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2021年4月1日現在

社　　　 名

所　 在　 地

創　　　 業

事 業 内 容

従 業 員 数

資　 本　 金

売　 上　 高

株　　　 主

役　　　 員

東洋グリーン株式会社

TOYO GREEN CO.,LTD.

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町二丁目33番8号　アクセスビル4階

TEL 03-3249-7731（代表）　FAX 03-3249-7781

URL  https://www.toyo-green.com/

1969年12月1日　東洋グリーン株式会社　創立

2016年3月1日の東洋メンテナンス株式会社と東洋グリーン株式会社の合併により、登記上

存続会社東洋メンテナンスが設立された1999年2月10日が設立日となりますが、私たちは

創業者の気概を忘れないため、今後とも東洋グリーンが創立された1969年12月1日を創業日と

して大切にしてまいります。

（1）ゴルフ場、公園、緑地、グラウンド、野球場等で使用される薬剤および資材の販売

（2）農薬、肥料、合成樹脂製品、一般工業薬品の製造および販売

（3）ゴルフ場、公園、緑地、グラウンド、野球場等の病害虫および雑草防除の請負

（4）ゴルフ場、公園、緑地、グラウンド、野球場、屋内外スポーツ施設等の設計、施工、管理、運営

（5）ゴルフ場、公園、緑地、グラウンド、屋内外スポーツ施設等に関する給水、排水設備工事

　  の設計、施工、改修

（6）ゴルフ場、公園、緑地、グラウンド、野球場等の建設、維持、管理に関するコンサルタント業務

（7）各種緑化用樹木および各種芝草等の生産および販売

（8）芝生管理用機械の販売、賃貸借、輸出および輸入

（9）その他関連する事業

263名

3,800万円

4,075百万円 2018年12月期

4,581百万円 2019年12月期

3,838百万円 2020年12月期

役員・従業員（100％）

代表取締役社長 山田 孝雄

取締役 木村 正一

取締役 笹倉 正司

取締役 野波 良平

社外取締役 藤田 清文

社外取締役 瀧日 聡

社外監査役 石原 遥平

会社情報
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主たる納入先

（管  理  先）

主たる仕入先
（国　　  内）

主たる仕入先
（海　　  外）

取 引 銀 行

許 　　 可

全国ゴルフ場、競技場、グラウンド、野球場、公園、芝生関連業者

アクプランタ株式会社 株式会社タテノコーポレーション

株式会社アグリドック 株式会社ニチノー緑化

アリスタライフサイエンス株式会社 日本化薬株式会社

出光アグリ株式会社 バイエルクロップサイエンス株式会社

株式会社エムシー緑化 BASFジャパン株式会社

株式会社エス・ディー・エス バイオテック パナソニック環境エンジニアリング株式会社

株式会社呉竹 レインボー薬品株式会社

静岡ニューターフ株式会社 

ほか

Barenbrug USA（USA） PBI Gordon Corporation（USA） 

Campey Turf Care Systems（UK） Pennington Seeds, Inc.（USA）

Covermaster, Inc（Canada） Profile Products LLC（USA）

Douglas Plant Health（USA） Seed Research of Oregon（USA）

Dura Edge Products, Inc.（USA） T.I.P. Inc.（USA）

Fleet（Line Markers）Ltd（UK） The Andersons, Inc.（USA）

