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特集 
一度で二度おいしい！ 

天然温泉付きゴルフ場で心と体をリフレッシュ 

プレーの後に天然温泉を楽しめる！お風呂が自慢のゴルフ場を全国から厳選してご紹介 

 

pH8.8の弱アルカリ性でお肌の潤い

が保たれ、「日本三大美肌の湯」と

称される喜連川温泉を堪能できま

す。男女とも露天風呂とサウナ施設

を完備。併設するホテルでの宿泊

パックプランも充実してます。  

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=050 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=124 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=005 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=070 

最近のプレスリリース 

2015年11月2日 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」会員への新たな特典で女性ゴ

ルファーのゴルフ上達をサポート！さら

に、抽選でミスタードーナツカードが当た

る新規登録キャンペーンを実施 

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20151102162435.pdf 

新幹線停車駅のJR三島駅から車

で約15分（送迎バス有り） と、電

車でのアクセスも最高。男女共に

露天風呂があり、天気の良い日

は湯船から富士山を眺めながら

入浴が可能。 泉質はアルカリ性・

単純泉で、疲労回復、冷え性、神

経痛などの効果が期待できます。 

三島カントリークラブ （静岡県） 喜連川カントリー倶楽部＆ 

美肌温泉 ホテルきつれ川 

（栃木県） 

帝王ニクラウス設計、東北屈指の

チャンピオンコースでプレーした後

は自慢の天然温泉で疲れを癒して

ください 。泉質は等張性 アルカリ

性の高温泉。 

花の杜ゴルフクラブ （宮城県） 

★おすすめゴルフプラン 

11月・12月宿泊パック（1泊3食付、

夕食：牛すき焼きプラン ） 

平日 15,000円、土日 20,900円  

★おすすめゴルフプラン 

平日限定！ 

昼食＆おつまみ2品付きプラン 

8,960円～ ※3名以上 

★おすすめゴルフプラン 

11/24（火） ステーキデー 

約3,500円相当の山形牛ステーキが

割増無しで味わえる限定の1日！ 

7,260円（プレー・昼食ステーキ付き） 

フォレストみずなみカントリークラブ  （岐阜県） 

天瀬温泉カントリークラブ  

（大分県） 

「医学の湯」と言われる『天然ラドン

温泉』が大人気！クラブハウス3F

が宿泊施設となっており、宿泊ゴル

フも好評です。 

※ご宿泊ご希望の方は 

  ゴルフ場までご連絡ください。 

湯量も豊富なかけ流し温泉が楽し

めます。大分県の天ヶ瀬温泉は多

くの源泉とバラエティに富んだ泉質

が楽しめる温泉地。プレーの後に

は近隣の川湯や足湯にも足を運ん

でみては？  

★おすすめゴルフプラン 

シニア感謝デー 70歳以上3,900円 

11月6日（金）・30日（月） 

12月7日（月）・24日（木）・25日（金）  
※毎回好評のため、 

  お早めにご予約ください。 
※69歳以下の方も優待有り。 
  詳細はゴルフ場まで。 

これからどんどん肌寒くなってくる季節、ゴルフの後に温泉に入れたら嬉しいですよね。ゴルフに行ってみたらお風呂が 

温泉だった！という嬉しい経験もあるかと思いますが、次のラウンドは天然温泉を目当てに予約してみるのはいかがで

しょう？冷えてしまった体も温泉で温まってぽかぽかに！露天風呂で景色を眺めながらゆったりくつろぐのも素敵ですね。 

★おすすめゴルフプラン 

アコーディアWeb限定 

【直前割引】スタート時間限定・ 

昼食付プラン 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=050
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=124
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=005
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=070
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20151102162435.pdf
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HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 

硬いグリーンにプロの技！5打差以内に16人の大熱戦！ 
記念すべき第１回目の「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA 
GOLF」は、李京勲プロが-16で見事優勝され幕を閉じました。プロの活
躍の裏で、選手のためにコースを仕上げた当社のコース管理の奮闘ぶ
りや、会場で行ったさまざまなイベントをご報告します。 

