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女性にうれしい特典があるコース特集

特集

アコーディア・ゴルフのゴルフ場では、女性がもっと気軽に楽しくゴルフをプレーしていただける環境づくりのため、さまざま
な取り組みを行っています。そこで今号では、女性ゴルファーへのサービスやおすすめのプランがあるゴルフ場をご紹介し
ます。女性に喜ばれること間違いなし！ 男性ゴルファーの皆さまもぜひ、参考にしてみてください。

石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース （茨城県）

ワイルドダックカントリークラブ （茨城県）
アメリカンスタイルのフラットなコー
スで、ホールロケーションの美しさ
に定評があります。石川遼プロの
トーナメントデビューコースとしても
有名です。月2回のレディースデー
は毎回大好評！

随所に池が絡み戦略性に富んだ18
ホールですが、ワイドでフラットな
コースなので、常にベストスコアの
更新が狙えると好評です。また、
パーテーションで区切られたパウ
ダールームや幅広のロッカーなど、
女性施設も充実しています。

★ レディースデー ★

★ レディースデー ★

次回予定日 4/13（金）・27（金）
※毎月第2、第4金曜日

次回予定日 4/6（金）、4/27（金）、5/11
（金）、5/25（金）、6/1（金）、6/29（金）

特典 ・バラ風呂

特典

・お土産プレゼント
・昼食時の前菜プレート （女性が
1名以上の組につき1皿）＆

・お土産プレゼント
・昼食時の前菜プレート（女性が1名以上

バラ風呂（女性用浴室）

の組につき1皿）＆1ドリンクサービス

1ドリンクサービス

寄居カントリークラブ （埼玉県）

岬カントリークラブ （大阪府）

関越自動車道 花園ICより5kmと、
首都圏から至近距離ながら、大自
然の美しさが堪能できる丘陵コー
ス。今年2月より最新型カートナビ
を導入し、さらにプレーが快適に
なりました！

神戸・大阪市内から好アクセス！
大阪湾を望む、大阪最南端の
シーサイドコース。レディースプラ
ンのほか、カップル向けに昨年開
始した、ワンオンチャレンジ付きの
『カップルプラン』も好評です！

★ レディースプラン ★

★ レディースプラン ★

アコーディアWeb限定、レディース特別
プラン（昼食付）

プレーヤーが女性のみの組に適用の、
アコーディアWeb限定プランです。

※女性1名以上でその組全員がプラン
の対象になります。

4月平日 7,190円（昼食付）

4月平日 8,500円～9,500円
5月平日 9,500円～10,500円

耳寄り

3/30（金）前菜プレート『白身魚の
チリソースと茄子の煮浸し』
※メニューは毎回変わります

特典 ・お土産プレゼント
・プレー後にレストランにて

女性おススメランチメニュー
『桜えびと菜の花のペペロンチーノ』

女子会用デザートをご用意

レディースプラン
お土産＆デザート例

女性ゴルファーサークル 『Friend’s』 に入るともっとおトクにプレーをお楽しみいただけます！

女性のためのゴルフサークル『Friend’s』に入会いただくと、千葉県・神奈川県・静岡県のゴルフ場を対象に、超おトクな会員限定プ
ランや親睦ゴルフコンペに参加できるなど、さまざまな特典が受けられます。女性のゴルフ仲間を増やしたい方は必見です！
レディースサークル 『Friend’s』
入会方法 ：対象ゴルフ場で申込用紙に記入･提出（女性のみ対象）
入会金
：1,080円
年会費
：1,080円 ※10月～3月入会の場合540円
対象コース：15コース（千葉県・神奈川県・静岡県内ゴルフ場）
詳しくは コチラ

会員特典例 ：「Friend's親睦ゴルフコンペ」
・4月23日（月）東京湾CC（千葉県）
・5月31日（木）アクアラインGC（千葉県）
Friend's会員7,900円 同伴者9,500円（男性も可）
※昼食・パーティ・参加費込み

