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間もなく開業！北海道新幹線の利用で大沼レイクGCが近くなります 

ゴルフに行きたいけれど、車がないから行きにくい…そんな方もご安心ください。今月のアコナビでは、北海道新幹線の開業にあわせ、 

アコーディア・ゴルフグループの「新幹線で行けるゴルフ場」をご紹介します！新幹線であれば遠方の地域にも、短時間でラクラク到着！ 

渋滞の心配もありません。せっかくだから宿泊して周辺を観光したり、温泉に入ったりと、ゴルフ旅行を満喫してはいかがでしょう？ 

車がなくても問題なし！遠方でもラクラク、ゴルフ旅行に最適！ 

新幹線でゴルフに行こう！ 

 金沢セントラルカントリー倶楽部 （石川県） 三島カントリークラブ （静岡県） 

 大沼レイクゴルフクラブ （茅部郡森町） 

広いウェアウェイの大沼コース、自然の起

状を生かした小沼コース、優雅な駒ケ岳の

眺望がすばらしい 駒ケ岳コースと、それぞ

れに趣の異なった3コースからなる林間

コースです。 

（冬季クローズ中 ※4月1日オープン予定） 

アクセス ： 北海道新幹線 新函館北斗駅 

       から車で約20分 

樽前カントリークラブ （苫小牧市） 

全国の地域にあります！新幹線で行けるゴルフ場 

【その他の北海道のアコーディア・ゴルフのコース】 

千歳カントリークラブ （千歳市） 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=003 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=039 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=132 

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

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=136 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=112 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=105 

金沢駅から最も近いゴルフ場です。自

慢の天然温泉で疲れを癒してください。 

アクセス ： 北陸新幹線 金沢駅から 

       車で約20分 

近隣観光地 ： 兼六園 
          東茶屋街 

富士山と駿河湾の眺望に恵まれた丘陵

コース。富士山が見える、天然温泉の露

天風呂も好評です。 

アクセス ： 東海道新幹線 三島駅から 

       車で約15分（送迎バスあり）  

近隣観光地 ： 三嶋大社 
          芦ノ湖 

キャッスルヒルカントリークラブ （愛知県） 

敷地内に武田家の家臣・秋山新九郎が

築いたとされる足山田城の城跡がある、

緩やかな丘陵コースです。 

アクセス ： 東海道新幹線 豊橋駅から 

       車で約40分 

近隣観光地 ： 豊川市桜まつり 

 （2016年3月23日～4月6日） 

近隣観光地 ： 千光寺（尾道）  

          大久野島（うさぎ島）  

本郷カントリー倶楽部 （広島県） 

アウトは雄大に、インは精緻にレイア

ウトされ、ビギナーから上級者まで幅

広く楽しめる18ホールです。 

アクセス ： 山陽新幹線 三原駅から 

       車で約25分 

北海道新幹線 （3月26日開通） 

http://hokkaido-shinkansen.com/ 

名匠 上田治設計、 2007年日本女子オー

プン開催コース。コース内で雄大な太平

洋と樽前山の景色が見渡せます。 

（冬季クローズ中 ※3月18日オープン予定） 

美しい白樺の森と落葉松の樹林がひし

めくおおらかな丘陵コース。フェアウェイ

の幅も十分にあり、のびのびとしたプ

レーが楽しめます。 

（冬季クローズ中 ※3月18日オープン予定） 

おすすめプラン ：  

 ボール（1スリーブ）付プラン 

 3月平日 5,807円 

 4月平日 7,103円（+昼食付） 

おすすめプラン ：  

 昼食・ボール（1スリーブ）付プラン 

 3月平日 8,890円～9,560円 

 ※セルフ・4バック限定 

おすすめプラン ：  

 昼食＆おつまみ2品付きプラン 

 3月 8,340円～ ※3名・4名バック限定 

おすすめプラン ：  

 土日祝 午後スループラン 

 （アコーディアWeb予約限定） 

 3月 9,300円～ 4月 9,600円～ 

4月プレー料金 ：  

 平日 6,660円 （AG他コース会員 6,300円） 

 土曜 9,020円 （AG他コース会員 7,980円） 

 日祝 9,210円 （AG他コース会員 8,490円） 

 ※セルフ乗用カート・昼食サービス 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=003
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=039
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=132
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=070
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=136
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=112
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=105
http://hokkaido-shinkansen.com/
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アコーディア・ゴルフがジュニアゴルファーを全力応援！ 

ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場で、 

アコーディア・キッズコンペが開催！ 

｢アコーディア・キッズ」に登録すると、今なら家族でお得にラウンドできる！ 

アコーディア・キッズ 直営練習場ジュニアゴルフ体験キャンペーン  なんとレッスン60分無料！ 

 
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 

登録ジュニアゴルファー制度「アコーディア・キッズ」。3月1日現在で、3,801人の子どもが登録しています。

春休み・夏休みの期間やその他別に定めた期間中、各ゴルフ場は14時以降、直営練習場は9時～20時

に、とてもお得に利用できます。アコーディア･キッズ対象のイベントも多数開催しています。今なら同伴の

ご家族ともに適用されるワンラウンド特別料金を設定しておりますので、ぜひご登録ください！ 

春はジュニア関連の催し物が盛りだくさん！！ 

今年の春休み期間中、アコーディア・ゴルフ直営練習場の５ヵ所で、アコーディア･キッズ対象のジュニ

アゴルフ体験キャンペーンが開催されます！なんと60分のレッスンが無料になります！プロのレッス

ンが気軽に受けられる貴重な機会です！下記を参考に、是非ご参加ください！ 

3月20日(日)、ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場(埼玉県)

で、アコーディア・キッズの小・中学生対象コンペを開催！初挑

戦でも賞品がもらえる可能性あり！申込期限は3/13(日)まで！ 

 矢野東プロと共同企画のスペシャルイベ

ントが開催！矢野プロがジュニアに直接指

導。保護者にはアコーディア・ゴルフ所属

プロのレッスンを受講いただき、親子共に

レベルアップを目指します！ 

■日時 ： 3月20日(日) 14:00～ 

■場所 ： ノーザンカントリークラブ錦が原ゴルフ場・さくら草コース 

■小学生の部 ： 現小学3年生から現小学6年生 

  中学生の部 ： 現中学1年生から現中学3年生 

■料金 ： ジュニア料金 3,780円 

  (プレー代・パーティ代・参加費・消費税込） 

    保護者料金   669円 

    (パーティ代・消費税込) 

ワンラウンド特別料金や詳細については http://www.accordiagolf.com?accordiakids/event/1512cp_kids/ 

このイベントの詳細・予約は http://www.accordiagolf.com/accordiakids/campaign/1603cp/index.php 

春休みアコーディア・キッズコンペ 概要 

詳しくは http://www.accordiagolf.com/yano_junior/ 

矢野東プロ 春休み親子参加型ジュニア1Ｄａｙレッスン概要 

■日程 ： 3/19（土）AG春日部、3/20(日祝)AG福岡、3/21（月祝）AG柏、3/27(日)AG名古屋、4/1（金）AG甲子園浜 

■内容 ： 60分間ゴルフ体験。1日4セッション(1セッション60分/定員6名)※スケジュールは各練習場にお問い合わせ下さい。 

■料金 ： 無料 【注意事項】ゴルフクラブはご持参下さい。応募者多数の場合、先着順とさせていただきます。 

■日時 ： 3月27日（日）9：30～18：00（予定） 

■場所 ： 石岡ゴルフ倶楽部(茨城県) 

■参加基準 ： 1人で18ホールラウンドできるジュニアと 

         その保護者  

■募集年齢 ： 小学5年生から中学3年生までの男女 

■料金 ： 親子で10,000円 

    （レッスンフィ・昼食・プレーフィ・消費税込。） 

※現在、好評につきキャンセル待ちとなっております。 

■対象 ： アコーディア・キッズ登録者とご同伴のご家族(2親等以内） 

■期間 ： 3/18(金)または4/8(金)まで※ゴルフ場によって異なります 

■対象コース ： 全国126のゴルフ場 ※実施していないグループゴルフ場もあります 

アコーディア・キッズ  

ワンラウンド特別料金 

詳しくは http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe_160217/ 

 

