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特集 シーズン到来！ゴルフ場で「秋」を感じよう 

 

特集② やっぱり食欲の秋！アコーディアWeb『今月の逸品グルメ』に「秋三昧メニュー」を公開 

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  

 

『ひたち鶏の釜飯御膳』 1,836円（税込） 

石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース 

『藤原御膳』 1,836円（税込） 

藤原ゴルフクラブ 

『せいろ蒸御膳』 1,620円（税込） 

やしろ東条ゴルフクラブ 

目で楽しみ、食べて喜んで頂きた
いと思い作りました。さくさくしたカ
キ揚げとトロトロ茶碗蒸しも一緒
にどうぞ。（調理長 岸本） 

秋刀魚、サーモン、きのこ、松茸
の土瓶蒸しなど、秋の味覚を一度
に楽しめる御膳を花かごに盛り付
けました。（調理長 濱口） 

ひたち鶏の煮汁で味付けした釜飯
には松茸、天ぷらには舞茸、お造
りにはサーモンと、秋の味覚たっ
ぷりの御膳です。（調理長 飛澤） 

 

軽井沢にほど近く、秀峰・妙義山の山懐に広がるチャンピオンコース

「妙義カントリークラブ」で大パノラマの紅葉を満喫！プレー後は、ホテ

ルの天然温泉「長寿の湯」での癒しのひとときをお過ごしください。 

妙義カントリークラブ/妙義グリーンホテル（群馬県） 

 

 

おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県） 

花生カントリークラブ（千葉県） 

特集① 紅葉が楽しめるゴルフ場をご紹介！のんびり観光ができる宿泊ゴルフもおススメです 

 http://www.omurasaki.com/ 

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

10月1日より2組以上からの「ミニコンペプラン」を実施中。（平日6,000
円～、土13,500円～、日祝11,500円～※昼食・お土産付き）鴨川CC併
設の鴨川カントリーホテルのゴルフパックもおススメです。プレー後は
近隣の観光スポット「養老渓谷」にて紅葉をご堪能いただけます。 
※プラン詳細はゴルフ場（0470-83-1111）までお問い合わせください。 

「養老渓谷」紅葉ライトアップ 

（見ごろ：11月中旬～12月上旬）  

名物ホール No15 

※池補修工事完了 

妙義温泉ゴルフ宿泊プラン（1泊3食1Rセルフプレー） 

プレー後、浴室にて窓の外の池ともみじの眺めをお楽しみいただけ
ます。また、少し足を運ぶと秩父の各所に紅葉の観光スポットがあ
り、例年10月下旬から11月下旬にかけてが見ごろ。秩父にはグルー
プコースの彩の森CCもあり、おトクに宿泊・プレーも可能。 

中コースNo9 浴室前池 

気温も低くなり、だんだん秋らしくなってきました。ゴルフ場の豊かな自然の中で広がる素晴らしい紅葉を眺めたり、 

またプレー以外にも食事、温泉、観光など…秋ゴルフには楽しみがいっぱい！今回はこの季節にぴったりなゴルフ場

をご紹介します。ベストシーズンにぜひ、秋を味わいながらゴルフを満喫してはいかがでしょう？ 

期間 ： 2015年10月1日（木）～12月25日（金） 

料金 ： [平日泊+平日プレー] 14,520円 

     [平日泊+土日祝プレー] 19,920円 

     [土・祝前日泊+土日祝プレー] 22,080円 ※すべて税込 
※夕食はバイキング（追加料金でフリードリンク/和洋会席コースに変更可能） 

※ロッカーフィ216円は別途 ※2Bの場合は追加料金 

※詳細は妙義グリーンホテル（0274-73-4111）までお問い合わせください。 

http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
http://www.omurasaki.com/
http://www.myogi-hotel.com/golf.html
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ついに開幕「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」 

アコーディア・ゴルフの“チャンピオン オブ クラブチャンピオンズ”がプロに挑む！！ 

 