※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。 ※写真はイメージです。
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「ビール酵母細胞壁」を用いた農業資材を利用した試験の結果
温室効果ガスの排出量の大幅な減少を確認！今後の環境保護に期待
2015年より当社は、環境に配慮したコース管理の実現を目指して、アサヒバイオサイクル株式会社、国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構と、ビール醸造副産物である「ビール酵母細胞壁」を活用した持続可能なゴルフ
コース管理システム確立のための共同研究を行っております。 ※共同研究にいたった経緯などの詳細は コチラ
【試験方法について】 「ビール酵母細胞壁」を活用したコース管理が、どの程度の環境保護に貢献するかを明らかに
するために、従来のコース管理方法で使用していた農薬と化学肥料を用いた場合と、新たに「ビール酵母細胞壁」をも
とに製造された肥料を用いた場合の比較を、技術開発研究所の3ホール及び各地のゴルフ場(グリーン、ティ、フェア
ウェイ、ラフ)で実施いたしました。
試験結果
「ビール酵母細胞壁」をもとに製造された肥料を使用することにより、成長性と免疫力が向上し農薬と化学肥料の使用量が
減少。その結果、温室効果ガスの排出量が、コース全体で約47％減少する計算結果となりました。
「ビール酵母細胞壁」をもとに製造された肥料が芝に与える効果
① ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカンは、カビの構造と似
ている
② 植物の病気のほとんどはカビが原因なので、芝はβグルカン
が触れると病気に感染したと勘違いする
③ 病気に打ち勝とうと、発根を促進するホルモンを増加させる一
方、根の成長を阻害するホルモンを抑制する
④ 根が大きく広がり、多くの養分を吸収できるようになり、成長性
と免疫力が向上！

ビール酵母細胞壁をもとにした肥
料の投入により還元性を示してい
る様子 (アコーディア・ゴルフ
技術開発研究所にて)

コースで実際に使用した時を想定し、
対照区(通常管理)と試験区に分けて
実験を開始している様子
(AG 技術開発研究所 敷地内にて)

今後は、今回の結果を踏まえ、環境に配慮した安心・安全で持続可能な芝管理を実現するために、2018年度は10～
15コースで使用を拡大していくことで、コース全体で温室効果ガスの排出量の削減を目指します。

駅近、手ぶらで気軽に通える！
春のスクール新規入会CP
「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、アコーディア ゴルフス
タジオ。最新鋭のシミュレーション機器を用いたレッスンでより
早く上達可能。天候に左右されず、いつでも快適に練習できる
のも魅力のひとつ。現在、アコーディア ゴルフスタジオでは「春
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、まずは体感レッスンをお試しください！

【春のスクール新規入会キャンペーン】

高速道路の新区間開通により
ゴルフ場へのアクセスが便利に！
新名神高速道路 川西IC〜神戸JCT間 3月18日開通
この開通により大阪・京都方面と兵庫南西部間のアクセスがよ
くなり、兵庫県にあるアコーディアのゴルフ場へのアクセスが便
利になりました。また、中国自動車道の宝塚トンネル付近の渋滞
の改善も期待されています。
［大阪・京都方面からアクセスがよくなるコース］
・神戸パインウッズゴルフクラブ 最寄IC：神戸三田ICより1.5㎞
梅田IC（大阪）から約38分 京都南IC（京都）から約48分
・やしろ東条ゴルフクラブ 最寄IC：ひょうご東条ICより8㎞

期間 ： 2018年5月31日（木）まで

梅田IC（大阪）から約57分 京都南IC（京都）から約63分

内容 ：①入会金（10,000円）が無料！
②スクール体感レッスンが半額で受けられる！
（通常2,160円のところ1,080円）

・東条パインバレーゴルフクラブ 最寄IC：ひょうご東条ICより5㎞

※ 体感レッスンはお一人様２回まで受けられます。
※ ３ヶ月以上のスクール継続などのキャンペーン適用条件がござ
います。詳しくは下記練習場フロントへ直接お問い合わせください。

［新名神高速道路 川西IC付近にあるコース］
・山の原ゴルフクラブ 川西ICより5㎞ 約7分

梅田IC（大阪）から約51分 京都南IC（京都）から約59分

・猪名川国際カントリークラブ 川西ICより6.5㎞ 約10分
・猪名川グリーンカントリークラブ 川西ICより8㎞ 約12分

アコーディア ゴルフスタジオ御徒町

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂

東条パインバレーゴルフクラブ

山の原ゴルフクラブ
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春爛漫！ 今月の逸品グルメ 「春の御膳特集」
桜も開花し、気分が高まる季節になりました。「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、春らしい
彩りや旬の食材を楽しめる御膳メニューを特集しています。ゴルフの際には、味覚でも春を感じてみてください。

