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特集 
HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 

大会開幕まであと１か月 
いよいよ開催間近となった「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」。賞金総額1億円、石岡ゴルフ倶楽部
（茨城県）で2015年10月8日（木）から10月11日（日）に開催するこの新規男子プロゴルフトーナメントに関する情報を 
ここアコナビで一挙大公開します！これを読めばトーナメントがより一層楽しめること間違いなし。 

 
新規男子プロゴルフトーナメント「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」とは？ 

 

熱意系アマチュアのトーナメント出場までの道のり 

ゴルフに対し向上心にあふれるアマチュアゴルファーがプロの大会
で勝負できるチャンスがあることが本大会の特徴です。マンデー
トーナメントのアマチュア選手出場枠を30名と大幅に拡大。見事 
本戦まで勝ち上がった熱意系アマチュアゴルファーとトッププロとの 
熱き戦いをお見逃し無く！ 

 
チケットのご案内 

★高校生以下は無料！※中学生以下は保護者同伴 

★茨城県民の方は当日券が50％OFF！ 

  →さらに茨城県民で70歳以上の方は無料！ 

 
大会期間中の耳寄り情報！ 

①来場者全員に 
  HONMAオリジナル 
  キャッププレゼント！   

販売・お問い合わせ 石岡ゴルフ倶楽部 TEL：0299-58-5111 

③ハローキティがやってくる！ 

10月10日（土）・11
日（日）の2日間は
ハローキティが石岡
GCに来場し、大会
を盛り上げます！ 

本大会は、ゴルフクラブメーカーである本間ゴルフと、ゴルフ場運営会社であ
る当社が共同で開催をする新規の男子プロゴルフトーナメントです。コースク
オリティにこだわり、ゴルフを制する歓びを知るプレーヤーの真のステージを
目指す当社のゴルフ場ブランド「TROPHIA GOLF（トロフィア・ゴルフ）」と、熱
意系ゴルファーおよびプロゴルファーに向けたブランド「TOUR WORLD」を掲
げる本間ゴルフの「熱意系戦略」のコンセプトが合致し、この度二社でタッグ
を組み大会を開催する運びとなりました。戦いの舞台となるのはTROPHIA 
GOLFブランドの第1号ゴルフ場「石岡ゴルフ倶楽部」です。記念すべき第1回
大会の栄冠は誰の手に渡るのか、乞うご期待！ 

大会公式サイト http://honma-tourworld-cup-at-trophia-golf.jp/ 

 【ホストプロからのコメント】 

「TEAM HONMA」  
小田孔明プロ 
「今回はホストプロとし
て特に結果を残したい
です。ぜひ会場に足を
運んで、男子プロの凄
さを見てください。音、
スイング、スピード、パ
ワー全て別格なので
必見です！」 

アコーディア・ゴルフ 
PRパートナー契約  
矢野 東プロ 
「石岡GCはコースが 
広く、グリーンも大きい
ので伸び伸びできそう
な印象。ロースコアの
戦いになると思うの
で、アグレッシブに攻
めるところを見てほし
いです。」 

②アコナビ/掲載誌面を 
  トロフィア・ゴルフの 
 ブースに持参で記念品 
 をプレゼント！ 

※①②は品切れの場合有り 
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マンデートーナメント出場（30名） 

上位3名 

HONMA  

TOURWORLD CUP 

QUALIFYING ROUND 

全国各エリア（北海道・

東北、東日本、西日

本、九州の4エリア）で

上位の計10名 

その他 

 

各ゴルフ

メディア

主催予選

会など 

アコーディア・ゴルフ 

メンバーズチャンピオンシップ 

クラチャン部門 

開催日：2015年9月23日（水・祝）  

場所：習志野CCキング・クイーンC 

※グループゴルフ場クラブチャンピオン

による予選 

4位～7位 

上位3名 

 本戦 
出場 
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通常は刈高10mm前後で管理され

ますがトーナメント開催時は8mm前

後で管理。今後目砂でコンパクショ

ンを上げて固め、トーナメント当週

の刈高は6mmとなります。 

ティーインググラウンド 

通常刈高12mm前後で刈込管理さ

れるフェアウェイですが現在10mm。

仕上げの目砂を実施し、刈高を下

げて行き、当週は8mm程度の刈り

あがりになります。 

 

