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 今年の連休は4月29日（土）～5月7日（日）の最大で9日間！ 現在、全国のゴルフ場の予約状況は、連休前半が人気のようです。

ゴールデンウィークにゴルフを楽しみたい方は、連休後半の5月5日（金）以降が特に狙い目！ そこで今月のアコナビでは、本格的な

宿泊施設付きのゴルフ場をご紹介します。宿泊後、近隣のゴルフ場でもう1ラウンドなど、ゴルフ漬けのプランを立ててみては？ 

今年は最大9連休！ 

ゴールデンウィークはゴルフ旅行のチャンス！ 

 

彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 （埼玉県秩父市） ★4月10日より名称変更します！ 

喜連川カントリー倶楽部＆ 

美肌温泉 ホテルきつれ川 

（栃木県さくら市） 

 ゴールデンウィークにゴルフを予定している方は必見！アコーディアWebでキャンペーンに応募の

上、対象期間中にご予約＆プレーされた予約代表者の中から抽選で無料プレー券をプレゼント！ 

★おススメ★  

『GW 宿泊ゴルフパック』 

（1泊1R 3食付 夕食：牛すき焼き）  

料金 ： 平日 16,000円 

        土日祝 18,000円～ 

ご予約 ： 028-685-3900 

愛鷹シックスハンドレッドクラブ 

（静岡県沼津市） 

詳細は ホテル公式HP へ 

耳寄り 

 計22部屋の本格的な宿泊施設を

備えているのはご存じでしたか？

今年3月に開通した新東名高速道

「駿河湾沼津スマートIC」（ETC専用）

からゴルフ場まで約5分！さらに便

利になりました。昼食は40種類以

上のビュッフェをお楽しみください。 

詳細は ホテル公式HP へ 

★おススメ★  

『GW わいわい宿泊パックプラン』 

（1泊1R 3食付）  

料金 ： 平日 21,620円～ 

      土日祝 23,420円～  

ご予約 ： 055-966-3511  

抽選で無料プレー券が当たる！『GWキャンペーン』開催！ 

詳しくは コチラ 

【アコーディアWeb GWキャンペーン概要】 

対象者： キャンペーンに応募の上、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： 2017/4/29（土）～5/7（日） 

賞品： 抽選で10名様に無料プレー券（1組2名まで・全日利用可能）をプレゼント 

詳細は ホテル公式HP へ 

 コースは那須連山を望む、戦略

性に富んだ27ホール。「日本三大

美肌の湯」と称された自慢の源泉

かけ流し天然温泉や、栃木県産

牛を使用した牛すき焼きを堪能で

きるリーズナブルな宿泊パックで

ゆっくりとおくつろぎください。 

 トム・ワトソンが設計･監修した世界初のコース。｢すべてのプレーヤーに公平に、ミスショットにはペナルティーを与える｣という理念

が随所に表れており、名物ホールはグリーン中央にバンカーがある4番ショート（右グリーン）と10番ミドル。また、併設の宿泊施設は4月

10日より「ホテル秩父」に名称変更します！ 大浴場やサウナ、卓球、カラオケなどの娯楽施設も完備でファミリーにもおススメです。  

[車] 関越自動車道「花園IC」から国道140号線を寄居方面へ進み、 

    皆野寄居有料道路へ。「秩父蒔田IC」でおり右折、その先1つ目の 

    十字路を左折、コースへ。（花園ICより22km・約30分） 

[電車] 西武線「西武秩父駅」より約12km （クラブバスは要予約制） 

★おススメ★  

『GW 宿泊パックプラン』（1泊1ラウンド 3食付）  

料金 ： 平日 17,980円～ 、 土日祝 21,980円～  

ご予約、お問い合わせ ： 0494-62-1811 

※ロイヤルスイートルーム（＋6,480円）は早い者勝ち！（写真右・2部屋） 

https://www.accordia.jp/hotel/sainomori/
https://www.accordia.jp/hotel/kitsuregawa/
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2017/20170429-20170507-gw_play_cp/
https://www.accordia.jp/hotel/ashitaka/
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賞品は2万点以上！ 空前絶後の～♪ 超絶怒涛の～♪ ロングランコンペを開催！ 

