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子どもたちに優しいゴルフ環境を提供

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！

アコーディア・ゴルフではジュニアゴルファーの健全な育成のため、子供たちがゴルフというスポーツに触れ、ゴルフを楽
しんでもらえる環境づくりに日々努めています。今回のアコナビでは、2016年に始まった当社運営ゴルフ場での「ザ･ファー
スト･ティ」のプログラムイベントや、全国各地で開催しているジュニア向けイベントの模様を一挙ご紹介いたします。

相武カントリー倶楽部で「ザ･ファースト・ティ･オブ・ジャパン」プログラムイベントを定期開催中！
2016年4月より、子どもたちがゴルフを通じてライフスキルを身につける教育プログラムを提供する「NPO法人ザ･ファース
ト・ティ・オブ・ジャパン」に協賛し、相武カントリー倶楽部で隔週土曜日にプログラムイベントを開催中です。ゴルフ未経験
者を中心に、すでにのべ500名ほどのジュニアが参加！（2017年8月時点） 今後も多くのご家族のご参加をお待ちしています。
ザ･ファースト・ティ
プログラム概要

場所 ： 相武カントリー倶楽部 （東京都） 日程 ： 隔週土曜日 ※下記スケジュール参照
受講料 ： 1回2,000円（年間会員制度あり） 対象 ： 小学1年生～中学3年生（ゴルフ経験不問）
開催スケジュール ：
9月 9日（土）、23日（土）
10月14日（土）、28日（土）
11月11日（土）、25日（土）
12月 9日（土）
※各日13時～16時

「ナインコアバリュー（正直、誠実、ス
ポーツマンシップ、尊敬、自信、責任、
忍耐、礼儀、判断）」を学んでいく

「礼儀」がテーマの日は、コースに対す
る思いやりを表す「目土」を学び、みん
なで実践しました。

コース内でのゲーム・アクティビ
ティやゴルフ体験を行います。

詳細は コチラ

各ゴルフ場でジュニア向けイベントを開催しています！
彩の森CC・ホテル秩父
中学生ゴルフ体験

小名浜オーシャンホテル＆GC
ジュニアレッスン合宿

地域住民の方々との交流を目的とし
て、地元中学の生徒たちを招いての
ゴルフ体験を行っています。ゴルフ場
に来るのは全員初めてでしたが、しっ
かりボールを打てるようになりました。

毎年恒例のレッスン合宿を開催しまし
た。小学生～高校生を対象に初心者・
中級者・上級者のクラス別にプロが指
導します。次回は12/25（月）～27（水）
に開催しますのでお見逃しなく！

今年7月にジュニア正会員の募集を開
始し、ジュニアゴルファー育成に力を
いれている関東国際CC（栃木県）で、
第1回目となるジュニア大会を開催し
ます！

第2回中学校ゴルフ体験 開催報告
日程 ： 2017年8月18日（金）
参加 ： 皆野中学校
3年生男女15名、先生4名
内容 ： パッティンググリーン、アプローチ練
習場、ドライビングレンジでのゴルフ体験

夏季ジュニアレッスン合宿 開催報告
日程 ： 2017年8月7日（月）～9日（水）
参加 ： 小学1年生～高校2年生の男女
合計15人
内容 ： 2泊3日のプロによるレッスン合宿
参加料 ： 33,000円（2泊7食付）

第1回 関東国際ジュニア杯
開催 ： 10月9日（月祝）
内容 ： 18ホールストロークプレー スクラッ
チ競技。6,300円（昼食付・参加費込）
募集 ： 小学4年～中学3年の男女 60名

告知!

関東国際CC
第1回 関東国際ジュニア杯

※ゴルフ場の詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。

詳細は コチラ
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JAPAN AILINES Championshipの見どころを解説！
アコーディア･ゴルフのフラッグシップコース「成田ゴルフ倶楽部」で開催される、日本初のPGA TOUR公式イベント PGA
TOURチャンピオンズ「JAPAN AIRLINES Championship」の開催も、いよいよ初日まで１週間となりました！今号も、大会の直前
情報満載でお届けします！世界のレジェンド達の戦いを是非、ゴルフ場で実際に観戦してください！
【JAPAN AIRLINES Championship概要】
日程： 9月8日（金）～10日（日）3日間

