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『HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF』 開催決定！

当社は、本間ゴルフと共同主催で、2015年10月8日（木）～10月11日（日）に、『HONMA
TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF』をTROPHIA GOLF（トロフィア・ゴルフ）ブランドの第
1号ゴルフ場である「石岡ゴルフ倶楽部」にて新規開催いたします！
ゴルフを制する歓びを知るプレーヤーの真のステージを目指す「TROPHIA GOLF」と、熱意
系ゴルファーおよびプロゴルファーに向けたブランド「TOUR WORLD」を掲げる本間ゴルフの
「熱意系戦略」のコンセプトが合致し、この度共同で開催する運びとなりました。
詳細については確定になり次第、順次発表いたしますので、ご期待ください！
[本トーナメントについてのリリース]

石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）

本間ゴルフ http://www.honmagolf.co.jp/img/news_459781065548eca789ec9d.pdf

http://www.trophiagolf.com/ishioka/

アコーディア・ゴルフ http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20141216144959.pdf

常に上を目指す、すべての
プレーヤーのためのブランド
「TROPHIA GOLF」とは？

石岡ゴルフ倶楽部が多くの
アスリートゴルファーに愛される“秘密”
石岡ゴルフ倶楽部は『帝王』ジャック・ニ
クラウスが設計、1994年に開場したゴルフ

2013年10月に石岡ゴルフ倶楽部をリニューアルして始

場で、ニクラウス自らも「私が知りえる日

動した「TROPHIA GOLF（トロフィア・ゴルフ）」は、コースク

本のゴルフ場の中では最高だ」と評したと

オリティにこだわるゴルファーをターゲットとしたブランドで

伝えられています。

す。プレーヤーのチャレンジング・スピリットを刺激する
トーナメントクオリティのコースの戦略性、セッティング、コ
ンディションを提供いたします。

また、1999年から2006年まで国内男子
ツアー「アコムインターナショナル」が開催
され、2003年開催時に倉本昌弘プロが59

現在、当ブランドで運営する

という当時の最少ストローク新記録を樹

ゴルフ場は石岡ゴルフ倶楽部

立、また2006年には8番（Par3）にて立山

と、習志野カントリークラブキ

光広プロが19打を記録しました。さまざま

ング・クイーンコース（千葉県

な記録やドラマを生み出したコースです。

印西市）の２ケ所。

さらに、練習場はコース球のTitleist Pro

ゴルフ場のポテンシャルを活かしたコースセッティング

V1が打てる330Yの打球練習場とアプロー

で、プレーの度に、まるでプロトーナメントでプレーしてい

チ、バンカー、パッティングの練習場を完

るような感覚を味わっていただけます。

備し、プレーヤーの欲求を満たすに十分

http://www.trophiagolf.com/

最近のプレスリリース
2014年12月25日 平日ゴルファー対象企画 第二弾！全国

の運営ゴルフ場100ヶ所で使える『ACCORDIA GOLF平日
スタンプラリー』を実施 http://www.accordiagolf.co.jp/file/

支配人も実はアスリートゴルファー
2014年より石岡ゴルフ倶楽部に着任し
た藤田支配人は、大阪学院大学ゴルフ部
で優勝した経験を持つ、まさにアスリート
ゴルファー。「当倶楽部は、ゴルファーに
とっては最高の環境です。また、プレーす

レー券」をプレゼント！

練習場“０番ホール”

出身。「関西インターカレッジトーナメント」

期間に全国グループゴルフ場で
４回のご来場ごとに「平日無料プ

倉本プロ ロッカー
（写真下：スコアカード）

な設備となっています。

1 月 26 日（月）～ 6 月 30 日（火）の
平日プレーをされた方を対象に、

クラブハウス２F
“レジェンドウォール”

るティグラウンドによってホールの表情が
変わり、攻め方・難しさがあります。皆さま
の挑戦をお待ちしております。」

支配人 藤田成敬
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当社が運営する女性のためのゴルフ情報サイト

