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技術・精神力が試される、「難関ホール」に挑戦！

アコーディア・ゴルフ運営の全国ゴルフ場から、アスリート志向のゴルファーや、ゴルフが上手くなりたい方に是非おスス
メしたい、戦略性の高い「難関ホール」を特集します。ゴルフ場スタッフたちが「パーセーブも至難の業！」と紹介するホー
ルで、腕試ししてみてはいかがでしょう？ ※ヤーデージはすべてレギュラーティからの距離

難関 Par5
習志野カントリークラブ （千葉県）

難関 Par4

難関 Par3

セントラルGC 麻生コース （茨城県） 小名浜オーシャンホテル&GC（福島県）

キングコースOUT4番 583ヤード

INコース17番 434ヤード

INコース16番 144ヤード

距離があるロングホール。FWが馬の背状
態にうねっているので、距離感が必要。
変則3段のAグリーンはピン位置によって
かなりの高難度となります。

ティーイングエリアから200Y右前方に池
が横たわり、FWも狭い。グリーン周りも
ガードバンカーとグラスバンカーが待ち構
えるため、2打目が攻略の決め手。

当ゴルフ場の名物海越えホール。距離は
長くはありませんが、海からの風が影響さ
れることも多く、的確なクラブを選択し思
いっきり振り抜くことがおススメです。

成田ゴルフ倶楽部 （千葉県）

鈴鹿の森ゴルフクラブ （三重県）

石岡ゴルフ倶楽部 （茨城県）

OUTコース3番 567ヤード

INコース14番 377ヤード

OUTコース8番 170ヤード

当ゴルフ場で最も距離の長いロングホー
ル。右奥の池やバンカーが恐怖感を誘い
ます。Par3の16番とグリーンを共有する
“ダブルグリーン”のホールです。

青木功設計。やや左ドッグで、左には高い
木、右に飛びすぎると林帯がありグリーン
が狙いづらく、ティーショットが難しいホー
ルです。無理せずFWセンター狙いで。

2006年のアコムインターナショナル初日
で立山光広プロが「19」を叩き日本プロゴ
ルフ史上ワースト記録を出したことで話題
になった名物ショートです。

山形南カントリークラブ （山形県）

白鷺ゴルフクラブ （兵庫県）

ザ・サザンリンクスGC （沖縄県）

INコース15番 579ヤード

INコース17番 285ヤード

OUTコース8番 120ヤード

常連の間では「アリソンのホール」で通っ
ているロングホール。セカンドから右サイ
ドはすべて谷、さらにグリーン手前はアゴ
が2m超のバンカーが待ち構えます。

グレッグ・ノーマン設計。1オンも可能です
が狭いFW脇とグリーン周りに計9つのバン
カーが待ち構えるのに加え、左サイドは
ティー前の池が奥まで伸びていて要注意！

眼下に太平洋が広がる絶景ホール。海
からの風が40m超の断崖に跳ね返り、縦
に渦巻く。風の影響を読んだクラブ選択
が攻略の鍵となります。
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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

関西の７コース共通の平日年度会員

「プライム７」が大人気です！

第1期賞品当選者発表！
昨年11月から全国134のゴルフ場で開催されているロン
グランコンペ「Mastercard Japan Championship アコーディ
ア チャレンジ」。12月末までの第1期が終了し、このほど、
賞品当選者が発表されました！
特賞の「公式プロアマ招待」が、第1位、100位、10,000位
の3名、JALマイル12,000マイルが第3位、50位、500位から
8万位、10万位まで20名など飛び賞での賞品の他、ゴルフ
場ごとの順位でも無料プレー券などの賞品が当たりまし
た。ロングランコンペは、4月末まで第2期、3期と続きます
ので、さらなる挑戦をお待ちしています！
詳しい結果は、コチラ
Mastercard Japan Championshipアコーディアチャレンジ
第1期（2018年11月～12月） 記録あれこれ
特賞当選者：
（参加コース）

