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事業内容

■資材の製造・販売

■スポーツターフ維持管理業務

■薬剤散布業務

■コンサルティング業務

当社は、顧客満足を第一に考え、お客様の現状とニーズに対して、
他種多様の資材の中から最適なものを選定しご提案いたします。

ゴルフ場様はじめ薬剤の散布作業のアウトソーシング化により、
資材費労務費のトータルでの省力化を提案しています。当社の責
任施工ですので、アフターフォローも万全です。

ゴルフ場の芝管理は本来自社で行いたいものの、人材不足や省力化で満足な品質が得られないことがあります。
当社は、他社と異なる資材販売会社ならではのアプローチで、コースの価値を高めます。

これまでのゴルフ場関連資材の販売を通じ構築したネットワーク
を生かし、お客様の「ホームドクター」として、ゴルフコースの
品質向上と経営資源の有効活用のために適切なアドバイスを行い
ます。

主要取引メーカー
● シンジェンタジャパン株式会社
● 株式会社理研グリーン
● 日産化学工業株式会社
● 株式会社ニチノー緑化
● 石原バイオサイエンス株式会社
● レインボー薬品株式会社
● ＢＡＳＦジャパン株式会社
● 株式会社エムシー緑化
● 丸和バイオケミカル株式会社
● 日曹商事株式会社
● 株式会社エス・ディー・エス

バイオテック
● 井筒屋化学産業株式会社
● 大江化学工業株式会社

■主要販売先

・ゴルフ場
・ゴルフ練習場
・競技場、サッカー場
・太陽光発電施設
・公共施設、公園
・建設会社
・造園会社、等

● 昭光通商アグリ株式会社
● サンアグロ株式会社
● 中部飼料株式会社
● ジェイカムアグリ株式会社
● 東邦レオ株式会社
● 東拓工業株式会社
● イワタニアグリグリーン株式会社
● 株式会社農産アグリーン
● 有限会社コラボテックジャパン
● ＴＧアルバ株式会社
● 多木商事株式会社
● 丸善薬品株式会社
● 有限会社ロイヤルターフカンパニー
（順不同・抜粋）

岡山御津カントリークラブ



イメージ

主な取扱い資材
スポーツターフをはじめ様々な緑地管理資材を取りそろえ、お客様のニーズに最適な
ものを選定し提案させていただきます。

■肥料・土壌改良剤

グリーン・ティー用
・肥料（液肥・細粒肥料・緩効性肥料）
・土壌改良剤（ドライスポット対策資材・サッチ分解剤・UVカット剤）
・微量要素剤

ティー・フェアウェイ・ラフ用
・肥料（液肥・粒肥・緩効性肥料・有機化成肥料・燐安化成肥料）
・その他特殊肥料（サッチ分解効果肥料）
・土壌改良剤（無機質土壌改良剤・有機質土壌改良剤）
・樹木用肥料

・除草剤
・植物成長調整剤
・殺菌剤
・殺虫剤
・樹木専用薬剤
・展着剤、消泡剤
・着色剤
・除藻剤・除苔剤

■薬剤 ■芝種子

・クリーピングベントグラス各種
・ペレニアルライグラス各種
・グリーン用バミューダグラス(ミニバーディ)
・ケンタッキーブルーグラス各種
・フェスキュー各種
・バミューダグラス各種
・芝生ソッド

■バンカー用資材、他

・バンカーガードマット各種
・バンカー砂洗浄作業、暗渠排水工事
・獣害防止電柵・フェンス等の関連資材
・その他、ゴルフ場・緑化関連資材

詳しい品目は別紙商品一覧表をご参照ください

資材の販売
ゴルフ場はじめスポーツターフは、その立地・土壌や気象条件によって生育環境
が異なります。私たちは、ゴルフコースの「ホームドクター」として、数多くの
資材の中からお客様のコース条件に最適な資材を選定し提案します。

芝・緑地・樹木の状態

立地環境・土壌条件

分析・提案

最適資材の選定・方法
問題解決の提案

グリーンの病害

虫害

フェアウェイの病害

グリーン床の検証

枯松対策

雑草防除対策

スポーツフィールドや緑地における諸問題に対して、適切に迅速に対応します

施工後の検証

問題解決
品質向上



薬剤散布業務スポーツフィールドを美しく保つには、病虫害や雑草に対して適切な
防除作業を行う必要があります。一方で、年間数回の作業のために、
機械の調達や散布スタッフを雇用するには、費用的にも技術的にも
リスクが伴います。当社は、芝生や樹木植栽等への防疫・防虫剤の散布業務を請負っています。
これまでに100コースを超える散布業務を通じて得たノウハウを駆使して品質維持に貢献します。

