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最大16連休！？今年のゴールデンウィークは早めの計画が吉！

GWのお得プランをいち早くお知らせします！

今年のゴールデンウィークは4月25日（土）～5月10日（日）の最大で16日間！全国各地のゴルフ場では既に早期予約の割引プレープラ
ンや期間中の特別企画をご用意しております。連休中にゴルフをしたい方は早めの予約が断然お得！今号では特大特集で各プランを
ご紹介します！ゴルフ以外のお楽しみイベントも多数ございますので、これからゴールデンウィークの予定を立てる方は必見です。

特集① せっかくの連休だから旅行に行きたい！でもゴルフもしたい！納得の旅先が見つかります
樽前カントリークラブ（北海道）

喜連川カントリー倶楽部（栃木県）

GW早割プラン！

GW宿泊ゴルフ＆美肌温泉プラン！

■対象日：4月25日（土）～5月10日（日）

■対象日・料金： 5月2日（土）15,500円、6日（水祝）14,500円

■予約期間：3月20日（金）まで受付

5月3日（日）～5日（火祝）18,500円

■料金：平日6,165円 土日祝8,843円

※2Bは別途割増料金

※スループレー、乗用カート、セルフ、2･3Bは別途割増料金

■内容：1泊3食付（夕：塩ちゃんこ鍋・朝・昼）、1Rセルフプレー

※キャディ付・歩き＋1,728円、キャディ付・カート＋3,888円

■予約：TEL 028-685-3900

■アクセス：中央自動車道・苫小牧西ＩＣから約1ｋｍ

★掲載誌特典★
夕食時の

■予約：TEL 0144-67-0131
1963年開場 上田治設計 北海道苫小牧屈指の名コース

ワンドリンクサービス！

2007年日本女子オープン選手権開催

（アルコールOK）

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=132

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県）

ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場（群馬県）

家族で楽しめるホテルイベントが多数！

★掲載誌特典★ゴルフプレーの方は宿泊代が無料！

①いわきならでは！フラダンスショー

■対象期間：5月5日（火）～8日（金）

■期間：5月2日（土）～5日（火）

■料金：平日6,154円 土日祝10,269円

■時間：20時～20時45分 ※参加無料

※プレー前日に宿泊（ツインルーム）、夕朝食代別途
※2Bプレー、ホテルシングルユースは別途割増料金

②子供の日恒例 餅つき大会！

■予約：TEL 0279-56-3331※必ず「掲載誌面を見た」とお伝えください

■開催日：5月5日（火）
■時間：15時～16時 ※参加無料

観光スポット

③母の日ランチバイキング（温泉入浴付）

伊香保温泉

■開催日：5月10日（日）

伊香保グリーン牧場

※時間：①11時～12時30分②13時～14時30分

渋川スカイランドパーク

■料金：大人3,000円 小人1,500円 幼児1,000円 ※要予約
■予約：TEL 0246-56-3311

http://www.onahama-ocean.com/

水澤観音

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=016

妙義グリーンホテル（群馬県）
GW限定 天然温泉入浴付 ランチバイキング開催！
■期間：5月2日（土）～6日（水祝）

※時間：①11時30分～②13時～

■料金：中学生以上2,000円 大人と同数までのお子様は無料！！
※同数以上の場合：小学生1,000円、3歳以上500円

■特典：ソフトドリンク付＋天然温泉「長寿の湯」入浴付

最近のプレスリリース
2015年2月19日 アコーディア･ゴルフ 2015年
度はツアープロ4名と契約 女子プロゴルファー
若林舞衣子プロと新規契約

※タオル代別

妙義カントリークラブ
★GWゴルフプレー早割プラン★

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20150219150223.pdf

2014年2月25日 貯まりやすく、使いやすい！

5月2日（土）9,500円

ACCORDIA GOLFポイントプログラムを

5月3日（日）・4日（月祝）11,000円

リニューアル 新規導入の「アコーディアWeb予約
ポイント」でよりオトクにプレーが可能に

5月5（火祝）・6日（水祝）9,240円
※1Rセルフ、昼食付、2Bは別途割増料金

http://www.myogi-hotel.com/

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20150225144447.pdf
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特集② まだまだあります！練習場開放やBBQやお得な特典などなど…

