
先月のプレスリリース 

2014年10月30日  

冬のコンペはアコーディア！ 
幹事様ポイントプレゼントキャンペーン！ 

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/
news_20141030150144.pdf 

ア コ ナ ビ 
株式会社 アコーディア・ゴルフ ニュースレター 

12月号 

2014年 

お正月企画ゴルフ場 

小名浜、レイク 

最近のプレスリリース 

特集 

2014年12月1日 アコーディア・ゴルフグループなら新しいクラ

ブが買いやすい！運営ショップのクラブ下取りサービスを拡大

し、買い替え需要に対応 http://www.accordiagolf.co.jp/file/

pdf/press_20141201140023.pdf 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県） 

妙義グリーンホテル（群馬県、妙義カントリークラブ隣接） 

レイクフォレストリゾート（京都府） 

ゴルファーには毎年人気の打ち納め・打ち始めの年末年始ゴルフですが、年々元旦のプレー予約
が増加傾向にあります。同じお正月でも1月2日や3日よりも安い料金設定のゴルフ場が多いため、
ご夫婦やお子さん、親戚同士でのご来場が多く見受けられるようになりました。1年の始まりを家族
でスポーツをして楽しめるのは素敵ですね。そこで今月のアコナビは、ゴルファーが新年の初打ち
をより楽しんでいただける、アコーディア・ゴルフのお正月のイベントを特集でご紹介します。 

ゴルファーのお正月はファミリーゴルフ！ 

初打ちは元旦の人気が上昇中 

① いわきの名物「フラダンスショー」（写真右） 

 1月1日～3日の20：00～20：45 

 地元のフラダンス教室「ハーラウラウラナニ」 

 観覧無料、体験コーナー有り   

② 餅つき大会 

 1月1日・2日に、午前・午後の各2回開催 

 参加無料、振る舞い餅有り 

① ご来光拝光 

 ホテル11階を解放 ※宿泊者のみ対象 

 1年の初めに妙義山と初日の出の 

 素晴らしい景色をお楽しみください。 

② 妙義神社参拝バス送迎 （写真右） 

 1月1日 ホテル１０時発 ※宿泊者のみ対象、前日までにフロントでお申し込み 

 マイクロバスで無料送迎 （所要時間約15分） 

① 新春餅つき大会 （写真右） 

 1月1日～3日の15：00～ 本館レストラン 

 来場者自由参加 

 掛け声に合わせてスタッフやお客様が 

 餅をつき、会場は大盛り上がり！ 

② テーブルマジックショー 

 12月31日～1月2日 バイキング会場 ※夕食バイキング利用者対象 

 マジシャンがお客様のテーブルを回ってマジックを披露 

写真： ぎをんや満文3段重 （3～4人前・冷凍） 19,000円 （送料・税込 ） 

※一部お取り扱いしていない店舗もございます。  

アコーディア・ゴルフのおせち販売がパワーアップして復活！

有名ブランドの人気おせちをご用意しました。11月20日～12

月10日までのお申込みで12月29日～31日に配達します。詳

細は各ゴルフ場レストランスタッフまでお問い合わせください。  

ホテル付きゴルフ場ならでは！ 

 お正月イベントのご紹介 

ご要望にお応えして 

数量限定おせちが復活！ 

年末年始恒例の福袋を今年も販売いたします。全6ブランド

（ミズノ・フィラ・マリクレール・本間ゴルフ・アディダス・スリクソ

ン）を入荷予定。1袋10,800円（税込）での販売です。欲しかっ

たアウターがお得に手に入るチャンスです！ 

例（写真上）：本間ゴルフ 価格は本間ゴルフのみ10,000円（税込） 

※無くなり次第終了 

※一部お取り扱いしていない

店舗もございます。  

※詳細は各ゴルフ場・練習場

のショップ、ゴルフレボ店舗ス

タッフまで。 

人気ブランド大集合！ 

福袋販売のお知らせ 

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20141030150144.pdf
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20141030150144.pdf
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/press_20141201140023.pdf
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大厚木カントリークラブ桜コースの女性支配人が中心となり、女性ゴルファーのために生まれたゴルフサー
クルです。入会すると、千葉・神奈川・静岡のゴルフ場を対象に超お得な会員限定プランや土日祝も含め
た最安値保証などの特典が受けられます。 

