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アコーディア・ゴルフグループゴルフ場会員 約20万人のNo.1を決める大会

特集

『メンバーズ・チャンピオンシップ』とは！？

2/27（金）ついに頂上決戦、全国決勝大会開催。
アコーディア・ゴルフグループゴルフ場の会員 No.1 を決める大会『メンバーズ・チャ
ンピオンシップ』、9回目をむかえる今年度の全国決勝大会～プロアマチャレンジ～
が2/27（金）沖縄県のザ・サザンリンクスゴルフクラブにて開催されます。ゴルフ場
予選、地区予選、全国準決勝（東西日本決勝）の３度に渡る試合を勝ち抜いた72
名の猛者たちが招待されるこの大会はJGTOツアーメンバー25名のプロを交えて、
全国の頂点を目指します。
参加するJGTOツアープロも、ここまで勝ち抜いてきたトップアマを前に油断はでき
ません。賞金も用意されているため一般的な「プロアマ」とは異なる真剣勝負です。
メンバーズチャンピオンシップの大きな特徴の一つが女性もシニアも関係なく同じ
土俵で勝負することです。使用するティグラウンドによるハンデがあるためシニア
や女子のアマチュアが男子プロに勝ってしまう異例の瞬間に立ち会えるかもしれま
せん。
当社は「メンバーズ・チャンピオンシップ」として各クラブのクラブチャンピオンをはじ
めとする競技ゴルファーが参加する全国規模の大会を開催し、決勝戦では彼らが
憧れるJGTOツアープロと一緒にラウンドをする機会をご用意しました。
今後も会員様に喜んで頂くために「アコーディア・ゴルフだからできること」を提供し
続けていきます。

プロアマチャレンジ出場プロリスト

賞金総額1,000万円
（優勝賞金200万円）

（2014賞金ランク順、敬称略）

手嶋多一、山下和宏、冨山聡、今野康晴、増田伸洋、丸山大輔、上井邦裕、室
田淳、稲森佑貴、白佳和、鈴木亨、矢野東、井上信、上平栄道、桑原克典、小林
正則、宮里聖志、北村晃一、川岸良兼、小泉洋人、五十嵐雄二、兼本貴司、宮
瀬博文、広田悟、野上貴夫

以上25名

前回プロチャレンジの様子

昨年度MC優勝者

全国決勝大会の会場

寺西俊人様（白鷺GC）

ザ・サザンリンクスGC

※リストは2/2（月）現在。参加プロは変更になる可能性があります。

（沖縄県島尻郡八重瀬町）

メンバーズ・チャンピオンシップ 競技概要

もう一つの戦い『メンバーズ・オープン』

■出場資格：アコーディア・ゴルフグループゴルフ場の会員様

競技志向の会員様向けに「メンバー

※各ゴルフ場の前年度クラブチャンピオンは地区予選にシード

ズチャンピオンシップ」を開催する一

■競技方法：18ホールズストロークプレー（スクラッチ競技）

方で“徹底的にゴルフを楽しみたい”

■使用ティ：各コースフルバック/レギュラー/レディスティを使用

会員様向けに、ペリア方式で順位を

■エントリーフィー：無料

決める「メンバーズ・オープン」を2013

■決勝までの道のり

年度より開始しました。これは、ゴル
フ場予選を経て全国20の地区決勝と
いう２段階の大会です。地区決勝では
クラブや家電など豪華賞品が用意さ
れているだけあって、参加者の皆さまが良い笑顔で楽しんでいました。

各会場の予選参加

各地区の上位8名が

各会場上位36名

アマチュア：準決

人数の30％が地区

全国準決勝に進出

合計72名が全国

勝成績上位72名

予選に進出

※人数により変動

決勝大会に進出

プロ：24名

※各大会の人数・割合は当初の計画人数

“楽しむ”ということ、これもゴルフの一つの形です。この大会もメンバー
ズ・チャンピオンシップ同様に、アコーディアグループのほかのゴルフ場
会員様同士の交流の場となり、情報交換やプライベートでのラウンドに
繋がっています。

あの有名女子プロも過去のチャンピオン

【大会の様子】

2014年度に躍進し賞金ランク40位でシード権を獲得した葭葉ルミプロも、
大平台CC会員として2009年のレディス部門に出場し優勝しています。他に
もこの大会の優勝者からプロになっている方や連盟公式競技での優勝者も
出てきており、これからもこの大会での活躍を機に飛躍する会員様が増え、
さらに盛り上がっていくことを期待しています。