JＡＰＡＮ AＩＲＬＩＮＥＳ Championship ｘ アコーディア・ゴルフ チャレンジカップ 

中古クラブを打席で試し打ちしてから買える！ 

ゴルフ・ドゥ！アコーディア･ガーデン調布店 オープン記念キャンペーン開催中！ 

 本年9月に日本で初めてのＰＧＡ ＴＯＵＲチャンピオンズトーナメントの成田ゴルフ倶楽部（千葉県）での開催を記念して、全国のア

コーディア･ゴルフグループのゴルフ場とゴルフ練習場で誰でも参加できる「ＪＡＰＡＮ ＡＩＲＬＩＮＥＳ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ Ｘ アコーディア･ゴ

ルフ チャレンジカップ」を4月１日（土）から7月31日（月）まで、4ヶ月間開催します。 

 上位賞、飛び賞をあわせて2万点以上の賞品をゲットするチャンスは、全国集計順位とゴルフ

場集計順位の2回！それぞれを別々に集計します。全国集計の特賞は、大会公式プロアマへ

の参加権。トム･ワトソンやフレッド・カプルスなど世界的レジェンドの参加が予定されている大

会のプロアマで夢のラウンドが実現します。また、ＪＡＬマイルやＡＣＣＯＲＤＩＡ ＧＯＬＦポイント、

大会オリジナルグッズなどの豪華賞品は合計2万点以上！また、全国24のゴルフ練習場でも、賞品獲得のチャンス

がある、 グループ総力をあげてのイベントです！ 

② ゴルフ場ごとの集計 

全国24の練習場では・・・ 全国131のゴルフ場では・・・ 

プレー対象期間： 2017/4/1（土） ～ 7/31（月） 

参加費： 500円（税込） 

参加賞： ＮＥＷ ＳＲＩＸＯＮ Ｚ-ＳＴＡＲ ＸＶ 1球 

参加方法：  

① アコーディアＷＥＢ、その他ゴルフ予約サ

イトからチャレンジカップ参加プランで予約 

② 来場当日、フロントにて申込み 

スコア提出方法： プレー当日、専用スコア

カードを記入し提出 

① 全国集計 ③ 練習場参加者で抽選 

開催期間： 2017/4/1（土） ～ 7/31（月） 

参加条件： 期間中、1万円以上をカードに

チャージ、もしくは、1万円以上のプリペイドカー

ドを購入後、フロントにて申込み 

参加賞： 

チャレンジカップ 

（ロングランコンペ） 

参加費無料券 

★ オフィシャルプロアマご招待 

★ アコーディア･ゴルフグループ 

  ゴルフ場ペアプレー券 

★ 大会観戦ツアー（1泊2日） 

★ ＪＡＬマイル 10,000マイル 等 

合計2万点以上用意された賞品ゲットのチャンスは、3通り！ 

★ キャディバッグ 

★ ＡＣＣＯＲＤＩＡ ＧＯＬＦポイント 

★ アサヒドライプレミアム 

   缶ビールセット 

★ ＪＡＬマイル 1,000マイル  等 

★ キャディーバッグ 

★ 大会オリジナルグッズ 

★ ロゴ入りボール 

★ 大会ペア観戦券 等 

詳細は、アコーディア･ゴルフ公式ＨＰへ 

開催期間  ： 2017年4月1日（土）～30日（日）  

          ※企画内容により開催期間は異なります。 

概要： 1） ゴルフ・ドゥ！・ゴルフレボ特別セール 

   極上中古クラブや各種ゴルフアイテムの特価品を多数用意 

     2） グリップお得に交換キャンペーン 

   グリップを5本以上のご購入で10％OFF（工賃無料） 

     3） クラブの買取り査定額UP 

   例 ： B、Cランク⇒Aランク買取  Dランク⇒Cランク買取 

     4） スタンプラリー 

   3つの条件をクリアで、練習場ボール代2,000円分を 

     プレゼント！（ゴルフ・ドゥ！での売却、購入、工房利用） 

 京王線「飛田給駅」から7分のアコーディア･ガーデン調布（東

京都調布市）内にゴルフクラブ、ゴルフ用品のリユースショップ

「ゴルフ･ドゥ！アコーディア･ガーデン調布店」がオープン。 

 当施設内には、以前よりゴルフクラブ、ゴルフ用品の新品を取

り扱う「golfrevo アコーディア･ガーデン調布店」も営業しており、 

お客様の利便性が高まることになります。 

ゴルフ・ドゥ！ＡＧ調布店 オープン記念キャンペーン概要 

アコーディア･ガーデン調布の詳細はこちら 

http://www.accordiagolf.com
https://www.accordia.jp/practice/chofu/
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深度の深い更新作業： ドリルエアレーションで芝生の健康を守ります 

