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ベストシーズン到来！幹事さんに朗報

コンペするならアコーディア・ゴルフ！

立秋を過ぎ、昼間でも過ごしやすくなる日が多くなり、秋の気配を感じられるようになりました。これからのゴルフに最適
な季節、コンペの計画を立てている幹事さんも多いと思います。そんな方々に朗報。アコーディア・ゴルフのゴルフ場でコン
ペを開催すれば、盛り上がるのはもちろん、幹事さんの負担も減らせますよ。

アコーディア・ゴルフのゴルフ場で
コンペをやるべき4つの理由

コンペの幹事になると、いろいろと準備が面倒……「盛り上がらなかったら」など
不安が多いと思います。アコーディア・ゴルフなら、それらが解決できるんです。

コンペ賞品の準備が楽々♪

カートナビでコンペが盛り上がる！

幹事になった際、賞品の手

最新カートナビ ※ には「リーダーズボー

配が悩みの一つ。賞品選びか

ド機能」というリアルタイムで順位がわか

らゴルフ場への送付など、か

る機能があります。

なり手間がかかります。そ ん

参加者の順位がプレー中もわかるので

な時、アコーディアのゴルフ場

盛り上がること間違いなし。また、ホール

なら、事前に開催予定のゴルフ場にご連絡いただければ、予算と

アウト後にスコアカードの提出もないの

賞品のご希望をお伺いしたのち、当日までにご用意させていただ

で、すぐに集計表が出来上がります。

きます。準備が省けるので、かなり楽になりますよ。

※49コースで導入。2019年3月までに合計91箇所で導入予定。 詳細はコチラ

アコーディアWebならお得特典付き

アコーディアWeb限定特典盛り沢山！

「コンペリピート予約」専用サイトが登場

公式予約サイトのアコーディアWeb内に『コンペリピート予約専用サイト』が登場。当社運営ゴルフ場にて、コンペのご予約＆プレー
いただいた予約代表者様へ、当日フロントもしくはDM等にて当サイトへのアクセス用パスワードをご案内しております。この専用サ
イトからご予約の上プレーすると、予約代表者様に3,000AGポイントをプレゼント！また、近隣のゴルフ場の特別プランを見ることも
できるので、次回の計画も立てやすくなっています。 詳細は コチラ ※ポイントは、プレー日から1週間以内に進呈されます。
※アクセス用パスワードは、ゴルフ場ごとに異なります。入手したパスワードは、持続して使用することが可能です。
※【対象ゴルフ場】関東エリア：22コース 中部エリア：14コース 近畿エリア：18コース 順次拡大中

南市原ゴルフクラブ（千葉県）

最新ナビ
導入済

【コンペリピート予約専用サイト】限定プラン 6,400円～
人数に応じてコンペ賞品プレゼント！
・3組9名以上：ボール1ダース
・5組17名以上：ボストンバッグ1個
・7組25名以上：キャディバッグ1個
＋ボール1ダース

幹事キャンペーン併用でもっとおトク！

奈良の杜ゴルフクラブ（奈良県）

最新ナビ
導入済

【コンペリピート予約専用サイト】限定プラン 6,891円～
人数に応じてコンペ賞品プレゼント！
・3組9名以上：ボール1ダース
・5組17名以上：伊賀牛焼肉500g
・7組25名以上：伊賀牛ロースステーキ
＋ボール2ダース

「秋幹事さんポイントプレゼントキャンペーン」

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イタスに応じて、最大6,000AG
ポイントをプレゼントするおトクなキャンペーンを開催します！
プレー対象期間 ： 2018年9月1日（土）～11月30日（金）
概要 ： 対象期間中に3組9名様以上でご予約＆プレーされた予約代表者様に、
ステイタスに応じてポイント（最大6,000AGpt）をプレゼント！

詳細は コチラ ※キャンペーンページからのご応募が必要です

「コンペリピート予約専用サイト」と併用すると合計 最大9,000AGポイントプレゼント！
※プレー当月末までに幹事キャンペーンにご応募ください。 ※幹事さんキャンペーンのポイントは、プレー翌月末に進呈されます。
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ゴルフ練習も今がベストシーズン！

