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 「近場もいいけど、たまには遠方のゴルフ場でラウンドしてみたい。けど、わざわざそのためだけに遠出をするのも」とお考

えの方も多いと思います。アコーディア･ゴルフでは、全国に133箇所のゴルフ場を運営しているので、ラウンド前後に各地

の観光地めぐりをすることが可能になります！今回は、日本の世界遺産に程近いゴルフ場を紹介したします！ 

ゴルフラウンドと一緒に世界遺産めぐり 

 

広島安佐ゴルフクラブ (広島県) 白鷺ゴルフクラブ (兵庫県) 

 

 

広陵カントリークラブ (栃木県) 甘楽カントリークラブ (群馬県) 

★近隣の世界遺産★ 

日光の社寺 
(東照宮、輪王寺 など) 

広陵CCから  

約28km 約40分  

★近隣の世界遺産★ 

富岡製糸場  

 

甘楽CCから 

約7km 約 12分 

★近隣の世界遺産★ 

姫路城   

 

白鷺GCから 

約14km 約30分 

★近隣の世界遺産★ 

厳島神社  

 

広島安佐GCから 

約42km 57分  

日本女子プロゴルフ選手権

(1990年) 、関東プロゴルフ選手

権(1982年)が開催された本格派 

コースです。なだらかな丘陵と

恵まれた林間のよさを巧みにい

かした、フラットで美しくセパレー

トされたコースレイアウトになっ

ております。 

★おすすめゴルフプラン 

土日祝コンペプラン★ 

昼食、パーティ料理、パーティ時ソフトドリンク飲放題付 9,600円～  

日本女子オープンゴルフ選手権 

(1984年)開催、榛名・赤城・妙義

の上毛三山を遠望し、その奥に

は浅間・谷川連峰が姿をあらわ

す壮大な自然のパノラマの中、な

だらかな自然のアンジュレーショ

ンを巧みに生かし、ゆったり設計

された１８ホールズです。  

★おすすめゴルフプラン 

4月土日祝＆ＧＷ・スタート時間限定 

【昼食付】4/28～5/6 8,300円～  

グレッグ・ノーマンが日本国内で

初めて全設計したコースです。Ｏ

ＵＴはフェアウェイの広さに変化を

つけ比較的距離の長いホールが

多い。ＩＮは打ち上げと打ち下ろ

し、またブラインドや大胆な池越

えなどを巧みに配しているコース

レイアウトになっております。  

★おすすめゴルフプラン 

早朝スルー☆２B・３B割増料金なし 

土日祝 10,991円  

16番ホールは桜の木が多く、春に

は満開になり大変綺麗なコースで

す。  左右にドッグレッグしたホール

が多くティショットの落とし所がポイ

ントとなる。また、グリーンはかなり

のアンジュレーションがあり、アプ

ローチ、パットには気をつけなくて

はなりません。 

★おすすめゴルフプラン 

GWスペシャルプラン(昼食付)  

平日 8,980円 土日祝 11,480 円  

アクセス：「東北自動車道」 

       鹿沼ICから車で25分   

アクセス：「上信越自動車道」 

       吉井ＩＣから9㎞    

アクセス：「中国自動車道」 

        加西ＩＣより15分 

       「山陽自動車道」 

        加古川北ＩＣより15分   

アクセス：「山陽自動車道」 

       広島ICから約15分   

※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。  

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=142
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=078
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=119
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=118
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アコーディア・ガーデン調布 

ゼクシオＸ 試打ステーション 

 

 

期間限定のスペシャルランチ！ 

ガーリックオニオンステーキ 

 ゴルフ場で人気のステーキを、期間限定のスペシャルラ

ンチとして特別価格でご用意しました！ 赤身と脂身のバ

ランスもよく、コクと濃厚な味が特徴のチャックアイロール

（肩ロース）のお肉をぜひご賞味ください。 

 アコーディア・ガーデン調布ではゼクシオXの発売に合わ

せ、お客さまが打席で自由にお試しできる試打クラブを常

設！ スペック豊富な品揃えには、特にロフトやシャフトフ

レックスで迷っている方に大変ご好評いただいています。 

 

