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特集 

高速道路を通るとき、休憩に利用するサービスエリアとパーキングエリア。最近のSA・PAはご当地グルメや施設など、それぞれ特色の
ある所が増えました。ふとSA・PAに入ると、アイスクリームや揚げ物などのグルメに、つい手を伸ばしてしまうなんて方もいるのではな
いでしょうか。今回の特集では、ゴルフ帰りにSA・PAに寄れるコースをご紹介します。いつもは素通りしてるあなたも、これを読むとSA・
PAに寄りたくなるかも。また、SA・PA情報はもちろんですが、近隣ゴルフ場のお得な情報やプランにも注目です！ 

ゴルフ帰りに話題のSA・PAに寄れるコース 

2016.2.13 新東名開通で新たにオープンした注目サービスエリア！ 

県内唯一の「NEOPASA｣がオープン。新東名・岡崎SA（上り）  
新しくオープンした岡崎SAに、名古屋を代表する味噌かつの名店「矢場

とん」が高速道路初出店。秘伝のみそだれは、一年半熟成させた天然醸

造の豆味噌を使用してます。 本物の名古屋めしを堪能できる一品です。 標高約550mに位置し、市街地と比べ

外気温が約5℃低い冷涼な気候の為、

夏場でも快適にプレーをお楽しみ頂け

ます。特に夏は、涼しい時間帯にプ

レーできる午前スループレーや、午後

スループレーがオススメです！ 

★市街地対比－5℃！夏のゴルフはつくでGCへ！★  

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=137 

つくでゴルフクラブ（愛知県） 

PA全体のテーマが「黒」。嵐山PA（上り） 
嵐山PA（上り）は黒を基調とした施設で、竹炭を使った「ブラックソフトク

リーム」など、ショップでも黒を特徴とした商品を取り扱っています。ゴル

フでたくさんの緑を見た後だと、不思議な感覚になるかもしれません。 

童話の世界が目の前に。寄居 星の王子さまＰＡ（上り） 
童話『星の王子さま』著者、サン=テグジュペリゆかりの地である、

南仏プロヴァンス地方の雰囲気の中、南仏料理のレストランや「星

の王子さま」グッズのお店が並びます。 

★妙義温泉ゴルフ宿泊プラン★ 

2016年6月30日（木）まで 

（※5月1日～5月8日除く） 

平日泊+平日プレー  13,830円 

平日泊+土・祝日プレー 18,630円 

土・祝前日泊+土日祝日プレー21,130円 

「ここ本当にパーキングエリア？？」関越道にはおもしろPAがいっぱい！ 

★彩の森宿泊パック★(1泊3食１R) 

2016年7月1日～2016年9月9日まで 

※8月11日～15日は特別料金 

平日 ：AGメンバー 12,800円 

 同伴ビジター 13,800円 

土日祝 ： AGメンバー 20,000円 

 同伴ビジター 21,000円 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=032 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073 

彩の森カントリークラブ（埼玉県）  妙義カントリークラブ（群馬県） 

江戸時代にタイムスリップ。東北道・羽生PA（上り）鬼平江戸処 
池波正太郎氏の代表作、時代小説『鬼平犯科帳』がモチーフになってい

るPA。江戸の町並みが忠実に再現されており、タイムスリップした気分に

なります。そばや、うなぎなどグルメも充実しています！ 

★カラオケボックス・2ルームオープン★ 

大観覧車が目印。東海北陸道・川島PAオアシスパーク 
PA全体がレジャー施設になっており、岐阜の街並みが一望でき

る、大観覧車が特徴。また、焼き立てパンや高速道路初出店の飛

騨牛串焼き店もあり、目でも舌でも楽しめる施設になっています。 

一般道からも入れます。全国の知る人ぞ知るPAがこちら。 

★プラチナカップ開催★ 

6月17日（金）開催！ 

お1人様9,100円（総額) 

どなたでもご参加いただけるオープン

コンペを開催。参加者全員に賞品あ

り。昼食付。 

カラオケバーを改築し、カラオケボックスが

新たに出来ました。宿泊者はもちろん、プ

レーのみ、カラオケのみの方もご利用でき

ます！帰る前に一曲いかがですか？ 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=032 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073 

