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 アコーディア・ゴルフの全国のゴルフ場レストランで、今年で10回目となる｢2017年度 全国料理コンテスト｣が開催されまし

た！ 全254作品の中から、地区ごとの最優秀賞に選ばれた作品を冬のキャンペーンメニューとして本日12月1日（金）から

の1ヶ月間、期間限定で各地区のゴルフ場で提供します。ご来場の際は是非、この渾身のメニューをご賞味ください。 

今年のテーマは “地域の食材を生かした『ゴルファーのための昼食』” 

料理コンテスト2017開催 エリア別最優秀賞発表！ 

 
  “畑の恵み”熱々野菜スープをかけて 

    食べるパーコー焼きそば   1,512円 

喜連川CC 総調理長 北原洋二 

「栃木のB級グルメの『スープ入り

焼きそば』をイメージし、独自に

創作考案しました。香辛料を効

かせたトンカツを添えています」 

※価格はすべて税込。 

 

水郷どり＆サツマイモの 

       ごろごろ石焼チーズ鍋  1,620円 

習志野CC空港C 副主任 黒田直人 

「千葉県北総の『水郷どり』を使い、

3種のチーズでコクと旨みを加えた

石焼鍋です。〆にはオリーブライス

を混ぜてリゾット風でどうぞ」 

 

 
かしみん焼きそば 

1,566円 

 
鉄板de瓦そばと天茶でGO！ 

1,620円 

 12月から各地区で受賞メニューを販売 

販売コンテストを同時開始！ 

フォレスト芸濃GC ホール 伊藤梓 

「長野県中信地方の『山賊揚げ』

を熱々の鉄板に乗せて提供しま

す。黒胡椒を効かせているので

ビールとの相性も抜群！」 

泉佐野CC 調理 北田 崇志 

「大阪府岸和田市発祥『かしみん

焼き』を鉄板焼きそばにアレンジし

ました。かしわ（鶏肉）とピリ辛の

豚ミンチをトッピングしています」 

山陽国際GC 調理長代理 石倉章 

「山口県下関市発祥『瓦そば』は麺

に抹茶が練り込まれ、つゆは少し

甘めに仕上げてあります。穴子の

天ぷら茶漬けもセットにしました」 

NEWS 

 これらの受賞作品は、2017年12月1日（金）～31日（日）までの

1ヶ月限定で、それぞれの地区のゴルフ場にてお客様にご提供し

ます。同時に、レストランの接客サービスとコミュニケーション力の

向上を目的として、ゴルフ場別にその最優秀賞メニューの販売率

を競う「全国販売コンテスト」

を開催！ 各ゴルフ場のレ

ストランスタッフはこの受賞

メニューを食べていただける

よう、色々と工夫を凝らして

おススメします。皆さま是非

応援をお願いします！ 

※各メニューが食べられるゴルフ場は コチラ  ※最優秀賞のPOP例 

鉄板“鶏の山賊揚げ” 

      ～黒胡椒と辛味の香り～  1,404円 

中部 

エリア 

近畿 

エリア 

関東 

エリア2 

関東 

エリア1 

九州 

エリア 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/contest/index.html


 

 

※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 
「こだわりのそば＆うどん」特集 

 

 

 秘密兵器で芝草管理を的確に 

 ゴルフ場の土壌調査 

 

