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特集 
ご夫婦で、家族で、仲間で・・・楽しみ方はさまざま 

今年の夏は「ゴルフ旅行」 
今年の夏は宿泊施設併設のゴルフ場を利用して「ゴルフ旅行」がおすすめです。ゴルフ場の宿泊は、プレーに加えて豪華

な夕食・朝食もセットなのに料金も大変リーズナブル。大浴場もレストランもゴルフ場の施設を使用するため広々としてい

ます。7月～8月のご予約は混雑することが予想されます。どの施設も宿泊だけのご利用もできますので、ゴルフ場の宿泊

施設に泊まる「ゴルフ旅行」を、そろそろ計画してみてはいかがでしょうか。 

期間 ： 6月1日（月）～7月16日（木）      

内容 ： 1泊3食付セルフ1ラウンドプレー       

料金 ： 通常 平日12,500円 土日祝17,900円 を 

【露天風呂】 

喜連川カントリー倶楽部（栃木県さくら市）は6/1（月）より「喜連川カントリー倶楽部＆美肌温泉ホテルきつれ川」に名

称変更をしました。「日本三大美肌の湯」と言われる喜連川温泉を源泉とした温泉・露天風呂は、入ってみるとなめら

かに感じるほどの泉質で、女性を中心に大変好評を頂いております。ゴルフとのプレーパックはもちろん、近くには避

暑地として有名な那須高原もありますので、家族やご友人同士の旅行の際に宿泊だけでもご利用ください。名称変更

を記念し、特別プランをご用意しました。満室の場合お受けできない場合があります。ご予約はお早めに！ 

「日本三大美肌の湯」に選ばれたなめらか温泉が自慢              

喜連川カントリー倶楽部＆美肌温泉ホテルきつれ川（栃木県さくら市） 

【ツインルーム】 

【料理写真】 

彩の森カントリークラブ     

（埼玉県秩父市） 

トム・ワトソンが設計・監修した世界初の

コース。秩父市内にあり、観光と合わせ

てご利用できます。人気のすき焼き付宿

泊プランが、期間限定で肉の量が1.5倍で

す！体力を付けてゴルフに挑みましょう。 

期間 ： 6月1日（月）～8月31日（月）     

内容 ： 1泊3食付セルフ1ラウンドプレー  

料金 ： 平日14,442円 土日祝23,190円 

※7/17（金）までのご予約限定 

夕食は「牛しゃぶしゃぶ」をメインに豪華な

和会席をご提供。ご希望の方には鴨川

シーワールド（9km）の割引チケットもご用

意しています。海にゴルフに水族館に、南

房総のリゾート鴨川を満喫してください！ 

期間 ： 7月1日（水）～9月30日（水）※    

内容 ： 1泊3食付セルフ1ラウンドプレー 

料金 ： 平日14,500円       

※お盆期間（8月10日～14日）を除く 

近隣のノーザンCC上毛ゴルフ場との２プ

レーパックでゴルフを満喫できます。部屋

は和室なので最大4名で利用可能。夕食

時は飲み放題プラン（+1,620円）をつけれ

ば反省会も盛り上がります。 

期間 ： 7月1日（水）～8月31日（月）※    

内容 ： 1泊4食付セルフ2ラウンドプレー 

料金 ： 平日14,350円 土日祝20,350円 

※お盆期間（8月10日～14日）を除く 

夏のすき焼き肉1.5倍プラン 鴨川CC 夏の宿泊プラン 1泊2プレー ゴールデンパック 

名称変更記念宿泊プラン 

鴨川カントリークラブ   

（千葉県鴨川市） 

ノーザンCC赤城ゴルフ場           

（群馬県渋川市） 

今回ご紹介したゴルフ場以外にも宿泊施設を併設したゴルフ場や、宿泊のみでご利用できるホテルもあります。    

▼詳細はコチラ http://reserve.accordiagolf.com/special/2015/hotel/ 

スイートルームやカップル向けプランもある 部屋は寝室とリビングが別々で広いと評判！ 

※喜連川CC以外の料金はツインルーム2名1室ご利用の場合の料金です。お一人様でご利用の場合、追加料金が発生する場合があります。 

仲間４人集まって和室でわいわい 

※夕食は塩ちゃんこ鍋 追加料金で様々なメニューに変更可   

※ご予約時に「掲載誌面を見た」で適用となります     

※シングルルーム、ツインルームともに上記料金    

⇒ 平日 9,900円 土日祝14,900円  でご案内 
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au WALLET1周年 ２つのおトクなキャンペーンを実施中 