ツアートーナメント会場に子供たちの歓声が！ 

トーナメントコースを仕上げたコース管理のウラ話 

カツカレー棒って何？？ 

グリーンはどれくらい硬かったのか?! 
大会期間中、選手たちから「今年のトーナメントでは一番硬いグ

リーン」とも評された石岡GCのグリーン。果たして、どれくらい硬

かったのでしょうか？日本ゴルフツアー機構（JGTO）からの指示

は、スティンプメーターで11ｆｔ(最大12ft）、中山式硬度計で25のコ

ンパクション。大会期間中の朝の計測は決勝の2日間を除き、12

の25と見事に予定通りの仕上がり。しかし、6日の晴天と強い風

でコンパクションは午後には27まで上がり、散水が検討されるこ

とになりました。コース管理責任者は「夜の気温が低いようなの

で散水は必要ないのでは？」とも考えましたが、JGTOとの協議

の結果、散水を実施。その後の天候もあり、決勝1日目が12の

24、雨の降った最終日は11.5の23.5となりました。 

選手の声によると、実際は硬度計の数字以上に硬く感じたようで

す。これは、エアレーションの孔に硬度計が刺さると数値が低くで

ることがあるのというのが原因かもしれません。（9月に3回、ムク

刃でエアレーションを実施。）グリーンの硬さは、世界のメジャー

競技でも話題になります。今回、硬く仕上がったグリーンへのトッ

ププロの挑戦が大会を盛り上げたことは紛れもない事実です。 

来年度は、今年以上の状態を目指し、さらに整備を進めます。 

バンカーもお色直ししていました 

石岡GCには特徴的なバンカーが多くあります。16番、17番の

グリーン周辺のアゴの高いバンカーもそのひとつ。石岡GCは

1994年の開場。バンカー周辺は、年数が経過するとプレーヤー

が打って飛び散った砂がグリーン方向に堆積し、そこに芝が根

付いていくことでその部分が盛り上がってきます。そうすると、

ナイスショットをしてもカップに寄らない、つまり、フェアではない

セッティングになってしまうのです。そこで、今年5月より、堆積

した砂を取り除き、元々の土の部分に芝を貼り直す作業をしま

した。大会前の作業中は、来場のお客様にご迷惑をおかけしま

したが、「ナイスショットにはご褒美がある」というジャック・ニク

ラスのコース設計の基本に戻ったといえます。 

将来のコースマネジャーを目指して！ 

トーナメントのためのコース管理作業は、他ゴルフ場の応援も

含めた総勢50名が、大会10日前から最終日の期間、夜明け前

から日が暮れるまで行いました。今年4月入社の新人たちは全

員が石岡GCに集結。バンカー作業を中心にシビアなトーナメ

ントセッティングを経験しました。手刈りで行うデリケートなグ

リーン整備作業は、周辺ゴルフ場から選抜された作業スキル

の最も高い者たちが担当。先輩の技を間近で見た新人たち

は、各ゴルフ場に戻っても、「来年はグリーン刈りを任されるよ

うになるぞ！」との心意気で日々研鑽してくれるはずです。そ

れが、グループ全体のコース管理技術の向上、ひいては、ゴ

ルファーの皆さまへの良質なコースコンディションの提供につ

ながっていきます。ご期待ください！ 

本トーナメントでは、当社は様々なイベントを企画・実施いたし

ました。女性ためのゴルフ情報サイト「L-Style」やジュニア登

録制度「アコーディア･キッズ」の登録者限定で募集した「トーナ

メント観戦ツアー」は大好評。それぞれ、38名、58名の参加者

