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 全国的に強烈な寒波の影響で、厳しい冷え込みが続いており、ゴルフのプレー中も寒さが気になる方も多いと思われま

す。そんなときは、「寒空の中、プレーした後に熱い温泉に浸かれたら最高に気持ちいいだろうな」と思うものです。 

アコーディアのゴルフ場では、その夢、実現できます！ 今回は、温泉施設のあるゴルフ場をご紹介させていただきます。 

冬にプレーするゴルフの醍醐味 温泉×ゴルフ 

 

  

 

  小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ （福島県） ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ （群馬県） 

レイクフォレストリゾート （京都府） 佐世保国際カントリー倶楽部 （長崎県）  

【泉質】 

 炭酸水素塩泉 

【効能】 

 きりきず、やけど、慢性皮膚炎   

温泉は源泉掛け流しの天然温泉。炭酸水素塩泉は、肌がツルツルと 

滑らかになるので、「美肌の湯」とも呼ばれています。  

裏妙義山を眺め 、霧積川の清らかな流れに沿って展開する18ホール

の丘陵コースで見た目には優しく感じられますが、 名物の霧積川越え

の8番ホール177Ｙのパー3は美しくもプレッシャーのかかるホールです。 

★おすすめキャンペーン★ 

【群馬県のグループコース スタンプラリー】（ノーザンCC赤城・上毛は除く）   

・スタンプ4箇所達成で【平日格安プレー権】を進呈 

・さらにスタンプ6箇所達成でも【平日格安プレー権】を進呈 

・スタンプ8箇所達成で【全日格安プレー権】、 

         もしくは【妙義グリーンホテル宿泊券】を進呈 

※押印期間は3/9まで ※格安プレー権は達成日翌日から翌月の当日まで有効 

【泉質】 

 アルカリ性単純温泉  

【効能】 

 疲労回復、健康増進、神経痛、

筋肉痛、関節痛、運動麻痺、慢性

消化器病、冷え性    

アルカリ性単純温泉は、皮膚の古い角質を取り除き、肌の新陳代謝を

促してツルツルにしてくれるのが特徴です。   

広いフェアウェイで思い切ったショットができる丘陵コース。巧みな配置

のバンカーは、ビギナーから上級者まであらゆるレベルのお客様に、ゴ

ルフの醍醐味を味わっていただけます。  

★おすすめフェア★ 

【プレミアム焼酎フェア】 (2月末までのフェアになります) 

「魔王」や「川越」などのプレミアム焼酎をご注文いただくと、ホカホカの

おでんの中からお好みの具を2個サービス！ゴルフプレーで疲れた体を

温泉で癒やしていただいたあとは、おいしいお酒とおでんで心も癒やし

てみてはいかがでしょうか。 

実施店舗 ： 佐世保国際CC、ハウステンボスCC(長崎県)、天瀬温泉CC(大分県) 

【泉質】 

 弱アルカリ性単純温泉     

【効能】 

 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十

肩、うちみ、くじき、慢性消化器病、

冷え性、疲労回復、健康増進     

肌触りが柔らかく、癖がなく肌への刺激が少ないアルカリ性単純温泉 

は、入浴すると肌が「すべすべ」する感触があるのが特徴です。  水と緑

に恵まれた自然環境と戦略性重視の設計を調和させた2コース・45ホー

ルの丘陵コース。センチュリーコースは、池を絡めた戦略性の高いコー

ス。バードスプリングコースは、フラットで広々としたコースになります。 

★おすすめイベント★ 

【第11回グラウンドゴルフ大会inレイクフォレストリゾート】    

グラウンド・ゴルフは、ゴルフをアレンジした新しいスポーツです。レイクフォレスト

リゾートでは、本物のゴルフコースに特設されたホールを利用してのグラウンドゴ

ルフ大会を過去10回開催しており、2017年は参加者が延べ1,300人を超えまし

た。日帰り・宿泊・プレー・温泉をゆっくり満喫いただけて、豪華賞品も貰える、 

とっても楽しめる4日間のイベントになっております。開催日 ： 2/20（火）～23（金） 

【泉質】 

 ナトリウム、カルシウム一塩化物泉      

【効能】 

 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、 

運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじ

き、慢性消化器病、痔疾、疲労回復、 

健康増進、きりきず、慢性皮膚病など     

塩化物泉は、「湯冷めしにくい」 という特徴のほかに、塩の成分が多い

泉質なので「傷に効く」という特徴もあります。  

太平洋を望むシーサイドコースで、OUTコースは比較的オーソドックス

な丘陵コースですが、INコースは海越えのショートホールやグリーン奥

が海であったりとプレーヤーに妥協を許さないホールが多数あり年配

者や腕に自信のある方には攻め応え充分なコースとなっています。  

★おすすめフェア★ 

【お燗フェア】 北関東エリア（19箇所）のゴルフ場で開催しております。    

気軽に飲みやすい1合入り小瓶を1本648円（税込）で提供しており、 

「飛良泉」「銀嶺月山」「白露」「秩父錦」「決戦関ヶ原」の5種類の中から

選んでいただけます。ゴルフプレーで疲れた体を温泉で癒やしたあと

は、熱々の熱燗をキュッと飲むのも、冬ゴルフの醍醐味と言えます。 

※数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。  

※お車やカートを運転されるお客様への酒類の提供はお断りしております。 

http://www.onahama-ocean.com/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=110
https://www.lfr.co.jp/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=099
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今年も開催地を拡大！ 
「でかカップゴルフ」スケジュール 