「スクール入会キャンペーン」 全国のアコーディア・ガーデンで受付中
アコーディア・ゴルフが運営する全国24のゴルフ練習場では現在、「秋のスクール新規入会キャンペーン」を実施中で
す！ ゴルフを始めてみたい方や、「もっとゴルフが上手くなりたい！」という中・上級者ゴルファーのご要望を、所属プロ
が全面サポート。当社の「アコーディア・ゴルフアカデミー」の独自メソッドに基づいて指導します。ゴルフ場でのコースレッ
スンも連動して行うことで、実戦を通して、より早く確実に上達できることが魅力です。今なら各練習場にて、キャンペーン
期間中にご入会いただいた方に、おトクな特典をご用意しております！ お試しレッスンからお気軽にご参加ください。
『秋のスクール新規入会キャンペーン』
期間 ： 9月1日（土）～11月30日（金）
※キャンペーン期間は各練習場により異なります。詳しくは各練習場HP（ コチラ ）をご確認ください。

対象 ： アコーディア・ゴルフ運営の屋外ゴルフ練習場「アコーディア・ガーデン」
全国24箇所（アコーディア・ガーデン名古屋は対象外）
内容 ： 対象期間中に各施設で運営しているスクールに新規入会された方に特典プレゼント！
キャンペーン特典例 ：

スクール（イメージ）

★ 入会金無料！
★ 月会費（1ヶ月分※）無料！ ※月会費が無料となる月は施設により異なります。
★ プレミア（ボール代）最大6,000円分※プレゼント！ ※プレミア代は施設により異なります。
※特典内容は各練習場により異なります。

注目

都内インドア練習場「アコーディア ゴルフスタジオ」でも入会キャンペーン開催！
期間 ： 9月1日（土）～10月31日（水）
対象 ： アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 / アコーディア ゴルフ スタジオ御徒町
特典 ： 入会金無料（通常10,800円）、体験レッスン半額（通常2,160円）

クラブ、シューズの買い替えはアコーディアで！

秋のおトクなショップキャンペーン
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、皆さまの秋ゴルフを
応援するおトクなキャンペーンを実施します。期間中にゴ
ルフクラブや、シューズをご購入の方に、購入商品に応じ
て特別ポイントをプレゼント！ ゴルフシーズンに向けて買
い替えをお考えの方はぜひ、足をお運びください。
※ポイントはすべてACCORDIA GOLF ポイントです。 ※一部対象外あり。

『秋のクラブ買替え応援キャンペーン』
期間 ： 9月1日（土）～11月30日（金）
内容 ： 期間中にゴルフクラブを購入され
た方に、通常ポイントに加え、購入クラブ
に応じてポイント（最大27％※）を還元！
話題の最新クラブを試せる大試打会も同
時開催します。

アコーディア・ガーデン鶴ヶ島

2018 アコーディアタイトリストオープン
決勝 in 成田ゴルフ倶楽部 開催報告
今年7月に首都圏のゴルフ場で行われたスクランブル大
会の予選を勝ち抜いた122名（ペア19組、チーム21組）の
方々が、8月27（月）に成田GCで決勝大会に挑みました。
当日は、夏らしい気候でしたが、参加者の皆さまは、それ
に負けないくらい白熱したプレーを繰り広げ、優勝
スコアは、ペア部門7アンダー、チーム部門8アンダー！
残念ながら優勝を逃した皆さまも、仲間とチャレンジした
達成感で、大変満足な表情で帰宅されました。
「2018 アコーディアタイトリストオープン」決勝大会
開催 ： 8月27日（月） 場所 ： 成田ゴルフ倶楽部 （千葉県）

※特別ポイント20%＋キャンペーンポイント7%
キャンペーンページはコチラ

『2018年秋のシューズ祭り』
期間 ： 9月15日（土）～12月2日（日）
内容 ： 期間中にゴルフシューズ2大メー
カー、「フットジョイ」「アディダス」のシュー
ズを購入された方に、通常ポイントに加
え、購入シューズに応じて特別ポイント
（最大2,000AGpt）をプレゼント！ フット
ジョイ派・アディダス派、あなたはどっち？