が観戦のポイントを教わりながらゴルフ場内を巡りました。 

また、大人気だったのは「ハローキティ イベント」。キティちゃん

とロングパット対決をしたり、写真撮影をしたり、子供たちの笑

顔がはじけました。残念ながら、トーナメント会場で子供の姿を

見ることはあまりありません。「キティちゃんに会いたい！」とい

う理由で会場に足を運んでくれた子供たちも、ゴルフ場の美し

さとゴルフのおもしろさを感じてくれたはずです。 

今回、隠れた人気となっていたのが、17番グリーン横にグルー

プ会社である「ハーツリー」が出店したミニギャラリープラザ（飲

食売店）の「カツカレー棒」。カレールーとチーズを混ぜたライス

を豚のロース肉で巻き、衣をつけてあげたアイデアメニュー。

おいしさとワンハンドで食べられる手軽さがうけたようです。 

お客様だけでなく、トーナメントスタッフの間でも評判を呼び、

休憩時間にお店へ向かう人が続出。3日目終了時に大会用に

用意していたものが売切れてしまったため、最終日に向け、 

夜遅くまで追加で仕込みをしたほどです。 

僅差の2番人気は、肉巻きおにぎり。その他、ジューシーメンチ

カツ、気温の下がった最終日に数を伸ばしたスープ類が人気

でした。メニューの多くは、過去に

ゴルフ場で提供し好評だったメ

ニューを厳選したもの。 

今年、食べ損ねたあなた！ 

1年後には、忘れずに食べてみて

くださいね♪ 

大人気だったカツカレー棒 

大会中のコース管理作業の様子 

女性中心のL-Style観戦ツアー 
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キティちゃんとハイタッチ！ 
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 毎月1日更新のアコーディアWebレストランページ『今月の逸品グル

メ』、今月は皆さまの“食欲の秋”を満たす「メガ盛りメニュー」です。

総量1ｋｇを超えるからあげ丼など、通常の約２倍サイズのメガメ

ニューをご紹介！量はもちろん、味も満足していただけますので食

に自信のある方、ぜひトライしてみてはいかがでしょう！ 

アコナビ 2015年11月号  P3 

一度は食べてみる価値あり！ 
食欲の秋を満たす「メガ盛りメニュー」 

 

 

全国のゴルフ場で好評販売中のお土産商品「ボローニャデニッ

シュ」。そのおいしさはそのままに、お手軽なサイズと価格でお

届けするボローニャ・ジュニアが、ハローキティとコラボした可

愛い箱に包まれて新登場！お子さまやご家族、ご友人へのお

土産に喜ばれること間違い無しです。アコーディア限定のオリ

ジナルシールのおまけ付きなのでチェックしてみてくださいね。 

ハローキティ×ボローニャがコラボした 

ミニデニッシュパンが登場！ 

 

プレーヤー以外も利用OK！ 

「デザートバイキング」 

取手桜が丘GCで開催 

以前アコナビでご紹介しました大厚木カ

ントリークラブ（神奈川県）の「湘南フェア」

の第三弾が始まりました！相模縦貫道開

通を記念して実施したご当地メニューフェ

アです。期間限定のためお見逃し無く。 

好評につき第三弾！ 

大厚木CC「湘南フェア」 

取手桜が丘ゴルフクラブ（茨城県）ではレス

トランを開放し、デザートバイキングを開催し

ます！ゴルフ場に来たことの無い方も、この

機会にぜひ調理長が腕を振るって作った美

味しい自家製スイーツをご賞味ください。 

 

