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 新規ゴルファー創出のための取り組みの一環として、アコーディア・ゴルフでは初心者ゴルファーが気軽に参加し、ゴルフを楽しめる

イベントやプログラムを多数ご用意しています。今回のアコナビでは、あらゆるレベルの方が一緒に楽しめる「でかカップゴルフ」、未経

験・初心者ゴルファーのゴルフデビュープログラムである「GINGERゴルフチーム」・「Easy Golf」について2ページにわたってご紹介しま

す。これからも、全てのゴルファーがもっと快適に気軽にゴルフを楽しめるサービスを開発、提供してまいります。 

新しいゴルファー創出のための取り組み！ 

初心者ゴルファーが楽しく参加できるイベントをご紹介 

 7月28日（金） 佐原CC （千葉県） 

    28日（金） ザ･サザンリンクスGC （沖縄県） 

    30日（日） 彩の森CC・ホテル秩父 （埼玉県） 

 8月 1日（火） おおさとGC （宮城県） 

     3日（木） 房州CC （千葉県） 

     5日（土） 伊豆国際CC （静岡県） 

     7日（月） 千葉桜の里GC （千葉県） 

     7日（月） 霞台CC （茨城県） 

     7日（月） 石岡GCウエストC （茨城県） 

    11日（祝） 大厚木CC桜C （神奈川県） 

    21日（月） アクアラインGC （千葉県） 

カップの直径が通常の約4倍！ ロングパットもラクラク入る予感！ 

「でかカップゴルフ」大好評につき全国各地で続々と開催決定 

 18ホール全てのグリーンで直径15インチ（約380mm）の「でかカップ」を採用する『でかカップゴルフ

デー』 。このカップであれば初心者ゴルファーも毎ホール、カップインの喜びを味わうことができ、 

グリーン上でのプレッシャーが少ない中で、気軽にプレーできます。また、上級者ゴルファーはホー

ルインワンやイーグルが狙えるなど、それぞれのレベルに合わせた楽しみ方があります。2016年6月

から東北や中国地方のゴルフ場で回を重ね、大好評につき、この春ついに関東地区でも開始しまし

た。今後も全国各地でも続々と開催予定なので、ぜひ、この新感覚ゴルフを試してみてください！ 

今後の 

開催予定 

  5月17日（水） 樽前CC （北海道） 

     31日（水） 広島安佐GC （広島県） 

  6月  8日（木） 別府の森GC （大分県） 

     16日（金） 竹原CC （広島県） 

     21日（水） 山形南CC （山形県） 

     22日（木） フクイCC （福井県） 

     23日（金） 大和高原CC （奈良県） 

     30日（金） 習志野CC空港C （千葉県） 

  7月  4日（火） 本郷CC （広島県） 

     11日（火） ラ･ヴィスタゴルフリゾート （千葉県） 

     11日（火） 鴨川CC （千葉県） 

     12日（水） 成田東CC （千葉県） 

でかカップ専用 

カップ切り器 

通常カップと比較すると 

やはり“でかい”！ 

中級者以上ならバーディ量産で 

プロ気分を味わえるかも！？ 

プレー料金 ： 8,484円（ハーフコンペ参加費、昼食バイキング付、税込） 

参加人数  ： 171名 （内訳 ： 男性111名 女性60名） 

ホールインワン  3名 、 イーグル  2名 、 ベストスコア  59（ハーフ28ストローク） 

ハーフコンペ ： 飛び賞含め、賞品合計65点！（参加費無料、ダブルペリア集計） 

キャンセル待ちがでるほどの人気だったため、7月11日（火）に第2回開催が決定！ 

4月21日（金）にラ･ヴィスタゴルフリゾート（千葉県）で開催！ 

【アンケート結果】 171名中121名回答 
 

 ① プレーした感想 

   とても満足 71 （58.7％） 

   満足     43 （35.5％） 

   普通      5 （4.1％） 

   不満足    2 （1.7％） 

   ★「満足」と回答された方が大多数！ 
 

 ② 当日のスコア 

   ベストスコアが出た  41 （33.9％） 

   平均スコアより上  62 （51.2％） 

   変わらなかった   18 （14.9％） 

   悪くなった       0 （0％） 

   ★3割以上の方がベストスコア達成 

コメント欄  

「グリーン上が盛り上がって楽しくプレーでき

た」、「意外と面白い！」、「初ラウンドでした。 

とても楽しくラウンドする事が出来感謝です」、

「女性だけのプレーでも楽しそう」など 

詳細はコチラ⇒ でかカップHP  ※スケジュールは変更となる場合があります。 

https://www.accordiagolf.com/dekacup/
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ゴルフを始めたい未経験・初心者女性24名による「GINGERゴルフチーム」 