ザ･ファースト・ティ・オブ・ジャパン 

at 相武カントリー倶楽部開催！ 

 ■申し込み先 ： NPO法人ザ･ファースト・ティ・オブジャパン ＴＥＬ：03-3436-1230          

          相武カントリー倶楽部 TEL ： 042-771-8211 
 

全国小学生ゴルフ春季大会 

習志野CC KQコースで決勝大会開催！ 

大会の詳細については http://spogol.com/shogakusei9/ 

■日時 ： 4月16日（土）13:00集合 15：30～16：00終了予定 

■場所 ： 相武カントリー倶楽部(東京都) 

■対象 ： 5歳以上15歳以下のゴルフをやってみたい、 

      もしくは経験のあるゴルファー 

■持ち物 ： 運動のできる服装、ペン 、運動靴。 

ゴルフクラブ不要（持っている人は持参しても可） 

■費用 ： 無料 

 アコーディア・ゴルフは、4月からＣＳＲ活動の一環として「ザ･

ファースト・ティ」に協賛することになりました！「ザ･ファースト・

ティ」とは、ゴルフを通じて「子供たちの健全な人間形成、体力

向上、そして社会教育の推進を図る」ことを目標としたプログラ

ムです。これまで世界中で1050万人の青少年が参加してま

す。プログラムの素晴らしさを是非ご体験ください！ 

スポーツニッポン新聞社が主催する平成27年度(第9回)全国小

学生ゴルフ春季大会の決勝大会が習志野CC キング・クイーン

コース(千葉県)で開催されます！全国の予選を勝ちあがった小

学生達が繰り広げる熱戦に注目です！ 

平成27年度(第9回)全国小学生ゴルフ春季大会決勝 概要 

■日時 ： 3月23日(水) 8:00～ 

■場所 ： 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース 

■競技方法 ： 18ホール・ストロークプレー  

                   男子・女子ともに白ティーを使用。（5,930ヤード、パー72） 

詳しくは http://www.accordiagolf.com/yano_junior/ 

ザ･ファースト・ティ・オブ・ジャパン at 相武カントリー倶楽部 概要 

詳しくは http://www.thefirstteejapan.org 

右の写真は昨年の模様

です。男子の優勝スコア

は74、女子は78でした。 

※現在、好評につきキャンセル待ちとなっております。 
詳しくは http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/kids_compe_160217/ 

http://spogol.com/shogakusei9/
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春はもうすぐ！ゴルフ場レストランから 

「春の御膳メニュー」のご紹介 

 

女性におススメのメニューが登場！ 

期間限定「チョコレートフェア｣開催 

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 

"旬菜"春の和膳 
場所 ： 東条パインバレーGC（兵庫県） 
価格 ： 1,944円 

「鰆や筍、蛍いかなど、選り

すぐりの春の食材をあっさり

した味付でヘルシーに仕上

げました」（総調理長 立石） 

春の松花堂弁当（会食プラン） 
場所 ： パームヒルズGLC（沖縄県） 

価格 ： 1,800円 

「旬の食材を彩りよく盛り込

んだ自慢の逸品です。大切

な方へのおもてなしにどう

ぞ」（調理長 玉城） 

毎月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』、今月のテーマは春の訪れを感じさせる「春の御膳特集」です。 

旬な食材を使い、色とりどりに盛り付けられた御膳は見てるだけで

ワクワクしますね。その他のメニューもぜひ、アコーディアWebで

チェックしてみてください。 

全国のゴルフ場レストランで「チョコレートフェア」を期間限定で 

開催中です。今話題の「キャラメルチョコレートがけポテト」など、

チョコレートを使ったメニューは女性に喜ばれること間違いなし！

もちろん男性のお客様もご注文いただけます。プレーのあとの 

一息にどうぞ。 ※ランチタイム終了後に販売 

チョコレートフェア 

※商品に関するお問合せはゴルフ場レストランまで。 
※商品は一例です。一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます。 