女性、ジュニア対象「トーナメント観戦ツアー」を実施！！ 

アコーディア・ゴルフ会員No.1が決定！次は男子ツアーに挑戦 
年に1度のアコーディア・ゴルフ会員No.1を決める大会「メンバーズチャンピオンシップ」の全国決勝大会が9/22（火）と9/23（水）の
二日間、2016年9月に日本シニアオープンの開催が決まっている習志野カントリークラブ キング・クィーンコース（千葉県）で開催さ
れました。今年で記念すべき10回目となる本大会は、初日にゴルフ場予選、地区予選と勝ちあがってきた会員様による「メンバー
部門」、二日目にグループゴルフ場のクラブチャンピオンが一同に介して、アコーディア・ゴルフのクラチャンのNo.1を決める「クラ
チャン部門」と、二人のNo.1が決定しました。それぞれの大会の上位者は10月2週目に本間ゴルフ様と当社の共催で開催される男
子ツアー「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」に参加します。 

【優勝】 金子 信一 様 （佐原CC/千葉県） 
【準優勝】 渡辺 顯展 様 （ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場/埼玉県） 

【第３位】 力丸 勇気 様 （レインボースポーツランドGC/宮崎県） 

< 副  賞 >  
HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 

上位20名 オフィシャルプロアマご招待 

【優勝】 中村 正美 様 （小田原GC松田C/神奈川県） 
【準優勝】 田中 良博 様 （寄居CC/埼玉県） 
【第３位】 吉岡 進 様 （さいたまGC/埼玉県） 

アコーディア・ゴルフが運営する、女性のためのゴルフ情報サイト「L-Style」と登録ジュニアゴルファー制度「アコーディア・キッズ」で
それぞれ、本トーナメントの観戦ツアーを実施します。すでにそれぞれ定員100名に近い人数の応募を頂いております。入場料は
無料で、スタッフが“トーナメント観戦方法”を説明しながら会場をご案内します。ツアー終了後も、引き続き自由に観戦していただく
ことができます。ゴルフ場でプロのプレーを見ることで、女性とジュニアによりゴルフに親しんでもらいたいと思います。 

【開催日】  10月9日（金） L-Style 

   10月10日（土） アコーディア・キッズ 

【開催場所】 石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

【料金】  無料（1組最大5名まで） 
    ※現地までの交通費、昼食は自己負担 

    ※おみやげあり 

    10時にゲート集合 トーナメントの熱き戦いを観戦 

タッフが帯同し、解説します。 
ツアー終了後解散となりますが、
引き続き各自で観戦できます。 

見渡す限りの芝生に子どもは喜
ぶこと間違いなしです！ 

< 副  賞 > 
HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 

1～3位 本戦出場権獲得 
4～7位 マンデートーナメント出場権獲得 

プレーオフ1ホール目でバーディを奪い、優勝した金子信一様 

「このような素晴らしく速いグリーンはなかなか経験できないのでとても良い経

験となりました。パッティングが難しかったですが返しのパットが上手く入りまし

た。プレーオフも初めての経験でしたが、思い切り振っていったことが良い結果

になりました。プロアマに参加したら、プロの打つ素晴らしいボールを間近で見

て、ワザを盗んでモノにしたいです！」 

本戦出場権を獲得した（左から）田中様、中村様、上野様※ 

「アコーディア・ゴルフグループの他のゴルフ場のクラチャンが集まり、親睦を深める

ことができたのは非常に良い経験になりました。これをきっかけに研修会の対抗戦な

ど始められたらと思います。今日はゴルフ場の看板を背負ってプレーしましたが、次

は男子ツアーに出場ということで、アコーディア・ゴルフ全ゴルフ場の看板を背負って

頑張ります！」（優勝中村様） ※3位の吉岡様が辞退のため4位上野様が繰り上げ 



 

千葉県佐倉市の大型練習場が、10月1日（木）より「アコーディア・ガーデン志津」としてリニューアルオープンしました。
100打席、250ヤードのドライビングレンジに加え、最大163ヤード、戦略性に富んだ美しい9ホールPar27の林間コースが
併設されていることが一番の特徴です。ゴルフレンジで練習した成果を、ショートコースですぐに確認する、といった本格
的かつ効率的な練習が楽しめます。ぜひお越しいただき、ゴルフ一色の時間を過ごしてみるのはいかがでしょう？ 
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本格的ショートコース併設の練習場小田急志津ゴルフクラブ（千葉県）が 
10月1日（木）より「アコーディア・ガーデン志津」としてリニューアルオープン！ 

 

