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特集 春到来！ 美しい桜が楽しめるゴルフ場 

 

 暖かくなり、いよいよ春の到来ですね！ 今年の桜は平年より早めの開花が予想され、東京では3月22日に開花、30日に

満開を向かえる予定とのこと。今号では、綺麗な桜が楽しめるゴルフ場を一挙ご紹介します。「お花見ラウンド」ができる時

期は毎年大人気ですので、是非お早めにご予約ください。 ※参考：ウェザーマップ 桜の開花予想2019   

[宮城] 宮城野GC 

[群馬] ノーザンCC上毛コース、関越ハイランドGC  

[栃木] 喜連川CC        [埼玉] 寄居CC、こだま神川CC 

[茨城] 水戸GC、土浦CC、セントラルGC NEWコース 

[千葉] スカイウェイCC、習志野CC、空港GC成田、東京湾CC、 

 アクアラインGC、花生CC   [神奈川] 大厚木CC桜コース 

[静岡] 伊豆国際CC       [岐阜] サンクラシックGC、新陽CC 

[奈良] 万壽GC、奈良の杜GC、奈良万葉CC 

[兵庫] 白鷺GC、猪名川グリーンCC、東条パインバレーGC、 

 山の原GC、神戸パインウッズGC 

[大分] 天瀬温泉CC    [長崎] 佐世保国際CC、長崎パークCC 

[熊本] 菊地CC   [宮崎] レインボースポーツランドGC、青島GC 

山陽国際ゴルフクラブ （山口県） 

※上記ゴルフ場の桜画像をご要望の際はお問い合わせください。（03-6688-1500）  ※開花予想日は天候等により変わる場合があります。 

季節限定！全国のゴルフ場レストランで 

春を感じる「桜の塩ロール」を販売 

販売開始 ： 3月9日（土） ※なくなり次第終了 

販売店舗 ： アコーディア・ゴルフ運営ゴルフ場レストラン 

金額    ： 1ロール 1,188円（税込）  

※数量限定。一部販売していないゴルフ場もございます。 

皆川城カントリークラブ （栃木県） 大厚木カントリークラブ本コース（神奈川県） 

九州・小倉南ICから約45分、山

陽自動車道 埴生ICから約3kmと

好アクセス。36ホールからなる

丘陵コースです。春先はコース

内やクラブハウス周りで桜が見

られます。特にハウスからコー

スへ向かう道路沿いに広がる桜

のトンネルが自慢です。 

桜と言えば「大厚木カントリークラブ桜コース」が有名ですが、

隣の「本コース」も綺麗な桜がたくさん見られるのをご存知でし

たか？（写真は東コース

No.1） 都心から約60分。

全27ホールで距離も広

さも申し分ないレイアウ

トの人気コースです。  

開花予想日 

栃木県 3/28（木） 

全国に多数！桜のきれいなゴルフ場 

四日市の里ゴルフクラブ （三重県） 

開花予想日 

神奈川県 3/22（金） 

開花予想日 

山口県 3/23（土） 

開花予想日 

三重県 3/25（月） 

東北自動車道 栃木ICから約10分。東武日光線 栃木駅よりクラブ

バスも運行しており、電車でもアクセスが可能です。春は桜、秋に

は紅葉、そして正面には陸

の松島の別称をもつ県立

大平山自然公園が眺望で

きます。（写真は練習グリー

ンからの風景） 

名古屋市内から約30分。鈴鹿山脈の山々を西側に、東側から

は伊勢湾が広がるロケーション。高低差が少なくフラットな地

形のため、女性に人気の

18ホールです。到着して

すぐ、クラブハウスの駐

車場で見事な桜をご覧い

ただけます。 

餡子に静岡県西伊豆

産の桜葉の塩漬を使

用。昨年より生地のふ

んわり感がアップ！ 

北海道十勝産小豆

粒あんと桜風味の

クリームを桜色の

生地で包みました 

https://sakura.weathermap.jp/
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=089
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=903
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=038
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=138
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 4日間で1200名以上が参加！ 

