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桜の開花予想時期の予約は大人気！

特集

お花見ラウンドができるゴルフ場を一挙大公開！

今年の桜は、全国的にやや遅めの開花になると予想されていて、東京では3月25日に開花、4月1日に満開を向かえる
予定とのこと。桜の名所や公園などでのお花見も素敵ですが、広大な自然の中で緑色の芝と桜のピンク色とのコントラス
トを堪能できるのはゴルフ場だけ！今月ここではそんな「お花見ラウンド」を楽しめるゴルフ場をご紹介します。
※ 開花予想時期について ： [参考] ウェザーマップ 桜の開花予想2017 http://sakura.weathermap.jp/ （2/23更新時点）

約1,000本の桜が咲き誇る！ 千葉桜の里ゴルフクラブ （千葉県香取市）
鹿島灘を望む本格的な丘陵コース。ゴルフ場の名前
の通り、コース内や進入路に約1,000本の桜が咲き誇
ります。まさにお花見ラウンドにぴったり！
この時期はお早めの予約が吉です。

千葉県 開花予想日 4/2 （満開予想日 4/9）

★おススメ★
『幹事様らくらくコンペパック★イーグルプラン』
（昼食＋1ソフトドリンク＋パーティ＋お土産付）

料金 ： 4月平日 8,732円～ （セルフ・税込） ※2組7名以上
詳細・ご予約は コチラ

大平台カントリークラブ
（栃木県栃木市）
東北自動車道 佐野藤岡ICから
約15km。ゴルフ場進入路の道
路沿いに広がる桜のトンネルが
自慢です。コース内でも綺麗な
桜景色が望めます。

栃木県 開花予想日 3/31

★おススメ★
『平日昼食サービス
8・9時台提供枠限定』
料金 ： 4月平日 5,460円～
（セルフ・税込）

詳細・ご予約は コチラ

愛宕原ゴルフ倶楽部
（兵庫県宝塚市）

甘楽カントリークラブ
（群馬県甘楽郡甘楽町）
コース内の桜を眺めながら、
さらにその先には榛名・赤城・
妙義の上毛三山を遠望できる
18ホール。1984年に日本女子
オープンを開催。

群馬県 開花予想日 3/30

★おススメ★
『甘楽レディースデープラン』
開催 ： 毎月第1月曜日
料金 ： 女性 5,680円（セルフ・昼食・税込）
※同伴男性は6,380円

詳細・ご予約は コチラ

まだまだあります！桜のきれいなゴルフ場
[栃木県] 喜連川CC

[群馬県] 甘楽CC

[埼玉県] 寄居CC

[千葉県] 習志野CC空港C、習志野CCキング・クイーンC、
大阪・梅田から車で30分という
好立地。1960年に開場して以
来、歳月の経過とともに成長し
た木々たちが落ち着いた雰囲
気を醸し出します。

兵庫 開花予想日 3/31

[茨城県] 水戸GC、土浦CC
[神奈川県] 大厚木CC桜C
[静岡県] 伊豆国際CC
[岐阜県] サンクラシックGC、新陽CC

★おススメ★
『4月平日 昼食付プラン』

[奈良県] 万壽GC

天瀬温泉CC

[兵庫県] 白鷺GC、猪名川グリーンCC、山の原GC、

2サム保証・割増あり（+1,296円）

東条パインバレーGC、神戸パインウッズGC

料金 ： 4月平日 7,480円～
（セルフ・税込）

スカイウェイCC

詳細・ご予約は コチラ

[大分県] 天瀬温泉CC
※上記ゴルフ場の桜画像をご要望の際はお問い合わせください。（03-6688-1500）
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通常カップの約4倍！ベストスコア更新の声が続出