料金(カラオケ&飲み放題) ： 60分1,620円～  

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=152 

喜連川カントリー倶楽部（栃木県） 美濃関カントリークラブ（岐阜県） 
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キーワードは“トーナメントクオリティ” 

この秋「トロフィア・ゴルフ」の２コースでトーナメントが開催！！ 
「トロフィア・ゴルフ」ブランドのコンセプトは「ゴルフを制する歓びを知るプレーヤーのチャレンジング・スピリットを刺激

する、トーナメント・クオリティーのコースの戦略性、セッティング、コンディション」です。 

このブランドを掲げている２コースで、この秋、プロトーナメントが開催されます。9月に習志野カントリークラブ キング・

クイーンコース（千葉県）で「日本シニアオープン選手権競技」が、10月に石岡ゴルフ倶楽部（茨城県）で「HONMA 

TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」 が開催されます。飽くなき探究心を胸に、常に上を目指すすべてのプレー

ヤーへ。“トーナメント・クオリティー”は“トーナメント開催コース”として、皆さまの挑戦をお待ちしております。 

トーナメントグリーンのここに注目！ 

それは“コンパクション” 

習志野CCに8年ぶりにトーナメントが帰ってきました。国内シニ

アメジャーのひとつ「日本シニアオープン選手権競技」を開催。

1974年から1997年まで24年間にわたり開催された「サントリー

オープン」をはじめ、日本プロゴルフ選手権や日本オープンゴル

フ選手権など数々のトーナメントの歴史がある当コースでは、 

かつてのトーナメント開催時と同様にキングコースとクイーン

コースから9ホールずつをピックアップしたコンポジットで行われ

ます。トーナメントコースを体験するためにも、プレーはキング

コースとクイーンコース、2度お越し下さい。 

今年も石岡GCで「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA 

GOLF」を本間ゴルフ様と共同で開催。アマチュアゴルファーが 

プロトーナメントに出場しやすいよう、門戸を広げているこの大会

では、今年も4月から全国で熱意系ゴルファーによる熱い予選が

始まっています。各予選を勝ち抜いたアマチュア35名はプロ40名 

との合計75名によるマンデートーナメントに参加し、プロアマ混合

による成績上位の13名が夢のプロトーナメントに出場することが 

できます。 

当社ではアコーディア・ゴルフグループの会員様の中から、 

実力ナンバーワンを決定する「メンバーズ・チャンピオンシップ」を

開催しています。ゴルフ場予選、地区予選と2つの予選を勝ち抜い

た会員様が全国決勝大会を行い、優勝者はなんと本戦に出場！ 

2～4位の3名がマンデートーナメントに出場します。アコーディア・

ゴルフグループの会員様を代表する4名の活躍に期待です！ 

アコーディア・ゴルフのグループゴルフ場と直営練習場※ 

および各種プレイガイドで2大会の前売券を販売しています。 

なかでもグループゴルフ場・直営練習場では2大会のチケット

をまとめて購入することで通常よりも3,000円おトクな10,000円

で販売中！ プレー・練習のついでにご購入できます。 

ゴルフには“観る”楽しみもあります。そしてスポーツを“観る”

のは現地観戦が一番です。シニアツアーとレギュラーツアーの

プロのプレーを比べるも良し、プロがそれぞれのコースをどの

ように攻略するのか観察するも良し。観戦してイメージを高め

たあとは、そのコースを自分でプレーです。 

2016年9月15日（木）～18日（日） 2016年10月6日（木）～9日（日） 

習志野カントリークラブ キング・クイーンコース（千葉県） 石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

