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今年はどこにゴルフに行きますか？

アコーディア・ゴルフの「部門別ランキング」を発表！

皆さま、明けましておめでとうございます。2019年第1号のアコナビでは、新年恒例の企画として、グループのゴルフ場の
中でさまざまな部門で“１位”に輝いたゴルフ場をご紹介します。是非今年訪れるゴルフ場の参考にしてください。
今年１年も皆さまのゴルフライフが充実したよい年になりますように！
※すべて2018年1月～2018年11月データより当社集計

公式予約サイト「アコーディアWeb」 人気ゴルフ場ランキング
※アコーディアWebで予約可能な134コースのうち、アコーディアWebよりご予約の上来場されたプレーヤー数の順位

2位 霞台CC （茨城県）

1位 ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 （埼玉県）

抜群のアクセスを誇るワイドな43ホール

与野ICより約8kmと都
心からほど近く、電車で
もアクセスできることもあ
り、老若男女問わずあら
ゆるゴルファーに親しま
れています。定期開催し
ているキッズコンペも毎
回大人気！（次回は1月
13日開催予定）

4位 加茂CC （京都府）
5位 セントラルGC （茨城県）
6位 取手桜が丘GC （茨城県）

3位 習志野CC （千葉県）

7位 おおさとGC （宮城県）
8位 土浦CC （茨城県）
9位 美濃関CC （岐阜県）
10位 東京湾CC （千葉県）

他社ゴルフ場予約サイトの「クチコミ」 総合ランキング
※グループゴルフ場133コースにおいて、他社ゴルフ場予約サイトからのクチコミ評価総合部門の平均値の順位 （133コース平均 ： 3.7）

1位 万壽ゴルフクラブ （奈良県） 4.5

標高500mを超える18Hの丘陵コース

2位 石岡GC （茨城県）

昨年に引き続きクチコミ
総合ランキングでグルー
プ1位に選ばれました！
各部門の評価が高く、特
に「食事が美味しい」部門 3位 おおむらさきCC（埼玉県）
で圧倒的なご支持をいた
だいております。是非ご
来場のうえ、自慢の料理
をご賞味ください。

4位 東条パインバレーGC（兵庫県）
5位 湯の浦CC （鹿児島県）
6位 ニュー南総GC （千葉県）
7位 グレンオークスCC （千葉県）
8位 ザ・サザンリンクスGC（沖縄県）
9位 ルート２５GC （三重県）
10位 神戸パインウッズGC（兵庫県）

「30代以下来場比率」部門

「女性来場比率」部門

グループゴルフ場平均 : 11.9％

グループゴルフ場平均 : 12.3％

1位 秩父国際カントリークラブ （埼玉県） 23.9％

1位 鴨川カントリークラブ （千葉県） 19.3％

昨年の22.5％から比率を伸ば
して今年も1位を獲得！約4人
に1人が30代以下という、若者
に人気の当ゴルフ場。豪快な打
ち下ろしホールで気持ち良い
ティーショットが打てます。

2位
3位
4位
5位

サンクラシックGC （岐阜県）
フォレストみずなみCC （岐阜県）
鈴鹿の森GC （三重県）
大和高原CC （奈良県）

初の1位に輝いた当ゴルフ場
は、温暖な気候の南房総に位
置する、高低差の少ないフラッ
トなコースです。併設ホテルの
客室はゆとりある広さで、ゆっ
たりとおくつろぎいただけます。

2位
3位
4位
5位

おおむらさきGC （埼玉県）
小名浜オーシャンホテル＆GC （福島県）
妙義CC （群馬県）
愛宕原GC （兵庫県）
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PGA TOURチャンピオンズ開催記念ロングランコンペ 第2期スタート

