
 

 

au WALLET と au スマートパスの利用でゴルフがお得！  

「アコーディア・ゴルフ au WALLET キャンペーン」を実施 

期間中は 200 円（税込）毎に WALLET ポイントを 10 ポイント付与！ 

 

 

 

2014 年 8 月 26 日 

株式会社アコーディア・ゴルフ 
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株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鎌田 隆介）は、KDDI株式会社（本社：

東京都千代田区、代表取締役社長：田中 孝司）と沖縄セルラー電話株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役

社長：北川 洋）（以下まとめて、KDDI）と連携し、「au WALLET カード」のポイントアップ店となっている全国のアコ

ーディアグループゴルフ場121ヶ所と練習場23ヶ所にて、2014年8月29日から9月30日までの一ヶ月間、「アコーディ

ア・ゴルフ au WALLET キャンペーン」を実施します。期間中にポイントアップ店にご来場し「au WALLET カード」

を利用された場合、200円（税込）毎にWALLETポイントが10ポイント貯まります。（期間外は200円（税込）毎に3ポイ

ント付与） また、本キャンペーン期間中にauスマートフォン向けサービス「auスマートパス」で応募をいただいた方の

中から抽選で40名様に当社のグループゴルフ場の無料プレー券をプレゼントします。 

 

当社は、2014 年 5 月 21 日より KDDI と提携し、WALLET ポイントと au ポイント*の当社ポイントプログラム「アコ

ーディア・ゴルフポイント」（以下、AG ポイント）への交換と、全国で運営するアコーディアグループゴルフ場、練習

場すべて（内、ゴルフ場 121 ヶ所、練習場 23 ヶ所がポイントアップ店**）で「au WALLET カード」***での決済サー

ビスと WALLET ポイントの付与を開始いたしました。今回の「アコーディア・ゴルフ au WALLET キャンペーン」で

は、期間中にポイントアップ店にご来場し「au WALLET カード」を利用された場合、お支払い金額 200 円（税込）

毎に WALLET ポイントが通常店舗の 10 倍の 10 ポイントが付与されます。さらに、ジュピターゴルフネットワーク株

式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：石井 政士）から auスマートパス限定で提供されている Androidア

プリ『GOLF NETWORK PLUS for au』をダウンロードし、本キャンペーンに応募した方は、200 円（税込）毎に 20 ポ

イント付与でよりお得に。また、キャンペーン期間中、au スマートパス会員限定の特典として、ご応募いただいた方

の中から抽選で 40 名様に当社のグループゴルフ場の無料プレー券をプレゼントします。 

 

このキャンペーンにより、au WALLET カードをお持ちの AG ポイントカードホルダーは、WALLET ポイントがより

簡単に貯まり、その WALLET ポイントを AG ポイントへ交換することでお得にゴルフが楽しめるようになります。 

当社は、今後も、ゴルファーにお得に気軽にゴルフを楽しめるサービスを開発、提供してまいります。 

 

* 「au WALLET ポイントプログラム」は「auポイントプログラム」にかわるKDDIの新しいポイントプログラムです。新規のauポイント付与は

一部のお客様を除き2014年4月ご利用分にて終了し、2014年5月から新たにWALLETポイントの提供が開始されました。「au WALLET

ポイントプログラム」については、右記Webサイトをご覧ください。   http://point.auone.jp/wallet 

** 一部、ポイントアップ店ではないゴルフ場がございます。 

*** au WALLETカードは、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社が提供するコンビニ、ドラッグストア、飲食店、衣料品店、アミ

ューズメント施設、ネットショッピングなど世界約3,810万のMasterCard®加盟店（参考: Nilson Report 2014年3月号。 

一部、ご利用いただけない店舗がございます。）でのお買い物に利用できるリチャージ式で繰り返し利用可能なプリペイド型の新しい電

子マネーカード。詳しくは、右記Webサイトをご覧ください。  http://www.au.kddi.com/au-id/au-wallet/#cp01 
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【アコーディア・ゴルフ au WALLET キャンペーン概要】 

