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アコーディアWeb「送迎バスのあるゴルフ場」公開！ 車がなくても大丈夫！

公共交通機関を使って行けるゴルフ場をご紹介
「車がないからなかなかゴルフに行けない……」とお困りの方のため
に、公式予約サイト「アコーディアWeb」で新たに、全国で「送迎バスのあ
るゴルフ場」が一目でわかる一覧ページを公開しました！ そこで今月
のアコナビでは、公共交通機関を使ってゴルフ場へ行く方法をいくつか
ご紹介します。普段車を利用される方も、たまには別の交通手段を使っ
てみると、また違った新鮮な気持ちでゴルフを楽しめるかも？
アコーディアWeb 「送迎バスのあるゴルフ場」は コチラ

電車でゴルフ 【関東編】
寄居カントリークラブ
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
陵コースです。今年2月には最新型カートナビも導入し、より快
適になりました！
[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
東武東上線小川町駅 から約10分

電車でゴルフ 【関西編】
奈良万葉カンツリー倶楽部
名匠 上田治氏設計の雄大な本格派コースで、松と山と池が美
しいバランスでレイアウトされている18ホール。車でも大阪市内か
ら50分以内とアクセス抜群です。
[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
近鉄奈良駅から約20分

★夏のおススメプラン★ 「“冷え冷え
ドリンク入り”ウォータージャグ貸出し
プラン」 料金 ： 8,800円～12,800円

★夏のおススメプラン★
「かき氷付き！早朝スルー昼食付
プラン」 料金 ： 6,980円

※8月・組数限定 ※大型ウォータージャグ（アクエリアス入
り）を1日お貸出しします。暑いこの時期にぴったり！

※同組の方全員にプレー終了後にカキ氷1杯をプレゼント！
※8月平日限定、お盆期間除く ※写真はイメージです

その他の電車で行けるゴルフ場 【関東編】
取手桜が丘GC（茨城県）、広陵CC（栃木県）、妙義CC（群馬県）、
秩父国際CC（埼玉県）、習志野CCキング・クイーンC（千葉県）など

その他の電車で行けるゴルフ場 【関西編】
奈良の杜GC（奈良県）、グランベール京都GC（京都府）、レイクフォ
レストリゾート バード・スプリングC（京都府）、山の原GC（兵庫県）

高速バスでゴルフ

フェリーでゴルフ

千葉県の2つのゴルフ場では高速道路のバスターミナルから
送迎バスがでていますので、東京駅や横浜駅から高速バスに
乗って行く方法もおススメです。

さらには、優雅な旅行気分が味わえるフェリーでのゴルフはい
かがでしょう？ 東京湾フェリーが発着する金谷港からの送迎バ
スがあるゴルフ場もありますので、ぜひ利用してみてください。

