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PGA TOURチャンピオンズ「Mastercard Japan Championship」
来年6月7日（金）の大会初日まで 残り 218日！

2017年9月以来、2年ぶり2回目の日本でのPGA TOURチャンピオンズの公式トーナメントとなる「Mastercard Japan
Championship」が来年の6月に成田ゴルフ倶楽部（アコーディア・ゴルフ）にて開催されます。大会の開催に向けて、トム・ワ
トソン氏を迎えての「メディアデー」や大会を記念した6カ月にわたるロングランコンペが開催されるなど、さまざまなイベント
で、レジェンド達が戦いを繰り広げる大会までのカウントダウンが始まっています。

10/9の「Mastercard Japan Championship」メディアデーにトム・ワトソン氏が来場！
成田ゴルフ倶楽部で行われたメディアデーには、38名のメディア関係者の皆さまが出席。希望者による午前中のラウンド
では、何と一組ずつ、新帝王と呼ばれた名プレーヤーで Mastercardアンバサダーでもあるトム・ワトソン氏がデモンスト
レーションショットを披露。その後、皆さまには、大会に向けて準備の進む成田ゴルフ倶楽部でのプレーをご堪能いただき
ました。 記者会見では、ワトソン氏が倉本昌弘PGA会長に、尾崎将司プロの
「Mastercard Japan Championship」概要
出場への働きかけを直談判し、倉本会長が快諾する場面も。また、アジアパ
シフィックアマチュアゴルフ選手権で優勝した金谷選手への期待を述べるな
日程： 2019年6月7日（金）～9日（日）
ど、ワトソン氏の人柄と親日家ぶりもよくわかるイベントとなりました。
場所： 成田ゴルフ倶楽部
（アコーディア・ゴルフ）
競技方法： 54ホールズストロークプレー
出場人数： 68名（内、招待選手8名）
賞金総額： 250万USドル

トム・ワトソン氏も登場！

記者会見も、おおいに盛り上がりました

大会開催を記念し、全国135のゴルフ場で参加できるロングランコンペ

「Mastercard Japan Championship アコーディアチャレンジ」が本日よりスタート！
特賞は、「Mastercard Japan Championshipのプロアマご招待」という夢のようなロングランコンペが、全国のアコーディア・
ゴルフ運営のゴルフ場135ヶ所で始まりました！参加費500円（Web予約、3組以上のコンペ予約なら300円）で参加するた
びに、もれなく、大人気のゴルフボールXXIOスーパーソフトXかSrixon Z-star（2019年1月～）がもらえますので、実質無
料。その上、アコーディアWebで該当のプランを予約すれば、300アコーディアポイント×人数分が予約代表者にプレゼント
されます。さらに、来年1月からは、ロングランコンペ参加者がMastercardで当日のお支払いをされると、Mastercardロゴ入
りボール（Tour B）1個がもらえるキャンペーンもスタート予定。（なくなり次第終了）お得なコンペに、是非ご参加ください！

6カ月間、何度でも参加OK！
【概要】
期間： 2018年11月1日（木）～2019年4月30日（火）
対象ゴルフ場： アコーディア・ゴルフ運営135のゴルフ場
参加費： 500円
※但し、以下の場合は300円
① Webからの予約（アコーディアWebからの予約なら
さらに、予約代表者に 300pt×人数をプレゼント）
② 3組以上のコンペ予約で事前に参加申し込み
賞品総数： 5,000点以上（上位、および飛び賞）
参加方法： ゴルフ場来場当日にフロントで、あるいは、
Webで該当プラン予約でお申し込み
集計： ダブルペリア方式（ダブルパーカット/上限なし）

賞品は、合計5,000点以上！
ダブルペリア集計で誰にでもチャンスが！
特賞：

「Mastercard Japan Championship 」
プロアマご招待 （Mastercard提供） 9名
賞品： 全国のゴルフ場無料プレー券
3,780名
アサヒスーパードライ 1年分
9名
メルセデスベンツ キャディバッグ
6名
JALマイル 12,000マイル
90名
CASIOスマートウォッチ プロトレック 160名
UCCドリップポッド抽出機
268名
※2ヶ月ごとに集計の上、順位を確定