『春薫る石岡の卯月御膳』
2,160円
石岡ゴルフ倶楽部 （茨城県）

『大厚木“春”御膳』
大厚木カントリークラブ 本コース
（神奈川県） 1,944円

『彩り花籠膳』
大月ガーデンゴルフクラブ
（山梨県） 1,609円

『彩り花籠膳』
青島ゴルフ倶楽部 （宮崎県）
1,674円

穏やかな今の季節を連想させる、優し
い味わいの御膳をご用意しました。春
の薫りを感じながら、茨城県産銘柄鶏
のひたち鶏と旬の食材をどうぞご賞味
ください。（ホール 田中）

菜の花、桜えび、桜蕎麦などの春らしい
食材と、三崎港直送の鮪をメニューに
盛り込みました。牛ステーキや寿司も加
え、バリエーション豊かにお楽しみいた
だけます。（ホール 鈴木）

桜蕎麦を使い、春を感じていただける
お料理にしました。天婦羅にも春野菜
の菜の花とたけのこを使用し、ミニちら
し丼を添えた彩り豊かなメニューを是
非ご賞味ください。（調理 小池）

青島公設市場直送の新鮮なお魚のお
造りやあおさ汁をメインに、色々なお
料理を花籠に盛り込みました。レスト
ランから見える海の雄大な景観ととも
にお楽しみください。（ホール 小玉）

※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】

ライバルに差をつけろ！
春のクラブ買い替え応援キャンペーン

IWAFUNE GOLF CLUB アコーディア
Webサイトオープン＆予約受付開始
2018年6月1日（金）に、岩舟ゴルフ倶楽部が「IWAFUNE GOLF
CLUB」としてリニューアルオープンいたします。それに伴い、
4月2日（月）にアコーディアWebから予約受付を開始！ また、
リニューアルオープンを記念して、プレー対象期間中にご予約
＆プレーされた予約代表者様に1,000ポイントを贈呈。ぜひ、こ
の機会にIWAFUNE GOLF CLUBをご利用ください。

※メニューによって提供期間が異なる場合があります。

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「golfrevo」では「春のクラブ買い替え応援キャン
ペーン」を実施中。同時開催される大試打会では、練習場はも
ちろんのことゴルフ場でラウンド中にも実際に試せます。最大
27%ポイント還元となるお得なこの機会を利用してください。
【春のクラブ買替え応援キャンペーン概要】
期間：

～ 2018年6月30日（土）

内容： 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！
※一部対象外あり

【同時開催 大試打会概要】
所在地： 栃木県栃木市岩舟町小野寺3980

全国のアコーディア･ゴルフ運営ゴルフ場と練習場で、実施中！

TEL： 0282-57-7134 アクセス： 佐野スマートICから10分

購入された方にはメーカーごとに購入特典もあります。プレー、

IWAFUNE GOLF CLUBのご予約はこちら キャンペーンの詳細はこちら

あるいは練習の合間にどうぞ！開催スケジュールはコチラ

【編集後記】
東京で桜を楽しんだ後、出張した関西でも

先日久しぶりに野球観戦（阪神×巨人戦）

早いもので、もう4月ですね。私事ですが、こ

お花見をしてきました。最近は、桜を見るた

に行きました。開幕直後ともあり、満員の観

の春から姪が小学1年生になります。どんど

めに海外から来られる方も多いとか。当社

客席のとてつもない盛り上がりに圧倒されま

ん成長していくのは、うれしい反面、少し寂

の公式Facebookでも桜のきれいなゴルフ場

した！ 今年は国内ゴルフトーナメントのほう

しい気持ちもありますね。そんな私ですが、

を紹介していますのでご覧ください。（丸毛）

もぜひ観戦に行きたいと思います。（皆川）

結婚の予定は全くございません(笑)（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／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。
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