東京湾カントリークラブ

かずさカントリークラブ

鴨川カントリークラブ

[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
袖ヶ浦バスターミナルから
約15分（要予約）

[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
市原鶴舞バスターミナルから
約15分（要予約）

[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
金谷港から約50分（要予約）

※袖ケ浦バスターミナル発着の
バス情報は コチラ

※市原鶴舞バスターミナル発着の
バス情報は コチラ

※各ゴルフ場の詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。

房州カントリークラブ
[ 送迎バス乗り場・所要時間 ]
金谷港から約35分（要予約）

東京湾フェリー情報
詳しくは コチラ
久里浜港（神奈川県横須賀市） ⇔ 金谷港（千葉県富津市）
所要時間 ： 片道40分 旅客運賃 ： 往復1,320円（片道720円）
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夏の厳しい紫外線から守るためには
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芝にもサングラスが必要！？
アコーディア・ゴルフの運営するゴルフ場のグリーンで主に
使われているベント芝は寒さに強く、葉が柔らかく細いので
密集度も濃くなり年間を通して美しい緑色を作り出してくれる
特徴があります。その反面、高温多湿に弱く、現在は品種改
良を重ねて暑さにも強くなってきているとはいえ、夏場には
管理に気を使う品種です。
中でもこの時期に特に注意しないといけないのが急激な日
射を受けて起こる「葉焼け」です。人体同様、植物に対しても
紫外線は有害で、過剰な紫外線や熱は、植物の光合成を阻
害して植物を衰弱させ、その重症度によっては枯死につな
がる場合も……。また、「葉焼け」になってしまうとその部分
だけ変色してしまうので、見た目も悪くなってしまいます。
そこで昨今、芝を強い日射から保護していく方法として、芝
用の「サングラス」の役目を果たすストレスガード資材を使う
ケースが増えてきており、当社のゴルフ場でも118コースで
使用しています。（2017年度）夏場は、昨年のアコナビで紹
介したようにスプリンクラーや手まきで散水する方法と、この
ような資材をバランスよく使ってグリーンを、光と熱によるスト
レスから守ることで、健全な生育とお客様に気持ちよくプ
レーしていただけるように努めています。

千葉県房総エリア8コース合同企画

アコーディアWeb平日スタンプラリー
千葉県房総エリアの8コースでプレーするなら、今がお得。
来場5回を達成された方には、平日プレー無料券をプレゼン
ト！また4回目まで毎回ポイントがもらえ、4回来場すると合
計3,100ポイントを進呈！ぜひこの機会にご利用ください。

アコーディアWeb平日スタンプラリーキャンペーン概要
プレー対象期間 ： 2018年8月1日（水）～2018年10月31日（水）の平日
対象ゴルフ場：千葉県房総エリアの8コース（アクアラインGC、東京湾CC、かずさ
CC、南市原GC、ラ・ヴィスタGR、房州CC、鴨川CC、花生CC）
プレゼント詳細：来場1・2回目で各300pt 来場3回目で2,000pt 来場4回目で
500pt 来場5回目で平日プレー無料券を予約代表者様にプレゼントいたします！
詳細は コチラ ※同じコースの複数回の利用も対象です。
※My ACCORDIAからキャンペーンへのご応募が必要となります。
※達成した来場回数は、前週までの回数を水曜日に「ウィークリーメール」でお知
らせします。
※ハーフプレー、一人予約、また同伴者の方は対象となりません。
※平日プレー無料券は、本キャンペーン対象の8コースで、1名様のみご利用でき
ます。達成された方には11月中旬にチケットを発送します。

急激な日射を受けてしまうと・・・

「葉焼け」と言われる状態になってしまい、
芝が夏バテしてしまいます・・・

強い日射と熱から芝を守るために

ストレスガード資材 の散布

適切な量の散水

※散布すると青い雫が芝に付着

「葉焼け」を防ぎ、健全な生育につながり
状態のよいグリーンをゴルファーに提供

関東国際カントリークラブで
ザ・ファースト・ティ体験会を開催
7月16日（月・祝）、関
東国際カントリークラブ
（栃木県）にて「ザ・
ファースト・ティ体験
会」が初開催され、28
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。当日は
晴天の暑い中でしたが、集まった子ども達は元気いっぱいに、
スナッグゴルフやパッティンググリーンなど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「礼儀」を学びました。最初
は、挨拶するのも恥ずかしそうだった参加者達も、アクティビ
ティを重ねるごとにお互いに「ナイスショット！」などの声援を送
れるようになり、最後には、「楽しかったです！ありがとうござい
ました！」と笑顔で挨拶してくれました。関東国際CCでは9月か
ら定期的に開催いたしますので、是非ご参加ください。
関東国際カントリークラブ(栃木県)
イベント詳細はこちら
アコーディア・ゴルフでは「ザ・ファー
スト・ティ（TFT）」プログラムを、全国
で開催すべくTFT公認のコーチの育
成に力を入れております。
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アコーディアWeb 今月の逸品