 蕎麦を食べに信州へ行ったり、うどんを食べに香川へ

行ったりするなど、うどんやそばにこだわりをもつ方は多

いのでは? ゴルフ場でも、寒い冬は熱々の鍋焼きうどん

が大人気。おすすめの２品をご紹介します！ 

『鍋焼きけんちんうどん』 

1,620円 

石岡GCウエストコース（茨城県） 

 「茨城県で広く食べられている醤油ベースのけんちん汁を根菜

たっぷりのけんちんうどんに仕上げました。鶏肉とたくさんの野菜

がとれるヘルシーな一品です。幅広い世代に人気です。」 

ホール： 岡本 （冬季限定） 

『関西風鍋焼きうどん』 

1,512円 

ラビーム白浜ゴルフクラブ（和歌山県） 

 「関西風のかつおだし汁のうどんです。うどんを召し上がった後

にはご飯をいれて雑炊風にも。寒い季節に身体の内側からぽか

ぽかになってください。」 ホール： 陰裡 （2月末まで） 

 ゴルフ場はどれくらいの広さがあるかご存知でしょうか？

例えば、今年日本初のPGA TOUR公認トーナメントが開催

された「成田ゴルフ倶楽部」は、総面積62.8万㎡、フェア

ウェイだけでも14万㎡あります。14万㎡といえば、東京ドー

ムのグラウンド部分10個分にあたります。これだけの広さ

の土壌を調査し、把握するのは非常に大変です。 

 そこで登場するのが、ターフアセスメントトレーラーです。

フェアウェイに白い泡マーカーでラインを引き、それに沿っ

て、汎用作業車で牽引して複合的なセンサーで土壌水分、

土壌の硬さ、ターフ活力、土壌塩分を調査します。調査

は、平均的な18ホールのゴルフ場のフェアウェイ調査で約

６日で終了します。 

 当社の技術開発研究所では、2015年８月よりこの機器を

使った土壌調査を開始し、ゴルフ場３コースとサッカーグラ

ウンド２ヶ所の調査実績があります。測定したデータは、パ

ソコンに取り込み、コースマネジャーやターフメンテナンス

担当者に提供し、コース

管理および競技場のター

フメンテナンスに役立てる

ことができます。技術開発

研究所では、外部施設を

含め、今後、調査実績を

増やし、さらに的確な芝草

管理ができるようにしてい

きます。 
成田GCで実施された調査の様子 

アコーディア初の練習場開催！ 
ザ･ファースト・ティプログラム体験会をアコーディア･ガーデン甲子園浜で開催！ 

 アコーディア･ゴルフが2015年４月からゴールドパートナーとなり、相武カントリー倶楽部（東京都）で定期開催している

「ザ･ファースト・ティプログラム」。その体験会が、11月23日に兵庫県のアコーディア･ガーデン甲子園浜で開催されました。 

  ザ･ファースト・ティとしても、単独開催としては関西初のこのイベント。告知後、

すぐにキャンセル待ちがでるなど、西宮市、芦屋市の教育熱心なご父兄の間でも

非常に関心の高いことがわかりました。 

 イベント当日は、少し肌寒いながらも、早朝までの雨もやみ、47名（当日キャンセ

ル３名）の小学６年生までの子ども達はゴルフを通じて、楽しみながらナイン･コア･

バリュー※のうち「礼儀」について学びました。最初は恥ずかしそうだった子ども達

も、イベントの最後は元気よく挨拶でき、すぐに効果が現れました。参加者の内23

名だったゴルフ未経験者の子ども達も、初めて触れるゴルフにとまどうことなく、楽

しんでいたようでした。 

  また、アメリカ生まれのザ･ファースト・ティの関西初の単独開催にあたり、在大

阪・神戸総領事館のヘレン・ファン主席商務領事もご臨席になられ、子ども達に「ゴ

ルフの楽しさ」を語ると共に、「日米のかけはしとなって活躍する人材になってほし

い」との思いをお話になられました。参加者、父兄、コーチ、運営担当者すべてが、

ゴルフのすばらしさを再確認した一日となりました。 

 【ザ･ファースト・ティ体験会＠アコーディア･ガーデン甲子園浜 概要】  

開催日： 2017年11月23日（木・祝）  ※次回開催予定： 1月28日（日） 

場所  ： アコーディア･ガーデン甲子園浜 

対象者： 小学1年生 ～ 6年生 （ゴルフの経験問わず） 

参加者：  47名 

※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）とは、ザ･ファースト・ティで学ぶライ

フスキルの中核となる９つの重要な価値。 

https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
https://www.accordiagolf.com/practice/koshienhama/
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【 編集後記 】 