アコーディア・ゴルフアカデミーから 
「レッスンツアーin沖縄」のご案内 

 

 

 

ゴルフを通して“大人の女性”へ 
「あこーでぃあオトナ女子。」募集開始 

 通常カップの約4倍（直径15インチ）の大きさの「でかカップ」で 

ラウンドする「でかカップゴルフデー」。好評につき、今年も開催

地を続々と増やしています。2月以降の開催スケジュールをご紹

介します。アンダーパーもホールインワンも夢じゃない！？ 

ゴルフ好きなら楽しめること間違いなし！ 

2月 7日（水） 加西CC（兵庫県） 

2月 9日（金） セントラルGC NEWコース（茨城県） 

2月27日（火） 山陽国際GC（山口県） ※西コース（18H）限定 

3月 1日（木） セントラルGC（茨城県） ※西コース（18H）限定 

3月13日（火） 土浦CC（茨城県） ※南コース（9H）限定 

4月 2日（月） 習志野CC空港コース（千葉県） 

5月 8日（火） 鴨川CC（千葉県） 

5月11日（金） ラ･ヴィスタゴルフリゾート（千葉県） 

5月31日（木） 愛鷹シックスハンドレッドクラブ（静岡県） 

6月 1日（金） 取手桜が丘GC（茨城県） 

6月26日（火） 花生CC（千葉県） 

※詳細は コチラ  ※当日のホールインワン、アルバトロスは保険対象外です。 

※スケジュールは変更となる場合があります。詳しくは各ゴルフ場まで。 

「でかカップゴルフ」 開催スケジュール（2018年2月～） 

 短期集中のおトクなレッスン企画！ アコーディア ゴルフスタ

ジオ赤坂でプロのレッスンに通いながらラウンドデビューを目指

す、ゴルフ初心者向けの女子チーム『あこーでぃあオトナ女

子。』のメンバー募集を開始しました。楽しくゴルフとマナーを学

んで、素敵な“大人の女性”を目指しましょう！ 

期間 ： 2月24日（土）～6月15日（金） 定員 ： 18名 

レッスン内容・場所 ： 練習会全9回＋18ホールラウンド 

             ・アコーディア ゴルフスタジオ赤坂（東京都） 

             ・アコーディア・ガーデン東京ベイ（東京都） 

             ・大厚木CC桜コース（神奈川県）※コース体験 

             ・グレンオークスCC（千葉県）※18Hラウンド 

料金 ： 50,000円（税込） ※料金に含まれるもの ： プロによるレッスン

（全9回）、18ホールラウンド（キャディ・昼食・デザートセット、都内からの無料バ

ス送迎付）、ポロシャツ1枚、ネームタグ、ボール1ダース、その他 

※お申し込み・詳細は コチラ  ※画像はイメージです。 

「あこーでぃあオトナ女子。」 概要 

「レッスンツアーin沖縄」 概要 

※その他、現地集合パック、神戸空港発着パックあり。ツアー詳細は コチラ 

 全国27の直営練習場「アコーディア・ガーデン」で開講している

アコーディア・ゴルフアカデミー（ゴルフスクール）では、スクール

生を対象として、ゴルフ場でのレッスンツアーも実施しています。

現在、毎年恒例の「レッスンツアーin沖縄」の参加者を募集中！

コンペのお誘いも多くなる季節に向け、アコーディア・ゴルフアカ

デミーが皆さまのゴルフ上達をサポートします。 

日程 ： 2018年3月28日（水）～3月30日（金） 

内容 ： ザ･サザンリンクスリゾート（沖縄県）での 

     2泊3日レッスンツアー（レッスン会、キャディ付2R） 

対象 ： アコーディア・ゴルフアカデミーのスクール在籍者と、 

     その同伴者（1名まで） 定員16名（先着順、残りわずか） 

料金 ： 羽田空港発着パック（航空券付） 147,800円 

     ※スクール生の同伴者は+18,000円 

「アコーディア・ゴルフアカデミー」については コチラ 

アコーディア･ガーデン甲子園浜で 
2回目のザ･ファースト･ティ体験会開催 

 1月28日（日）、アコーディア･ガーデン甲子園浜（兵庫県）にて

2回目となるザ・ファースト・ティ体験会が開催され、22名の小学

生が参加しました。 

 ゴルフを通じた人格形成を目的としたこのプログラム。前日に

は雪が積もるほど寒空の下でしたが、集まった子ども達は元気

いっぱいに、打席とパッティンググリーンのアクティビティを楽し

みながら、９コアバリューのひとつ「尊敬」を学びました。 

 当日は、在大阪/神戸

米国総領事館より主席

商務領事ヘレン・ファン

様もお見えになり、アメ

リカ生まれのプログラム

に目を輝かす子ども達

に激励のメッセージを

送ってくださいました。 

 アコーディア･ガーデ

ン甲子園浜では今春か

ら定期的な開催を始め

る予定です。 

 

