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特集 
九州地区唯一の直営練習場 

アコーディア・ガーデン福岡が開場１周年！！ 

 

 

九州地区では唯一の直営練習場であるアコーディア・ガーデン福岡（福岡県福岡市）が2015年4月30日（木）にオープン１周年を迎えま

す。１周年を記念して、ゴールデンウィークでもある4月29日（水祝）から5月6日（水祝）までの期間、入会金とひと月分の月会費が無料と

なるスクール入会キャンペーンなど様々なキャンペーンを行います。高台に位置しておりロケーションも評判の練習場です。 

打席から見える見晴らしの良さが自慢の練習場！ 

アコーディア・ガーデン福岡から一番近いグループゴルフ場の二丈カントリークラブ（福岡県糸島市/AG福岡から約25km、車で30分）

では、AG福岡でもスクールを担当する大島幸子プロが、クラブを握ったことの無い人でも一からゴルフを体験できる、関東で大人気

のゴルフ場デビューイベント“Easy Golf”を開催しています。まずはゴルフ場を体験することがコースデビューに対するイメージも

できあがり、スクールでも楽しく練習することができます。ゴルフに興味がある方、スクール入会前にまずはEasy Golfで「ゴルフ

場」を体験してみては？ 開催予定日：4/25（土）、5/30（土）参加料金：3,800円 問合せ先：二丈CC（092-326-5561）まで 

二丈カントリークラブ     

全てのホールから玄界灘

を見渡せるロケーション

が自慢 

大島幸子プロ      

二丈CCでEasy Golfを担当

AG福岡のスクールも担当

しています 

Easy Golf   

コース体験の様子 

プロと一緒に３ホー

ル程度プレーします 

スクール入会の前に、まずはゴルフ場デビューイベントに参加してみよう！ 

アコーディア・ガーデン福岡の特徴の一つが、高台にある立地を生かして、打席から福岡市街を一望できる見晴らしの良

さ。1日の中でも様々な景色がご覧になれます。特に夜景は美しく夕方以降は若いカップルにオススメ！大濠公園で毎年

夏に開催される「西日本大濠花火大会」も見ることができる、穴場スポットです。 

夕焼け 夜景 

「１st アニバーサリーキャンペーン」を実施します！            

【期間】 4月29日（水祝） ～ 5月6日（水祝）※スクール入会キャンペーンは5月31日（日）まで           

【内 容】 １．スクール入会キャンペーン                  

   入会金（2,000円）とひと月分の月会費（全日10,000円、平日7,000円）が無料         

  お試しレッスンが半額（通常2,000円⇒1,000円）              

  ２．ガラポン抽選会                    

   近隣グループゴルフ場の無料プレー券や打ち放題無料券など豪華賞品が当たる        

   ※「掲載誌面を見た」でお一人につき１回参加可能                

  ３．メール会員登録キャンペーン                  

   期間中メール会員に登録された方全員に                

  入場料（通常550円）が１回分無料になる入場料無料メールを配信します          

   ※メール配信は5/11（月）予定、有効期限は配信後一ヶ月 

  そのほかボール購入者へのオウンネームサービスや各メーカーの大試打会など        

  様々なイベントの開催を予定しています                

   ▼詳細はコチラ http://www.accordia.jp/practice/information/detail.php?eid=3156 

日中 
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女性限定の人気イベント 

ハローキティ カップ 開催のお知らせ 

ゴルフ場でもご当地グルメを堪能できる！ 
全国各地の調理長自慢の名物メニューをご賞味ください 

 

最大で27％のポイント還元！ 
春のクラブ買替えキャンペーン 

キャンペーン詳細はこちら 

https://www.golfrevo.com/event/trial_2015sp/index.php 

最新クラブにお買い替えのチャンスです。4月1日

から6月30日まで、クラブ購入特典として、アコー

ディア・ゴルフのポイントカードをお持ちの方に最

大で27％（※）のポイントを還元する「春のクラブ買

替えキャンペーン」を実施します。さらに、同期間

にグループゴルフ場・直営練習場にて「全国大試

打会」も同時開催！多数のメーカーを打ち比べら

れるので、あなたに合ったクラブが必ず見つかりま

す。 ※商品によってはポイント付与率が変わる場合がございます 

アコーディア・ゴルフが運営する全国各地のゴルフ場では、その土地ならではのご当地グルメやB級グルメをそれぞれの 
レストランの調理長がゴルフ場独自にアレンジし、名物メニューとして提供しております。その一部を写真付きでご紹介。 
地元に住むゴルフ場会員様たちからも人気を集めるその味を、ぜひ一度お試しください。 