Turf Engineering/Graden（AUS） Turftech International Limited（UK）

Maredo BV（the Netherlands） Underhill International Corporation（USA）

Mountain View Seeds Ltd.（USA） 

ほか

りそな銀行 

日本政策金融公庫

三井住友銀行

三菱ＵＦＪ銀行

国土交通大臣許可　（特）第 20238 号

造園工事業 / とび・土工工事業／土木工事業

取引先
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日本芝草学会

日本植物病理学会

日本植物防疫協会

日本植物調節剤研究協会

日本野球科学研究会

都市緑化機構グランドカバーガーデニング共同研究会

緑の安全推進協会

全国ゴルフ場関連事業協会

ゴルフ場防除技術研究会

日本ゴルフコース設計者協会

東日本グリーン研究所

関西グリーン研究所

西日本グリーン研究所

北海道グリーン研究会

GCSAA-A Golf Course Superintendent Association of America

 米国ゴルフコース管理者協会 - A メンバー

ITS International Turfgrass Society 

 国際芝草学会

TPI Turfgrass Producers International

 国際芝生生産組合

STMA Sports Turf Managers Association

 スポーツターフマネージャー協会

STRI Sports Turf Research Institute

 英国スポーツターフ研究所

土木施工管理技士 1 級 10 名  2 級   5 名

造園施工管理技士 1 級 16 名  2 級 11 名

芝草管理技術者 1 級   4 名 2 級 33 名  3 級 14 名

毒物劇物取扱者 （一般）  26 名

危険物取扱者（乙種4類）  34 名

博士（農学） 2 名

技術士（農業分野）  1 名

上級体育施設管理士  2 名

農薬管理指導士／農薬適正使用アドバイザー  21 名

緑の安全管理士  3 名

加 入 団 体

海外加入団体

有 資 格 者

加入団体他
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管理部

総務人事部

企画開発部

事業推進部

東日本エンジニアリング部

西日本ゴルフコース営業部

東日本スポーツターフ営業部

西日本スポーツターフ営業部

ボールパーク事業部

西日本エンジニアリング部

東日本ゴルフコース営業部

株主総会

取締役会

経営企画室

財務経理課

事業管理課

人事課

総務課

新規事業課

研究開発課

分析センター

商品管理課

事業支援課

工事課

東日本管理課

西日本管理課

統括室

東日本営業課

名古屋営業課

大阪営業課

九州営業課

沖縄営業課

東日本営業課

土浦営業所

千葉営業所

名古屋営業課

大阪営業課

九州営業課

沖縄営業課

各現地管理事務所

各現地管理事務所

各コース管理事務所ゴルフコース管理部

企
画
・
管
理
部
門

開
発
・
推
進
部
門

施
工
・
維
持
管
理
部
門

営
業
部
門

監査役

常勤役員会

コンプライアンス委員会

安全衛生協議会

代表取締役社長

組織図
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本社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-33-8