日本シニアオープンゴルフ選手権競技 HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 

ボランティア募集のお知らせ 

グリーンの速さを決める要素の一つに「コンパクション」がありま

す。これはグリーンの硬さを数値で表したもので、数値が大きい

ほどボールが止まりにくくなります。コンパクションの計測は 

「山中式硬度計」というものを使用し、通常のグリーンではその 

数値は20程度、トーナメントでは25程度です。 

昨年開催したHONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLFで

は、コンパクションを最大27まで上げたことで、グリーンを狙う

ボールが止まらず、グリーン奥にこぼれてしまうプロが続出。 

勝負をおもしろくしていました。 

トーナメント以外でも、ゴルフ場によっては「コンパクション」の数

字を表示しているゴルフ場もあります。グリーンを攻略する参考と

して「コンパクション」にも注目してみてください。 

計測の様子 山中式硬度計 

前売券好評発売中！ 

購入はグループゴルフ場・練習場がおトク！ 

※東京、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川の1都6県（67事業所）で販売 

メンバーズ・チャンピオンシップ 
 http://www.accordia.jp/championship/mc/ol.php 

その他の予選はこちら 
 http://www.honmagolf.co.jp/jp/tourworldcup/monday.html 

 募集日程 ： 2016年9月12日（月） ～  9月18日（日）※予備日19日（月） 

 募集人数 ： 約600名 

 参加条件 ： 2日以上のご参加 

 応募締切 ： 2016年7月18日（月）まで 

 申込み先 ： 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース 

    （TEL：0476-46-3111 担当：飯岡・米井） 

 
AGグループゴルフ場 

直営練習場 

楽天チケット・ローチケ 

チケットぴあ・イープラス 

シニアオープン 5,000円 5,000円 

ツアーワールドカップ 8,000円 10,000円 

2大会セット 10,000円 13,000円 
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全国のゴルフ場レストランを運営する「ハーツリー」がホテルレストランの受託を開始 

「ダイワロイネットホテル高松」内 海鮮レストラン『こころ』新規オープン！ 

 

 アコーディア・ゴルフグループの、ゴルフ場レストラン運営会社「株式会社ハーツリー」は、グループゴルフ場のほか、他社ゴルフ場 

レストランの運営も行っておりますが、この度、新たにホテルレストランの受託運営を開始しました。新規オープンした海鮮レストラン

『本日、大漁&大豊作 こころ』は、香川県の「ダイワロイネットホテル高松」のレストランで、複合商業施設「丸亀町グリーン」内に店舗

があります。4月1日（金）～3日（日）の3日間、オープン記念として「鮪の解体ショー＆試食会」を開催。すでに地元メディアに多数取り

上げられるなど、注目を集めています。皆さまを“心からのお料理”と“おもてなしの心”でお迎えしますので、お近くにいらした際には、

ぜひ足をお運びください。なお、ハーツリーでは今後も、さまざまな形態のレストランの受託運営を積極的に進めていく予定です。 

場所 ： 香川県高松市丸亀町8-23 

     丸亀町グリーン 東館2F 

     http://mgreen.jp/ 
    ※ダイワロイネットホテル高松は 

      丸亀町グリーン 東館8Ｆ～ 

アクセス ： JR高松駅から徒歩15分 

営業時間： 

    朝）6:30～10:30 （L.O.10:00） 

       和洋バイキング 

    昼）11:00～15:00 （L.O.14:30） 

       海鮮丼・定食 

   夕方）15:00～17:30 （L.O.17:00） 

       カフェ    

    夜）17:30～22:00 （L.O.21:00） 

       海鮮居酒屋 4月1日（金）オープニング記念 

「鮪解体ショー＆試食会」 
※GW期間（5/1）も開催！ 

こころのまぐろ丼 

1,000円（税込） 

被災地支援プロジェクト 

実施中 （～5/31） 

大分名物 鶏天ぷら定食 
1,000円（税込） 

売上の一部を義援金として 

日本赤十字社を通じ被災地 

に寄付させていただきます。 

『本日、大漁&大豊作 こころ』 
鮪をはじめとした新鮮な海の幸が 

味わえる創作レストランです。 

ハーツリー http://www.htrs.co.jp/ 

ランチ 

店長 石田 （前列右から2番目） 「うどんが 

有名な町、香川にてマグロの店を始めまし

た！ 豪快な、マグロ、マグロ！ マグロ！ を

是非、食べに来てください」 

調理長 福山 （前列左）「四国No.1の居酒屋
になります！！ そのためにまず、高松で 
マグロを広めたいと思います！ 新鮮で、 
こぼれるような丼を食べに来てください！」 

