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特集 

設計者を知ることがコース攻略への近道！！ 

今年に入り、やっと冬到来ですね。しっかり寒さ対策をしてゴルフに出かけましょう！今回はコース設計者を特集します。とあるラウンド

で、「このコース、○○が作ったコースだからこうなのか…。」と呟いた日には、その日注目を浴びる事間違いなし。知識を入れてラウン

ドすると、今までと違ったワンランク上のプレーになるかも知れませんよ。アコーディア・ゴルフには、今回ご紹介するコース以外にも、

他の有名設計家やプロゴルファー設計コースは沢山ありますが、その一部をご案内します。 

海外の設計者と海外・日本プロゴルファーの設計コースに注目！！ 

これであなたもゴルフ通！？ 

  

 

 

ジャック・二クラウス トム・ワトソン 

青木 功 尾崎 将司 

彩の森カントリークラブ（埼玉県） ハウステンボスカントリークラブ（長崎県） 

鈴鹿の森ゴルフクラブ（三重県） 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース(茨城県) 

ダイナミックでワイドフラットな18ホール。のびや

かなコースの随所に、池やクリークなどのハ

ザードが配され、また四季折々の花木も景観の

美しさを演出し、爽快なプレーが楽しめます。 

トム･ワトソンが、設計･監修した世界初のコース。 

「すべてのプレーヤーに公平に、ミスショットにはペ

ナルティをあたえる」という哲学が織り込まれ、何

度でも挑戦したくなる飽きのこないコースです。 

各ホール独立しており、他の干渉がなくプレーに

集中できます。 波穏やかな大村湾を見下ろしな

がらプレーでき、攻略するには全てのクラブを必

要とし挑戦する楽しさを満喫できるコースです。 

フラットな丘陵地に、傾斜やマウンド、池が配され

た18ホール。 アウトは傾斜を生かして変化に富

んでおり、インは各ホールの池が印象深い。9

番、18番ホールの広大な共用グリーンが特徴。 

3/７(月)、3/28(月) ウエスト杯 9,600円 
 ※昼食・パーティ・参加費込・ロッカーフィ別途・税込 

 ※一人から参加可能、セルフプレー 

3月のおすすめオープンコンペ 3月のおすすめオープンコンペ 

3月の料金プラン 

平 日プラン6,990円～     

土日祝プラン12,590円～ 

※セルフプレー、昼食付、税込      

3/1(火)なかよし会、3/10(木)テンボス遊友会、

3/22(火)かぜん高峰会  7,900円（税込） 

※18ホールセルフプレー、昼食付、参加費込 

※スタート時間は9:00～ 

3/28（月）地場産おみやげコンペ（仮称）8,276円 

地元産の果物・名産品を多く取り揃えております

※セルフプレー・昼食付・参加費込・税込 

※ロッカー代別途必要 

【他の設計コース】 

・花の杜GC(宮城県) 

・石岡GC（茨城県) 

【他の設計コース】 

・セントラルGC・NEWコース 

(茨城県） 

3月のおすすめオープンコンペ 

 

 

 

 

「奇才」と呼ばれる設計者、デズモンド・ミュアヘッド 

新陽カントリー倶楽部（岐阜県） 

ゴルフ界を代表する一人、ゲーリー・プレーヤー 

小田原ゴルフ倶楽部松田コース（神奈川県） 

丘陵地に広がる様々な地形を生かしたコースが魅力的。何度でも

挑戦したくなるコースとゴルファーからの支持を受けています。 名物

ホール７番の通称「アポロンの池」は魚の形をしたグリーンも楽しみ

の一つになっており、飽きさせない工夫と戦略性があります。   

湘南海岸、富士山や丹沢山系の絶景が広がる丘陵地に展開する

18ホールズ。 名物ホールは、1番ティーショット、湘南海岸を正面

に、豪快な50Yard打ち下ろし。 16番、池がグリーンに迫るゲーリー

プレーヤーらしい戦略的ホールとなっております。 

デズモンド・ミュアヘッド 

3月のおすすめプラン 

ゲーリー・プレーヤー 

 

