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JGRA関東支部 スポンサーメンバーリスト JGRA 賛助会員リスト（計62社） （計30社）

株式会社 アートレイ
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北1-17-5 上野ビル5F
TEL.03-3389-5488　FAX.03-3389-5486

ミズノ 株式会社
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3丁目22番
TEL.03-3233-7156　FAX.03-3233-7127

株式会社 アコーディア・ゴルフ
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー16F
TEL.03-6688-1568　FAX.03-6688-1509

株式会社 スヴェンソン
〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル5F
TEL.03-3560-1218　FAX.03-3505-5797

スターツグアムゴルフリゾート
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-3-9 西川ビル2F
TEL.03-6202-0126　FAX.03-6202-0531

株式会社 モトハシ
〒277-0861 千葉県千葉県柏市高田1201
TEL.04-7143-1171　FAX.04-7146-0081

株式会社 アンカーエンターテイメント
〒150-0011 東京都渋谷区東3-11-10 恵比寿ビルB1
TEL.03-3409-3733　FAX.03-5774-9391

株式会社 スポニチサービス
〒104-0033 東京都中央区新川2-9-9 
TEL.03-6820-2000　FAX.03-6222-2288

有限会社 ライフコーポレーション
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 節昼フジビル3F302号
TEL.045-478-4170　FAX.045-478-4172

株式会社 エイエヌオフセット
〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-4-13
TEL.03-3938-9811　FAX.03-3938-4445

株式会社 スリーディ
〒143-0023 東京都大田区山王2-41-2
TEL.03-3772-6169　FAX.03-3772-6197

株式会社 ランダム・アド
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-8-4 東神田サンコービル7F
TEL.03-3864-4389　FAX.03-3864-4678

有限会社 ラパコジャパン
〒110-0016 東京都台東区台東1-4-10 ビルユキサダ1F
TEL.03-3839-5860　FAX.03-3839-5928

株式会社 栄晃製作所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-13-1 ETビル2F
TEL.03-5925-1056　FAX.03-3366-3044

株式会社 ソワレ
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-16-1 KCビル9F
TEL.045-475-1230　FAX.045-475-3456

株式会社 秋篠 東京支社
〒179-0073 東京都練馬区田柄5-16-6-401
TEL.03-3577-9611　FAX.03-3577-9622

ＳＲＩスポーツ 株式会社
〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-6-9
TEL.078-265-3183　FAX.078-265-3177

体育施設建設 株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-16 本郷ビル4F
TEL.03-5296-2401　FAX.03-5296-0763

株式会社 アクト
〒132-0035 東京都江戸川区平井5-33-14
TEL.03-3610-6921　FAX.03-3610-6950

株式会社 エンターブレイン
〒102-8431 東京都千代田区三番6-1
TEL.03-3265-7016　FAX.03-3265-7303

株式会社 太平洋クラブ
〒105-0023 東京都港区芝浦1-12-3 ダビンチ芝浦6F
TEL.03-5446-1857　FAX.03-5446-1862

株式会社 ＡＬＢＡ
〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-32赤坂2・14プラザビル2階
TEL.03-5574-7011　FAX.03-5574-0791

SRIスポーツ 株式会社
〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-6-9
TEL.078-265-3183　FAX.078-265-3177

株式会社 銀座ゴルフサービス
〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館2F
TEL.03-3574-0911　FAX.03-3573-5068

株式会社 ダヴィンチ・リアルティ
〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-3 ダヴィンチ銀座アネックス6F
TEL.03-6215-9600　FAX.03-6215-9601

日本製麻 株式会社 東京支店
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-4 第一ナカビル
TEL.03-3661-5574　FAX.03-3661-8330

ブリヂストンスポーツ 株式会社
〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7
TEL.03-5763-2503　FAX.03-5763-2543

株式会社 オールウェイズ・ジャパン
〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9 ドミ小石川ビル2F
TEL.03-5319-1546　FAX.03-5319-1545

株式会社 タバタ
〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-17
TEL.048-996-7264　FAX.048-996-7274

大塚製薬 株式会社
〒101-8535 東京都千代田区神田司町2-9
TEL.03-3257-6640　FAX.03-3292-7370

大和ハウス工業 株式会社
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋3-13-1
TEL.03-5214-2250　FAX.03-5214-2259