日本国内で多く採用されているペン

クロスとは異なりSR1020というベン

トグラスが採用されています。グ

ループコースでは他にセントラルGC 

NEWコースなどで使用しています。

通常営業のスティンプは9ft、コンパ

クションは20前後で管理しています

が、トーナメント当週はスティンプ11

～12ft、コンパクション24～25に仕

上げる予定です。 

フェアウェイをちょっとだけ外れた

ボールがいきなり100mm以上のラフ

まで転がり込んでしまわないように

するために25mmのセミラフを設け

ました。通常営業のラフは50mmで

す が 9 月 以 降 は、刈 込 を や め て

100mm以上に伸ばしていきます。 

コースのことを知ればトーナメント観戦がもっと楽しくなる 

トーナメント開催に向けたコースセッティングとは 

“トーナメントクオリティのコースセッティング”を目指す「トロフィア・ゴルフ」ブランドの石岡GCですが、男子プロトーナメン
ト開催まで残り約1か月、いよいよ仕上げに入っていきます。プロがラウンドするコースのセッティングはアマチュアゴル
ファーが日ごろプレーしているコースと具体的にどう違うのか。中継ホールの一つでもあり石岡GC名物ホールでもある 
15番ホールを例に解説します。 

ラフ グリーン 

フェアウェイ 

石岡GC名物のブッシュは、通常管理時は草の密度を向上さ

せる目的でハンマーナイフモアという機械を使用し月に1回

刈高380mmに揃えていますが、この刈込も8月で終了です。

当週には800mm～1000mmになる予定です。 

石岡GC名物② “ブッシュ” 

通常営業ではショットの難易度を下げる目的で、若干固めに

整備されているバンカーですが、男子プロの技量に合わせ

て、大型ダンプで50台の砂を補充し、フカフカに仕上げまし

た。コース内で最も大きな15番のこのクロスバンカーはこれ

から補充をして仕上げていきます。 

石岡GC名物① “バンカー” 

※写真はCMのワンシーン。機械でのバンカー均しと擦り付けの様子 



 

本大会のテレビ放映スケジュールがほぼ決定しました。メインはBS日テレでのLIVE中継となります。LIVE中継のため、 
新規開催トーナメントの初代王者決定の瞬間をリアルタイムで見届けることができます。また、様々な選手を見ることが 
できる１番ホールの定点中継やCSでの当日リピート放送も実施します。視点を変えたWEB中継も取り入れるなど、様々な
放送パターンを用意して、会場に来ることができないゴルファーにも一人でも多く楽しんでいただけるようにします。 

【放送日時】  10/10（土） 12：00 ～ 16：00 （LIVE） 

    10/11（日） 12：00 ～ 16：00 （LIVE） 

【中継ホール】  INコース13番 ～ 18番ホール 

【チャンネル名】 日テレNEWS24 

【放送日時】  10/10（土） 9：45 ～ 11：45（LIVE） 

    10/11（日） 9：30 ～ 11：30（LIVE） 

【中継ホール】  OUTコース1番ホール中継 

【チャンネル名】 G+（ジータス） 

【放送日時】  10/9（金） 14：00 ～ 16：00  LIVE 

    10/10（土） 19：00 ～ 23：00  ※BS日テレのリピート 

    10/11（日） 19：00 ～ 23：00  ※BS日テレのリピート 

【放送日時】  10/10（土） 12：00 ～ 15：30  LIVE 

    10/11（日） 12：00 ～ 15：30  LIVE 

【構成】   17番ホールを中心に練習場や選手のインタビューなど 

③WEB中継 

②CS 
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①BS日テレ（LIVE中継） 

17番ホールティーインググラウンド 

1番ホールティーインググラウンド 

会場に来られない方も石岡GCをご覧ください 

テレビの放映スケジュールが決定しました 

 

トーナメント開催に向けて新しいCMが完成しました。「アコーディア・ゴルフ」編と、本大会の冠にもなっている「トロフィア・
ゴルフ」編の２本です。ゴルフネットワークの全米プロ放送でもすでにお披露目していましたが、トーナメント実施期間中、
上記でご紹介したテレビの放映時間中にも流れますので、ぜひご覧下さい。 

アコーディア・ゴルフ 「広がれ、ゴルフ好き」編 トロフィア・ゴルフ 「挑む歓び」編 

CM撮影ウラ話 アコーディア・ゴルフ編 

オーディションで選ばれた本作の主人公はな
んと、過去に当社グループゴルフ場である皆
川城CC（栃木県）の研修生でした！しかも撮
影当日に研修生をしていた当時のゴルフ場
の支配人がたまたま現場に居合わせ、感動
の再会となりました！ 

CM撮影ウラ話 トロフィア・ゴルフ編 

本作に出演しているコース管理従業員は役
者さんではなく、石岡GCのアシスタントコース
マネジャーです。誇りをもって日々のコース作
りを行っている本人ですので“トーナメントクオ
リティのコースセッティング”を目指す、その真
剣さが伝わってきます。 