「Mastercard Japan Championship アコーディア・チャレンジ」がさらにパワーアップ！
11月からスタートした「Mastercard Japan Championshipアコーディア チャレンジ」の第2期が1月1日からスタートしまし
た！第1期は、全国135のゴルフ場で、2カ月間で12万人以上のゴルファーに参加いただき、大好評をいただきました。それ
ぞれの期の順位で賞品があたりますので、既に参加された方も、まだ参加されていない方も、是非ご参加ください！

１．参加賞のボールがパワーアップ！

3．レジェンドの応援でパワーアップ！
新帝王トム・ワトソン選手
からアコーディア・チャレ
ンジへの応援メッセージ
を アコーディア・ゴルフ公
式ホームページ にアッ
プ！必見です！

参加賞として、これまでのXXIO
Super Softに加え、1月中旬から
は、2月8日発売予定のNEWスリ
クソン Z-Starの選択が可能とな
ります。参加者は、話題のニュー
ボールを発売前にゲット！

２．新キャンペーンでパワーアップ！
ロングランコンペに参加して、プレー
当日にMastercardでお支払いをされ
ると、もれなく、ロゴ入りボール（ブリ
ヂストンスポーツTour Bボール）を
プレゼント。ボールがなくなり次第
終了しますのでお急ぎください！

【Mastercard Japan Championship
アコーディアチャレンジ概要】
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（Webからの予約は300円）
賞品総数： 5,000点以上（上位、および飛び賞）
参加方法： プレー日当日申し込み、
あるいは、Webにて対象プランを予約
詳細はコチラ。

第4期ラウンドデビュー成功！

アコーディアWebキャンペーン

GINGERゴルフチーム5期の開始も決定

「お好きな商品」を1つプレゼント！

昨年7月から都内の「アコーディア ゴルフスタジオ」で練
習を重ねた初心者女子たちによる「GINGERゴルフチーム4
期生」は12月5日（水）におおむらさきゴルフ倶楽部にて最
終目標のラウンドデビューを達成しました！ 4期生はこの
日で晴れて卒業し、ゴルファーの仲間入りです。そして早
速第5期の活動も決定し、2月の開始に向け準備中です！

公式予約サイト「アコーディアWeb」では、1月15日（火）か
ら3月15日（金）までの平日プランをご予約&プレーいただく
と予約代表者様の中から抽選で100名様に「お好きな商
品」を１つプレゼントするキャンペーンを実施しています。
「全国銘柄豚とんてき～食べ比べセット～」など、ご家族に
も喜ばれるグルメギフトが選べます。是非ご参加ください！

GINGERゴルフチーム4期生
人数
： 22名（女性）
平均年齢 ： 29.47歳
活動期間 ： 2018年7月～12月
活動場所 ： アコーディア ゴル
フスタジオ（赤坂/御徒町）、
アコーディア・ガーデン東京ベ
イ、ノーザンCC錦ヶ原G場、
おおむらさきGC

4期生ラウンドデビュー
集合写真

2月から第5期活動開始！
現在発売中の『GINGER』誌上
と、アコーディア ゴルフスタジオ
赤坂、御徒町にて5期生メン
バーを募集しました。今回選ば
れる5期生たちは、今年7月に予
定しているラウンドデビューを目
指し、2月からゴルフスタジオで
の練習を開始します。

5か月間の集大成！
練習の成果を発揮できました

「お好きな商品」を１つプレゼントキャンペーン 概要
プレー対象期間：2019年1月15日（火）～3月15日（金）の平日
・Aコース ： 国産素材のオリジナルハンバーグセット
・Bコース ： メンチカツ×コロッケオリジナルコラボセット
・Cコース ： 京丹波高原豚 味噌漬け（箱入）
・Dコース ： 全国銘柄豚とんてき ～食べ比べセット～
・Eコース ： ACCORDIA GOLF ポイント 3,000ポイント
※抽選・当選発表は2019年3月下旬を予定しております。
※対象期間中にアコーディアWebより本キャンペーンに
ご応募いただいた方に限ります。