日常のカード利用でもアコーディア・ゴルフポイントが貯まる！ 

NEW ACCORDIA GOLF VISAカード入会キャンペーン実施中！ 

女性支配人が取りまとめる登録者数400人を超える大人気の女性ゴルファーサークル 

『 Friend’s 』がパワーアップして再開！！！ 

昨年の10月より当社のグループコース会員様に発行しているクレジット機能付きメン

バーカード（NEW ACCORDIA GOLF VISAカード）はゴルファーに嬉しい様々な特典がつ

いたクレジットカードです。今なら期間限定で最大6,000円相当のVJAギフト券やアコー

ディア・ゴルフポイントなどが貰えるカード入会キャンペーンを実施中です。 

 ■ カード年会費 ：実質無料。1,350円（税込）は当社が負担致します 

 ■ 入会資格  ：当社が運営するゴルフ場会員権保持者 

□ 対象者 

 2014年12月1日～2015年2月28日までにカード申込書類等を 

 返信用封筒に入れて投函し、3月31日までにカードが発行 

 されたメンバー様 

□ 特典  

 １．入会時  VJAギフト券2,000円分（1,000円券×2枚） 

    アコーディア・ゴルフポイント1,000ポイント 

 

 ２．入会後  4/30までにカード利用30,000円以上で 

                VJAギフト券2,000円分（1,000円券×2枚） 

    iD入会+利用で 

                キャッシュバック1,000円分 

     

□ アコーディア・ゴルフポイントがどんどん貯まる！ 

 １．当社グループコース・練習場の利用100円（税抜）につき2ポイント 

 ２．日常のクレジットカード利用1,000円（税込）ごとに5ポイント 

□ ゴルファー保険の付帯（2015年1月1日から効力発生） 

 １．賠償責任補償  支払限度額 1億円 

 ２．ゴルファー傷害補償 保険金額 100万円 

 ３．ゴルフ用品補償 保険金額 10万円 

□ 年会費が月払いになりカードから毎月引き落とし 

 ※2015年1月より毎月の月払い手数料が500円（税別）から  

   300円（税別）になります 

□ 海外傷害保険の付帯（最高2,000万円） 

□ お買い物安心保険の付帯（最高100万円） 

□ クレジットカードの年会費1,350円（税込）は当社が負担 
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 □ 入会資格 ：女性ゴルファー 

 □ 入会方法 ：対象ゴルフ場で申込用紙に記入･提出 

 □ 入会金 ：無し 

 □ 年会費 ：3,000円（税込） ※グループコース会員様は2,000円（税込） 

 □ 入会特典 ：限定お得プラン、対象ゴルフ場（同日・同時間帯内）のプレー代は

    最安値保証、サークルメンバー限定情報をメールでGET 

 □ 対象コース ：14コース 

千葉：南市原GC、かずさCC、花生CC、東京湾CC、鴨川CC、房州CC、アクアラインGC   

神奈川：大厚木CC本コース、大厚木CC桜コース、小田原GC松田コース             

静岡：三島CC、愛鷹シックスハンドレッドC、十里木CC、伊豆国際CC 

NEW ACCORDIA GOLF VISAカード の特徴 カード入会キャンペーン 概要 

大厚木CC 桜コース 小濱 久美 支配人 

「女性ゴルファーにもっと気軽にゴルフを楽しんで頂け

るように生まれたサークルです。各ゴルフ場で超お得

プランをご用意してお待ちしております！」 

   （左写真 中央が小濱支配人） 

『 Friend’s 』 について 
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ランチ おつまみ 

お土産 

アコーディア・ゴルフ会員Ｎｏ．1決定戦 

メンバーズチャンピオンシップ全国準決勝大会（東西日本決勝）が開催されました！  

全国準決勝大会結果報告 

[東日本] 

開催日 ： 11月1日（土） 天気：雨 

会場 ： 石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

参加人数 ： 79名 

1位 ： 沢田 憲一郎さん（千歳ＣＣ） 71 

2位 ： 篠塚 美幸さん（佐原ＣＣ） 73 

3位 ： 後藤 栄治さん（関越ハイランドＧＣ） 75 

[西日本] 

