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 皆さま、明けましておめでとうございます。2018年の初打ちは、もうお済みでしょうか。どこに行こうかな？と迷われている

ゴルファーのために、アコーディア・ゴルフグループのゴルフ場を部門別にランキング形式でご紹介します。今年のゴルフ場

選びの参考になさってください。この一年、皆さまのゴルフライフが充実したものとなりますように！ 

今年行きたいゴルフ場をチェック！ 

アコーディア・ゴルフ 部門別ランキング 

 

若者やコンペ幹事さんが注目！ 

「30代以下来場比率」部門 

対象：グループゴルフ場130コース （平均3.9） 

ゴルフ場予約サイトの「クチコミ」 総合＆全7項目ランキング 

1位 万壽ゴルフクラブ （奈良県） 4.6 

2位 ザ･サザンリンクスGC （沖縄県） 3位 石岡GC （茨城県） 4位 東条パインバレーGC  （兵庫県） 5位 ニュー南総GC （千葉県） 

【スタッフ接待】  

1位 万壽GC （奈良県） 

2位 石岡GC （茨城県） 

3位 ニュー南総GC （千葉県） 

【コース／戦略性】  

1位 石岡GC （茨城県） 

2位 新陽CC （岐阜県） 

3位 万壽GC （奈良県） 

【距離が長い】  

1位 セントラルGC （茨城県） 

2位 成田東CC （千葉県） 

3位 樽前CC （北海道） 

【コストパフォーマンス】  

1位 伊豆国際CC （静岡県） 

2位 大新潟CC三条C （新潟県） 

3位 ハウステンボスCC （長崎県） 

【食事が美味しい】  

1位 万壽GC （奈良県） 

2位 石岡GC （茨城県） 

3位 東条パインバレーGC （兵庫県） 

【フェアウェイが広い】  

1位 大和高原CC （奈良県） 

2位 泉佐野CC （大阪府） 

3位 万壽GC （奈良県） 

【設備が充実】  

1位 万壽GC （奈良県） 

2位 石岡GC （茨城県） 

3位 グレンオークスCC （千葉県） 

部門別 （全7項目） 

総合部門 

1位 秩父国際カントリークラブ （埼玉県） 22.5％ 

2位 フォレストみずなみCC （岐阜県） 

3位 サンクラシックGC （岐阜県） 

4位 鈴鹿の森GC （三重県） 

5位 習志野CC空港コース （千葉県） 

    本郷CC （広島県） 

グループゴルフ場平均 11.6％ 

トーナメントの開催実績もある万壽ゴルフクラブ。 

【スタッフ接待】【設備が充実】【食事が美味しい】の三冠を達成

し、総合部門1位を獲得しました。コースは名匠・小林光昭氏の

設計で関西では珍しく池を配し、戦略性の高さと景観の美しさを

兼ね備えています。クラブハウスも日本の伝統を感じる落ち着い

た佇まいで訪れる人を心地よい「和」の雰囲気で包み込みます。 

1位 おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県） 20.0％ 

2位 鴨川CC （千葉県） 

3位 小名浜オーシャンホテル＆GC （福島県） 

4位 妙義CC （群馬県） 

5位 愛宕原GC （兵庫県） 

 
グループゴルフ場平均 12.2％ 

都心から約1時間半。豪快な打ち降

ろしを体験でき、爽快なティーショッ

トが人気です。コンペパックなどの

プランが充実していることも、若者

や幹事さんに選ばれる理由です。 

※すべて2017年4月～2017年11月データより当社集計 

女性にうれしいアメニティグッズや

デザートメニュー。おおむらさきGC

の女性スタッフが中心となり、女性

来場者の不満や要望の声を新しい

サービスにつなげています。 

女性に優しいゴルフ場を目指して 

「女性来場比率」部門 
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ゴルフ場・練習場でコメダ珈琲店の味が楽しめる！ 