水戸GC（茨城県） 

ねばり丼 

東京湾CC（千葉県） 

房総ラーメン 

花生CC（千葉県） 

勝浦式坦々麺 

金沢セントラルGC（石川県） 

ハントンライス 

フクイCC（福井県） 

ふくいポークを使ったソースかつ丼 

かほGC（福岡県） 

ホルモン陶板焼き 

ザ・サザンリンクスGC（沖縄県） 

琉球薬膳”じゃば”そば膳  
四日市の里GC（三重県） 

四日市の里国産豚の”大とんてき”  

その他の「ご当地グルメ・名物メニュー」はこちら http://www.accordia.jp/restaurant/ 

ゴルフ場でハローキティに会える、女性だけのコンペ「ハローキティ 

カップ ゴルフコンペ」の6月までのスケジュールを発表いたします！

2013年10月の初開催からすでに計9回実施し、のべ330名に参加い

ただいている人気のイベント。今回は関東・関西以外でも開催して

ほしいというご要望にお応えし、初の東北開催が決定しました！予

約開始日や詳細については、女性のためのゴルフ情報サイト「L-

style」内で発表いたしますのでお見逃しなく！ 

ハローキティ カップ ゴルフコンペ 
 
①5月29日（金） 

 アクアラインゴルフクラブ（千葉県） 
  https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=092 
②6月11日（木） 

 堺カントリークラブ（大阪府） 
  https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=086 
③6月27日（土） 

 花の杜ゴルフクラブ（宮城県） 
  https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=005 

女性のためのゴルフ情報サイト「L-style」 http://www.lstyle-accordiagolf.com/ 

前回開催時の様子 

※①～③定員：各40名 

※予約受付日は「L-style」にて発表 

  （開催日の約2ヶ月前） 

花の杜GC 

https://www.golfrevo.com/event/trial_2015sp/index.php
http://www.accordia.jp/restaurant/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=092
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=086
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=005
http://www.lstyle-accordiagolf.com/
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この春、高速道路の新区間開通により 
ゴルフ場へのアクセスが便利になりました！ 

