルフ倶楽部

富士クラシック

18ホール PAR 72 計 7082ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“自然環境と調和した戦略的プレイを要求されるコース
ジャック・ニクラウスが設計したコースで、大自然と調和した
美しいコースです。アンジュレーションはきつくありませんが、
ウォーターハザードが所々に配置されており戦略的プレイが

要求されます。

神戸パインウッズゴルフ

18ホール PAR 72 計 6796ヤード

万寿ゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計 6938ヤード

北海道クラシック

18ホール PAR 72 計 6492ヤード



コース一覧（国内）

“新しいゴルフの始まり" コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

PGAツアープロの丸山茂樹が新しくデザインしたコース。
ゴルフを愛する人たちに新しいゴルフを経験できるように特別に
リデザインされたコース

“大自然の中のダイナミックなコース”コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

浅間山を背景にした広大な緑地に広がるダイナミックなコース。各ホール
の間が樹木で完全に分離されており、霧の多い軽井沢に位置しながらも
霧の影響が比較的少ないコースとして有名。

群馬県

栃木県

ザ・ノースカントリーゴルフクラブザ・ノースカントリーゴルフクラブザ・ノースカントリーゴルフクラブザ・ノースカントリーゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計7078ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“設計者青木功が集大成と語る総ベント芝コース。”

クラブハウスから全ホールが見渡せるほどフラットなコースですが、
様々な罠が仕掛けられ立体的な戦略が求められます。

長嶋茂雄invitationalセガサミーカップゴルフトーナメント開催コース。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“日本を代表する世界的チャンピオンコース。”

北総平野広がる豊富な樹木に囲まれた、日本を代表する名
林間コースです。日本オープン、日本プロ等数多くのトーナメ

ントを開催し、多くのゴルファーを魅了し続けています。

総武カントリークラブ総武カントリークラブ総武カントリークラブ総武カントリークラブ 総武コース総武コース総武コース総武コース
千葉県

北海道

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“九州で2番目に古い歴史あるコース”

1930年開場で、フェアウェーが広く自然の地形をそのまま生かした
コース。アップダウンがあり、距離も比較的長くタフなコースですが、

フェアウェーにカート乗り入れ可能で、のびのびプレーが出来ます。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“自然の林を巧みに生かした林間コース”

すべてのショットに正確さが要求される極めて戦略性の高いチャ
ンピオンコースです。風格の漂うコースの中に巧妙に仕組まれた
自然の罠。ラウンドが進むにつれ、ほどよい緊張感と満足感を味

わうことができるでしょう。27ホール PAR 108 計3,199ヤード

広島県

大分県
別府ゴルフ倶楽部別府ゴルフ倶楽部別府ゴルフ倶楽部別府ゴルフ倶楽部 鶴見コース鶴見コース鶴見コース鶴見コース

リージャスクレストゴルフクラブリージャスクレストゴルフクラブリージャスクレストゴルフクラブリージャスクレストゴルフクラブ

“エメラルド色の太平洋に飛ばすショット”
コース難易度

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ

沖縄のダイナミックな海岸線をなぞって造られた定番の海岸コース。50
メートルの岸に広がるコースで、太平洋に向かいティーショットをするような
気分になります。特に7番ホールと8番ホールは足の下に海が広がるよう
な気持ちを満喫できるホールで有名です。競争心を持たねば征服できない
コースということを忘れずに攻略してください。

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

沖縄県

18ホール PAR 72 計7,019ヤード

瀬田ゴルフコース 北コース

18ホール PAR 72 計6,808ヤード

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

コース難易度
滋賀県

数々の熱戦が繰り広げられた全米女子ツアー公式戦「MIZUNO 
CLASSIC」の舞台。関西初、ベントグラス最新品種のマッケンジーグリー
ンでオールシーズンベストコンディション！

“井上誠一設計のトーナメントコース”

27ホール PAR 108 計10441ヤード

18ホール PAR 72 計7,078ヤード

習志野CCキング・クイーンコース

“サントリーオープン開催地として有名なコース”

距離が長く、グリーンのアンジュレーションもある

難易度が高い名門コース。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★☆

★★★★☆

千葉県

36ホール PAR 144 計 130,87ヤード

５８ゴルフクラブ５８ゴルフクラブ５８ゴルフクラブ５８ゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計 6627ヤード

18ホール PAR 72 計 6502ヤード

軽井沢高原ゴルフ倶楽部



コース一覧（国内）

18ホール PAR 72 計7,134ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“北海道の自然を大切にしながら作られたゴルフコース”

豊かな水、雄大な自然と一体化した美しく戦略性の高いチャンピオン
コースです。池と森を中心に広がる18ホールに華麗なフェアウェー、

曲線を活かしてレイアウトされたバンカーとリラックスできる

クラブハウス - すべてに満足して頂けることでしょう。

北海道ノーザンアークゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計6,892ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン開催コース”

外周を緑豊かな小高い丘に囲まれた丘陵コースです。フラットな
中にアンジュレーションを盛り込み、バンカーやウォーターハザー

ドが要所を引き締め、戦略性の高さと落ち着いたたたずまいが

印象的です。

宮城県利府ゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 計7,020ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★☆☆☆☆

★★★★☆

“芸術と呼ぶにふさわしい本格コース”

日本で最も美しくエキサイティングなゴルフコースをめざして設計
されており、全体的にトリッキーなアウトをうまくまとめることがで

きれば、インは比較的スコアをまとめやすくなります。

栃木県西那須野カントリー倶楽部

コース難易度

グリーン難易度

★☆☆☆☆

★★☆☆☆

“JPGAの代表的チャンピオンコース”

ほぼフラットな丘コース。難しい細工はされていないが全体的に
距離がありバーディートライには落し所の限定された難易度の高
いコース。バンカー数も全体で107あり、難易度をあげている。

鹿児島県祁答院ゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 計7,044ヤード

18ホール PAR 73 計7,259ヤード

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“北海道リゾートの発祥の地でダイナミックなプレーを”

景勝地・大沼国定公園に隣接し、雄大な駒ヶ岳の麓に位置する、
北海道屈指のチャンピオンコース。丘陵コースでありながら、打
ち上げ、打ちおろし、池越え等バリエーションに富んだつくりでゴ

ルファーを飽きさせない。

北海道北海道カントリークラブ大沼コース

“ 「おとなのゴルフ」がここにある。”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

首都圏から約1時間の好立地。
フラットな恵まれた地形の中、
水と樹木と大地のアンジュレーションが美しい18ホールズ。

茨城県

18ホール PAR 72 7,086yd

ジェイゴルフ霞ヶ浦

“「マスターズGC レディーストーナメント」開催コース！”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

