
朝日コーポレーション 
（フォレスト旭川カントリークラブ）は 
社員の幸せを願う会社です。 

 

***会社概要**** 
 
名       称 ： フォレスト旭川カントリークラブ 
経 営 会 社  ： ㈱朝日コーポレーション 
代表取締役： 手塚 寛 
住        所： 旭川市神居町上雨紛430 
開   場  日： 1993年（平成5年）7月8日 
資   本  金： 2,150万円 
社   員  数： 56名（正・季節・バイト含む） 
 
大自然に囲まれた、 
味わい深いチャンピオンコースです 
 
経営理念：ゴルフを通して人々の 
       心と身体の健康づくりに貢献する 
社   是：働くものに幸せを 



ゴルフ場って？ 

一口でゴルフ場と言っても、テレビ等でよく見られるのは緑鮮やかなコー
スであり、そのコースをまわって小さなボールをゴルフクラブで叩いて、小
さな穴に落とすスポーツ、というイメージしかない方も多いのではないで
しょうか。 
 

テレビ等ではキャディさんが画面に映るだけで、その他のｺﾞﾙﾌ場スタッフ
がどのようなお仕事をしているのかは、なかなか見えない部分だと思い
ます。 
 

そうした表舞台の裏では、キャディさんの他、コース整備、フロント、レスト
ラン、厨房、清掃、コース内の進行管理をするスタート業務、そして事務
など、フォレスト旭川カントリークラブでも総勢50名以上の職員が、その
日一日をお客様に楽しんで頂けるよう、協力して働いています。 
 

自然環境が少なくなっていく現代、定期的に手入れをし、農薬や薬剤肥
料なども厳密な管理と基準の中で作られているゴルフコースは、野生の
動物や植物などとも共存共生する自然に恵まれた、心身ともに健やかに
過ごせる環境が整っています。 
 

サービス業ですので世間がお休みのときが稼ぎ時、辛いことがあったっ
ていつも笑顔で頑張りましょう、朝だって早いけど眠くても我慢我慢、と
少々大変なこともありますが、それを補い合える仲間や職場であると自
負しています。 
 

リピーターのお客様も大変多く、優しく、親しくして下さる方が殆どです。
通り一遍ではなく、本当の意味で接客業の楽しさを味わえるお仕事であ
ると、自信を持ってお勧め致します。 



社   歴 
1990年（平成2年） 

2月20日   

 

1993年（平成5年） 
7月8日   

 

2006年（平成18年） 
1月1日  

 
 

 

 

2015年（平成27年） 
2月1日 

ゴルフ場運営会社㈱日本エアシステム（現：日本航空
㈱）を株主に、ジェイエイエス旭川リゾート開発㈱設立。 
 
ＪＡＳ旭川カントリークラブ、営業開始。 
 
 
 

㈱日本エアシステムと日本航空㈱合併により、会社名
を「旭川リゾート開発株式会社」へ、ゴルフ場名を「フォ
レスト旭川カントリークラブ」へ名称変更。 
株主は日本航空㈱のまま経営継続。 
 
 
 

㈱朝日コーポレーション、㈱朝日ホールディングス、旭
川リゾート開発㈱三社は合併し、存続会社は㈱朝日
コーポレーションとなり,現在に至る。 

 

 
 
 



㈱朝日コーポレーションとは 

前株主のＪＡＳ、ＪＡＬは航空会社として全国的に大変有名な大企業ですが、ゴル
フ場運営とは畑違いであることは否めませんでした。 
 
㈱朝日コーポレーションは、全国7コースのゴルフ場に携わる、ゴルフ場運営を
専門とした会社です。 
 
■本社■ 
〒107-0052 東京都港区赤坂三丁目15番4号 
 
■代表取締役■ 
手塚 寛 
 
■グループコース■ 
 
北海道 ： フォレスト旭川カントリークラブ（㈱朝日コーポレーション直営） 
北海道 ： 函館シーサイドカントリークラブ 
栃木県 ： 足利カントリークラブ 
千葉県 ： 東我孫子カントリークラブ 
岐阜県 ： 美岳カントリークラブ 
岐阜県 ： こぶしゴルフ倶楽部 
沖縄県 ： 守礼カントリークラブ 
 