千葉県
兵庫県
千葉県

横尾様 （アクアラインGC）
花本様 （猪名川国際CC）
菅澤様 （グレンオークスCC）

参加者数： のべ約 126,000名
11月 約 56,000名
12月 約 70,000名
個人の最多参加回数： 25回
ゴルフ場別参加者数第1位：
寄居カントリークラブ
（埼玉県）
約3,400名

京都府、奈良県、三重県の7コース共通の平日年度会員
「プライム７」が開始3カ月で2,000名以上の入会者の集ま
る大人気企画となっています！
この「プライム7」は、60歳以上の平日年度会員「花しょう
ぶ会」（会員数約300名）をベースとし、対象年齢を満25歳
以上に、また、対象ゴルフ場を3コースから7コースに増や
し、昨年10月にリニューアル。入会ポイントやご来場ごと
のポイントなどお得な特典が好評です。
入会は各ゴルフ場フロントまで。 詳しくはコチラ
プライム7 概要
入会者数： 2,595名（2019/1/31現在）
対象ゴルフ場： 京都府
協和GC、加茂CC、
レイクフォレストリゾート
奈良県
奈良万葉CC、大和高原CC
奈良の杜GC
三重県
ルート25GC
対象者： 満25歳以上の
ポイントカードホルダー
入会金： 5,000円
有効期間： 入会日より
翌年の入会月末日まで
特典： 1. 入会時に2,000ポイント進呈
2. ご来場ごとにポイント進呈
加茂カントリークラブ
（300ポイント～）
3. 年度会員限定オープンコンペに参加可能

春はもうすぐ！ 「春幹事さんに
ポイントプレゼントキャンペーン」
アコーディアWebで3月から5月末のうちに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「春幹事さんポイントプレゼントキャンペーン」
を開催中！ また、「コンペリピート予約専用サイト」と併用
すればさらに3,000AGポイントをプレゼント！ 春のコンペ
予約はおトクなアコーディアWebで。

P2

アコーディア・ガーデン志津が
車がなくてもアクセス可能に！
アコーディア・ガーデン志津（千葉県）が、京成本線ユーカ
リが丘駅と臼井駅を結ぶ「佐倉市コミニュティバス」を使って
のアクセスが可能となりました。100打席、250ヤードのドラ
イビングレンジに加え、池や樹木が大胆にレイアウトされた
本格林間ショートコースが付帯したゴルフ練習場は、上達
を目指す中・上級者はもちろん、まだコースに出たことのな
いビギナーの方のコースデビューにもおススメです。
アコーディア・ガーデン志津へのアクセス
【電車・バス】 京成本線・ユーカリが丘駅南口から佐倉市コミ
ニュティバス（大人200円）で約10分。 【車】 東関東自動車道・
四街道ICから約10分、または千葉北ICから約15分

春幹事さんにポイントプレゼントキャンペーン
プレー対象期間 ： 2019年3月1日（金）～5月31日（金）
概要 ： 対象期間中にアコーディアWebの「My ACCORDIA」から
キャンペーンにご応募の上、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6,000AGポイント）をプレゼント！
詳しくは コチラ

料金表 （一般）

平日

土日祝

1球打ち

7円

8円

打ち放題 （90分、1F）

1,050円

1,550円

ショートコース （1R・9H）

2,315円

3,241円
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アコーディアWeb 「ゴルフ場名を冠した名物メニュー」特集
ゴルフ場名をつけたメニュー。それは、ゴルフ場を代表する名物メニューということを表すと同時に、調理長のプライドの
証。是非、おいしいお料理と調理長の心意気をご堪能ください！
金額はすべて税込。各メニューの提供期間は限られています。
『みしま海鮮丼』 1,944円
三島CC （静岡県）