ゆとりある敷地に展開する各ホールは、共にフラットで幅広く、

戦略的には難易度の高い造形地を随所にレイアウト。
美しい眺めの中にも、
真剣勝負のドラマティックなシーンを秘めています。

マスターズゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 6,924yd

兵庫県

“18のシーンが集まる、ひとつのドラマが生まれる。”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

自然と融和したコースは折々の表情を輝かせます。

地域の自然、伝統、文化、そしてゴルフ発祥の地、
セント・アンドリュースの名物ホールが生かされ、
織り込まれた美しく、かつ挑戦的な18ホールです。

若木ゴルフ倶楽部

18ホール PAR 72 6,842yd

佐賀県



コース一覧（国内）

山梨県“古い伝統を誇る昭和10年開場のパブリックコース”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

富士の裾野のなだらかな地形に手作りで造成された、

人工的でない、本物の自然に溶け込んだ高原リゾート。
ほとんどのホールから富士山が眺められ、

山中湖を見下ろせるホールもあります。

春は富士桜、夏は高原の涼やかな風、秋は燃えるような紅葉が展開。

その風光絶佳なるロケーションは他では味わえません。

富士ゴルフコース

18ホール PAR 72 6,804yd

“緑濃い自然の中に広がる18ホール”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

林間コース。

武蔵野の豊富な自然林と満々と水をたたえた池が戦略性を高め、
それぞれのホールが個性的。

フェアウェイの幅をたっぷりととり、開放的なゴルフが楽しめます。

武蔵丘ゴルフコース

18ホール PAR 72 6,733yd

埼玉県

“霊峰富士に包まれて自然と調和した27ホール”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

四季折々に顔をのぞかせる花々、そして鳥のさえずり・・・
欧米の雰囲気漂う洗練されたコースレイアウト・・・
その全てが名門がる由縁・・・

ゴルフを愛するすべてのプレイヤーに愛され続けたコースです。

27ホール PAR 108 9,870yd

山梨県
河口湖カントリークラブ

“広いフェアウェイ・駿河湾の絶景、贅沢な空間”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

ゴルフをしながら駿河湾の絶景を堪能できる希少なコース。
愛鷹耶麻南麓の広大な敷地を贅沢に使った丘陵18ホールは、
自然の地形をうまくいかしたレイアウト。

実力派の挑戦意欲をそそるに充分な、本格的チャンピオンコースは、

トーナメントの歴史・各競技会開催が物語っています。18ホール PAR 72 6,652yd

静岡県
愛鷹シックスハンドレッドクラブ愛鷹シックスハンドレッドクラブ愛鷹シックスハンドレッドクラブ愛鷹シックスハンドレッドクラブ

“セルフプレーを基本としたフラットなコースを”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

自然を活かしながら、要所に大きな池を配したコースレイアウトと

相まって、あらゆるレベルのゴルファーに大きな満足を提供します。
また、グリーンのコンディションにも定評があります。

成田フェアフィールドGC

18ホール PAR 72 6,761yd

千葉県

“デズモンド・ミュアヘッドの魅惑の世界”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

丘陵地に広がる様々な地形を生かしたコースデザインに特徴があり、

ギリシャ神話の神をモチーフにした様々な造形による、
戦略性の高いチャンピオンコース。

18ホール PAR 72 6,967yd

岐阜県
新陽カントリークラブ新陽カントリークラブ新陽カントリークラブ新陽カントリークラブ



コース一覧（国内）

“雄大な自然に包まれた、珠玉の36ホール”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

名匠井上誠一氏が設計した、

高い戦略性と重厚さを併せ持ったチャンピオンコースとして
多くのプレイヤーの高い評価を得ています。

2010年からLPGAのトーナメントを開催。
18ホール PAR 72 6,799yd

千葉県鶴舞カントリークラブ鶴舞カントリークラブ鶴舞カントリークラブ鶴舞カントリークラブ

“戦略と造形美をテーマにして27ホール”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

仙台市内より好アクセスのホテルを隣接した、海の見える丘陵地に

あるリゾート型のゴルフ場です。四季折々の泉ヶ岳を眺望できる
魅力溢れるコースで、女性にもやさしく、カジュアルなプレーを

お楽しみいただけます。
27ホール PAR 102 9,128yd

仙台ヒルズゴルフ倶楽部仙台ヒルズゴルフ倶楽部仙台ヒルズゴルフ倶楽部仙台ヒルズゴルフ倶楽部 宮城県

“庭園のように美しく戦略性豊かな27ホール”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

奥武蔵の山並みを背景に、今なお武蔵野の面影を残す林間
コースです。コース全体は、戦略的に細やかな配慮がなされ
豊かな自然に親しみながらプレーがお楽しみいただけます。

27ホール PAR 102 9,128yd

久爾カントリークラブ久爾カントリークラブ久爾カントリークラブ久爾カントリークラブ 埼玉県

ライオンズカントリー倶楽部

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

“自然の美しさと戦略性が競演するフラット＆ワイドな27ホール”

豪快で果敢な攻めのゴルフはもちろん、綿密なコース設計によって
メンタルゴルフの神髄をもご満喫していただけます。また、壮大な
フェアウェーに点在する池や木立、そしてコースを取り巻く美しい自
然林、この素晴らしきロケーションに展開する27ホールは名門コー
スだけが持ち得る誇り高き香りを存分に感じさせてくれます。27ホール PAR 108 10,291ヤード

兵庫県



"なぜゴルフコースは18ホールなのか" コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★★★★

18ホール PAR 72 計 7023ヤード

ゴルフコースが18ホールな訳は、セント・アンドリュース・リンクスが18ホー
ルだからである。400年の間、自然が作り出した112個のバンカーと激しい
海の風により、自然とどうやって呼吸を合わせるかがスコアを決定づける。
特に14ホールの巨大な地獄バンカー（Hell)はニック・ファルドに10打を記
録させたことで悪名高い。

コース一覧（欧米）

"説妙な美しさの中での唯一の挑戦" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

ペブルビーチ・ペブルビーチ・ペブルビーチ・ペブルビーチ・GL

18ホール PAR 72 計 6372ヤード

ジャック・二クラウスが生涯一度だけラウンドできるなら、このコースを
選ぶと言わしめた世界最高のコース。PGA Pebble Beachプロアマ大会や
USオープンの開催地でも有名です。英雄型ホールの一つの18番ホールは
ゴルファーなら一度は２オンを狙ってみる価値があります。

“南米の誇り”キアワアイランド：オーシャンキアワアイランド：オーシャンキアワアイランド：オーシャンキアワアイランド：オーシャン

18ホール PAR 72 計 6431ヤード

コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★★★☆

米国南部のチャールストンの高級休養地キアワ島に位置するゴルフリゾート。
東部を代表するコースとして、2012年PGAチャンピオンシップの開催地に
決まっています。5番ホールは自分自身の飛距離を冷静に分析していなけ
れば、攻略しづらい戦略的ホールです。

セントアンドリュース：オールドコースセントアンドリュース：オールドコースセントアンドリュース：オールドコースセントアンドリュース：オールドコース

18ホール PAR 72 計 6,906ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

コッグヒルゴルフ＆コッグヒルゴルフ＆コッグヒルゴルフ＆コッグヒルゴルフ＆CC

広々とした自然の美を感じられる場所。深いバンカーと屈曲のあるグリーン
で正確なショットが求められ、最上のゴルフに挑戦する場所でもあります。

"PGAツアーBMWチャンピオンシップ大会コース" 