取手桜が丘GC（茨城県）で念願の18ホールラウンドデビュー達成！ 

ビギナー向けレッスンイベント「Easy golf」に新プログラム登場 

初ラウンドへの自信に繋がる「3ホール体験・はじめてゴルフ ステップアップ」 

 女性向けファッション誌『GINGER』とタッグを組み、誌面で未経験・初心者を対象にゴルフデビューを目指すメンバーを募集し、結成さ

れた「GINGERゴルフチーム」が、ついに4月14日（金）、最終目標である18ホールラウンドデビューを達成しました！ 昨年12月から「ア

コーディア ゴルフスタジオ」の2店舗でプロの指導のもと真面目に練習を重ね、ラウンド当日はプロやスタッフが付き添いながら、見事 

全員が無事ホールアウトできました。「とても楽しかった」、「明日にでもまたラウンドしたい」という声が出るほど、皆さんすでにゴルフに

夢中の様子。また、「GINGERゴルフチーム」第2期についても、5月発売の『GINGER』誌面で告知をし、7月に活動を開始する予定です。 

【3ホール体験・はじめてゴルフ ステップアップ 概要】 

対象 ： 「はじめてゴルフ」を受けて、さらにゴルフを習いたい方、これからコースデビューに挑戦したい方、 

     ゴルフを再開したい方、伸び悩んでいる初心者の方（男女問わず。お一人様歓迎！） 

内容 ： アイアン、ドライバー、フェアウェイウッドといったクラブ別のスキル、バンカーやアプローチでの 

     テクニックをプロが指導。全５回構成のレッスンですが、４回受講された方は５回目のレッスンは 

     無料！ 各回はそれぞれお好みの日程・ゴルフ場をお選びいただけます。 

レッスン（全5回） ： ①アイアン ②ドライバー、フェアウェイウッド ③バンカー、傾斜 

            ④アプローチ、距離感 ⑤ゴルフデビューへの最終チェック 

金額 ： ①～④ 5,500円（L-Style会員4,500円） ⑤ 無料 ※①～④をすべて受講した方限定 

GINGERゴルフチーム 18ホールラウンドデビュー 

4月14日（金） 取手桜が丘ゴルフクラブ（茨城県） 

【GINGERゴルフチーム 活動内容】 

期間 ： 2016年12月～2017年4月（公式練習全11回） 

場所 ： アコーディア ゴルフスタジオ赤坂、御徒町 

  ※アコーディア・ガーデン東京ベイ（1回）、アコーディア・ガーデン志津（3H体験） 

その他 ： アコーディア ゴルフスタジオでの自主練習（各自） 

【第1期 メンバー情報】 

人数 ： 24名（女性のみ） 平均年齢 ： 28歳 

ゴルフ経験  ： なし 15名 

           あり 9名（平均スコア146、最大5ラウンド）  

公式練習出席率（全11回）  ： 89.6％ 

ラウンド前に 

入念なパッティング練習 

記念すべき初ショット！ 

※ 帯同プロ ： アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 吉田プロ （写真左） 

           アコーディア ゴルフスタジオ御徒町 根本プロ （写真右） 

     こだま神川ゴルフクラブ 内田プロ （写真右上） 

    セントラルゴルフクラブ 高野プロ （写真左上） 

ラウンド後にデザートを 

食べながら反省会 

一緒に練習してきた仲間との 

ラウンドはとても楽しそう！ 

 新規の女性ゴルファーを増やすことを目的として2009年より開始したゴルフ場デビューイベント『Easy Golf』は、参加者のニーズに合

わせ、2015年10月からは男性も参加できるようになりました。この約1年半でのべ894名に参加いただいています。（2017年4月末現

在）  ゴルフに興味を持った方が誰でも気軽に参加できるよう、『Easy Golf』では「3ホール体験」「9ホール体験」など、各々のレベルに

応じたプログラムをご用意しており、この春からさらに、初心者の方がより上達できる新コース「3ホール体験・はじめてゴルフ ステップ

アップ」を新設しました。基礎応用練習ができる全5回のプログラムなので、ラウンドデビュー前の最終練習に最適です。 

開催日、詳細はコチラ⇒ Easy Golf HP   ※スケジュールは変更となる場合があります。 

各回、3ホールのコース体験 

レッスンがあり、実践練習も充実！ 

速報 
GINGERゴルフチーム第2期 7月開始予定！ 

5月23日発売の『GINGER7月号』誌面でメンバー募集します 

https://www.accordiagolf.com/beginners/easygolf/
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 皆さま、ゴルフの日の朝食はどうされていますか？今月は、「ゴルフ場の朝食は高くてイマイチ・・・」と思っている方におすすめの 