au WALLETポイントが貯まる、AGポイントに交換ができる！ 

 
当社は2014年5月よりKDDIと提携し、au WALLETポイントのアコーディア・ゴルフポイント（以下AGポイント）への交換と、全
国で運営するアコーディア・ゴルフグループのゴルフ場、練習場全てでau WALLETカードでの決済サービスを行っていま
す。これにより、ご利用料金をau WALLETカードで決済したお客さまはau WALLETポイントを獲得することができます。今
回のau WALLET１周年を記念したキャンペーンでは通常より多くのポイントが貯まり、さらに！通常より多くのAGポイント
に交換が可能です。この機会にいつもよりおトクにポイントを貯めて、貯まったポイントを、ゴルフのプレーに、欲しかったク
ラブの買い物に、利用しましょう！ 

期間：5月21日（木）～6月30日（火） 

内容：au WALLETカードで精算すると    
  200円につき 5 au WALLETポイントを獲得※ 

期間：5月21日（木）～6月30日（火） 

内容：au WALLETポイントからAGポイントへ交換すると  
  通常の30％のボーナスポイントが加算※ 

au WALLET １周年記念キャンペーン au WALLET ポイント交換キャンペーン 

※通常は200円につき 3 au WALLETポイント ※通常は1 au WALLETポイント＝1AGポイント 
※クレジット機能付きカードの場合 6 au WALLETポイント ※1,000au WALLETポイントの場合、1,300AGポイント 

▼詳細はコチラ http://www.accordia.jp/point/au_wallet_CCC.php 

いよいよ梅雨到来… 

雨の日のご来場に感謝の気持ちを込めた特典やサービスをご紹介します！ 

 

①次回使える優待券 
  「レインサンクスチケット」プレゼント 

【番外編】 梅雨におすすめなゴルフ用品 グリップ 

Golf Pride「Zラバーグリップ」＆Muziik「ドライコンパウンド」 

新しいグリップに変えることで、雨の日のゴルフでも安心して

スイングできます。「golfrevo」では即日グリップ交換も対応し

ておりますので、是非お気軽にお問い合わせください！ 

③ゴルフショップ「golfrevo」 

  レインウェアキャンペーン開催 

今年、沖縄では例年より10日ほど遅れて梅雨入りを迎えました。関東・関西では平年6月8日頃に梅雨入りを迎え※、1ヶ

月以上雨の多い期間が続きます。しかし天候がすぐれない中でもめげずに果敢にプレーをされるゴルファーは多くい

らっしゃいます！そんな方々のために、ゴルフ場では雨の日にプレーされた方への特典や、少しでも快適に過ごしてもら

えるようなサービスをご用意しております。ジメジメした季節をゴルフで乗り越えて、楽しい夏を迎えましょう！ ※気象庁ＨＰ 

②タオルサービス 

Golf Pride「Zラバーグリップ」  

販売価格 1,512円 

グリップ全体にある「Ｚ形状」の溝が
水分を逃すことで、全天候で高い 
グリップ力を実現。 

Muziik「ドライコンパウンド」 

販売価格 1,188円 

特殊素材で雨でも喰らい付く 

圧倒的なグリップ力。 

※金額は税込。一部取り扱いの無い店舗もございます。 

http://www.golfrevo.com/ 

グレンオークスカントリークラブ 
（千葉県香取市） 

http://www.glenoaks.cc/ 
藤原ゴルフクラブ（三重県いなべ市） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=024 

雨の日にご来場の方に感謝の気持ちを込め

て、次回利用できるレインサンクスチケットを

お配りしています。次月の平日対象で、最安

値のプレー料金でご案内します。 

雨の日はカートのイスにバスタオルを

敷いてお見送り。 また、ホールアウト後

にもタオルをお配りするサービスを行っ

ています。 ※キャディ付きプレー限定 

期間 ： 6月1日（月）～6月30日（火） 

内容 ： 運営ゴルフ場・練習場インショッ

プなどで展開する「golfrevo」では期間

中、対象レインウェアをお買い上げで

キャッププレゼントなど、各種特典を用意

しております。 

※対象商品、特典内容は店舗により異なります。   

  詳しくはショップ係員までお合わせください。 
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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 

