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特集 
もっとおトクにゴルフを楽しみたい方におすすめ 

アコーディア・ゴルフならではの「共通年度会員制度」 

 

 

ゴルフ上達を目指す方にぴったり 

兵庫県４ゴルフ場＋３練習場で多数特典！「７クラブ兵庫」 

ゴルフ仲間を増やしたい平日ゴルファー向け！ 

千葉県の平日共通年度会員「フォーリーフクラブ」＆「菜の花会」 

アコーディア・ゴルフでは1年間複数のコースを特別料金でプレーができる「共通年度会員」への入会を各コースで随時受

け付けしております。地域や年齢、ゴルファーが求める目的やそれぞれのゴルフライフに沿って、全国でさまざまな「共通

年度会員」をご用意。今回は、頻繁に練習をしたい熱心なゴルファーのための、ゴルフ場と練習場で利用が可能なプラン

や、定期開催のオープンコンペが好評の平日ゴルファー向けの2つの「平日ゴルフサークル」をご紹介します。 

「アコーディア７クラブ兵庫」 

兵庫県にお住まいのゴルファーはぜひご利用ください。 

ゴルフ場と練習場の両方でおトクな特典を受けられます。 

■ 年会費 ： 全日登録者 12,000円/平日登録者 5,000円 ※税込 

■ 有効期間 ： 1年間（登録日より翌年の登録月末日まで） 

■ お申し込み方法 ： 各ゴルフ場までお問い合わせください 

■ 対象施設（４ゴルフ場＋３練習場） / 登録者特典 

 播磨カントリークラブ 

 やしろ東条ゴルフクラブ 

 加西カントリークラブ 

 白鷺ゴルフクラブ 
 

 アコーディア・ガーデン加古川 

 アコーディア・ガーデン西神 

 アコーディア・ガーデン神戸北町 

ゴ
ル
フ
場 

練
習
場 

18H以上のプレーでポイントプレゼント！ 

土日祝 1,200ポイント / 平日 500ポイント 

※お電話・アコーディアWebでの予約が対象 

※各種優待プレー券等利用の場合は対象外 

平日入場無料 / 1球最大2円引き / 打ち放題100円引き 

入場無料 / 1球1円引き / 打ち放題190円引き / グリーン・バンカー練習場20分無料 

平日1球1円引き / [平日]打ち放題300円引き / [土日祝]打ち放題200円引き 

 成田エリアのゴルフサークル 「フォーリーフクラブ」 

 ■ 年会費 ： 男性 10,800円 ※40歳未満/60歳以上 9,720円 

            女性 8,640円 / カップル 17,280円 ※男女2名登録 

 ■ 有効期間 ： 入会した月の翌年同月末日まで  

 ■ 対象ゴルフ場 （成田エリア4コース） 

   ・佐原カントリークラブ 

   ・成田東カントリークラブ 

   ・千葉桜の里ゴルフクラブ 

   ・習志野カントリークラブ 空港コース 

 ■ 利用特典 ※その他入会・継続特典有！ 

  ・平日プレーはフォーリーフクラブ料金（最安値保証） ※一部対象外有 

  ・1名様でもご予約可 各コース月に1日フォーリーフDAY有 

 （当日お一人様のみのご予約となった場合は、お受けできない場合があります）  

  ・懇親コンペ開催（年6回） 次回：6月8日 千葉桜の里GC 

  ・来場回数に応じてポイントプレゼント 

各詳細 、その他の平日共通年度会員について http://www.accordia.jp/weekdays/  

 房総エリアのゴルフサークル 「菜の花会」 

 ■ 年会費 ： 男性 21,600円 女性 17,280円 

            カップル 32,400円 ※男女2名登録 

 ■ 入会条件 ： 男性は満60歳以上、女性は年齢制限無し 

 ■ 有効期間 ： 入会した月の翌年同月末日まで 

 ■ 対象ゴルフ場 （房総エリア6コース） 

   ・花生カントリークラブ   ・房州カントリークラブ 

   ・東京湾カントリークラブ ・南市原ゴルフクラブ 

   ・鴨川カントリークラブ   ・かずさカントリークラブ 

 ■ 利用特典 ※その他入会・継続特典有！ 

   ・平日プレーは菜の花会料金（最安値保証） ※一部対象外有 

   ・土日祝のプレーは一般優待料金より1,000円引き 

   ・懇親コンペ開催（年6回） 次回：6月4日 かずさCC 

      ※懇親コンペ開催時は金谷港への送迎サービス有り（要予約）  

   ・来場回数に応じてポイントプレゼント 

白鷺GC 
（グレッグ・ノーマン設計） 

千葉桜の里GC 
かずさCC 

http://www.accordia.jp/weekdays/
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既存入会者の最多来場回数は年間400回以上！ 