■特徴■ 
 

地域に根ざすお客様主体の営業はもちろんのこと、社員の育成・教育に力と情
熱を注ぐ会社です。社長自ら全国7コースを回り、全社員へと訴えかける講話は

為になると同時に純粋に面白く、なんだかちょっと癖になりそう、と言う社員も続
出しております。（多分…） 
 

またゴルフ人口減少の全国的問題にも積極的に取り組み、初心者やジュニア、
40歳未満の若者ゴルファーの増加運動、プレイヤーの皆様の充実したゴルフラ
イフを提供出来るよう、社員一丸となって取り組んでおります。 
 

 



経営理念・社是 

【経営理念】 「ゴルフを通して人々の 
             心と体の健康づくりに貢献する」 
 
 
【社   是】 働くものに幸せを 
 
 
【社   訓】 和と協調につとめ 
             会社の総力を集結すること 
         
        常に向上心を持ち 
             努力をやめないこと 
         
        オアシス運動を実施すること 

             おはようございます   

             ありがとうございます  

             しつれいします     

             すみません                

 
  ■特徴■ 

社是とは会社や結社の経営上の方針・主張を言葉にした
ものです。この社是に、一生懸命働いた社員が報われるよ
うに、と創業者、手塚誠氏の真摯な願いが込められていま
す。 



社  歌 
作 詞：手 塚  誠  作 曲：小川 裕生 

Ⅰ 富士見が丘に陽は映えて 
  若き息吹も はつらつと 
  相寄り 共に手をとりて 
  あゝ幸せを 幸せを築く会社 
  希望にもえる わが朝日    

Ⅱ 八百州の森にこだまして 
  建設の歌 わくところ 
  国土の美化を築きゆく 
  あゝ勤労の 勤労の稔る会社 
  誇りも高き わが朝日    



***一日の仕事の流れ*** 
 
開場前 ： コース管理 コース整備及び安全確認 
  
 ↓ 
 
開場 ： 各出入り口開錠（全部署）、予約確認、カート準備、お客様受け入れ準備 
 
 ↓ 
 
来客 ： ポーター お客様のゴルフバッグを預ってスタートロビーへ運ぶ 
      フロント チェックイン（受付） 
      スタート スタート時間確認、及びカート準備 
      キャディ ポーターが運んできたゴルフバッグをカートへ積み込み、クラブ本数確認 
            当日のお客様のお名前確認 
 
 ↓ 
 
プレイ開始 ： スタート コース内の進行状況確認、及び管理、お客様の送り出し 
                進行状況が遅い組へはペースを上げるようお願いをします 
          キャディ お客様と一緒にコースへ。およそ4時間半のプレイになります 
          営 繕 お客様がプレイ中、人の居ない間にクラブハウス清掃 
 
 ↓ 
 
プレイ終了 ： キャディ 本数や違う人のものが混じっていないか、使用後のクラブ確認 
          スタート お客様のお迎え、カートの清掃 
          ポーター ゴルフバッグをフロント横のバッグ置き場へ移動 
          レストラン 料理の調理、及び提供 
  
         フロント チェックアウト（精算） 
 
 ↓ 
 
閉場 ： 全部署 翌日の準備、予約の確認。 
      フロント 当日の売上金と両替金の整理 
      出入り口の施錠 
          
 
※補足※ 
コース管理課は早朝5時頃から15時頃までの間に、お客様の進行を確認しながらコース整備
を行います。 
クラブハウス清掃は、お客様の流れを見ながら、各所の清掃を行っていきます。 

営業管理課は主に一日事務所やクラブハウス内で、フロントの補助や経理事務、クラブハウ
スの維持管理、電話応対その他雑務を行っています。 



部署紹介 

■キャディ部門■ 
 
ゴルフ場のスタッフと聞いてまず最初に思い浮かぶのはやはりキャディさんではないでしょうか。 
プレイヤーの皆様と一緒にコースを回る、一番お客様との接触時間が長いお仕事です。 
キャディさんに一番大切なのは笑顔と体力です。 