参加賞： XXIOスーパーソフトX、あるいは、
Srixon Z-star （2019年1月～）
1個
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アコーディアWeb 「今月の逸品」

食欲の秋にはガッツリと！ 『メガ盛りメニュー』のご紹介
アコーディアWebレストランページ「今月の逸品」で過去に紹介し、大変ご好評をいただいた特集『メガ盛りメニュー』の
2018年版を公開します！ 今年は、どんな“食欲の秋”があるかな？ ステーキ2枚乗せや、「わらじカツ」3枚乗せなど、
誰もが驚く大盛りランチをご紹介しています。ガッツリ食べたい大食い自慢のあなたの味方を要チェックです！
『アンガス牛鉄板
ダブルステーキ』 3,564円
アクアラインGC （千葉県）

『メガトンテキ』
2,484円
鈴鹿の森GC （三重県）

アンガス牛ステーキの倍量メニュー
（300g）です。熱々のペレットを使って、
最後までお好みの焼き加減でお召し上
がりいただけます。ジュウジュウとはぜ
る音と共に、赤身肉の旨みをご堪能くだ
さい。（調理長 齊藤）

四日市名物のスタミナ料理「とんてき」
を通常の倍の量（500ｇ）でご提供！ 当
クラブ特製のオリジナルソースと塩ダレ
の2種類をご用意した人気No.1メガメ
ニューでガッツリとパワーチャージしてく
ださい。（調理担当 山下）

『わらじカツ満腹メガ盛り』
2,160円
秩父国際CC （埼玉県）

『男盛り（おとこもり）カレー』
1,782円
佐世保国際CC （長崎県）
大盛りを超えた“男盛り”は、トッピング全
種乗せ！ 「こんなに食べられるの？」の
心配をよそに、5月の登場以降、「色々
食べれて満足」との声を多数いただき、
リピーターも増え、今ではすっかり定番メ
ニューになりました。（ホール 城間）

秩父グルメで代表的な「わらじカツ丼」を、
カツ3枚乗せでご提供！ とにかく圧巻の
ボリュームで、ガッツリ食べたい若い男性
からご支持いただいています。他にも「カ
ツカレー満腹メガ盛り」、「天ざるメガ三段
盛り」もございます。（調理担当 小崎）

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。

習志野CCキング・クイーンコースで
ゴルファーの健康を考えた食を提供！

RIZAPとのコラボで実現！
「低糖質シュークリーム」全国販売開始

習志野CCキング・クイーンコースでは、アレルギー、糖質
制限や年齢、宗教的など、さまざまな理由による食の障壁
に関わらず、食を通じた心の充実と健康を皆が得られるよ
うな「食のバリアフリー化」の環境づくりを目指し、ゴルフ場
初のヴィーガン※対応メニューの考案に取り組んでいま
す！ ※乳製品、蜂蜜などを含む動物性食品を一切取らない完全菜食主義者

RIZAPと共同開発した「味わい濃厚 低糖質シュークリー
ム」を本日より、全国の運営ゴルフ場で販売を開始しま
す。糖質量50％OFF（当社比）を実現したこのシュークリー
ム、食べられるのはアコーディア・ゴルフのゴルフ場だけ。
皆さまの「結果にコミット」を応援します！

習志野カントリークラブ キング・クイーンコース （千葉県）
健康ランチメニュー企画 「食のバリアフリー」
「今後はゴルフ業界でも健康趣向の波がやってくるであろうと想定し、
どんな方にも対応できるレストラン作りをと2年前から準備を進め、全対
応型メニューを完成させました。ベジタリアン、ヴィーガン対応メニュー
は今後不可欠となると思っています。女性は特に健康に対する関心が
高いようで、ご好評いただいております」（調理長 森谷）