「コメダ珈琲店×アコーディア・ゴルフ」 コラボ販売開始！ 

最大6,000AGポイント！春幹事さんに 

ポイントプレゼントキャンペーン 

おおむらさきGC（埼玉県） 

選手権優勝杯を「九谷焼」で制作 

 運営するゴルフ場や練習場に来られるお客さまの満足度向上を目的として、全国に770店舗以上を展開する喫茶

チェーン「珈琲所コメダ珈琲店」とのコラボレーション販売を開始しました。ご来場の際はぜひご賞味ください。現在企画 

第2弾まで発表していますが、反響を見ながら、これからも全国各地で販売ゴルフ場、練習場を増やしていく予定です。 

 当社は今後も、皆さまにとってゴルフがより楽しいものになるようなサービスを開発、提供してまいります！ 

第2弾 

 おおむらさきGCでは、2017年度より正式にクラブ選手権を開

催したのを記念して、各選手権の優勝杯を、石川県で生産さ

れる色絵陶磁器「九谷焼」で制作しました。九谷上絵協同組

合を通じて有名4作家に依頼。素晴らしい出来上がりに、会員

の方々からもご好評をいただいております。 

総支配人 藤田勉 「選手権開催を機に、どこにも無いようなカッ

プ・思い出になるレプリカを作りたいとの想いから、沢山の方々に

ご協力を頂き、好きだった九谷焼で、最高のカップ、レプリカを制

作することが出来ました。嬉しいことに会員様からは月例にも九

谷焼を賞品にしてほしいと言われています」 

 春にコンペをお考えの幹事さんにおススメのキャン

ペーンが登場しました！ 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します！ 

春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 ： 2018年3月1日（木）～2018年5月31日（木） 

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 

つくでGC （愛知県） 

6:30～10:00 
キャッスルヒルCC （愛知県） 

6:30～10:00 

ワイルドダックCC （茨城県） 

7:00（土日祝は6:30）～10:00 

1/31（水）まで！ アコーディア・ガーデン東京ベイ（東京都大田区）で 

「シロコッペカフェ produced by コメダ珈琲店」 が期間限定オープン 

コスパ抜群！ 全国のコメダ珈琲店でお馴染み 「選べるモーニング」 がゴルフ場に初登場！ 

第1弾 

 通常のコメダ珈琲店では販売していない「コメダ謹製『やわらかシロコッペ』」。しっとりとやわらか

な食感が特徴のコッペパンです。東京ソラマチ店では好評につき販売期間延長が決定したそう。

AG東京ベイ店販売担当の松井奈津子主任（写真右）によると、「特に『小倉マーガリン』（250円）と『た

まご』（290円）が人気です」とのこと。こちらはドリンクと一緒にその場で楽しめる唯一のカフェスタイ

ル店舗です。今月末までの期間限定なので、この機会をお見逃しなく！ ※詳しくは コチラ  

 1月3日（水）より、当社が運営する 

3ゴルフ場にて、コメダ珈琲店の「選べ

るモーニング」の販売を開始しまし

た。ブレンドコーヒー（420円）などのド

リンクメニュー1品で朝食がついてく

る、コスパ抜群のモーニングサービス

です！ 

さらに、オープン記念キャンペーンと

して今月中にご利用の方はドリンクが

たっぷり1.5倍サイズにサイズアップし

てもっとおトクに！ ぜひプレー前に

ゆったりとしたひとときをお過ごしくだ

さい。  ※詳しくは コチラ 

販売場所・営業時間 

選べるモーニング 

ドリンクメニューから1品注文すると、トー

スト＋右記3種の中から1つ選択できます 

★オープン記念キャンペーン★ 

1月中にご利用の方は通常サイズ価格で

ドリンクがたっぷり1.5倍にサイズアップ！ 

・定番ゆで玉子（写真右） 

・手作りたまごペースト 

・名古屋名物おぐらあん 

※ワイルドダックCCはランチ時もコメダ珈琲店のドリンク注文可能（モーニングは付きません） ※画像はイメージです 

クラブ選手権 

福島 武山氏 

レディース選手権 

德田 八十吉氏 

シニア選手権 

武腰 一憲氏 

理事長杯 

仲田 錦玉氏 

おおむらさきGC 優勝杯・作家名 

https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2018/20180301-20180531_harukanji/?_ga=2.116042692.396113650.1514434235-1775814336.1441177469
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=137
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=136
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20171204145228.pdf
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20171204145228.pdf
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20171226111704.pdf
http://www.omurasaki.com/