お手ごろなお値段でお召し上がりいただけるおしゃれな朝食メニューやご当地朝食メニューをご紹介いたします！ちょっと早めに到

着して、ゆっくりと時間を過ごせば、プレーにも良い影響があるかも！？ 

 

アコーディアWeb 今月の逸品グルメ 

「コンビニめし」には負けません！ 「ゴルフ場の人気朝食特集」 

PGA TOURチャンピオンズ 「JAPAN AIRLINES Championship」 

世界のレジェンドを迎える準備が着々と進んでいます！ 

 9月8日（金）～10日（日）に、成田ゴルフ倶楽部（千葉県）で開催される「JAPAN AIRLINES Championship」までいよいよ４ヶ月余となり

ました。トム･ワトソン選手やベルンハルト・ランガー選手など世界のレジェンドプレーヤーをうならすようなコースコンディションを提供す

るため、アコーディア･ゴルフでは、コース管理本部、成田ゴルフ倶楽部を中心にグループ一丸となって着々と準備を進めています。 

『小倉トースト』 

648円（コーヒー付） 

藤原GC（三重県） 

『エッグベネディクト』 

972円（コーヒー付） 

アクアラインGC（千葉県） 

『お手軽！朝の軽食メニュー』 

464円 ～ 

千葉桜の里GC（千葉県） 

『クロックムッシュ』 

864円（ソフトドリンク付） 

神戸パインウッズGC（兵庫県） 

海外のホテル等での定番朝

食メニューとして、日本でも話

題のエッグベネディクトをゴル

フ場でも召し上がっていただ

けます。朝のひとときをちょっ

と贅沢に過ごしてみません

か？（ホール：鈴木 佑佳） 

朝の時間帯にフロント横で販

売している500円前後の朝食

が大好評です。卵かけご飯、

納豆朝食、トーストセット、山菜

そば（うどん）、ホットドック/ホッ

トサンドとコーヒーのセットな

ど、ラウンド前にお立ち寄りくだ

さい！（ホール：谷川 多賀子） 

名古屋エリアでは“鉄板”の人

気モーニング、小倉トーストをラ

ウンド前にどうぞ！ホイップク

リームと小倉あんの相性の良さ

を味わってみてください！ 

（調理長代理：木村 和也） 

パンにハム、チーズ、自家製

トマトソースをはさみ、一枚一

枚丁寧に焼き上げています。

デザートにヨーグルトもつい

て、お得で人気の一品です。 

（ホール：鈴木 佑佳） 

※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】  

アメリカでのコース管理視察 

イングラム氏と熱心に議論 

 4月14日（金）から「Mitsubishi Electric Classic」が開催されてい

たTPCシュガーローフ（ジョージア州）で成田GCのコース管理を担

当する瀧口エリアコースマネジャーと栄前田コースマネジャーが、

トーナメントに向けたコースの準備について体験視察を行いまし

た。PGA TOURアグロノミストのデニス・イングラム氏の案内で、 

早朝の作業前ミーティングから参加し、コース状況と作業状況の

確認に同行したり、グリーンの手撒き散水作業を実際に行ったり

しました。また、現地では、同じく視察に来ていた韓国で初めての

PGA TOURトーナメントを開催するナインブリッジスCCのスタッフと

も交流することができ、アジアの仲間として良いコース作りへの熱

意を分かち合いました。 

ナインブリッジスCCのスタッフと記念写真 

PGA TOURによる成田GCインスペクション 

 4月26日（水）、27日（木）の２日間、成田GCで、PGA TOUR

チャンピオンズによるコースインスペクションと打ち合わせが行

われました。初日は、イングラム氏と１ホール、１ホール、昨年

秋の来日時にうけた指摘事項の進捗を視察していきました。内

容は、ティーグランドからのショット導線上の枝の剪定から、ラ

フ、ファーストカットとフェアウエイのライン、経年変化で地面より

も低くなったスプリンクラーの底上げまで多岐にわたりました

が、今のところ大きな問題はなく進んでいることが確認できまし

た。 その後、室内に場所を移し大会までの整備計画について

肥料・農薬の量や頻度など入念な打ち合わせが行われました。 

フェアウエイのラインの確認 室内での打ち合わせ 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html