おおむらさきGCで初の 

弦楽三重奏ライブ開催！ 

「おおむらさきウィンターパーティ」 

開催日時 ： 12月8日（木）18：00-20：30 

場所 ： おおむらさきGC 2Fレストラン 

内容 ： ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロの 

   弦楽演奏＋着席ビュッフェパーティ 

料金 ： 男性6,500円 女性5,500円 

ご予約（Tel） ： 0493-56-5611 

詳細 ： http://www.omurasaki.com/ 

12月8日（木）、おおむらさきゴルフ倶楽部

（埼玉県）で弦楽三重奏の生演奏が聴け

るイベントを初開催します！着席で約300

名が収容できるレストランがコンサート会

場へと様変わり。和・洋・中とスイーツの

ビュッフェと共にお楽しみいただけます。 

お土産 

おつまみ 

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 

ハローキティ×ボローニャ 

ミニデニッシュパン 

価格 ： 756円 

サイズ ： 0.75斤 

販売 ： 全国運営ゴルフ場 

   レストラン 
★アコーディア限定★ 
オリジナルシール付き！ 
全4種類 （※１箱につき1枚） 

NEW 

※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 

デカッ！うまっ！鶏からあげ丼 

場所 ： セントラルGCNEWコース 

     （茨城県） 

価格 ： 1,944円 

テンボス風 山盛りちゃんぽん 
場所 ： ハウステンボスCC 

     （長崎県） 

価格 ： 1,512円 

ランチ 

大山豆腐の油揚げ 価格 ： 594円 

湘南名物釜揚げしらすをたっぷりのせました！ 

絶品ローストビーフ丼 価格 ： 1,998円 

ガーリックライスとベストマッチ！ 

平日 

限定 

ランチ 

ランチ 

「デザートバイキング」 

場所 ： 取手桜が丘GC ※常磐線藤代駅から3km 

日程 ： 11月22日（日）・23日（月） 

   12月24日（木）・25日（金） 

受付時間 ： 14時30分～16時30分（90分制） 

料金 ： 大人1,500円 小・中学生1,000円 
   ※未就学生無料 

内容 ： スイーツ・軽食合わせ20種類以上が 

   食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題 

お問い合わせ ： 0297-82-7300  

「真心込めた手作りの厳選デザートを種類

豊富にご用意しております。近隣にお住ま

いの方、美味しいスイーツと共にゴルフ場

で素敵な時間をお過ごしください。もちろ

んプレーヤーも大歓迎！」（調理長 福士） 

※価格は全て税込価格です 

「“長崎名物”にたっ

ぷりの野菜がスープ

に絡んで美味しく仕

上がってます」 

（調理長 田中） 

「とにかく大きな器の上

に塩味と醤油味の2種

のからあげが乗り、総

重量は1ｋｇ超えで

す！」（調理長 朝日） 

「湘南フェア 第三弾」 

場所 ： 大厚木カントリークラブ 

   本コース / 桜コース レストラン 

期間 ： 12月31日（木）まで 

平日 

限定 

ⓒ1976, 2015 SANRIO CO., LTD。APPROVAL No. G562392 

※10月開催時の様子 

http://www.omurasaki.com/
http://www.accordia.jp/restaurant/feature.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 】 

 27回更新した当社公式Facebookでのトーナメン

ト関連記事での一番人気は、矢野プロのスイン

グ画像を掲載した初日終了の感想記事で、次は

公式練習日の優勝副賞であるメルセデス･ベン

ツの搬入に関する記事でした。何に注目が集ま

るのか？Facebookは奥が深いです。（丸毛）  

オリジナルデザインのボールで差をつけろ！ 

運営練習場ショップで毎週末オウンネームボール販売会開催!!! 

初めて主催した男子トーナメント「HONMA 

TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」が無

事終了しました。新規開催ということもありひ

たすら走り続けてきましたが、今後は大会を通

じてゴルフの魅力を世の中にどう伝えていけ

るのか、考えていきたいと思います。（庄司） 

トーナメント期間中、休憩時間にはミニギャラ

リープラザに通い、ほぼ全種類制覇しました

（笑）私のおすすめは「メンチカツ」と「小美玉

ヨーグルト」！通常期間も石岡GCで販売して

いますので、ご来場の際ぜひチェックしてみ

てくださいね。（皆川） 

 

 

ゴルフの楽しさをやさしく解説 

ゴルフ無料体験セミナーを実施 

 

