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 先日行われたJAPAN AIRLINES Championshipでレジェンドプロ達に絶賛された成田ゴルフ倶楽部のコースを管理する 

榮前田コースマネジャーをはじめ、アコーディア･ゴルフグループでは30代のマネジャーがコースメンテナンスの責任者とし

て働くゴルフ場がいくつかあります。今月のアコナビでは、当社が誇るコース管理の若きエースたちをご紹介します！ 

活躍する若きコースマネジャーたち 

 

成田ゴルフ倶楽部 (千葉県) 

 

 

 

アクアラインゴルフクラブ (千葉県) 

 名門小樽CCでキャリアをスタートし、24才でグリーン

キーパーになった榮前田が、コースマネジャーとして成田

GCへ来て３年。日本初のPGA TOURチャンピオンズ公式

戦を成功させた立役者のひとりとなりました。 

 新入社員時代にがむしゃらに働いたことが今の財産に

なっているという榮前田のこだわりはグリーンの散水管

理。日々、水分量を量り、手撒き散水で巧みに最適なコ

ンディションに整えます。 「コースにも最上級を求める会

員の皆さまに叱咤激励を受けながら、スタッフと一緒にが

んばっています。常に前年より良いコースコンディション

に仕上げることが目標です！」 

コースマネジャー 

榮前田 敏雄 （32才） 

※当社ではコースのグリーンキーパーをコースマネジャーと呼びます。 ※ゴルフ場詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。 

コースマネジャー 

服部 真也 （33才） 

コースマネジャー 

松島 徳世 （32才） 

コースマネジャー 

野村 貴仁 （37才） 

 アクアラインを渡り、木更津東ICから３分の好立地にあ

るアクアラインGCのコースを守る服部は、少ない人数で

も効率よくコース管理できるように整備計画に気を使うと

いいます。昨年までいた石岡GCでのプロトーナメントのプ

レーオフが日没で月曜日まで伸び、5～6人でコースを準

備しなければいけなくなったことが印象に残っているそ

う。「いつもはグリーンを刈らないような上司も一緒に整備

をしてくれました」と微笑みます。おすすめホールは、グ

リーン手前の池とビーチバンカーが美しい17番。 

 「スズメノカタビラなどの雑草を少なくして、ゴルファーの

皆さまに喜んでもらえるコースを作っていきたいです」 

 「今年は、フェアウェイもラフも芽数が多いのでティーグ

ラウンドからの眺めがいいですよ」とグレンオークスCCの

状態を話す松島は、社会人10年目の今年、コースマネ

ジャーに昇格。入社1年目のフロントやレストランでの研修

でゴルフ場全体を把握できるようになったことが役に立っ

ているといいます。スタッフとのコミュニケーションを何より

大事と考え、「何か一つでも人より多く作業すれば周りが

よく見えてくる」という先輩の言葉を忘れずに日々の業務

に励みます。入社をきっかけに始めたゴルフのスコアもベ

スト85まで上達し、ゴルファーとしても成長。 

 「1年1年を大事に経験を積んでいきたいです」  

 バード・スプリングコース27ホール、ザ･センチュリーコース

18ホールの計45ホールというレイクフォレストリゾート。 「セ

ンチュリーコース14番の3段グリーンがおすすめ」と語る野

村は、今年4月にこの広大なゴルフ場のコース管理のトップ

となりました。スタッフ時代は、さまざまな場所での刈込み

のライン出しにこだわり、自信を持っていましたが、多くのス

タッフを束ねる立場になってからは作業段取りの手際の良

さを心がけて仕事をしているといいます。後進の指導に力

を注ぐのもコースマネジャーの大事な仕事だと言います。 

 「8名いる若手スタッフ全員が立派なコースマネジャーに

育ってくれるように教育していきたいです」 

 

グレンオークスカントリークラブ (千葉県) レイクフォレストリゾート (京都府) 

http://www.narita-gc.jp/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=092
http://www.glenoaks.cc/
https://www.lfr.co.jp/
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日本初の米シニアツアー公式トーナメント 

「JAPAN AIRLINES Championship」 開催結果報告 

 

 

 