台風18号に伴い関東・東北地方で起きた豪雨により被害
にあわれた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 
鬼怒川の決壊により被害を受けられた茨城県常総市と同
じ茨城県内にある石岡GCで開催する男子ゴルフトーナメ
ント『HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF』で
は、会場内で義援金募金を行うなど、少しでも被害にあわ
れた方々への援助の一助となる活動を行います。皆さま
の温かいご支援をよろしくお願いいたします。 
被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

平成27年台風第18号等大雨災害 
トーナメント会場にて義援金を受付 

 

お申込み受付開始1週間でキャンセル待ち！ 

ピンクリボンガールズゴルフ2015 

アコーディア・ゴルフが2010年から取り組んでいるピンクリ
ボン応援活動の一環として実施している女性だけのゴルフ
場貸し切りチャリティイベント「ピンクリボン ガールズゴルフ」
を、今年は11月23日（月・祝）にラ・ヴィスタゴルフリゾートで
開催します！お申し込み多数により、受付開始1週間で 
すでにキャンセル待ちとなっている人気のイベントです。 
なお、このイベントの収益金の一部、及び参加者からの募
金を財団法人日本対がん協会に寄付します。  

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場にて冠水の被害があ
り、一部コースがクローズしておりましたが、ゴルフ場スタッフ
や近隣グループゴルフ場スタッフの懸命な復旧作業により、 
9月18日（金）から営業を再開しております。 
クローズ中はご不便をおかけし申し訳ございませんでした。 
なお、現在グループゴルフ場はすべて通常営業しております。 

復旧作業時の様子 ノーザンカントリークラブ 
錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県） 

本格的林間コース9ホールのショートコース 

なだらかな丘陵地に、池、樹木などを大胆にレ

イアウトし、ゴルフの楽しさ、難しさが実感でき

る戦略性に富んだ、美しい林間コースです。フ

ロントティとバックティでは、同じホールとは思

えない表情を見せます。2ラウンド18ホールを

ラウンドすれば本コースで味わう充実感、

ショートコースならではの楽しさ、難しさが楽し

めます。（9HPar27、最大163ヤード） 

100打席、250ヤードのロングドライビングレンジ 

全打席フルオートティアップ方式で、いつでも快

適＆スムーズに実力アップ。100ヤードまで天

然芝仕上のフェアウェーは、ラウンド前の腕慣

らしに最適です。12月初旬には打席システムを

変更し、『ICカード』化予定です。変更後はア

コーディアポイントプログラムが使用可能となり

ます。 

※その他、練習グリーン・練習バンカー有り 

現在のグループゴルフ場の運営状況 ： 全コース通常営業 

アコーディア・ガーデン志津 料金表等、詳しくはコチラ 
http://www.accordia.jp/practice/shizu/index.php 

住所：千葉県佐倉市下志津1300 

Tel：043-487-3336 

営業時間：（平日）8：00～23：00 

       （土）6：00～23：00 

       （日祝日）6：00～22：00 

アクセス：（車）東関東自動車道 

         「四街道」ICから約10分または 

         「千葉北」ICから約15分 

   （電車）京成本線「ユーカリが丘」駅または 

          「京成臼井」駅からタクシーで約5分 

ピンクリボンガールズゴルフ2015 

【開催日】 11月23日(月・祝) 
【場所】 ラ・ヴィスタゴルフリゾート（千葉県） 

【料金】 18,860円 （昼食・パーティ代、税込） 

【定員】 112名 ※女性限定 

【内容】 ①18Ｈスループレー（セルフ） 

      ②往復送迎バス、乳がん無料検診券などのお土産付き    

      ③ハマサイトクリニック院長 吉形先生による講演会 

      ④豪華賞品あり！ 

詳細 http://www.lstyle-accordiagolf.com/pinkribbon/detail.html 

昨年開催時の様子 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 

吉形玲美先生 

http://www.accordia.jp/practice/shizu/index.php
http://www.lstyle-accordiagolf.com/pinkribbon/detail.html
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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 】 

 
いよいよ、石岡GCでのトーナメントが開催されま

す。大会期間中、いいお天気が続いて、プロの

熱戦とコースを皆さんに楽しんでいただきたいで

す。個人的には、目標だった大会までのダイエッ

トが失敗に終わったので、TVに映り込んだりしな

いように気をつけます（笑）         （丸毛） 

矢野東プロや若林舞衣子プロと一緒に 

ラウンドができるスペシャル企画！！ 

日本のゴルフ場数が約2,400。今年のJGTO国

内試合数が24試合なのでトーナメントが開催

されるコースはわずか１％です。その１％に石

岡GCが再び選ばれたことを嬉しく思います。

「トロフィア・ゴルフ」が広まりますように（庄司） 

秋は過ごしやすくゴルフにも最適で、一番好

きな季節です。「食欲の秋」は関係無く年中

食欲は旺盛ですが…。さて、来週の今頃は

トーナメント真っ最中。初めてのトーナメント

なので、ドキドキワクワクしています。皆さま

ぜひ遊びに来てください！   （皆川） 

  