クラブや家電などの

多くの参加者で賑わう

女子プロとのプロアマ

豪華賞品が並ぶ

表彰式の様子

チャリティの招待も
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北陸新幹線開業記念！一足先に北陸の味を満喫したい方のために

相武カントリー倶楽部（東京都）で期間限定「北陸フェア」開催！
３月14日の北陸新幹線開業により、東京から金沢までの移動時間は最速で２時間２８分とぐっと短くなります。すでに旅行の予定を立
てている方もいるのではないでしょうか？開業が待ち遠しい中、一足先に北陸の味覚を楽しめるイベントのご紹介です。朝食からラン
チにドリンク、さらにはお土産まですべてが北陸づくし！３月末までの期間限定開催です。この機会にぜひお越しください。

「北陸フェア」メニュー例

※開催期間は２月１日～３月３１日まで （その他通常メニューもございます。詳しくは下記ホームページをご覧ください）

塩ブリの朝茶漬け

朝食

～旨出汁仕立て～

富山

ブリの照り焼き重

ランチ

1,836円

富山

1,080円

越前そば

ランチ
福井

～福井ソースカツ小丼付～

1,674円

※大根おろしとダシで食べる
「越前そば」は福井県の
郷土料理として有名です。

お土産
地酒
富山

幻の瀧 吟醸生貯造酒
（300ｍｌ） 907円

石川

おつまみ

能登もずく酢

・金沢五郎島 金時焼芋クッキー

石川

648円

・ブラックカレーおかき

相武カントリー倶楽部
（東京都八王子市）
当ゴルフ場では２ヶ月ごとに全
国のご当地グルメフェアを行っ
ています。過去には「北海道
フェア」「東北フェア」を開催しま
した。東京にいながら各地方の
料理をお楽しみいただけるよ
う、工夫を凝らしたお料理でご
来場の皆さまをお迎えします。
http://www.sobu-cc.co.jp/
※メニュー価格はすべて税込

新幹線開業で近くなる！アコーディア・ゴルフが運営する北陸地方のゴルフ場はこちらの４コース
金沢セントラルカントリー倶楽部

石川ゴルフ倶楽部

フクイカントリークラブ

越前カントリークラブ

（石川県金沢市） ※温泉あり

（石川県河北郡）

（福井県坂井市）

（福井県あわら市）

各ゴルフ場の詳細・ご予約はこちらから http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkList/areaCodeclick

賞品手配にお悩みのコンペ幹事様必見！

ゴルフ場で揃えられる！充実のコンペ商品をご紹介します
ゴルフコンペの幹事を任された方は、慣れていないと勝手がわからず戸惑うことも多いでしょう。上位賞に飛び賞、アトラクション各賞に
参加賞などなど…賞品を揃えるのも一苦労ですよね。そんな幹事様のお悩みを解決！アコーディア・ゴルフのゴルフ場では、ゴルフ用
品はもちろん、食材も多く取り揃えております。現在１４２点の品数を誇る「北海道うまいもん市」の商品の場合、コンペ日に合わせて産
地から新鮮な状態でゴルフ場にお届け。また、その他にも女性に人気のスイーツ、参加賞に適した低価格商品、さらには海外・国内旅
行券など！様々なバリエーションでご提案いたします。お気軽にご相談ください。ゴルフ場スタッフがコンペを全力でサポートします！

ずわいがにしゃぶしゃぶセット

毛がに・帆立・えびセット

価格： 5,940円（税込）

価格： 7,344円（税込）

アルルの贅沢ギフト 5種のベリー 札幌名店味めぐり4食詰合せ
価格： 3,348円（税込）

※上記商品は一例です。商品に関する詳細は各ゴルフ場まで ※ゴルフ場により取扱い商品が異なります

価格： 1,080円（税込）
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男女ペア参加が人気！取手桜が丘ゴルフクラブの

