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ゴルフの他にも魅力が盛りだくさん

秋の行楽にぴったり！ おススメ宿泊施設をご紹介

夏が終わり、ずいぶんと涼しくなってきましたね。今回のアコナビでは、紅葉・グルメ・スポーツなど、秋の行楽を存分に満
喫できる宿泊施設をご紹介します。ゴルファーでない方でも楽しめますので、ご家族やご友人とご一緒にいかがでしょう？
非日常感を味わえて、夏の疲れを癒すリフレッシュ旅行の計画をぜひ立ててみてください！

妙義グリーンホテル＆テラス （群馬県） 本日よりグランピングエリアがオープン！
上信越自動車道・松井田妙義ICから8km、群馬県の「妙義グリーンホテル＆テラス」で10月1日から、優雅に自然を楽し
むことができる「グランピングエリア」が新規オープンしました！ 壮大な妙義山の風景を眺めながら、ゆったりと贅沢な時
間を過ごしていただける当エリアについてご紹介します。
妙義山の絶景スポットにオープン
したこの「グランピングエリア」は
10棟の宿泊施設とレセプション＆
BARスペースで構成。テントは近
くの富岡製糸場ゆかりの蚕の繭
を連想できる丸い形が特徴です。
お食事・ドリンクはすべて オールイ
ンクルーシブで、食材の準備や片
付けの必要もなし！ BBQグリル
“ウェーバー”を使い、上州肉など
地元の食材を使ったBBQディナー
をご用意しています。※写真はラグ
ジュアリータイプ用、3人前。

オリジナルテントの他、キャンピ
ングカーの最高峰とも言われる
キャンパー憧れの「エアストリー
ム」タイプが2棟ございます。ラグ
ジュアリーさが魅力で、カップル
での利用におススメです。
隣接する「妙義カントリークラブ」
でのゴルフプレーも可能です。
秋には壮大な妙義山の風景と
紅葉を同時に眺めながらラウン
ドができます。
ゴルフプレー予約は コチラ

【グランドオープン記念価格】 通常料金よりお1人様あたり 2,000円OFF！
期間 ： 10月1日（月）～12月28日（金）まで
詳細・ご予約 → 公式HP https://www.accordiahotel.com/myogi/glamping/
※例）スタンダードテント 平日・日曜泊 ： 15,000円、土曜・祝前日泊 ： 17,000円（1泊2食付、2名様1室利用時）

彩の森カントリークラブ・ホテル秩父（埼玉県）

レイクフォレストリゾート（京都府）

ゴルフの他に、観光やビジネスでのご利用にもおススメで
す。近年人気の秩父は紅葉スポットとしても知られており、
10月下旬から11月中旬にかけて見頃を迎えます。

くつろぎのスタイルに合わせて、充実設備とサービスが
整うリゾートホテルです。温泉施設が入った「クアパレス」な
ど、ゴルフ以外でも一日を通してお楽しみいただけます。

【宿泊】 スタンダードプラン（朝夕食付・和食）
ツインルーム お1人様 8,172円～（2名様1室利用時）
※部屋タイプ（ダブル、和室等）選択可能
※ゴルフ付き宿泊プラン 15,280円～24,480円（1泊3食付）

ホテル公式HPがリニューアルオープン！
https://www.accordiahotel.com/chichibu/

【宿泊】 グルメバイキング宿泊プラン（朝夕食付）
ツインルーム お1人様 10,800円～（2名様1室利用時）
※部屋タイプ（ダブル、和室等）選択可能
※ゴルフ付き宿泊プラン 13,900円～26,200円（1泊3食付）

温泉施設や、屋外テニスコート・大型体育館など
ゴルフ以外のアクティビティも充実。 詳しくは コチラ
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対策をしておかないとプレーに支障が……

冬に問題になる芝生雑草「スズメノカタビラ」の防除
当社のコース管理本部では、芝生の健全な生育はもちろんのこと、雑草の防除についても日々試験を行って、最適な方
法を検討しています。今回は、これからの季節に問題になる雑草「スズメノカタビラ」の防除に関して、ご紹介いたします。