「でかカップゴルフデー」 大好評につき全国各地での開催が決定！
通常カップの約4倍の大きさの「でかカップ」で18ホールラウンドするする、「でかカップゴルフデー」は2016年6月に始ま
り、好評につきその後も開催地を続々と増やしておりましたが、さらに、関東はじめ多数の地域での開催が決定しました！
ゴルフ初心者の方がラクにプレーでき、ベストスコア更新が狙えるのはもちろん、上級者ゴルファーにも、いつもとは一味
違った新感覚のゴルフを楽しんでいただけます。ホールインワンも夢じゃない！？ぜひ一度お試しください。
でかカップゴルフデー 概要
内容 ： 通常カップの約4倍、直径15インチ（約381mm）の
「でかカップ」を18ホール全てのグリーンで使用
開催日・場所 ：
3/30 （木） セントラルGC （茨城県）
4/ 1 （土） 美濃関CC （岐阜県）
4/ 4 （火） おおさとGC （宮城県）
4/11 （火） 花の杜GC （宮城県）
4/21 （金） ラ･ヴィスタゴルフリゾート （千葉県）
4/25 （火） 宮城野GC （宮城県）
5/17 （水） 樽前CC （北海道）
※スケジュールは変更する場合があります。
※ 当日にホールインワン、アルバトロスを達成されても保険対象外となります。

でかカップゴルフデーの詳細・予約は コチラ

「でかカップ」のカップ切りの様子

普段は緊張する、“入れごろ
外しごろ” の2～3ｍのパットも、
この通り、神経を使う必要なし！
初心者や女性ゴルファーも
気軽に楽しくプレーできます。

『アコーディア・キッズ』 登録会員 5000名突破！

アコーディア・ゴルフはジュニアゴルファーを応援しています
当社がジュニアゴルファーの健全な育成とゴルフの普及に寄与していきたいと考え、2013年に開始した登録ジュニアゴ
ルファー制度、「アコーディア・キッズ」は、おかげさまでこの度、登録会員5000名を突破しました。（2017年2月現在 5115名）
133ゴルフ場と22直営練習場にて、春休み・夏休みの期間やその他各対象施設が定めた期間中、特別料金にてご利用で
きます。また、以前から開催しているジュニアイベントや大会、ジュニアレッスン等とあわせ、今後も、ジュニアゴルファーを
応援してまいります。
アコーディア・キッズ 概要
対象 ： 18歳未満のジュニアゴルファー （登録無料）
対象施設 ： 全国133のゴルフ場、22練習場
期間 ： 春休み・夏休み期間、その他各施設の定めた期間
料金 ： ゴルフ場 14時～1,000円、16時～無料 （保険料100円・カート代・税別）
練習場 原則9時～20時 60分打ち放題 500円 （税別）
※ 施設により内容が異なる場合がございます。
事前にゴルフ場・練習場へお問い合わせください。

アコーディア・キッズ登録、詳細は コチラ

NEWS

全国小学生ゴルフ春季大会 決勝大会
今年も習志野CC キング・クイーンコースで開催！

スポーツニッポン新聞社が主催する平成28年度（第10回）
全国小学生ゴルフ春季大会の決勝大会が今年も習志野
CC キング・クイーンコース（千葉県）で開催されます。全
国各地の予選大会を勝ちあがった小学生ゴルファーたち
が繰り広げる熱戦に注目です！
日時 ： 3/22（水）
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）

ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）では
春・夏にキッズコンペを開催
次回：3/19（日） 詳しくは コチラ

（写真） 2016年開催時。男子の優勝スコアは72、女子は73でした。

大会の詳細は コチラ
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土壌の「胃袋の大きさ」と「体温」を調べる！？
アコーディア･ゴルフでは、良好なコースコンディションを保つため、良い芝を育てる努力を行っています。「良い土壌は良い芝を育て
る」といわれますが、「良い土壌」には6つの条件があります。（図１）今回は、このうち、当社の土壌分析を一手に担っているコース管理
本部 技術開発部（2017年2月号で紹介）での分析項目に深く関係する「保肥性」と「酸性、アルカリ性」についてご説明します。
保肥性