 以前のアコナビ（2016年4月号）でもご紹介しましたが、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。今回は、エアレーションの中でも深度の深い「ドリルエアレーション」についてご紹介します。 

 良い芝を保つために必要なエアレーションは、土壌や芝の状態を見ながら、それにあわせて「深さ」や「間隔」、「タイミング」を決定し

て実施します。通常のエアレーションの深度は、アコーディア･ゴルフのコース管理マニュアルによると５ｃｍです。しかし、通常の更新

作業では届かない深い位置に、問題のある層がある場合、「ドリルエアレーション」が有効となります。以前、グレンオークスカントリー

クラブで実施した際に約４５ｃｍの深度で実施しました。 

 「ドリルエアレーション」の機械には、穴を開けるだけのドリルタイプと、穴あけと同時に穴の中に砂や土壌改良材を充填（フィル）す

る タイプの2種類がありますが、どちらも通常のエアレーションよりダメージが大きくなってしまいます。したがって、この更新作業は深

い位置に問題のある層があるゴルフ場でのみ実施します。更新後しばらくは、お客様のパッティングに影響を与えることは避けられま

せんが、その後の芝生の健康とグリーンのクオリティの維持には欠かせない大切な作業ですので、ご理解をお願いいたします。 

※ エアレーションとは、芝面に「タイン」と呼ばれる刃で穴を開け、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。 

タ

イ

ン 
問題のある層 

問題のある層 

通常 ドリル 

【イメージ図】 

タ

イ

ン 

【ドリルエアレーションの様子】 

 

 

新しいクラブでシーズンを迎えましょう！ 

春のクラブ買い替え応援キャンペーン 

地元の中学生にゴルフの楽しさを！ 

彩の森ＣＣで「ゴルフ体験イベント」開催 

【大田中学 ゴルフ体験の様子】 

  アコーディア･ゴルフグループのゴルフ場とゴルフ練習場で

全国164店舗を展開する「golfrevo（ゴルフレボ）」では、本格的

ゴルフシーズンを迎える4月1日（土）から6月30日（金）まで

「2017年 春のクラブ買い替え応援キャンペーン」を実施します。 

  キャンペーンポイント７％を足すと、なんと最大27％のポイ

ント還元となるこの機会に是非新しいクラブ購入をご検討くださ

い。同時に、いろいろなメーカーのクラブを試して買える「大試

打会」も開催。メーカーごとに購入特典もあります！また、期間

中は通常下取り査定額を通常より10％アップするサービスも

行っていますので、クラブ買い替えはさらにお得です！ 

キャンペーン詳細と大試打会の開催スケジュールは 

golfrevo公式ＨＰへ 

  彩の森カントリークラブ（埼玉県秩父市）では、地域住民の皆さ

まとの交流の一環として地元中学の生徒さんたちを対象とした「ゴ

ルフ体験イベント」を3月7日（火）に開催しました。 

  当日は、秩父市立大田中学校の3年生15名と担任の先生方４

名の計19名が参加。ゴルフ場に到着後、クラブハウス内の見学を

していた時は緊張気味であった生徒さんたちも、２グループに分

かれてゴルフ場所属の深澤プロからのレッスンが始まると、非常

に楽しそうにボールを打っていました。ほぼ全員が初めてクラブを

握るという状況の中、ほとんどの子がしっかりと前にボールを飛

ばせていたのにはゴルフ場スタッフも驚きました。パッティンググ

リーン上では軽いゲームも行い、大変盛り上がりました。2時間程

の体験でしたが、最後には、「ゴルフ始めたいな」という声も聞こ

え、ゴルフへの興味関心は間違いなく根づいたようです。 

  今回の取組みは、大田中学の先生方のご理解で実現しまし

た。ゴルフ場にとっても有意義なイベントでしたので、今後も継続

して定期的に開催していきたいと考えています。 

https://www.golfrevo.com/
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3月の健康診断でショックだったのは、今まで両目1.5だった視力が 