株式会社 エフコム
〒532-0005 大阪府淀川区十八条3-9-35
TEL.06-6350-5405　FAX.06-6350-3408

株式会社 オニット
〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-13-15
TEL.03-5797-5086　FAX.03-3707-8464

株式会社 ダヴィンチ・リアルティ
〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-3 ダヴィンチ銀座アネックス6F
TEL.03-6215-9600　FAX.03-6215-9601

有限会社 MJゴルフ
〒121-0832 東京都足立区古千谷本町2-4-33
TEL.03-3857-8100　FAX.03-3857-0696

鹿島軽井沢リゾート 株式会社
〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16
TEL.0279-84-7111　FAX.0279-84-6112

株式会社 Ｔメディカル
〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-4 サクセス銀座ファーストビル9F
TEL.03-5549-4441　FAX.03-3563-0612

大塚製薬 株式会社 ウエルネス本部
〒108-8242 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー
TEL.03-6361-7305　FAX.03-6717-1467

カルピスビバレッジ 株式会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-20-3　代官山ＣＡビル1F
TEL.03-3780-2240　FAX.03-3780-2241

ディーエムソリューションズ 株式会社
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目24番6号
TEL.0422-60-3655　FAX.0422-60-3656

喜和産業 株式会社
〒105-0012 東京都港区芝大門2-7-6 大衛ビル
TEL.03-3432-1636　FAX.03-3432-1630

川田工業 株式会社
〒130-0022 東京都東京都墨田区江東橋4-21-1 616号
TEL.03-3846-8371　FAX.03-3846-8372

東京アズマ 株式会社
〒125-0041 東京都葛飾区東金町8-10-16
TEL.03-3600-9111　FAX.03-3600-8255

クロコ 株式会社
〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-11-6
TEL.03-3861-1965　FAX.03-3862-6706

株式会社 ＫＡＮＳＥＩ
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-7 地引第一ビル706
TEL.03-3222-5655　FAX.03-3222-5658

東栄 株式会社
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-2-6 共同ビル本町
TEL.03-5205-3272　FAX.03-5205-3273

ＫＤスポーツ 株式会社
〒164-0012 東京都中野区本町6-25-3
TEL.03-3382-4441　FAX.03-3380-7234

株式会社 銀座ゴルフサービス
〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館2F
TEL.03-3574-0911　FAX.03-3573-5068

東京アート 株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-23-5 新川イーストビル
TEL.03-5543-4330　FAX.03-5543-6334

株式会社 ゴルフパートナー
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-7-2シオノギ本町共同ビル11F
TEL.03-6667-8222　FAX.03-6667-8232

有限会社 クリエイティブスタジオサット
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3-1-603
TEL.03-3662-5380　FAX.03-3662-5340

株式会社 東京葬祭
〒133-0056 東京都江戸川区南小岩6-5-7
TEL.03-3671-6111　FAX.03-3659-4444

株式会社 三友社
〒162-0811 東京都新宿区水道町1-13
TEL.03-3513-7911　FAX.03-3513-7913

クロコ 株式会社
〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-11-6
TEL.03-3861-1965　FAX.03-3862-6706

株式会社 日本ゴルフネットワーク
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-8-8 佐伯千成ビル3F
TEL.03-3351-0106　FAX.03-3351-0206

スナガ開発 株式会社
〒326-0333 栃木県足利市問屋町1160-5
TEL.0284-72-8181　FAX.0284-72-8185

株式会社 ケーワイコーポレーション
〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町2-400
TEL.048-985-2839　FAX.048-969-6686

日本製麻 株式会社
〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-4 第一ナカビル3F
TEL.03-3661-5574　FAX.03-3661-8330

株式会社 スポーツネットワークス
〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-13-15
TEL.03-3707-7427　FAX.03-3707-8464

株式会社 ケイ・ティ・エイ
〒518-1152 三重県伊賀市予野11135番-9
TEL.0595-39-0816　FAX.0595-39-0845

日本ナレッジ 株式会社
〒111-0042 東京都台東区寿3-19-5  JSビル9F
TEL.03-3845-4781　FAX.03-3845-4787

創機工業 株式会社
〒228-0002 神奈川県座間市小松原1-45-29
TEL.046-253-0324　FAX.046-253-1321 

株式会社 ケイプロモーション
〒105-0004 東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル2F
TEL.03-5472-5171　FAX.03-5472-7251

