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特集 
初打ちは “１位”のゴルフ場で縁起良く 

アコーディア・ゴルフ 部門別チャンピオン 
新年明けましておめでとうございます。2016年となりました。初打ちのご予定はお決まりでしょうか。まだ決まっていない 

ゴルファーのために、アコーディア・ゴルフグループのゴルフ場の中で、様々な部門で“１位”のゴルフ場をご紹介します。 

“１位”のゴルフ場で初打ちをして、今年１年、仕事でもゴルフでも“１位”になれると良いですね。 

あなたのゴルフに合わせてお好きな“１位”をお選び下さい 

お客様レビュー【総合4.7・コース4.6・食事4.5・接客4.7】 

万壽ゴルフクラブ（奈良県） 

併設ホテルが人気 

鴨川カントリークラブ（千葉県） 

お客様の約5人に1人が女性という、女

性に人気のゴルフ場です。併設ホテル

を利用した宿泊パックが人気です。 

【オススメプラン】 

 1泊3食付1ラウンドプラン 

 平日13,800円～（昼食付） 

若いゴルファーが集まる！ 

大和高原カントリークラブ（奈良県） 
お客様の約3人に1人が30代以下。 

フェアウェイの横幅は110ヤードと圧

倒的に広く、飛ばしを求める若年ゴ

ルファーが集まります。 

【オススメプラン】 

 コンペスタンダードパック 

 平日5,970円～（昼食付、パーティ代含） 

当社公式サイト「お客様レビュー」の評価5項目のうち4項目でグループコース

トップの評価を頂きました。コース、食事、接客と、評価頂いたサービスを  

ぜひご体感ください。「和」テイストのクラブハウスから見える景観が気分を高

揚させ、標高500m以上のコースでは関西では珍しく池を配置したレイアウト

が日本庭園を思わせます。トーナメントの開催実績もあります。 

【オススメプラン】（3月11日（金）まで） 

 月・金   8,980円（昼食付・セルフプレー） 

 火・水・木 12,490円（昼食付・キャディ付） 
  ※セルフプレーは月・金のみ 

【トーナメント開催実績】 
1992年 関西オープンゴルフ選手権競技 

1997年 樋口久子・紀文クラシック 

1994年から21回続いた、つるやオープ
ンのほか、日本プロゴルフ選手権や
ABCカップ日米ゴルフ対抗戦と合計29
回のトーナメントが開催されました。 

公式競技を含む29回の開催実績 

山の原ゴルフクラブ（兵庫県） 

【オススメプラン】 （山の原コース） 

 2/6（土） ボール祭り 17,050円 

 （昼食付、キャディ付、ボール1ダース） 

トーナメント

最 多 開 催 
高低差65.8メートルの打ち降ろし！ 

秩父国際カントリークラブ（埼玉県） 

豪快な打ち降ろしが次々と体験で
き、爽快なティーショットが人気のゴ
ルフ場です。打ち込みと打球事故に
は細心の注意を！ 

【オススメプラン】 

 平日感謝デー 4,380円（昼食付） 

 1/6（水）～ 食事もついてこのお値段！ 

高 低 差 

最 大 

3 0 代 以 下 
来場比率一位 

女 性 来 場 

比 率 一 位 

公 式 サ イ ト の 「 お 客 様 レ ビ ュ ー 」 

5 部 門 中 4 部 門 で 一 位 を 獲 得 

最古のゴルフ場で歴史を感じる 

愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県） 

グループコースの中で開場が1960年と最も

古く今年で57年目を迎えます。 

大阪からのアクセスの良さが抜群で、電車と

路線バスで1時間以内で到着します。 

【オススメプラン】 

 昼食付プラン 平日7,380円～ 

   土日祝10,480円～ 

開 場 年 

最 古 

全長7,239ヤード 

フォレスト芸濃ゴルフクラブ（三重県） 
フルバックティからの距離が7,239ヤード

とグループコースの中で最も距離が長

いゴルフ場です。その長さにチャレンジ

すべく日々ゴルファーが集まります。 

【オススメプラン】 

 月に１日限定の「感謝デー」 

 2/2（火）,3/1（火） 5,380円（昼食付） 

※フルバックティは1～3月の平日“アコナビ”を見たで利用可能。但しハーフ2時間15分でラウンドできる方に限ります 

ヤーデージ 

最 長 

和風のクラブハウス 景観が美しい 16番 Par3 
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契約プロと一緒にラウンドができる！ 