ペア部門優勝

チーム部門優勝

「チーム夢造」 スコア：65

「かよわいゴリラ」 スコア：64

試合結果(予選・決勝）は、コチラ

※他2名の方は、所用のため撮影前に
帰宅されました。
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「新入社員が紹介する、当店の一押しランチ（西日本編）」
新入社員が自身のゴルフ場のおススメランチメニューのご紹介をした前号の「東日本編」に続き、今月は西日本の新入
社員からのメニュー紹介です。フレッシュな新人たちも、お客さまがゴルフ場で過ごす1日がより楽しく快適になるような接
客を日々心掛け、業務に励んでいます。とても頼もしい未来の店長たちを、これからもよろしくお願いいたします！
フォレストみずなみカントリークラブ（岐阜県）
『”冷製”シーフードパスタ』 1,520円

山の原ゴルフクラブ（兵庫県） 『山の原中華
ランチ～八宝菜・海老のチリソース～』 1,820円

ホール 岡部 すもも
「こちらの期間限定の冷たいパスタは、特に女性に
人気のメニューです。深みとコクのあるトマトソース
に、アクセントのゆず胡椒が利いています。ご来場
されたお客様の大切なひとときに、非日常の感動と
満足を提供できるようなレストランを作りたいです」

パームヒルズゴルフリゾートクラブ（沖縄県）
『“牛テール”沖縄そば』 1,620円

ホール 城間 七汐

ホール 西尾 龍
「当店で人気の『中華ランチ』。今月は広東風に
仕上げた八宝菜です。本格的な四川風海老チリ
とのセットで調理長自慢の逸品です！ 将来は、
お客さまとの会話を大切にし、そしてスタッフから
も慕われる店長になるのが目標です」

※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ

「じっくり煮込んだ牛テールを沖縄そばにアレンジ
したこのメニューは、沖縄よもぎが隠し味で最後の
一滴まで飲み干したくなる当店の一押しです。最
近は仕事に対する責任感が身についてきたと感じ
ています。将来は店長を目指して、頑張ります」

【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。

「プラスαちょい飯」に今年も登場

毎年恒例の女性限定イベントが大人気！

秋の味覚！ 「松茸ご飯」

「ピンクリボンガールズゴルフ2018」

昼食のセットメニューの白ご飯を変更できる「プラスαちょ
い飯シリーズ」では、9/15（土）から「松茸ご飯」を開始しま
す！ お土産用の松茸ご飯も同時販売。ちょっと贅沢して、
秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょう？
いつものランチをグレードアップ！
（写真はイメージです）

プラスα ちょい飯シリーズ 『松茸ご飯』
セットの白ご飯を＋300円で松茸ご飯に変更（単品の場合は360円）
販売期間 ： 2018年9月15日（土）～10月31日（水）
販売場所 ： アコーディア・ゴルフ運営のゴルフ場レストラン
※お土産用もございます。通常サイズ ： 1,600円 （昼食時に要予約）
※金額はすべて税込。一部実施していないゴルフ場もございます。

ピンクリボン運動の啓蒙を目的とする女性だけのゴルフ
場貸切イベントを、9回目となる今年はセントラルGC麻生
コース（茨城県）で開催します！ 140名以上の女性ゴル
ファーが一堂に会し、ゴルフ場がとても華やかに彩られま
す。申し込み多数につき、募集開始わずか10日で定員超
えとなった超人気イベントです！ 詳細は コチラ

※写真は昨年の様子
日程 ： 2018年10月8日（月祝）
場所 ： セントラルGC麻生コース（茨城県）
募集 ： スルーラウンド部門 120名 ※現在キャンセル待ち
ビギナーラウンド＆レッスン部門 24名 ※現在キャンセル待ち
★当日は「ベストドレッサーコンテストby Regina」を実施予定です。

【編集後記】
群馬県の妙義CCに併設する妙義グリーンホ

今年もピンクリボン月間である10月に、女性

先月、幕張で開催された音楽フェスに参加し

テルにグランピング施設が10月にオープン！

のための「ピンクリボンガールズゴルフ」の開

てきました。好きなアーティストの音楽を聴

施設やサービスはもちろんなのですが、一番

催が決定しました！ 公開後すぐに応募は定

き、美味しいものを食べ至福な時間を過ごし

のおすすめは、朝陽で真っ赤に染まる妙義

員に達し、現在キャンセル待ちは50名以上。

ました。色々なブースがあるので、ゴルフの

山です。早起きして展望テラスで朝食BOXを

年々女性のゴルフ熱が高まっていることを感

打ちっぱなしがあったら、結構楽しんでもらえ

いただくのが楽しみです。（丸毛）

じます。（皆川）

るのではと考えています。（戸塚）
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