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今年から8月11日は「山の日」という新しい国民の祝日です！ 「山の日」は「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する（国民の祝日
に関する法律第2条）」と定められています。また、7月18日は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う（同法律第2条）」
日として「海の日」に定められています。自然の中で行うスポーツであるゴルフとは深い関わりがある「海」と「山」。この二つの祝日を、
より楽しんでもらうために、海や山を満喫できるコースをご紹介します！ 

7月海の日、8月山の日！？ ゴルフの日 

7月18日（月・祝）海の日はシーサイドコースで波の音に耳を傾け、海の恩恵に感謝する日 

「長岡まつり大花火大会」の桟敷観覧席チケットがあたる！ 2016年ロングランコンペ を開催中！ 

海といえば夏。夏といえば花火。花火といえば新潟県の長岡。大新潟CC出雲崎コース 

では、花火師が選ぶ美しい花火大会10選にも選ばれた「長岡まつり大花火大会」の桟敷

観覧席チケットや豪華電化製品があたるオープンコンペを開催しています。毎年春先に

実施しており約600名ほどの参加がある人気企画。目指せ観覧特等席！ 

8番ホール（162ｙPar3）は、日本海の水平線を一望 

できる大パノラマ！ 天気が良い日は佐渡島も見える 

「三条下田産コシヒカリ」を販

売しています（2kg 1,080円）

“米どころ”新潟県のゴルフ

場来場の記念に、ひとつお

土産はいかが？ 

「2016年ロングランコンペ」 概要 

遅い時間のスタートや

午後のスループレーは

晴れた日に日本海の水

平線に沈む美しい夕日

を見ることができる 

アクアマリンふくしま入場券＆ 

季節の会席～旬彩～1泊2食付宿泊プラン 

車で約10分にある水族館「アクアマリン

ふくしま」の入場券が付いた宿泊プラン。 

ホテルから見えるのはオーシャンビュー

の絶景！ ホテル名のとおり宿泊も夕食

も“海”を満喫できます。 

アクアマリンふくしまの入場券付き宿泊 

プランでゴルフも食事も観光も海づくし 

料金 ： 6,400円 

内容 ： 1ラウンドスループレー 

時間 ： 5：26～5：54のスタート 
 ※公式サイトからの予約は500円引き 

料金 ： 14,400円～ 

内容 ： ツインルーム1泊2食付 

   アクアマリンふくしま入場券付 
 ※ゴルフプレー代は7,650円～（セルフ・昼食付） 

お昼前にはプレーが終了し、一日を有効に

使えることから、人気急騰中の早朝スルー

プレープラン。朝の澄んだ空気の中に 

浮かぶ玄界灘を眺めながら、海に向かって

ティーショット！  

爽快！早朝1ラウンドスルー 

「バリ早」プラン（平日限定） 

二丈カントリークラブ 
 （福岡県糸島市） 

料金 ： 10,000円～ 

内容 ： ツインルーム1泊2食付 

   夕食はプールサイドバーベキュー 
  ※ゴルフプレー代は12,177円～（セルフ・昼食別） 

サザンリンクスリゾートホテル 

プールサイドバーべキュー付宿泊プラン 

「長岡まつり大花火大会」の

桟敷観覧席が目玉商品。 

優勝者と、年度賞28位の 

2名が獲得できる 

 【 開催期間 】 7月24日（日）まで  【 参加料金 】 プレー代 + 540円 

 【 結果発表 】 7月24日（日）館内掲示 【 競技形式 】 新々ぺリア（9H） 

 【 表彰 】 優勝、準優勝、3位、4～10位、順位賞（3人に1人）、BB賞、BM賞 等 

※別な日のプレーであれば、複数エントリーが可能 

http://www.onahama-ocean.com/ http://www.southern-links.co.jp/ http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=115 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ 

 （福島県いわき市） 

沖縄でも屈指のシーサイドコースで、 

眼下に広がる海を見ながらバーベキュー

はいかがでしょうか。ゴルフプレーだけの

方や食事だけ利用の方も、3,240円（飲み

物代は+1,620円）でご利用いただけます。 

大新潟カントリークラブ出雲崎コース（新潟県三島郡出雲崎町） 

早朝の澄んだ空気の海沿いで 

朝日眩しい日の出スルー 

沖縄の青い海を見ながら飲むビール 

潮風心地よいバーベキュー 

ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 
 （沖縄県島尻郡八重瀬町） 
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秩父国際カントリークラブ （埼玉県秩父郡皆野町） 