「2015 プロとラウンドSpecial」開催 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

A・B 

【A】 ゴルフデビューイベント “Easy Golf” 
 10日（日） アクアラインGC （千葉県） 8,000円 
 16日（土） 愛宕原GC （兵庫県） 6,00円 
 24日（日） アコーディア・ゴルフガーデン （千葉県） 6,500円 
 http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/ 

【B】 ジュニア対象ハーフコンペ “アコーディア・キッズコンペ” 
 10日（日） ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 （埼玉県） 
 キッズ 3,780円（9Hプレー代・パーティ代・参加料込）  
 保護者  669円（パーティ代） 
 http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe_161110/ 

アコーディア・ゴルフ 

2016年1月 イベントカレンダー 

ゴルフビギナーのコースデビューをサポート！ 

第1回「はじめてのゴルフラウンド」報告 

A 

A 

2015年12月26日（土）にアクアラインゴルフクラブにて、ゴルフ
パートナー×アコーディア・ゴルフの第1回「はじめてのゴルフラウ
ンド（はじラン）」を開催いたしました。「はじラン」はゴルフビギナー
のゴルフラウンドデビューをサポートするプロジェクトです。今回は
15名のゴルフビギナーが本イベントに参加。アコーディア・ゴルフ
所属プロによるレッスンやゴルフパートナーのスタッフの方々から
の全面サポートもあり、皆さんとても楽しくコースデビューが出来
ました。次回は3月に関東・関西の2箇所で開催いたします。 

「第1回 はじめてのゴルフラウンド」 

イベント概要 

開催日 ： 2015年12月26日（土） 

場所 ： アクアラインゴルフクラブ （千葉県） 

参加者 ： 15名 （男性8名、女性7名）  

参加費 ： 6,000円（税込） 

  ※練習場利用料、レッスン料、コース利用料、 

    昼食代含む。無料レンタルクラブ有り。 

スケジュール ：  

  12：00 現地集合 

  12：30 オリエンテーション、昼食 

  13：30 レッスン開始 

  15：00 コース体験レッスン（3H） 

  16：30 レッスン終了、解散 

今後の開催予定 ：  

  第2回 2016年3月19日（土） 愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県） 

  第3回 2016年3月26日（土） アクアラインゴルフクラブ（千葉県） 

お申し込み方法 ：  

  ゴルフパートナー各店舗にある専用お申込用紙を管理店舗にFAX 

http://www.golfpartner.co.jp/ 

第1回「はじラン」の様子 

【C】 “ダブルススクランブルゴルフ大会” 
 11日（月祝） 取手桜が丘GC （茨城県） 
 14,500円（セルフプレー代、昼食代、参加費、パーティ代、税込）  
  http://www.accordia.jp/event/ds160111/ 

C 

アコーディア・ゴルフは2016年1月4日（月）より、女性ゴルファー
へのサポートと次世代ゴルファー育成の啓蒙活動の一環とし
て、L－Style登録者、アコーディア・キッズ登録者とその同伴者
（2親等以内）に対して、冬季ラウンド優待をスタートいたします。 
L-Styleは全国117コース、アコーディア・キッズは120コースが対
象。平日、土日ともにおトクな料金でラウンドができますので、こ
の機会をお見逃しなく！この冬は家族ラウンドがおススメです。 