新陽・フォレストみずなみ 

１泊２ラウンドプラン 

3月20,180円～(税込) 

1923年英国生まれ。2002年没。コース設計者。革新性の高いデ

ザインで、とにかく印象的なコースが多い。 

3月のおすすめプラン 

水餃子鍋付湘南あったかプラン 

7,960円～（税込・昼食付） 

※セルフプレー・昼食・珈琲・水餃子鍋付 

※平日10時・11時台スタート 

異名「南アフリカの黒豹」。1965年29歳で「全米オープン」を勝ち史上3

人目のキャリアグランドスラムを達成。1974年に世界ゴルフ殿堂入り。 

※新陽CCでのプレーと昼食、フォレストみ

ずなみCCでの宿泊・夕食と翌日の朝食と

プレー付・昼食付（セルフプレー） 
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まだ2月なのに4月の予約なんてまだ早いと思っているゴルファーの皆さま、普段は一面緑色のゴルフ場が桜のピンク色

とコントラストを奏でて幻想的な雰囲気を醸し出すのは桜が見ごろと言われる約１週間しかありません。桜に囲まれてゴ

ルフをした帰りに、桜の名所に寄ってさらに「桜」を堪能する、そんな一日が一年に一度あっても良いと思います。ここで

はそんな楽しい一日を過ごすべく桜が名物のゴルフ場を近隣にある桜の名所と合わせてご紹介します。 

開花予想時期の予約は大人気 

桜のトンネルを抜けるとそこは・・・・ゴルフ場だった 

桜のトンネルがお出迎え 

サンクラシックゴルフクラブ（岐阜県） 

進入路では道路沿いに見事

な桜のトンネルがお客様をお

出迎えします。また14番ホー

ルの眺望は素晴らしく、景色

も楽しむことができます。 

その名に恥じぬ5,000本の桜に囲まれる“桜のコース” 

