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 2017年には8ヶ所のグループゴルフ場が、おかげさまで開場50周年・40周年・30周年・20周年という節目の年を迎えます。今月の 

アコナビでは、それぞれのコースを2ページにわたりご紹介。この周年を機にスタッフ一同も心新たに、これからもご来場いただいた 

ゴルファーの皆さまに末永く選び続けていただけるような、楽しく快適なゴルフ場づくりに努めてまいります。 

2017年にアニバーサリーイヤーを迎えるゴルフ場！ 

1967年（昭和42年）開場 今年で50周年を迎えるゴルフ場！ 

1977年（昭和52年）開場 今年で40周年を迎えるゴルフ場！ 

50年前のできごと 

 

 

 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=151 

奈良万葉カンツリー倶楽部 
（奈良県奈良市） 

1967年11月12日開場。 

JR奈良駅・近鉄奈良駅から車

で約15分。大和青垣国定公園

内の丘陵地に広がる18ホー

ル。杉、松、桧などの樹木や、

要所に配された池が美しい 

景観を見せます。 

★おススメ★ 『コンペプラン』 ※3組9名～ 

昼食・パーティ＋1ソフトドリンク付！ 

2月・3月料金 ： 平日8,980円～、土日祝13,480円～ （セルフ・税込） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=050 

天瀬温泉カントリークラブ  
（大分県日田市） 

1967年11月13日開場。 

万年山や釈迦岳が望める、雄大

な自然を生かした山岳コース。

もちろんお風呂は天然温泉で、

露天風呂（男性）もあります。 

由布院や黒川温泉にも近く、 

観光に組み込むのもおススメ。 

★おススメ★ 『シニア感謝デー』 

開催日 2月 ： 3、7、15、23、27日 3月 ： 3、7、13日 

料金 ： 70歳以上 4,080円 69歳以下 4,970円 （セルフ、昼食付、税込） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=150 

かずさカントリークラブ 
（千葉県市原市） 

1977年10月1日開場。 

市原・鶴舞ICより約７分の好ア

クセス。広大な丘陵地にレイア

ウトされた27ホール。過去に女

子プロゴルフトーナメントも開催

された、歴史あるコースです。 

★おススメ★ 『特典付！コンペプラン』 ※3組以上限定 

組数に応じてボール、ボストンバッグなどをプレゼント！ 

2月・3月料金 ： 4,980円～16,800円 （セルフ、昼食・特典付、税込） 

40年前のできごと 

 

 

 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=051 

猪名川グリーンカントリークラブ 
（兵庫県川辺郡郡） 

1977年1月30日開場。 

18ホールからなる山岳コースは、

スタートホールからほぼすべての

ホールが見渡せる抜群の景観が

自慢。関西圏でのアクセスが至

便で、梅田からは車で約50分。 

★おススメ★ 『欲張りデー』  

開催日 ： 2月20日（月）、21日（火）、24日（金） 

料金 ： 5,790円 （朝食、昼食、1ソフトドリンク付、税込） 

[ゴルフ] 

・ ジャック・ニクラウス 2度目の全米オープンゴルフ優勝。  

  当時の優勝賞金は30,000USドル（現在は1,800,000USドル）  

・ 日本女子プロゴルフ協会の誕生 

[社会] 

・ 都知事選挙で美濃部亮吉（社会、共産両党連合）が当選 

・ 第3次中東戦争（六日戦争） イスラエルが広大な占領地獲得 

・ 大卒初任給 30,600円（厚生労働省の賃金構造基本統計調査） 

・ 『天才バカボン』、『ルパン三世』 連載開始 

[ゴルフ] 

・ トム･ワトソンがニクラウスとの激闘を制しマスターズ優勝  

  同年の全英オープンも優勝し、新帝王の地位を確立した。 

・ 全米女子プロゴルフ選手権で樋口久子プロが優勝 

[社会] 

・ 大卒初任給 101,000円（厚生労働省の賃金構造基本統計調査） 

・ 巨人 王貞治選手がホームラン世界記録 756号を達成 

・ 日本初の静止気象衛星 「ひまわり」打ち上げ 

・ 年間シングルチャート1位 ピンクレディ『渚のシンドバッド』 
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1987年（昭和62年）開場 今年で30周年を迎えるゴルフ場！ 