グラウンドゴルフ大会報告 

アコーディア ゴルフスタジオで活動中！ 

ゴルフ初心者デビュープログラム 

 レイクフォレストリゾート（京都府）にて、2月19日から22日

までの4日間にかけて、毎年恒例の大人気イベント「第12

回 グラウンド・ゴルフ大会」を開催しました。今年はのべ

1,283名もの方々にご参加いただきました。ご高齢の方も

多いグラウンドゴルフですが、4日間とも皆さま元気に32

ホールを回られて、今年も大盛況のうちに終了しました。 

 都内インドア練習場の「アコーディア ゴルフスタジオ」に

て、初心者を対象としたゴルフデビュープログラムがスター

トしました。約2ヶ月間の短期プログラム、そして第5期に突

入した「GINGERゴルフチーム」が現在同時活動中です。目

標の18ホールラウンドデビューに向けて頑張るメンバーた

ちを全力で応援します！ 

コースデビュープログラム 

期間 ：2月2日～3月23日 

練習日 ：毎週土曜日 

人数 ：6名 

場所 ：アコーディア ゴルフ

スタジオ赤坂、東京湾CC

（3/23・コースデビュー） 

次回募集 ：6月予定 

GINGERゴルフチーム5期 

期間 ：2月3日～7月2日 

人数 ：22名（女性限定） 

場所 ：アコーディア ゴルフ

スタジオ赤坂/御徒町、ノー

ザンCC錦ヶ原（6/13・コー

ス体験）、おおむらさきGC

（7/2・コースデビュー） 

レイクフォレストリゾート 

グラウンド・ゴルフ大会 

日程 ：2月19日～2月22日 

人数 ：4日間計1,283名 

場所 ：レイクフォレスト 

    リゾート バードスプリ 

    ング松コース（1番・ 

    9番ホールを使用） 

参加費： 4,700円/1日 

    お一人様、昼食・ 

    温泉・お土産付、税込 

競技方法（4日間共通）： 

    16ホール×2ラウンド 

    計32ホールの個人戦 

詳しくは コチラ 
表彰式、お楽しみ抽選会 

本物のゴルフコースに特設されたホール  インドア練習場でレッスンを受けます 

20代～30代の初心者女性22名が参加 

アコーディアWeb レストラン今月の逸品  「春のパスタ」特集  

 今年の3月は平年より気温が高めの予報が出ており、春の訪れはいつもより早そうです。暖かくなれば、ゴルフシーズ

ン到来！ゴルフ場のレストランも、春に食べていただきたいパスタをそろえてお待ちしています！ 

上州牛のボロネーゼ 

1,566円 

甘楽CC（群馬県） 

上州牛ひき肉をじっくり炒め、トマト

ソースと赤ワインの風味をギュッと

とじこめたボロネーゼは肉の旨味

もたっぷりです。上にのせたマスカ

ルポーネチーズを絡めてお召し上

がりください。（調理 後藤） 

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。その他のメニューはコチラ（テーマ別に毎月更新） 

PASTA激辛トマト風味の 

アラビアータ 1,620円 

ニュー南総GC（千葉県） 

調理長自慢のトマトソースは、たっ

ぷりの唐辛子とニンニクがきいて

おり、辛いもの好きな方に大好評

の絶品旨辛パスタです。辛さが苦

手な方には、辛さを控えることもで

きます。 （ホール 中川） 

ラム肉のラグーソース 

カレー風味 1,188円 

加西CC（兵庫県） 

あさりと春野菜の和風パスタ

1,512円 

白鷺GC（兵庫県） 

動脈硬化や血栓予防など健康効果

が高いといわれるラム肉を使って

いますので、健康を気にされている

方にもおススメの一品です。ラム肉

のクセも気にならないようカレー風

味のスパイスで味付けしています。

（店長 山崎） 

あさりと春野菜を使った和風パスタ

です。あさりの旨味とだし汁の香り

をお楽しみいただけます。デザート

とコーヒーもセットになっているの

で、特に女性に大人気です。 

（ホール 実光） 

https://www.lfr.co.jp/news/plan037.html
https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html
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 予約すればポイントが貯まるアコーディアWebでは、プ

レー月の2カ月前までにご予約いただいた方を対象とした

「コンペ早割×400」、「早割×300」をスタートいたしました！ 
※詳細は上記をクリック。ポイントはすべてアコーディア・ゴルフポイントです。 

 

 

■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。 

http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/ 

 