『秩父御膳』 3,240円
彩の森CC・ホテル秩父（埼玉県）

マグロや鯛など新鮮な魚介をちり
ばめた三島CCの名物料理です。
桜エビや釜揚げシラスの小鉢もつ
いた豪華な一品！目の前の駿河
湾を眺めながらの海鮮丼は格別で
す！（調理 藤原）

ホテル宿泊者限定の夕食メニュー。
醤油ベースのスープに7種のキノコ
と県産豚ロースでヘルシーで栄養
たっぷりです。締めは名物「おっきり
こみ」うどんで！（調理 橋本）

『神戸ランチ』 2,160円
神戸パインウッズGC（兵庫県）

『万壽御膳』 2,592円
万壽GC （奈良県）

「神戸ランチ」は、季節がわりの洋食
ランチ。この冬は、兵庫県西脇市のブ
ランド牛“黒田庄和牛”100%の煮込み
ハンバーグ！調理長自慢のデミグラ
スソースが肉本来の旨味を際立たせ
ます。（ホール 中井）
その他のメニューはコチラ（テーマ別に毎月更新）

予約サイトでも料理への評価が高
い万壽GCの四季折々の料理を取
り入れた看板メニュー。今月は、寒
い季節にぴったりの海鮮鍋をメイン
にバラエティ豊かな小鉢と天婦羅
をセットにしました。（ホール 江見）

静岡・神奈川ゴルフ場、練習場合同企画 「平日限定スタンプラリー」開催中！
平日ゴルファーの方におすすめ情報です！アコーディア・ゴルフが運営する静岡県、神奈川県エリアの4つのゴルフ場と
2つの練習場で「平日限定スタンプラリー」を実施中です。4月5日（金）までのキャンペーン期間中に、対象のゴルフ場、練
習場をご利用いただき、スタンプを集めてください。来場回数に応じて、最大5,000ポイントを差し上げます！静岡や小田
原は、冬季でも温暖な気候で、ゴルフ場から駿河湾や冠雪した美しい富士山を見られるのも楽しみのひとつです！
【静岡・神奈川ゴルフ場、練習場合同企画】
「平日限定スタンプラリー」概要
対象期間：

2019年4月5日（金）の平日まで

対象ゴルフ場：

愛鷹シックスハンドレットC、三島CC、
伊豆国際CC、小田原GC 松田コース

対象練習場：

アコーディア・ガーデン茅ヶ崎、
アコーディア・ガーデン三島

① 平日18ホール以上のラウンドで1回押印。

駿河湾が一望できる
愛鷹シックスハンドレッドクラブ

富士山もきれいに見える
三島カントリークラブ

② 来場3回目で2,000ポイント、5回目で3,000ポイントプレゼント
③ 5回の内、練習場はいずれか1回のみ、ゴルフ場は1カ所1回のみの押印となります。
④ キャンペーンページ（コチラ）からスタンプカードをダウンロード、印刷してご持参ください。
【編集後記】
「プリデスティネーション」という映画を見ました。イーサン・フォークがタ
イムスリップする話で、過去、現実、未来が複雑にからまりおもしろかっ
たです。少し前に見た「インターステラー」という映画でも、星の重力の違
いで時間の経過に差があるためその星の地上での1時間が通常の7年
に相当するというくだりがあり、時間について考えさせられた1月でした。
2019年になり、はや一カ月。日々を大切に生きねばと思います。まずは、
いまだ初打ちに行っていないのが問題ですね。（丸毛）

今号の特集では難関ホールをたくさん紹介いたしましたが、私にとって
の難関ホールNo.1は、石岡ゴルフ倶楽部の16番（Par5）です。1打目着地
点付近にフェアウェイバンカー、そしてグリーン手前には池と深いガード
バンカーがあり、人によって攻め方が様々。順調に刻んでやっと池を越
えたボールはバンカーへ吸い込まれ……毎度大叩き必至です。いつか
このホールでパーをとりたい！と思うコースがあると、何度もチャレンジし
に行きたくなりますよね。（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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