ゴルフ場で選べる！ 
「母の日ギフト」予約受付開始 

距離測定器「ゴルフバディーVS4」 
無料体験会を実施します！ 

3月には北陸新幹線開通が注目を集めましたが、関東地方でも多くの高速道路にて新たな区間が開通されました。これ

により、今後はより広域な観光交流の実現が見込まれます。お住まいの地域から行けるゴルフ場の選択肢も増えるので

はないでしょうか？そこで今回は、3月に新規区間が開通した高速道路の沿線にあるゴルフ場をご紹介します！ 

グループゴルフ場、直営練習場、ゴルフレボ店舗にて、距離測

定器「ゴルフバディーVS4」の販売を開始しました！電源をつけ

るとGPSでゴルフ場を検索し、後はショットする場所に行ってボ

タンを押すだけの簡単操作でOK！即時にグリーンのセンター、

奥、エッジまでの距離を教えてくれます。「初めてラウンドするゴ

ルフ場だと距離がわかりづらい」「グリーンまでの正確な距離を

知りたい」という方におすすめです。約37,000コースが事前登録

されており、海外のゴルフ場でも使用が可能。販売開始にあた

り、16のグループゴルフ場にて4月から随時、無料体験会を実

施します！自分は距離計を使うレベルでない…と思っている方

も、ぜひ実際のラウンドで体験してみてください。正確な距離が

わかればスコアアップの近道になること間違いなし！ 

ゴルフバディーVS4 

音声＋液晶ディスプレイGPSゴルフナビ 

AG販売価格： 17,064円（税込） 

無料体験会実施コース： ノーザンCC錦ヶ原、 

 寄居CC、さいたまGC、東京湾CC、南市原GC、 

 石岡GC、霞台CC、土浦CC、取手桜ヶ丘GC、 

 セントラルGC、セントラルGCNEW、大平台CC、 

 水戸GC、千葉桜の里GC、佐原CC、成田東CC 

 （計16コース） 

花束「ロゼシャンパーニュ」 

価格：3,460円（税込） 

※予約受付期間：4/1～4/24 

※お届け期間：5/7～5/10 

 （お届け日、時間帯の指定不可） 

商品詳細・無料体験会の日程についてはこちら 

http://golfbuddy.jp/ 

今年の母の日は5月10日（日）です。グループゴルフ場
レストランにて4月1日より「母の日ギフト」の予約受付を
開始します！今年はカーネーションの花束をはじめとし
たフラワーギフトや、メッセージ付きのスイーツギフト各
種をご用意。ゴルフ場でのお申し込みで、母の日期間
中にご指定の場所へ商品をお届けします。日頃の感
謝を込めて、プレゼントしてみてはいかがでしょうか？ 

フラワーギフト 

スイーツギフト 

6種類の欲ばりプレミアムプリン 

価格：4,104円（税込） 

※予約受付期間：4/1～4/30 

※お届け日：5/9 

※上記商品は一例です。 

※商品に関するお問合せ、ご注文はゴルフ場レストランまで 
※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます 

  圏央道 寒川北IC〜海老名JCT間 3月8日開通 

この開通により埼玉県、群馬県から湘南方面まで、圏央道を使

用することでこれまでよりも“時短”で行き来することができるよう

になりました。また、海老名JCTや東名高速の大和トンネル付近

の渋滞の改善も期待されています。 

★さがみ縦貫道開通記念！ 

大厚木CC本コース内レストラン

にて「湘南フェア」実施中！ 
 
6月30日までの期間限定で、湘南

の味をお楽しみいただけます。 
 
 メニュー例 

 ・釜揚げしらす膳 

  1,728円（税込、写真上） 

 ・地ビール 

  各864円（税込、写真左下） 

 ・生しらす 

  702円（税込、写真右下） 

常磐自動車道 3月1日に全線開通 

昭和41年の予定路線決定から49年、東日本大震災と原発事

故の影響で供用が遅れていた福島県の常磐富岡IC～浪江IC

間の開通をもって、ついに常磐自動車道が全線開通しました。 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=063 

[常磐自動車道沿線にあるコース] 

取手桜が丘GC、土浦CC、霞台CC、石岡GC、石岡GCウエス

トコース、水府GC、水戸GC、小名浜OH＆GC （計8コース） 

★常磐道全線開通記念！ 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブの 

プレー予約・宿泊パックにプラス1,000円で 

お土産パックに変更可能！ 

仙台名物「牛たん」をプレゼント！ 

[アクセスしやすくなるコース] 

・おおさとゴルフ倶楽部 （宮城県） 

 ※仙台北部道路（常磐自動車道直結） 利府しらかし台ICから約6km 

 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=103 

・宮城野ゴルフクラブ （宮城県） 

 ※仙台東部道路（常磐自動車道直結） 山元ICから約9km 

 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=006 

[さがみ縦貫道（圏央道）沿線にあるコース] 

・大厚木カントリークラブ本コース ※圏央厚木ICから約7km  

 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=038 

・大厚木カントリークラブ桜コース ※圏央厚木ICから約7km  

 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=037 

http://golfbuddy.jp/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=063
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=103
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=006
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=038
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=037


今日から新年度が始まりますね。今年は

もっと体力をつけるために、板橋の自宅から

会社まで13ｋｍの道のりを毎朝走って通勤

することに決めました！ちなみに今日のタイ

ムは、53分でした。（皆川） 

 

グリーンの刈り方は？ 

 

①カップが切ってあるラインを刈る

②①より半分に分けて交互に刈る    

※目が均一になるように、刈る方向は毎日変える

③外周を刈る 
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■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_image/ 