「練習し放題」の練習場特別会員になって、思う存分練習漬けの毎日を 

10月8日（木）～11日（日）石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）で開催 

「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」関連情報 

 

 
 

 

 

 

■ 年会費    ： 10万円（税別）       

■ 期間    ： 4月1日 ～ 3月31日※1       

■ 利用可能時間 ： 平日/全時間帯180分間※2    

     土日祝/15時以降120分間※2   

１球でも多く球を打ちたい人には「打ち放題」プランが人気ですが、さらに練習好きな人のための「特別」プランがある練習場・練習施設をご

紹介します。年会費をお支払い頂ければ１年間練習し放題（アコーディア・ゴルフガーデンは月会費の口座自動引き落し）。ちなみにアコー

ディア・ガーデン藤岡「新特別会員」入会者の平均利用回数は１週間あたり3.9回、打球数は約1,200球と大変積極的にご利用頂いていま

す。どの施設も週に2回以上練習に通う人にとっては大変おトクな内容です。 

  アコーディア・ガーデン柏原（大阪府柏原市）  

 『 プレミアム会員 』 

   アコーディア・ガーデン藤岡（群馬県藤岡市）  

 『 新特別会員 』 

トーナメント開催に向けて準備が進んでいます 

「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」の舞台である石岡

ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）ではトーナメントの開催に向けた準備

が着々と進んでいます。 

①トーナメント開催記念ロングランコンペを行います   

7/1（水）～ 8/31（月）までトーナメントゆかりの豪華賞品などが当たる

ロングランコンペを企画中です。詳細は次号！ 

②大会チケット前売り販売         

５月下旬より石岡GCや近隣ゴルフ場などで通常料金１セット（4枚）

10,000円のチケットを20％引きの8,000円で販売します。 

③石岡名物ブッシュが伸び始めました  

気温も暖かくなりコースの芝も生長し始めま

した。数々のトーナメントプロを苦しめた石岡

名物のブッシュもどんどん伸びています。 

トーナメント開催記念キャンペーン 

「トロフィア・ゴルフ」として生まれ変わった石岡ゴルフ倶楽部は会員募

集を実施しています。通常募集金額 正会員（個人・法人）1,400,000

円/1名記名式 のところ、トーナメント開催を記念してキャンペーンを実

施中です。視察プレーも特別料金で受け付けています。（お問合せ先 

TEL:0299-58-5111） 

新規会員募集（縁故）トーナメント開催記念キャンペーン 

通常140万円のところ 募集金額120万円（税別） 

アコーディア・ゴルフポイント10,000ポイント進呈 

特典:１ 

特典:２ 

アコーディア・ゴルフグループゴルフ場の  

  会員になるとトーナメントに出られる！？ 

当社は毎年、全国のグループゴルフ場会員様No.1を決定するスクラッ

チ競技「メンバーズ・チャンピオンシップ」を実施しています。今年度は

各グループゴルフ場のクラブチャンピオンによる“クラチャン部門”（開

催日：9月23日（水祝） 習志野CC KQコース）を新設し、この大会の1～

3位はなんと、トーナメントの本戦に出場することができます！（4～7位

はマンデートーナメントへ出場） 共同主催の本間ゴルフ様もマンデー

トーナメントに参加できる予選会を実施しており、トーナメント出場を目

指す数多くのアマチュアゴルファーの参加をお待ちしています。 

② 夜  平日  ：19時～23時  

  土日祝：20時～23時 

① デイタイム 平日  ： 10時～18時 

         土日祝：10時～19時50分※ 

高台に位置しており見晴らしが良いため、気分良く練習することができ

ます。毎年夏に行われるPL花火大会も見ることができるスポットでもあ

りカップルのゴルフデート利用にもオススメです。 

▼各練習場の詳細はコチラ http://www.accordia.jp/practice/top.php 

■ 年会費   ： 12万円（税別）       

■ 期間   ： 入会日から1年間       

■ 利用可能時間 ： 入会時に2つの時間帯から選択 

近隣にはグループゴルフ場が6か所あり、様々な合同イベントを定期的

に実施しています。練習場が主催するコンペはお一人様の申込も可能

なので同じ練習場に通う同士のゴルフ仲間を増やすことができます。 

※デイタイム土日祝のみ120分間の時間制限あり（打席の利用状況により延長可能） 

アコーディア・ゴルフガーデン（千葉県香取郡）先着200名様限定『 ガーデンパスポート 』 

■ 月会費   ： 7,000円（税別）       

■ 期間   ： ひと月 ※3か月以上の継続が条件     

■ 利用可能時間 ： 平日8：00 ～ 18：00 （月曜定休） 

■ 利用可能施設 ： 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   

6打席の練習場、3ホールのミニコース（1番195パー3、2番295Yパー4、3番133Yパー3） 

成田空港より約11キロ、車で20分

の場所にある、1日中滞在できる 

練習のための施設。コースマネジ

メントを含めた実践的な練習がで

きるのが魅力です。 

※1 年度途中でも「月割り」で入会可能 ※2 打席の利用状況により延長可能 

※カートご利用の場合 手引きカート（1台）１日500円 乗用カート（1台）1周500円 
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コース管理を知って、コースを愛するゴルファーになるシリーズ 