新たな「国民の祝日」 8月11日（木・祝）山の日は山に親しみ、山の恩恵に感謝する日 

名峰「樽前山」の麓にひろがる広大でフラットな27ホール 日本三大奇景「妙義山」がどのホールからも一望できる 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=097 

秩父国際CCまでの道のりで通る 

「ポピー街道」は現在満開！ 

開花時期：5月中旬～6月上旬 

秩父の秀峰！ 日本二百名山のひと

つに数えられる「武甲山」をコースから

眺めることができます。 

OUTのスタートホールは 

豪快な打ち上げのPar 5 

（No.1 White Tee ： 454yds） 

打上げ・打下ろしホールが多
い中でも、ドライバーを豪快
に振れるホールもあり、戦略
性に優れたコースです。 

料金 ： 4,880円 （昼食付） 

※2B・3Ｂ保障、割増無し！ 

通常料金 7,380円のところを、

超破格のお値段でご案内！

早い者勝ちとなりますので、 

ご予約はお早めに。 

① 日本が誇る名峰を眺めながらプレーができるコースをご紹介！ 

早い者勝ち！ 

『平日限定 超激安 

特別優待プラン』 

長瀞峡の清流が運ぶ爽やかな風が清々しい！ 秩父連山の裾野に造成された山岳コース 

コースでキタキツネに 

会えるかも！？ 

開場53周年をむかえた、北海道屈指の名門

コースです。2007年には日本女子オープンを
開催。太平洋と樽前山、雄大な自然に豪快な

ショットを楽しめます。 

※予約時に「アコナビ（掲載誌）を見た」とお伝えください。Tel：0144-67-0131  

期間 ： 2016年10月31日（月）まで 
※食事別、セルフ、2B割増あり 

※キャディ ： 歩き＋1,730円、乗用カート＋2,160円 

樽前カントリークラブ （北海道苫小牧市） 妙義カントリークラブ （群馬県富岡市） 

ホテル恒例の大イベント 

「花火大会＆ 

キッズフェアー」開催！ 

日程：7月18日（月祝） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073 

料金 ： 13,830円 

期間 ： 2016年6月30日（木）まで 
※1泊3食付き＋1Rセルフプレー 

妙義山などの眺望に恵まれ、全体的にフラット

でフェアウェイが広いのが特徴。併設の「妙義
グリーンホテル」の天然温泉に入れる宿泊パッ

クがおすすめ。 

平日泊＋平日プレー  

『妙義温泉ゴルフ宿泊プラン』 

② 真夏でも涼しい！ 標高700メートルの高原コースで山ゴルフを満喫！ 

ノーザンCC赤城ゴルフ場は 

赤城山、上毛ゴルフ場は谷川

岳や浅間山が眺望できる自然

豊かな高原コース。赤城ゴルフ

場での宿泊＆2プレーも可能。 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073 

ノーザンCC 赤城ゴルフ場 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=016 

ノーザンCC 上毛ゴルフ場 https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=017 

ご宿泊に関しては赤城ゴルフ場に 

お問い合わせください。 

Tel：0279-56-3331 

ノーザンCC 赤城ゴルフ場 

赤城山 西の麓に位置する27ホール。

1980年日本プロゴルフ選手権開催。 

ノーザンCC 上毛ゴルフ場 

エバーグリーンの洋芝フェアウェイ 

コース。コンディション良好です！ 

料金 ： 9,900円 

 期間 ： 2016年6月30日（木）まで 
※1泊3食付き1Rセルフプレー 

※前泊（プレー当日にご宿泊をご希望 

   の場合は、赤城ゴルフ場まで  

※ロッカー代、2B割増あり 

平日泊＋平日プレー 

赤城ゴルフ場 平日宿泊パック 

ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 （群馬県渋川市） 、 上毛ゴルフ場 （群馬県吾妻郡） 

★アコナビ特別料金★ 

料金 ： 平日 7,800円 、 土日祝 12,800円 

 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=097
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=073
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=016
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=017
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雨の日にご来場されたお客様へのサービスや特典をご紹介します！ 

 

 

 

  

 

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』 

「ヘルシーメニュー」特集 

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

 