目土をするのは“ディボット”じゃなくて“ディボット跡” 

キャディ付プレーが主流だったころに比べて、最近はセルフプレーの需要が増えてきた影響もあり、ゴルファー自身のラウ
ンドマナーやエチケットが改めて注目されるようになってきました。カートに設置されている目土袋を利用してディボット跡
の目土に協力してくださる方も増え、多くの方がグリーンフォークを携帯してくれています。ところでディボット跡やボール
マークはなぜ修復した方が良いのか。今回はコースの修復についてご説明いたします。 

ディボット跡の修復について ボールマークの修復について 
ディボット（divot）とは？      
スウィングした時にクラブで切り取られた芝生、土の
こと。ですから、削られた跡のことは「ディボット跡」と
言います。 

ボールマーク（Ball mark）とは？    
グリーン上にボールが落ちた時にできる小さな窪み
でピッチマークとも言われます。 

コース管理も全てのゴルファーの安全や快適なプレーのために、より良いコースコンディションを維持する努力はしていま
すが、皆さまのほんの少しの気遣いがあれば、さらにきれいなコースを提供することができます。次のプレーヤーのために
も、ナイスオンしてプレーに余裕がある時など、ご協力を宜しくお願い致します。 

ディボット跡の修復について     
ディボット跡の修復には「目土」をします。目土は、砂
または砂と芝の種を混ぜたもので、ディボット跡を埋
めることで芝の根の乾燥を防ぎ、芽芝の再生を促すこ
とができます。日本の多くのコースでフェアウェイに用
いられている「高麗芝」は、まず地下茎が地中横方向
に発達し、そこから芽が縦に伸びていくため、目土に
よって地下茎を保護することが特に重要とされていま
す。 

ボールマークの修復について   
ボールマークの修復には「グリーンフォーク」を使
います。へこんだ部分の横からフォークを刺しま
す。持ち上げると根が切れてしまうので、根を切ら
ないように芝を中央に寄せます。      
ちなみにコース管理のスタッフは大きめのフォーク
を常に携帯していて、グリーン刈りなどの作業と同
時にボールマークを修復していきます。当社はグ
リーンに砂をいれてボールマークがつきにくいよう
に管理をしています。 

目土をしないと穴に沿って
根が伸びてしまう 

 

ワイルドダックCCでプレー前に優雅なひととき 

朝食クロワッサンバイキング開始！ 
季節限定！レストランオリジナル商品 

「京都宇治抹茶ロール」販売中 

プライベート・ブランドの新商品、季節限定の「宇治抹茶
ロール」を全国の運営ゴルフ場で販売中！お茶の名産
地として名高い京都府京田辺市で創業180年の老舗茶
屋「今村芳翠園本舗」の抹茶を使用し、生地は北海道産
黒豆入りの抹茶スポンジで求肥と抹茶クリームを巻き上
げています。甘すぎず、でも、しっかりと濃い抹茶の風味
が絶妙。老若男女問わず人気の逸品です。 

※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 

クロワッサンバイキング 

価格 ： 550円（税込） 

場所 ： マスター室前カフェ 

時間 ： 7：00～9：30 

内容 ： ミニクロワッサン5種＆ 

     コーヒーセット 

※+430円（税込）で スープサラダセット 

※お土産もございます  

アコーディア・ゴルフ 

オリジナル お土産 

北海道産 

黒豆入りの 

抹茶スポンジ 

京都の老舗茶屋 

「今村芳翠園本舗」 

の抹茶を使用 

ワイルドダックカントリークラブでは今年4月より、クロワッサ
ン食べ放題の朝食バイキングを始めました。ミニサイズな
ので少しずつ色々な種類を食べ比べていただけます。オー
ブンで焼き上げたサクサクとした食感が最高！価格もリー
ズナブルでコーヒーもおかわり自由なので、いつもはコンビ
二朝食の方もぜひお早めにご来場いただき、ゴルフ場の景
色を見ながら、プレー前の贅沢な時間をお過ごしください。 

