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特集 夏は快適スループレーを楽しむ 
梅雨が終わると、いよいよ本格的に夏がやってきます。ゴルフは途中、昼食休憩をとり18ホールをプレーするのが主流で
すが、最近ではゴルファーのニーズも多様化してきました。当社はそんなゴルファーのニーズに応えるべく、全国の運営す
るグループゴルフ場で様々なプレーバリエーションをご用意しています。その一つが休憩をとらないスループレー。まだご
利用されたことのない方はぜひお試しください。スループレーの快適さがやみつきになるはずです。 

 

ここ数年、夏は、朝の早い時間にスタートするスループレーの人気が急上昇しています。快適な気温でプレーができる、
お昼前に終わるため1日が有効に使える、往復の交通渋滞にまきこまれないなど、ゴルフを「半日のスポーツ」に変える
大きな選択肢の一つとなりました。ここでご紹介するゴルフ場はアクアライン経由で都心から約1時間と近く、プレー終了
後、午後は木更津アウトレットや東京ドイツ村など近隣に豊富にある観光地を楽しめる、人気のゴルフ場です。 

南市原GC（千葉県市原市） 
「日の出スループレープラン（昼食付）」 

（日の出とともにスタートする、早朝プレーの中でも最も早い時間にプレーできるプランです） 

スループレーの中でも人気の高い 「日の出スループレー」 「早朝スループレー」 

かずさCC（千葉県市原市） 
「早朝スループレープラン（昼食付）」 

■ 実施時期：7/1（水）～9/12（土）の土日祝    
■ スタート時間：6時30分～7時ごろ          
■ 料金：11,000円～（税込・昼食付） 

■ 実施時期：7/1（水）～8/16（月）の土日祝    
■ スタート時間：4時30分～5時ごろ ※日の出の時間によります  
■ 料金：12,264円（税込・昼食付）   ※朝食への変更も可能 

（日の出スタートは早すぎるけど朝の早い時間でスループレーをしたい方へのプランです） 

 

 

大厚木CC桜コース（神奈川県厚木市） 

山陽国際GC（山口県山陽小野田市） セントラルGC（茨城県行方市） 
■ 実施時期：9月上旬ごろまで    
■ 料金：9,900円～（昼食付） 

多い日は1日10組40名のチャレンジャーが！
1974年の開場以来、プロ・アマ数々の公式
戦の舞台に選ばれてきた東西36ホールの
チャンピオンコースがアスリートの皆さまの
挑戦をお待ちしております。 

日の長いこの時期ならでは！「２ラウンド36ホールプレー」に挑戦！ 

▼その他のおトクなプランはこちら http://mail.accordiagolf.com/?4_--_36811_--_4_--_30  

いつもと違うゴルフ場の雰囲気を体験「ナイタープレー」 

堺CC（大阪府堺市） 
■ スタート時間：15時～16時ごろ       
■ 料金：平日11,806円～、土日祝15,920円～（税込） 

ナイター１ラウンドスループレーを実施しているゴルフ場は当社グループでは関東と関西に１コースずつあります。平日
仕事が早く終わった日に同僚を誘って、週末のコンペの練習ラウンドに、男女ペアでの２サムプレーなどナイタープレー
に来場されるお客さまの目的は様々です。 

1回のゴルフで2回分のゴルフが楽しめる2ラウンド。スルーというプレースタイルを利用し、1日かけて36ホール
をラウンドします。プレーは1Rスルー・昼食・1Rスルーの形式になります。水分補給にご注意ください。 

「 あっぱれ鉄人プラン 」 オープンコンペ「チャレンジ36」 

スタート喫茶での１ドリンク付プランやハーフ終了後にBBQがついたプランなどが人気。 

■ スタート時間：16時～17時ごろ       
■ 料金：平日8,000円～、土日祝12,000円～（税込） 

3コース27ホールあり、どのコースもフラットで周りやすい。        
大阪市内から約1時間とアクセスも便利 

※定員になり次第、受付終了します 

■ 開催日：7/30（木）、9/2（水）      
■ 料金：10,200円（昼食付・参加費込） 

36ホールのゴルフ場を満喫してもらうため
のオープンコンペです。毎回100名程度が
参加するほどの人気です。賞品はダンロッ
プのゴルフ用品でクラブなどの豪華賞品も
多数。参加賞もあります。 

http://mail.accordiagolf.com/?4_--_36811_--_4_--_30
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家族コンペや競技など…夏休み期間は注目のジュニアイベントが盛りだくさん！ 