1個当たり

糖質約10.7ｇ
糖質50％OFF！
※当社ミルクシュー
比較

『体にやさしい ヴィーガンカレー“ターリー”スタイル』
1,609円 ※秋限定メニュー（11月7日～27日まで）

ターリー：盆皿
十五穀米＆和
風チャパティー
（全粒小麦粉を
使用したインド
の薄焼きパン）

アチャール（ピクル
ス）、スーパーフー
ド「シーベリー」の
豆乳ヨーグルト、
グリーンサラダ・黒
酢玉葱パクチード
レッシング

※数に限りがございますので事前予約がおすすめです。（0476-48-5006）
※価格は全て税込。写真はイメージです。

豆乳・植物性クリー
ム・おからパウダー
を使用したクリーム
を入れ、すっきりと
した味わい

RIZAP × ACCORDIA GOLF コラボレーション企画
『味わい濃厚 低糖質シュークリーム』
販売場所 ： 全国の運営ゴルフ場レストラン
料金： 4個 セット 1,200円 （単品販売もあり 1個 320円）
※一部販売していないゴルフ場もございます。
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業界初！ ゴルフシステム連携型「テーブルオーダーシステム」を開発
当社は運営するゴルフ場レストランにて、業界初となる「テーブルオーダーシステム」を開発しております。近年街中の飲
食店などでよく見かけるようになった、各テーブルのタブレットでお客さまがセルフでご注文する形式です。現在は1ヶ所の
ゴルフ場でテスト導入中ですが、本システムにより業務軽減やCS向上を図るべく、本格導入に向け検証を進めています。
新しい受注方法ならではの接客術を磨きながら、今まで出来なかったサービスの充実に取り組んでまいります。
【セルフオーダーシステム導入の目的】
① 顧客満足度向上 （ご自身のペースでのご注文、プレーフィや企画の案内表示など）
② 労働量軽減 （労働力人口減少に伴う人員不足対策）
【ご利用方法】

①各テーブルに設置されて
いるタブレットを操作

②1名のロッカーNo.を入力すると
組メンバーが表示されます

③各ページからメニューを選択。
全員の注文を確認し、完了！

翌月分のご予約なら
「得トク1,000」がお得です！
翌月分のWeb予約がお得になる「得トク1,000」。アコー
ディアWebで翌月分の「AG限定プラン」をご予約の上、プ
レーされた予約代表者の方に、毎月1回、もれなく1,000ポ
イントをプレゼントします。
11月中のご予約ですと、12月中のプレーの予約で適用さ
れます。12月は、忘年会コンペなど、まだまだ、ゴルフをす
る機会が多いのではないでしょうか？
なお、この企画は、2019年3月プレー分まで継続実施予
定です。是非、アコーディアWebでご予約し、お得にゴルフ
をお楽しみください！
詳細はコチラ。

テスト導入店舗
成田東カントリークラブ（千葉県）
※2018年9月20日～ 全卓導入

ピンクリボンガールズゴルフ2018

今年もゴルフ場がピンク一色に！
今年で9回目となる女性限定の貸し切りチャリティイベン
ト「ピンクリボンガールズゴルフ」が、10月8日（月・祝）に
7月、アコーディア・ゴルフグループ入りしたばかりの「セン
トラルゴルフクラブ 麻生コース」で、開催されました。
スループレー部門とビギナーラウンド＆レッスン部門、あ
わせて141名の女性たちが集まり、ゴルフ場は華やかな雰
囲気に。パーティーは、おいしい料理とスノーボードアルペ
ン競技選手でソチオリンピック銀メダリストの竹内智香さん
のトークショーやベストドレッサー賞表彰、豪華賞品抽選会
などで大盛り上がりとなり、楽しい一日となりました。

【編集後記】
特集でご紹介しました「Mastrecard Japan Championship ア
コーディアチャレンジ」。前回のコンペには4カ月で約19万人の
方にご参加いただきました。今回は、特賞のプロアマ招待他、
豪華賞品をかけ、のべ30万人以上の参加を見込んでいます。
何度でも参加できますので、来年の4月末まで、皆さまの参加を
お待ちしております！ （丸毛）

上でご紹介の通り、先月開催した「ピンクリボンガールズゴル
フ2018」ではスペシャルゲストとして竹内智香選手にお越しいた
だきました。竹内さんは気さくでお話し上手な素敵な方で、ちょう
ど最近ゴルフを始め、ゴルフをモチベーションにトレーニングに
励むほどハマっているとか。なかなかスコアが伸びずに苦戦し
ていると聞き、とても親近感が湧きました！ （皆川）

■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／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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