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 2017年9月8日（金）～10日（日）に成田ゴルフ倶楽部（千葉県）で行われる日本初のPGA TOUR Champions公式トーナメ

ント『JAPAN AIRLINES Championship』もいよいよ開催間近！ トム･ワトソンやベルンハルト・ランガー、ジョン･デーリーな

ど往年の名選手たちが戦う会場のコース準備の様子や大会情報をここアコナビで一挙大公開します。 

『JAPAN AIRLINES Championship』まであと１か月！ 

世界中のメジャーの舞台で戦ってきた名選手たちのこだわりに適うコースを提供します 

 

アコーディアWebで 「JAPAN AIRLINES Championship スペシャルページ」 を公開しました！ 

アコーディアWeb 大会スペシャルページは コチラ 

 8月1日（火）よりアコーディア・ゴルフ公式ホームページ「アコーディアWeb」にて新たに大会情報スペシャルページを公開

しました！ 世界のレジェンドが集うPGA TOUR Championsの日本初の会場に成田ゴルフ倶楽部が選ばれた理由や、4月

から全国ゴルフ場で開催され約20万人が参加した「チャレンジカップ」の結果発表など、気になる情報が盛り沢山です。 

前売り観戦チケット・大会公式ウェアの販売情報

一部のアコーディア・ゴルフグループのゴルフ場

とゴルフ練習場で販売中！ 詳細は コチラ 

【コンテンツ】 

① 成田GCが選ばれた理由 

   なぜPGA TOUR Championsは、日本初の 

   大会の会場に成田GCを選んだのか？ 
 
② スペシャル企画 （8/20公開予定） 

   下町ロケット・ 半沢直樹シリーズで人気の 

   作家池井戸潤さんが、お気に入りのゴルフ 

   場である成田GCについて語ります。 
 
③ チャレンジカップ結果発表 （8/15公開予定）  

④ チケット・公式ウェア販売情報 

 数々のコースで戦い、メジャーで何勝も挙げた名選手たちのコースへの期待に応えていけるよう、現在成田GCでは 

経験豊富なコース管理スタッフがコース作りに努めています。PGA TOUR Championsの要求するコースに日本のコース

管理の良さやこだわりをプラスさせ、この歴史的なイベント本番のためにより良い舞台を選手及びギャラリーへ提供する

ことを目指し、アコーディア・ゴルフグループ一丸となってコースを整えてまいります。 

フェアウェイ排水工事 

近年の豪雨等の異常気象に

対応できるように、冬期に 

総延長1,400mの工事を実施。 

フェアウェイ更新作業 

18ホールすべてのフェアウェイ

を硬く均一に仕上げる為のベー

ス作り作業。コアリング後に砂

を入れ、その後、刈り高を上げ

下げしていく。大会ではボール

にスピンがかかるように、低く刈

込む。 

バンカーメンテナンス 

バンカー砂の厚さを均一にする

為に調整（厚さ10cm）。柔らかい

砂のバンカーは散水を行い、硬さ

も均一に保っていきます。 

PGA TOUR Championsのコースセッティング コメント ： エリアコースマネジャー 瀧口悟 （成田GC担当） 

一般的なトーナメントでイメージするのは、ラフが長い・フェアウェイが狭い等の難セッティングだと思いますが、本大会では選手が

伸び伸びプレーができ、その中で技術を発揮できるようなセッティングになります。そのためフェアウェイの幅は通常営業の状態と

ほとんど変わりません。米国選手の豪快なショットが見られることでしょう。PGA TOURからは特に、18ホールのグリーン・ティ・フェア

ウェイ・バンカーのコンディションを均一に保つことを求められています。PGA TOURアグロノミストのデニス･イングラム氏と細かく打

ち合わせを行いながら、それに応えられるように昨年冬からさまざまな作業を行っています。 

https://www.accordiagolf.com/jalchampionship/
https://www.accordiagolf.com/jalchampionship/shop.php
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開催が待ち遠しい！ 

『JAPAN AIRLINES Championship』 大会情報をさらに
  

ご紹介 

 
夏も練習は欠かせない！ 

涼しさを感じながら練習したい方へのゴルフ練習場“耳寄り”情報！ 

 

 