「新入社員が紹介する、当店の一押しランチ（東日本編）」
今年の新入社員も、入社当初は緊張でがちがちでしたが、4ヶ月経ってようやくお客様との会話も楽しめるようになりまし
た。レストランでいつもお勧めしている名物料理や、この時期に一押しのランチメニューについて、新入社員たちが今後の
抱負とともにご紹介！日々成長している期待のホープたちですので、彼らを見かけましら、ぜひお声かけください。
宮城野ゴルフクラブ(宮城県)
『冷やし塩ラーメン』 1,512円

大厚木カントリークラブ 本コース(神奈川県)
『高座豚バラのとん漬け』 1,728円

妙義カントリークラブ(群馬県)
『レディースランチ』 1,300円

ホール：八島 怜香

ホール：須貝 陽菜

この時期にお勧めしているのは、隠し味にカツ
オだしを使いチャーシューや野菜をトッピングし
た、食べ応えのある冷やしラーメンです。無料
でライスもサービス中です。これからも笑顔と
ゴルフの知識を磨いていきたいです！

デトックス効果のある地場野菜をたくさん使用
しており、上州もち豚はコラーゲンもたっぷりで
す。ホテル内のレストランなので、落ち着いた
雰囲気の空間で楽しくお食事ができるよう、感
謝の気持を込めた接客を心がけています！

※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ

ホール：小林 涼太
地元の名産、高座豚のとんてきに調理長オ
リジナルの味噌だれを練りこませて香ばしく
焼き上げた当店の名物料理をご紹介しま
す。食生活アドバイザーの資格を活かしてお
客様のニーズにお応えしていきたいです！

【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。

9月の連休のご予約はお早めに！

厚木市最大のイベント「あつぎ鮎まつり」に

「シルバーウィークキャンペーン」

大厚木CC（神奈川県）が模擬店を出店！

夏休みの後のお楽しみは9月の連休ですね。暑さも和ら
いでくるこの時期に、ゴルフを予定している方も多いので
は？ アコーディアWebでは、シルバーウィークの10日間に
ご予約＆プレーされた予約代表者様に、抽選で無料プ
レー券が当たるおトクなキャンペーンを開催します！
アコーディアWeb 「シルバーウィークキャンペーン」

「かながわのまつり50選」のひとつで、例年70万人が来訪
する厚木市最大のイベント「あつぎ鮎まつり」の市民出店
村に大厚木CC（本コース・桜コース合同）が参加します！ ダン
スステージや大花火大会なども開催されますので、県外の
方もゴルフやお出かけの際にぜひ、足をお運びください！

プレー対象期間 ： 2018年9月15日（土）～9月24日（月）
概要 ： 対象期間中にアコーディアWebよりご予約＆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（1組2名様
まで、土日祝も利用可）をプレゼント！

日程 ： 2018年8月4日（土）10時～21時、5日（日）10時～18時
場所 ： 厚木中央公園（小田急線 本厚木駅より徒歩7分）

あつぎ鮎まつり 「市民出店村」

「あつぎ鮎まつり」の詳細は コチラ

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。

大厚木CCの模擬店では名物「豚漬け串」や
かき氷、ドリンク各種などを販売します！

8/4（土）には大花火大会を開催。
打ち上げる花火は約1万発！

【編集後記】
今月5日から11日まで、茨城県のセントラル

先日「アコーディア・スクランブル タイトリスト

先日、石岡GCウエストコースにリベンジに

GCとセントラルGC NEWコースで全国高等学

オープン」の予選会に行ってきました。好スコ

行ってきました。前回、アイアンが全くあたら

校・中学校ゴルフ選手権大会が開催されま

アが出やすいスクランブル競技。私が見た会

なかったので、フェアウェイではほとんど使わ

す。この別名「みどりの甲子園」が参加する

場（相武CC）では1位通過のチームのスコア

ずに3番5番ウッドのみでプレー。そしたら、ス

中高生の皆さんの思い出に残るものになる

はなんと13アンダー！各組ウェアもお揃いで

コアが「139」に！一緒にプレーした同僚も不

ことをお祈りしております！（丸毛）

挑んだりと、とても楽しそうでした！（皆川）

思議がっていました（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）
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