  

アコーディアWeb 

1月2月平日プレーキャンペーン 

サクサクでアツアツ！ 

「桜海老のくり～むコロッケ」登場 

 

 

 

■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／佐藤／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/ 

GINGERゴルフチーム第2期 

ついに18Ｈラウンドデビュー！ 

 当社と女性向けファッション誌『GINGER』とのタッグによる

「GINGERゴルフチーム」第2期生がついに11月10日（金）、

おおむらさきGC（埼玉）にて最終目標である18ホールラウ

ンドデビューを達成！当日は天候にも恵まれ、見事全員が

ホールアウトすることができました。ラウンド後の反省会で

は、メンバーから「楽しかった」「早くまたこのメンバーでゴル

フしたい」という声が続出するほど。 

当社はこれからもさま

ざまな企画を通して、

ゴルフ始めたい女子

を応援していきます！ 

 プライベート・ブランド商品に「駿河湾産 桜海老のくり～

むコロッケ」が仲間入りしました！ 

サクサクの衣の中には桜海老の旨みと香りが広がるアツ

アツのクリームがたっぷり。 

5個セットなら「くり～むコロッケ」「黒毛和牛コロッケ」「粗挽

きメンチカツ」3種類のうち、お好きな組み合わせでご購入

いただけます。 

寒い日はご家族であったかいくり～むコロッケはいかが？ 

 

はじめまして！今月からメンバーに加わりま

した佐藤です。ゴルフのことはまだまだ勉強

中ですが、充実した情報をお届けできるよう

がんばります！（佐藤） 

価格： 

1ヶ 259円（税込） 

5ヶ 1,242円（税込） 

 12月9日からの「XXIO X（TEN）」の発売に合わせ、全国

のゴルフショップ「ゴルフレボ」では「XXIO X デビューキャ

ンペーン」を実施！話題の最新モデル「XXIO X」をご購

入いただくと、通常ポイント(※)から更にボーナスポイント

1,000～3,000Ｐをプレゼントします。一年頑張った自分へ

のご褒美にもオススメです！ 

※通常ポイント： 店頭表示価格（税抜）の20％ 

期間： ～2018年1月8日（月） 先行予約も含みます。 
 

ゴルフレボはこちら 

「ゴルフレボ」でお得にGET 

XXIO X デビューキャンペーン 

【アコーディアWeb 1月2月平日プレーキャンペーン概要】  

プレー対象期間：2018年1月9日（火）～2017年2月28日（水）の平日 

Aコース： 岡山県邑久産カキフライ 

Bコース： メンチカツ×コロッケ オリジナルコラボセット 

Cコース： 京丹波高原豚 味噌漬け （箱入） 

Dコース： 全国銘柄豚とんてき ～食べ比べセット～ 

Eコース： ACCORDIA  GOLFポイント 3,000ポイント 

詳しくはこちら 

 アコーディアWebから、プレー対象期間中にご予約＆

プレーすると、予約代表者様の中から抽選で100名様に

お好きな商品（A～Eコース）を1つプレゼントするキャン

ペーンを実施します！ 

今年は21ラウンドのうち、目標としていた「100

切り」を1回達成できたので、念願叶った年でし

た！しかし、その後はまた低迷状態に……。

来年もアベレージゴルファーとして、楽しみな

がらもっと上達していければと思います（皆川） 

今年もお世話になりました。2017年は、ホットヨ

ガ、クロスバイクなど、新しい事に挑戦する年にな

りました。仕事でも11月から新しい上司と仲間を

迎え、毎日が新しいことの連続です。学びなが

ら、広報部と自分の進化をはかります！（丸毛）  

mailto:pr@accordiagolf.com
https://www.golfrevo.com/index.php
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2018/20180109-20180228_eraberu-gift/