大厚木カントリークラブ桜コース（神奈川県） 

六甲山系を背景に桜並木が美しい 

神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県） 

桜と富士山の共演 

伊豆国際カントリークラブ（静岡県） 

夜桜ナイタースルー 桜御膳付きプレー 

みどころ オススメプラン 

名前に“桜”がついている通り、進入路・練習場・コース内と、ゴルフ場の各所で桜を見ることできるコースです。オススメ

は、この季節限定の「桜御膳」を昼食時にご用意した「桜御膳付きプレー」のほか、神奈川県内のゴルフ場では唯一実

施しているナイタープレーで、魅力的な夜桜を堪能してみてはいかがでしょうか。 

期間 ： 3/25（金）-4/30（土） 

料金 ： 平日16,000円 
 ※税込、ロッカー代別、2B/3B割増別 

期間 ： 3/25（金）-4/30（土） 

料金 ： 平日10,000円 

   土日祝13,000円 

【近隣の桜の名所】 

 虎渓山永保寺（車で約30分） 

一番の見所はINコース10番

ホールへ向かうカート道路。こ

れからスタートするお客様の

心を癒してくれます。16番で

はグリーンまでコースの両サ

イドに並ぶ桜が見事です。 

【近隣の桜の名所】 

 有馬温泉 善福寺しだれ桜（車で約20分） 

まだまだあります桜のきれいなゴルフ場 

<関東地方> 【例年の開花時期】 3月31日頃 

  ・寄居カントリークラブ（埼玉県） 

  ・千葉桜の里ゴルフクラブ（千葉県） 

  ・習志野カントリークラブ キング・クイーンコース（千葉県） 

  ・スカイウェイカントリークラブ（千葉県） 

  ・大平台カントリークラブ（栃木県） 

  ・土浦カントリー倶楽部（茨城県） 

<関西地方> 【例年の開花時期】 3月28日頃 

  ・万壽ゴルフクラブ（奈良県） 

  ・白鷺ゴルフクラブ（兵庫県） 

コース内に咲く桜はソメイヨシ

ノのほかヤマザクラもあり色

合いが美しいコースです。特

に18番グリーン上から見た富

士山と桜の共演は日本人で

良かったと思わせてくれます。 

【近隣の桜の名所】 

 河津桜まつり （車で約60分） 

※昼食時、桜御膳をお楽しみ頂けます 

※3/15（火）までのご予約限定早割料金 

桜舞散る練習場 コースを彩る桜 

【近隣の桜の名所】 

 あつぎ飯山桜まつり（飯山観音）（車で約16分） 

練習場も桜に囲まれてお

り、花びらが舞散ります。 

両サイドには桜並木がグ

リーン方向へ続きます。 

千葉桜の里GC 

例年の開花時期 

3月28日頃 
例年の開花時期 

3月26日頃 

例年の開花時期 

3月26日頃 

※2/1現在、2016年は例年並みかやや遅めの開花になると予想されています。（参考）ウェザーマップ 桜の開花予想2016 http://sakura.weathermap.jp/ 

例年の開花時期 

3月25日頃 

※河津桜は開花が早く2/10-3/10に開催。伊豆国際の桜を待ちきれない方はぜひ。 

※15：00～17：00頃のスタート 

※2B、3B保証＆割増無し！ 
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これを頼めば間違いなし！ 

ゴルフ場おすすめ！本格ラーメン 

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 

あさりの潮ら～めん 

場所 ： 霞台CC（茨城県） 

価格 ： 1,404円（税込） 

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』、今月はみんな大好き「ラーメン」特集で

す。それぞれのゴルフ場の調理長が趣向を凝らした、独

自の本格ラーメンをご紹介します！寒い冬にぴったりの

ホットなラーメンで温まってください。 

麻婆ラーメン~点心を添えて~ 

場所 ： 猪名川グリーンCC（兵庫県） 

価格 ： 1,512円（税込） 

炙りチャーシュー豚骨ラーメン 

場所 ： セントラル福岡GC（福岡県） 

価格 ： 1,296円（税込） 

「醤油ベースのスープに、豆腐から

手作りした麻婆豆腐をトッピングし

点心を添えた、自慢の一品です！」

（調理長 宮崎） 

「たっぷり乗ったあさりと、クセにな

るあさりスープをぜひご堪能くださ

い。」（調理長 加藤） 

「豚骨のコクと旨味を引き出す背脂入

りの濃厚なスープが特徴。福岡のソ

ウルフードをぜひ！」（調理長 小田） 

 

アコーディア・ガーデン志津（千葉県） 

新規スクール入会キャンペーン開始！  

2月16日（火）からアコーディア・ガーデン志津(千葉県)でアコーディア・

ゴルフアカデミー（ゴルフスクール）が新たに始まります。これに伴い、

全国の直営練習場に先駆けて「新規スクール入会キャンペーン」がス

タート。キャンペーン期間中は入会費（通常2,000円）と、なんと月会費 

1か月分が無料です！ゴルフのお誘いも多くなる春に向けて、アコー

ディア・ゴルフアカデミーが皆さまのゴルフ上達をサポートします。 

アコーディア・ガーデン志津 

住所 ： 千葉県佐倉市下志津1300 

電話 ： 043-487-3336 

施設 ・ドライビングレンジ（100打席、250yd） 

    ・本格的林間ショートコース （9ホール） 

    ・練習グリーン、練習バンカー 

http://www.accordia.jp/practice/shizu/ 

アコーディア・ゴルフアカデミー（ゴルフスクール）とは？ 

全国のアコーディア・ガーデンで開講。通常の練習場レッスン

に加え、グループゴルフ場でのコースレッスンも連動して行う

ことで早く確実に実践的なスキルの上達をサポート。全国各

地にゴルフ場を有するアコーディア・ゴルフならではの練習ス

タイルです。 詳細はコチラ http://www.accordia.jp/school/ 

アコーディア・ガーデン志津 「新規スクール入会キャンペーン」 概要 
期間 ： 2016年2月16日（火）～5月31日（火） 

内容 ： 期間中にご入会いただいた方は入会費無料+月会費1か月分無料！ 

通常価格（いずれも税別） ：  

     入会費 2,000円 

     月会費 Weekday会員（平日18時まで） 7,000円 

           Weekend&WeekNight会員（平日18時以降・土日） 10,000円  

 レッスン ： 1回60分、月最大7回（週一回の固定枠＋追加受講：月3回まで） 

        ドライビングレンジを使ったレベル別レッスン。コースレッスンも有 

 