モアが隊列を組んでフェアウェイを刈る様子はまるでマスターズのよう！？ 

新しいＣＭが完成！初のトロフィア・ゴルフ編も登場！ 
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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 】 

 9/1は「防災の日」です。実家で阪神大震災を体

験、東日本大震災では職場から20キロの道のり

を徒歩で帰宅した私ですが、ちょっと、防災の意

識が薄れているかもしれません。これを機会に

気をつけたいと思います。ラウンド中にもよく転

ぶのでこちらも気をつけます（笑）（丸毛）  

 

おつまみにもお土産にもおススメ 

新商品「粗挽きメンチカツ」が登場！ 

某ゴルフ雑誌に、いちゴルファーとしてこっそり

と出演させて頂きました。しかも当社契約であ

る若林プロに直接レッスンをしていただいたの

で、次のラウンドで試すのが楽しみです。ご出

演させて頂きありがとうございました。この場

を借りて御礼申し上げます。（庄司） 

真夏のラウンドが続き、気がついたらゴルフ

強化月間となっていた先月、なんと1年半ぶ

りにベストスコアを更新！日焼けした甲斐が

ありました。ついに夢の100切りが近づいてき

たような気がします。ここで良い報告ができる

よう、秋も頑張ります！（皆川） 

 

ジュニアとご家族のペアでのダブルススクランブル戦 

夏休みに家族ゴルフ！「ハローキティ ジュニアカップ」を関東・関西で開催しました 

 

アコーディアWeb『今月の逸品グルメ』 

「調理長の腕自慢メニュー」を公開しました 

  

クラブ下取り査定額も10%UP！ 

「秋のクラブ買替え応援キャンペーン」 

まだ間に合う！ 

シルバーウィークWeb予約キャンペーン 

『牛タンシチュー』 2,270円（税込） 
石岡ゴルフ倶楽部 

キャンペーンに関するお問合せ・詳細は各ゴルフ場・練習場の 

ショップ「ゴルフレボ」のスタッフまで http://www.golfrevo.com/ 

「シルバーウィークキャンペーン」詳細はコチラ 
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150919-20150925-sw_play01_cp/ 

2015年9月19日（土）～25日（金）のシルバーウイーク期間中
のご予約＆プレーで1組2名様までご利用可能の「無料プレー
券」を抽選で10名様にプレゼント！シルバーウイークのプレー
はアコーディアWebからのご予約がおトクです！ 

その他のメニューはコチラ ※テーマ別に毎月更新！ 

http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html  

「5日間かけて
作る特製デミグ
ラスソースと、 
6時間煮込んだ
牛タンとのハー
モニーは最高
です。」 

調理長 
蝦名正人 

アコーディアWebで毎月更新しているレストランコンテンツ『今月の
逸品グルメ』の今月のテーマは「調理長の腕自慢メニュー」。その
土地の食材やご当地グルメ、自分の得意分野を活かした料理な
ど、創意工夫を重ねた一皿をご紹介します。 

レストランオリジナルの新商品、「粗挽きメンチカツ」が全国の運営
ゴルフ場で9月1日より販売開始しました！サクサクとした衣の食感
と、肉厚でジューシーな、昔懐かしい味をお楽しみいただけます。 

『粗挽きメンチカツ』  
価格 ： 1個259円 5個1,242円 
販売 ： 全国・通年 

2015年9月1日（火）～11月30日
（月）の期間、グループゴルフ場・
直営練習場にて「2015年秋のク
ラブ買替え応援キャンペーン」を
開催します。期間中に購入され
ると最大で27%のポイント還元！
大試打会も同時開催いたしま
す。さらに、キャンペーン期間中
はクラブ下取り（※）査定額が
10％アップ！この秋はクラブに
買替えのチャンスです。 

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「ハローキティ ジュニアカップ」を8月7日（金）
にグランベール京都ゴルフ倶楽部（京都府）で、8月27日（木）にはノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）で開催しまし
た。大会委員長として登場したキティちゃんにはキッズたちはもちろん大人も大喜び！2会場合計で29組・58名の方々にゴルフを楽
しんでいただけました。なお、「ハローキティ ジュニアカップ」は今後も開催を予定しております。 

ハローキティ ジュニアカップ 
 
今年から初開催！ジュニアとご家族の 
ダブルススクランブルゴルフ大会 
 
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 

※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。 

8月27日ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場での様子 アコーディア・キッズ http://www.accordiagolf.com/accordiakids/ 

※一部下取りを実施していない店舗も 

  ございます。 
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