開催日 ： 11月8日（土） 天気：晴 

会場 ： 神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県） 

参加人数 ： 76名 

1位 ： 東本 浩二さん（泉佐野ＣＣ） 71 

2位 ： 寺西 明さん（白鷺ＧＣ） 72 

3位 ： 中田 健太さん（セントラル福岡ＧＣ）  73 

1位通過の 

沢田憲一郎さん 

1位通過の 

東本浩二さん 

決勝大会は来年2月 南国の地・沖縄での 

[プロアマチャレンジ] にてプロとの“ガチ”勝負！ 

2015年2月27日（金）に開催する「プロアマチャレンジ」ではレギュ
ラーツアー参戦男子プロ24名が参戦。プロも賞金を懸けて臨む
“ガチ”な真剣勝負が魅力です。日本のリゾート地にて行われるこ
の決勝大会にて、アコーディア・ゴルフ会員Ｎｏ.１が決まります。 

全国決勝 (プロアマチャレンジ) 概要 

開催日 ： 2015年2月27日（金）  

会場 ： ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県） 

競技方法 ： 18ホールズストロークプレー（スクラッチ競技）  

ラウンド形式 ： プロ1名とアマチュア最大3名（決勝進出者）でのラウンド  

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 

（沖縄県） 

2014年2月のプロアマチャレンジの様子 

※写真手前：当社契約プロの矢野東プロ 

 牛タン焼き御膳 

価格：1,728円（本体1,600円＋税） 

牛タン焼きの添え物の定番「南蛮味噌」ととろろ

芋、白菜の浅漬け、麦飯、玉子スープの御膳。 

 牛タン焼き 

価格：1,296円（本体1,200円＋税） 

牛タン焼きの添え物の定番「南蛮味噌」と、白菜の

浅漬けを載せて。シェアしやすいおつまみメニュー。 

 牛たん 

価格：1,200円（本体1,111円＋税） 

昼食、おつまみメニューの「仙台名物 

牛タン焼き」の味をそのままお土産に。 

内容量：150g 

賞味期間：製造後1年 

ランチ 

メンバーズ・チャンピオンシップの詳細はこちら http://www.accordia.jp/championship/index.php 

おつまみ 

お土産 

今年で10回目を迎えるアコーディア・ゴルフ会員限定競技、「メンバーズ・チャンピオンシップ」の全国準決勝大会が開催されました。
今回の参加総人数は2,721名。全国のゴルフ場予選、地区予選を勝ち抜いてきただけあって、白熱したプレーが繰り広げられまし
た。決勝大会通過スコアは東日本会場・西日本会場ともに82のカウントバック。各会場上位36位（計72名）の方が、来年2月に開催
するザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）での全国決勝大会に進出します。 

レストランのイチオシ！ 

大好評につき東日本エリア特別メニュー 仙台名物 「牛タン焼き」の販売開始！ 

アコーディア・ゴルフのレストランでは通常、
統一メニューを設けずに各レストラン調理
長考案の独自メニューをお楽しみいただい
ているのですが、今回の特別メニューであ
る仙台名物「牛タン焼き」は、大人気のメ
ニューにつき、販売地域を拡大して東日本
を中心とした各ゴルフ場にてご提供すること
にいたしました。 

戦後の仙台で生まれた「牛タン焼き」は、原
料である牛タンを分厚くスライスした後に、
数日かけて熟成作業を行うことが大きな特
徴です。この熟成期間を経て独特の旨みが
閉じ込められ、風味が生まれます。 

ランチの御膳だけでなく、おつまみやお土
産もご用意しておりますので、肉厚で歯切
れの良い食感とジューシーな旨みの「牛タ
ン焼き」をこの機会にぜひお試しください。 

販売地域：宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 

       神奈川県、山梨県、静岡県 （計40店舗） 

※店舗により販売期間が異なります。 

※「牛タン焼き御膳」・「牛タン焼」は店舗により食器、価格、内容が異なる場合がございます。 

※店舗によりお取り扱い商品が異なります。広報部までお問い合わせください。 

http://www.accordia.jp/championship/index.php


アコーディア・ゴルフが運営する直営練習場 『アコーディア・ガーデン』 キャンペーン情報 

自分のゴルフを省みることが上達の近道である 
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アコーディア・ガーデン南青山（東京都） 
東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山ビルA館3階 TEL：03-6688-1340 

http://www.accordia.jp/school/schoollist/minamiaoyama_index.php 

スクール入会で自分のスイングを見直す 

「ゴルフが上手くなりたいならスクール入会が近道」そう語る我流ゴル
ファーは少なくありません。東京メトロ銀座線外苑前駅より徒歩3分と
アクセスに便利なインドアスクールがキャンペーンをご用意しました。
インドアなので寒さを気にせず練習できます。 