「アコーディア・キッズ＆L-Style会員 冬季優待料金」 概要 

対象日 ： 2016年1月4日（月）～3月18日（金） 

対象者 ： アコーディア・キッズ登録者＋同伴者（2等親以内のご家族） 

       L-Style登録者 

対象コース、料金、詳細 ：  

 キッズ    http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/1512cp_kids/ 

  L-Style  http://www.lstyle-accordiagolf.com/campaign/Kitty/course1.html 

【L-Style】 

ゴルフが大好きな女性ゴルファーをサポートする、女性のためのゴル

フ情報サイトです。女性ゴルファーのためのキャンペーンやイベントは

もちろん、まだクラブを握った事の無い方や、コースに出たことの無い

初心者の方でも気軽に参加できるイベントもご紹介。  

登録はこちら https://lstyle-accordiagolf.com/member/ 

【アコーディア・キッズ】 

18歳未満の方を対象としたアコーディア登録ジュニアゴルファー制度

です。春休みと夏休みの期間、全国の運営ゴルフ場で14時以降は

1,000円、16時以降は無料でラウンドが可能。直営練習場では60分間

の打ち放題が500円で利用できます。 

登録はこちら http://www.accordiagolf.com/accordiakids/about.php 

 2015年12月11日（金）に相武カントリー倶楽部にて「2015プロとラ
ウンドSpecial」を開催いたしました。本イベントはアコーディア・ゴ
ルフが運営するゴルフ場に所属する会員限定の毎年恒例のス
ペシャルイベントです。参加プロはアコーディア・ゴルフ契約の冨
永 浩プロ、矢野 東プロ、若林舞衣子プロと、特別参加の三塚優
子プロの4名。参加した方々からは、ツアーの一線で活躍する
トッププロのゴルフを身近で感じ、改めてゴルフの奥深さに気が
付かされたという喜びの声が寄せられました。その日の懇親会
ではプロに積極的にアドバイスを求めたり、一緒に写真を撮る
姿が随所で見受けられ、また逆にプロからも参加者への質問が
飛び交うなど、和気藹々とした楽しいひとときを過ごしました。 

「2015 プロとラウンドSpecial」 

イベント概要 

開催日 ： 2015年12月11日（金） 

場所 ： 相武カントリー倶楽部 （東京都） 

内容 ： お客様3名とプロ1名で 

     9ホールをラウンド 

     アトラクション「プロとニアピン勝負」 

      ※プロのペアリングは当日抽選 

参加プロ ： 冨永浩プロ 

        矢野東プロ 

   若林舞衣子プロ 

   三塚優子プロ（特別参加） 

参加者 ： アコーディア・ゴルフが運営する 

    ゴルフ場の会員（同伴1名まで可） 

    先着24名 

参加費 ： 会員 19,000円（税別） 

      会員同伴ゲスト 32,000円（税別） 懇親会の様子 

サイン入り記念写真をプレゼント 

同伴プロとの記念写真 

アコーディア・キッズ、L-Style会員対象 

「冬季ラウンド優待料金」のご案内 

http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe_161110/
http://www.golfpartner.co.jp/
http://www.accordia.jp/event/ds160111/
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/1512cp_kids/
http://www.lstyle-accordiagolf.com/campaign/Kitty/course1.html
https://lstyle-accordiagolf.com/member/
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/about.php
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ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 
「ニッポン全国鍋グランプリ2016」出場決定！ 

 

 

「ゴル飯（めし）プロジェクト」第3弾メニュー販売開始 食卓を彩る！ゴルフ場レストランの「お楽しみ福袋」 

 

各ゴルフ場レストランでなんと豪華食材の「お楽しみ福袋」を販売
中！松阪牛のすき焼き肉やハンバーグが入った「松阪牛福袋」、
ズワイガニの入った「海鮮福袋」などをご用意しております。予約
制でご希望の日時・場所にお届け！期間は2月14日（木）まで。 

毎年恒例！節分「恵方巻＆肉太巻」販売のお知らせ 

 

 

ご当地鍋日本一を決めるコンテスト「ニッポン全国鍋グランプリ」
にノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）が出場することが決まり
ました！地元の食材を使用しながらゴルフをイメージした盛り付
けの“あったか家族鍋”で出店します。60チームの中から上位3
位に選ばれた鍋料理は2020年のグランドチャンピオン大会への
出場権を獲得します。皆さま応援よろしくお願いいたします！ 

2016年新春！レストランの新情報を一挙大公開！ 

ゴルフショップ「golfrevo」よりこの冬イチオシ商品のご紹介 

伝統と格式のゴルフに新しい風を吹かせるべく誕生し、若いゴル
ファーを中心に人気が高まっているゴルフウェアブランド『ラッセル
ノ』とgolfrevoがコラボした新商品が登場！コースで映える色どりと
インパクトのあるデザインの「ラッセルノヘッドカバー」は同伴者か
ら注目の的！個数限定販売なのでお早めにお求めください。 

いつでもどこでも置くだけで安定感抜群のティアップが実現す
るアコーディアオリジナル「置くティ」は、冬に大活躍すること間
違いなし！首振ヘッドで飛びにくくなりさらに使いやすくなりまし
た。お手ごろ価格の1個150円（税込）なのでぜひ一度、お試しく
ださい。快適ティアップにやみつきになるかも？ 