TV放映情報 

 暑いからって夏にゴルフを休んでしまうのはもったいない！ アコーディア・ゴルフが運営する練習場では夏季の間、

真夏の暑さを和らげる快適な練習環境の提供に努めています。冷房の効いた中で練習できるインドア施設や、打席に

ミストを設置している練習場、真夏に嬉しい「冷た～い」サービスを行っている練習場をご紹介します。 

 インドア練習場 

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 

 アクセス） 東京メトロ「赤坂見附駅」直結  

アコーディア ゴルフスタジオ御徒町 

 アクセス） JR御徒町駅南口を出て徒歩30秒  

 冷たいグッズサービスを実施中！ 

アクセス抜群！暑さを感じることな

く冷房の効いた室内で練習ができ

る都内のインドア練習場です。 

写真： 

アコーディア ゴルフスタジオ 

赤坂 

アコーディア・ゴルフの練習場検索は コチラ 

 打席にミストシャワーを設置 

アコーディア・ガーデン東京ベイ （東京都） 

アコーディア・ガーデン茅ヶ崎 （神奈川県） 

アコーディア・ガーデン帝塚山 （奈良県） 

アコーディア・ガーデン甲子園浜 （兵庫県） 

水が細かい霧の状態で出て素早く

蒸発するので、濡れる心配もなく涼

しさを味わえます。 

写真： 

アコーディア・ガーデン 

帝塚山 

① アコーディア・ガーデン名古屋 （愛知県） 

  氷嚢（ひょうのう）サービス 

② アコーディア・ガーデン柏原 （大阪府） 

  夏季限定 「ひるま」のペットボトルサービス  

今年も実施！昼間来場

の方に冷やしたペットボト

ル飲料1本プレゼント 
 
期間 ： 8月31日（木）まで 

対象 ： 対象期間の13時～

16時に来場された方全員 

火照った体を冷やして 

熱中症対策に！  

 
期間 ： 9月10日（日）まで 

対象 ： 来場者全員 

 JALでは8月4日（金）より、大会特別塗装機が就航することが決まりました。成田空港や、成田市近辺で見られる可能

性大です。もちろん大会期間中に成田ゴルフ倶楽部の上空で飛んでいるのも発見できます！ テレビ放映スケジュール

など、本大会を盛り上げる情報が続々と決定。来月のアコナビでも引き続き紹介してまいりますのでお見逃しなく。 

ボランティアは米国から来日 JAL特別塗装機を就航 

本大会を空から応援するJAL特別塗

装機が8/4（金）から就航します！主に

成田発着の国際線長距離路線の

ボーイング777-300ER型機で就航予

定です。成田GCからも見られますの

で、ご来場の際はぜひJALの飛行機

に注目してみてください！ 

BS-TBS 
  9/8（金）・9（土）・10（日） 

  各日14:00-16:00（ライブ） 

ゴルフネットワーク 
  9/8（金） 11:00-13:30（ライブ） 

    9（土）・10（日） 20:00-22:30（録画） 

米国 ゴルフチャンネル 
  9/8（金）・9（土）・10（日） 

  各日3時間ライブ 

  ※AbemaTVで視聴可能 

アメリカの大会の雰囲気をそのまま

日本でも展開するために、大会に合

わせ、海外からもボランティアが自費

で来日！ PGA  TOURではボ ラン

ティアの方は各地の大会をまわり、

運営にも携わるのです。7月には成

田GCにてボランティアリーダーを交

えた打ち合わせを行いました。 

7/25（火） 成田GC 

大会ディレクターとボランティアリーダー2名が来日 

JAL特別塗装機 

8/4（金)運航開始予定 主に成田発着の国際線長距

離路線（成田＝シカゴ、ニューヨーク、ロサンゼルス） 
中継ホール 6番～18番（予定） 

写真 ： 18番 PAR4 447ｙｄｓ 

https://www.accordiagolf.com/practice/


全国１００のゴルフ場に順次導入  

最新型カートナビのゴルフを楽しむ便利な機能をご紹介 

華やかアラサー女子22名による 

GINGERゴルフチーム第2期始動！ 
関東国際カントリークラブ（栃木県） 

ジュニア正会員の販売を開始 
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コンペ盛り上げに最適な「リーダーズボード機能」 