チョコレートスノーアイス 561円 

3月限定 

キャラメルチョコレートがけポテト 486円 ホットチョコレートドリンク 432円 

フォンダンショコラ 540円 

青島ゴルフ倶楽部（宮崎県）で 

第24回世界レフティゴルフ選手権開催！ 

 

 

入会金と１か月分の会費が無料！ 
春のスクール新規入会キャンペーン 

全国に26施設ある直営練習場「アコーディア・ガーデン」ではゴ

ルフスクール「アコーディア・ゴルフアカデミー」を開講していま

す。このアコーディア・ゴルフアカデミーが春のスクール新規入

会キャンペーンを実施します。ゴルフ場運営会社である当社が

運営するスクールは、ゴルフ場でのコースレッスンもプログラム

に入っているため、実戦を通して、より早く上達することができ

ます。その他にも北海道や沖縄でのレッスンツアーやトーナメン

ト観戦ツアーなどイベントも盛りだくさん。この機会を利用してお

トクにゴルフを始めてみてはいかがでしょうか。 

春のスクール新規入会キャンペーン 

  期間： 2016年3月14日（月）～5月31日（火） 

  内容： ①入会金（2,160円）が無料 

  ②月会費1か月分が無料 

   （平日会員7,560円、全日会員10,800円） 

  ③スクール体感レッスンが半額で受けられる 

    通常2,160円のところ1,080円 

青島ゴルフ倶楽部（宮崎県）が「第24回世界レフティゴルフ選手

権」の会場の一つに選ばれました。4月17日（日）～22日（金）に

開催されるこの大会は、世界16か国から260名以上のレフティ

ゴルファーが参加する大会です。ゴルファーの中で非常に割合

が少ないレフティゴルファーのみが集まるだけあって、その光景

の違和感とおもしろさもさることながら、参加者同士の「レフティ

ゴルファーあるある」で盛り上がるであろう会話の内容まで気に

なるところです。 

当社グループコースから選ばれた青島ゴルフ倶楽部は、ハウス

やコース内から壮大な日向灘を眼下に望むことができ、眺めの

良さが評判のゴルフ場です。過去にJLPGA明治乳業カップやア

コーディア・ゴルフレディスなど、プロトーナメントも開催されてい

ます。青島GCでの大会開催は4月18日（月）と22日（金）の二日

間、それぞれ約150名のレフティゴルファーが参加予定です！ 

2016年第24回世界レフティゴルフ選手権宮崎大会 

 http://nalg-japan.org/miyazaki/japanese/ 

青島ゴルフ倶楽部 

 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=030 

アコーディア・ゴルフアカデミー 

 http://www.accordia.jp/academy/ 
レストランからの眺め 開放感のあるコースレイアウト 

※体感レッスンはお一人様につき一回まで受けられます 

※上記キャンペーンは3か月のスクール継続が条件となります 

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


■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/ 

先日群馬県で「高崎パスタ」を食べました。大盛りパスタの上にトンカツ

を乗せ、その上にミートソースをかけるというカロリー度外視のメニュー

ですが、とても美味しかったです！高崎市が「パスタの街」と呼ばれて

いることも初めて知りました。全国にはまだまだ広く知られていないご

当地グルメがたくさんあるのですね。（皆川） 
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コースをきれいに見せるためだけじゃない！ 

“エッジング作業”の本当の目的とは？ 

“エッジング作業”とは、グリーンとカラー、フェアウェイとラフなどコース内の境界線を明確にする
ための作業のことです。“エッジング作業”には二つの目的があります。一つ目は「オリジナルデ
ザインを維持すること」です。ゴルフコースは、年月が経つにつれて芝が生長するため、グリー
ン、カラー、バンカーなどの境界線が変わっていきます。エッジング作業をすることで、この日々変
わりいくゴルフコースを、設計者が意図した当初のコースに保つことができます。また、境界線が
はっきりしていれば、コースにメリハリが出て一層美しく見えます。 
 