TROPHIA 

GOLF 

限定ランチ 

ゴル飯プロジェクト第3弾メニュー 「海鮮ビビンバ茶漬け」 
販売場所 ： 石岡GC（茨城県）、習志野CCキング・クイーンC（千葉県） 

販売期間 ： 2016年1月12日（火）～2月29日（月） 

価格 ： 1,695円（税込） ※石岡GCは1,730円（デザート付き） 

ゴルファーの健康作りとゴルフプレーをサポートする「ゴル飯
（めし）プロジェクト」第3弾メニューが決定！管理栄養士の椎
橋聡子氏が監修した「海鮮ビビンバ茶漬け」は、代謝と免疫力
をアップさせるメニューでまさに冬ゴルフに最適です。ぜひ
TROPHIA GOLFのゴルフ場でお試しください！ 

販売場所 ： アコーディア・ゴルフが運営するゴルフ場レストラン 

販売期間 ： 2016年1月30日（土）～2月3日（水）まで 

        ※1月7日（木）より予約受付開始 

極太仕立て「恵方巻」 

価格 ： 1,080円（税込） 

直径約8ｃｍ、長さ約20ｃｍ 

黒毛和牛使用「肉太巻」 

価格 ： 1,512円（税込） 

直径約8ｃｍ、長さ約20ｃｍ 

※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます 

※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 

新春！お楽しみ福袋！ 
販売場所 ： アコーディア・ゴルフが運営するゴルフ場レストラン 

販売期間 ： 2015年1月1日（金）～2月14日（日） 

お届け期間 ： 1月10日（日）～3月31日（木） 

※画像はイメージです 

※一部お取り扱いしていない 

  ゴルフ場もございます 

※内容・価格はゴルフ場により 

  異なります 

速報 

アコーディア・ゴルフ限定 「ラッセルノ（Russeluno） ヘッドカバー」  アコーディア・ゴルフ オリジナル 「置くティ」 

（写真左）ドライバー用 

   価格 ： 6,480円（税込） 

（写真右）フェアウェイウッド用 

   価格 ： 5,940円（税込） 

体を温める野
菜(キムチ等)で 

代謝UP！ 

良質なたんぱく質
(まぐろ、えび等)
で免疫力UP！ 

エゴマオイル等
抗酸化食材で肌
の老化を防ぐ！ 

置くティ 

価格 ： 1個 150円（税込） 

高さ  ： 赤 44mm 

   オレンジ 40mm 

↑使用イメージ 

ニッポン全国鍋グランプリ2016 （ご当地鍋日本一決定戦） 
日時 ： 2016年1月30日（土）～31日（日） 10時-15時 
開場 ： 和光市役所内「市民広場特設会場」 

内容 ： 全国ご当地鍋（60点）による鍋料理コンテスト 

グループ名 ： チーム錦ヶ原 

出店鍋 ： ゴルフ場で食べられる 

       “炙りタマシャモのあったか家族鍋” 

※埼玉地鶏タマシャモと地産野菜をゴルフを 

  イメージした盛付けに仕上げた鍋 

大会詳細 http://wako-sci.or.jp/wp-content/uploads/2015/06/p2016.jpg 

福袋プラン（例） 
① 松阪牛福袋 
② 海鮮福袋 
③ スイーツ福袋 

※商品に関するお問合せ、ご注文は 

 全国の運営ゴルフ場、練習場で展開 

 するショップ「golfrevo」スタッフまで 

※現在R&A未公認のため 

  公式競技では使用できません 

http://wako-sci.or.jp/wp-content/uploads/2015/06/p2016.jpg


■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/ 

 
甥がセンター試験を受けます。私の受験の思い
出は、試験当日に母が持たせてくれたサンドイッ
チと温かい紅茶の入った赤いチェックの水筒。4
月から大学生になる甥と海外へ旅立つ家族の挑
戦にエールを送りつつ、自分もチャレンジングな
目標を達成する1年にします！（丸毛） 