■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 広報部   皆川／佐藤／戸塚／丸毛 

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/ 

【編集後記】 

 

 

謹    賀    新    年 

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年も皆さまにご満足頂けるよう様々な情報を発信してまいります。                         

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 

皆さまのご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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2018年の恵方は「南南東」 
早めの予約で福を招きましょう！ 

今月の逸品グルメ 
「こだわりのお魚メニュー」特集 

 ナイスショットと同時にこだわりのお魚料理で舌鼓も打ってみて

はいかがでしょうか？ゴルフ場でのランチは、ついお肉をオー

ダーしがちですが、旬のお魚を使った料理や調理長こだわりのお

魚料理もご用意しています。この機会にお召し上がりください！  

鮭といくらの十五穀米釜飯御膳 1,836円 

ワイルドダックカントリークラブ（茨城県) 

鰤しゃぶ御膳 2,150円 

愛宕原ゴルフクラブ（兵庫県) 

白だしで炊いた十五穀米に鮭といくらを乗せ

た釜飯のほか熱々の蟹汁などもついた御膳

です。(ホール： 工藤) 

薄く切ったぶりの切り身をサッと熱湯にくぐら

せていただくヘルシー志向な方や女性に人

気のぶりしゃぶ御膳です。(ホール： 中村) 

※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】  

販売場所 ： アコーディア・ゴルフが運営するゴルフ場レストラン 

ご予約承り期間 ： 2018年1月13日（土）より 

店頭受渡期間 ： 2018年1月28日（日）～2月3日（土）まで 

価格 ： 1,080円（税込） 価格 ： 1,512円（税込） 

 節分の定番行事として浸透しつつある「恵方巻」。今年の節分で

ある2月3日(土)に、ゴルフ場のレストランでひとつひとつ手作りし

ている笑顔を招く縁起物をご家族へのお土産にいかがですか？ 

※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます。 

※商品に関するお問合せ、ご注文はゴルフ場レストランまで 

 2018年は、おかげさまで15か所のゴルフ場が開場50周年・40周年・30周年・20周年という節目の年を迎えます。その中で最も歴史

のある50周年を迎えるのは「藤岡ゴルフクラブ」「きさいちカントリークラブ」になります。その2コースが開業した1968年は、「第1回日

本女子プロゴルフ選手権開催」「川端康成氏 ノーベル文学賞受賞」「日本人が初めて南極点に到達」など日本にとって記念すべき出

来事が多くある年でもありました。2018年に節目の年を迎えるどのコースも会員様をはじめとしたゴルファーの皆さまに今後も末永く

選び続けていただけるような、楽しく快適なゴルフ場づくりに努めてまいります。これを機会に歴史あるコースへご来場くださいませ。 

おかげさまで15か所のゴルフ場が節目の年を迎えます 

皆さまとともに歩む歴史の足跡がまた一つ刻まれます 

はじめまして！今号からメンバーに加わりました戸塚です。広報部で

は、紅一点ならぬ黒一点 自分以外は女性メンバーなので、男性独自

の目線で、様々な情報をお届けできるように精進いたします。（戸塚） 

新しい年が始まりました。今年の目標は、昨年始めた新しい趣味を

もっと極めることです。「鷲のポーズ」での安定感を高め、ドライバーの

飛距離アップ！今年もよろしくお願いします。（丸毛）  

明けましておめでとうございます。早速元旦に大平台CCで初打ちして

きました！今年はちゃんとスコアを毎ラウンド記録して、上達のために

意識を高めていきたいと思います。（皆川）  

初心者ゴルファーの私にとってウェア選びも楽しみのひとつです。普段

は着ない色や柄に挑戦できるのが楽しいですね。今年はゴルフの腕前

はもちろん、ファッションレベルも上げるべく頑張ります。（佐藤）  

mailto:pr@accordiagolf.com
https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html