期間： 2014年8月29日から9月30日まで 

対象： アコーディアグループ運営施設の内、au WALLETカードポイントアップ店（下記参照） 

①WALLETポイント付与： お支払い金額 200円（税込）＝10ポイント 

※Androidアプリ『GOLFNETWORK PLUS for au』をダウンロードし、本キャンペーンに応募した方は200円（税込）＝20ポイント 

※キャンペーン期間外は200円 (税込) ＝3ポイント （通常店舗は200円 (税込) ＝1ポイント） 

②期間中にauスマートフォン向けサービス「auスマートパス」で応募をいただいた方の中から 

抽選で40名様に当社のグループゴルフ場の無料プレー券をプレゼント 

※当選の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。 

※有効期限：2014年 11月1日～2015年1月31日 まで （但し、年末年始は対象外） 

※無料対象：グリーンフィ、カートフィ、ロッカーフィ、諸経費、利用税、消費税等 

        （当日の飲食、プロショップ、練習場等の利用は別途ご負担いただきます） 

 

【GOLF NETWORK PLUS for au について】 

auスマートパス会員限定アプリ（Android™スマートフォン、タブレット端末のみ）で、 

自分のゴルフデータが一目でわかり、いつでもどこでもスマートフォンで 

セルフチェックができるゴルフスコア管理アプリです。 

※ Android は、Google Inc.の商標または登録商標 

 

【WALLETポイント、auポイントのAGポイントへの交換】 

  交換比率： WALLET ポイントの場合：１ポイント ＝ １AGポイント 

  auポイントの場合：1.2ポイント ＝ １AGポイント 

   注）AGポイントからWALLETポイント、auポイントへの交換はできません。 

  交換方法： au WALLETポイントプログラムサイトにて交換できます。 

  詳細は、右記をご覧ください。    http://point.auone.jp/  

 

【AGポイントの利用】 

   アコーディア・ゴルフポイントプログラム対象ゴルフ場、練習場、施設内ショップで、 

１ポイント ＝ １円換算で利用可能。（1,000ポイント以上100ポイント単位） 

 対象ゴルフ場一覧  http://www.accordia.jp/point/list.php 

 対象練習場一覧  http://www.accordia.jp/point/practice.php 

 アコーディア・ゴルフポイントプログラムについて  http://www.accordia.jp/point/ 

 

【アコーディアグループ運営施設 au WALLETカードポイントアップ店一覧】 

ゴルフ場 （※は宿泊施設も含む） 

1. 大沼レイクゴルフクラブ（北海道） 

2. 樽前カントリークラブ（北海道） 

3. 千歳カントリークラブ（北海道） 

4. 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ※（福島県） 

5. おおさとゴルフ倶楽部（宮城県） 

6. 花の杜ゴルフクラブ（宮城県） 

7. 宮城野ゴルフクラブ（宮城県） 

8. 山形南カントリークラブ（ 山形県） 

9. 霞台カントリークラブ（茨城県） 

10. 土浦カントリー倶楽部（茨城県） 

11. 取手桜が丘ゴルフクラブ（茨城県） 

12. セントラルゴルフクラブ※（茨城県） 

13. セントラルゴルフクラブNEWコース（茨城県） 

14. 水戸・ゴルフ・クラブ（茨城県） 

http://point.auone.jp/
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15. 水府ゴルフクラブ（茨城県） 