『 L-Style 』の会員登録者数が10,000人を超えました！
当社が運営する女性のためのゴルフ情報サイト『L-Style 』の会員登録者数が10,000人を超えました。L-Styleは
2005年より開設し女性ゴルファーのための様々なイベントやキャンペーンを行ってきましたが、この度の10,000人
登録者突破を記念してキャンペーンを行います。

『 L-Style』 10,000人突破キャンペーン
□ 開始日 2月1日（日）

『L-Style』では10,000人突破キャンペーン等のイベント・キャン
ペーンも行っているほか女性ゴルファーへの様々なコンテンツ
があります。
ハローキティ とのコラボ企画

□ 内容
アコーディア・ゴルフ公式予約サイトからご予約・プレー
頂いたL-Style登録者を対象に先着1,000名様に
アコーディア・ゴルフポイントを500ポイント付与

ポイントカード、ハローキティ カート、ハローキティ コンペなど
初心者ゴルファー対象
女性限定ゴルフデビューイベント「Easy Golf」の開催や、ゴルフ
用語集、マナー教室、スマートGOLFマニュアルなど
中級者ゴルファーを対象
Web Lessonや会員権の選び方、合宿ゴルフのススメやクラブ
フィッティングの方法など
各種キャンペーン
当社の運営するゴルフ場でプレーして応募するとポイントやゴ
ルフグッズが抽選で当たる「PLAY＆GETキャンペーン」など

冬のゴルフもこれで楽しくなる

ゴルファーのための冬グッズはここまで進化した！！
ボタン一つで全身温か、体が動きスコアも良くなり心も温か

テラヘルツ（超遠赤外線）ヒーターベスト

ゴルフレボでは、新たな冬ゴルフの必需品、ヒーターベストを
好評発売中です。このヒーターベストはテラヘルツ（超遠赤外
線）という最新技術によって抜群のあったかさを実現していま
す。この1着があれば冬ゴルフの寒さのストレスから解放され、
快適なラウンドができること間違いなしです。販売店で実際に
ご試着できますので、是非ご来場をお待ちしております。

販売価格 14,990円（税込）
※バッテリー付属
※数量に限りがあります。
※一部お取り扱いのない店舗もございます。

凍ったティグラウンドもノンストレス

アコーディア・ゴルフ オリジナル 置くティ

ほとんどのゴルファーが冬の凍ったティグラウンドにティが刺さ
らずこまったことがあるはずです。そんな皆さまのためにアコー
ディア・ゴルフオリジナルの「置くティ」を販売しています。価格
も１個150円とお手ごろですので、試しに１個購入してみてくだ
さい。冬ゴルフにはきっと手放せなくなるに違いありません。

販売価格 150円（税込）
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神戸北野ホテル・イグレック × アコーディア・ゴルフ 特別共同企画

ＡＣＣＯＲＤＩＡ ＧＯＬＦ ポイントカードで本物の味“世界一の朝食”を満喫！
神戸北野ホテル（兵庫県神戸市）と提携し、アコーディア・ゴルフの

提携ゴルフ場で買えるイグレックプリュスの味

メンバー・ビジターへの特別プランをご用意しました。当社のポイント

ホテルブティック「イグレックプリュス」で販売している、

カードをお持ちの方は下記料金にてご利用いただけます。

苺・木苺・ブルーベリー・グロゼイユ（赤すぐり）の４種の

神戸北野ホテル・イグレック 特別料金案内

「赤い果実のコンフィチュール」や「ブルーベリーのコン

１日３室限定

フィチュール」を提携ゴルフ場でもお買い求めいただけま

デラックスルーム（２名様利用）

「イグレック」 特別ランチ

す。素材本来の風味と食感をそのままとじこめたジャム

通常：18,750円（お一人様料金・食別）

通常：4,752円

は、世界一の朝食にも登場するホテル自慢の味です。

→メンバー料金 12,000円

→メンバー料金 3,800円

→ビジター料金 13,125円

→ビジター料金 4,040円

ミニコンフィチュール・セレクション
価格：1,350円（税込）

苺とバナナ、アプリコットと紅茶、

“世界一の朝食”