いよいよ梅雨到来ですね。 

沖縄ではすでに梅雨を迎えており、いよいよ全国でも雨の多い季節になりますね。雨天でのプレーは、芝の重みや服装の違いもあ

り、晴天時とは違ったプレーになります。ゴルフ場では、雨の中でもプレーしてくださった方々への特典をご用意しております。雨でう

まくプレーが出来なかった方も、ぜひ次は特典を利用して、晴れた日に同じコースでリベンジを果たしてほしい。そんな思いをこめ

て、雨の日特典があるゴルフ場をご紹介します。 ※当日の雨の状況が下記特典に該当するかどうかは、ゴルフ場にご確認ください。 

 

  

十里木カントリークラブ 
（静岡県富士市） 

大沼レイクゴルフクラブ 
（北海道茅部郡） 

伊豆国際カントリークラブ 
（静岡県伊豆市） 

「雨の日リベンジ券」  次回使える割引券  雨の日半額ピンポイントプラン 

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「ヘルシーメニュー」です。カロリーや健康を

気にしている方へのおすすめをご紹介します。アコーディアWebで

は、他メニューも公開しています。ぜひチェックしてみてください。 

『レディースランチ』1,458円(税込) 

タカガワオーセントゴルフ倶楽部(兵庫県) 

女性やご年配のお客様を意識した

698kcalのランチプレートです。彩りも

鮮やかにたくさんの種類を楽しめま

す。(ホールスタッフ 三枝) 

『冷し豆乳坦々麺』1,620円(税込) 

緑野カントリークラブ(群馬県) 

塩麹とコラーゲンを使用した豆乳に、

自家製肉味噌を加えた冷たい坦々

麺はこれからの季節にもぴったりで

す。(店長 根岸) 

『麦とろ膳』1,296円(税込) 

美濃関カントリークラブ(岐阜県) 

岐阜県産醤油で味付した”とろろ芋”

に、飛騨名産「めしどろぼう漬」など、

ご当地の味覚をヘルシーにお召し上

がりください。(調理長 諸) 

雨の中プレーされた場合、来場日の曜日に

合わせた、約1ヶ月先まで使用できる優待券

を配布しております!優待券の利用日によっ

ては、メンバー料金程度でプレーできるかも

知れません! 

雨予報によるキャンセルが相次いだ場合、 

「3ホール継続にて雨の場合、ご予約金額の

半額プラン(時間指定あり)」を行っておりま

す。予報が出た場合のみプランが出るので、 

アコーディアwebを要チェックです! 

当日の雨により、コースに出ずプレーを 

取りやめた方へ、割引券を配布しております。 

平日は500円割引券、土日祝は1,000円割引

券をお渡しします。次回は、ぜひ晴天のときに

ご来場ください！ 

当社が運営する女性のためのゴルフ情報サイト『L-style』。 

現在、「ミスタードーナツ」とコラボレーションし、『L-style』入会

キャンペーンを実施します！前回好評につき、今回で2回目。

この機会にぜひご利用ください。（登録は無料です） 

『L－Sｔｙｌｅ』×ミスタードーナツ コラボキャンペーン 

期間：5/31（火）より開始 

内 容 ： 期 間 中『L-style』に 入

会した方で先着200名様に、

「ミスタードーナツカード」(500

円分)をプレゼント! 

ちなみに・・・、『L-style』に入会すると特典がいっぱい！ 

①ハローキティのポイントカードが手に入る！ 

②各種イベントにL-style料金で参加できる！ 

③直営練習場でレンタルクラブ無料貸し出し！ 

   ※ポイントカードと身分証のご提示でレンタルクラブを 

  無料で提供しております。（1回のご利用で最大2本まで) 

 

他にも、ゴルフ場での練習場コイン1枚プレゼントや、直営練

習場での体感レッスンが半額（\2,160→\1,080・税込)になる

など、特典が盛りだくさんです。 

『L-style』×ミスタードーナツ入会キャンペーンについてはコチラ  

http://www.lstyle-accordiagolf.com/campaign/CCC_cp_msd1605/ 

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=020 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=003 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=098 

L-Style×ミスタードーナツ  

コラボキャンペーン実施中！ 



■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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【 編集後記 】 

 

新発売ボールを試しに１回打ってみませんか？ 

今ならボーナスポイント200ポイント還元 

 