会場： 成田ゴルフ倶楽部（千葉県） 大会公式HPはコチラ

ついに出場選手決定！残り１枠の行方にも注目！

公式プロアマにアコーディアファン12名も参加！

記念すべき第一回大会への出場者は、PGA TOURチャンピオン
ズのプレーヤー60名と招待選手7名の計67名に決定。いずれも、
歴史的イベントを飾るのにふさわしいプレーヤー達となりました。
レジェンド中のレジェンド、メジャー通算8勝の実績をもつトム・ワ
トソン、飛ばし屋 ジョン・デーリー、マスターズチャンピオン マーク･
オメーラ、名手 トム･リーマンなど、日本でもおなじみの人気と実力
を兼ね備えた早々たる顔ぶれを間近に見られるとあって、大会へ
の注目も高まっています。そして、彼らを迎え撃つ形になる日本か
らの招待選手は、倉本 昌弘プロ、中島 常幸プロ、尾崎 直道プ
ロ、井戸木 鴻樹プロなど、日米で活躍するシニアプロが揃いまし
た。また、最後の推薦枠は今週行われるコマツオープンの優勝者
に送られることになっており、今週の激戦からも目が離せません。
これだけのプレーヤーが一同に会するトーナメントが日本で開催
されたことは過去にはありません。優勝40万ドル（約4,350万円）、
総額250万ドル（約2.7億円）をかけた戦いの行方は！？

アコーディア･ゴルフでは、通常は一部の企業招待客しか参加で
きない公式プロアマへの出場権をかけたロングランコンペ「チャレ
ンジカップ」を実施。2017年4月からの4ヶ月間、全国131のゴルフ
場で合計186,245名のゴルファーの参加をいただきました。その中
から選ばれた8名とレストランなどのイベントで当選されたお客様
合計12名が公式プロアマに参加される予定です。
PGA TOURチャンピオンズのプロアマは2日間開催され、アマ
チュア計216名（予定）が参加されます。レジェンドとプレーできる
皆さまには楽しんでいただきたいと思います。

３枚つづりの前売り券は、
なんと３種類！第１回大会
の記念としてゴルフファン
なら全種類揃えたいところ
でしょう。
アコーディア･ゴルフの一
部ゴルフ場でも、9/7まで
販売中しています。
また、大会記念ウエアと
キャップも販売中！
販売ゴルフ場はコチラ

レジェンド達の日本滞在は？？
総勢60名のプレーヤーとそのご家族は、タイトルスポンサーであ
る日本航空のチャーター便で来日します。前週の「Shaw Charity
Classic」の開催地、カナダのカルガリーから飛び立ち、9月4日（月）
20時10分に成田空港に到着予定。機内では日本航空の最高のホ
スピタリティで長旅の疲れも軽減されるはずです。
成田ゴルフ倶楽部でも、日本を代表する航空会社の皆さまの
サービスに負けないよう、ホスピタリティに磨きをかけて選手達をお
待ちしています。皆さんに「いいコースだった」「いいスタッフだった」
と言っていただけるよう万全の体
制でお迎えします！
また、「日米の文化交流」の一環
として、PGA TOURチャンピオンズ
の選手5名と大会関係者による成
田山新勝寺での大会安全・成功
祈願、必勝祈願が9月5日（火）
8:30から予定されています。
笑顔の成田GCのフロントスタッフ

ここは見逃すな！観戦におすすめの見どころホールをご紹介
【2番 405Y PAR4】
右にほぼ直角にドッグレッグしたミド
ルホール。大会では右の土手を越え
て、ワンオンを狙うショットが楽しみ
なホール。

【16番 208Y PAR3】
打ち下ろしのショートホールは、3番
と共用のダブルグリーンへのティー
ショットの落とし所が鍵。
右奥から左手前への傾斜はかなりき
つく、ピン位置に関係なく手前から攻
めるのがセオリー。

【18番 458Y PAR4】
ティーショットが豪快な池越えとなるミドル
ホール。グリーン周辺はすり鉢状の天然の
ギャラリースタンドとなっているので、早めに
陣取って、じっくりと観戦するのも楽しい。

Photo by Taku Miyamoto

今月の逸品グルメ
食欲の秋は、ゴルフ場の絶品スイーツで楽しむ！
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読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋・・・暑い夏を過ぎ、過ごしやすくなるこの季節にはさまざまな呼び名があります。あ
る調査によると、大学生に「○○の秋」というと何を思い浮かぶかという質問をしたところ、ダントツの１位は「食欲の秋」
だったそうです。この秋、アコーディア･ゴルフのゴルフ場では、「スポーツの秋」だけでなく「食欲の秋」も満喫できる絶品
スイーツをご用意してお待ちしています。