アコーディア・ゴルフは「ジュニアゴルファー」を応援します！ 

 ジュニアゴルファー※1育成の啓蒙活動として制定したアコーディア登録ジュニア

ゴルファー制度「アコーディア・キッズ」。春休みと夏休みの期間、全国の運営ゴル

フ場は14時以降は1,000円、16時以降は無料※2でラウンドができます。直営練習

場では60分間※3の打ち放題が500円。登録料・年会費は一切かかりませんので、

ぜひご登録頂き、夏休み期間中の練習に積極的にご利用ください。さらに、ジュニ

ア競技やご家族で参加できるコンペなど、この夏全国各地で開催されるジュニア

向けイベントを一挙ご紹介します！ 

 

 

  アコーディア自慢の花火大会！ ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場主催の人気イベント 

「夏休み♪アコーディア・キッズコンペ」 

ハローキティ ジュニアカップ 

 

[東日本] 
 場所 ： ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県） 
 開催日 ： 8月27日（木） 

場所 ： ノーザンカントリークラブ 
     錦ヶ原ゴルフ場 
日時 ： 8月2日（日） 
     さくら草OUT/IN14：00～ 
     （9ホールプレー） 
料金 ： ジュニア3,780円 
（プレー代、パーティ代、参加費込み） 
     ※保護者様669円（パーティ代） 
     ※すべて税込 

アコーディア・キッズとご家族がペアを組み挑戦する、ダブル
スクランブルゴルフ大会を関東・関西のゴルフ場で開催。 
キティちゃん が大会委員長として登場します！ 

矢野 東ジュニアカップ 

妙義グリーンホテルと小名浜オーシャンホ
テル＆ゴルフクラブにて、毎年恒例夏の花
火イベントを開催します。打ち上げを担当
するのは2014年の世界花火師競技会で優
勝し、世界一に輝いた株式会社マルゴー
（山梨県）！夏の思い出になること間違い
なしです。ぜひご家族でご来場ください。 

[西日本] 
 場所 ： グランベール京都ゴルフ倶楽部（京都府） 
 開催日 ： 8月7日（金） 

（共通） 料金 ： ペアで15,000円（税込） 
      参加基準 ： アコーディアキッズに登録している 
              ジュニアと、2親等以内の親族によるペア 

お申し込み・競技ルール詳細等はこちら  
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kitty_cup/ 

お申し込み・競技ルール詳細等はこちら  
http://www.accordiagolf.com/yano_junior/juniorcup2015/ 

昨年開催時の様子 

契約プロの矢野東プロが競技委員
長を務める「矢野 東ジュニアカップ」
を今年も開催します！競技にはまだ
慣れていないジュニアに、競技の楽
しさを体験してもらうことを目的とした
大会です。 

妙義グリーンホテル（群馬県） 

「夏祭り！花火大会」 

日時 ： 7月20日（月・祝）19：30～ 

※ホテル内外より観覧可能（無料） 

http://www.myogi-hotel.com/ 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ
（福島県） 

「シンクロ花火のシンフォニー」 

日時 ：8月3日（月）～5日（水） 20：00～ 

※ホテル館内より観覧可能（無料） 

http://www.onahama-ocean.com/ 

[東日本] 
 予選 ①7月26日（日） 広陵カントリークラブ（栃木県） 
      ②7月29日（水） ツインレイクスカントリー倶楽部（群馬県） 
     ③8月4日（火）  東京湾カントリークラブ（千葉県） 
 決勝 …8月22日（土） おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県） 
[西日本] 
 予選 ①7月20日（月・祝） 霞ゴルフクラブ（三重県） 
     ②7月31日（金） 亀岡ゴルフクラブ（京都府） 
     ③8月1日（土）  神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県） 
 決勝 …8月29日（土） 大津カントリークラブ 西コース（滋賀県） 

（共通） 試合形式 ： 18ホールスクラッチ競技  
      募集年齢 ： 小学校4年生～6年生の男女 
     試合カテゴリ ： 男子の部・女子の部  

アコーディア・キッズ詳細、ご登録はこちら http://www.accordiagolf.com/accordiakids/ 

詳細はこちら http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe/ 

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）で2015年1
月から始めたジュニアイベントの第3回コンペを8月2日（日）に
開催します！真剣勝負ではなく、ジュニア同士のコミュニケー
ションの場として、気軽に楽しく9ホールをプレーをするコンペ
です。多数のご参加をお待ちしております！ 

さくらコース 9番 5月開催時の様子 

※1 18歳未満の男女 ※2 保険料、消費税別途 ※3 利用時間の延長はできません。 

http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kitty_cup/
http://www.accordiagolf.com/yano_junior/juniorcup2015/
http://www.myogi-hotel.com/
http://www.onahama-ocean.com/
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kitty_cup/
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe/
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台湾で人気No.1 今話題の新スイーツ 