TEL.03-3249-7731（代表） FAX.03-3249-7781

東京支店
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-33-8

TEL.03-3249-7735 FAX.03-3249-7783

大阪支店
〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来1-24-9

TEL.078-903-6776（代表） FAX.078-903-6811

名古屋支店
〒452-0823 愛知県名古屋市西区あし原町372

TEL.052-505-3611 FAX.052-505-3615

九州支店
〒839-0807 福岡県久留米市東合川町141-3

TEL.0942-43-7234 FAX.0942-43-7297

土浦営業所
〒300-0007 茨城県土浦市板谷6-649-2

TEL.029-832-1666 FAX.029-832-1685

千葉営業所
〒260-0802 千葉県千葉市中央区星久喜町942-6

メディパル212号室

TEL.043-265-7430 FAX.043-265-7450

沖縄営業所
〒901-0405 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇144-2

TEL.098-840-7617 FAX.098-840-7616

柏技術センター
〒277-0832 千葉県柏市北柏5-3-2

TEL.04-7105-4893 FAX.04-7105-4895

事業所
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◆指定管理業務

 龍ヶ崎市総合体育館外13施設

 （たつのこまちづくりパートナーズ：コナミスポーツクラブ・常陽メンテナンス・東洋グリーン3社共同）

◆工事または委託管理実績

 学校、幼稚園等

◆グラウンド管理

龍ヶ崎市陸上競技場（たつのこフィールド）

龍ヶ崎市野球場（たつのこスタジアム）

姉崎サッカー場

早稲田大学上井草グラウンド

早稲田大学菅平グラウンド

パロマ瑞穂スポーツパーク

名古屋市港サッカー場

モリコロパーク多目的球場

豊田スタジアム

トヨタスポーツセンター

ウエーブスタジアム刈谷

岡崎市民球場

豊橋市岩田総合球技場

（豊橋市民球場・豊橋市民球技場）

笠松町多目的運動場

サンガスタジアム  by  KYOCERA

パナソニックスタジアム吹田

ガンバ大阪練習場

串本町総合運動公園

政田サッカー場

エディオンスタジアム広島

広島県総合グラウンド

ニンジニアスタジアム

鹿児島県立サッカー・ラグビー場

沖縄県総合運動公園陸上競技場

南城市陸上競技場

浦添市民球場

糸満市西崎運動公園陸上競技場

糸満市西崎運動公園球場

八重瀬町東風平サッカー場

南風原町黄金森公園陸上競技場・野球場

中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場

赤間運動公園（野球場・球技場）

芝生地の管理

◆ゴルフ場管理・グリーンキーパー・スタッフ派遣・コンサルティング

ノースショアカントリークラブ

桜ゴルフ倶楽部

グリッサンドゴルフクラブ

多摩カントリークラブ

若洲ゴルフリンクス

葉山国際カンツリー倶楽部

富士ヘルスカントリークラブ

富士グリーンヒルゴルフコース

名張カントリークラブ

名神栗東カントリー倶楽部

新大阪ゴルフクラブ
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1969年 東洋グリーン株式会社創立　資本金：1,000万円

1971年  ｢緑地と管理」発刊

1978年 TGパー・ウィック工事第1号、トリメックFを国産化

1984年 エンジニアリング部発足

1986年 TGパー・ウィック工法特許取得

1989年 （株）ジャパンターフグラス社を共同出資設立

1990年 国立霞ヶ丘競技場施工

1991年 第1回芝草セミナー開催

1993年 Jリーグ開始

1994年 （株）ジェイツー設立

1995年 トヨタスポーツセンター（グランパス練習場）工事

1999年 東洋メンテナンス株式会社設立　資本金：1,000万円　本社：ひたちなか市  

東洋グリーン株式会社

東洋グリーン株式会社

2016年 3月 東洋メンテナンスを存続会社として東洋グリーンと吸収合併し、新会社の社名を「東洋グリーン 

 　　株式会社」とする。

 4月 （有）グリーンマスターズ清水、（株）稲治造園工務所とともに静岡ニューターフ（株）を設立

2017年 7月 千葉営業所を移転

 8月 沖縄営業所を移転

2018年 野球場ビジネス課を設置

 日産スタジアム工事（ハイブリッド芝「Hero」施工）

2019年 1月 第23回芝草セミナーを開催

 9月 ラグビーワールドカップ

 12月1日　創立50周年

2020年 1月 経営企画室を設置

 1月 サンガスタジアム by KYOCERA竣工・管理を開始

2021年 4月 企業ロゴマークを変更

東洋グリーン株式会社 東洋メンテナンス株式会社

1999年 東洋メンテナンス（株）設立

2002年 日韓ワールドカップサッカー

2003年 本社を東京都中央区に移転

2006年 ISO14001認証取得

2011年 PCドレーンの取扱いを開始

 造園式芝生除染更新工法にて除染作業

2012年 沖縄県芝人養成事業受託　

2015年 市立吹田サッカースタジアム工事（現パナ

 ソニックスタジアム吹田／管理開始）

 沖縄県総合運動公園競技場管理開始

2005年 フクダ電子アリーナ指定管理開始

2007年 アリスタライフサイエンスより

 芝関連商品の輸入業務を移管

2008年 ニュートリDGの取扱開始

2011年 柏技術センターを設置

 殺菌剤プログラムを発表

2014年 英国スポーツターフ研究所（STRI）と

 業務提携

2015年 アリスタライフサイエンス株式会社が保有

 する当社株式の全株を取得

会社の沿革