16. ワイルドダックカントリークラブ（茨城県） 

17. 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース（茨城県） 

18. 関東国際カントリークラブ（栃木県） 

19. 広陵カントリークラブ（栃木県） 

20. 大平台カントリークラブ（栃木県） 

21. 皆川城カントリークラブ（栃木県） 

22. 喜連川カントリー倶楽部※（栃木県） 

23. 関越ハイランドゴルフクラブ（群馬県） 

24. 甘楽カントリークラブ（群馬県） 

25. ツインレイクスカントリー倶楽部（群馬県） 

26. 緑野カントリークラブ（群馬県） 

27. 藤岡ゴルフクラブ（群馬県） 

28. ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場（群馬県） 

29. 妙義カントリークラブ※（群馬県） 

30. ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ※（群馬県） 

31. ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場※（群馬県） 

32. アコーディア・ゴルフガーデン（千葉県） 

33. 佐原カントリークラブ（千葉県） 

34. 千葉桜の里ゴルフクラブ（千葉県） 

35. 習志野カントリークラブ空港コース（千葉県） 

36. 成田東カントリークラブ（千葉県） 

37. かずさカントリークラブ※（千葉県） 

38. 南市原ゴルフクラブ（千葉県） 

39. アクアラインゴルフクラブ（千葉県） 

40. 房州カントリークラブ（千葉県） 

41. 鴨川カントリークラブ（千葉県） 

42. ラ・ヴィスタゴルフリゾート（千葉県） 

43. 花生カントリークラブ（千葉県） 

44. 東京湾カントリークラブ（千葉県） 

45. ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県） 

46. さいたまゴルフクラブ（埼玉県） 

47. 玉川カントリークラブ（埼玉県） 

48. こだま神川カントリークラブ（埼玉県） 

49. 彩の森カントリークラブ（埼玉県） 

50. 寄居カントリークラブ（埼玉県） 

51. 秩父国際カントリークラブ（埼玉県） 

52. 大厚木カントリークラブ本コース（神奈川県） 

53. 大厚木カントリークラブ桜コース（神奈川県） 

54. 小田原ゴルフ倶楽部松田コース（神奈川県） 

55. 大月ガーデンゴルフクラブ（山梨県） 

56. 愛鷹シックスハンドレッドクラブ（静岡県） 

57. 伊豆国際カントリークラブ（静岡県） 

58. 三島カントリークラブ（静岡県） 

59. 十里木カントリークラブ（静岡県） 

60. キャッスルヒルカントリークラブ（愛知県） 

61. つくでゴルフクラブ（愛知県） 

62. ボゥヴェールカントリー倶楽部（岐阜県） 

63. サンクラシックゴルフクラブ（岐阜県） 

64. 新陽カントリー倶楽部（岐阜県） 

65. フォレストみずなみカントリークラブ※（岐阜県） 

66. 藤原ゴルフクラブ（三重県） 

67. 四日市の里ゴルフクラブ（三重県） 

68. フォレスト芸濃ゴルフクラブ（三重県） 

69. 霞ゴルフクラブ（三重県） 

70. 名松・ゴルフクラブ（三重県） 

71. 鈴鹿の森ゴルフクラブ（三重県） 

72. 双鈴ゴルフクラブ関コース（三重県） 

73. ルート25ゴルフクラブ（三重県） 

74. フクイカントリークラブ（福井県） 

75. 越前カントリークラブ（福井県） 

76. 金沢セントラルカントリー倶楽部（石川県） 

77. 石川ゴルフ倶楽部（石川県） 

78. 大新潟カントリークラブ出雲崎コース（新潟県） 

79. 大新潟カントリークラブ三条コース（新潟県） 

80. 大津カントリークラブ東コース（滋賀県） 

81. 大津カントリークラブ西コース（滋賀県） 

82. 双鈴ゴルフクラブ土山コース（滋賀県） 

83. きさいちカントリークラブ（大阪府） 

84. 堺カントリークラブ（大阪府） 

85. 泉佐野カントリークラブ（大阪府） 

86. 岬カントリークラブ（大阪府） 

87. 加茂カントリークラブ（京都府） 

88. 協和ゴルフクラブ（京都府） 

89. レイクフォレストリゾート※（京都府） 

90. 亀岡ゴルフクラブ（京都府） 

91. 大和高原カントリークラブ（奈良県） 

92. 奈良の杜ゴルフクラブ（奈良県） 

93. 奈良万葉カンツリー倶楽部（奈良県） 

94. ラビーム白浜ゴルフクラブ（和歌山県） 

95. 愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県） 

96. 山の原ゴルフクラブ（兵庫県） 

97. 猪名川グリーンカントリークラブ（兵庫県） 

98. 猪名川国際カントリークラブ（兵庫県） 



 

 