「エスカルゴ」による散布
タンク車などで届かないエリアでも難なく散布できる当社独自の散布機械です

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

病害 西洋芝

日本芝

虫害 芝 生

松 枯

雑草処理

成長調整

散布業務スケジュール

散布業務のお打合せ
（内容・面積・時期など）

お見積

発注・施工

点 検
（必要に応じて補正散布）

作業請負の流れ

当社の責任施工ですので、
アフターフォローも万全です。



スポーツターフ維持管理業務
ゴルフコースこそ経営の生命線

ゴルフ場サービスにおいて、お客様が最も重視する要素が
コースコンディションであることは言うまでもありません。

第一に、お客様が一日を過ごす時間の７割を占めるのが
ゴルフプレーであり、「コース品質」は、お客様満足度
向上の最優先項目と言えます。

コース品質

コースレイアウト
有名設計家
コースの距離・難易度
キャディーサービス
飲食サービスなど

＞

第二に、ゴルフ場にかかる経費のうち最もウェイトが高い
のが「コース管理費」であるという点です。
私たちは、価格的な価値を上回る「お客様の体験価値」を
求めるには、コースを主力商品として保持することが重要
であると考えています。
また、お客様や従業員の安全確保、省力化など必要な投資
は計画的に行われるべきでしょう。
一方で、全体の経費の15～20％を占めるコース管理費は、
経営資源として徹底的なコスト意識を持って管理されなけ
ればなりません。
私たちは、ゴルフ場の「品質悪化のスパイラル」を招かな
いよう、満足度の高いコース商品力をつけて、ゴルフ場様
の積極的な集客につなげたいと考えています。

プレーヤーの不満足

来場者の減少
収益悪化

人員の削減
無理な経費の圧縮

品質の悪化

顧客満足度の向上

来場者の増加
客単価・収益の向上

管理方法の改善・効率化
スタッフの教育

品質の改善・向上

■資材のプロ

■資材メーカーと直結した販売会社

■コース管理の現場を熟知した多くのパートナー

関西緑化のメンテナンス

肥料・薬剤をはじめあらゆる資材に対し専門的な知識をもって対応します。
そのコースに必要なものだけを使い、効果的なコストダウンをはかります。

資材はお客様に最適なものを選定し提供し、資材の情報、使い方なども丁寧に指導します。
ノウハウだけでなく、販売会社だからコストダウンができます。

取引ゴルフ場は東から西まで約200社、取引メーカー約100社、造園会社、スーパーインテンダント、ゴルフ場専門ビ
ルダー、ゴルフコース設計家など多数のパートナーとともにゴルフ場様の求めるコース管理を実現します。
また、メンテナンスの現場を熟知したスタッフがゴルフ場様を強力にサポートします。

関西緑化資材は、これまでゴルフ場関連資材の販売を通じ多くのゴルフ場様にご指導をいただきながら、様々なニーズに
一つ一つお応えすることを糧としてまいりました。

私たちはその中で構築したネットワークを生かし、他社と違ったアプローチでゴルフコースの品質向上と経営資源の有効
活用のお役に立ちたいと考えています。

管理方針

今の芝に何が必要なのか？ 必要な物を必要な分だけ使用して健全なターフをつくることを基本とします
▶肥料をやり徹底的に刈込むこと、水をコントロールすること、芝を観察し素早く対処すること

１．ムダなことはしない、必要な物への予算配分を徹底

２．作業スタッフのマルチタスク化

労務ロスを無くすため、作業スタッフのマルチタスク化を目指しスタッフ全員が品質目標を共有します
▶「自分たちが作り上げたコース」という経験と実績が自信を生む

３．作業と費用の「見える化」

予算が有効に使われているか？コース管理こそ経営的視点を持つべきと考えています
▶お金を出す側に立てば品質維持は当然のこと▶限りある資産・予算を有効に使うことが重要

作業記録は詳細に記録する（作業別・ホール別）
▶コース品質は継続と蓄積による結果▶ヒューマンエラーを最小限に止め原因を追及

秋津原ゴルフクラブ（奈良事業所）



コースメンテナンス 実績

秋津原ゴルフクラブ（奈良県：18ホール）アウトソーシング方式
2015年10月～請負管理スタート
グリーンの損傷、ティー・ＦＷの生育不足、コケや雑草が目立つ状況から、グリーンの改善、雑草処理が進み、コン
ディションは大幅に改善しました。競技志向のゴルフ場運営に対応する管理を行っています。

岡山御津カントリークラブ（岡山県：18ホール）コンサルティング方式
2014年12月～請負管理スタート → コンサルティング業務
オーナーチェンジに伴い、アウトソーシング業務を開始しました。当初のコースは雑草と病害、松枯れ害により荒廃
した状況でしたが、当社グリーンキーパーを配置し、コースの全面改善に取り組んだ結果、大幅な品質向上が進みま
した。後継キーパーの育成により、現在、コンサルティング業務に移行し、管理業務を進めています。

北海道クラシックゴルフクラブ帯広
（北海道：36ホール）コンサルティング方式
2019年4月～コンサルティング業務スタート
オーナーチェンジに伴い、コンサルティング業務を開始
しました。コースコンディション向上とキーパー育成を
図りながら業務を進めています。

