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株式会社 アコーディア・ゴルフ ニュースレター 2018年 

特集 

 だんだん日差しが強くなり、少しずつ夏に近づいてきました。「暑いから夏場はゴルフをお休みしよう……」と避けてしまい

がちですが、全国には夏にこそ楽しめるゴルフ場がたくさんありますよ！ 今回はお好みに合わせて選べる3つのおススメ

カテゴリーをご用意しましたので、ぜひこちらをご参考にしていただき、これからのシーズンをお楽しみください。 

もうすぐ夏到来！ 「暑い夏こそ行きたい」ゴルフ場 

 

フェアウェイ走行で快適プレー！ おススメ③ BBQが楽しめる！ 

[ その他の 夏涼しいゴルフ場 ] 

大沼レイクGC、樽前CC（北海道）、ノーザンCC赤城ゴルフ場、ノーザン

CC上毛ゴルフ場、ヴィレッジ東軽井沢GC（群馬県）、愛鷹シックスハン

ドレッドC、三島CC、十里木CC（静岡県）、つくでGC（愛知県） など 

おススメ① 夏でも涼しい！ おススメ② オーシャンビュー！ 

[ その他の 海が見えるゴルフ場 ] 

小名浜オーシャンホテル＆GC（福島県）、三島CC、愛鷹シックスハンド

レッドC（静岡県）、二丈CC（福岡県）、青島GC（宮崎県）、ザ・サザンリン

クスGC、パームヒルズGR（沖縄県） など 

さらに! 

※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。 

二丈カントリークラブ（福岡県）では 

「50ヤードまで乗り入れOK！」実施中 

※天候やコースコンディションによって実施していない場合もあります。 

※電磁誘導カートのゴルフ場など、一部コースは対象外となります。 

 アコーディア・ゴルフでは2003年の 

設立以来、全国の運営ゴルフ場で乗

用カートのフェアウェイ走行を推進して

おり、現在は通年で実施中。ボールの

近くまでカートに乗って行けるので、夏

場でも快適にプレーをお楽しみいただ

けます！ 

 二丈CCでは昨年から新たな試みとし

て、グリーンから50ヤードまでカート乗り入

れを実施中です。（通常は100ヤード付近

まで）最新GPSカートナビもついてとことん

快適！すでにプレーしていただいたお客

様からもご好評いただいています。 

富士の杜ゴルフクラブ （静岡県） 

菊池カントリークラブ （熊本県） 

大新潟カントリークラブ 出雲崎コース （新潟県） 

房州カントリークラブ （千葉県） 

ランチBBQ 4人盛イメージ 

 高原BBQ日帰りプラン  

場所 ： ホテル本館芝生ガーデン 

     『ボンゴボンゴ』  

ランチBBQ 

期間 ： 9月30日（日）まで 

営業時間 ： 11時～14時（L.O.13:30） 

料金 ： お一人 2,160円（税込） 

     小人1,512円 幼児1,080円 

ディナーBBQ 

期間 ： 7月14日(土)～9月1日（土）まで 

営業時間 ： 18時～21時（L.O.20:30） 

料金 ： お一人 5,400円（税込） 

     小人3,780円 幼児2,700円 

※ドリンクは別途料金が発生します 

[ その他の バーベキュー実施ゴルフ場 ] 

小名浜オーシャンホテル＆GC（福島県） ※6/22（金）～9/17（月）  

大厚木CC桜C（神奈川県） ※7/13～15、8/10～12（薄暮・ナイタープラン限定） 

ザ・サザンリンクスリゾート（沖縄県） ※7/14（土）～8/31（金） 

 平野部が真夏日の時でも快

適ゴルフ！ 標高約750mに位

置し、 海抜0m地域と比べると

約5℃涼しいと言われていま

す。すべてのホールで富士山

も一望できる高原コースです。 

 佐渡島を眺望できるシーサイ

ドコース。特に目の前に日本海

が広がるNo.8（Par3）は絶景！ 

風の影響を受けやすいホール

が多く、クラブ選択には注意が

必要です。 

 名匠富沢誠造氏設計による

丘陵コース。晴天時には富士

山や伊豆諸島を一望できま

す！ 館山は自然豊かで観光

地としてもおススメです。 

レイクフォレストリゾート （京都府） 

 標高約500mの菊池渓谷の丘

陵に展開し、夏は涼風の中で

プレーができます。お昼は大人

気のステーキランチ（税込1,296

円）を食べてスタミナ満点！ 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=115
http://fujinomori.jp/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=040
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=075
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=057
https://www.lfr.co.jp/
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ゴルフ場レストランからも 

