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特集 

アコーディア・ゴルフは「女性に優しい企業」を目指し、女性が気軽に楽しくゴルフをプレーしていただける環境づくりを推進しています。
今号では女性ゴルファーへのさまざまなサービスやおすすめのイベントなど、盛りだくさんの内容を2ページにわたって特集します！ 
1ページ目は「女性におススメのゴルフ場」のご紹介です。女性特典のあるレディースデーなど、知っていたらトクする情報も満載です
よ。女性に喜ばれるコースをお探しの男性ゴルファーの皆さまも、ぜひご参考にしてみてください。 

 女性ゴルファー必見！知っていたらトクする情報満載！ 

女性におススメのゴルフ場＆イベントをご紹介 

 女性スタッフが中心となって考えるサービス！ 

おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県） 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=148 

① ゴルフ場での1日を快適に楽しんでいただくためのサービス 

  【女性特典】 女性来場者アメニティグッズプレゼント 

  【ロッカー】 ・水素水サーバーを導入（男女） 

         ・パウダールーム（個室）にイオンドライヤーの設置 

  【トイレ】 ・洗面台にマウスウォッシュ 

        ・タッチレスサニタリーボックスの設置 

  【レストラン】 ・女性向けランチメニュー提供（パスタ/サンド等） 

          ・デザートやドリンクメニューの考案 

② コースで見られる満開の「オオムラサキツツジ」 

    開花時期 4月中旬～5月中旬頃 場所 東コース8番ホール 

おおむらさきGCスタッフ 水素水サーバー パウダールーム 

アメニティプレゼント 考案ドリンク（例） オオムラサキツツジ 

① 月2回レディースデー開催 

 開催日 毎月第2、第4金曜日 

 内容 ご来場の女性へ嬉しい特典！ 

   ・昼食時に前菜プレート＆1ドリンクサービス  

    （プレート：女性が1名以上の組につき1皿） 

   ・バラ風呂 

   ・お土産プレゼント 

大好評！特典充実のレディースデー 

ワイルドダックカントリークラブ （茨城県） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128 

② クロワッサンバイキング 
 時間 平日7：00～9：30、土日6：30～9：30  

 場所 マスター室前カフェ 

 金額 550円（税込） 

 内容 焼きたてクロワッサンとコーヒーが 

    食べ放題＆飲み放題！ 

① 毎月第3週目はレディースウィーク 

 火曜：女性限定ハーフコンペ 

     （優勝～3位、飛賞に賞品あり） 

 月、水～金曜：女性来場者の中から抽選で 

   5名様にゴルフグッズ等の 

           賞品をプレゼント 

① 「レディースプラン」予約受付中 

 実施日 4月28日（木）、5月9日（月） 

 料金 9,580円（昼食付） 

 内容 プレー後、レストランにて 

     ケーキセット付き 

      ※男性は+1,000円で予約可能 

レディースウィークに賞品をゲット！ 

花生カントリークラブ （千葉県） 
格調高いクラブハウスが女性に人気！ 

神戸パインウッズゴルフクラブ （兵庫県） 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=107 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=014 

② 女性に人気のゴルフ場 

 ・神戸三田ICより車で約3分の好立地  

 ・アップダウンが少なくまわりやすい 

  コース（カートはGPSナビ搭載） 

 ・クラブハウスはシックで格調高い 

  空間デザインを採用  

② 女性におすすめ春メニュー販売中 

  「しらす蒸籠御飯とあおさ汁」  
  美肌効果があるといわれるカルシウムや 

   エラスチンなどが豊富に含まれる「しらす」を 

   たっぷりと使用しています。（4月末まで販売） 

  金額 1,339円（税込） 

① 女性にやさしいコース 

  レディースティを前方に配置している 

  ため、パーオンの確率も増え、 

  良いスコアが狙えます。 

  ※White Tee ： 6,310yd 

    Red Tee ： 5,435yd 

ベストスコアが狙える！？ 

緑野カントリークラブ （群馬県） 

アコーディアWeb限定！ 

「女子会プラン」「Regina付きプラン」公開中 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=018 

② レディースデー開催 
  実施日 毎月第3月曜日 

   内容 プレー後、レストランにて 

       ケーキとドリンク 

       （紅茶orコーヒー）付き 

※写真はイメージです 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=148
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=107
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=014
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=018
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「Easy Golf」と東京トヨペットのタイアップ動画を公開中！ 
“プチ女子旅”でドライブもゴルフも楽しもう。 

 

 