期間 ： 6月1日（水）～7月31日（日）まで 

内容 ： ブリヂストンゴルフボール 1スリーブお買い上げにつき 

   アコーディア・ゴルフポイント200ポイントを還元 

対象商品 ： TOUR B330シリーズ 1スリーブ1,620円（税込） 

      TOUR B V10シリーズ 1スリーブ1,814円（税込） 

実施店舗 ： 全国のgolfrevo店舗 

ブリヂストンゴルフの新発売ボールをご購入すると、通常ポイン

トに加え、1スリーブにつき200ポイントのボーナスポイントを還元

いたします。これを機会に新しいボールを試し打ちしてみては？ 

「ボールポイントアップ」キャンペーン概要 

5月25日は「平成」10,000日だったそうです。人生に置き換えると10,000

日を迎えるのは27歳、20,000日は54歳、30,000日は82歳。男性の平均

寿命が80.5歳なので人生は約30,000日です。皆さまは長く感じますか？

短く感じますか？改めて一日一日を大切に生きようと思います。（庄司） 

アコーディアWeb予約キャンペーン 

平日プレーで無料プレー券が当たる！ 

 2016年6月1日（水）から7月29日（金）の期間中、アコーディアWeb

よりキャンペーンに応募・ご予約の上、平日にプレーされた予約

代表者様の中から抽選で合計50組様に、無料プレー券をプレゼ

ントします。プレー予約をお考えの方はアコーディアWebへ急げ！ 

キャンペーン詳細はコチラ 
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160601-20160729-weekday_play_2016/ 

「抽選で無料プレー券当たる！」 

キャンペーン概要 

対象期間 ： 2016年6月1日（水）～ 

         7月29日（金） の平日 

内容 ： アコーディアWebより応募の 

     上、ご予約＆プレーされた 

     予約代表者様の中から抽選    

     で無料プレー券をプレゼント 

賞品 ： Ａ賞（10組） 

     平日無料プレー券（1組2名） 

     Ｂ賞（40組） 

     平日無料プレー券（1名） 

初めて歯を抜きました！ 先日突然、親知らずが激しく痛み、やむなく

抜歯を決意。歯医者自体が久々だったので緊張して臨みましたが、案

外あっさりと終了。まだ若干痛みますが、これで一安心です……。この

件で、改めて歯の大事さを感じました。皆さんも歯を大切に！（皆川） 

熊本地震から1ヶ月半。まだまだ、不自由な生活をされている方々も

多いようです。弊社運営の各ゴルフ場、練習場に設置した募金箱にも

多くの善意がよせられています。心より御礼申し上げますとともに、被

災地の方々の一日も早い復興をお祈りいたします。（丸毛） 

運がよければあの選手が近くに・・・？ 
日本シニアオープン選手権 ボランティア募集中！ 

2016年9月15日(木)～18日(日)、千葉県の習志野カントリークラブ キング･クイーンコースにて、日本シニアオープンゴルフ選手権が

開催されます。シニアトッププロの熱い戦いが繰り広げられますが、そのサポートとして必要不可欠なのが、運営ボランティアの方々

です。当ゴルフ場は、車でも電車でもアクセスが良好なコースですので、この機会にぜひご応募ください！一緒にトーナメントを盛り

上げましょう！※昨年のHONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLFで撮影した写真を使用しております。 

主なボランティア業務 

・ホールマーシャル 

通称「お静かに係」。ギャラリーの横断を調整

するなど、ギャラリーが安全に楽しく観戦で

き、選手がプレーしやすいように案内します。 

ボランティア募集要項 

・キャリングボード 

歩くスコア速報版。18ホール続けての連続業

務なので、体力が必要です。プロのプレーが

間近で見られる業務の一つです。 

他にもスコアラーやギャラリー受付など、さま

ざまなボランティア業務があります。 

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

参加条件：2日以上の参加 

応募締切：2016年7月18日(月)必着 

申込方法：下記大会HPからボランティア募集要項（申込用紙）を 

ダウンロードし、必要事項にご記入の上、FAXにてお申込ください。 

アクセス：【東関東自動車道】千葉北ICから約19Km  

      【北総開発鉄道】千葉ニュータウン中央駅から車で約10分  

「第26回日本シニアオープン選手権」についてはコチラ 

http://www.accordiagolf.com/japan-senior-open-2016/ 

最近、岡崎体育さんの「MUSIC VIDEO」という曲を聴いています。日

本中のミュージシャンが映像を配信していますが、その内容の「ある

ある」をまとめた曲。こんなポップに自分の下の世代にゴルフあるある

を伝えられると面白い事になるかもと勝手に考えています。(熊本） 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160601-20160729-weekday_play_2016/
http://www.accordiagolf.com/japan-senior-open-2016/