1997年（平成9年）開場 今年で20周年を迎えるゴルフ場！ 

30年前のできごと 

20年前のできごと 

詳細はコチラ 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121 
喜連川カントリー倶楽部 （栃木県さくら市） 

詳細はコチラ 

http://www.lfr.co.jp/ レイクフォレストリゾート （京都府相楽郡） 

1987年10月12日開場。 

2つのゴルフ場「バードスプリングコース（27H）」と

「ザ・センチュリーコース（18H）」のほか、ホテルやリ

ラグゼーション（天然温泉）、スポーツ・アミューズメ

ントも備えている大型リゾート施設。 

詳細はコチラ 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=043 
加西カントリークラブ （兵庫県加西市） 

詳細はコチラ https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=092 

アクアラインゴルフクラブ （千葉県木更津市） 

1997年3月3日開場。 

東京湾アクアライン 木更津東ICより約3 kmと

いう抜群のアクセス。 加藤俊輔氏設計によ

る、多様な戦略性に富んだ、挑戦意欲をかき

立てる丘陵コース。 

★おススメ★ 『2組6名以上 コンペプラン』 

パーティー＋1ドリンク無料サービス！   

料金 ： 7,300円～19,900円 （セルフ、昼食付、税込） 

[ゴルフ] 

・ 岡本綾子プロがアメリカLPGA初の外国人賞金王に。 

  内閣総理大臣顕彰、日本プロスポーツ大賞を受賞 

・ オーガスタ出身のラリー・マイズがマスターズ優勝  

[社会] 

・ 国鉄分割民営化。JRがスタート 

・ 大卒初任給 148,200円（厚生労働省の賃金構造基本統計調査） 

・ トム・クルーズ主演「トップガン』が大人気 

・ 光GENJI 『STAR LIGHT』でレコードデビュー 

[ゴルフ] 

21歳のタイガー･ウッズが18アンダーで

マスターズ優勝（2位のトム･カイトと12打差）。 

タイガー時代の到来 

[社会] 

・ クリントン大統領就任 

・ 大卒初任給 193,900円（厚生労働省の 

  賃金構造基本統計調査）  

・ 東京湾アクアライン開通 

・ 「たまごっち」大流行 

1987年10月12日開場。 

東北自動車道 矢板ICより17km（宇都宮線 氏家駅からク

ラブバスあり）。なだらかな地形にハザードを巧みに配

し、戦略性を高めた27ホール。疲れた身体をリフレッ

シュできる露天風呂温泉が自慢のひとつ。 

1987年10月8日開場。 

雄大でフラットな丘陵に自然の景観をそのまま活か

した個性溢れるコース。バラエティ豊かなランチバイ

キング（ソフトドリンク付）は大好評。さらに月初3日

間はステーキも食べ放題！ 

★おススメ★ 『前泊：1Ｒ宿泊パック』 

1Rプレー＆1泊3食付（夕食は塩ちゃんこ鍋） 

料金 ： 平日プレー11,500円～  土日祝プレー13,980円～ 

★おススメ★ 『魅惑のステーキフェア』 

開催日 ： 月初3日間 2月1日～3日、3月1日～3日 

料金 ： 5,680円～5,990円 （セルフ、昼食付、税込） 

★おススメ★ 『ゴルフ宿泊プラン』 

1Rプレー（2コースから選択可）＆1泊3食付 

料金 ： 平日プレー9,980円～ 土日祝プレー14,980円～ バードスプリングコース ザ・センチュリーコース 
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コース管理本部 技術開発部 

各ゴルフ場の土壌分析を実施し、より良いコース作りに取り組んでいます！ 

 