当社のゴルフ場デビューイベント「Easy Golf」と東京トヨペット様が運営する女性のためのオフィシャルサイト「Tokyo Car Ribbon」が

共同で、カーライフをより楽しむためのタイアップ動画を制作いたしました。“プチ女子旅”をテーマに、女性3人がドライブとゴルフを

エンジョイする様子を伝えています。出演者は全員ペーパードライバー。この“プチ女子旅”のように、ドライブを楽しむ女性が増えて

いけば、女性ゴルファーも増えていくことが期待できそうです。当社は今後も積極的に他社とコラボレーションするなど「Easy Golf」を

一人でも多くの方に知ってもらい、ゴルファー創造を継続して行っていきます。 

Easy Golf 開催日程 

当社で九州唯一の直営練習場、アコーディア・ガーデン福岡が

オープン2周年を記念して、女性限定イベント“Lady Only Golf 

Festa”を開催します。なかでも注目は13メーカーをご用意した

レディスクラブ限定の試打会です。女性ゴルファーの皆さま、こ

れほどの数のクラブを一度に打ち比べられる機会は、またとな

いチャンスです。そのほかにも様々なイベントを行っています。

ご来場をお待ちしております。 

「Friend’s」は千葉・神奈川・静岡県にあるアコーディア・ゴルフグループ

の14コースが対象のレディースゴルフサークルです。年会費3,000円+税

で入会（当日の入会も可能）することができ、Friend’s会員限定のさまざ

まな特典をうけることがきます。今回は対象コースのなかの一つ、伊豆

国際CC（静岡県）の特典をご紹介いたします。富士山を眺めながらプ

レーすることができるこのコースは、女性にもやさしくベストスコアの更新

が狙えます。近くには修善寺温泉もあり旅行にも最適。組数限定なので

早めにご予約を！ 

アコーディア・ガーデン福岡開場2周年
女性ゴルファー限定のイベントを開催！ 

Lady Only Golf Festa  

 開催日 ： 4月29日（金・祝） 

 時間 ： 10時～17時 

 内容 ： ① 試打会 

   ② プレゼント抽選会 

   ③ クラブの無料査定 

   ④ 所属プロによる無料ワンポイントレッスン 

▼イベントの詳細はこちら http://www.accordia.jp/practice/proshop/detail.php?eid=3949 

入会すると無料でプレーできる日も！！ 

レディースサークル「Friend’s」のご紹介 

▼フレンズについて http://www.lstyle-accordiagolf.com/course_info/ 

▼伊豆国際カントリークラブ http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=020 

※2 アコーディア・ゴルフガーデンは除く、二丈CCはプレー後のデザート 

日程 ゴルフ場 所在地 バス送迎

4月9日（土） 愛宕原GC 兵庫県宝塚市 なし

4月16日（土） 相武CC 東京都八王子市 東京駅・新宿駅

4月24日（日） アコーディア・ゴルフガーデン 千葉県多古町 東京駅

4月29日（金・祝） きさいちCC 大阪府交野市 なんば駅・梅田駅

4月30日（土） 二丈CC 福岡県糸島市 博多駅

5月14日（土） ツインレイクスCC 群馬県藤岡市 高崎駅

5月21日（土） 花の杜GC 宮城県大衡村 なし

参加料金 ： 3,800円 ～ 8,000円※1 

料金に含まれるもの ： 練習場利用料、グループ

レッスン料、コース利用代（最大3ホール）、無料レ

ンタルクラブ、昼食代※2 

Easy Golf 詳細 

※1 開催コースによって料金が異なります。当社が運営する女性のため

のゴルフ情報サイト「L-Style」に登録すると1,000円割引（二丈CCを除く） 

Tokyo Car Ribbon http://www.tokyo-toyopet.co.jp/car-ribbon/ 

動画はこちら http://www.tokyo-toyopet.co.jp/special/accordia/ 

①  「Friend’s」会員ならプレー代無料！ 

   対象日 ： 4月7日（木）、5月19日（木）、6月23日（木） 
  ※1日7組限定（4/7のみ10組限定） 

  ※飲食代・ロッカー代・ゴルフ場利用税・諸経費は別途かかります 

  ※2バッグの場合、お一人様698円の割増料金 

  ※同伴者料金4,608円（昼食補助券1,200円分付） 

② 第13回「Friend’s」コンペ開催 

   開催日 ： 4月25日（月） 

   料金  ： 8,040円（ご同伴者様/男性もOK 8,770円） 
  ※1ラウンドセルフプレー、昼食補助券1,200円分、パーティ代、参加費込み 

伊豆国際カントリークラブ「Friend’s」特典・イベント情報 

http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/ 
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阪急交通社 おすすめ初夏・北海道・沖縄ゴルフツアーのご紹介！ 
このパッケージ、実はかなりお得です。 