ゴルフを始めてみるならシーズン直前の今がチャンス 

ビギナー向けレッスンイベント 続々開催！ 

 アコーディア･ゴルフでは新しいゴルファーの創造のために、ゴルフ場での「ゴルフ体験イベント」や、初心者女性を対

象とした「あこーでぃあオトナ女子。」など、ビギナー向けに様々なイベントや企画を実施しています。プロが丁寧に指導

しますので全く初めてでも安心です。多くの方にゴルフの楽しさを少しでも知っていただくきっかけになればと思います。 

「あこーでぃあオトナ女子。」始動！ 

 2/24（土）にアコーディア ゴルフスタジオ赤坂にて「あこ女。」

13名の初回レッスンとメンバーの初顔合わせを行いました！ 

メンバーの中には初めてクラブを振った方も。レッスン終わりに

は皆さんボールが当たるようになり、とても楽しそうな様子でし

た！ 今後、6月15（金）の18ホールラウンドデビューを目指し、

練習を重ねていきます。皆さま応援をよろしくお願いします！ 

今後の活動スケジュールは コチラ 

★SNSの公式アカウントで活動報告を随時公開中★ 

   Instagram→ @accordia_otonajoshi 

   Facebook → @accordia.otona.joshi  

ゴルフ場でプロから学べる！ ゴルフ体験イベント 

 練習場や練習グリーンでプロから丁寧にゴルフの基本を教

わった後、実際にコースに出て、数ホールを体験します。なん

とワンコインでコースデビューができちゃう大変おトクなイベント

です。 

東京湾カントリークラブ（千葉県） 

～プロの指導でゴルフの基本を体験～ 

開催日 ： 3/3（土）、4/7（土）、5/5（土） 

時間 ： 14:00～15:30（予定） 

料金 ： 500円（税込） ※先着6名 

講師 ： 東京湾CC所属 安田 貴臣プロ 

詳しくは コチラ 

大平台カントリークラブ（栃木県） 

～ファーストステップ編～ 

開催日 ： 3/4（日）、3/18（日）、3/26（月） 

時間 ： 13:30～16:00（予定） 
      ※13:00までにご来場ください。 

料金 ： 500円（税込） ※8名まで 

講師 ： 大平台CC所属 臼井 隆史 プロ 

詳しくは コチラ 

※写真はイメージです 

「ゼクシオX 試打ステーション」 概要 

場所 ： アコーディア・ガーデン調布 ショップ内 

常設クラブ ：  

 ゼクシオX試打クラブ メンズ 88本、レディス36本の 

 合わせて124本をご用意。（カスタムシャフト、レフティを含む） 

 
担当者コメント 「ドライバーからアイアンまで各種スペックを取り揃

えております。是非一度お試しください！」 統括マネジャー 高橋 

「ガーリックオニオンステーキ」 概要 

販売期間 ： 3月5日（月）～4月30日（月祝） 

販売店舗 ： アコーディア・ゴルフ運営のゴルフ場レストラン 

金額 ： 200ｇ 1,999円（税込）  

※ プラス500円でお肉100ｇ増量！ 

※ 一部販売していないゴルフ場もございます。 

※ 詳細は各ゴルフ場レストランまでお問い合わせください。 

アコーディア・ガーデン調布は コチラ 

自慢のガーリックオ

ニオンソースでペロ

リと召し上がれます 

赤身と脂身のバラン

スが良いチャックア

イロール（肩ロース） 

https://www.accordiagolf.com/women/otonajoshi/
https://www.instagram.com/accordia_otonajoshi/
https://www.facebook.com/accordia.otona.joshi/
https://www.accordiagolf.com/beginners/event/trial_tokyowan.html
https://www.accordiagolf.com/beginners/event/trial_201712_oohiradai.html
https://www.accordiagolf.com/practice/chofu/


■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／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】 
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今月の逸品グルメ 「春のコンペ＆会食プラン」 