ザ･サザンリンクスリゾート（沖縄県） 

１Fレストランにスポーツバーオープン！ 

 沖縄でも数少ないオーシャンビューのコースと、リゾート感満

載のホテルが評判のザ・サザンリンクスリゾートの１Fレストラン

に“スポーツバー”がオープンしました。65インチモニターをはじ

め、4台のモニターでお酒を飲みながらゆっくりスポーツ観戦が

できます。当日のラウンドを振り返りながら、ゴルフ専門チャン

ネルでトッププロのプレーを見て明日へのヒントをつかむのはい

かがですか？ 

 ゴルフ以外でも、今年3月にはワールドベースボールクラシッ

ク（WBC）、ロシアワールドカップ最終予選と野球、サッカーでも

見逃せない試合が続きます。 

 これから、ゴルフのベストシーズンを迎える沖縄へのゴルフ旅

行をお考えの皆さま！昼も夜も楽しめるザ･サザンリンクスリ

ゾートへ是非お出でください。近隣のパームヒルズゴルフリゾー

トとの2プレーもおすすめです。 

海が一望できる 

ザ･サザンリンクスGC！ 

65インチのスクリーンは大迫力！ 

緑野カントリークラブ（群馬県）  
ゴルフ場の能舞台利用開放で地域貢献 

 緑野カントリークラブ（群馬県）のレストランには「能舞台」があり、

地域住民の皆さまにこの「能舞台」を活用していただく取組みをして

います。開場（1990年）当時は、有名な能楽師の方も演じられたと

いう本格的な「能舞台」ですので使わないのは「もったいない！」

と、ゴルフ場のCSR活動の一環として地域の団体にお声かけを始

め、お問い合わせもいただくようになりました。 

 そして、本年１月9日（祝）には、群馬県にあるフラダンスとウクレ

レの団体９組による「第１回ぐんまハワイアンフェスティバル～

Aloha Nō 」が開かれました。ハワイアンミュージシャンの岡田央さ

んをお迎えしたイベントの参加者は何と総勢136名！子ども達のダ

ンスもあり、イベントは大盛り上がり。皆さん、ダンスと音楽、お食事

を楽しまれました。 

 今後も習い事の発表会等での利用申込みを受け付けていき、地

域の皆さまに喜ばれるゴルフ場運営を目指します。 

全員で記念写真！スタッフは床が抜けな

いか心配だったとか・・・ 
背景に松！まぎれもなく、能舞台です！ 

ザ･サザンリンクスリゾート詳細はこちら  http://www.southern-links.co.jp/ 

緑野カントリークラブ詳細はこちら   

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

  アコーディア･ゴルフでは、ゴルファーの皆さまに喜んでいただけるコース作りのためにさまざまな研

究を行う、「コース管理本部  技術開発部」を2014年7月に設置しました。そして、2016年11月からは、各

ゴルフ場から土壌サンプルを集めての本格的な土壌分析を開始。既に、73コースからのサンプル送付

を受け、21コースの分析が終了しています。 

  土壌分析は、人間でいうと「健康診断」のようなものです。これにより、芝生土壌の栄養の過不足や

健康状態を把握することができます。診断結果に悪いところがあれば、その土壌に必要な処置を行い、

より良い土壌へ改良するための対応策を検討します。 

  技術開発部では、全国のアコーディア･ゴルフ運営ゴルフ場の土壌分析を一元的に行い、傾向と対

策を検討していきます。そして、これらの蓄積されたデータは、今後のコース管理の現場での作業に役

立てることができます。良い土壌は良い芝を育てます。技術開発部のメンバーは、プレーをされるお客

様の顔を思い浮かべながら日夜研究を続けています。 

ゴルフ場でのサンプル採取方法 

実施対象箇所（18ホールの場合） 

グリーン4ヶ所、ティーグラウンド2ヶ所、フェアウェ

イ2ヶ所から土壌を採取します。 

土壌の採取方法 

グリーン、ティーグラウンドでは、最長対角線の4

等分の3地点（図１）から採取。フェアウェイは、広

大で全体を代表するサンプルを得ることが困難な

ので、IP地点においてグリーンでの方法に準じて

採取を行います。深さは、5～15cm程度（根の深さ

にあわせる）で、サッチ※（表層２～３cm）は取り除

きます。サンプルは、残った根やサッチを除き、充

分に混ざるようにした後、日陰で２日から3日間乾

燥。300ｇ～500ｇを技術開

発部に送ります。 

※芝生の刈り草や冬枯れした葉な

どが地面に堆積した層のこと  

図１ 

分析結果表 

土壌採取の様子 

土壌分析機械（例） 



■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   皆川／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/ 