ワイルドダックカントリークラブ（茨城県神栖市） 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128 

京都宇治抹茶ロール 

価格 ： 1,296円（税込） 

※6月下旬まで販売。無くなり次第終了。 



もしかすると雨女なのか？ゴルフに限らず

出掛けるときには割と雨の確率が高いで

す…。今まで雨の日ゴルフは傘だけで凌い

でいましたが、今年は梅雨に入る前にレイ

ンウェアの購入を検討中です。（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 】 
喜連川温泉は「日本三大美肌の湯」の一つだ

そうです。ところで「日本三大●●」と言えば、

「日本三景」の一つ、宮島に先日、初めて行っ

て来ました。松島は行ったことがあるので、

近々天橋立に行ってみようと思います（庄司） 

 先日、ノーザンＣＣ錦ケ原ゴルフ場の工房でＪ

スピース選手使用のパターグリップに交換しま

した。まだ、コースでは試していませんが、見る

からに入りそうです。これでだめだったら、次は

クロスハンドグリップにトライします！ （丸毛）  

 

 

 

暑さに負けないゴルファーに朗報！  

アコーディアの夏は０円がいっぱい 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

A 

B 

アコーディア・ゴルフ イベントカレンダー 

2015年6月 

B/C 

【A】 アコーディア・ガーデン名古屋 開場2周年記念イベント 

期間：6月3日（水）～6月5日（金）                                                  

内容：大抽選会（期間中の来場者全員に抽選券を配布）          

 ※「スクール体感+入会キャンペーン」を同時開催！   

     6月30日（火）までの期間、スクール体感レッスンを半額に、また             

     入会者には3,000円分のボール代をプレゼント！      

さらに！広さ100坪を誇るショップ『golfrevo』では「大ワゴンセール+グ

リップ交換キャンペーン」を実施。クラブ、ウェア、シューズ等の購入や

グリップ交換が非常におトクです。期間：6月4日（木）～6月14日（日）

 http://www.accordia.jp/practice/nagoya/ 

【Ｃ】 ハローキティ カップゴルフコンペ     

 6月27日（土） 花の杜ゴルフクラブ（宮城県）初の東北開催！

 http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/ 

圏央道開通記念！茨城２コースで    

会員募集キャンペーンを開始 

6月7日に圏央道神崎ＩＣ～大栄ＪＣＴが開通し、常磐道と東関道が結

ばれます。この開通を記念して、茨城県の2コースで会員募集キャン

ペーンを開始します！アクセスが便利になるこの機会に、会員権を

お得に購入しクラブライフを楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

霞台カントリークラブ 

筑波山・霞ヶ浦を一望できる雄大な36Ｈ 

[正会員] 通常 462,240円 → 393,120円 

      ※40歳以下 ： 307,800円 

      ※団体4名以上 ： 324,000円（1名） 

土浦カントリー倶楽部 

ゆるやかな起伏と松林で彩られた27Ｈ 

[正会員] 通常 359,640円 → 251,640円 

圏央道開通記念キャンペーン 

※2016年3月末まで、募集金額はすべて入会金・税込価格 

今年もゴルファー感謝企画、『アコーディア・ゴ

ルフ０（ゼロ）フェスタ2015』の開催が決定しま

した！運営する130コースで夏ゴルフを盛り上

げる3つの「0円」 をご用意しております。 

■ 期間 ： 2015年7月21日（火）～ 7月31日（金）までの平日9日間                

・イベントサイト http://accordia.jp/event/0festa/                                                

・プレスリリース http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20150528131653.pdf 

アコーディアWebからの平日プラン予約＆プ

レーで抽選で合計50名様に平日無料プレー

券が当たるWebキャンペーンを実施中。対象

期間中にWeb予約・プレーした分だけ当選確

率もアップ！皆さま奮ってご参加ください。 

■ プレー対象期間 ： 2015年6月1日（月）～ 7月31日（金）                 

■ 内容 ： 期間中にキャンペーンに応募の上、アコーディアWebより               

  ご予約＆プレーされた方の中から抽選で合計50名様に 

        平日無料プレー券をプレゼント！          

詳細 http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150501-weekday_play/ 

② 無料プレー券が当たる！アコーディアWebキャンペーン 

① 『アコーディア・ゴルフ０（ゼロ）フェスタ2015』開催！ 

【Ｂ】 Ｅａｓｙ Ｇｏｌｆ （女性限定ゴルフ場デビューイベント）   

 6月20日（土） 相武カントリー倶楽部（東京都）    

 6月27日（土） 愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県） 

 http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/ 