二つ目は「ゴルファーに快適で安全なプレーを楽しんでいただくこと」です。例えばグリーンとカ
ラーの境目やバンカーとスルー・ザ・グリーンの境目はどちらにボールがあるかによって対応が
異なるため、はっきりしない場合は迷ってしまいます。そのためグリーンやカラー、フェアウェイ、ラ
フ、バンカーエッジの境界をはっきりさせるためにエッジングを行っています。また、排水溝や排水
マスが伸びた芝で覆われることで、お客様が足をとられてケガをしたり、排水の機能を果たせず
大きな災害に繋がることもあるため、このような場所もエッジングを行います。 
 
エッジングをする箇所は、傾斜の違いや日本芝や洋芝などによる草種の違いにより使用する機
会や作業方法もさまざまです。より効率的な方法を模索し、日々技術改善に努めています。 

グリーンとカラーの境界をつくる 

「きり丸君」 

バンカーエッジは刈払い機を使用 

 

 

アコーディア・ゴルフの公

式 サ イ ト「ア コ ー デ ィ ア

Web」では、ゴルフのベス

トシーズンである4月～6

月のプレー予約を対象

に、予約代表者様の中か

ら抽選で1,000名様にア

コーディア・ゴルフポイント1,000ポイントをプレゼントするキャン

ペーンを実施中です。次回のゴルフはおつまみを増やすもよし、

ビールを1杯追加するもよし、もう1,000円分のプチ贅沢を。 

ゴルフウェアなどが最大80％OFF！！ 

全国の「golfrevo」で在庫一掃セール開催 
「アコーディアWeｂ」からの予約＆プレーで
“予約代表者様”に抽選で1,000ポイント！ 

全国のグループゴル

フ場・直営練習場で

展開しているゴルフ

シ ョ ッ プ「golfrevo（ゴ

ルフレボ）」では、3月

31 日（木）ま で、在 庫

一掃セールを開催し

ています。ウェアやゴ

ル フ グ ッ ズ が 最 大

80％OFFの大特価商

品もあり、掘り出し物が多数ありますので、ゴルフ・練習でお越し

いただいた際には、ぜひ「golfrevo」へお立ち寄り下さい。もちろ

んお買い物のみのご利用もお待ちしております。対象商品は現

品限り、早い者勝ちですので、お早めにお買い求め下さい。 

※一部対象外の店舗･商品がございます。 

※対象商品に対するポイント付与はございません。 

 golfrevo のホームページはコチラ http://www.golfrevo.com/ 

プレー対象期間   ： 2016年4月1日（金）～6月30日（木） 

キャンペーン応募期間 ： 6月30日（木）まで 

キャンペーンの詳細はこちら 

 http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160401-20160630-1000pt-spring/ 

※プレー対象期間中にアコーディアWebからご予約＆プレーした方が対象です。 

※既にプレー対象期間内にご予約頂いている方も対象となります。 

※予約代表者様が当日来場されなかった場合は対象外となります。 

最近、堀琴音プロも愛用するというリストバンド型活動量計を使って体調

管理を始めました。歩数、運動消費カロリー、睡眠、食事などが記録で

きます。意識して動くことで体力をつけるのが狙いのひとつ。ラウンド後

半でのスタミナ切れをなくしたいですね。もちろん、ダイエットへの効果も

期待です！（丸毛） 

世界レフティゴルフ選手権という、とてもおもしろそうな大会が！！日本

で開催されるのは19年ぶりだそうです。アコーディアのバッド・ワトソンは

椎間板ヘルニアの手術後、完全には回復しておらず泣く泣くエントリー

を断念しました。しかしようやくゴルフができるまでになり、天候にも恵ま

れた8か月ぶりの復帰戦でゴルフの楽しさを思い出しました。（庄司） 

私の趣味は音楽鑑賞で、良くライブやロックフェスティバルに出かけま

す。今年も様々なフェスティバルの公式サイトで出演者が発表され始め

ました。私が一番興味あるのは、フジロックフェスティバルに出演する

レッド・ホット・チリ・ペッパーズです。夏に向けて、今のうちにゴルフで体

力付けなくては！（熊本） 

mailto:pr@accordiagolf.com