芝の刈り込み、機械の違いは刃の違い 

新規ゴルファー増加のための活動 

女性限定ゴルフ場デビューイベント『 Easy Golf 』今年も開催します 

 

 

ゴールデンウィークを迎え、気温も暖かくなりコースの芝も生長し始め、鮮やかな緑色になってきました。今回は緑色の景色の大

部分を占めるフェアウェイとラフの芝の刈り込みについてご紹介します。フェアウェイとラフの大きな違いは「芝の長さ」です。この

「芝の長さ」によって使用する機械が違います。この機械の違いは刃の違いでもあります。プレーをしている分にはあまり気にし

ない機械（刈り方の違い）について知ることで、芝の刈り跡も見てみるとゴルフがもっとおもしろくなります。 

 

当社はフェアウェイの刈高を12mm～15mmに設定しています。ラフ

と比べて芝が短いフェアウェイの刈り込みには『フェアウェイモア』を

使用しますが、この機械の刃は「リール式」と呼ばれています。リー

ル（回転する刃）と下の受刃が“ハサミ”のように芝をカットしていき

ます。この刃（刈り方）の特徴は低い刈高にも対応でき、 きめ細や

かな刈り込みが可能です。 

当社はラフの刈高を25mm～32mmに設定し

ています。フェアウェイと比べて管理面積が

広く、芝が長いラフの刈り込みはフェアウェ

イの刈り込みとは異なる『ラフモア』を使用し

ます。この機械の刃は「ロータリー式」と呼

ばれています。ブレードが扇風機のように

回転することで“カマ”のように芝を刈ってい

きます。この刃（刈り方）は長い芝でも簡単

に刈ることができます。 

丁寧な仕事が持ち味の『フェアウェイモア』 

フェアウェイモア 

リール式の刃 

リールの仕組み 

広大な管理面積に対応する『ラフモア』 

ラフモア 

ブレード式の刃 

今年度も女性限定ゴルフ場デビューイベント『Easy Golf』を開催します。新規の女性ゴルファーを増やすことを目的として2009年

より開始した『Easy Golf』は派生イベントも含めると約５年間で80回以上開催し、参加者数は約2,000人に達しました。開催当日

に来場されているお客さまの反応も良好で、中高年の男性が多いゴルフ場に、若い女性が大勢来場すると雰囲気が華やかに

なります。いざゴルフを始めるときに目標もないまま練習場でひたすらボールを打ち続けるよりも、まず最初にゴルフ場に来て一

面緑色の景色を体験し「近い将来この景色の中でゴルフをする」というイメージをもってもらうことが、ゴルフを続けてもらうことに

繋がります。当社は今後も継続的に新規ゴルファーの創出に取り組みます。 

募集を開始している日程 

①リールが回転する 

②受刃とあわせてハサミのように刈る 

 

角度のある法面も安全『傾斜地モア』 

5/23（土）山の原ゴルフクラブ（兵庫県川西市）   

    能勢電鉄 日生中央駅よりクラブバス送迎有り     

5/30（土）ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県さいたま市） 

    大宮駅西口よりクラブバス送迎有り     

6/20（土）相武カントリー倶楽部（東京都八王子市）  

    JR横浜線 八王子みなみ野駅よりクラブバス送迎有り   

6/27（土）愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県宝塚市）   

    阪急電鉄宝塚線 雲雀丘花屋敷駅より路線バス有り 

海外のゴルフ場と比べて法面が多い日本のゴ

ルフ場のために開発された機械がこの傾斜地

モアです。低重心設計、ローリングシート、傾斜

計など安全性を重視した作りになっています。 
刃はラフモアと同じ 

ロータリータイプ 

料金：一般7,000円 L-Style会員6,000円        

含まれるもの：練習場利用料、グループレッスン料、コース利用代、昼食代 

▼詳細・申込はコチラ http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/  

『 Easy Golf 』1日のスケジュール 

11：45 ゴルフ場集合        

   フロントにて氏名・住所・電話番号など記入してチェックイン      

12：00 オリエンテーション       

   マナーやゴルフ、ゴルフ場についてプロより説明します          

12：15 ランチ         

   他のスポーツにはない       

   ゴルフの楽しみの一つです           

13：45 レッスン         

   ドライビングレンジ、練習グリーンで     

   ゴルフの基本を学びます                

15：00 ラウンド体験        

   スムーズにラウンドするコツ、マナーやルールなどを   

    楽しく学びながら特別ルールで３ホール程度ラウンド体験をします   

                