家族を繋ぐおいしい贈り物 

ウィンターグルメギフト販売開始！！ 

 

 

話題の家電やキャメロンのパターが当たる

チャンス！？“謝恩祭 大抽選会”を開催！！ 

アコーディアWEB予約代表者様に 

抽選で1,000ポイントプレゼント 

対象期間中にキャンペーンに応募の上、アコーディアWEBより

ご予約＆プレーされた予約代表者様の中から抽選で合計

3,000名様（毎月1,000名様）に1,000ポイントをプレゼントいたし

ます。 

【申込期間】10月1日（木）～12月15日(火) 

【配送期間】11月1日（日）～12月27日(日) 

【商品詳細・お問合せ】ゴルフ場レストランまたは下記ギフト担当窓口まで 

ギフト担当窓口（株式会社ハーツリー）Tel：03-6688-1330（平日10：00-17：00） 

アコーディア・ゴルフ（AG）が契約するトーナメントプロと一緒にプ
レーができる年に一度のスペシャルイベント「プロとラウンドSpecial」
も今年で6回目。毎年たくさんのお客様からご好評をいただいていま
すのでお早めにお申込みください！ 

golfrevoでは日頃のご愛顧に感謝をこめて、「謝恩祭 大抽選

会」を開催いたします。期間中、ショップ商品を税別3,000円以

上ご購入で当たりくじ付き応募券を1枚進呈。さらに応募券1枚

につき1回、抽選会に応募することができるダブルチャンス！お

得なこの機会をお見逃し無く！ 

【開催日】  12月11日（金） 

【開催場所】 相武カントリー倶楽部（東京都） 

【参加プロ】 冨永浩、矢野東 

   若林舞衣子、東浩子（順不同、敬称略） 

【料金】 AG グループゴルフ場会員 19,000円（消費税別） 

      上記会員同伴者       32,000円（消費税別） 

【募集人数】  24名（8組） ※プロのペアリングは当日朝、抽選で決定 
※ご応募は、PCサイトのMy 

ACCORDIAからのみ可能で

す。モバイルサイトからは 

ご応募いただけません。 

※10月分の抽選は10月のプ

レー、11月分の抽選は11月の

プレー、12月分の抽選は12月

のプレーが対象です。 

▼イベントの詳細はコチラ 
http://www.accordia.jp/event/pro_sp_151211/index.php 

【開催期間】 10月1日（木）～11月30日（月） 

【概要】  ３つの「当たる！？」でトリプルチャンス 

 ①その場で「ショップ10％割引券」等が当たる！？ 

 ②抽選でレイコップやキャメロンのパターが当たる！？※1 

 ③賞に外れた方から抽選でPROV1ボールが当たる！？※2 

▼イベントの詳細はコチラ https://www.golfrevo.com/ 

※1 専用WEBサイトにアクセスし、応募券裏面のシリアルコードを入力して応募。 

※2 ②の賞に外れた方から抽選 

10月1日（木）よりウィンターギフトの取扱いを開始しました。ゴル

フ場のお土産でもダントツ一番人気のオリジナルコロッケをはじ

め、新しくメンチカツも仲間入り。また、クリスマスケーキやおせ

ちなどこれからの時期に向けて、様々な商品をご用意いたしまし

た。1度に5品以上の購入で同時購入された全商品が10％OFF

になるなど、特典も満載です。 

岡山県邑久産カキフライ 

価格：4,300円 

ホテルオークラ ショコラ 

フランボワーズ 

価格：4,970円 

代官山 TATSUYA KAWA-

GOE 和洋おせち 二段重 

価格：17,300円 

【プレー対象期間】  10月1日(木) ～ 12月31日(木)  

【キャンペーン応募期間】 12月31日(水)まで 

▼キャンペーンの詳細はコチラ 
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20151001-20151231-1000pt-autumn/ 
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