アコーディア･ガーデン 

甲子園浜  

施設詳細はこちら 

https://www.accordiagolf.com/dekacup/
https://www.accordiagolf.com/women/otonajoshi/
https://www.accordiagolf.com/school/event/detail_77.php
https://www.accordiagolf.com/school/index.php
https://www.accordiagolf.com/practice/koshienhama/
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今月の逸品グルメ 

冬ゴルフにぴったり！ 体温まる「ゴルフ場の絶品中華」特集 

ゴルフ場レストランから春のお知らせ 

桜の塩ロールケーキ 

    『鴨肉の酸辣湯麺』 

1,620円 

水戸GC （茨城県） 

『石焼き麻婆豆腐丼 

～四川山椒風味～』 1,922円 

習志野CC KQコース （千葉県） 

『【外来専用】本格中国料理 

“口福”コース』 2,700円 

霞GC （三重県） ※予約専用 

『山の原中華ランチ～黒酢の豚

ヒレ酢豚・点心二種～』 1,782円 

山の原GC （兵庫県） 

 公式サイト「アコーディアWeb」のレストランページ「今月の逸品グルメ」では、冬ゴルフにぴったりの、ホットな中華メニューを集めまし

た。スイングが縮まりがちな寒～い日は、厳選中華料理で体の内側から温めてみてはいかがでしょう？ 

燻製した鴨肉の香ばしい風味がポイ

ントです。黒胡椒が利いていて、身体

を芯から温めてくれる一品。この季節

特にお薦めのメニューです。（調理長

代理 保坂） 

四川山椒を利かせ、ニラ・長葱を加え

た特製ソースに豆腐を合わせた麻婆

豆腐を、石焼きに入ったご飯にかけて

熱々でお召し上がりください。（ホール 

村上） 

健康に良いと言われる黒酢の旨みと、

カリッと揚げた柔らかいヒレ肉が絶妙

の酢豚に、前菜・スープ・点心2点が付

いた、リピーター続出の人気ランチセッ

トです！（ホール 紫合） 

こちらはプレーなしのお客様向けの会

食メニューです。前菜3種盛り合わせか

ら始まりデザートまで全7皿。歓送迎会

の多くなるこれからの時期にいかがで

すか？（調理長 巽） 

※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ  【テーマ別に毎月更新】  ※メニューによって提供期間が異なる場合があります。 

『桜の塩ロールケーキ』 1本（12cm） 税込1,188円 

3月3日（土）～販売開始・無くなり次第終了 

※商品に関するお問合せ、ご注文は各ゴルフ場レストランまで。 
※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます。 

 毎年恒例の「桜の塩ロールケーキ」の販売を3月3日（土）から

開始します！ 北海道十勝産つぶあんを使用、生地には刻んだ

桜の葉を練り込み、しっとり、ふんわりとした春のロールケーキで

す。ご来場の際はぜひお土産にどうぞ。 

昨年全国で 

約6,000本販売した 

人気商品！ 

先月は石岡GCウエストCでプレーしてきました。昼食で同伴者が選んだ

ゴルフ場名物「特大海老フライと国産豚ヒレカツ御膳」の海老の大きさに

びっくり！ お昼はがっつり派の方は、ぜひ試してみてください。（皆川） 

予約代表者様にもれなく 500ポイント 

4月・5月 早割500 

 4月・5月にプレー予定の方に、お得なキャンペーンをご紹介！

早めのご予約は、通常よりお得なプランのご予約が可能。アコー

ディアWebから対象プランをご予約＆プレーをされた後は、予約

代表者様全員に、さらに500ポイントをプレゼントいたします！ 

早割500ポイントプレゼントキャンペーン 

プレー対象期間 ： 2018年4月1日（日）～2018年5月31日（木） 

内容 ： キャンペーン期間中に「早割500」メールマガジン・キャンペー 

     ンページから検索が可能なプランをご予約＆プレーされた予 

     約代表者様全員に500ポイントプレゼント！ 詳細は コチラ  

     ※対象プレー月の前々月までにご予約いただいた方が対象となります。 

広報部として、色々なゴルフ場に行っております。そんな中、私のおスス

メは、「緑野カントリークラブ」で、なんと本格的な能舞台があるんです！

クラブハウスもコースもとても綺麗なので、是非お越しください。（戸塚） 

■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/ 

毎日寒い日が続きますが、「桜の塩ロールケーキ」の販売のニュースに

ホッコリしました。ゆーみんの「春よ来い」でも口ずさみながら、桜の季節

のゴルフ予約を始めることにします。♪春よ～遠き春よ～♪（丸毛） 

日本で観測できるのは約三年ぶりという皆既月食を、仕事で訪れていた

京都のレイクフォレストリゾートで見ることができました。ゴルフ場での天

体観測というのもなかなか乙なものです。(佐藤)  

http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/hayawari500/index.html
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/hayawari500/index.html
mailto:pr@accordiagolf.com