“スコットランドの特徴と環境をそのまま保存したコース”コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★★★☆
海沿い、砂、尖った芝、そして風の強いスコットランドの特徴、珍しい植物、
動物などの自然環境をそのまま保存した、とても特徴のあるコースです。

18ホール PAR 72 計 6,592ヤード

スパニッシュベイスパニッシュベイスパニッシュベイスパニッシュベイ

“変化に富んだPGAツアーコース”

２つのＰＧＡツアーが開催されるこのコースでは、最高の体験をすることが
できます。難しいコースが多く、自身のスキルをテストすることができます。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★☆☆☆
18ホール PAR 72 計 7,187ヤード

アングスグレンゴルフクラブ：北コースアングスグレンゴルフクラブ：北コースアングスグレンゴルフクラブ：北コースアングスグレンゴルフクラブ：北コース

“すべてのゴルファーに、かつてないゴルフ体験を”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

大自然を切り拓いて創った広大な丘陵地に広がる、

解放感いっぱいのコースは、美しいだけでなく、戦略性に富み、
ゴルフを愛するすべてのプレイヤーの欲望を存分に

満たしてくれることでしょう。個性溢れる2コース36ホールは、
帝王・ニクラウスとゴルフ界の伝説・パーマーの両雄が設計した、

世界の超一流コースに匹敵する名コースとなっています。

レオパレスリゾート CC

18ホール PAR 72 6,762yd



コース一覧（欧米）

“もっとも有名なフロリダのコース”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

最も有名なフロリダ州のコース・Innisbrookは、
そのクオリティーと戦略性から数多くの賞を受賞しています。
複数からなるコースは、PGAツアー開催コースとして
プレイヤーに間違いなくゴルフの楽しさを与えてくれるでしょう。

イニスブルックリゾートイニスブルックリゾートイニスブルックリゾートイニスブルックリゾート

アンドゴルフクラブアンドゴルフクラブアンドゴルフクラブアンドゴルフクラブ

18ホール PAR 71 計 7256ヤード

“シニアPGAツアーを始めとしたトーナメントコース”
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

バックとインとで異なる様相を持つコースで、美しい景観を

楽しみつつも、広いフェアウェイ、強いアンジュレーションと
多数のハザードが待ち受けています。

ワーウィックヒルズゴルフCC

18ホール PAR 72 7,093yd

"極めた自然主義" コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★★★☆

18ホール PAR 71 計 6,587ヤード

大自然が作り出すセントアンドリュースの二番目のコースで、伝統的な自
然主義コースです。誰にでも公平なコースと評価されていて、地元の住民
に愛されるコースです。

セントアンドリュース：ニューコースセントアンドリュース：ニューコースセントアンドリュース：ニューコースセントアンドリュース：ニューコース

"ぺブルビーチの秘密の宝島" コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★☆☆☆☆

スパイグラスヒルゴルフコーススパイグラスヒルゴルフコーススパイグラスヒルゴルフコーススパイグラスヒルゴルフコース

18ホール PAR 72 計 6372ヤード

世界で一番難しいコースの一つで、高いグリーンと
戦略的に配置されたバンカー、ハザードなど、冒険と攻略が
好きなゴルファーにはまさに天国です。

"セイントアンドリュースの隠された宝" コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★ ☆☆☆
18ホール PAR 72 6,603ヤード

オールドコースの名声の裏に隠れた、セントアンドリュースの隠された宝物
といわれています。
伝統的な構成でリンクスが一目できる優雅な景色が魅力的だ。
どんなゴルファーにも真のチャレンジを提供するコースという評価です。

セントアンドリュース：ジュビリーコースセントアンドリュース：ジュビリーコースセントアンドリュース：ジュビリーコースセントアンドリュース：ジュビリーコース

"ミシシッピで一番歴史深いコース" 

コース難易度

★★★ ☆☆

グリーン難易度

★★★ ☆☆

一世紀以上に渡りゴルファーに試練を与えており、
広いフェアウェイ沿いを森が囲う、美しい景観のコース。

18ホール PAR 72 6,392ヤード

デルモンテデルモンテデルモンテデルモンテGC 



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

“戦略的なコース攻略と安定したプレイが求められるコース" 

ウエストパインゴルフクラブは地形の特徴を最大限に活用し、周りの景色
をホールの借景として配置した環境配慮型ゴルフコースで、一風変わった
ゴルフを楽しめます。

サンテヒルイクサンカントリークラブサンテヒルイクサンカントリークラブサンテヒルイクサンカントリークラブサンテヒルイクサンカントリークラブ
コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★☆☆☆☆

“大自然と趣と爽やかさのあるコース" 

大自然の上に広がる最新奇術の細やかなゴルフコースで、どんな人でも
楽しめるよう、簡単な作りになってます。夏には10個の池があり涼しくゴル
フが出来、冬には地方独特の暖かいプレイが出来る。

ニュースプリングヴィルカントリークラブニュースプリングヴィルカントリークラブニュースプリングヴィルカントリークラブニュースプリングヴィルカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

”もう一度行きたいゴルフクラブ：ニュースプリングバレー”

最高のサービスと完璧なコース管理をお約束いたします。いつもニュース
プリングバレーカントリークラブを暖かく見守ってください。皆様のご利用、
心よりお待ちしております。

18ホール PAR 72 計6,800ヤード

“松林に潜む美しいゴルフクラブ：キャッスルパインゴルフクラブ”

キャッスルパインは自然地形の美しさと寂しさを存分に味わえるレイク
コースと、森の中をあるくような涼しさの中で戦略てきかつ挑戦的なバ
レーコースで構成されたここは、自然をそのまま込めて深い森の中に潜
めたようにある総合エンターテインメントゴルフクラブです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★★

★★★★★

36ホール PAR 144 計13,044ヤード

18ホール PAR 72 計6,846ヤード

ハルラサンカントリークラブハルラサンカントリークラブハルラサンカントリークラブハルラサンカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,592ヤード

“青い草原の上に壮麗な大叙事詩：ハルラサンカントリークラブ" 

壮麗なハルラ山、南海の青い海岸線、済州（チェジュ）市内に位置する大
規模のサンチョンダン遊園地内にあるゴルフ場。済州に隠された美しさと
進化した未来に会える場所、その中心にハルラサンカントリークラブがあり
ます。

コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

キャッスルパインゴルフクラブキャッスルパインゴルフクラブキャッスルパインゴルフクラブキャッスルパインゴルフクラブ

ウエストパインゴルフクラブウエストパインゴルフクラブウエストパインゴルフクラブウエストパインゴルフクラブ

18ホール PAR 72 計5,982ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”パークバレーゴルフクラブ：チアクサンの天恵の景色”

1996年6月チアク山に造られたパークバレーゴルフクラブは恵まれた風
景を誇る50万坪規模の素晴らしい18ホールに構成されていて、適当な
アンジュレーションと難易度のあるワン・グリーンシステム、戦略的コー
ス設計などで誰にでもゴルフが楽しめます。