 ゴールデンウィークや初夏に向けてゴルフ旅行のご計画を立てませんか？アコーディア・ゴルフと阪急交通社の共同特別企画、初

夏の北海道・沖縄ツアーをご紹介いたします！（2016年4月1日(金)から6月30日(木)までの出発が対象です。） 

【樽前カントリークラブ＆ザ･ノースカントリーゴルフクラブ】 

北海道・1泊2日2プレー 24,800～94,300円  

【ザ・サザンリンクスゴルフクラブ＆パームヒルズゴルフ 

リゾートクラブ】 沖縄・１泊2日2プレー 59,980～158,980円 

例：5/6（金）にご出発の場合、 

※お申込みは http://www.accordiagolf.com/travel/hankyu/  アコーディアweb右下の「阪急交通社共同特別企画」バナーをクリックしてください。 

お1人様 119,800円 

※4名1室でご宿泊の場合 

お1人様 49,800円 

※ゴルフプレーが含まれるため2名様以上でご予約ください。料金は羽田空港出発を記載しております。関西発のツアーもご用意がございます。 

2007年度「日本女子オープンゴルフ選手権」開催の樽前CCと、本年

度「長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ」開催のザ･ノースカント

リーGCの組合せ。トーナメントコースにぜひチャレンジしてください！ 

過去、ザ･サザンリンクスGCは「アジア・ジャパン沖縄オープン」、パー

ムヒルズGLCは｢ファンケルオープン」の開催地。宿泊はサザンリンクス

リゾートホテルで移動は送迎付きと、ゆったりリゾートを満喫できます！ 

※3名1室でご宿泊の場合 

例：5/6（金）にご出発の場合、 

※別途、両コースのカートフィ、諸経費 

さまざまな、グリーンのエアレーション作業の種類をご紹介！ 
これを行うことでグリーンの芝生が元気に育ちます。 

 

 

芝生が活発に動き始めるこの時期、多くのゴルフ場でグリーンのエアレーション作業が行われています。エアレーションとは、芝面に

穴を開け、土壌に空気を入れる作業のことで、この作業により根層に酸素が供給され、芝の根が活性化されます。また、土壌の透

水・通気性の改善にもなり、芝が強く元気になります。アコーディア・ゴルフでは、春と秋の年2回、最も効果のあるコアリングを実施す

ることを基準としていますが、グリーンの状態を見て、以下のような方法でもエアレーションを行っています。 

【インジェクション】 

水を高圧で噴射することで通気や透水を向上

させる方法。高圧灌注機を用いて、透水不良

箇所に直接作用させます。 

【コアリング】 

最も一般的な方法で、芝生の床土に、中

が空洞状の刃で穴を開け、土壌(コア)を抜

き取ります。 

【ムク・クロスタイン】 

棒状の刃を使い、コアを抜かずに穴をあける方

法。作業時間が短いので、夏季のダメージ回復

や排水改良を目的に行われます。 

【スパイキング】 

10数枚の薄い刃が回転し芝生の表層に切り

込みを入れます。芝面を荒らさずに通気を

向上させる事ができます。 

 

 

桜の塩ロールケーキ販売！ 

春にちなんだ新作パスタが目白押し！ 

今年も、ゴルフ場のお土産から春のお便りをお届け。毎年好評

の「桜の塩ロールケーキ」を数量限定で発売！また、定番ロール

ケーキに「芦屋ロール」が加わりました。是非、お試しください。 

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』。今月は「春のパスタ特集」です。紹介した以外にも春を感じさ

せるメニューがたくさん！アコーディアWebで要チェックですよ！ 

※商品に関するお問い合わせ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 

北海道十勝産つぶあん、長崎県対馬

産浜御塩使用。数量限定の大人気商

品です！ 

『芦屋ロール』 1,404円（税込） 

『桜の塩ロールケーキ』 1,188円（税込） 『春野菜の和風パスタ』 1,404円（税込） 

奈良の杜ゴルフクラブ（奈良県） 

その他のメニューはコチラ ※テーマ別に毎月更新 

「たっぷりの春野菜に混ぜ込んだカ

リカリの小梅がアクセントです」 

（ホールスタッフ：三田井） 

『チョリソーと菜の花のリングイネ』 1,242円（税込） 

石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース（茨城県） 

「菜の花のほろ苦さとチョリソーの辛味

を自家製のトマトソースでまろやかに仕

上げました」（調理スタッフ：久野） 

春を感じてください！ 

『今月の逸品グルメ』 

一部店舗での販売から、好評につき

全国販売決定!北海道生クリームを

使用した、絶品ロールケーキ。 

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

利用税などが必要となります。 

※別途、両コースのカートフィ、利用税 

などが必要となります。 

http://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=G1H1120&p_hei=10
http://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=G1H1120&p_hei=10
http://www.accordiagolf.com/travel/hankyu/