パシフィックゴルフマネージメント 株式会社
〒108-073 東京都港区三田3-4-10　リーラヒジリザカ6F
TEL.03-6414-5888　FAX.03-6414-5801

第一ゴルフ工事 株式会社
〒158-0081 東京都世田谷区深沢7-18-23
TEL.03-3702-3136　FAX.03-3702-3138

コスモ・イーシー 株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座1-9-1 尾崎ビル3F
TEL.03-3562-7055　FAX.03-3562-1055

株式会社 パスタイム
〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町5-13-41-602
TEL.03-5243-8348　FAX.03-5243-8348

中央砂糖 株式会社
〒600-8847 京都府京都市下京区朱雀分木町市有地西11号棟1号
TEL.075-312-4654　FAX.075-312-8275

株式会社 コスモスポーツ
〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-30-3
TEL.03-3997-6652　FAX.03-3997-6525

株式会社 フィールドメディアネットワーク
〒107-0062 東京都港区南青山2-12-15 サイトービル8F
TEL.03-5772-7891　FAX.03-5772-7892

株式会社 テレビ朝日
〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1
TEL.03-6406-1466　FAX.03-3405-3760

ディーエムソリューションズ 株式会社
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-24-6-1F
TEL.0422-50-1313　FAX.0422-50-1315

株式会社 ゴルフスタジアム
〒102-0076 東京都千代田区５番町14 五番町光ビル6F
TEL.03-3556-1224　FAX.03-5362-7153

ブリヂストンスポーツ 株式会社
〒140-0013 東京都品川区南大井6-22-7 大森ベルポートE館
TEL.03-5763-2561　FAX.03-5763-2596

東京コカ・コーラボトリング 株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6 
TEL.03-5444-8559　FAX.03-3453-1664

株式会社 シーディック
〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井4-1-1
TEL.0586-77-1233　FAX.0586-77-7589

プールス 株式会社
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル202
TEL.03-5623-6461　FAX.03-5623-6462

日本スポーツマーケット研究所
〒441-8027 愛知県豊橋市錦町2 安田ビル3階
TEL.0532-31-9824　FAX.0532-31-8644

株式会社 シイ・エヌ・エイ
〒223-0065 神奈川横浜市港北区高田東1-43-6
TEL.045-549-3155　FAX.045-549-3957

株式会社 ボンマックス
〒103-0005 東京都中央区東日本橋久松町4-6 杉山ビル4F
TEL.03-5623-5731　FAX.03-5623-5733

株式会社 ボーイズ
〒151-0064 東京都渋谷区上原1-1-8 代々木公園セントウエストテラス5階
TEL.03-3468-4361　FAX.03-3468-4456

有限会社 シルクアート
〒242-0006 神奈川県大和市南林間7-17-23
TEL.046-278-5251　FAX.046-278-5251

株式会社 毎日新聞社
〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1-1-1
TEL.03-3212-5149　FAX.03-3214-4064

丸菱産業 株式会社 （本社）
〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町1-3 丸菱産業南森町ビル
TEL.03-3342-2741　FAX.03-3342-2479

株式会社 SilkAgency
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町91番地 リシェ横浜山下公園502
TEL.045-228-2150　FAX.045-228-2151

丸大食品 株式会社
〒135-0051 東京都江東区枝川2-23-2
TEL.03-3647-3270　FAX.03-3647-3274

有限会社 みどり産業
〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6-10-8
TEL.048-421-5232　FAX.048-421-7572

ヤマト徽章 株式会社
〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15
TEL.03-3814-2341　FAX.03-3818-2581
レイシスソフトウェアサービス 株式会社
〒550-0012 大阪府大阪市西区売堀1-4-12 住友生命売堀ビル
TEL.06-6532-9367　FAX.06-6532-7411

株式会社 ジェー・エイチ・エー
〒108-0071 東京都東京都港区白金台3-2-40-303
TEL.03-3444-5672　FAX.03-3444-5672

丸菱産業 株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2  新宿サンエービル13F
TEL.03-3342-2741　FAX.03-3342-2479

ジェイ エッチ シー株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル7F
TEL.03-5510-0403　FAX.03-5510-0381

株式会社 ミック
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町37-10-602
TEL.03-3460-0139　FAX.03-3460-3990
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