18ホール PAR 72 計6,390ヤード

18ホール PAR 72 計 6,692ヤード

“ヨンガンカントリークラブだけの新しい世界への招待" 

特別な出会い、特別な期待に満ちたヨンガンカントリークラブは奇岩懐石
や西海、谷、湖が一つになり天恵の壮観を成し、一味違う美しいゴルフ
コースで、人間と自然の完璧な調和を見せてくれます。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

ヨンガンカントリークラブヨンガンカントリークラブヨンガンカントリークラブヨンガンカントリークラブ

パークバレーゴルフクラブパークバレーゴルフクラブパークバレーゴルフクラブパークバレーゴルフクラブ



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

“世界一美しいニュースプリングヴィルⅡ（ベッカサン） " 

ニュースプリングヴィルⅡ（ベッカサン）は屏風のように広がるベッカサンの
70万坪大地に壮麗な風景を再現し、普通のゴルフ場より1000ヤード以上
長く、綺麗でしなやかな感じと男気を同時に持つ場所です。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“最適の場所にあるアートバレーカントリークラブ" 

アートバレーカントリークラブは天恵の自然を抱いて造られ、谷から始まる

小川がコースを辿り流れることで自然の美しさを感じられます。現地の地
形を最大に生かした、最高の名門ゴルフ場です。

27ホール PAR 108 計 10,079ヤード

グリーン難易度

★★★★☆

★★☆☆☆

コース難易度 ”美しい造園とコースの調和”

繊細なプレイが要求されるこの場所は、7つの池とアンジュレーションで難
易度を調節し、美しい造園を生かしてコースと調和させることで新しいゴ
ルフを味わえます。

27ホール PAR 108 計10,439ヤード

18ホール PAR 72 計7,025ヤード

アートバレーカントリークラブアートバレーカントリークラブアートバレーカントリークラブアートバレーカントリークラブ

インチョングランドカントリークラブインチョングランドカントリークラブインチョングランドカントリークラブインチョングランドカントリークラブ

ニュースプリングヴィルニュースプリングヴィルニュースプリングヴィルニュースプリングヴィルIIカントリークラブカントリークラブカントリークラブカントリークラブ

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“泰安海岸国立公園を抱いているコース。" 

木、花、草原など、自然に同化されていくリバーコースと海、湖、波な
ど雄大な自然と調和されているビーチコースで、ゴルフ場も偉大な芸
術作品になることが出来ます。

Haevichi CC （ヘビチ（ヘビチ（ヘビチ（ヘビチ CC））））
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

”聖書の世界のような美しい森に囲まれたコース。”

美しい森の中で、すべてのクラブを駆使するように設計されたコースです。

美しい岩場だけでなく、原生の自然を楽しむことができるでしょう。

18ホール PAR 72 計6,964ヤード

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★★★

” Beyond The Green”

ゴルフクラブQはゴルファーのプレイ的要素と自然の美的要素をヒュー
マンスケールに合わせ工程したプレイができ、広く、気軽なゴルフ場でも
う一度来たくなるようなコースです。

18ホール PAR 72 計7,168ヤード

ゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブQ

Taenbeach CC （テアンビーチ CC）

オックスフィールドカントリークラブオックスフィールドカントリークラブオックスフィールドカントリークラブオックスフィールドカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”美しい自然の中で安らぎを”

オックスフィールドカントリークラブは全てのホールを戦略的に構成して
ゴルフを楽しめる造りになっています。自然に順応する土地利用で、自
然と息をしながらゴルフの妙味を味わえます。

18ホール PAR 72 計 7,128ヤード

18ホール PAR 72 計6,964ヤード

ハイワンカントリークラブハイワンカントリークラブハイワンカントリークラブハイワンカントリークラブ

18ホール PAR 72 7,087ヤード

"蒼い四季が美しいコース" 

清浄森林とキレイな空気、視野いっぱいに広がる山を背景に、
高原山岳コースが作り出す豪快なドライバーショットと共にするラウンドは
今までの韓国コースでは味わうことの出来なかった楽しみを提供します。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★★

★★★★★



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“広くすっきりしたフェアウエー、秀麗な自然 " 

プリスティンバレーは広いフェアウエーとブラインドホールのない設計で
ローハンディからハイハンディまで楽しめます。ホールの長さは7081ヤー
ドの国際規格。チャンピオンコースで、ダイナミックなチャレンジコースです。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“秀麗な自然の中で余裕のあるラウンドを" 

ボソンカントリークラブはプレイしながら四季の変化と素晴らしい景
色を楽しめるゴルフコースです。心を込めて作られたボソンカント
リークラブで自然と共に最高のラウンドをお楽しみください。

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“天然の自然に似たハンタン川カントリークラブ" 

チョルウォン平野とハンタン川上流のスンダム谷の中に作りあげた美しい
コースの中でラウンドをすると、自然と一つになった気分を味わえます。国
内最高の清浄地域にあるハンタン川カントリークラブで上品な時間をお楽
しみください。

イーストヒルカントリークラブイーストヒルカントリークラブイーストヒルカントリークラブイーストヒルカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”自然をそのまま生かし、挑戦、克服、楽しさを味わえる最高のコース”

ギョンジュトハム山にあるギョンジュイーストヒルカントリークラブは樹林帯、
谷、丘陵をそのまま生かし個性とスリルのあるコース造りで、ゴルファーは
挑戦と克服の喜びを味わえます。

グリーン難易度

★★★★☆

★☆☆☆☆

コース難易度 ”清浄地域の綺麗な自然に溶け込むホンチョンカントリークラブ”

思いの線を越える世界、ポピュラーゴルフ場の新しい基準を提示するホ

ンチョンカントリークラブはホールごとに出会う新たな感動で挑戦への意
志と冒険心をそそり、深みのあるゴルフを楽しめます。

18ホール PAR 72 計6,666ヤード

18ホール PAR 72 計6,633ヤード

36ホール PAR 144 計14,035ヤード

18ホール PAR 72 計6,860ヤード

ハンタン川カントリークラブハンタン川カントリークラブハンタン川カントリークラブハンタン川カントリークラブ

ボソンカントリークラブボソンカントリークラブボソンカントリークラブボソンカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,777ヤード

ホンチョンカントリークラブホンチョンカントリークラブホンチョンカントリークラブホンチョンカントリークラブ

プリスティンバレーゴルフクラブプリスティンバレーゴルフクラブプリスティンバレーゴルフクラブプリスティンバレーゴルフクラブ

"自然に優しい純粋造園のコース" コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

TGVカントリークラブカントリークラブカントリークラブカントリークラブ

36ホール PAR 144 計13,425ヤード

大自然に一枚の水彩画を描いたような、夢の中での出来事のよう
なラウンドの妙味を差し上げます。今まで経験したことのない、新た
な感動がきっと来るはず。

"気楽で楽しい上品なゴルフコース" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

ラオンゴルフクラブラオンゴルフクラブラオンゴルフクラブラオンゴルフクラブ

27ホール PAR 108 計 10,661ヤード

スコットランドのゴルフ英雄コリン・モンゴメリーがコースの設計をし、自然
を生かした挑戦的で楽しく、気楽なコースを作りました。低い土地にあり
済州（チェジュ）ゴルフコースの特徴でハンディーでもある風、雪、霧、雨
の影響が少ない特徴があります。