垂直に切り、かきだす！ 

バーチカットで健全な芝の育成を促します！ 
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全国のゴルフ場で実施しているJALチャンピオンシップ開催記念のロン

グランコンペにご参加いただきましたでしょうか？参加賞にボールを差

し上げますので実質無料で総数２万点以上の賞品ゲットのチャンスが

あります。賞品のひとつプロアマ参加権は上位だけでなく、飛び賞でも

あたりますので是非挑戦してみてください！私も参加したい・・・（丸毛）  

アコーディア ゴルフスタジオで練習を積んだGINGERゴルフチームが18H

デビューし、正真正銘ゴルファーの仲間入りです。皆さん本当に真面目

に取り組んでいて、上達が早い！私はというと、今年もラウンドばかりで

練習はまだ0回。ドライバーもアイアンも迷走中。GINGERゴルフチームに

あっさり追い越されないよう、そろそろ練習に行かなければ・・・（皆川） 

【 編集後記 】 

 

 

情報が探しやすい！ 

アコーディアWebリニューアル 

 

今年も開催！アコーディアWeb 

平日無料プレー券キャンペーン  

 アコーディア･ゴルフの公式ホームページ「アコーディアWeb」が

4月21日（金）にリニューアルオープンしました。 

 本格的なリニューアルは約10年ぶり。トップページはシンプルで

見やすいデザインに変更し、「ゴルフ場」、「ゴルフ練習場/スクー

ル」、「ポイントカード」、「会員権」といった基本的なカテゴリーに

加え、ゴルファーの多様化にあわせ、「レディース」、「ジュニア・

ユース」、「ビギナー」のカテゴリーでも情報を分類しました。これ

により、知りたい情報が探

しやすくなりました。また、

ゴルフ場の中には「レストラ

ン」、「宿泊施設付きゴルフ

場」の情報もあり、サイト利

用者がゴルフをより楽しめ

るようになっています。 

 

  新しいサイトはコチラ 

 初夏のゴルフプレーを企画されている方に耳寄りなお知らせで

す。 キャンペーンに応募の上、2017年6月～7月の対象期間中

の平日にアコーディアWebよりご予約＆プレーされた予約代表者

様の中から抽選で合計50名様に、無料プレー券をプレゼントいた

します。 

【プレー対象期間】2017年6月1日（木）～7月31日（月）の平日 

【賞品】 

A賞：  

1組2名様までご利用できる 

  平日無料プレー券を10名様 

 

B賞：  

1名様がご利用できる 

  平日無料プレー券を40名様 

     詳しくはコチラ 

「バーチカット」という作業を聞いたことがあるでしょうか？「バーチカット＝Vertical Cut」は、ゴルフ場の芝、特にグリーンの芝を健全

に育成するために必要な特別な作業のひとつです。 

  "バーチカル＝vertical"は、「垂直」という意味です。バーチカットは、文字通り、特殊な機械を用いて、芝面に対して垂直方向に切

り込みを入れ、同時に深部の砂と芝の堆積物をかきだす、つまり、取り除くことです。芝は、時間が経つと根の密集度が上がり、それ

により水の透過性が悪くなり、栄養分の吸収も悪くなります。バーチカットの目的は、伸びすぎた根を切り、新しい根の再生を促して、

芝の生育活性を上げることです。切ったところから根が出て、さらに新しい葉が出て、芽数も増えていきます。 

  アコーディア・ゴルフでは、垂直刃を動力回転させ、芝をすく、もしくは切る表層作業を「バーチカット」と総称し、芝目の発生抑制と、

芝の密度の向上、有機物の堆積緩和を目的として実施されています。また、当社のバーチカットは、作業深度により３つに分類されて

おり、それぞれ使用する機械が違います。いろいろな機械を使い分けて芝の管理は行われているのです。 

 １） グルーミング： 匍匐茎（ほふくけい）注より浅い作業深度※１ 

  ２） サッチング： 匍匐茎より深く、根域より浅い作業深度※２ 

 ３） バーチカル： 根域より深く有機堆層を貫通する作業深度※３ 

          

※2 サッチングユニット（乗用3連用） 

※1 グルマー（手刈りモア） → 

※3 バーチカルユニット（乗用3連用）  

注： 匍匐茎とは地上近くをはって

伸びる植物の茎のこと 

お願い： アコナビに掲載されたコース管理関連情報を転載する場合は、当社からの 

      情報および画像提供であることがわかるようにしてください。 

■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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