『茨城県産まるごと梨の
コンポート』
864円
水戸GC（茨城県）

『自家製モンブラン』
540円
（コーヒー付）
堺CC（大阪府）

茨城県産のジューシーな梨を

『お芋たっぷり緑茶パルフェ』
702円（コーヒー付）
愛鷹シックスハンドレッドC
（静岡県）

『黒糖葛餅と
沖縄ぜんざいのパフェ』
691円
ザ･サザンリンクスGC（沖縄県）
特徴ある沖縄ぜんざいをベー

ヨーロッパ産マロンを使用し、栗

さつまいもと栗の甘露煮を

まるごと使用したコンポートで

の風味豊かなモンブランに仕上

たっぷり使用したパフェに、静

スに、食感を楽しむコーンフ

す。見た目のインパクトにまず

げました。中に忍ばせているベ

岡といえば・・・の緑茶を使用し

レーク、沖縄ブルーシールアイ

は皆さん驚かれます。甘さを抑

リーソースの酸味が利いて最後

たゼリーをトッピングし、和風パ

ス、沖縄らしい黒糖葛餅のコラ

えて清涼感溢れた爽やかな味

まで飽きずに召し上がれます。

フェ風にデコレーションしまし

ボです。甘すぎず食後にちょう

わいに仕上げています。茨城の

あたたかいコーヒーと共にどう

た。若い方からご年配の方まで

ど良いサイズで、沖縄感満載の

秋をご賞味下さい。10月末ま

ぞ。10月末まで。

幅広く人気があります。11月末

スイーツを召し上がってみてく

（ホール：土屋 敏香）

まで。（ホール：橋本 摩衣子）

ださい。（ホール：宮城 信太郎）

で。（調理長：飯島 秀雄）

※価格は全て税込。日付のないものは通年提供。その他のメニューは コチラ 【テーマを変えて毎月更新】

9月10日は牛タンの日

「広がれ、ゴルフ好き！」に新コーナー

秋の牛タン祭り 開催します！

「芝草ラボ」で、ウンチクを語れ！

9月10日は、牛タンの日です！2006年に宮城県仙台市の
仙台牛タン振興会が牛タン業界の活性化のために制定し
たこの日にあわせて、アコーディア･ゴルフのゴルフ場では
「秋の牛タン祭り」を開催します。「厚切り牛タンの網焼き
膳」はテーブルでお客様のお好みで焼いて熱々で召し上
がっていただけます。プラス108円で味噌汁をテールスー
プに変更できるのもうれしいところ。
また、お土産やおつまみでも牛タンを使ったメニューを用
意。おススメは、おつまみでもお土産でも提供できる「牛タ
ンつくね串」（1本216円）。
牛タンは、カロリーは牛サーロイン部分とほとんど変わり
ませんが、ビタミンB群や鉄分が豊富でヘルシーだといわ
れています。この機会に、是非、ご賞味ください！

厚切り牛タンの網焼き膳 1,944円

牛タンつくね串 216円/本

※価格は全て税込。商品内容は店舗によって異なる場合がございます。
提供メニュー、価格は店舗にお問い合わせください。

ゴルフの楽しさを初心者から上級者まで多くの方々にお伝えす
るためのWebサイト「広がれ、ゴルフ好き」では、アコーディア･ゴ
ルフが誇る「技術開発研究所」スタッフによる新連載「芝草ラボ」
をスタートしました。
「技術開発研究所」は、日々、全国のゴルフ場のコース管理ス
タッフと連携し、土壌分析や温暖化へ対応する芝の研究などを
続けており、この「アコナビ」でも、芝やコース管理の解説をしてく
れています。実は、この「コース管理ネタ」は、ゴルファーの間で
は密かな人気となっており、当社の公式Facebookに芝関連のト
ピックを掲載すると「いいね」数が増えるというウワサも。芝生を
知ることもゴルフの楽しみのひとつ・・・ということで、「広がれ、ゴ
ルフ好き」サイトでも、この連載を始めることになりました。
第一回は「土壌の水分コントロール」。今年の夏は、空梅雨や
日照不足、豪雨など、地域によってさまざまな異常な状態が見ら
れましたが、当社はこまめに水分量を測定し、必要な場所に必
要な量をスプリンクラーや手まきで散水していきながら、芝のダ
メージを防ぎ、常に良好な土壌水
分量を維持する努力をしています。
ここで皆さまにクイズです！この
時期、ゴルフ場のグリーンだけで１
日どれだけの水を散水しているで
しょうか？！グリーン（平均面積
500㎡）に５分間散水したとすると、
18Hで・・・ 答えは、コチラ！
ゴルフ場の散水の様子
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今年で開催8回目！