ゴルファーが平等な条件でプレーができるフェアなコースを目指した、 
「芝目のつきにくいフェアウェイ」の刈り方をご紹介します！ 

ティーグラウンドに立ったときに、フェアウェイの芝の色が濃淡のゼブラ模様になっている光景を目にしたことがあるかと思います。

これは芝刈り機「リールモア」で芝を刈った際に芝が倒れる方向による違いで、進行方向に刈った部分が濃く、反対から刈ってきた

部分が薄く見えているのです。お客様がゴルフ場の景色を楽しんでもらうことを目的とし、多くのゴルフ場ではこの「ゼブラカット」が

一般的ですが、この場合は芝目がついてしまうため、プレー上は同じフェアウェイにボールを運んでも、順目（薄い部分）と逆目（濃

い部分）で難易度が異なってしまう…という一面もあります。そのため、当社のコースでは「ダイヤモンドカット」「半割りカット（スト

レートカット）」のように、芝目のつきにくいフェアウェイにしているコースもあります。芝目のつきにくい芝生を作るには、刈り込み方

法の他に機械の性能も重要で、フェアウェイを刈る機械は11枚刃のリールモアを使用し、より短く均一な芝の提供を目指していま

す。そのため、今のような冬季期間には、リールモアの刃の研磨作業も重要な業務として行っています。 

ゼブラカットのフェアウェイ 

半割りカットのフェアウェイ 

半割り（ストレート）カットの刈込み 

ティ ティ 

フェアウェイ 

グリーン グリーン 

フェアウェイ 

ゼブラカットの刈込み 

矢印が刈る方向 

ティ 

フェアウェイ 

グリーン 

芝目をきれいにつけるために 

毎回同じ方向に刈る 
芝目をつけないように 

毎回交互に刈る 

 

ちなみに… 

2015年開催のトーナメント

「HONMA TOURWORDCUP 

AT TROPHIA GOLF」では

難易度を上げるために 

あえてフェアウェイをすべて

「逆目」に刈っていました！ 

石岡GC（茨城県） 

http://www.trophiagolf.com/ 

ダイヤモンド

カットはさらに

左右から斜め

にクロスさせ

るように刈る 

http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
http://www.accordia.jp/practice/shizu/
http://www.accordia.jp/school/
http://www.trophiagolf.com/


■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／熊本／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/ 
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アコーディア・ゴルフ 2016年3月 イベントカレンダー 

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】 ハローキティ カップ ゴルフコンペ （18ホールペリアコンペ） 
  7日（月） 愛宕原GC （兵庫県） 10,500円 