 アコーディア･ゴルフでは、最新型カートナビを2018年３月までに28コース、３年間で合計100コースの運営ゴルフ場に導入

することを決定いたしました。導入予定のカートナビ※には、前方のカートの位置がわかるなど安全面の機能はもちろん、ゴ

ルフを快適に楽しめるいろいろな機能がありますので、いくつかご紹介いたします。 ※テクノクラフト社製マーシャルナビ10.6 

 この最新型カートナビには複数の組のプレーヤーが

タッチパネルで入力したスコアをリアルタイムに表示する

「リーダーズボード機能」があります。コンペの集計はハ

ンディを加味して行うことが多いと思いますが、プレー中

に他の組のグロスのスコアがわかると確実に盛り上がり

ます！ライバルのバーディに対抗意識を燃やしたり、自

分の順位の変動に一喜一憂したり・・・いつもとは違う楽

しみ方ができるはずです。また、事前にゴルフ場に組合

せを伝え依頼しておけば、プレーヤー名を入力しておい

てくれるので参加者も手間なくプレーが開始でき大喜

び！ 「できるコンペ幹事」を目指すなら、この「リーダー

ズボード機能」のついたカートナビのあるゴルフ場を選ぶ

のが常識になるかもしれません！ 

タッチした任意の２点でわかる「距離測定機能」 

 今までのカートナビの多くの機種ではボールの横に

カートを駐車してそこからピンまでの距離を表示するだけ

でしたが、このカートナビは、任意の２点をタッチするとそ

の２点間の距離とピンまでの距

離を表示してくれます。例えば、

次のショットで、池越えを狙うか、

池の手前にレイアップするか迷っ

たとき、移動する間に、ボール地

点と池までの距離を測れば、素

早く決断し余裕を持ってショットに

向かうことができます。クラブ選

びが楽になるので快適にラウン

ドできます。 

※ 既に導入している一部のゴルフ場のカートナビにはこのふたつの機能がない場合がございます。詳細はコチラ 

 アコーディア･ゴルフが女性ファッション誌「GINGER」とコ

ラボした「GINGERゴルフチーム」の第２期がいよいよ始動

しました！ 

 昨年１２月から、４ヶ月のインドア練習場での練習を経て

無事にコースデビューを果たした第１期の反響は大きく、

今回も定員22名に100名以上の応募がありました。そし

て、応募動機を見ながらの厳正なる審査で選ばれた22名

の新しいメンバーが７月１日の第１回練習に参加しました。

20代半ばから30代初めの女性が一同に会し、華やかな雰

囲気でチームの活動がスタート。今回も「アコーディア ゴ

ルフスタジオ赤坂」の吉田プロと「アコーディア ゴルフスタ

ジオ御徒町」の根本プロの２チームに分かれ、11/10（金）

のおおむらさきゴルフ倶楽部でのコースデビューを目指し

て、10回の練習とナイターでのコース体験（大厚木カント

リークラブ桜コース）に臨みます。 

 女性ゴルファーの増加

が今後のゴルフ界の行

方を左右するとまでいわ

れる昨今。彼女たちに注

目が集まります！ 

写真右： アコーディア ゴルフ

スタジオ赤坂での第1回練習 

 ジュニアゴルファーがJGAなどが主催する公式競技に参

加するにはホームコース登録が必要です。そんなジュニア

におすすめなのが、関東国際CCの「ジュニア正会員」。小

学校～大学に在籍する22才未満の方であれば、入会金

30,000円で入会できます。また、親子会員で、お父様かお

母様と一緒に入会すれば、親子でゴルフも楽しめます。  

 フェアウエイが広く、距離のあ

るホールあり、タフなホールあり

の27Hで、ジュニアゴルファーの

スキルアップには最適な関東国

際CC。今なら、ジュニア正会員

は2017年分の年会費が無料で

すのでさらにお得です！ 

関東国際CC ジュニア正会員 概要 

入会金： 30,000円（税別）   年会費：  5,000円（税別） 

プレー特別料金： ※薄暮特別料金あり 

  平日    3,590円（消費税、利用税含む、昼食付） 

  土日祝   4,640円（消費税、利用税含む、食事別） 

親子会員（個人正会員+ジュニア正会員） 概要 

入会金 100,000円（税別）  

年会費 30,000円（親） 5,000円（子） いずれも税別 

正会員おひとりにつき、1名までジュニア正会員に登録可 

  諸条件があります。詳細はコチラ ゴルフ場情報はコチラ 

南コース1番 PAR5 

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20170727165725.pdf
https://www.accordiagolf.com/membership/offer/course_111_single.php
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=079&_ga=2.70998739.2131902388.1501217614-1518209946.1484202708
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JAL選手権、いよいよ一ヶ月ほどで開幕です。レギュラーツアーでの活