アコーディアWeb予約キャンペーン 

ベストシーズンにコンペはいかが？ 

10月29日にアコーディア・ガーデン南青山（東京都港区）にて、ゴ
ルフ初心者を対象とした「ゴルフ無料体験セミナー」を開催しまし
た。説明のわかりやすさで定評のあるアコーディア･ゴルフアカデ
ミー 中尾豊健ヘッドプロからのゴルフに関する講義（30分）の後、
インドア練習場でゴルフ体験という手軽ながら充実のイベントに
19名の皆さまが参加（男性9名、女性10名）されました。 
当社では、2009年から実施し、女性を中心にのべ1,300名以上の
ご参加をいただいているゴルフ場体験イベント「Easy Golf」を開催
しています。今回は、さらにゴルフを身近に感じていただこうとの
目的で開催しましたが、参加者の皆さまには大変好評でした。次
回以降の開催は未定ですが、少しでも多くのゴルフの種を撒いて
いくこのような活動を今後も続けていきたいと考えております。 

最近では、ご自分の名前やニックネーム、オリジナルイラストがプリ
ントされたボールを使用しているツアープロを見かけることも多くな
りました。メーカーのWebサイトを見ると、動物や星やハートのマー
クなどかわいい図柄がありますが、人と同じデザインもなあ・・・と
思ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。また、同じボール
を使っている方との区別で、ペンでボールに印をつける方も・・・ 
そんな方々におすすめしたいのは、オリジナルデザインのボールが
作れるオウンネームボール販売会。右記日程で、各地の運営練習
場で販売会を実施しますので是非お出かけください。イラストの持
込みも大歓迎です！ 
※イラストの種類によっては、プリントできない場合もありますので、スタッフまでご相談ください。 

 

ゴルフ無料体験セミナーの様子 

その場でオウンネームが印刷できるプリンター 
当社社内報「SHIBAFU」公認ゆるキャラ「しば～でぃくん」で 

ボールを作ってみました！ 

 

11/1（日）～11/3（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ水戸 

  茨城県水戸市渡里町3776-1 029-231-9211 

11/6（金）～11/10（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ柏 

  千葉県柏市藤ヶ谷325 047-191-0180 

11/13（金）～11/17（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ千葉北 

  千葉県千葉市花見川区犢橋町865 043-301-2323 

11/19（木）～11/24（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ船橋 

  千葉県船橋市坪井町1番地 047-410-8500 

11/26（木）～11/30（月） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ四街道ｻﾝﾋﾞｯｸ 

  千葉県四街道市大日771-1 043-423-2300 

12/4（金）～12/8（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ仙台泉 

  宮城県仙台市泉区野村字前河原14-3 022-375-0631 

12/12（土）～12/15（火） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ志津 

  千葉県佐倉市下志津1300  043-487-3336  

12/18（金）～12/23（水） ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ東京ﾍﾞｲ 

  東京都大田区大森東3-28-1 03-3298-5211 

【オウンネームボール販売会スケジュール】 

秋はゴルフのベストシーズン。秋晴れの空の下のゴルフは楽し

いですよね。仲間とコンペを企画されている方も多いのでは？ 

アコーディア･ゴルフ公式サイト「アコーディアWeb」では、対象

期間中にキャンペーンに応募の上、同サイトより3組9名様以上

でご予約＆プレーされた予約代表者様(幹事さん)全員（！）に

最大6,000ポイントプレゼントするキャンペーンを実施中です。

なんと、3組9名様以上で1,000ポイント、4組13名様以上で2,000

ポイント、5組17名様以上で3,000ポイントを予約代表者様(幹事

さん)にプレゼント！（ポイントカードのステイタスがシルバーも

しくはゴールド、ブラック、ダイヤモンドの方にはポイント2倍で

最大6,000ポイント）。ポイントを使ってコンペ賞品を買うもよし。

次回のコンペの資金にまわすもよし。賢

い幹事さんは必見です。 

プレー対象期間は、2015年12月31日ま

で。お早めにご予約ください。 

キャンペーンの詳細はこちら 
http://reserve.accordiagolf.com/
campaign/2015/20150827-20151231_akikanji/  

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150827-20151231_akikanji/
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150827-20151231_akikanji/