スズメノカタビラとは？

ゴルフ場でスズメノカタビラが生えると……

代表的なイネ科の雑草で、主に秋から春に発生

【景観が悪くなる】

し、高さ5～30cmまで成長します。 日当たりの良

群生するので、特にグリーン上では斑点が

い場所、湿った酸性の土壌など、芝生の生育と同

できてしまい、見た目が悪くなります。

じ環境を好むので、ゴルフ場でよく見かける雑草

【プレーの妨げとなる】

の一つです。踏みつけや刈込にも強く、日当たり
の良い暖かい場所ならば季節を問わず花をつけ
種子を落とすので、根絶が難しい雑草です。

ボールのスピードや転がりに影響がでてくるので
緑色の部分がスズメノカタビラです。

プレーをスムーズに行えない可能性があります。

アコーディア・ゴルフで行っている「スズメノカタビラ」対策
種子から発芽させないように発芽前処理剤を散布する方法と、それでも発芽してし
まった場合に、茎葉処理剤を散布して枯らす方法の大きく分けて2つの対策を行ってい
ます。ただ、これらの処理剤も多くの種類があり、それぞれの成分ごとに特性がありま
す。その中から芝生に安全で、散布後に除草効果がどのくらい続くか、連用すると効果
が薄れる傾向はどの程度か、最も効果のある散布時期はいつかなどを考慮しながら
各コースで散布計画を立て、防除しております。千葉県にある当社の技術開発研究所
では、より効果の高い処理剤を検討する試験を行い（写真右）、その試験結果から優
れたものを全国のコースで使用することで、コース全体の管理維持に努めています。

4種の処理剤を月と種類で区切られた区域に
１ヶ月ごとに散布して、成分と散布時期の両面
から最も効果のある箇所を試験しています。

今年のウィンターギフトの目玉は

コースのすべてを把握できる時計を先行販売

「北海道うまいっしょギフト」

「CASIO PRO TREK smart」

10月1日（月）よりウィンターギフトの予約受付を開始しました。

ナビゲーション機能や、スマートフォンと連動することでメール

今回の一押しは、ご当地グルメの宝庫「北海道」の6品を選定し

の確認が容易になるなど、今話題のスマートウォッチ。実はゴル

た「北海道うまいっしょギフト」。北海道の美味しい海の幸、野菜

フでも活用できます。「CASIO PRO TREK smart」に「スマートゴ

を堪能できますよ！これらを食べて北海道を応援していきま

ルフナビ」アプリをダウンロードすれば、プレーに役立つツール

しょう！その他にもクリスマス向けの商品、日本料理の名店「大

へと様変わり！そのアプリの利用権（※）がセットになったモデ

金樓」監修のおせち「百慶千彩」など、これからの季節にピッタ

ルの一般販売が2019年3月のところ、アコーディアのゴルフ場・

リのラインナップです。年末のご挨拶やご家族への贈り物にい

練習場内の「golfrevo」では10月から先行販売！「golfrevo」以外

かがでしょうか？

のお店では、まだ購入できないモデルをいち早くGETできるチャ
ンス！ただし、300台限定なので、ご購入はお早めに。
300台限定
【F-20】アプリ利用権モデル
価格；¥62,856（税込）

北海道うまいっしょギフト

日本料理 大金樓監修

ひらとり和牛サーロインステーキ

オリジナルおせち 百慶千彩

帆立バター焼きセット / 小樽 海鮮個食鍋

価格：23,000円（税込）

ずわい蟹2杯 / 帯広名物 豚丼の具セット
大地からの贈りもの（新鮮野菜の詰め合わせ）

前年度売上

【販売期間】10月1日（月）～12月16日(日)
1億6457万円
【お届け期間】11月1日（木）～12月25日(火)
【商品詳細・お問合せ】ゴルフ場レストランもしくは
ギフト窓口までお寄せください。
ギフト窓口 TEL：03-6688-1330（受付時間 平日10：00～17：00）
※一部に販売期間 ・お届け時期を指定している商品がございます。

カラー：ブラック or オレンジ
※通常、月額240円のところ
永続的に無料で利用できます。

【スマートゴルフナビ】
アコーディア・ゴルフの全てのゴルフ場のデータが登録されています！
「プレーに役立つ機能」
・ショットレーダー
現在位置からグリーン方向を捉えます。
・グリーンセンターまでの距離表示
現在位置からグリーンセンターまでの距離を表示します。
上記以外にも、役立つ機能が充実！
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地域によって好みもわかれる？