P2

ゴルフ＋お得な特典付！おすすめのGW限定企画をいっきにご紹介！
ゴルフ好き集まれ！トーナメントコースでゴルフ三昧

人気のご当地駅弁をお土産にプレゼント！

石岡ゴルフ倶楽部（茨城県）

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ（群馬県）

5月1日（金）～5日（火） 「石岡まつり」開催！

群馬県安中市名物の「峠の釜めし」お土産プラン！

■0番ﾎｰﾙ（練習場）：5日間のみ17:00まで解放！

■期間：4月25日（土）～5月10日（日）

※11時～12時30分までは集球作業の為クローズ

■料金：平日4,580円～ 土日祝7,600～

■昼食：料理長自慢の料理をビュッフェスタイル

■内容：セルフ1ラウンド昼食付き、お土産（釜飯）付き

■参加費無料イベント [チャレンジに成功したらプレゼントを進呈]
観光スポット「鉄道文化むら」

①ワンオンチャレンジ（NO.13） 賞品：クロワッサン3個セット

蒸気機関車Ｄ51をはじめ電気機関車、

②ジャック・ニクラウスからの挑戦状（30パット以内） 賞品：特別優待券

寝台車等が数多く展示されていて鉄道

他に、クラブ試打会・各社フィッティング・即日ボールオウンネーム等盛り沢山！

マニアやご家族連れに人気。

★掲載特別料金★

時間帯によってはトロッコ列車「シェル

午前スルー・通常プレー15,056円、午後スルー14,300円

パくん」（ぶんかむら駅⇔とうげのゆ駅）

※キャディ付＋4,050円、2･3Bは別途割増料金

■予約：TEL 0299-58-5111

をコース内からも見ることが可能

※必ず「掲載誌面を見た」とお伝えください

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=061

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=110

大好評につき今年も実施！BBQ付きナイタープラン

ファミリーゴルフにぴったりなサービス！

大厚木カントリークラブ桜コース（神奈川県）

おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県）

バーベキュー付き1R薄暮＆ナイタープレープラン！

女性・ジュニアに「スイーツセットプレゼント」！

■期間：5月2日（土）・3日（日）・4日（月祝）の3日間

■期間：4月25日（土）～5月6日（水）

■内容：9H終了後にBBQ、その後9Hナイタープレー
■料金：14,800円

※セルフプレー

■内容：期間中に来場された女性・ジュニア（18歳未満）を
対象に、ラウンド後に無料でスイーツセット（スイー

※ゴルフ場会員8,000円

ツ＋ソフトドリンク）をプレゼント

※写真はイメージです

http://www.omurasaki.com/

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=037

北陸新幹線でご来場の方にはプレー当日に地酒プレゼント！

石川県・福井県の４コースが皆さまのお越しをお待ちしております！
いよいよ開業を間近に控えた北陸新幹線。都心部から石川県、福井県まではとても近くなります。その両県にあるグループゴルフ場
４コースでは、北陸新幹線でご来場の方来場特典として、プレー当日に石川・福井の地酒をプレゼント！北陸の味をお試しください。
なお、チェックイン時に当日新幹線のチケットや予約画面等、新幹線利用がわかるもののご提示をお願いいたします。
石川県

福井県

金沢セントラルカントリー倶楽部

観光スポット

駅から8.5ｋｍ・15分
金沢駅から最も近い
温泉で疲れを癒してく

石川ゴルフ倶楽部

金
沢
駅

通年宿泊プラン

フクイカントリークラブ

兼六園

福井駅から14ｋｍ

金沢公園

広いフェアウェイが
特徴。ドライバーを

東茶屋街

ゴルフ場です。天然

思い切り打ちたいな

21世紀美術館

★ミラクルパック★
福
井
駅

らここ！

福井県2コースとあわら温
泉清風荘がお届けする特
別宿泊プラン
■料金 14,900 円
※平日限定2 名様以上

越前カントリークラブ

金沢駅から18ｋｍ

芦原温泉駅から

高速グリーンをお楽

7.9ｋｍ

しみください！

フラットでゆったりと
写真提供：金沢市

福井2コース共通

したレイアウトです。

各ゴルフ場詳細 http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkList/areaCodeclick

芦
原
温
泉
駅

※2ラウンド 19,800円
■内容 1泊2食（夕・朝）、
1プレー付、温泉付
■あわら温泉 清風荘
http://www.seifuso.com/
パック詳細はゴルフ場まで
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たまにグリーンやコース内にあいてる穴の正体はなんですか？