"海と一緒にラウンドする最高のコース" 
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★★☆

オーシャンヒルズポハンカントリークラブオーシャンヒルズポハンカントリークラブオーシャンヒルズポハンカントリークラブオーシャンヒルズポハンカントリークラブ

27ホール PAR 108 計 10,393ヤード

東海の爽快で柔らかい日差しの中でラウンドを楽しむことが出来ます。



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“海に触れ、感じるゴルフコース：パインビーチ " 

美しいリアス式海岸の屈曲、海岸、海風など恵まれた自然要素を活かし

た造園要素で作られたパインビーチゴルフルンクスは地中海性気候である
ヘナムの特徴により毎日変わる美しい景色もまたゴルファーの楽しみとな
るでしょう。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“新羅千年の輝かしい文化と東海（日本海）の気が流れる場所" 

広いボムン湖とドクドン湖の間にある42万坪のゴルフコース。風と光が作
り出す緑のフェアウエーを辿る感動のプレイ。愛する家族と共に品格ある
レジャースポーツ！ボムンカントリークラブが始めます。

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“勝ち組リーダーのための余裕ある空間" 

忙しい日常に疲れた現代人の価値を高めるため天恵の景色を誇るミルヤ
ンにヨンナン県初の国際規格をもつ27ホール規模の名品ゴルフ場、リー
ダーズカントリークラブが誕生しました。

ノベルカントリークラブノベルカントリークラブノベルカントリークラブノベルカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”山、海、空、そしてフェアウエーが作る青の饗宴”

どんなホールでも海の絶景が楽しめる、それこそ自然を満喫できるコース。
どんな趣向のゴルファーでも満足できる27個のホールは気楽なコースと
難しいコースが混在し、ダイナミックなラウンドの楽しさを味わえます。

グリーン難易度

★★☆☆☆

★★★☆☆

コース難易度 ” 7300ヤードに広がるダイナミックな海との戦い”

水に浮いてるようなグリーン、その周りを囲むバンカーがゴルファーの挑

戦心を刺激するアイランドグリーン、そして一枚の絵のような自然が素晴
らしい調和を生み出します。洋芝になっていて、オールシーズン緑の芝が
楽しめます。

“自然と人間、その間に楽しみと安らぎを”

既存の自然林を最大に保存してホールごとにクリエイティブでダイナミック
な面白みがあり、緑のフィールドに似合う白いバンカーと絶壁を辿って流
れる滝、マウンドをなぞった自然林はチンヤンバレーだけの自慢のコース
です。

コース難易度

グリーン難易度

★☆☆☆☆

★★★☆☆

27ホール PAR 108 計10,337ヤード

27ホール PAR 108 計10,283ヤード

27ホール PAR 108 計14,035ヤード

18ホール PAR 72 計7,292ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”自然の息吹、自然の脈のあるフィールド”

バーチヒルゴルフクラブは自然そのままの地形と天然樹林をそのまま生
かしフィールドの広さから独特の魅力を感じられるように設計されていま
す。「自然をそのまま活かす」という基本コンセプトで、専門家だけでなく
家族みんなで楽しめるファミリースタイルを重視したコースです。

18ホール PAR 72 計6,827ヤード

ブゴックカントリークラブブゴックカントリークラブブゴックカントリークラブブゴックカントリークラブ
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”南向きのゴルフ場で楽しむラウンドの味”

ブゴックカントリークラブはホールごとに特徴を持つ設計で、ここだけの整え
られたフェアウエーではドラマのようなラウンドを楽しめます。

18ホール PAR 72 計 6,652ヤード

27ホール PAR 108 計 10,515ヤード

“爽やかな自然の中で一緒にする楽しさ、感動と挑戦の27ホール" 

プルンソルゴルフクラブはイムジョン貯水池と40万坪規模の丘陵地を利用
し、そこに自生していた松の木を利用してクラブハウスまで自然と一体化さ
せた自然主義のゴルフコースです。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

プルンソルカントリークラブプルンソルカントリークラブプルンソルカントリークラブプルンソルカントリークラブ

リーダーズカントリークラブリーダーズカントリークラブリーダーズカントリークラブリーダーズカントリークラブ

ブルーワンボムンカントリークラブブルーワンボムンカントリークラブブルーワンボムンカントリークラブブルーワンボムンカントリークラブ

27ホール PAR 108 計10,599ヤード

18ホール PAR 72 計 6,777ヤード

ヨンピョンバーチヒルゴルフクラブヨンピョンバーチヒルゴルフクラブヨンピョンバーチヒルゴルフクラブヨンピョンバーチヒルゴルフクラブ

チンヤンバレーカントリークラブチンヤンバレーカントリークラブチンヤンバレーカントリークラブチンヤンバレーカントリークラブ

ゼニスソンラカントリークラブゼニスソンラカントリークラブゼニスソンラカントリークラブゼニスソンラカントリークラブ

パインビーチパインビーチパインビーチパインビーチ



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“一味違う品格とプライベートに楽しめるシグナスカントリークラブ" 

シグナスカントリークラブは温和で巧みな美しさが溢れるコースと挑戦的で
野性の美が感じられるコースが程よく混ざった世界レベルのゴルフ場で、
四季が一日のような気楽さのある場所です。

コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★☆☆☆

“アクセス便利、自然の中の小自然：ヨンインカントリークラブ" 

アクセスが容易な首都圏にあり初心者やプロ、誰でもいつでも楽しめます。
また、ハザードを最適な場所に配置し、フェアなプレイを満喫できます。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“多彩な攻略法でショットの価値を最大化" 

イーブンデールゴルフリゾートは地形の特徴を探し出し、自然の気配を感
じながらプレイできるようコースのデザインを重視し、楽しさと緊張感を一
緒に味わえるよう、バランスと難易度を調節してあります。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”大自然に通ずる場所、アーデンヒルリゾートゴルフクラブ”

各ホールのフェアウエーは70メートル以上の十分な広さを持ち、アンジュ
レーションは大きなウエーブを作り海や波を思い出させます。ティーとフェ
アウエーの間は地域の特徴であるススキ野原をそのまま保存し、秋にな
ると風に揺れるススキが美しいコースです。

グリーン難易度

★★★★☆

★★★☆☆

コース難易度 ”千年の森で味わう皇帝のラウンディング”

ウンアク山が屏風のように広がるフォレストヒルカントリークラブは大自然
の地形をそのまま生かしプレイの醍醐味を味わえます。大自然が設計し
たコースはダイナミックと絶妙さが調和しています。