ブリヂストンゴルフ ボール 

ポイントアップキャンペーン 

アコーディアWeb 新特典登場 

コンペ早割×400、早割×300 

今年は10連休！ゴールデンウィークはゴルフに行こう！ 

ゴールデンウィーク大抽選会～憧れのコースにご招待～ 

 アコーディア・ゴルフが全国のゴルフ場、練習場で運営す

るゴルフショップ「golfrevo」では、ブリヂストンの対象ボー

ルをお買い上げの方を対象にポイントアップキャンペーン

を開催します。ゴルフシーズンになれば、ゴルフの回数が

増える。ゴルフの回数が増えれば、ゴルフボールの消費量

が増える・・・お得なこの機会をご利用ください！ 

【ブリヂストンゴルフボール ポイントアップキャンペーン概要】 
期間 ： 2019年3月1日（金）～5月6日（月） 

内容 ： 期間中、ブリヂストンの対象ボールをお買い上げで、通

常ポイントに加え、１スリーブごとに150AGポイントをプレゼント！  

対象商品 ： TOUR B XS，TOUR B X，TOUR B JGR，PHYZ 

詳細は コチラをご覧ください！ 

コンペ早割×400 早割×300 

対象 

条件 

キャンペーンに応募して

9名以上で予約、プレー

した予約代表者様 

対象プランを予約、プ

レーした予約代表者様 

特典 プレー人数×400ｐｔ プレー人数×300ｐｔ 

予約 

期間 
プレー月の2カ月前までに予約 

※ コンペ早割×400と早割×300は併用できません。 

 今年のゴールデンウィーク（GW）は、平成と新元号の２つの時代にまたがる10連休！ゴルフの予定はお決まりですか？

アコーディアWebでは、キャンペーンに応募して、2名18ホール以上の予約、プレーすれば無料プレー券が当たる「GW大

抽選会」を開催します。特賞は、何と、本年、米国PGA TOURチャンピオンズ「Mastercard Japan Championship」（6/7～

6/8）とPGA TOUR「ZOZO CHAMPIONSHIP」（10/24～10/27）の開催コースである成田ゴルフ倶楽部とアコーディア・ゴル

フ習志野カントリークラブの1組4名招待プレー券！大会後間もない時期のプレー枠を特別にご用意しましたので、世界的

プレーヤーがプレーした夢の舞台でのラウンドをゲットしてください！ 

【GW大抽選会～憧れのコースにご招待～概要】 

プレー期間： 2019/4/27（土） ～ 5/6（月） 

対象者： アコーディアWebでキャンペーン応募後、2名、18ホー

ル以上のご予約、プレーをされた予約代表者様 

抽選資格： 1回の予約プレーに対して1口の抽選権。 

  期間中のプレー回数が増えれば当選確率は拡大します！ 

賞品： 成田GC 1組4名様招待プレー券  ・・・ 10名様 

      プレー日 2019/6/13（火）、6/14（水）のいずれか   

     習志野CC 1組4名招待プレー券  ・・・ 10名様 

      プレー日 2019/11/5（火）～11/8（金）のいずれか 

     全日1名無料プレー券 ・・・ 50名様   詳細はコチラ   

     平日1名無料プレー券 ・・・  100名様 （3/4UP予定） 

Mastercard Japan Championship 

アコーディア チャレンジも 3月1日より、第3期を開始！ 
昨年11月から開始のロングランコンペもいよいよ残り2カ月とな

りました！成田GCでの公式プロアマ出場権の特賞も残り3名

様のみとなります！奮ってご参加を！    詳細はコチラ 

アコーディア・ゴルフ 習志野CC 

クイーンコース 16番 
成田GC 11番 

新ルールが施行されてから初めてのラウンド。早速、ピンを立てたまま

のパッティングをしてみました！ピンを抜くストレスもなく“サクサク”ラウ

ンドできますし、狙える目標があるのでショートすることが少なく、長め

のパットがいつもより入りました。ただ、ボールを取り出すときにはカップ

のフチを傷めないように注意が必要ですね。一度ピンを抜く方が良いか

もしれないと感じました。（丸毛） 

全国で数百万本あると言われるソメイヨシノは、実はすべて1本の原木

のクローンだと聞きました。種子で増えることのないソメイヨシノを増や

す方法は接ぎ木しかなく、毎年各地で楽しまれる桜は、人の手で地道

に増やしていったものなのだとか。寿命が短く、病気にかかりやすいと

いうこの桜の木。これからも大事にしていきたいですね。花粉症には辛

い時期ですが、今年も必ずお花見は行こうと思います。（皆川） 

https://www.accordiagolf.com/campaign/compe-hayawari/
https://www.accordiagolf.com/campaign/hayawari/
mailto:pr@accordiagolf.com
http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/
https://www.golfrevo.com/campaign/detail_19sp_bspoint.php
https://www.accordiagolf.com/2019/gw/
https://www.accordiagolf.com/challenge-cup/