詳細は コチラ
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ほっとするおいしさ！ アコーディアWeb 「和食メニュー」特集
ゴルフ場のランチは「がっつり」派も多いですが、ほっと落ち着く和食メニューも根強い人気です。ヘルシーで飽きのこな
い味は幅広い世代のお客さまから支持されています。次回のラウンドでは是非！（金額はすべて税込み）
『海鮮ちらし寿司』 1,980円

『錦ヶ原和膳』 1,512円

四日市の里GC （三重県）

ノーザンCC錦ヶ原 （埼玉県）

大ぶりな赤エビや明石産のタコをはじ
め、ウニやイクラなど豪華食材を色鮮
やかに盛り込みました。調理長特製の
シャリと海鮮の相性は抜群です！
（調理 内田）

低カロリーに仕上げた優しい料理。メイ
ンの魚の焼き物や煮つけ。麦飯にマグ
ロの赤身をプラスしたとろろ、湯葉こん
にゃく、野菜の和え物の小鉢2種をそえ
て。（調理長代理 石鉢）

『黒田庄和牛・播州百日どり

『黒瀬ブリ丼』 1,944円

すき焼き』 2,480円

青島GC （宮崎県）

白鷺GC （兵庫県）

日向灘の沖合で丁寧に育てられている
ブランド養殖魚「「黒瀬ぶり」を調理長特
製のたれでどうぞ。ブリのから揚げ、ア
ラ汁とのセットでブリをご堪能ください。
（ホール 安藤）

肉本来の旨味と甘味を兼ね備えた極上
の「黒田庄和牛」と百日かけて育てられ
た甘味が際立つ「播州百日どり」はどち
らも兵庫県産。地元の味をたっぷりの
野菜とどうぞ。（総調理長 木村）

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。

皆さまとともに歩む歴史の足跡がまた一つ刻まれます

おかげさまで9か所のゴルフ場が節目の年を迎えます
2019年は、おかげさまで9カ所のゴルフ場が開場50周年・40周年・30周年・20周年という節目の年を迎えます。その中で
最も歴史のある50周年を迎えるのは「大津カントリークラブ東コース」と「愛鷹シックスハンドレッドクラブ」。その2コースが
開業した1969年は、「人類初の月面着陸」という大きなニュースのあった年でもありました。
50周年

大津カントリークラブ東コース（滋賀県）
愛鷹シックスハンドレッドクラブ（静岡県）

写真左

40周年 菊池カントリークラブ（熊本県）
石川ゴルフ倶楽部（石川県）

写真右

東京湾カントリークラブ（千葉県）
30周年 ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）
彩の森カントリークラブ・ホテル秩父（埼玉県）
グレンオークスカントリークラブ（千葉県）
20周年 大津カントリークラブ西コース（滋賀県）
謹

賀

新

年

昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。アコナビでは本年も皆さまにご満足いただけるよう、
様々な情報を発信してまいりますので、お気付きのことは何なりとご指導いただければ幸いです。
本年も皆さまが御健勝で御多幸でありますよう、心からお祈り申し上げます。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

【編集後記】
新しい年がやってきました。今年は、6月に「Mastercard Japan Championship」、10月に「ZOZO CHAMPIONSHIP」とふたつのPGAツアーイベン
トが当社運営のゴルフ場で開催されます。また、フランスでの女子サッ
カーのワールドカップ、ラグビーのワールドカップと続き、そして、来年は
ついにオリンピック！スポーツ好きの私としてはワクワクする一年となり
そうです。（丸毛）

明けましておめでとうございます。毎年アコナビ1月号の編集後記で新
年初打ちの報告をしていましたが、今年は残念ながらまだ行けておりま
せん……。昨年は一度だけギリギリ100切りができましたが、その後は
なかなか安定せず相変わらず伸び悩んでいます。今年こそベストスコア
更新をここで報告することを目標に、また1年頑張ります！（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・CSR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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