アコーディアWeb「今月の逸品」 地域の愛され度Ｎｏ．1メニュー
全国のゴルフ場のレストランの中から、おススメのメニューをご紹介！やはりおススメメニューの定番はお肉料理ですが、
様々なバリエーションがあったり、お肉ではないメニューがおススメであったりと、ゴルフ場によって個性がありますよ。

『“大”トンテキ』

『築地直送まぐろの刺身御膳』

『那須鶏親子煮御膳』

『じゅうじゅう鉄板

2,160円

1,598円

ジンギスカン』1,620円

1,728円

十里木カントリークラブ(静岡県)

鈴鹿の森GC(三重県)

下味をつけた羊肉は特有の匂いが少
なく、ヘルシーな食材です。野菜に肉
汁をたっぷり吸わせて、自慢のタレで
お召し上がりください。（調理 平澤）

豚肩ロースを250g使用し、塩ダレとオ
リジナルソースの2種類をご用意して
いるので、味もボリュームも大満足の
一品です。（調理 山下)

スカイウェイCC （千葉県）
築地市場から直送されるまぐろは、口
の中でとろけてしまうようなトロ、味わ
い深い赤身の2種盛りを提供。お好み
で鉄火丼も承ります。（ホール 町田）

相武カントリー倶楽部(東京都)
登場から3年以上経つ不動の人気メ
ニュー。柔らかな肉質が特徴の那須鶏
を、卵を2回に分けて入れフワトロ食感
が楽しめる一品です。（ホール 熊田）

※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。

平日３回以上ご来場でチャンス！

全ゴルフ場・練習場で営業を再開しました

100万円相当ポイント争奪戦

災害による復旧作業と募金のご報告

総額100万円相当ポイントを平日ゴルファーで争奪！
ゴルフシーズンに合わせた人気企画が再び登場します。
プレー対象期間中にアコーディアWeb予約で3回以上プ
レーされた方の中から抽選で100名に10,000AGポイント
をプレゼント！

今年の夏は7月の豪雨、9月の台風21号に北海道の地震
と、立て続けに災害が発生し、当社でも多くのゴルフ場・練習
場が被害を受けました。現在は復旧作業によりすべて営業
再開しております。被災された皆さまが一日も早く穏やかな
生活を取り戻されることを、心よりお祈り申し上げます。

復旧作業の様子
『100万円相当ポイント争奪戦キャンペーン』
プレー対象期間 ： 10月1日（月）から12月28日（金）までの平日
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
からの予約で3回以上プレーされた予約代表者様の中から抽
選で100名に10,000AGポイントをプレゼント！ 詳細は コチラ

左： 協和GC（京都府、8月1日） 右： 泉佐野CC（大阪府、9月6日）

『平成30年7月豪雨による災害支援募金』についてのご報告
7月13日（水）～7月31日（火）の期間に当社が運営する全国のゴルフ施
設で実施。お客様と従業員から寄せられた募金683,162円を、当社より
の2,000,000円とあわせ、すべて被災者支援のため、日本赤十字社へ送
付させていただきました。

【編集後記】
特集でご紹介している妙義グリーンホテル＆テ
ラスに行って、初めてのグランピングを体験し
てきました。運良く、朝陽に赤く染まる早朝の妙
義山を見ることができ、その後の妙義CCのラ
ウンドも楽しめました。ホテルエリアの温泉もと
ろっとした泉質で期待以上でした。是非、皆さま
も一度おいでください！（丸毛）

先月は今年2度目の富士の杜GC（静岡県）
へ、友人たちとプレーしに行きました。気候は
穏やかでベストシーズンの秋ゴルフを満喫で
きたのですが、通常コースから大きく見える
はずの富士山にはあいにく1日中、雲がか
かってしまっていて見られず……。また次回
の楽しみにしようと思います。（皆川）

先月、以前、広報にいた庄司と彼が現在勤
めている土浦CCでプレーしてきました。当日
は、雨予報でしたが降られることもなく、すご
く綺麗なコースで快適にプレーができたので
充実した休日でした。スコアはどうだったかっ
て？残り3Hくらいで調子が良くなるスロース
ターターなので、悲惨でした……。（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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