【 キャンペーン内容 】 
※フロントで「掲載記事を見た媒体名」を仰って頂いた方限定 

（アコナビは不可） 

 ①お試しレッスン2,160円（税込）が半額！ 

 ②入会金2,160円（税込）が無料！ 

【 ハローキティ カップゴルフコンペ 】 キティちゃんが来場します！ 

http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/ 

 A. 12月20日（土） レイクフォレストリゾート（京都） 

【 Easy Golf 】 女性限定ゴルフ場デビューイベント 

http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/ 

 B.  12月6日（土） 山の原ゴルフクラブ（兵庫） 

 C.  12月20日（土） 取手桜が丘ゴルフクラブ（茨城） 

【 プロとラウンド 】 当社契約プロとラウンドができる！ 

http://www.accordia.jp/event/pro_sp_141210/ 

 D. 12月10日（水） ツインレイクスカントリークラブ（群馬） 

 出場プロ：冨永浩、矢野東、青山加織、下村真由美、山本薫里、東浩子 

【 矢野東ジュニアカップ決勝大会 】  

ラウンド経験はあるけれど競技やコンペに慣れていないジュニアのため競技の

楽しさを体験してもらうことを目的とし３会場で行われた予選の決勝大会です。

矢野東プロが来場！ 

http://www.accordiagolf.com/yano_junior/juniorcup/ 

 E. 12月25日（木） 石岡ゴルフ倶楽部（茨城） 

アコーディア・ゴルフ イベントカレンダー 

Easy Golf  ハローキティ カップ 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

A/C 

D 

E 

■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 広報部   庄司／皆川／丸毛(まるも) 

Email: pr@accordiagolf.com   Fax: 03-6688-1611 Phone：03-6688-1500（音声ガイダンス5番） 

※当ニュースレターに使用されている画像がダウンロードできます。ダウンロードに必要なIDとパスワードは当ニュースレターをお送りしたメールに記載しています。 

http://www.accordiagolf.co.jp/news/image141201.php  

【編集後記】 
今号でご紹介した牛タン焼き。麦とろと一緒

に食べると本当においしいですよね。ゴルフ

場で食べられるのは個人的にも楽しみで

す。１２月を迎えても、私の食欲の秋はずっ

と続きそうです。（丸毛） 

先日私が師と仰ぐ人の一人バッバ・ワトソンが

来日して話題となりました。アコーディアのバッ

ド（BAD）ワトソンこと庄司はゴルフ界における

レフティの地位向上を切に願っています。たま

には真ん中の打席で練習したいよ（庄司） 

アコーディア・ガーデン水戸（茨城県） 
茨城県水戸市渡里町3776-1 TEL：029-231-9211 

http://www.accordia.jp/practice/mito/ 

ラウンド後の練習で自分のゴルフを見直す 

ゴルフはラウンド後の練習が最も効果的だと言われます。また、練習
なくして上達はありません。当社グループの水戸・ゴルフ・クラブで18H
プレーしたレシートを1週間以内に、水戸GCより車で15分のAG水戸に
お持ち頂いた向上心旺盛なお客様にオトクなキャンペーンです。 

【 キャンペーン内容 】 

 ①60分打ち放題が500円（税込）！ 

  通常料金864円（2階打席は756円/税込） 

 ②同伴者1名様まで適用可能！ 

 期間：2015年2月28日まで 

B 

2014年12月 

矢野東ジュニアカップ 

今月石岡ＧＣで行われたメンバーズチャンピオ

ンシップ全国準決勝大会に行き、東日本から

集まってきた猛者たちの技を間近で見ることが

できました。私も皆さんを見習うべく、この冬は

猛練習します！！（皆川） 

プロとラウンド 出場プロ 

http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/
http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/
http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/
mailto:pr@accordiagolf.com
http://www.accordiagolf.co.jp/news/image141201.php