“天恵の自然の上にあるドンウォンサンバレー”

美しい清浄地帯に自然と調和するドンウォンサンバレーカントリークラブは
ホールごとに素晴らしい風景と様々なコースの変化が見られ、気楽さとダ
イナミックさを同時にもつコースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★☆☆

★★☆☆☆

18ホール PAR 72 計7,488ヤード

18ホール PAR 72 計7,011ヤード

18ホール PAR 72 計6,411ヤード

27ホール PAR 108 計10,028ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”国内初。アニカ・ソレンスタムが設計した上品なコース”

美しい西海岸国立公園にあるゴールデンベイはアニカ・ソレンスタムの
長い経験とノーハウが染み込んだ3つのコースで構成されていて、黄海
を見ながら戦略的ラウンディングをするゴルフの醍醐味を味わえます。

27ホール PAR 108 計10,568ヤード

タニカントリークラブタニカントリークラブタニカントリークラブタニカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”最も韓国的、だから世界的、タニカントリークラブ”

韓国を代表するカントリークラブを作ると自負し各分野の専門家が集まった、
国内初の大規模伝統韓国式家屋クラブハウスと世界レベルの36ホール
コースを持つタニカントリークラブは今まで韓国で経験したことのない特別
なラウンドの感動を味わえるはずです。36ホール PAR 144 計 13,817ヤード

18ホール PAR 72 計 7,049ヤード

“国内初！廃鉱地域を復元したエコ開発" 

マウンテンはコース全体を一目に見られるよう作られた、環境配慮型の魅
力あふれるコースです。レイクは4つのホールが囲んでいてラウンドより広
く作られていて、ツーグリーンシステムで挑戦を楽しめるコースです。

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★☆☆☆☆

ヨンインカントリークラブヨンインカントリークラブヨンインカントリークラブヨンインカントリークラブ

18ホール PAR 72 計7,116ヤード

18ホール PAR 72 計 7,270ヤード

ゴールデンベイゴールデンベイゴールデンベイゴールデンベイ

フォレストヒルカントリークラブフォレストヒルカントリークラブフォレストヒルカントリークラブフォレストヒルカントリークラブ

デホダンヤンカントリークラブデホダンヤンカントリークラブデホダンヤンカントリークラブデホダンヤンカントリークラブ

ドンウォンサンバレーカントリークラブドンウォンサンバレーカントリークラブドンウォンサンバレーカントリークラブドンウォンサンバレーカントリークラブ

アーデンヒルアーデンヒルアーデンヒルアーデンヒル

イーブンデールイーブンデールイーブンデールイーブンデール

シグナスカントリークラブシグナスカントリークラブシグナスカントリークラブシグナスカントリークラブ



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”立体的な自然地形の作った韓国のベストコース芸術の集合体”

みっしりとした自然林、天然地形が作り出した白い平野、5つのホールをま
とう谷と、海のような湖。風のない恵まれた自然条件でゴルフ場としての
要素をそのまま表現した戦略的コースです。ゴルファーが満足できるよう、
全てのホールは東南向きになっております。

グリーン難易度

★★★☆☆

★★★☆☆

コース難易度 ”ホールごとに違う自然を感じてください”

ジェイドパレスは季節ごとに美しく変わる秀麗な自然の景色を誇り、ホー
ルごとに独特な特徴を持つコースです。自然の地形を生かして難易度を
程よく配置し、プレイがもっと楽しくなりました。

“ポピュラーなゴルフ文化を率いるジョンジュカントリークラブ”

美しい清浄地帯に自然と調和するドンウォンサンバレーカントリークラブは
ホールごとに素晴らしい風景と様々なコースの変化が見られ、気楽さとダ
イナミックさを同時にもつコースです。

コース難易度

グリーン難易度

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

18ホール PAR 72 計6,365ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”世界と競争する綺麗な自然そのままのゴルフコース”

国内10大名コース、クリスタルバレー運営の経験が生み出したもうひとつ
の名品コース。綺麗な自然と共にプレイでき、世界100大名コースを目指し
ています。パブリックコースで挑戦的ながらも新鮮で個性的です。

18ホール PAR 72 計7,217ヤード

プラザカントリークラブプラザカントリークラブプラザカントリークラブプラザカントリークラブ
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

”安らぎと品格あるビジネス、プラザカントリークラブ・ヨンイン”

プラザカントリークラブ・ヨンインは家族旅行からビジネスにまで適したリ
ゾートで、ゴルフ場は広いフェアウエー、天然の地勢をそのまま生かした
コース設計でゴルファーの心を掴みます。

36ホール PAR 144 計 13,465ヤード

18ホール PAR 72 計 7,277ヤード

“オールシーズンラウンディングができる標準18ホール洋芝ゴルフコース" 

ハンメクカントリークラブは豊かな自然をそのまま活かした挑戦的コースで、
ソベク山に囲まれ素晴らしい景色を誇ります。また、フェアウエー全体に洋
芝をチョイス、オールシーズン快適にラウンドできる、最高のゴルフコース
です。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

18ホール PAR 72 計 6,912ヤード

ジェイドパレスゴルフクラブジェイドパレスゴルフクラブジェイドパレスゴルフクラブジェイドパレスゴルフクラブ

ハンメクカントリークラブハンメクカントリークラブハンメクカントリークラブハンメクカントリークラブ&ノブリアノブリアノブリアノブリア

ギョンジュカントリークラブギョンジュカントリークラブギョンジュカントリークラブギョンジュカントリークラブ

ソンウンサンカントリークラブソンウンサンカントリークラブソンウンサンカントリークラブソンウンサンカントリークラブ

クリスタルカウンティーカントリークラブクリスタルカウンティーカントリークラブクリスタルカウンティーカントリークラブクリスタルカウンティーカントリークラブ

27ホール PAR 108 計9,925ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“広大な自然の中でのプレー" 

自然に優しいコースです。ドラマチックなレイアウト、
広いフィールドの中でクールなショットを楽しむことができます。

Kwang Neung Forest CC
（グァンルンフォレスト（グァンルンフォレスト（グァンルンフォレスト（グァンルンフォレストCC））））

18ホール PAR 72 計6,871ヤード

“済州（チェジュ）の特徴を生かした、自然に溶け込むゴルフ場" 
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）CCCCCCCC

27ホール PAR 108 計 10,342ヤード

済州にある他のゴルフクラブより風が少なく、空気中の酸素量が多いため
バイオリズムの回復に役立つコース。海抜400メートルに造られたレイクヒ
ルズは40万坪の大地に27ホール、世界規模のアイランド風コースを誇りま
す。

"貴族の地、ロードランド" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

タミウスカントリークラブタミウスカントリークラブタミウスカントリークラブタミウスカントリークラブ

（旧ロードランド）（旧ロードランド）（旧ロードランド）（旧ロードランド）

27ホール PAR 108 計 9592ヤード

韓国内環境型ゴルフ場1位に選ばれたコースで、優秀な芝の品質を誇りま
す。山と4つの谷を含んで67万坪の敷地内に設計されています。



コース一覧(アジア)