    『春の“行楽弁当”プラン』 

1,620円 

土浦CC （茨城県） 

『春の歓送迎会・懇親会プラン』  

3,240円 

関越ハイランドGC （群馬県） 

『“春の松花堂弁当“プラン』  

1,998円 

パームヒルズGRC （沖縄県） 

『花籠弁当プラン』  

1,620円  

フォレスト芸濃GC （三重県） 

 「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、春の歓送迎会やご親族との会合にピッタリなコンペ＆

会食プランを集めました。ゴルフ場の広々とした新緑を眺めながらのパーティーを企画されてみてはいかがでしょう？ 

ゴルフ後にお花見気分でパーティープ

ランを楽しめる春の"行楽弁当”を

テーマにご用意した華やかな彩りの

内容です。お得なドリンクバー飲み放

題付です。（ホール 石橋） 

企業様の歓送迎会はもちろん、地域の

クラブ活動などお子様もご一緒の集ま

りなど、幅広い世代・年齢層に喜ばれ

る和洋折衷ブッフェです。（ホール 山

本） 

季節の食材を華やかに花籠に盛り合

わせました。少しづつ色々なお料理が

楽しめると、特にご年配のお客様に人

気があるので、その世代の方が主役の

お席にいかがですか？（調理 水野） 

春らしい色とりどりのお料理に、食後の

デザートとコーヒーがセットになった御

膳は、特に女性のお客様からご好評を

いただいているお薦めのメニューで

す。（店長代理 知花） 

※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。 

今年のGWは最大9連休！ 

ゴールデンウィークキャンペーン 

ダンロップ シューズ・キャディバッグ 

ポイントアップキャンペーンのお知らせ 

 早い方はそろそろゴールデンウィークの計画を立て始め

るころですね。プレー予約はアコーディアWebからがおス

スメ！ 対象期間中にアコーディアWebからご予約＆プ

レーされた予約代表者様の中から抽選で無料プレー券を

プレゼントするキャンペーンを実施します！ 

ゴールデンウィークキャンペーン 

プレー対象期間 ： 2018年4月28日（土）～5月6日（日） 

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 

ご予約＆プレーされた予約代表者様の中から抽選で10名様に無料プ

レー券プレゼント！（1組2名様まで全日ご利用可能） 詳細は コチラ 

 当社がゴルフ場や練習場で運営するゴルフショップ「ゴル

フレボ」にて、ダンロップの対象シューズ、キャディバッグ等

をお買い上げの方へのポイントアップキャンペーンを行い

ます。ベストシーズンに向けて、この機会にシューズもバッ

グも新調してみてはいかがでしょう？ 

シューズ・キャディバッグ ポイントアップキャンペーン 

プレー対象期間 ： 2018年3月1日（木）～5月6日（日） 

内容 ： 期間中、ダンロップの対象シューズ（アシックス）、キャディバッ

グ・ボストンバッグ（XXIO）をお買い上げで、通常ポイントに加えて

1,000AGポイントをプレゼント！ 

対象商品 

シューズ ： アシックス 

         TGN923、TGN915 

キャディバッグ ： XXIO GGC-X093 

ボストンバッグ ： XXIO GGB-X093 

詳細は コチラ 

春野菜の季節です。基本的にパクチーに代

表されるようなくせのある野菜が好きなの

で、たけのこ、たらの芽、ふきのとう等も大

好きです。ゴルフ場のレストランでも季節の

味を食べられるので楽しみです。（丸毛） 

先日、房州CCに行ったのですが、こちらに

は、久里浜港⇔金谷港を結ぶフェリーに

乗っていく方法があります。早朝の金谷港

行きには、ゴルフバッグがずらりと並んでい

るそうで、一度見てみたいものです。（戸塚） 

また今年も花粉症の時期がやってきまし

た。マスクをしながらのゴルフは息苦しくなる

のでできれば避けたいのですが……。今年

は「花粉症に効く？」と噂のとある泡盛の効

果を検証してみたいと思っています。（皆川） 

mailto:pr@accordiagolf.com
https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2018/20180428-20180506-gw_play_cp/
https://www.golfrevo.com/campaign/detail_18dunlop_point.php