アコーディア初！おおむらさきゴルフ倶楽部に

「ダブルススクランブルゴルフ大会」

次世代自動車の充電設備を設置！

昨年１０月に第１回を開催し、今回で早くも３回目となる人気の

アコーディア・ゴルフ初の試みとして、おおむらさきゴルフ倶

イベントです。スクランブル競技のため、バーディ合戦は必至！

楽部（埼玉県）に電気自動車（EV車）やプラグインハイブリッ

また、表彰式ではなんと海外ツアーの実況でお馴染みの薬師

ド自動車（PHV車）の充電設備（普通充電器２基・EV用急速

寺広氏が司会者として参加します！賞品も多数ご用意しており

充電器１基）を設置いたしました！温暖化防止対策の一つと

ますので、ご家族や友人同士で挑戦してみてはいかがでしょう。

して注目されている次世代自動車の普及に必要な充電環境

「ダブルススクランブルゴルフ大会」概要

を整備することで、地球環境保護への貢献を目指します。
さらに、プレー中に充電しておけば交通費も半分以下にな

[日程] 2月28日（土）
[場所] 取手桜が丘ゴルフクラブ （茨城県取手市）
[料金] 18,900円 ※セルフプレー代、昼食代、パーティ代、参加費、消費税込み

り、プレーヤーの行き帰りの負担も軽減！２月２日（月）より
使用開始です。ぜひご利用ください。

[競技内容] ダブルススクランブル、ぺリア戦、HC上限36、
グリーン上1グリップOK、男性白ティ・女性赤ティ使用
[募集人数] 12ペア24名 （定員になり次第受付終了・残りわずか！）
※性別、年齢等問いません。男女ペア、女性ペア、男性ペア何方でも参加可能

[詳細] http://www.accordia.jp/event/ds1501_02/
[利用方法]当日フロントにてお申し込み

[次回開催予定日] 5月10日（日） ※詳しくはゴルフ場までお問合せください

[利用料金]（急速）500円/回
（普通）150円/時間
※４月以降料金が異なります。
詳しくはゴルフ場まで

おおむらさきゴルフ倶楽部
（埼玉県比企郡）
[過去開催時の様子]

http://www.omurasaki.com/

今年のプレゼントはお決まりですか？

土浦カントリー倶楽部に

バレンタインデニッシュ ショコラハート のご紹介

自家製アイスクリームショップがオープン！

外見は普通のデニッシュパンですが、カットしてびっくり！カカオ
の香りと風味の効いたショコラデニッシュの中にストロベリーの
ハートデニッシュが入っています。生地はチョコチップとくるみを練
りこみ、楽しい食感です。見た目だけではなく、味にもこだわった
デニッシュパンを期間限定で販売中！チョコレートもいいけれど、
今年のバレンタインにはこんな可愛いプレゼントもオススメです。

土浦カントリー倶楽部（茨城県稲敷市）に昨年１１月にオープ
ンしたばかりのアイスクリームショップが、すでにメンバー様
の間で好評をいただいております。坂本調理長のお勧め
は、厳選したバニラビーンズを使用し、無添加にこだわった
バニラアイス。ゴルフで疲れた身体を癒します！
自家製アイスクリームショップ
[味] バニラ、抹茶、チョコレート、

バレンタインデニッシュ ～ショコラハート～
価格：1,296円（税込） ※2月14日（土）で販売終了

苺、さつまいもの５種
[価格] 各350円（税込）
[場所] 土浦カントリー倶楽部
クラブハウス１階
[時間] ランチ終了後～営業終了
※アイスの他、テイクアウト用のコー
ヒーやクロワッサンなど各種お土産も
販売しております

※商品に関するお問合せ、ご注文はゴルフ場レストランまで
※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます

「最 近 で は お 風 呂 上 が り に
寄ってくださるリピーターのお
客様も増えてきました。美味
しいアイスとスタッフの素敵な
笑顔（！？）をご用意して皆さ
まのご来場をお待ちいたして
おります」 （店長代理 岡野）
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ゴルフの上達に必要な全ての練習環境がここにはある

スキルアップのための究極の施設 その名は「アコーディア・ゴルフガーデン」
「アコーディア・ゴルフガーデン」は、広々としたアプローチエリア・バンカー専用エリア、パッティンググリーン、スイング作りに最適な６打席の練習場を備えた、スキル
アップを目指すゴルファーにとって、これ以上ない施設です。また133ヤードのPar３から295ヤードのPar４まで、通常のゴルフ場と同じ管理をしているバリエーション豊
かな３ホールのコースが完備されており、時間制で周り放題なのでコースマネジメントの練習も可能です。

他とは違う「スクール」ですぐに上達します

貸し切り、撮影利用にも気軽にご利用ください

プロゴルファーで自身もレッスンを担当している支配人にア
コーディア・ゴルフガーデンの魅力を聞きました。「当施設
の魅力はなんといっても“スクール”です。なかなか機会の
ない、プロとの実践ラウンドレッスンが毎回のレッスンに組
み込まれているため、上達のスピードが違います。しかも３
ホールなので初心者でも気軽にゴルフを楽しむことができ
ます。たくさんの方に体感してほしいです。」