スノーアイスがゴルフ場に登場！ 
ザ・サザンリンクスリゾートの夏の人気プラン 

「プールサイドガーデンバーベキュー」 

 

 

雪のようにふわふわとお口で溶け
る台湾発祥の「スノーアイス」とい
う新しい感覚の人気スイーツを、
グループゴルフ場のレストランや
コース売店で販売します！ひんや
り、ふわふわ、ミルク風味のスノー
アイスに、レストランごとにトッピン
グソース（ストロベリー、チョコ、マ
ンゴー等）やフルーツをアレンジし
てご提供しています。今話題の夏
の新定番アイスをぜひお試しくだ
さい。 

 

※ゴルフ場により内容・価格が異なる場合がございます 

※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます（初回導入ゴルフ場：77コース） 

沖縄屈指のシーサイドコース、ザ・サザンリンクスリゾートで
「プールサイドガーデンバーベキュー」を開催します。夕暮れ時
の海と月を眺めながらご家族や友人とゆったりバーベキュー。
毎年人気のプランですのでご予約はお早めに。 

プールサイドガーデンバーベキュー ※雨天時クローズ  

場所 ： ザ・サザンリンクスリゾート（沖縄県） 

期間 ： 7月11日（土）～8月31日（月） 18：00～22：00（要予約） 

価格 ： 大人3,240円 中学生1,620円 小学生1,080円（税込） 

     プラス1,620円で飲み放題付き 

お料理内容（食べ放題） ザ・サザンリンクスリゾート 

http://www.southern-links.co.jp/ 

 スノーアイス（ミルク風味） 

 価格 ： 561円（税込） 

コース管理を知って、コースを愛するゴルファーになるシリーズ 

夏の散水は、まきすぎに注意 

 

 

 

ゴルフの上達はスクール入会が近道 

「アコーディア・ゴルフアカデミー」に入るのがおトク、入ってもおトク！ 

ゴルフを始めたい！コースデビューしたい！今年こそ絶対に100を切りたい！などゴルファーの様々なご要望をサポートす
るべく、当社では「アコーディア・ゴルフアカデミー」というゴルフスクールをご用意しています。アコーディア・ゴルフアカデ
ミーは直営練習場「アコーディア・ガーデン」で開講しており、一人でも多くのゴルファーにゴルフを楽しんでもらえるよう、
キャンペーンやサービスを企画しています。 

スクール入会キャンペーン 

梅雨も明けると、いよいよ夏がやってきます。芝も生き物ですから暑くなると水が必要になります。グリーンに多く使われているベ

ント芝は暑さに弱い品種であるため、夏のベント芝管理の中で、散水管理が重要な業務の一つとなります。ベント芝は30℃以上

で根の機能不全がおこり、根の長さが短くなっていきます。そのため、春までに健全で元気な芝に育て、夏の高温ストレスに耐え

うるベント芝を育てていかなければなりません。そこで重要なのは「散水管理」です。ただ水をまいているわけではありません。ス

プリンクラーも使用しますが、水分計を使用して地中の水分量を量り、必要な場所に必要な量を手まき散水します。水のまきすぎ

は根層の酸素が不足し生育阻害の原因となるため、夏のベント芝に対する散水のコントロールは非常に繊細なのです。 

千葉・埼玉の直営練習場で練習ボール代プレゼントなど
「夏のスクール入会キャンペーン」を実施します。キャン
ペーン内容は練習場によって異なるため、各練習場にお
問合せください。スクールお試しレッスンが半額で体験で
きる体感キャンペーンも同時開催中です。 

スクール生限定ドリンクサービス 

アコーディア・ゴルフアカデミーのスクール生を対象に
ドリンクサービスを実施しています。秋のゴルフシーズ
ンに向けて、夏の練習を応援します。 

※写真はイメージです 
▼その他のおトク情報はこちら http://www.accordia.jp/practice/top.php  

【1年間の根の推移】     

■ 実施時期：7/1（水）～8/31（月）           
■ 開催練習場：           
 アコーディア・ガーデン春日部（埼玉県春日部市）             
 アコーディア・ガーデン柏（千葉県柏市）               
 アコーディア・ガーデン四街道サンビック（千葉県四街道市）  
 アコーディア・ガーデン千葉東金（千葉県山武市）       

■ 実施時期：7/1（水）～8/31（月）     
■ 開催練習場：全国の直営練習場24ヶ所 

グリーンにカップを置き、均一にまかれているか確認 地中の水分量を量る 

春に伸びた根が夏にかけて短く

なっていき、8月～10月にかけて新

しい根に代替わりします 

http://www.southern-links.co.jp/


まだ梅雨真っ最中ですが夏到来が待ち遠し

いです。今年の目標「ベストスコア更新」を達

成できるよう、この夏もたくさんゴルフに行こう

と思います。皆さんも熱中症に気をつけて、

楽しく夏ゴルフしましょう！（皆川） 
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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 】 
私事で大変恐縮ですが7月7日に娘が1歳の誕