1.0を切ってしまったこと。そういえば、最近、ゴルフボールの行方がみ

えずらかった・・・実は、20年前に0.7まで落ちた視力を自力で1.5に戻し

たことがあるので、今回も!! でも、矯正する力は若さとともに失われてい

るでしょうから、無理かも・・・とかなり弱気です。（丸毛）  

2010年に小名浜オーシャンホテル＆GCでコースデビューしてから苦節7

年。先月埼玉県のとあるコースで、ついに100切りを達成しました！（※エ

イプリルフールではありません） しかし、その翌週に大厚木CC桜コースで

プレーした際にはまたいつもどおりのスコアに逆戻り。コンスタントに90

台が出せるレベルになるまでにはまだ時間がかかりそうです。（皆川） 

【 編集後記 】 

 

 

 

■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/ 

サーロインステーキ、焼肉、しゃぶしゃぶ…… 

肉食ゴルファーにいまイチオシの企画をご紹介します！ 

『仙台名物 牛タン定食』 

花の杜ゴルフクラブ 2,268円 

 今年初めての長い連休ということで、ゴールデンウィークはいつもより少し足を伸ばして遠征ゴルフに行かれる方も多いのでは？ 

普段行かない土地を訪れた際に外せないのは、地元の名物料理。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、「ご当地めし特集」を紹介しております。ゴルフ場で味わえるその土地ならではの逸品グルメをチェックしてみてください。 

厚めにカットした牛タンを数日間かけて熟成さ

せて仕上げています。調理長特製の「ねぎ塩ダ

レ」を乗せて召し上がっていただく、花の杜オリ

ジナルの牛タン定食です。（店長 佐々木 忍） 

※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】 ※ヴィレッジ東軽井沢GCのメニューは4/30まで販売 

『上州名物 おっ切り込みうどん膳』 

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 1,512円 

麺を直接鍋の中へ「切り込む」調理法の名物料

理。群馬県特産のこんにゃく、ねぎ、しいたけの

頭文字を取って名付けられた「こしね汁」をベー

スに仕上げた逸品です。 （調理長 加藤 卓） 

『“塩”鶏ちゃん陶板焼きと ころうどん』 

サンクラシックゴルフクラブ 1,404円 

岐阜県下呂地方を代表する「鶏（けい）ちゃん焼

き」を、たっぷり野菜とニンニクを効かせた塩味で

提供しています。ころうどん（冷しうどん）とセット

でボリュームも満点！（ホール 大島 妃加里） 

アコーディアWeb 『今月の逸品グルメ』 

食事もゴルフ旅行の楽しみのひとつ！ 「ご当地めし特集」 

群馬県 岐阜県 

 

 和洋中などバリエーションが豊富なゴルフ場レストランのメニューの中でも、特にゴルファーに好まれるのはお肉料理のランチです。

前半ラウンドでたくさん歩いてお腹が空くため、「ゴルフの日はがっつりランチが定番！」と決めている方もいるかもしれません。そんな

肉食ゴルファーのために、ただいま全国のゴルフ場ではさまざまなお肉企画を開催中です。ご来場の際は是非お試しください！ 

九州地区は肉食ゴルファー多し？ 

菊池CC（熊本県）名物のステーキ
ランチが驚異の販売率5割超え！ 

宮城県 

 『サーロインステーキランチフェア』 

アメリカ産牛肉使用の期間限定ランチ 

メニュー。国産青汁1袋（3ｇ）付き！ 

金額 ： 200g 2,268円（税込） 

※販売期間：4月30日（日）まで 

※販売場所：各ゴルフ場レストラン （一部実施していない店舗もございます） 

ワンオンチャレンジ 『肉祭り』 

ショートホールでワンオンした回数分くじを

引けます。特賞の松阪牛サーロインステー

キをはじめ、お肉賞品が盛りだくさん。 

金額 ： 1,080円（税込） ※参加賞付き 

 菊池CCの「牛ロースステーキ」はなんとお客さまの半

数以上から注文されるほどの大人気メニューです。ち

なみに天瀬温泉CC（大分県）もステーキランチが販売

率約30％と相当高め。九州ゴルファーはお肉好き？ 

菊池CCの牛ロースステーキ （130ｇ） 

豆 

情報 

柔らかくジューシーなお肉が

安価（昼食付きプラン

に＋108円）で食べられるとリ

ピーターを増やし、約10年前

から名物メニューに。グラム

増量を選ぶ方も多いとか。 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html

