
 

2017 年 4 月 27 日 

各 位 

オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 

 

 オリックス･ゴルフ･マネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：谷本 護、

以下「OGM」）は、東海エリアにおいて運営する「小萱 OGM チェリークリークカントリ

ークラブ」（岐阜県可児市、以下「小萱 OGMCC」）および「稲武 OGM カントリークラブ」

（愛知県豊田市、以下「稲武 OGMCC」）において、2017 年 5 月 8 日（月）より新規会員

募集を行いますのでお知らせします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 「小萱 OGMCC」は、岐阜県の中南部に位置し、愛知県に隣接する可児市にあります。

名古屋市や岐阜市から約 30km 圏内、東海環状自動車道可児御嵩 I.C.から約 5km（約 10

分）とアクセス至便のゴルフ場です。鬼才ピート・ダイとその息子ペリー・ダイが設計・

監修した 18 ホールは、自然美に恵まれた雄大な丘陵地に限りない妙味をたたえ、その造形

美は高い戦略性と挑むほどに増す深い味わいを有するコースです。また、クラブハウスは

豪壮なスケールと格調のなかに華やかさを漂わせ、心地良さとくつろぎの空間を提供して

います。9 タイプのコンペルームや 150 名が収容可能なコンベンションホール、広々とした

特別室などプレー後のひとときにも充実のおもてなしが可能です。2016 年 9 月には最新式

カートナビゲーションシステムを導入しています。 

 「稲武 OGMCC」は、天竜奥三河国定公園と愛知高原国定公園が東西に広がり、どんぐ

りの里としても有名な愛知県北東部、豊田市の稲武地区に位置しています。豊かな自然に

加え、標高約 750ｍ（最高点）にあることから、名古屋市内の年間平均気温よりも 5℃ほど

低く、涼を求めて訪れるゴルファーも少なくありません。全英オープン 5 度制覇のピータ・

東海エリアの２コースで 
５月８日（月）より新規会員募集スタート 

～天与の地形とダイ・ファミリーの魂が交響する「小萱ＯＧＭチェリークリークＣＣ」～ 

～標高７５０ｍの天空リゾート「稲武ＯＧＭＣＣ」～ 

小萱 OGMCC №13 稲武 OGMCC №11 



 

トムソンとコース設計の名匠小笹 昭三が手掛けた戦略性の高いコースは、豊かな自然を最

大限に利用し、技量に応じた頭脳的プレーが良い結果をもたらすという楽しさと面白さを

兼ね備えています。奥三河の美しい山々のパノラマが窓越しに広がるクラブハウスは、豪

華さの中にも落ち着いた雰囲気を持ち、安らぎの時間を満喫できる空間となっています。 

 

 「小萱 OGMCC」の会員募集は、オリックスグループ入りして以来初となります。また、

「稲武 OGMCC」は 2014 年 8 月以来、約 3 年ぶりに募集を行います。今回、「小萱 OGMCC」

と「稲武 OGMCC」を同時入会するとそれぞれが割引となる特典もご用意しています。今

シーズンの東海エリアでの会員募集はこの 2 コースのみの予定となっていますので、この

機会に入会をぜひご検討ください。 

 

【募集要項】（消費税別） 

  小萱 OGMCC 稲武 OGMCC 

募集口数 
正会員 50 口 

（法人・個人ともに 1 名記名式） 

正会員 50 口 

（法人・個人ともに 1 名記名式） 

募集金額① 600,000 円 300,000 円 

募集金額②※1 550,000 円 － 

募集金額③※2 460,000 円 240,000 円 

年 会 費  24,000 円  24,000 円 

※1：「小萱 OGMCC」に現在在籍している会員の 2 親等以内のご親族が入会する場合、もしくは OGM

が運営する他のゴルフ場の現会員（一部除外ゴルフ場あり）が入会する場合の金額となります。 

※2：上記 2 コースを同時入会する場合の金額となります。 

※その他備考 

   ・募集金額は全て入会登録料で、預り金はありません。 

   ・募集口数に達し次第、締め切らせていただきます。 

   ・入会に際し、入会資格審査がございます。入会手続、必要書類等、詳しくは下記カスタマー 

    サービスセンターまでお問い合わせください。 

 
 