スクールで習い始めるなら今がチャンス！ 

全国のゴルフ練習場で「秋のスクール新規入会キャンペーン」実施中！ 

 9月8日～10日、日本初のPGA TOUR Champions（米シニアツアー）の公式戦「JAPAN AIRLINES Championship」が成田

ゴルフ倶楽部にて開催されました。トム･ワトソン選手やジョン･デーリー選手など、往年の名プレーヤーたちが揃って日本

でプレーする歴史的大会を見逃すまいと詰めかけたギャラリーの前で、白熱した試合が繰り広げられました。3打差から

の逆転優勝を果たしたコリン･モンゴメリー選手は試合後、「私の長いプロ人生の中でも最高のグリーンコンディションだっ

た」と、コースを絶賛するコメントを残してくれました。アコナビでは本大会の公式プロアマトーナメントや、全国のゴルフ場・

練習場で働く当社スタッフも参加した大会ボランティアなど、大会の裏側の模様もご紹介させていただきます。 

JAPAN AIRLINES Championship  

開催 ： 2017年9月8日（金）～10日（日） 

場所 ： 成田ゴルフ倶楽部（千葉県） 

賞金総額 ： 250万ドル  ギャラリー数 ： 3日合計5,135名 

出場選手 ： 67名（海外選手56名＋国内選手7名） 

優勝 ： コリン･モンゴメリー選手（通算14アンダー） 

大会HPは コチラ  アコーディアWeb 大会特設ページは コチラ 

 アコーディア・ゴルフが運営する全国26のゴルフ練習場では、「コースデビューしたい！」「飛距離を伸ばしたい！」など、

ゴルファーの様々なご要望をサポートするべく、ゴルフスクール「アコーディア・ゴルフアカデミー」を開講しています。ゴル

フ場でのコースレッスンもプログラムに入っているため、実戦を通して、より早く上達できることが魅力のひとつ。現在、 

「秋のスクール新規入会キャンペーン」を実施中です！ この機会にぜひお試しください。 

秋のスクール新規入会キャンペーン 

期間 ： 2017年10月31日（火）まで  ※実施期間は練習場により異なります。  

内容 ： 対象期間中に各施設が運営するスクールに新規入会された方に特典を贈呈。 

屋外練習場 （アコーディア・ガーデン） 

対象 ： アコーディア・ゴルフ運営の全国ゴルフ練習場 

      ※アコーディア・ガーデンは コチラ 

   ※一部対象外あり 

入会特典 ： 各練習場により内容は異なります。 
 

例 ） 千葉県内のアコーディア・ガーデン（AG）の特典 

 対象 ： 千葉県6練習場 （AG柏、AG千葉東金、AG船橋、AG志津、 

      AG千葉北、AG四街道サンビック） 

 入会特典内容 ：  

  1） 入会金（通常10,800円） → 無料！ 

  2） 最大6,000円分の練習ボール代プレゼント！ 

   ※入会月から3ヶ月間、月初の受講時に2,000円分のボール代を 

   練習場カード（リライトカード）にチャージします。 

  3） マンスリーイベントレッスンフィ → 初回受講時無料！ 

  4） 体感レッスン（通常2,160円） → 半額！（税込1,080円） 

屋内練習場 （アコーディア ゴルフスタジオ） 

対象 ： アコーディア・ゴルフ運営の都内インドア練習施設 

     ・ アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 

     ・ アコーディア ゴルフスタジオ御徒町 

入会特典 ：  

 1） 入会金（通常10,800円） → 無料！ 

 2） 体感レッスン（通常2,160円） → 半額！（税込1,080円） 

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 アコーディア・ガーデン船橋 

※写真：モンゴメリー選手と日米ボランティア含む大会関係者 

公式プロアマトーナメント ボランティア 

 

9/6（水）・7（木）の2日間にわたり、プロ

アマが行われ、アマチュア約200名が参

加。その中に、ロングランコンペ

「JAPAN AIRLINES Championship×

ACCORDIA GOLFチャレンジカップ」の

受賞者など9名も参加されました。 

本大会には日米ボランティア合わせて

のべ1,200名もの方々が業務にあたっ

ていました。全国から集まったアコー

ディアのスタッフ計32名も、大会中は

「ホールマーシャル」として選手のプ

レーを陰から支えました。 

https://japanairlineschampionship.com/jp/
https://www.accordiagolf.com/jalchampionship/
https://www.accordiagolf.com/practice/
https://www.accordiagolf.com/practice/akasaka/
https://www.accordiagolf.com/practice/funabashi/


 

 

 ※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】  
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今月の逸品グルメ  みんな大好き！懐かしの洋食特集 

  