■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/ 

花粉症でしばらくゴルフから遠ざかっていましたが、なんとNASAがス

ギ・ヒノキ花粉を120％カットする全身防護ゴルフウェアを発明したとい

う情報を入手！しかも花粉に反応して動くたびに花の香りがするという

高機能つき。これからは何の心配もなくゴルフが楽しめます。（皆川）  
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念願の「火星旅行」に当選！今後、厳しい訓練を重ね2024年の出発を

目指します。これで、火星でのゴルフ場建設プロジェクトも一気に加速し

そうです。2070年開場を目標に、火星の環境にあう芝種の開発からス

タートです。火星でのナイスショットはもうすぐそこです！（丸毛）  

昨年の10月に椎間板ヘルニアの手術を受けたおかげで長年悩まされ

た腰痛が解消されました。実はこのとき、当社のスクールが極秘に開発

中の装置を腰に埋め込んでもらったことで飛距離が飛躍的にアップ。つ

いに念願だったミドルホールのホールインワンを達成しました！（庄司） 

先日、小田原市にある実家で庭の手入れを手伝いました。木を植える

ために、園芸用スコップで30ｍくらい穴を掘っていたところ、穴から勢い

よく重油が沸き出てきました。ついに私も石油王の仲間入りです。重油

汚れがなかなか落ちなくて洗濯が大変でした。（熊本） 

 

春、新年度、気分一新。よし、クラブ替えよう。 

クラブを購入すると最大27％のポイント還元！ 

4月1日（金）から6月30日（木）の3ヶ月間、全国のグループゴルフ場・練習場・golfrevo店舗で、クラブの買い替えを検討しているゴル

ファーの皆さまを応援するイベント・キャンペーンを一挙に開催いたします。すべて利用していただければクラブ購入の手助けになる

こと間違いなしです。この春は気になっていたあのクラブを買うと、そのポイントでパターも手に入れられますよ！ 

▼各イベント・キャンペーンの詳細はこちら http://www.golfrevo.com/ 

参加メーカー25社、開催予定回数約1,200

回の一大イベントです。希望されるメーカー

の開催日と開催事業所をスケジュールでご

確認のうえ、ご利用くださいませ。 

対象クラブのお買い上げで、購入価格（税抜）

の20％分のポイント還元に加え7％のボーナス

ポイントをプレゼント。例えば80,000円のドライ

バー購入で21,600ポイント！ 

クラブ購入時に、現在使用しているクラブを

下取りに出していただくと、査定価格が10％

アップします。家にある使っていないあのク

ラブに高値が付くかもしれません！ 

大試打会 クラブ買い替えキャンペーン クラブ下取りキャンペーン 

※一部実施していない店舗もあります。 

ゴルフの予約はアコーディアWebからが断然おトク！

WEB予約ポイント2倍キャンペーン 

 

今年の春もゴルファーの皆さまを全力で応援する「WEB予約ポイ

ント2倍キャンペーン」を実施します！4月から7月末までの期間、 

アコーディアWebからのご予約・プレーでWeb予約ポイントが通常

の2倍となります。ゴルフの予約はぜひアコーディアWebから！ 

http://reserve.accordiagolf.com/news/2016/20160330_yoyaku-pt_201604-201607.html 

「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4月1日（金）～7月31日（日）の全日 

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  

※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  

※プレー日から１週間以内にACCORDIA GOLF ポイントを進呈します。 

憧れの矢野東プロが先生！ 

親子参加型ジュニア１Dayレッスン開催 

 

2016 年 3 月 27 日（日 ) に 石 岡 ゴ ル フ 倶 楽 部（茨 城 県）に て 

「春休み親子参加型ジュニア1Dayレッスン」が開催されました。

当日は、小学校高学年のジュニアと保護者、10組20名がイベン

トに参加しました。今回は、ジュニアと保護者がそれぞれ別の

レッスンを受講する新たなプログラムで実施。どちらもまじめに

耳を傾ける表情が印象的でした。これからも、アコーディア・ゴル

フはジュニアゴルファー育成を目的としたイベントを開催します。  

 ジュニアの部 保護者の部 

【編集後記 エイプリルフール特別編】 ※本ニュースレターの発行日は4/1です 

■ジュニア担当プロ： 矢野東プロ、林佑紀インストラクター 

■保護者担当プロ： 猿田勝大プロ、高野幸治プロ 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/news/2016/20160330_yoyaku-pt_201604-201607.html