フォローしてね！ 
★Facebook https://www.facebook.com/hr.cocoro/    
★Twitter https://twitter.com/skanno4 (@skanno4) 

 

夏を彩る厳選グルメをゴルフ場からお届け 

「サマーギフト」 5月11日（水）より販売！ 

※価格は送料・税込、商品のお届け ： 2016年6月1日（水）～8月10日（水） 

※商品に関するお問い合わせはゴルフ場レストラン、 

  またはギフト担当窓口（Tel ： 03-6688-1330 平日10:00～17:00まで） 

※5/16（月）Web公開 http://www.accordia.jp/restaurant/restaurant/2016summer/ 

ゴルフ場の美味しい 『サマーギフト』 

販売場所 ： 全国の運営ゴルフ場内レストラン 

お申込承り期間 ： 2016年5月11日（水）～7月24日（日） 

高座豚ハム詰合せ 

7,000円 

天然目鉢まぐろ 

赤身・中トロブロック1kg! 

5,900円 

仙台名物 牛たん詰合せ 

5,200円 

沖縄ブルーシール  

アイスクリーム 

5,000円 

商品一例 

今年もゴルフ場の美味しい「サマーギフト」販売が始まります！ 

毎年人気のオリジナル商品や全国お取り寄せギフト、夏ならで

はの厳選食材やスイーツなどの商品を豊富に取り揃えていま

す。大切な人へのお中元、コンペ賞品など、用途はさまざま。 

ご注文は7月24日（日）まで承っております。ぜひご検討ください。 

 

その他のメニューはコチラ ※テーマ別に毎月更新 

アコーディアWeb『今月の逸品グルメ』 

不動の人気を誇る「愛されメニュー」特集 

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

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「愛されメニュー」です。お客様に愛されすぎ

てメニューから外せない！ そんな、ゴルフ場の名物メニューを 

ご紹介します。アコーディアWebにはこちらの3品の他にも「愛され

メニュー」を公開していますのでぜひ、チェックしてみてください。 

『“鉄板”とんかつ』 1,728円（税込） 

ツインレイクスカントリー倶楽部（群馬県） 

「ガッツリ派のお客様から熱い支

持をいただいてます。カレーソー

スをかけたとんかつの下にはパ

スタも！ ボリューム満点です」

（調理長代理 伊藤） 

『牛かすうどん』 1,404円（税込） 

万壽ゴルフクラブ（奈良県） 

「常連様に愛される名物メニュー

です。牛モツをじっくり素揚げした

『牛かす』は、コクとうまみがあり

コラーゲンもたっぷり」（調理長 

秋野） 

『鯛茶漬け』 1,620円（税込） 

二丈カントリークラブ（福岡県） 

「ファンが多く、メニューから外せ

ない一品です。朝獲れの新鮮な

鯛を使用しております」（調理長

代理 茅島）） 

http://mgreen.jp/
http://www.htrs.co.jp/
https://www.facebook.com/hr.cocoro/
https://twitter.com/skanno4
http://www.accordia.jp/restaurant/restaurant/2016summer/


■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・CSR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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3回以上ご来場でチャンス！同伴者様も対象！ 

100万円相当ポイント争奪戦！ 

 

アコーディアWebでご予約されたプランを3回以上プレーされた方の

中から抽選で100名様に10,000ポイント総計100万ポイントをプレゼ

ント！今回のキャンペーンは同伴者も対象です。今すぐ予約を！ 

対象プレー期間 ： 2016年5月9日（月）～7月29日（金）の平日 

内容 ： キャンペーンにご応募の上、対象期間中に 

   アコーディアWebから3回以上予約＆プレーをすると 

   抽選で100名様に10,000ポイントをプレゼント 

対象 ： 予約代表者様・同伴者様 

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160501-20160731-pointrally_2016_spring/ 