16：00 ホールアウト・解散       

   お風呂に入ったり、ショップでお買い物、レストランでスイーツを食べたり

   クラブバスの出発時間まで自由時間です 

※時間・内容はイベントによって変更になる場合があります。 

参加者にはボールやティ  

マナーブックなどを配布 

コース体験はマナーや

ルールを学びながら 

初めてクラブをにぎる参加者

も持ち方からレッスンします 



毎年「サマーギフト」のお肉系商品を自分へ

のご褒美に買うことが個人的な恒例行事と

なっています！今年は今号でご紹介した「と

んてき」と「牛タン」を狙ってます。 （皆川） 
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■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/ 

【 編集後記 】 
「練習し放題」は近くにあればぜひ利用したい

です。私がゴルフを教わった師匠は「１球でも

多く球を打て」タイプだったので時間に余裕が

ある独身時代はとにかく練習場に通いました。

何事も日々の積み重ねが大切です。（庄司） 

 先日、石岡GC所属の猿田プロにアドバイスを

してもらいました。結論は、パットもショットもア

ドレスが大切。私がミスショットするときの状態

についての解説を聞いて納得。後は、実践あ

るのみ！がんばります。 （丸毛）  

 

 

大切な方へのお中元や、自分へのご褒美、コンペ賞品としても利用可能 

サマーギフト2015の販売開始！なんと今年は種類豊富な全63品！ 

ゴルフ帰りのお土産に人気！ 

“訳あり”紀州南高梅 発売中！ 

 

アコーディアWebからの予約が断然お得！ 

幹事様特典「夏トク」キャンペーン 

※ 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」を適用の場合 

（8月1日以降は合計700ポイント

以上） 

■ 期間 ： 2015年6月1日（月）～ 8月31日（月） 

■ 内容 ： 期間内に対象コースの対象プランを予約・プレーした 

  予約代表者様にアコーディア・ゴルフポイントを500ポイントプレゼント 

詳細 http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150401-natsutoku/ 

ご好評をいただいておりますポ

イントプレゼントのキャンペーン

開催のお知らせです。アコーディ

アWebの「夏トク」利用で予約代

表者様に「500ポイント」をプレゼ

ント！「アコーディアWeb予約ポ

イント」と、こちらの「夏トク」の500

ポイントを加算し、1組4名様なら

合計900ポイント以上※をもれな

くプレゼントします。 

和歌山の梅畑から産地直送！形は少し崩れております

が、最高級の紀州南高梅は皮薄で肉厚で味も全く変わり

ません。塩分控えめで食べやすく、お茶漬けやおにぎり

のトッピング、焼酎割などにピッタリ。訳ありだからこそ

の、この価格。ゴルフ帰りにご家族への手土産として人

気の一品です。大変品薄な梅干しなので、お早めにお買

い求めください。 

※商品に関するお問合せ、ご注文はゴルフ場ショップまで 

※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます 

※写真はイメージです 

お土産 

訳あり 紀州南高梅 

つぶれ梅 

■ 価格 1,550円（税込） 

■ 内容量 500ｇ 

5月11日（月）より、「ゴルフ場のおいしいサマーギフト2015」のお申し込み受付開始します。人気のオリジナル商品や全国

お取り寄せギフト、夏ならではのスイーツや鰻、麺類など、全63品を多種多様に取り揃えております。ご指定の場所にお

届けしますので、お中元やコンペ賞品などにもぜひご検討ください。 

商品一例 ※写真はイメージです ※価格はすべて送料・税込 

ゴルフ場の 

おいしい 

サマーギフト 

■ お申込承り期間 ： 2015年5月11日（月）～ 7月20日（月） / 配送期間 ： 2015年6月1日（月）～ 8月10日（月） 

■ 商品詳細・お問合せ ： ゴルフ場レストラン、または下記のギフト担当窓口（株式会社ハーツリー）まで 

全国銘柄豚とんてき 

～食べ比べセット～ 

価格：4,900円 

たかはたファーム 

ミックスゼリーセット 

価格：4,100円 

仙台名物 

牛たん詰合せ 

価格：5,200円 

沖縄ブルーシール 

アイスクリーム 

価格：4,300円 

「夏トク」キャンペーン 

ギフト担当窓口 Tel ： 03-6688-1330 （平日10：00～17：00） お問い合わせフォーム ： http://www.htrs.co.jp/contact/ 

mailto:pr@accordiagolf.com
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150401-natsutoku/
http://www.htrs.co.jp/contact/