 OGM は、今後も、｢先進｣「安定」「満足」の企業理念のもと、「1 日を、大切にするゴル

フ場へ。」をサービスブランドに掲げ、さらなるサービス向上に努め、ゴルファーの皆さま

から、より一層愛されるゴルフ場を目指してまいります。 

 

以 上 
 

 
 

＜リリースに関するお問い合わせ＞  ＜募集に関するお問い合わせ＞ 

  広報担当：古田（コダ）      カスタマーサービスセンター 

TEL：03-3451-0562         TEL：03-6858-6974 

 



 

【ゴルフ場概要】 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  小萱 OGMCC 稲武 OGMCC 

正式名称 
小萱 OGM チェリークリーク 

カントリークラブ 

稲武 OGM カントリークラブ 

所在地 
岐阜県可児市久々利奥小栗431-5 愛知県豊田市夏焼町クダリヤマ

495-9 

TEL 0574-64-3322 0565-82-2300 

アクセス 

・東海環状自動車道可児御嵩 IC

より約 5km、約 10 分 

・東海環状自動車道五斗蒔スマ 

 ート IC より約 7km、約 15 分 

・中央自動車道多治見 IC、土岐

IC より約 11km、約 20 分 

・東海環状自動車道豊田勘八 IC

より国道 153 号経由約 43km、

約 55 分 

・猿投グリーンロード力石 IC よ

り国道 153 号経由約 40km、約

50 分 

・中央自動車道恵那 IC より約

43km、約 50 分 

コース 
18 ホール、6,631 ヤード、 

パー72、コースレート（未査定） 

18 ホール、6,838 ヤード、 

パー72、コースレート 72.5 

コース面積 約 1,131,000 ㎡ 約 1,360,000 ㎡ 

付帯施設 
ドライビングレンジ(14 打席、

200Y)、練習グリーン 2 面 

ドライビングレンジ(16 打席、

220Y)、練習グリーン 2 面 

コース設計・監修 
ダイデザイン社 

（ピート・ダイ＆ペリー・ダイ） 

ピーター・トムソン、小笹 昭三 

コース施工 大日本土木㈱ ㈱熊谷組 

クラブハウス面積 約 11,400 ㎡ 約 4,300 ㎡ 

クラブハウス施工 清水建設㈱ 大成建設㈱ 

開場 1993 年 5 月 25 日  1993 年 7 月 17 日  

WEB https://www.orix-golf.jp/kogaya/ https://www.orix-golf.jp/inabu/ 

小萱 OGMCC クラブハウス 稲武 OGMCC クラブハウス 

https://www.orix-golf.jp/kogaya/
https://www.orix-golf.jp/inabu/


 

【競技・プレー関連】       

  小萱 OGMCC 稲武 OGMCC 

主な競技 （未実施） 
クラブ選手権、理事長杯、シニア

選手権、月例杯 

プレー申込 
全日空きがあればビジターでも

申込可 

全日空きがあればビジターでも

申込可 

予約 3 ヵ月前の同日から 3 ヵ月前の同日から 

使用カート 5 人乗り乗用カート【ナビ付】 5 人乗り乗用カート 

料金／ 

メンバー 

【メンバー】 

全日 6,342 円（総額 7,500 円） 

【ビジター】 

平日 9,000 円（同 10,370 円） 

土日祝 16,000 円（同 17,930 円） 

【メンバー】 

平日 4,800 円（総額 5,864 円、昼

食付） 

土日祝 4,800 円（総額 5,864 円） 

【ビジター】 

平日 7,500 円（総額 8,780 円、昼

食付） 

土日祝 13,000円（総額 14,720円） 

 ・上記料金はセルフプレー、4 バッグ、朝食付き料金。カッコ内は利用税、ゴルフ振興基金、消費税等

込みの総額となります。ビジター料金は 2017 年 5 月の料金となります（季節によって異なる）。 

 

 



 

【運営施設数 41 ヵ所】（ゴルフ場 39 ヵ所・練習場 2 ヵ所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※施設一覧は ORIX GOLF WEB で詳細をご覧いただけます。 

 https://www.orix-golf.jp/course_list.html 

 

【サービスブランド】 

 

https://www.orix-golf.jp/course_list.html