【 編集後記 】 

毎週懲りずに少しずつ購入していたtotoBigで

ついに６億円が当たりました！とりあえずゴル

フ場を一つ買おうと思いますので、ネーミング

ライツ募集します。たくさんのご応募お待ちして

おります。（庄司） 

 今年の夏に結成が決定した神戸を拠点とする

アイドルグループKBE48のオーディションに合

格しました！歌って踊れるゴルファーとしてゴ

ル フ の 底 辺 拡 大 の た め に がん ば り ま す。   

応援、よろしくお願いします。（丸毛）  

 

コース管理を知って、コースを愛するゴルファーになる 

グリーンの管理方法を知る、芝に興味を持つ 

気温も暖かくなり芝が育ち始めるこの季節、生長に伴い刈り込み作業も始まります。特にグリーンは最も頻度が高く、毎日実施しま

す。ところでこの“グリーン”の管理、いつ、どのように行っているのでしょうか。今回はグリーンの管理方法についてご紹介します。コー

ス内で最も重要な場所“グリーン”を知ることで、プレー以外の「ゴルフ」の楽しさも知っていきましょう。 

基本的な作業内容は？ 

お客様がプレーされる前の早朝に作業

します。刈り高をミリ単位で調節可能な

グリーン刈り専用の機械をグリーンの

状態に合わせて歩行型と乗用型を使い

分けます。刈った後は毎日刃を研ぐ作

業（ラッピング）を行います 

グリーンスピード    

「スティンプメーター」という道具を

使用して計測します。１フィートは

30.48cm。表示が10フィートなら、こ

のスティンプメーターから転がして

3.048m転がるということです 

グリーンのコンディションを良好に保つためには、まず「芝」が元気な状態でなければなりません。芝を元気な状態にするため、毎日の刈り

込み以外にも、肥培管理や病害虫防除、目砂、水撒きなど様々な管理が必要なのです。ゴルフに行く楽しみの一つが、見渡す限り緑色に

広がる景色です。「芝」は「生き物」で日々変化します。ボールマークを治す時など芝を観察してみてください。いつもと違うゴルフの楽しみ

が見つかるはずです。当社は全国130以上のゴルフ場で得られた数値やデータを基に科学的に芝を管理する「アグロノミー（農耕学）」を取

り入れています。お客さまの楽しく快適なプレーのため、全国どこでも良好なコースコンディションでご来場をお待ちしております。 

① 

② 

② 

③ 

カップ切り      

グリーンのコンディションや天候

などを考えて毎日切り直します。

切り取った土は元々空けていた

カップを埋めるのに再利用します 

貯めやすく、使いやすくなったACCORDIA GOLFポイント 

アコーディアWeb 予約ポイント2倍キャンペーンでさらにオトク 

「アコーディアWeb予約ポイント2倍キャンペーン」         

 【期間】 2015年4月1日（水） ～ 7月31日（金）        

 【内容】 アコーディアWeb、アコーディア・アプリからのご予約＆プレーでもらえる 

 （プレー人数）×（来場回数に応じた基本ポイント）の合計ポイント の予約ポイントが２倍！ 

2015年4月1日（水）よりACCORDIA GOLFポイントプログラムがリニューアル。アコーディアWeb、アコーディア・アプリからのご予約＆プレーで

「予約ポイント」がもらえるようになりました。（プレー人数）×（来場回数に応じた基本ポイント）の合計ポイントを予約代表者さまにプレゼント

します。また、貯まったポイントは100ポイント以上（従来は1,000ポイント以上）100ポイント単位からご利用頂けます。今なら、この予約ポイン

トが「２倍」に増えるキャンペーンを期間限定で開催中です。貯めやすく、使いやすくなったACCORDIA GOLFポイントをこの機会にご体感くだ

さい。▼キャンペーンの詳細はコチラ http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150227-20150731-yoyaku-pt/ 

※例えば４バッグの場合、予約代表者さまに400ポイント（ステイタスがダイヤモンド、ゴールドのお客さまは800ポイント）をプレゼント致します 

注）本ニュースレターの発行日4/1はエイプリルフールです。 

mailto:pr@accordiagolf.com