新しいクラブは、ゴルフレボで！ 

秋のクラブ買い替え応援キャンペーン 

 ゴルフのベストシーズン到来！ 

 新しいクラブがあれば、ゴルフはさらに楽しくなる！？ 

 アコーディア･ゴルフ運営のゴルフ場、ゴルフ練習場で展

開するゴルフショップ「ゴルフレボ」では「秋のクラブ買い替

え応援キャンペーン」を実施中です。同時開催される大試

打会で実際に打って決断できるのはゴルフレボならでは。

最大27%ポイント還元となるお得なこの機会を利用して、ラ

イバルに差をつけてください！ 

【秋のクラブ買い替え応援キャンペーン概要】 

期間：  ～ 2017年11月30日（木） 

内容： 対象クラブの購入で 

特別ポイント20%  ＋    

  キャンペーンポイント7% 

    ＝最大27％のポイント還元！ 
※特別ポイント…店頭販売価格（税別）

に対してのポイント還元率となります。 

※一部対象外あり 

※詳しくは、スタッフまでお問い合わせく

ださい。  

【同時開催 大試打会概要】 

全国のアコーディア･ゴルフ運営ゴ

ルフ場練習場で、のべ1,200回以上

実施！プレー、あるいは練習のつい

ででもどうぞ！開催スケジュールはコチラ 

ゴルフ界の清宮選手は現れるか？ 

「緑の甲子園」開催決定！ 

『ビーフカツレツランチ』 

1,836円 

協和GC（京都府） 

『石岡名物 牛タンシチュー 

～晩秋Ver.～』 

2,279円 

石岡GC（茨城県） 

『鉄板ナポリタン』 

1,404円 

美濃関CC（岐阜県） 

『長崎トルコライス』 

1,620円 

佐世保国際CC（長崎県） 

 石岡GCの名物といえば、

「牛タンシチュー」！じっくりコト

コト煮込んだ牛タンと濃厚な

自家製デミグラスソースのシ

チューは絶品です。晩秋バー

ジョンとして添えられた季節の

温野菜と共にご賞味ください。 

（調理：郡司 翼） 

 美濃関CCレストランで大人

気のメニューです。大きなウイ

ンナーとふわふわ卵がセール

スポイントです。若い方からシ

ニア世代まで幅広い支持をい

ただいています。  

（ホール：山内 桃子） 

 チーズをのせたビーフカツレ

ツにデミグラスソースをかけま

した。トマトをたっぷり使ったサ

ルサポモドーロで味に変化を

つけ、最後までさっぱりと召し

上がっていただけます。幅広

い年齢層に人気です。 

（調理長：岡村 正守） 

 長崎名物「トルコライス」は、ピ

ラフが中国、スパゲティがイタリ

ア、とんかつがその中間に位置

するトルコを表すという説など謎

の多いちょっと気になるメニュー

です。「大人のお子様ランチ」と

も呼ばれています。 

（ホール：城間 奈美） 

 秋ゴルフでちょっと懐かしい洋食レストランの味はいかがでしょうか？全国のアコーディア･ゴルフのゴルフ場レストラン

では、皆さまに愛される洋食メニューを提供しています。ほっとするおいしさは、老若男女のゴルファーに大人気！ 

定番メニュー、地域限定メニューなどもございますので、是非、お試し下さい！ 

 「ゴルフパートナー presents 全国高等学校ゴルフ選手権

大会/全国中学ゴルフ選手権大会」の平成30年（2018年）

度大会が、茨城県にあるセントラルゴルフクラブとセントラ

ルゴルフクラブNEWコースで開催されることが決まりまし

た。日本オープン開催実績もあるセントラルGCと、先日の

JAL選手権でも来日したトム･ワトソン氏の設計したセントラ

ルGC NEWコースがジュニア達の熱戦の舞台となります。 

 「緑の甲子園」とも呼ばれるこの大会は、倉本昌弘プロや

丸山茂樹プロ、松山英樹プロ、古閑美保プロ、宮里藍プロ

などが過去の優勝者として名を連ねる由緒あるもの。来年

の大会でも、全国の予選を勝ち抜いた高校生、中学生が

暑い夏をものともしない熱い戦いを繰り広げることでしょう。  

【平成30年度全国高等学校ゴルフ選手権大会/  

            全国中学校ゴルフ選手権大会概要】 

日程： 2018年8月5日（日）～8月8日（水） 団体の部 

   8月9日（木）～8月11

日（土） 個人の部 

会場：  

高校の部  

セントラルゴルフクラブ 

  茨城県行方市麻生2196  

中学の部  

セントラルゴルフクラブ NEWコース 
セントラルGC  

キャンペーンチラシ 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
https://www.golfrevo.com/event/trial_2017au/index.php
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=081&_ga=2.19093368.1197073174.1506480448-1518209946.1484202708
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=080
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今号紹介した洋食メニュー。昔ながらの味がいいですね。私の思い