99. やしろ東条ゴルフクラブ（兵庫県） 

100. 播磨カントリークラブ（兵庫県） 

101. 加西カントリークラブ（兵庫県） 

102. 白鷺ゴルフクラブ（兵庫県） 

103. 竹原カントリークラブ（広島県） 

104. 本郷カントリー倶楽部（広島県） 

105. 広島阿佐ゴルフクラブ（広島県） 

106. 山陽国際ゴルフクラブ（山口県） 

107. セントラル福岡ゴルフ倶楽部（福岡県） 

108. 二丈カントリークラブ（福岡県） 

109. かほゴルフクラブ（福岡県） 

110. 福岡フェザントカントリークラブ（福岡県） 

111. 長崎パークカントリークラブ（長崎県） 

112. ハウステンボスカントリークラブ（長崎県） 

113. 佐世保国際カントリー倶楽部（長崎県） 

114. 菊地カントリークラブ（熊本県） 

115. 別府の森ゴルフ倶楽部（大分県） 

116. 天瀬温泉カントリークラブ（大分県） 

117. レインボースポーツランドゴルフクラブ（宮崎県） 

118. 青島ゴルフ倶楽部（宮崎県） 

119. 湯の浦カントリー倶楽部（鹿児島県） 

120. パームヒルズゴルフリゾートクラブ（沖縄県） 

121. ザ・サザンリンクスゴルフクラブ※（沖縄県） 

練習場 

1. アコーディア・ガーデン仙台泉（宮城県） 

2. アコーディア・ガーデン水戸（茨城県） 

3. アコーディア・ガーデン藤岡（群馬県） 

4. アコーディア・ガーデン千葉北（千葉県） 

5. アコーディア・ガーデン船橋（千葉県） 

6. アコーディア・ガーデン柏（千葉県） 

7. アコーディア・ガーデン四街道（千葉県） 

8. アコーディア・ガーデン千葉東金（千葉県） 

9. アコーディア・ガーデン春日部（埼玉県） 

10. アコーディア・ガーデン鶴ヶ島（埼玉県） 

11. アコーディア・ガーデン南青山（東京都） 

12. アコーディア・ガーデン茅ヶ崎（神奈川県） 

13. アコーディア・ガーデン名古屋（愛知県） 

14. アコーディア・ガーデン瀬戸（愛知県） 

15. アコーディア・ガーデンフクイ（福井県） 

16. アコーディア・ガーデン柏原（大阪府） 

17. アコーディア・ガーデン帝塚山（大阪府） 

18. アコーディア・ガーデン神戸北町（兵庫県） 

19. アコーディア・ガーデン西神（兵庫県） 

20. アコーディア・ガーデン甲子園浜（兵庫県） 

21. アコーディア・ガーデン加古川（兵庫県） 

22. アコーディア・ガーデン広島中央（広島県） 

23. アコーディア・ガーデン福岡（福岡県） 

*********************************************************************************************** 

株式会社アコーディア・ゴルフは、2003 年 7 月 19 日より新しいブランド戦略に基づくゴルフ場運営を開始しました。 

当社では、ゴルフを気軽にプレーできるスポーツとしてとらえ、 “It’s a new game”をコンセプトに日本における新しい 

ゴルフの在り方を提唱しています。2014 年 8 月 26 日現在、136 のゴルフ場と 25 のゴルフ練習場を運営（運営受託、 

コンサルティング契約等含む）しており、熱心なゴルファーの方々はもちろん、これまでゴルフに触れる機会がなかっ

た方々にも魅力を感じていただけるように、ゴルフ総合サービス業として、全く新しいゴルフシーンの創出に努めてい

ます。東京証券取引所一部上場。 

 

■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■ 

株式会社アコーディア・ゴルフ 広報 

Email: pr@accordiagolf.com   Fax: 03-6688-1611  

Phone：03-6688-1500（音声ガイダンス 5番）庄司／皆川／丸毛(まるも)  

株式会社 ワンフォーワン Phone：03-5728-0141 

Mobile Phone：飯村 080-2390-9897， 梅田 080-9201-4805 

mailto:pr@accordiagolf.com