【 編集後記 】 先日30年ぶりに会った88歳になる父のいとこは、多趣

味な女性で、家中に自分の手による絵画、彫刻を飾り、今でもひとりで

多摩から新宿のデパートまで洋裁に使う生地を買いに行くそうです。年

齢を感じさせない元気さは自分の人生を謳歌しているから。ゴルフを趣

味にされ、健康に年齢を重ねておられる方も多くおられます。皆さまが

一日でも長くプレーできるようなお手伝いもできればと思います。（丸毛）  

ゴルフ場で唯一「ニッポン全国鍋グランプリ2017」に出場したノーザン

CC錦ヶ原ゴルフ場が快挙を達成しました！ こちらのコンテストは来場

者が食べ終わった空カップを投票券1枚と引き換えて投票するシステ

ム。多くの方にゴルフ場のメニューを味わっていただけたこと、嬉しく思

います。チーム錦ヶ原の皆さま、お疲れ様でした！今年は応援に行け

ず非常に残念だったので来年は絶対にリベンジしたいです。（皆川） 

 

 

 

アコーディアWeb 『今月の逸品グルメ』 

熱々ごはんにこだわりの具をのせて 「絶品！逸品！どんぶり特集」 

春までもうすぐ！４月～７月のプレーでお得！ 

WEB予約ポイント2倍キャンペーン 

※進呈ポイントはACCORDIA GOLF ポイントとなります。 

※WEB予約ポイントはプレー日から1週間以内に進呈となります。 

詳しくはこちら 
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2017/20170401-20170731-yoyaku-pt/ 

『予約ポイント2倍デーキャンペーン』 

対象プレー期間 ： 2017年4月1日（土） 

                 ～7月31日（月） 

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 

 ゴルフシーズンが開幕する４月から４ヶ月間、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！ 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。ゴルフ予約はアコーディア

Webから！ 
※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  

 今年も、ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）が全国のご当地鍋

日本一を決める「ニッポン全国鍋グランプリ」（1月28日～29日開催）

に出場。『深谷ねぎと国産牛のすきしゃぶ鍋』で見事、来場者投票

5位に輝き、優秀賞を受賞しました！ 本メニューはゴルフ場でも期

間限定で販売しますので、この機会にぜひご賞味ください！ 

アコナビ 2017年2月号  P4 

    
『カニいくら丼』 

3,456円 

小名浜オーシャンホテル 

＆ゴルフクラブ（福島県） 

『ビフカツ丼』 

1,836円 

石岡ゴルフ倶楽部 

ウエストコース（茨城県） 

『石焼あんかけカツ丼』 

1,404円 

堺カントリークラブ 

（大阪府） 

『黒毛和牛のひつまぶし』 

2,268円 

四日市の里ゴルフクラブ 

（三重県） 

 公式サイト「アコーディアWeb」のレストランページ「今月の逸品グルメ」では、日本全国で食べられる絶品どんぶりの数々をご紹介

しています。ランチタイムに豪快にほおばれば、後半プレーへのパワーもみなぎります！ 

「いくら」「ズワイカニ」を豪華に盛り

付け、「ウニ」までのせた海鮮丼は

当クラブの名物です！ 

（ホール   吉田 千晴） 

ミディアムレアに仕上げた豪州産の

牛サーロインカツを香味野菜とわさ

びクリーム２種のソースで！ 

（ホール  小瀬 ちあき） 

自家製の甘辛いタレをからめた国

産黒毛和牛を使ったひつまぶし。

薬味とだし汁で味の変化をお楽し

みください。（調理 内田 菜々子） 

寒い日に！石焼きの器にご飯とロー

スカツをのせ、中華風卵とじ餡をか

けました。たっぷりのネギと一緒にど

うぞ。（ホール 土屋 敏香） 

※価格は全て税込。 その他のメニューはコチラ http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html 【テーマ別に毎月更新】 

※メニューによって提供期間が違う場合がありますので、掲載いただく際はお手数ですがお問い合わせください。 

チームワーク抜群の『チーム錦ヶ原』 

出場60チーム中5位！ 悲願の入賞です！ 

『深谷ねぎと国産牛のすきしゃぶ鍋』 ゴルフ場での販売も決定！ 

販売価格 ： 1,836円（税込） 場所 ： ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県） 

期間（予定） ： 2月13日（月）～3月中旬まで ※数量限定 

ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 

「ニッポン全国鍋グランプリ2017」入賞！ 
速報 