生日を迎えます。毎日とてつもないスピードで

成長する子どもを見ていると、自分も負けない

ように日々成長し続けなければ！と改めて思

いました。（庄司） 

 今年の7月１日は“うるう秒”が実施される日。つ

まり、いつもより1秒長くなります。ちなみに、「日

本の標準時」は東京にある情報通信研究機構

の原子時計が基ですが、法律上は私の地元明

石。鯛、蛸、明石焼きと並ぶ地元を連想させる

ワードのひとつです。 （丸毛）  

 

 

白熱の西日本決勝大会の結果発表！ 
レストランの接客・商品開発を競うコンテストを初開催 

golfrevoとラッセルノがコラボ！ 
ラッセルノガエーガ タオル新発売 

6月24日（水）山の原ゴルフクラブ（兵庫県）にて、レストランの接客サービスと
商品開発を競うコンテストの西日本決勝大会が行われました。初開催となった
今回のテーマは「おつまみ販売」。地区予選から勝ち上がってきた店舗が熱戦
を繰り広げました。販売部門は協和GCと山陽国際CCが同票で優秀賞を受
賞。商品部門で優勝に輝いた「長芋のほくほく揚げ」（本郷カントリー倶楽部）
は、7月より西日本の運営ゴルフ場（愛知県以西～沖縄県の66コース）で販売します。
また今後、本コンテストの全国展開も予定しております。 

販売部門 優秀賞 ※2店舗受賞 

協和ゴルフクラブ（京都府） 

山陽国際ゴルフクラブ（山口県） 

商品部門 優秀作品 

「長芋のほくほく揚げ」 450円（税込） 

本郷カントリー倶楽部（広島県） 

golfrevo×ラッセルノ コラボタオル 

価格 ： 2,376円（税込）  
タオル規格 ： 縦34cm×横80cm  

遊び心に溢れたデザインで人気を集めるゴルフ
ウェアブランド「ラッセルノ」とgolfrevoがゴラボした 
新ブランド「ラッセルノガエーガ」が誕生しました！
第一弾商品として、ブルースカイ色のコラボタオル
を発売します。今治ブランドのタオルがベースなの
で、手触りも吸水性も抜群。ゴルフのお供におすす
めです。 

※全国のゴルフレボ店舗でご購入いただけます。 

「ｇolfrevo」ＨＰリニューアル！ http://www.golfrevo.com/ 

 

10月8日（木）～11日（日）石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）で開催 

「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」関連情報 

 トーナメントキャンペーンを開催します！ 

 

 

賞品総額150万円！目玉はプロアマご招待！    

アプリを利用したロングランコンペを開催中！ 

“０番ホール”の芝を張り替えました 

■ 実施期間：7/1（水）～8/31（月） 

■ 競技方法：新ペリア 

■ 参加料金：500円/1ラウンド  
 ※期間内なら何度でも参加可能 

■ 賞品：プロアマ招待、家電、松坂牛等 

石岡GCの練習場は、その施設の充実ぶりから“0
番ホール”とも言われています。その“0番ホール”
のドライビングレンジの芝をトーナメント開催に向
けて張り替えました。これによりトーナメント期間
中、プロたちにきれいな芝の上から練習してもらう
ことができます。 

トーナメント終了後はアマチュアの方にも競技や
イベントの際に芝打席を開放する予定で、さらに
充実した練習環境をご提供します。 

■ 実施期間：7/21（火）～9/15（火）         

■ 対象ゴルフ場： 

   アコーディアWebから予約＆プレーができる全てのゴルフ場が対象 

■ 賞品：石岡ゴルフ倶楽部全日プレー無料券 

      トーナメント観戦チケットやトーナメントグッズ等 

※商品写真はイメージです 

「アコーディアWeb」にユーザー登録（無料）してキャンペーンに応募の上、
アコーディアWebより指定回数をご予約＆プレーされた方の中から抽選で
素敵なトーナメントグッズをプレゼントします。 

張替え中の様子 

石岡GCでロングランコンペを開催します。セ
ガ社のアプリ「ゴルフスコア＆ナビ」を利用し
たロングランコンペとなっており、アプリ上で
スコアを入力すれば、ゴルフ場へのスコア提
出は不要。また、現在のグロスの順位をリア
ルタイムで見ることができます。 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://www.golfrevo.com/