▼キャンペーン詳細はコチラ 

最近入った高校の同期のFacebookグループを見ていると、弊社運営の

コースでプレーしてくれている人が多い！嬉しくなって勤務先を明かし

たら、「じゃあ、ゴルフが相当上手いんだね」と。みなさん、それは、大き

な誤解です。でも、少しは練習しなきゃだめですね。（丸毛） 

【 編集後記 】 

今年は当社グループで2つのトーナメントが開催されます。私は他のス

ポーツ観戦も好きなのですが、集客アイデアは参考になることばかりで

す。自分でプレーをしない人にも観戦にきてゴルフに触れてもらうこと

で、将来ゴルフを始めてもらえるきっかけになればと思います。（庄司） 

最近野球観戦に行く機会が増えて、新たな趣味になりつつあります。試

合を観るのももちろん楽しいですが、何よりも球場で飲むビールが美味

しい！ ちなみに虎党の父の影響で、東京生まれなのに一番好きな

チームは阪神。いつか甲子園球場にも行ってみたいです。（皆川） 

 

ゴルフを通じた青少年育成プログラム「ザ・ファースト・ティ」への協賛を開始しました！ 

4/16（土）相武カントリー倶楽部で無料体験プログラムイベントを開催 

当社はこの度、子供たちがゴルフを通じてライフスキルを身につける教育プログラムを提供する「NPO法人ザ・ファースト・ティ・オブ・

ジャパン」に、ゴールドパートナーとして協賛することとなりました！ 協賛の一環として、都内ゴルフ場では唯一の定期開催となる 

プログラムイベント『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 supported by ACCORDIA GOLF』がスタート。2016年 

5月14日（土）から2017年3月18日（土）までの全26回、相武カントリー倶楽部にて隔週土曜日（一部変則日程）に実施します。 そして、 

その第1回目の開催に先駆けて、4月16日（土）に「ザ・ファースト・ティ」の無料体験イベントを開催！ ゴルフ未体験のジュニア含め、

計8名の子供たちが、この日の学びのテーマである「尊敬」のプログラムを楽しく、真剣に取り組んでくれました。 

「ザ・ファースト・ティ・オブ・ジャパン」定期開催に関するリリース http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20160425133920.pdf 

『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 

supported by ACCORDIA GOLF 無料体験イベント』 概要 

 日時 ： 2016年4月16日(土) 13:00～15:00 

 場所 ： 相武カントリー倶楽部 (東京都八王子市) 

 参加者 ： 小学1年生～6年生のジュニア8名 

 当日のスケジュール 

     13:00 オリエンテーション、ウォームアップ 

  13:15 練習グリーンでのゲーム/アクティビティ 

  14:00 コース内でのゲーム/アクティビティ 

  14:50 フィードバック、終了 

ナインコアバリュー 

ライフスキルの核となる 

9つの価値 

http://www.thefirstteejapan.org/ 

オリエンテーション 

全員と握手をし、 

目を見て自己紹介 

ゴルフを通じたアクティビティ  

相手を大切に思うこと、 

待つこと、成功を 

たたえることを学習 

先日、熊本県のビーチサッカーチームに所属している友人に連絡をとり

ました。友人が現在行っているボランティア活動や、話したときに感じた

言葉の力強さを含めて、身近な存在が復興に向かう姿にとても励まさ

れました。苗字が「熊本」ですので、いつか力になりたいです。（熊本） 

Easy Golf ×東京大丸イベント開催！ 

 

ゴルフ場デビューイベント「Easy Golf」が、百貨店大手の東京大丸と

コラボイベントを開催！このイベントは、東京大丸を利用している方

にゴルフを楽しんでほしいと企画され、今回で5回目。今後も「Easy 

Golf」のさまざまなコラボレーションに注目です。 

Easy Golf  × 東京大丸 イベント詳細 

開催日：7月9日（土） 

場所：スカイウェイカントリークラブ（千葉県） 

内容：レッスン、ラウンド体験(3ホールか9ホールを選択) 

料金：3H：10,000円、9H：13,000円  

      ※大丸松坂屋友の会会員は1,000円引き 

定員：30名（東京駅より送迎バスあり。） 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160501-20160731-pointrally_2016_spring/
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20160425133920.pdf
http://www.thefirstteejapan.org/