躍をリアルタイムで見ていたトム･ワトソン選手やマーク･オメーラ選手な

どが成田ゴルフ倶楽部で熱戦を繰り広げるのを間近に見られると思う

と、今からワクワクします。コース管理スタッフも後一ヶ月間、ラストス

パートで世界レベルのコースに仕上げます。ご期待ください！（丸毛）  

【 編集後記 】 

 

 

夏季限定の新味シュークリーム 

清水白桃のこだわりパイシュー 
 

※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ 【テーマを変えて毎月更新】  

今月の逸品グルメ  

彩りあざやかな夏野菜をどうぞ！ 

8月・9月平日 

Web予約ポイント2倍キャンペーン 

■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/ 

 いつも大好評をいただいているアコーディアWebの 

「Weｂ予約ポイント２倍キャンペーン」を、８月、９月の平日

を対象に実施します。既にご予約をいただいている方も、

来場いただきましたら予約ポイントが２倍となりますので、 

天気予報の最高気温を聞いて、くじけそうになってしまいそ

うになる方も是非ご来場ください！ 

 
対象プレー期間： 2017年8月1日(火)～9月29日(金)の平日のみ 

対象者： アコーディアWebで予約・プレーした予約代表者 

※8月14日(月)から16日(水)を除く 

※既にご予約いただいているお客さまに

関しましても、ご来場いただけますと適用

となります。 

※プレー日から１週間以内にACCORDIA 

GOLFポイントを進呈いたします。                             

               詳細はコチラ 

 岡山県発祥で、色白で上品な外見で甘くジューシーな

極上の桃として“桃の女王”といわれる「清水白桃」を使っ

たホイップがたっぷり入った「清水白桃のこだわりパイ

シュー」が夏季限定商品として登場しました！ 

 この贅沢な桃をなめらかなピューレ状にしてホイップク

リームに練りこんでいるので、香り豊かでフルーティーな

味わいが楽しめます。 

 お土産販売の他、一部のコース

売店では、半解凍状態で「シューア

イス」として提供もいたしますので、

夏の暑い日のラウンドの気分転換

に是非、お召し上がりください。 

販売時期： ７月中旬から９月末 

 売切れ次第、販売終了 

価格： 【4ヶセット】 1,188円（税込） 

     【単品】   313円（税込） 

『夏野菜のトマトパスタ』 1,350円 

石岡ゴルフ倶楽部 

ウエストコース（茨城県） 

夏野菜の鮮やかな彩りで、見るだけでも食

欲が湧いてきます。トマトとモッツアレラチー

ズでクリーミーな味わいにしています。 

                店長代理：臼井 

『和風おろしハンバーグ  

夏野菜を添えて』 1,620円 

竹原カントリークラブ（広島県） 

『たっぷり夏野菜のバーニャカウダ』  

1,404円 

石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

食欲が落ちてくるこの時期にお薦めです。夏野

菜をたっぷり盛り込んだバーニャカウダで美味し

く栄養補給してください！調理長代理：東ヶ崎 

幅広い年齢層に人気のハンバーグを、おろし大

根とゆず胡椒ポン酢でさっぱりと。旬の夏野菜

とともにお召し上がりください。ホール：藤本 

 夏野菜は、ビタミン、ミネラルが豊富で栄養価が高いだけでなく、身体を中から冷やす効果があるといわれます。 

アコーディアのゴルフ場では、旬の野菜をたっぷり使った料理をご用意してお待ちしています。是非、ご賞味ください！ 

カートナビの「リーダーズボード機能」、大厚木CCや習志野CC空港コー

スで体験しました。普通のコンペでは他の組の状況はあまりわからない

けれど、これなら毎ホール誰が何打打ったか一目瞭然。私が係わるの

はもっぱら下位争いですが、上位のデッドヒートをはたから応援する楽し

みもあります。2組以上のコンペの際はぜひ試してみてください。（皆川） 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
mailto:pr@accordiagolf.com
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2017/20170801-20170831-yoyaku-pt/