 22日（火） 南市原GC （千葉県） 12,000円 ※バス送迎有り 

 http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/ 

【C】 矢野東プロ ジュニアプログラム 

    春休み親子参加型ジュニア1DAYレッスン 

 27日（日） 石岡GC （茨城県） 親子（2名）で10,000円 

 対象 ： 小学5年生～中学生の男女と保護者のペア 

 http://www.accordiagolf.com/yano_junior/ 

購入クラブの種類に応じてボーナスポイント 

golfrevo店舗で「クラブ決算セール」開催！ 
冬ゴルフを全力で応援！2月平日 

WEB予約ポイント2倍キャンペーン 

大好評のWEB予約ポイント2倍キャンペーンが、2月の

平日のご予約＆プレーの期間限定で復活です！ 

2月1日（月）～2月29日（月）の平日にアコーディアWeb

から予約＆プレーで通常の予約ポイント（※）の2倍の

ポイントをプレゼントします。※通常予約ポイント・・・50pt（年

間24回以上来場の方は100pt）×プレー人数 

対象クラブ ： XXIO9、GLOIRE G、JGR、 

         HONMA BeZEAL、 

         PING Gシリーズ（3月4日発売予定） 

ボーナスポイント ： ドライバー 2,000pt 

             FW/UT/PT 1,000pt 

             アイアンセット 3,000pt 

※お値引きした場合は通常ポイントの付与はありません 

※詳しくはお近くのgolfrevo店舗まで 

2月1日（月）～3月31日（木）の期間、全国のgolfrevo店舗で決算セールを

開催します！対象クラブをお買い上げいただいた方には通常の20%ポイ

ント還元（購入価格の税抜の金額）に加え、ドライバー 2,000pt、フェアウェイ

ウッド・ユーティリティ・パター 1,000pt、アイアンセット 3,000ptと、クラブの

種類に応じたボーナスポイントをプレゼント。ゴルフプレーやお買い物で

ご利用いただけるACCORDIA GOLFポイントがどんどん貯まるこのチャン

スにぜひ、お目当てのクラブを買ってみてはいかがでしょう。 

「2月平日 WEB予約ポイント2倍キャンペーン」 概要 

対象プレー期間 ： 2016年2月1日（月）～2月29日（月）の平日 

内容 ： 対象期間中にアコーディアWebから予約＆プレー 

     すると通常の2倍の予約ポイントをプレゼント 

詳細はコチラ http://reserve.accordiagolf.com/campaign/ 

「クラブ決算セール」 概要 

期間 ： 2016年2月1日（月）～3月31日（木） 

場所 ： 全国のゴルフ場・練習場で展開するショップ「golfrevo」店舗 

内容 ： 期間中に対象クラブをお買い上げで通常の20%ポイント還元に加え、 

     購入クラブの種類に応じたボーナスポイントをプレゼント 

詳細はコチラ  http://www.golfrevo.com/ 対象クラブ例 

【B】 はじめてのゴルフラウンド 
 19日（土） 愛宕原GC （兵庫県） 6,000円 

 26日（土） アクアラインGC （千葉県） 6,000円 

 申込み・お問い合わせ ： 全国ゴルフパートナー店舗  
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矢野東プロ（2014年

ジュニアキャンプ 

開催時の様子） 

母校が21世紀枠で甲子園出場！現役選手の努力だけでなく、阪神大震

災の被災地にある学校として、21年に渡って行ってきた防災教育、ボラ

ンティア活動等が評価されました。まさに、関係者が総力をあげての夢

実現です。我々広報部も、新加入の熊本も含め、一致団結してがんばり

ます。今後とも、よろしくお願いいたします。（丸毛） 

1歳半を過ぎた娘は砂遊びがマイブーム。公園に行くことがふえました

が、砂場の中を含め、公園の敷地内にポイ捨てされたタバコの吸殻の

多さが非常に目に付きます。子供が口に入れてしまったらと思うと正直

ぞっとします。ゴルフも一緒。マナーは守りましょう。1月からフレッシュ

な仲間が加わりました。皆さまのご指導宜しくお願い致します。（庄司） 

はじめまして、１月から広報部に配属になりました、神奈川県小田原市

出身の熊本と申します。着任日は、関東地方が大雪で多くの交通機関

が混乱した日です。朝５時に目覚め、窓を開けると一面の雪。愕然とし

ました。９時出勤の予定だったので、朝６時に出発し、着いたのは朝８

時４５分。忘れられない初出勤となりました。（熊本） 

先月号でお知らせをした「ニッポン鍋グランプリ2016」に行ってきまし
た！ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場の「炙りタマシャモのあったか家族鍋」は
その場で炙った香ばしいタマシャモがたっぷり入っていてとても美味し
かったです。惜しくも入賞は逃しましたが、今回のようにゴルファー以外
の方にもゴルフ場レストランの料理を味わってもらえる機会が増えると
嬉しいです。チーム錦ヶ原の皆さま、お疲れ様でした！（皆川） 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/index.html
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http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160201-20160229-yoyaku-pt_201502/
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