保肥性のある土は芝の生長

酸性、アルカリ性

土壌が酸性やアルカリ性に偏っ

に必要な養分を一時的に蓄え、根に供給してくれます。保肥力

ていると特定の養分を吸収しにくくなり、芝の生育が悪くなりま

は、CEC（塩基置換容量）で測ることができます。CECは、人間

す。pH（ペーハー）は、その土壌が酸性かアルカリ性かを示す指

の健康診断でいうと、「胃袋の大きさ」にあたり、食べすぎが問

標で、健康診断でいうと「体温」のようなものです。pHは、0～14

題が多いように、この容量以上に施肥等を行うと土壌に吸収さ

の数値で表され、「７」が中性で、数値が小さくなるほど酸性が強

れず、土壌を汚すことになります。CECの改良は容易ではありま

くなります。芝の生育に適しているのはｐＨ５～７程度（弱酸性）で

せんが、土壌改良資材の施用で高めることができます。

す。pHが高い場合は、過剰施肥料を避け、硫安などの資材を施

土壌診断

健康診断

CEC（塩基置換容量）

胃袋の大きさ

塩基飽和度

満腹度合

pH（水素イオン濃度）

体温

EC（電気伝導度）

血圧

有効態リン酸量

年齢

有効態窒素量

栄養成分量

用し、低い場合は、炭酸Caなどの石灰資材を施用します。

土壌診断と健康診断の関係性 出典：農業科学基礎、農文協 2002

pH測定の様子

図１ 良い土壌の条件

スキルアップを目指せ！

積極的な新規高卒者採用で評価

春のスクール入会キャンペーン

小名浜OH&GCにいわき市より感謝状

春は、ゴルフのスキルアップのチャンス！駅近の便利さとイン
ストラクターのわかりやすいレッスンが人気のインドア練習場
「アコーディア ゴルフスタジオ赤坂」と「アコーディア ゴルフスタジ
オ御徒町」では、春のスクール入会キャンペーンを実施します。
これを機会に、まずは、体感レッスンでお試しを！
【春のスクール入会キャンペーン概要】
期間： 2017年3月18日（土）～5月31日（水）まで
内容： ①入会金（10,000円）が無料！
②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）
※ 体感レッスンはお一人様２回まで受けられます。
※ ３ヶ月以上のスクール継続（御徒町は受講チケット５枚以上購入
も）、月会費の口座引き落としの申込みなどキャンペーン適用条件がご
ざいます。詳しくは下記練習場フロントへ直接お問い合わせください。

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂
東京都港区赤坂3-1-6 ビックカメラ赤坂見附駅店９階
TEL： 03-5545-3636
東京メトロ「赤坂見附駅」直結 。改札を出て左手。ビックカメラの
エレベーターを利用して９階へ。
アコーディア ゴルフスタジオ御徒町
東京都台東区上野3丁目27-1
十仁タワー5階
TEL： 03-5816-3672
JR御徒町駅南口を出て徒歩30秒。
1階にドラッグストアがあるビルに入
り、エレベーターを利用して5階へ

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県）が、2月14日
開催の「いわき人財育成企業アワード2017」において、新規高卒
者雇用優良企業としていわき市より感謝状を授与されました。
この感謝状贈呈は、2009年から実施されているもので、贈呈年
度の前３ヵ年度で、新規高等学校卒業者の正規雇用者数が各年
度２人以上、合計が１５人以上の要
件に合致し、かつ、市長が別に定
める基準を満たしている企業が対
象となります。小名浜OH＆GCは、
毎年、10名前後の新規高卒者の採
用を行っており、各部門で活躍して
くれています。そして、今年の4月か

贈呈式の様子

らも11名が新たに仲間に加わる予定です。
ちなみに、アコーディア･ゴルフ全体では、毎年、約100名の新規
高卒者採用を行っています。当社では、彼らのさらなる活躍をサ
ポートするため、各種研修も実施しており、2月20日（月）～21日
（火）には、高卒2年目の従業員を
対象とした集合研修を行いました。
参加者たちは社会人としての自覚
を高め、同期の絆も深めたようで
す。それぞれの職場に戻った彼ら

アコーディア ゴルフスタジオ
赤坂

は、いっそうお客様のためのサー
ビスを心がけてくれるはずです。

集合研修参加者たち
＠レイクフォレストリゾート（京都府）
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アコーディアWeb 今月の逸品グルメ 「会食プラン 特集」

プレーがなくてもOK！ゴルフ場レストランでの会食はいかがですか？
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」は、ゴルフ場の会食プラン特集。多くのゴルフ場のレストランは
広いスペースと個室として利用できるコンペルームがあります。窓から緑が見えるレストランで、法要やご長寿のお祝いなどから、同窓
会、女子会、PTAなどの集まりを企画するのはいかがでしょうか？各ゴルフ場では、皆さまに喜ばれる会食メニュー（要予約）をご用意
してご利用をお待ちしています。プレーなしでもOKですので、幹事の皆さま、お気軽にお問い合わせください。