総支配人・総料理長 山口 浩

通常4,752円

「フレンチの巨匠から受け継いだ世界

→メンバー料金 3,500円
→ビジター料金 4,500円

一の朝食をはじめ、目に美しく身体に
優しい料理や、一流のおもてなしをご
堪能ください」

※料金はすべて税金・サービス料込み

赤い果実の
コンフィチュール
価格：691円（税込）

木苺とチョコレートのミニ３種セット

提携ゴルフ場（兵庫県４ゴルフ場）
神戸パインウッズゴルフクラブ （神戸市）
山の原ゴルフクラブ （川西市）
東条パインバレーゴルフクラブ （加東市）

※ご予約の際にアコーディア・ゴルフ特別料金利用の旨をお申し出の上、

愛宕原ゴルフ倶楽部 （宝塚市）

当日は必ずポイントカードをお持ちください。

冬季期間限定のおつまみメニュー

レストランのイチオシお土産！

群馬県９ゴルフ場で「下仁田葱対決」実施中！
「下仁田葱対決」と題して、群馬県のゴルフ場では２月末までの期間限定で、下
仁田葱を使ったおつまみメニューを販売しております。甘楽郡下仁田町とその周
辺でのみ栽培され、「幻のねぎ」とも言われる貴重な下仁田葱は甘みととろりとし

「ハローキティ 海苔チップス」
全国の有名百貨店や空港などで販売され
ている「ハローキティ 海苔チップス」がゴルフ
場に登場！老舗海苔店「山本海苔店」とのコ
ラボ商品をぜひお試しください。

た食感が特徴です。お土産もご用意しておりますのでお見逃しなく。

おつまみ

下仁田ねぎフライ

おつまみ

価格：594円

下仁田ねぎ天麩羅
価格：594円

※料金はすべて税込み
※店舗により食器、価格、内容が異なる場合がございます。

販売ゴルフ場（群馬県９ゴルフ場）
お土産

ツインレイクスCC、緑野CC、ノーザンCC赤城ゴルフ

２缶セット（うめ・玄米）：1,080円（税込）

場、ノーザンCC上毛ゴルフ場、妙義CC、ヴィレッジ
東軽井沢GC、藤岡GC、甘楽CC、関越ハイランドGC

ハローキティ 海苔チップス

お土産

下仁田葱（１ｋｇ入り）

販売ゴルフ場：関東の約50ゴルフ場

価格：540円

※販売セット内容はゴルフ場により異なります

練習場検索機能が付いてさらにパワーアップ！
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こだま神川CC、消防署より感謝状

スマホでスマートゴルフ

ゴルファーの命救う
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アコーディア・ゴルフ公式スマホアプリをダウンロード！