パインヒルズカントリークラブパインヒルズカントリークラブパインヒルズカントリークラブパインヒルズカントリークラブ

27ホール PAR 108 計 9,437ヤード

グリーン難易度

★★☆☆☆

★★★★☆

コース難易度 ”松の香りが漂う風情豊かなパインヒルズカントリークラブ”

パインヒルズカントリークラブは、海松と赤松が深淵を織りなす
46万坪の広い自然に囲まれた世界規模の27ホールコースです。
アップダウンが多様で、フェアウェイの幅が広いため、思いっきり
ショットできます。

スカイスカイスカイスカイ72 ‐‐‐‐ レイク、クラシックレイク、クラシックレイク、クラシックレイク、クラシック

36ホール PAR 144 計13,672ヤード

“ゴルフと言えば一番最初に思い出すコース”

人工的な道具を排除し、自然の原風景をそのまま活かした
クラシックコースと、アメリカのフロリダスタイルガーデン型に
デザインされたレーキコースが皆さんの挑戦をお待ちしております。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★☆

★★☆☆☆

レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）レイクヒルズ済州（チェジュ）CCCCCCCC

27ホール PAR 108 計 10,197ヤード

“済州（チェジュ）の特徴を生かした、自然に溶け込むゴルフ場 " 

済州にある他のゴルフクラブより風が少なく、
空気中の酸素量が多いためバイオリズムの回復に役立つコース。
海抜400メートルに造られたレイクヒルズは40万坪の大地に27ホール、
世界規模のアイランド風コースを誇ります。

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

“美しい自然に包まれた幻のコース、ソルモロカントリークラブ”

美しい自然環境と広々とした空間でのゴルフは、ゴルファーに活力を
与えます。また、各ホール毎に変化する風景がもう一つの楽しみを
与えてくれます。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★☆

★★★☆☆36ホール PAR 143 計 13,654ヤード

ソルモロカントリークラブソルモロカントリークラブソルモロカントリークラブソルモロカントリークラブ

“デザインのバランスと戦略を重視したコース・レイアウト”
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★★☆

27ホール PAR 108 計 10,330ヤード

1,200Mの滝と南漢川の汚染されていない地域に位置、美麗な景観と
公害のない周辺環境を誇り、27ホールプレイ中、全番手の
アイアンショットを要求されるコースです。

ヤンピョンヤンピョンヤンピョンヤンピョンTPCゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブゴルフクラブ

"自然が与えてくれる感動のラウンド" 
コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

オーシャンビューカントリークラブオーシャンビューカントリークラブオーシャンビューカントリークラブオーシャンビューカントリークラブ

海に浮いてるような錯覚を呼ぶレインボーウコース、海が目の前に広が
るヒルコースが皆様の目と心を引き寄せます。

18ホール PAR 72 計 6599ヤード

"ハイランド的な雰囲気の安心感溢れるコース" コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

アーデルスコットカントリークラブアーデルスコットカントリークラブアーデルスコットカントリークラブアーデルスコットカントリークラブ

27ホール PAR 108 計 10,705ヤード

他のコースとの大きな違いとして地形条件の優秀さと地形を利用した
コースレイアウトが安心感を感じさせながらもハイランド的な高原牧場の
ような感覚を維持しているコースです。

"神に恵まれ、水と土で作り出したインペリアルレイクカントリークラブ" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★☆☆

インペリアルレイクカントリークラブインペリアルレイクカントリークラブインペリアルレイクカントリークラブインペリアルレイクカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,748ヤード

インペリアルレイクカントリークラブはチュンジュ湖のダムに面して作ら
れた唯一無二の湖畔ゴルフ場です。

"誰にでも楽しさを味わえるバランスのとれたコース" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

Sungwoo Ostar GC（ｻﾝｳｰｵｰｽﾀｰ）（ｻﾝｳｰｵｰｽﾀｰ）（ｻﾝｳｰｵｰｽﾀｰ）（ｻﾝｳｰｵｰｽﾀｰ）

36ホール PAR 144 計 13,876ヤード

美しい景観の中に設計されたコースは、世界水準のゴルフリゾートを
渇望するゴルファーにとって最上のゴルフ経験を提供してくれます。



コース一覧(アジア)

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

ムアンカントリークラブ：南コースムアンカントリークラブ：南コースムアンカントリークラブ：南コースムアンカントリークラブ：南コース

18ホール PAR 73 計 6,702ヤード

"空と海が出会うその場所”

国内の普通の造園から離れ、外国式の真の魅力を感じさせる海外ゴ
ルフツアーはムアンカントリークラブで楽しめます。

"空と海が出会うその場所”
★★★☆☆

グリーン難易度

★☆☆☆☆

ムアンカントリークラブ：西コースムアンカントリークラブ：西コースムアンカントリークラブ：西コースムアンカントリークラブ：西コース

18ホール PAR 72 計 6,816ヤード

国内の普通の造園から離れ、外国式の真の魅力を感じさせる海外ゴ
ルフツアーはムアンカントリークラブで楽しめます。

コース難易度

"LPGA規定コースとガラスグリーン" 

コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

マウナオーシャンゴルフマウナオーシャンゴルフマウナオーシャンゴルフマウナオーシャンゴルフ

18ホール PAR 72 計 6,495ヤード

2007年LPGA台回を開催していた有名コース。風を抑えなければならない、
悪名の高いコースです。11フィートのグリーンスピードで、ガラスグリーン
はゴルファー必ず挑戦すべき。

27ホール PAR 107 計 8,836ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

自然の地形を最大限に生かし攻略の楽しみを持たせてくれます。
谷をそのまま利用して設計されているため、まるで自然の中でプレイ
しているような感覚に浸れます。自然の滝や池に囲まれたコース内では
ラウンド中フレッシュな気分を楽しむことができます。

中央カントリークラブ中央カントリークラブ中央カントリークラブ中央カントリークラブ （旧チュンアン）（旧チュンアン）（旧チュンアン）（旧チュンアン） ”適切な温度と緩いアップダウンでアマチュアには最適のコース”

"空と海が出会うその場所" 

18ホール PAR 72 計 7065ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★☆☆☆☆
韓国の一般的なコース設計を脱皮して、欧米スタイルを感じられるコー
ス。

ムアンカントリークラブ：東コースムアンカントリークラブ：東コースムアンカントリークラブ：東コースムアンカントリークラブ：東コース

アリジカントリークラブアリジカントリークラブアリジカントリークラブアリジカントリークラブ

27ホール PAR 108 計 10,073ヤード

"チャレンジ精神をくすぐる魅力的なコース" 

確実な個性を持つ27個のホールは、それぞれ独特の雰囲気をか
もし出し更なる面白さを与えるが、簡単にはグリーンを許さない魅
力を持つように設計され、興味津々なゴルフを与えます。