夏の到来を感じさせる定番メニューをご紹介！ 

 コンペを企画している幹事の皆さまに朗報です！アコーディア

Webから対象期間中に3組9名以上でご予約＆プレーされた予約

代表者様に、プレー人数とポイントカードのステータスに応じて、

最大6,000ポイントをプレゼントする「夏幹事さんポイントプレゼン

トキャンペーン」を開催中！必ずポイントがもらえるキャンペーン

ですので、是非ご応募ください。 

 米国PGAツアーの使用率No.1を誇るフットジョイのシューズを購

入するなら、ゴルフ場ショップgolfrevoが今ならお得！購入シュー

ズに応じて、通常ポイントに加え、ボーナスポイントもプレゼントし

ております。全国のゴルフ場・練習場を中心に展開していますの

で、プレー前に購入すればすぐに履いてプレイすることが可能。

新しいシューズで気分を高め、ラウンドしてはいかがですか？ 

シューズの購入は、ゴルフ場がお得！ 

FJボーナスポイントキャンペーン 

夏幹事さんポイントプレゼントキャンペーン概要 
プレー対象期間 ： 2018年6月1日（金）～2018年8月31日（金） 

3組9名様以上で1,000pt 4組13名様以上で2,000pt 5組17名様以上で、3,000pt 

シルバー/ゴールド/ブラック/ダイヤモンドステイタスの方は 

ポイント2倍で最大6,000ptをプレゼントいたします！ 

詳細は コチラ ※キャンペーンページからのご応募が必要となります。 

「FJ（フットジョイ）ボーナスポイントキャンペーン」 概要 

期間 ： 7月16日（月・祝）まで 

場所 ： 全国のgolfrevo（ゴルフレボ）店舗  

内容 ： FJシューズ購入で、通常のポイントに＋ボーナスポイントをプレゼント。 

極上の氷で作るこだわりかき氷 今月の逸品グルメ 「冷やし麺」 

 夏になると食べたくなる料理のひとつ「冷やし中華」。彩り鮮や

かな盛り付けは見た目にもワクワクしますね。今月は、そんな冷

やし中華やざるラーメンなど、人気の冷やし麺をご紹介。定番だ

けど、一工夫された麺料理を是非お召し上がりください。 

 プレーで火照った体に冷たいかき氷はいかがでしょうか？ア

コーディア・ゴルフのレストランでは、夏シーズンにかき氷を提供し

ています。その中でも、天然の湧き水で作られた氷を使用してい

るなど、こだわりの一品をご紹介。一手間かけたかき氷で、クール

ダウンしてみてはいかがでしょう？ 

埼玉県東松山市にあります老舗氷屋「島田屋」から仕入

れた氷を使用しており、昔ながらの懐かしいかき氷です。 

明治創業の「島田屋」さんの氷を使用したかき氷 

三重県の青山高原の湧き水で作った氷を使用した 

かき氷です。口当たりが柔らかく、冷たさの中にも優しさ

が広がります。 

三重県の美里氷を使用したかき氷 

『具だくさん 海鮮冷し中華』 1,728円 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ(福島県) 

小名浜名物の「カツオ」をメインに、海老や焼き豚、煮卵、

野菜などたくさんの具材をのせた贅沢な冷やし中華です。

卵をふんだんに使用したコクが特徴の麺を使用していま

す。（店長代理 土生木) 

『鶏の甘酢あんかけとざるラーメン』 1,674円 

きさいちカントリークラブ(大阪府) 

鶏肉と野菜に絡んだ“鶏肉の甘酢あんかけ”を“ざるラー

メン”とセットにしています。酸味の効いたコクのある甘酢

あんかけと、ざるラーメンのさっぱりした味の組み合わせ

に箸がすすみます。(ホール 三好) 

『“七種の彩り”冷やし中華』 1,728円 

神戸パインウッズゴルフクラブ(兵庫県) 

ローストビーフや海老、トマトなどの7種の具材を見た目

でも楽しんでいただけるように、彩りよく盛り付けまし

た。ごまベースの醤油タレでピリ辛が病みつきになる自

家製ソースでお召し上がりください。(調理 貝坂) 

※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。 

ボーナスポイント詳細 

10,000円未満の商品 

             ⇒＋500ポイント  

10,000円以上の商品 

             ⇒＋1,000ポイント 

20,000円以上の商品 

             ⇒＋2,000ポイント 

※価格は全て店頭価格、税抜 

ｇolfrevo 売れ筋FJ商品 

フリースタイルＢｏａシューズ 

ＬＴスパイクシューズ 

10,000円 

ボーナスポイント 

＋1,000ポイント  

14,800円 

ボーナスポイント 

【提供店舗】  

・おおむらさきゴルフ倶楽部 (埼玉県) 648円 
 イチゴ、抹茶、メロン、レモンの４種類のシロップの中から 

 お好みをお選びいただけます。 

【提供ゴルフ場】 

・亀岡ゴルフクラブ (京都府) 810円 ※写真上 

 あずきとアイスクリームをのせたベースに 

 抹茶、みぞれ、いちごの3種類からお好みのシロップを 

 お選びいただけます。 

・神戸パインウッズGC、やしろ東条GC、 

 東条パインバレーGC (兵庫県) 700円 ～ ※写真下 

 あまおういちごや抹茶など、数種類の氷屋川久の特製シロップ  

 からお選びいただけます。また、あずきなどのトッピングを追加 

 することも可能。※追加料金はゴルフ場によって異なります。 

最大6,000AGポイント！夏幹事さんに 

ポイントプレゼントキャンペーン 

https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2018/20180601-20180831_natsukanji/
https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html