レッスンイベントの団体様によるゴルフの利用はもちろん、ドラマや映画などの
撮影による貸し切りもお受けしています。また、通常生活しているうえではあまり
無い“芝生”という環境ですので、過去には子ども会などの団体様によるバーベ
キューや裸足で芝生を歩く健康イベントの貸し切りもありました。もちろんゴルフ
支配人 長谷川隆透

関連の撮影のための場所貸しも承りますので気軽にご相談ください。
【 貸し切り料金 】
1エリア：平日10,800円（税込）～ 全エリア：平日86,400円（税込）～

【 スクール料金 】

アコーディア・ゴルフガーデン

入会金：2,160円、教材費：3,240円（税込/初回のみ）
月会費：9,720円（税込/月２回分、１回につきラウンドレッスンを含む120分）
施設利用料：スクール受講日に限り終日無料

アプローチエリア

住所 ： 千葉県香取郡多古町出沼664-6 TEL ： 0479-75-2525
http://www.accordia.jp/school/schoollist/garden_index.php

パッティンググリーン

打席練習場（６打席）

No.1 Par3（195ヤード）

No.2 Par4（295ヤード）

No.3 Par3（133ヤード）

ストイックにゴルフを追及するゴルファーに朗報

春ゴルフはアコーディア・ゴルフ公式予約サイトがお得

“スカイトラック”販売始めました

WEB予約キャンペーン
暖かくなってからのゴルフの計画はもう

アコーディア・ゴルフグループのゴルフ場、直営練習場、ゴルフレボ店舗にて
“スカイトラック”の販売を開始しました。

お済みでしょうか。アコーディア・ゴルフ
では公式予約サイトからのご予約で、

既存の弾道測定器は100万円以上するものも多く、一部の練習場や専門店等
に行かなければ自分の打球の特徴を測定することができませんでした。しか
し、この“スカイトラック”の登場により、ゴルフ場や練習場でも気軽に購入で
き、いつでもどこでも確認することができるようになります。

今ならば3月・4月・5月の予約に対して
お得なキャンペーンを行っています。当
社公式予約サイトはお得なプランもたく
さんありますので、積極的にご利用くだ

“スカイトラック”は、飛びの3大要素「ボール初速」「打ち出し角」「スピン量」を
計測できるほか、球筋やヘッドスピードまで確認することができる優れもの。コ
ンパクトで持ち運びも便利。お使いのタブレット端末やスマートフォンで操作可
能なので、練習時いつでもどこでも使用可能です。
【 商品詳細 】
価格：237,600円（税込） ※ipadは別売
取扱：アコーディア・ゴルフグループのゴルフ場
直営練習場、ゴルフレボ全店舗
※注文販売となります。

さい。
▼詳しくは公式予約サイトから
http://www.accordiagolf.com/
●新規ユーザー登録＆ご予約・プレーで、抽選で合計100名様に10,000PTプレゼント
新規登録期間：2015年2月1日(日)～3月31日(火)まで
●スマホアプリからのご予約・プレーで、抽選で合計100名様に10,000PTプレゼント
ご予約対象期間：2015年3月1日(日)～4月30日(木)まで
●「春トク」キャンペーン

▼スカイトラック

http://www.sky-trak.com/

3月・4月・5月のご予約・プレーで代表者様にもれなく500PTプレゼント！

※画像は上記ページより引用

ご予約対象期間：2015年3月1日(日)～5月31日(日)まで

【 編集後記 】
最近は、冬のゴルフも快適になりました。吸湿発

東京では豆まきに大豆をまくらしいのですが、私

「ご当地名物」や「地酒」という言葉に弱いの

熱素材下着や薄手のダウンジャケット。ホント、

の地元では落花生をまきます。豆まき終了後に

で、ゴルフ場で見つけると後半のプレーを忘

ゴルファーの味方です。コース売店で暖かい飲

回収して食べることができるのでとても合理的だ

れてついついお腹いっぱい食べてしまいま

み物でも飲みながらこの寒さを乗り切りましょ

と思います。しかし私がコースにまくボールは残

す…。北陸もぜひ訪れたい場所のひとつで

う！（丸毛）

念ながらほぼ回収できません。（庄司）

す！（皆川）
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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/