初詣は地元の神社に行きました。その帰り道、

ゴルフ場に勤務していた時の会員様とばったり

遭遇しました。当時から同じ町内ということで話

はしていたのですが、震災でゴルフ場から異動

したときは挨拶もできないまま突然の別れだっ

たので5年越しの奇跡に感動しました。（庄司） 

1月3日に打ち初めに行ってきました！お天

気に恵まれ、冬だということを忘れそうなくら

いのぽかぽか陽気。ゴルフ場では嬉しい振

る舞い酒をいただき、（スコアはさておき）幸

先の良いスタートが切れた気がします。今

年もよろしくお願いいたします！（皆川） 

 謹    賀    新    年 

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年も皆さまにご満足頂けるよう様々な情報を発信してまいります。 

本年は9月15日～18日に習志野カントリークラブ キング・クイーンコースで「日本シニアオープンゴルフ選手権」 

10月6日～9日に石岡ゴルフ倶楽部で「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」を開催致します。 

皆さまのご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

コース管理は日進月歩！ 
気候変動への対応を、科学的に研究中です！ 

 

暖房があれば練習だって苦にならない 
あったか打席の練習場で冬の間に猛特訓！ 

アコーディア・ゴルフが運営する直営練習場「アコーディア・ガーデン」は北は宮城県から南は福岡県まで全国に26か所あります。ゴルファーの皆さ
まに快適な練習時間を過ごしていただくため、全打席に暖房設備を備えている練習場をご紹介します。 

屋外であるにもかかわらずとても暖かい天井遠

赤外線ガス暖房器。後部座席の真上付近にあ

るため、練習している本人はもちろん、後ろで

見ている人もものすごく恩恵を受けて思わずウ

トウトしてしまうことも・・・。 

その他 全席暖房設備がある練習場 

 

大和高原CC（奈良県） 
人命救助の功績で感謝状を受領！ 

コース内で倒れ心肺停止
状態となったお客様を、心
臓マッサージとAEDを繰り
返し、見事に心肺蘇生と
呼吸回復に成功しました。
その功績が称えられ、奈
良市東消防署より感謝状
を授与されました！ 

※AGはアコーディア・ガーデンの略称 

AG鶴ヶ島（埼玉県） 

AG志津（千葉県） 

AG瀬戸（愛知県） 

AG加古川（兵庫県） 

AG甲子園浜（兵庫県） 

AG広島中央（広島県） 

AG千葉北（千葉県） 

AG名古屋（愛知県） 

AG柏原（大阪府） 

AG神戸北町（兵庫県） 

AG西神（兵庫県） 

AG福岡（福岡県） 

暖地型芝生 
近年の急激な気候変動により、ゴルフ場の芝草管理
が難しくなってきています。芝生は「暖地型」と「寒地
型」に分類され、また「日本芝」と「洋芝」に分かれま
す。長年の生育によってコース内で様々な種類の芝
生が混在することで管理が複雑化してきました。 

お客様の快適なプレーのため、全社的にカートのフェ
アウェイ乗り入れを推進している当社では、積極的に
乗り入れを実施しても良好な状態の芝を提供し続け
ることができるよう、コース管理を科学的に分析・指
導する「技術開発部」という部署が、日々研究を重ね
ています。 

寒地型芝生（洋芝） 

ニューベント T1 

L962 

高麗芝、野芝（日本芝）、ティフトン（洋芝） 

ペンクロス、ライグラス、ブルーグラス 等 

※暖地型芝生の特徴・・・コンディションは真夏が最良 

※寒地型芝生の特徴・・・コンディションは春と秋が最良 

※寒地型芝生の中の

「ベントグラス」がグリー

ンで使用される。 

暖地型（高麗芝） 

寒地型（ベントグラス） 

ベントグラス ペンクロス 

アコーディア・ガーデン東京ベイ 
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グランベール京都GC 公式サイトで予約受付開始！ 

記念キャンペーンも同時に開催！ 

 1月4日（月）より、公式予約サイト「アコーディアWEB」

にて、グランベール京都ゴルフ倶楽部（京都府）の予

約受付を開始しました。2009年より京都オープンゴル

フ選手権の舞台となっており、大阪市内から約１時間

15分・京都市内から約55分とアクセスも良い36ホール

のゴルフ場です。今なら2月29日まで、アコーディア

WEBご予約＆プレーで、予約ポイントが3倍になるキャ

ンペーンを実施中。ご来場をお待ちしております。 
ゴルフ場ページ http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=154 

キャンペーンページ http://reserve-stg.accordiagolf.com/campaign/2016/20160104-20160229-grandvert/ 

アコーディア・ガーデン東京ベイの天井遠赤外線ガス暖房機 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=154