■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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初心者だって上位入賞できるチャンス！ 

でかカップゴルフ初の競技会「でかカップゴルフ スリクソンオープン」開催！ 

[ 大会スケジュール ]  

[ 競技方法 ]  

 予選 ： ハーフコンペ形式など、各開催コースによって異なります。各会場上位50％が決勝進出 

 決勝 ：18Hをペリア方式で 集計。予選を通過した方のみが対象。 ※同伴者プレーは可能（+500円～1,000円） 

[ 決勝賞品 ] スリクソンゴルフ用品・ACCORDIA GOLFポイント・ゴルフプレーチケット・食品など、  

          豪華賞品をご用意しております。（パーティおよび表彰式あり） 

 千葉エリア 

 予選  6/ 1（金）  取手桜ヶ丘GC 

      6/11（月） 鴨川CC       5,900円 

      6/26（火） 花生CC       4,901円 

      7/13（金） 成田東CC     6,000円 

      7/17（火） ラ・ヴィスタGR  8,400円 

 決勝 9/11（火） ラ・ヴィスタGR  8,400円 

神奈川・静岡エリア 

予選  5/26（土） 大厚木CC桜C ※終了 

     5/31（木） 愛鷹600C ※終了 

     6/11（月） 小田原GC松田C 9,980円 

     7/  6（金） 伊豆国際CC    5,490円 

決勝 9/25（火） 十里木CC     8,980円 

予選会の様子（5/31 愛鷹600C） 

カップの大きさにびっくり！ 

予選出場の方全員に参加賞を進呈 

順位発表！上位の方は決勝進出 

 直径約4倍のカップでプレーする「でかカップゴルフ」初の競技会を、千葉・神奈川・静岡の

ゴルフ場で開催しております。オープンコンペや競技に参加したことのない初心者ゴルファー

だって、でかカップなら好スコアが狙えるので気軽に参加できます！ 詳しくは コチラ 

アスリートゴルファーにおススメ！ 

「2018 アコーディア・スクランブル タイトリストオープン」 挑戦者求む！ 

[ 競技方法 ] 18H（スクラッチ）オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦/チーム戦。 

※ペア/チーム全員がティショットを打つ。セカンド以降はその中からチームとしてベストポジションと思われる

ボールを選択し、その地点から全員が打つ。これをカップインまで繰り返す。（カップインした時点でスコア確定） 

ペアスクランブル（2名1組） 

定員   ： 各会場20チーム（40名） 

参加料 ： 予選16,000円 決勝8,000円 

［決勝会場］ 成田GC 

［予選会場］ 石岡GC 

 7月から新たに開催するアコーディアのスクランブルゴルフ大会のエントリーを受付中！ 

上級者同士で組めば60切りも夢じゃない！？ 4人で戦う「チームスクランブル」と2人で戦う

「ペアスクランブル」がありますので、ゴルフ仲間とチャレンジしてみてください。 詳しくは コチラ 

[ 大会スケジュール ] 

 予選  7/ 2（月）    オーク・ヒルズCC（千葉県） 

      7/16（月祝） 石岡GC（茨城県） 

      7/17（火）   ニュー南総GC（千葉県） 

      7/23（月）   相武CC（東京都） 

      7/31（火）   習志野CC KQコース（千葉県） 

 決勝 8/27（月）  成田GC（千葉県） 

チームスクランブル（4名1組） 

定員   ： 各会場20チーム（80名） 

参加料 ： 予選24,000円 決勝12,000円 

［ エントリー方法 ］ 

 スポーツエントリーHPよりお申込み → ペア ・ チーム  ※参加料は1チームの料金（プレー代別途） 

［予選会場］ 習志野CC KQコース 

※金額は昼食補助付、税込。ロッカー代別。 

※ラ・ヴィスタGLは食事差額はございません。 

先月、久々にラウンドしてきました。スコアは

150ほど・・・。アコーディア・ゴルフの広報とし

て、さすがに、これでは示しがつかないので、

レッスンに通うことにします！一日でも早くこ

ちらで「100切りました！」と報告できるように

頑張ります！（戸塚） 

幸運なことに、自分がゴルフをする時は、あまり

ひどい雨に降られることはありません。ただし、

運営に関係したイベントでは、何度か大雨に

あったことがあります。この「身勝手な晴れ女」

を脱却し、6月に予定されている様々なイベント

は、気合で晴らせます！      （丸毛） 

本日より栃木県の「IWAFUNE GOLF CLUB」が

リニューアルオープンしました。コース改造を行

い、男女問わずベストスコアを狙えるコースに 

！ ハウス改修やインスタ映えするフォトパネ

ルの設置、さらに今月はショップにて抽選会も

開催しています。ぜひご来場ください！（皆川） 

mailto:pr@accordiagolf.com
https://www.accordiagolf.com/event/2018/201805-201809_dekacup_srixon/
https://www.accordiagolf.com/event/2018/2018_scramble/
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/74528
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/74529