2014年11月11日、こだま神川

iPhone版、Android版どちらもアプリストアで検索可能。スマ

CCの事務所に「お客様がコー

ホがあればいつでもどこでも、素早くゴルフ場を予約するこ

ス内で突然倒れられた」と連

とができます。また、QRコードでのチェックインなら、スマホ

絡がありました。スタッフが現

をかざすだけでチェックイン完了。スマートにプレーが開始

場に向かうと、お客様は心肺

できます。アコーディア・ゴルフ公式サイトのユーザー登録

停止状態。すぐに救急車を呼

がお済みの方は、アプリストアですぐにダウンロードするこ

び心臓マッサージを開始する

とができます。

も、効果はなく、持参したAED

スマートゴルフ場予約

の使用を決断。AEDを作動さ

いつでもどこでもスマートにゴルフ場を予約することができます。

救助対応した清水 高が表彰状を受け取る

スマートチェックイン

せるとまもなく心臓の鼓動が
戻り、病院に到着する頃には

会話ができるまでに回復されたそうです。その後、お客様は大きな後遺症もな

QRコードをかざすだけでチェックイン。ポイントカードを持たずにゴルフ場での

く無事退院されたとの嬉しい報告をいただきました。このとき救命措置を行った

面倒な受付手続きを省略できます。電波の届かないゴルフ場でも利用可能で

スタッフがAEDによる蘇生に成功したのは、これで２件目。その功績に対し、地

す。

元消防署より感謝状が授与されました。

練習場検索 NEW！

※当社グループコースではAEDの常時設置と、設置時にAEDの使用方法の講

2014年11月より追加された新機能。当社の直営練習場及び提携練習場を都

習を実施しております。

道府県別に検索し施設紹介や料金、アクセスなどが調べられます。

おかげさまで18か所のゴルフ場が周年を迎えます

皆さまとともに歩む歴史の足跡がまた一つ刻まれます
2015年は18か所のゴルフ場が周年を迎えます。その中で最も歴史のある50周年を迎えるのは4コース。1974年から97年まで開催されたサントリーオープンを初め
様々なトーナメントの舞台となり2016年には日本シニアオープンの開催も決定した習志野カントリークラブ キング・クイーンコース。1994年から2014年まで21回のつる
やオープンゴルフトーナメントを開催した山の原ゴルフクラブ。1976年から3年間日米対抗の舞台となり76年に当時スランプだったトム・ワトソンが出場し、大会の途中
でスイングを思い切って変更し、個人戦で優勝したエピソードもある播磨カントリークラブ。フェニックスが生い茂り、関西では数少ない南国ムード溢れる岬カントリーク
ラブです。どのコースも会員様をはじめとしたゴルファーの皆さまに支えられてきました。これを機会に歴史あるコースへご来場くださいませ。
周年

ゴルフ場名

所在地

開場

山の原ゴルフクラブ

兵庫県川西市

1965/7/10

岬カントリークラブ

大阪府泉南郡

1965/9/27

播磨カントリークラブ

兵庫県小野市

1965/10/10

習志野カントリークラブ キング・クィーンコース

千葉県印西市

1965/11/3

かほゴルフクラブ

福岡県飯塚市

1975/3/10

セントラル福岡ゴルフ倶楽部

福岡県筑紫野市

1975/4/29

50周年

秩父国際カントリークラブ
40周年

埼玉県秩父郡

30周年

広陵カントリークラブ

栃木県鹿沼市
北海道茅部郡

1975/8/1

甘楽カントリークラブ

群馬県甘楽郡

1975/10/10

フクイカントリークラブ

福井県坂井市

1975/10/10

20周年

1975/7/26

賀

ゴルフ場名

所在地

開場

大新潟カントリークラブ 出雲崎コース

新潟県三島郡

1985/9/7

山形南カントリークラブ

1975/7/15

大沼レイクゴルフクラブ

謹

周年

山形県東置賜郡 1985/9/22

ニュー南総ゴルフ倶楽部

千葉県市原市

1985/10/6

おおむらさきゴルフ倶楽部

埼玉県比企郡

1995/3/19

東条パインバレーゴルフクラブ

兵庫県加東市

1995/6/4

大月ガーデンゴルフクラブ

山梨県都留市

1995/8/1

ルート25ゴルフクラブ

三重県伊賀市

1995/10/1

50周年：4コース、40周年：7コース、30周年：3コース 20周年：4コース

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。本年も皆さまにご満足頂けるよう様々な情報を発信してまいります。
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
皆さまのご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

【編集後記】
神戸で育ちましたが、実家のお雑煮はなぜか

餅の食べ方が話題になった時に納豆餅がマイ

初打ちは石岡GCに行ってきました！私はこと

京風の白味噌仕立て。東京では珍しい丸餅を

ナーなことに衝撃を受けました。もちろん今年も

ごとくバンカーに入り、苦しめられましたが、

探して作りますが母の味にはなりません。ちな

実家では「ずんだ」も出てきました。今号では周

10月のトーナメントでは男子プロの皆さんは

みに、ゴルフの弾道は父譲りのドロー系です。

年ゴルフ場を紹介しましたが私も今年は人生30

どのようにこのコースを攻略するのか、今から

（丸毛）

周年のようです。（庄司）

とても楽しみです。（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 広報部

庄司／皆川／丸毛(まるも)

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/