コース難易度

グリーン難易度

★★☆☆☆

★★★★☆

18ホール PAR 72 計 6,164ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

プリンセスゴルフクラブプリンセスゴルフクラブプリンセスゴルフクラブプリンセスゴルフクラブ

全国どこからでも便利に来られる、細かく巧みなコースに構成されたここ
は、ゴルファーとしれ新しい醍醐味を味わえます。

"パブリックコース18ホールで構成された精巧なコースレイアウト" 

"もっとも理想的なパブリックコース" ナムヨジュカントリークラブナムヨジュカントリークラブナムヨジュカントリークラブナムヨジュカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,864ヤード

コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

韓国のアマチュアゴルフに人気No1のコースです。
フェアウェイは広いが適切にアップダウンがありショットの正確さが
問われます。特に攻撃的なゴルファーと相性の良いコースです。

"異国的な風景の中でも馴染みやすいコース" 
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

FA Korea

18ホール PAR 72 計 6,610ヤード

コース全体の長さはPGAツアーを開催できる程の規模です。
特に16番ホールはホール全体が韓国の地図をイメージさせたデザインを
しています。18番ホールは韓国の国旗をイメージしたホールです。



コース一覧(アジア)

”自然と完璧な調和を成したコース" 
コース難易度

★★☆☆☆

グリーン難易度

★★★★☆

Daedeok Golf（ﾃﾄﾞｯｸﾞ）（ﾃﾄﾞｯｸﾞ）（ﾃﾄﾞｯｸﾞ）（ﾃﾄﾞｯｸﾞ）

9ホール PAR 36 計 3004ヤード

森や樹木、湖、小川などを使って各ホールを個性的で戦略的に
レイアウトしています。

36ホール PAR 143 計 12,764ヤード

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★★★

Hanil CC（ハニル）（ハニル）（ハニル）（ハニル）

各ホール毎に違う風景と出会いながらラウンドができます。
ゴルフマニアに人気のあるコースです。Back to the Nature! 

"美しい自然の中の幻想的なコース" 

36ホール PAR 144 計 14,396ヤード

“ゴルフと言えばまずここ、スカイ72ゴルフクラブ”

スカイ72ゴルフクラブは世界レベルのデザイナー、ニコラウスが設計した
トーナメント専用コース、オーシャンコースとインデアン保護地域、アリゾ
ナの自然岩盤と野生の花が調和するスタイルのスカイコースがゴル
ファーの挑戦を待っています。

コース難易度

グリーン難易度

★☆☆☆☆

★★★★☆

スカイスカイスカイスカイ72：オーシャン、スカイ：オーシャン、スカイ：オーシャン、スカイ：オーシャン、スカイ

"自由が始まる場所" 
コース難易度

★★★★★

グリーン難易度

★★★☆☆

フェニックスパークカントリークラブフェニックスパークカントリークラブフェニックスパークカントリークラブフェニックスパークカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,949ヤード

広大な自然地形を利用して設計された美しいコース、青い空の下で散歩を
楽しむような気分でラウンドできます。

"品格と余裕溢れるラウンド" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

ハムピョン・ダイナスティーカントリークラブハムピョン・ダイナスティーカントリークラブハムピョン・ダイナスティーカントリークラブハムピョン・ダイナスティーカントリークラブ

27ホール PAR 108 計 10,457ヤード

世界で約200箇所の名門ゴルフ場を設計したアメリカのロナルド・フレー
ムが自然との調和に逆らわず設計していて、色んなバンカーや壮麗な湖
の釣り合いがとれています。全面洋芝でどんな季節でもラウンディングで
きる「ハムピョンダイナスティー」であなたの品格を発揮してください。

"千年古都の息吹" ボムンカントリークラブボムンカントリークラブボムンカントリークラブボムンカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,580ヤード

コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

新羅千年の輝かしい仏教文化遺産と儒教文化が花を咲かせた歴史の
都市、世界レベルのボムン観光団地を見ながら運動ができるゴルフク
ラブです。ゴルフのポピュラー化と国民健康増進、暇を楽しめるように
作られたゴルフ場です。

ビバルディパークカントリークラブビバルディパークカントリークラブビバルディパークカントリークラブビバルディパークカントリークラブ

18ホール PAR 72 計6,900ヤード

"山と水への終わりなき挑戦" 

アウトコースのビバルディコースは山岳地形にふさわしく岸をうまく乗り
越えなければなりません。インコースのパークコースは水を徹底的に避
けないと点数がとれません。巨大な湖のあるパークコース14番ホールは
国内では珍しく、戦略的攻略が必要なコースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★★

★★★★☆

“Beyond The Green”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

GOLFZONカウンティーアンソンHはゴルファーのプレイ的要素と
自然の美的要素をヒューマンスケールに合わせ工程した

プレイができ、広く、気軽なゴルフ場でもう一度来たくなるような
コースです。18ホール PAR 72 6,994yd

GOLFZONカウンティーアンソンカウンティーアンソンカウンティーアンソンカウンティーアンソンH



コース一覧(仮想)

ソウル仮想カントリークラブソウル仮想カントリークラブソウル仮想カントリークラブソウル仮想カントリークラブ

18ホール PAR 72 計7,426ヤード

"ソウルの名所を3D仮想コースでラウンド" 

ソウルの名所を3D仮想コースで製作してラウンドし、
ソウルの名所も観賞できるコースです。

コース難易度

グリーン難易度

★★★★☆

★☆☆☆☆

18ホール PAR 72 計 7,737ヤード

コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★☆☆☆

キングダムカントリークラブキングダムカントリークラブキングダムカントリークラブキングダムカントリークラブ

秀麗な景色と自然の地形を生かして造られたコースで、それぞれ
独立したホールは他のホールと会うことなく気楽にプレイできます。

“GOLFZONとキングダムがコラボレーションしたイベント用コース" 

"初心者でもゴルフを楽しめる場所" コース難易度

★☆☆☆☆

グリーン難易度

★★★★☆

ラベカントリークラブラベカントリークラブラベカントリークラブラベカントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,185ヤード

初心者と上級者、誰でもゴルフを楽しめるゴルフゾーンの仮想コース。
実際のコースとは別の要素をCC設計に加え、新しい面白さをゴルファーに
提供します。（ラベカントリークラブは仮想コースで実力指数・レベル、ラン
キングからは除外になります）

“東京の名所を3D仮想コースでラウンド" 
コース難易度

★★★★☆

グリーン難易度

★★★★☆

東京仮想カントリークラブ東京仮想カントリークラブ東京仮想カントリークラブ東京仮想カントリークラブ

18ホール PAR 72 計 6,948ヤード

東京の名所を3D仮想コースで製作してラウンドし、
日本の名所も観賞できるコースです。

“ゴルフゾンの新たな仮想コース― パンドラCC”コース難易度

★★★☆☆

グリーン難易度

★★★☆☆

パンドラCCは、その名の通りあなたをファンタジーの世界に
導きます。前半は空中庭園、後半は大地がテーマ。
随所に攻略に役立つ仕掛けやハザードがあるため、
ショットコントロールの技術を問われます。

パンドラCC

18ホール PAR 72 7,098yd