コース管理のことを知ればゴルフがもっと楽しくなる！
エアレーション作業手順

「ゴルフコース」に興味はありますか。普段何気なくプレーしているコースも、管理の作業内容や
理由を知っていれば同伴者にもゴルフ雑学を披露できますし、いつもとは違った視点でゴルフを
楽しむことができます。今回は“エアレーション”についてご紹介します。

②
② 次に中空のタインが
抜き出した芝＆土壌の
塊（コア）を、芝面から取
り除きます。

①

① まずはコアリング。中空のタイン
（パイプ）を芝面に垂直に打ち込み、
直径8mm前後の穴を38～50mm間
隔で空けます。

④

③
③ ブロアーでコアの残骸などを
クリーニングし、穴に目土をしや
すくします。

④ 最後に、タインが空
けた細かい穴に目土を
します。

プロコア（①の穴を空ける機械）にはこのようなタインが並んでおり、この中空のタ
インが芝面に刺さることにより、コアを抜いていきます。

“エアレーション”という言葉。ゴルファーの皆さまなら聞いたことくらいはあるかもしれません。ゴルフ場へ行くと、たまにグリーンに
穴や砂があって打ちづらいときがありますが、これが“エアレーション”の跡です。グリーンのコンディションを良好に保つには、“エア
レーション”は欠かせません。エアレーションを行うのは１年のうち、主に春の梅雨前と暑さが過ぎた秋の２回です。ベント芝の活性
が高く回復も早い時期に行います。“エアレーション”とは芝面に穴を空け、文字どおり空気を土壌にいれること。そうすることで根
層へ酸素が供給され、芝の根が活性化します。また、土壌の透水・通気性の改善にもなり、芝が強く元気になるのです。よいグリー
ンをキープするための必須作業なのです。

美味しくなってリニューアル！

ゴルフ場「名物メニュー」アコーディアWebで公開！

毎年恒例 「桜の塩ロールケーキ」販売開始

皆川城カントリークラブの伝統の味をご紹介

今年もレストランから春のお知らせです。毎年人気のお土産、
生地に刻んだ桜の葉を練りこんだ「桜の塩ロールケーキ」をリ
ニューアルして全国のゴルフ場で販売いたします！北海道十
勝産つぶあんを使用し、生地のしっとり感にこだわりました！
アコーディア・ゴルフ
オリジナル お土産

桜の塩ロールケーキ
価格：1,188円（税込）
※3月21日（土）販売開始・無くなり次第終了

北海道十勝産
つぶあん使用
桜スポンジ
のしっとり感
アップ！

皆川城カントリークラブ
開場40年。雄大で爽快なコース
レイアウト。首都圏より東北自動
車道で1時間圏内です。
http://www.minagawajo-cc.com/
名物
ランチ

お土産
★オリジナル
定番商品の2品
も新登場！

アコーディア・ゴルフの各ゴルフ場レストランには調理長が工夫を
凝らした名物メニューがあります。今回は皆川城カントリークラブ
（栃木県）から、長年会員の皆さまに愛されている名物の坦々麺
をご紹介！髙木調理長から味の秘密を教えてもらいました。この
他、アコーディアWebでは毎月ゴルフ場名物メニューを公開中！
ぜひご覧ください。

米粉のミルクロール
価格：1,080円（税込）

米粉のショコラロール
価格：1,296円（税込）

※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

坦々麺
価格：1,350円（税込）

「当クラブの坦々麺は、約20年もの間メンバー様に
支持され、現在まで作り方や味を変えずに引き継
がれているメニューです。手間暇かけて作った胡麻
ペーストをベースに、胡麻独特の風味やコクを大切
にするためスープはシンプルにまとめました。是非
味わってみて下さい」 （調理長 髙木）

その他のゴルフ場の「ご当地グルメ・名物メニュー」はこちら！
http://www.accordia.jp/restaurant/
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練習、スクール、クラブの新調などなど・・・