その他の実績
●サンランド武庫川（兵庫県：ゴルフ練習場） アウトソーシング 2018年～現在
●ＮＥＷユーアイゴルフクラブ（福岡県） コンサルティング業務 2022年～現在
●朽木ゴルフ倶楽部（滋賀県） コンサルティング業務 2022年～現在
●粟賀ゴルフ倶楽部（兵庫県） コンサルティング業務 2022年～現在
●ユニオンエースゴルフクラブ（埼玉県） キーパー派遣型コンサルティング業務 2023年～現在
〇那須霞ヶ城カントリークラブ（栃木県） アウトソーシング業務 2014年～2016年
〇鶴カントリー俱楽部（栃木県） キーパー派遣型コンサルティング業務 2015年～2019年
〇大甲賀カントリークラブ（滋賀県） キーパー派遣型コンサルティング業務 2019年～2020年

オーソルヴェール軽井沢倶楽部
（長野県：18ホール）コンサルティング方式
2021年4月～コンサルティング業務スタート
ゴルフ場運営事業会社との協業により、新しいスタイル
のゴルフリゾートを目指し、コース品質の向上に取り組
んでいます。



コースメンテナンス サポートの形態

A. コンサルティング方式

施主様のニーズに合せた効果的な対処法をご提案します。
月１～２回、当社の担当者及びコースコーディネーターがゴルフ場を訪問し、貴社のグリーンキー
パー、スタッフの方々にコース作業に関する助言・提案を行います。
年間・月間の作業計画、実行予算管理のサポートをはじめ、芝生育成・樹木管理はもちろんのこと、
管理機械・散水設備に関するアドバイスもまとめて引き受けます。

B. コンサルティング方式（キーパー派遣型）

弊社よりグリーンキーパーを派遣し、貴社の課題解決のため一緒に汗をかき技術・情報を提供し、
本社スタッフ・技術指導顧問も含めサポートさせて頂きます。
資材（肥料・農薬など）は、年間・月間の作業計画に基づき、年間一括契約の上で、当社より調達
し管理を進めます。除草剤散布業務は当社が責任施工いたします。

C. アウトソーシング方式（完全請負型）

資材を知り尽くした本社スタッフ・技術指導顧問・グリーンキーパーが、ゴルフ場様と一体になり
コース造りに取り組みます。
ゴルフ場経営者及び利用者に喜んでいただけるコースのグレードアップをお約束いたします。

ゴルフ場の運営に関するサポート・ご相談

ゴルフ場を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、様々なお客様から集客、経営改善、システム
更新、事業継承などゴルフ場の運営に関するご相談を承ることもあります。
弊社は、コースメンテナンスを基軸にゴルフ場の運営会社、コンサルティング会社と緊密な連携を
構築してまいりました。何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。



会社概要
■ 商 号 関西緑化資材株式会社

■ 本 社 〒590-0048 大阪府堺市堺区一条通10番7号
TEL:072-232-7676 FAX:072-232-1900

■ 営 業 所 〇東海営業所 名古屋駐在所
〒459-8003 愛知県名古屋市緑区大高台3丁目2001 ヴィラルーチェ101
〇関東オフィス
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目35-23 ラ・ガール元住吉203

TEL.044-873-6988 FAX.044-873-2058

■ 役 員 代表取締役社長 岡本 浩行
常務取締役 中濱 満生
取締役 岡本 麻乃
顧問 河合 亨浩
執行役員 石田 明人
執行役員 鍬田 英之
監査役 稲井 貞彦

■ 資 本 金 1,000万円

■ 設 立 昭和57(1982)年11月1日

■ 決 算 毎年12月

■ 取引銀行 みずほ銀行堺支店 三井住友銀行堺支店 りそな銀行堺東支店
三菱東京UFJ銀行堺東支店

■ 事業内容 １）ゴルフ場・スポーツ施設等の環境緑化、維持管理に必要な土壌改良剤
及び肥料・農薬等の製造販売

２）農薬による防虫・防疫・除草等の防除業務
３）ゴルフ場・スポーツ施設及び公園・メガソーラー等緑地の維持管理業務
４）スポーツターフ等、緑地管理のコンサルタント業務
５）ゴルフ場の運営に関するサポート・相談業務

■ 従業員数 ２４名（事業所除く）

■ 事 業 所 ゴルフ場コース管理業務 奈良事業所、他

会社組織図



企業理念

Be a True Partner 
as Super Convenience 

関西緑化資材は、
お客様の “スーパー下請” として信頼されるパートナーで

ありたいと考えています

真剣、挑戦、迅速、探究

代表取締役社長



■ご注文・お問い合わせ

関西緑化資材株式会社
〒590-0048 大阪府堺市堺区一条通10番7号
本社TEL. 072-232-7676  FAX. 072-232-1900
E-mail:  request @ krs.jp.net
WEBサイト: http://www.krs.jp.net