ゴルフ場で働くと言っても、様々なお仕事があります。 

基本はサービス業ですのでお客様との接客が中心と
なりますが、裏から支えるお仕事もあります。 

スタート前にゴルフバッグをカートに
積込み、持参されているゴルフクラ
ブの内容を確認、把握することも
キャディさんのお仕事です。 

コースでプレイ中は、お客様が少し
でも快適に楽しんで頂けるよう、様々
なサポートをします。 

時にはコース内の安全を確認したり、
コースについてお客様からの質問に
お答えしたりすることもあります。 



■コース管理部門■ 
 
ゴルフ場の命と言えるコースを管理、維持している部門です。 

芝や植物、肥料や薬剤、害虫や病気に対する知識、及び機械を動かす技術など専門的な知識
が必要となります。 

■スタート室部門■ 
 
お客様がスムーズにプレイできるよう、コース内の進行状況を管理・把握している部署です。カート
管理、キャディさん、ポーターさんの管理もここで行っています。 

お仕事中にこんな
可愛い出会いもあ
るかも…… 



■フロント・ショップ・予約部門■ 
お客様の受付や精算、ショップ販売、一日の予約、電話応対、お客様のお問い合わせ対応や年間
のイベント企画に顧客情報管理などを行っています。 

■厨房・レストラン部門■ 
レストランでの調理・配膳、及び季節や時期に
応じたメニューの検討や作成など、食に関わる
部門です。 

■営繕・営業管理課部門■ 
クラブハウスの維持・清掃全般の営繕部門
と、管理部門に分かれます。 

管理部門はいわゆる、総務、経理、労務な
ど全般的な事務職です。 
 

また会社全体の管理統括もこちらになりま
す。会社の縁の下の力持ち部門です。 

お客様の目に触れるお仕事から裏方まで、毎日皆で働いています！ 
自然の中で一緒に働いてみませんか？ 



※※※ 勤務内容について ※※※ 
 
 
■労働時間        
基本は週平均40時間の変形労働による、シフト制です。 
日によって、早出（7：00頃～16：00頃迄）と遅出（10：00頃～19：00頃迄）があります。 
※予約状況、来客状況、また季節や時期に応じて時間の変動があります。 
 
 
■休日について 
 
シーズン中（夏季）は4週6休制が基本となります。 

世間が休日の時が繁忙期のサービス業ですので、土日祭日は基本的にはお仕事とお
考え下さい。ただし、お休みやシフトについては毎月各部署で相談しながら決めていき
ますので、ご希望日があればご相談いただいて大丈夫です。 
 
オフシーズンの冬季は4週8休+夏季の調整休。 
夏に比べ冬はオフシーズンと言うこともあり、お休みの融通が利きやすいです。 
この時期に国内、海外旅行に出る社員もいます。 
 
 
■通勤について 
 
マイカー（自家用車）通勤となります。送迎はございません。 
会社規定により、片道の距離に応じて通勤費が支給されます。 
 
 
■冬期間について 
 
季節に応じて雇用状況、勤務内容が変わります。 
 
正社員は通年雇用。 

季節社員やアルバイトはゴルフ場が営業期間のみの雇用となります。但し季節社員に
ついて、ご希望があれば沖縄等、弊社グループコースへの冬季雇用を斡旋することは
可能ですので、ご相談下さい。 
 
 
■社会保険について 
 
週30時間を越える労働が見込まれる方は、入社時点で厚生年金、健康保険、雇用保
険の加入を行います。 
 



2015.8.31 
営業管理課作成 

 
※※※その他 ※※※ 

 

ご希望の方は、以下をご案内することが出来ます。ご相談下さい。 
 
■職場見学 
■職場体験 
■先輩職員との面談 
 

 
※※※ 福利厚生について ※※※ 

 

■新人研修サポートを行います。 
■コースが空いている時間は研修としてコースを利用することができます。 
■営業時間中のお客様、及びプライベートでのラウンドは、社員特別料金 
  があります。 
■制服は完全支給です。（靴はご自身でご用意下さい） 
■禁煙奨励・ゴールド免許推奨しています。 
 

忙しい時期もありますが、皆仲良く笑
顔で働いています。 
毎日笑顔の絶えない会社です。 

不明な点はお気軽にお問い合わせ下
さい。 
 
 
 
 
営業管理課 
担当 浅井・山下 
0166-75-3300 



070-8034  
旭川市神居町上雨紛430 

 
TEL 0166-75-3300 
FAX 0166-75-3030 