暖かくなって来ましたが、ゴルフの準備はできましたか？
全国にある当社の直営練習場とアコーディア・ゴルフガーデンが対象

入会金とひと月分の月会費が無料！春のスクール新規入会キャンペーン
当社の運営する全国24の直営練習場「アコーディア・ガーデン」とミニコース付練習場「アコーディア・ゴルフガーデン」では「アコーディア・ゴルフアカ
デミー」（以下AGA）を開講しています。AGAは、スクールを中心として、スコアアップはもちろんのこと、仲間同士のコミュニケーションの場として多く
の方に楽しんで頂いております。今回、AGAは期間限定で入会金と１ヶ月分の月会費が無料になる春のスクール新規入会キャンペーンを実施致し
ます。春本番を迎えるに際し新しいことを始めるのには最適な季節。この機会にゴルフを始めてみてはいかがでしょうか。

春のスクール新規入会キャンペーン

対象となる練習場一覧 http://www.accordia.jp/practice/

■ キャンペーン期間 ：

2015年3月14日（土）～ 5月31日（日）

■ キャンペーン内容 ：

① 月会費ひと月分無料（全日会員10,000円+税、平日会員7,000円+税）
② 入会金無料（2,000円+税）
※上記キャンペーンは３ヶ月のスクール継続が条件となります

既存のスクール生が新規スクール生を紹介してくれた場合、紹介してくれた既存のスクール生も、ひと月分の月会費（2,000
円→1,000円）が半額になります。

※紹介人数に関わらず期間中の月会費の半額はひと月分のみ

“アコーディア・ゴルフアカデミー”とは？

http://www.accordia.jp/academy/

スクールのほかにも所属練習場でのボール代が最安値、ゴルフ用品がスクール生で購入可能などの特典やトー
ナメント観戦、北海道・沖縄レッスンツアーなどのイベントも盛りだくさん。あなたのライフスタイルにゴルフを！ア
コーディア・ゴルフアカデミーは、皆さまの「ゴルフライフ」をサポートします。

おかげさまで３周年を迎えます

アコーディア・ガーデン鶴ヶ島リニューアルオープン３周年記念イベント実施
アコーディア・ガーデン鶴ヶ島（埼玉県鶴ヶ島市）が、来る3月20日に当社直営練習場としてリニューアルオープンしてから３周年を迎えます。
３周年を記念して、お客さまに楽しんでもらうための各種イベントを実施致します。皆さま、ぜひご来場ください。

リニューアルオープン３周年記念イベント
■ 開催期間

：

■ イベント内容 ：

2015年3月20日（金）～ 3月22日（日）の3日間 9：00～18：00
① パターチャレンジ＆抽選会 パターマットによる１パットカップインにチャレンジ！見事チャレンジに成功された方には
300円分のボール代をプレゼント！また、パターチャレンジ参加者には抽選会を実施！
豪華食材、１ヶ月フリーパス券、１ヶ月入場料無料券など様々な賞品をご用意します。
② ショップ割引券進呈

3,000円以上の商品を購入していただいたお客さまに、次回ご来場時に利用できる
10％OFFチケットをプレゼント

アコーディア・ガーデン鶴ヶ島 http://www.accordia.jp/practice/tsurugashima/
〒350-2203 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷670 TEL：049-287-5725

最新クラブにお買い替えのチャンス！

特典満載 春の大試打会開催！
アコーディア・ゴルフでは4/1（水）～6/30（火）の期間、各ゴルフ場・練習場で「2015年春の大試打
会」を開催します。全国のゴルフ場・練習場で、のべ1,000回以上開催される大試打会に参加しク
ラブを購入された場合にはアコーディア・ゴルフポイントが付与されるなど様々な特典がありま
す！量販店での試打と異なるのは実際のコースでラウンドしながら試打ができること。ぜひコー
スでお試しください。イベントの詳細や開催日程は3/25（水）にWEBにアップ予定です。

▼詳しくはコチラ www.golfrevo.com/
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ゴルフ好きのお父さんお母さん必見！積極的にご利用ください。

春休みは「アコーディア・キッズ」に登録して親子でゴルフを楽しもう！
2013 年12月21日から開始されたアコーディア登録ジュニアゴルファー制度「アコーディア・キッズ」。この制度に登
録したジュニアゴルファー（18 歳未満）は全国129のゴルフ場で、春休み、夏休みと各ゴルフ場が定めた期間中の