出の洋食屋さんは、神戸三宮の生田ロードにある「欧風料理 も

ん」。美人の女将さんは父の高校の同級生の奥様。食事に行くと、

いつも、アイスクリームをサービスしてくれます。とんかつ、ビフ

カツ、コロッケ・・・何でもおいしいので、おすすめです。 （丸毛）  

【 編集後記 】 

 

 

最大6,000ポイント！冬幹事さん 

ポイントプレゼントキャンペーン 

女性ゴルファー168名が参加予定！ 

ピンクリボンガールズゴルフ2017 

 

 

Webサイト「広がれゴルフ好き」 

面白マナー動画 全10本公開中！ 

期間限定の新味シュークリーム発売 

「種子島産 安納芋のパイシュー」 

 ピンクリボン運動の啓蒙を目的として、10/9（月祝）におお

むらさきGCで開催する女性だけの貸切イベント「ピンクリボ

ンガールズゴルフ」。「スルーラウンド部門」と、「ビギナーラ

ウンド＆レッスン部門」を合わせて168名がご参加の予定で

す。当日は当社代表取締役社長の田代祐子と、スペシャル

ゲストに元フェンシング代表の池田めぐみ氏が来場します！ 

ピンクリボンガールズゴルフ2017           詳細は コチラ 

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、ビギナーラウンド＆レッスン部門32名 

※両部門とも、応募多数につき現在キャンセル待ち受付中 ※写真：2016年 

 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Webサイト「広がれ、ゴルフ好き」では、ゴルフで

の”お手本マナー”や、気をつけたい”マナー違反”を、トー

ナメントの実況中継風にご紹介するゴルフマナー動画（全

10本）を公開しています。ラウンドの前にぜひご覧ください。 

 ゴルフ場のお土産としてご好評いただいているオリジナ

ル・シュークリームに、この秋ぴったりの新フレーバーが登

場しました！ 鹿児島県種子島産の安納芋をクリームに使

用した「安納芋のパイシュー」は、しっとりとした食感のほの

かな甘みで、老若男女問わず美味しくお召し上がりいただ

けます。 

安納芋のパイシュー 

販売時期 ： 10月中旬から12月末 

     ※売切れ次第、販売終了 

販売場所 ： ゴルフ場レストラン内 

価格： 【4ヶセット】 1,188円 

     【単品】     313円 

Vol.1 ファー（フォアー）の掛け声編 Vol.2 バンカーならし編 

Vol.5 グリーン上での立ち位置編 Vol.9 スタート前の準備編 

 秋が過ぎると、あっという間に忘年会シーズンですね。 

毎年忘年コンペを企画している、という幹事さんは必見！

対象期間中にアコーディアWebから3組9名以上でご予約

＆プレーされた予約代表者様に、プレー人数・ポイントカー

ドのステイタスに応じて、最大6,000ポイントをプレゼント！ 

冬幹事さんポイントプレゼントキャンペーン 

プレー対象期間 ： 12月1日（金）～2018年2月28日（水） 

内容 ： 期間中にキャンペーンにご応募の上、アコーディアWebから 

     3組9名以上でご予約＆プレーされた予約代表者様に 

     最大で6,000AGポイントプレゼント！ 詳細は コチラ 

 

※金額は税込価格。 

※一部販売していないゴルフ場も 

あります。詳しくはゴルフ場レストラン 

スタッフまで。 

※写真はイメージです。 

■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/ 

今回ご紹介した「面白マナー動画」は、フリーアナウンサーの土屋和彦さ

ん、芸人の黒田カントリークラブさん、ゴルフタレントのSabuさんたちに熱

演していただきました！ 私のイチオシは「vol.8 長いアドレス編」です。皆

さんもこれを見て、身近にこんな方がいないか、気づかぬうちに自分が

「ダメマナー」になっていないか、ぜひ振り返ってみてください。（皆川） 

https://www.accordiagolf.com/women/pinkribbon/detail.html
http://golfzuki.accordiagolf.com/
http://golfzuki.accordiagolf.com/manner/01
http://golfzuki.accordiagolf.com/manner/02
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