『各種宴会プラン』

『ビュッフェプラン』

『外来特別プラン』

『日帰り会席プラン』

2,000円
三島カントリークラブ（静岡県）

2,700円
セントラルゴルフクラブ（茨城県）

4,860円
藤原ゴルフクラブ（三重県）

5,400円
レイクフォレストリゾート（京都府）

予算やご要望にあわせて季節の
食材を取り入れたメニューをご提
案します。小さな食事会からパー
ティーまで承ります。
（総調理長 日下部 勝利 ）

特に学校関係の皆さまのご利用が
多く、お子様連れのお客様にも満足
いただける内容です。追加料金でソ
フトドリンク、アルコール飲み放題も
OK！ （調理長 中村 直也）

人数、用途、ご予算に応じて、旬を
感じていただけるメニューをご提案
します。お客様に喜んでいただくこ
とを第一に考えています。
（調理長代理 木村 和也）

メインの国産牛サーロインと鯛のしゃ
ぶしゃぶがおすすめの全9品の春の
会席プランです。企業イベントやご親
族の集まりまで幅広くご利用いただ
けます。 （調理 松本 かおり）

※価格は全て税込。 その他のメニューはコチラ

【テーマ別に毎月更新】 ※レイクフォレストリゾートのメニューは、5/31まで。その他は通年対応可。

アコーディアWeb ３月３連休キャンペーン

ベルギー産チョコレートを使った

無料プレー券が当たります！

チョコクリームシューの通年販売開始！

2月11日の祝日が土曜日で三連休にならずがっかりした皆さ

バレンタインデーにあわせて販売し、大好評だったPB商品

ま、今年2回目の三連休となる3月18日～20日にゴルフの予定

「ベルギー産チョコレートのこだわりチョコシュー」が１年を通してお

を入れませんか？ アコーディアWebでキャンペーンに応募の

召し上がりいただくことができるようになりました！

上、この三連休にご予約＆プレーされた予約代表者の中から

北海道産生クリームとカカオ100％の

抽選で無料プレー券をプレゼントします！

ベルギー産チョコレートを使ったチョコク

【アコーディアWeb ３月３連休キャンペーン概要】

リームをクッキーシュー生地に贅沢につ

対象者： キャンペーに応募の上、

めた濃厚なチョコクリームシューは、「北

プレー対象期間中に予約＆プレーされた予約代表者
プレー対象期間： 2017年３月18日（土）

海道素材のこだわり生クリームシュー～
濃厚ミルク仕立て～」と一緒に大人買い

～３月20日（月）

はいかがですか！

賞品： 抽選で下記の賞品をプレゼント

【ベルギー産チョコレートの

A賞 全日利用可のペア無料プレー券

こだわりチョコシュー】

1名様

販売価格：

B賞 全日利用可の1名様無料プレー券

１個
４個セット

5名様

313円
1,188円

※税込価格。一部販売していないゴルフ場があります。
詳細はコチラ

【 編集後記 】 先日、実家に帰ると、甥っ子が、90年代に私が伯父に
米国から買ってきてもらったＳＦ49ersのジャンパーを着ていました。どう
したのかと聞いたら「おばあちゃんにもらった！超ビンテージや！」と喜
ぶ彼。自分が使わない物でも生きる道がどこかにあるものなんですね。
今週末、使っていないクラブを義姉に送ることにしました。義兄はゴルフ
好きなので一緒に楽しんでほしいと思います。（丸毛）

今号ではゴルフ練習場の「春のスクール入会キャンペーン」をご紹介し
ましたが、春は心機一転、新しい習い事を始めるのに最適な季節です
よね。私も3月から、体質改善のため、ホットヨガを始めることにしまし
た。ゴルフシーズンに向け、そろそろプレーの予定も増えてきたので、
今年こそは100切り達成を果たすため、ヨガに通って少しでも体力をつ
けられればと思っています。（皆川）

■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。
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