ポスターには女性・ジュニアゴルファーへ

14 時以降は1,000 円（消費税、保険料別途）で、16 時以降は無料でラウンドできます。また、全国24の直営練習

のサービス向上のシンボルキャラクターと

場では、同様の期間中であれば60 分間の打ち放題が500 円（消費税別途）※1 となります。

なった ハローキティ を採用

これまでは当社グループ内のゴルフ場でもジュニアの受入については、対応がまちまちでした。アコーディア・
キッズは「気軽に子どもと一緒にゴルフを楽しめる環境を！」そんなご要望にお答えします。例えば保護者はプ
レーしなくても子どものラウンドに同行する※2ことができます。登録料・年会費は一切かかりませんので、ぜひご
登録頂き、積極的にご利用ください。登録はWEBもしくはゴルフ・練習場まで。
※1 時間の延長はできません。提携練習場ではご利用できません。

アコーディア・キッズ イベント情報

※2 入場料としてカート代 2,000円+保険料（100円）+消費税

登録、イベントの詳細はコチラ www.accordiagolf.com/accordiakids/

・アコーディア・キッズ ジュニアゴルフ体験キャンペーン 15分レッスン無料！！
春休み期間中、全国の直営練習場にて15分の無料レッスンを実施（予約制）
・3月21日（土） 親子レッスン会 ＠ 取手桜が丘ゴルフクラブ

※ただいまキャンセル待ちです

ゴルフ経験のある保護者とジュニアのペアで参加
ジュニアは練習場でプロよりレッスン、その後親子で一緒にカートにご乗車で９ホールのラウンド
・3月28日（土） アコーディア・キッズイベント ＠ 取手桜が丘ゴルフクラブ
ゴルフ未経験、初心者のジュニアが対象
練習場、練習グリーンで球を打つ体験後、１ホール球を打ちながら歩く体験イベント

この時期苦しいあなたのために

予約代表者様必見！アコーディアWebがお得！！

花粉症対策グッズがゴルフ場で手に入る

春トク＆予約ポイント
この春、アコーディア・ゴルフのWeb

アレルシャット
イオンの力で花粉をブロック！顔にスプレーするだ

予約がお得です。「春トク」利用で予

け！新感覚の花粉対策。スプレーするだけで顔全

約代表者全員に「500ポイント」プレ

体をコート。鼻だけでなく目にも花粉を寄せ付けま

ゼ ン ト！1 組 4 名 様 な ら ば「ア コ ー

せん。化粧水感覚で使えるスプレータイプのため手

ディアWeb予約ポイント（100ポイン

も汚れず化粧崩れの心配もありません。

ト※1×4名様）」と、「春トク」の500ポ
イントを加算！ 合計900ポイント

販売価格 ： 1,069円（本体価格990円+税）

以上※2を、予約代表者様にもれなく

べにふうき緑茶

プレゼントします。

「べにふうき」とは、べにほまれとダージリンを交配した

※1 基本ポイントに加えてweb予約ポイントが付与されます

アッサム種（紅茶）に近い茶品種で、抗アレルギー効果が

※2 2015年7月31日まで実施のアコーディアWeb予約ポイント2倍キャンペーンを適用

確認された成分「メチル化カテキン」の含有量が非常に

■ 開催期間

：

2015年3月１日～ 5月30日

高いことがわかっています。ゴルフ場にて取扱っています

■ 対象者

：

期間内に対象コースの対象プランを

ので、花粉にお悩みのゴルファーはお試しください。
販売価格 ： 216円（本体価格200円+税）

ご予約・プレーしていただいた予約代表者様
※対象コース、プランは春トクキャンペーンページにてご確認ください

※いずれの商品も一部取扱のないゴルフ場があります

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150302-harutoku/

【 編集後記 】
弊社主催プロアマチャレンジで、山下和宏プロ

ゴルフ場に勤務していたときのこと、コース管

今年も花粉の季節がやってきました…。毎

が優勝！プレースタイル、お人柄、ルックスも

理の雑学を語る研修会の会長を見て「ゴルフ」

年春ゴルフはマスク必須です。今年はべに

あわせて、トータルで素敵な方です。関西出身

に対する愛を感じました。ゴルフが上手な方は

ふうき緑茶を試してみたいと思います！花

というのも私的にはポイント。今年こそ、ツアー

コースも含めて「ゴルフ」のことをとてもよくご存

粉症の皆さん、GWまでには終わるようなの

初優勝をお祈りしております！（丸毛）

知です。まだまだ学ぶことは多いです。（庄司）

で頑張って乗り切りましょう！（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。
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