JALのマイルをAGポイントに交換！

ピンクリボンガールズゴルフ2017

レートアップキャンペーン期間延長

ピンクリボン運動の啓蒙を目的とする、女性だけのゴルフ
場貸切イベント「ピンクリボンガールズゴルフ」を今年もおお
むらさきGC（埼玉県）で開催します！ すでに残り枠わずか
の「スルーラウンド部門」と、初心者も楽しく参加できる「ビ
ギナーラウンド＆レッスン部門」をご用意しております。

日程 ： 2017年10月9日（月祝） 場所 ： おおむらさきGC（埼玉県）
募集 ： スルーラウンド部門 136名 ※残り枠わずか
ビギナーラウンド＆レッスン部門 32名
※当日は「ベストドレッサーコンテストby Regina」を実施予定です。

今年7月から開始のJALのマイルとACCORDIA GOLFポ
イント（AGポイント）の相互交換を記念して実施した「レート
アップキャンペーン」を、好評につき1か月延長します！
9月末までにJALのマイルからAGポイントに交換された方に
は500AGポイントをプレゼント！ 是非ご利用ください。

JALのマイル→AGポイント交換 レートアップキャンペーン
対象期間 ： 2017年9月30日（土）まで
内容 ： JALのマイル（10,000マイル）をAGポイントに交換すると
ボーナス500AGポイントをプレゼント！（合計10,500AGポイント）

詳細・お申込みは コチラ

詳細・お申込みは コチラ

アコーディア・ガーデン調布

シルバー/ブラックステイタスの方限定

リニューアルのお知らせ

予約ポイント増量キャンペーン

都内大型練習場のアコーディア・ガーデン調布では、7月
末からフィールド工事を行い、フェアウェイが綺麗に生まれ
変わりました！ さらに、1階打席のアイアンマットとスタン
スマットも交換。新しくなった打席で気持ちよく練習できるこ
と間違いなしです。併設するショップ「ゴルフドゥ！アコー
ディア・ガーデン調布店」でお買い物も楽しめますよ。
アコーディア・ガーデン調布
場所 ： [車] 稲城ICから5分、
調布ICから10分 [電車] 京王
線 飛田給駅から徒歩7分
施設 ： 230Y 88打席
※ ゴルフドゥ！アコーディ
ア・ガーデン調布店が併設
2017年8月5日～
打席リニューアル

対象プレー期間 ：
2017年9月1日（金）～12月31日（日）
対象者 ： アコーディアWebで予約・プ
レーしたシルバー・ブラック ステイタス
の予約代表者

フィールド工事後

・フェアウェイ（フィールド工事）
・1階打席のマット交換

ACCORIDIA GOLF ポイントカードのシルバー/ブラックステ
イタスの方は、12月末までの期間にアコーディアWebからご
予約&プレーすると、通常お一人様につき50ptの予約ポイン
トが80ptに増量！ 9月末まで実施中の「平日予約ポイント2
倍キャンペーン」と合わせるとさらにおトクです！ ますますお
トクになった秋ゴルフをアコーディアでお楽しみください。

AG調布は コチラ

【ポイントカードのステイタスとは】
ゴルフ場来場回数に応じて、様々な
特典が受けられるようになります。
シルバー ： 毎年4月～翌年3月の間に
AG運営ゴルフ場に6回以上
来場されたビジターの方
ブラック ： ゴルフ場メンバーの方

詳細は コチラ

【 編集後記 】
いよいよ、JAL選手権が成田ゴルフ倶楽部で開幕！大会中へのアクセ
スは、公共交通機関のご利用が便利でお得です。なんと、成田駅（京成
電鉄、JR）のバス乗り場でJALマイレージバンクカードかJALカードを提
示すれば、JALのマイル（100マイル）がプレゼントされます！毎日見に
行けば、3日間で300マイル。これは、見逃せないサービスです！（丸毛）

先月は南市原GC・土浦CCでラウンドしましたが、アプローチとパットの不
調で、撃沈……。完全に自信を失っていますが、当社で行っている「でか
カップゴルフ」は、私のようにスランプ気味のゴルファーにもおすすめで
す。グリーン周りでストレスなくプレーし、好スコアがでることでまたゴルフ
への意欲が湧いてくるはず。秋の開催は専用サイトをチェック！（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。

http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/

