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特集 真夏はスタミナランチでゴルフを制す！ 
暑さで食欲がないからと食事をおろそかにしては、体力も落ちて夏バテを引き起こしてしまいます。そこで、アコーディア・
ゴルフは、各ゴルフ場の調理長が考案した自慢の「スタミナランチ」でゴルファーの夏ゴルフを全力サポート！暑い夏を乗
り切るおすすめランチや夏季限定メニューの一部をこちらでご紹介します。また、アコーディアWeb内のレストランページが
リニューアルしてパワーアップしました！全国ゴルフ場のレストラン情報満載のサイトを、ぜひチェックしてみてください。 

 

『国産 鰻重』 3,240円 
神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県）  

夏のスタミナ食の定番！ゴルフ場調理長イチオシ 

滋養豊富“うなぎ”料理で夏バテ撃退！ 

『スタミナ！鰻とろろ丼』 1,944円 
寄居カントリークラブ（埼玉県） 

 

 

『ゴルファーのための冷やし中華』 1,730円 
石岡ゴルフ倶楽部（茨城県） 

アコーディアWeb内のレストランページが新しくなりました！毎月、旬のテーマで全国から調

理長自慢の逸品を紹介するコーナーや、各ゴルフ場の「今だけ」「ここだけ」のオイシイ情報

が満載。全国グループゴルフ場（アコーディアWebから予約が可能な125コース）のレストラン情報が掲

載されているので、食べたいメニューで次のゴルフ場が決まるかもしれません。 

①「全国のゴルフ場から」 ： 全国125ゴルフ場の名物メニューやイチオシ情報を掲載。                  

     ※朝食の営業時間やコース売店情報もこちらから確認できます。      

②「今月の逸品」 ： 毎月テーマごとに全国から選りすぐりのメニューをご紹介。               

     ※今月は上記でご紹介した「うなぎ」特集！全6店舗のうなぎ料理を掲載中です。 

レストランページはコチラ（アコーディアWeb内） http://www.accordia.jp/restaurant/  

その他のうなぎメニューはコチラ ※テーマ別に毎月更新！

http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html  

柔らかく、ジューシーな肉
質に、霜降りと赤身の絶妙
なバランスがクセになる「ア
ンガス牛」のステーキを西
日本のグループゴルフ場
（愛知県以西～沖縄県）58コー
スで期間限定販売しており
ます。300ｇのボリュームは
圧巻です！ 

『アンガス牛ステーキ』（300ｇ） 2,592円 
西日本グループゴルフ場 58コースにて販売 

「鰻にとろろ＆半熟玉子の
スタミナ三重奏！元気とパ
ワーが欲しい時など特に
召し上がって頂きたい一品
です！」 

調理長 
長谷川景子 

調理長 
福山 崇 

※オーストラリア産牛肉使用/ライス付 
※8月31日まで。一部販売していない店舗もございます。 

「美味しさのポイントは 
自家製のタレ。鰻の骨、
頭などをコンガリ焼き、 
旨みの詰まった『煮つめ』
で作ります。」 

レストランページがリニューアル！毎月更新の全国ゴルフ場最新グルメ情報は要チェックです 

NEW 新たに2つのコンテンツが追加！ 

※掲載商品はすべて税込 ※料理写真はすべてイメージで、実際の盛り付けや食器と異なる場合がございます。  

「ゴル飯（めし）プロジェクト」
第1弾メニューが開始1ヶ月
で600食を突破！ゴルファー
のプレーをサポートするた
めに考案された特別メ
ニューをぜひお試しくださ
い。9月からは秋メニューを
習志野CC KQコースを追加
した2店舗で販売開始予定
です。 

ゴル飯プロジェクト http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20150630173743.pdf 

アスリートゴルファーにぴったりの 

スタミナUPメニュー！好スコアが期待できるかも ？ 

http://www.accordia.jp/restaurant/
http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20150630173743.pdf
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今年の夏休みとシルバーウィークのゴルフ計画はお決まりですか 
涼しい東北へゴルフ旅行？涼しい近くの練習場へ？ 

 

宮城県での宿泊代金が最大5割引！ 夏休みやシルバーウィークの予定はこれで決まり！     

「観光王国みやぎ旅行割引」を利用して涼しい東北へ行く 

花の杜ゴルフクラブ（宮城県黒川郡大衡村） 

宮城県では宿泊代金が最大5割引となる「観光王国みやぎ旅行割引」というサービスを行っております。今年の夏やシルバーウィークは、お得な宿泊
割引を利用して、8月～9月の平均気温が東京と比べて約3度低い宮城に旅行を計画してみてはいかがでしょうか。当社グループゴルフ場も３コース
あります。来場特典をご用意してお待ちしていますので、宮城に来た際には、ぜひご来場ください。  

 

遠くに旅行をしなくても、子どもと遊べば楽しい             

近くの涼しい練習場で打ち込みに励み、ついでにお出かけ！ 

 

アコーディア・ガーデン東京ベイ（東京都大田区）  

 

全打席にミストシャワーを設置。水
が細かい霧の状態で出て素早く蒸
発するので濡れる心配もなく涼しさ
を味わえます。計測時の状況、場所
にもよりますが、外気と打席の温度
は6～7度程の差があります。練習後
は近くのしながわ水族館へも。 

アコーディア・ガーデン茅ヶ崎（神奈川県茅ヶ崎市） 

当社では唯一の3階建ての練習場で
す。ミストは1F、2Fそれぞれ17打席
3F11打席に設置。開始して３年目と
なりますがお客さまからも評判です。
天然芝のアプローチ＆バンカーが人
気（料金60分960円/税別）練習後は
近くの江ノ島で夏を満喫できる。 

アコーディア・ガーデン帝塚山（奈良県奈良市） アコーディア・ガーデン甲子園浜（兵庫県西宮市） 

1F、2Fそれぞれ20打席にミストを設
置。冷却効果により、真夏の暑さを
和らげる快適な練習環境を提供して
います。高台にある練習場のため、
心地良い風が吹いています。 

7/24（金）より打席にミストを設置。ま
た、7/26（日）に打席のカーペットを
新しく張り替え、見た目にも鮮やか
になりました。きれいになった打席で
涼みながら練習ができます。練習後
はリゾ鳴尾浜でリフレッシュ。 

当社の直営練習場には、夏季の間、暑さを和らげてお客さまに快適に練習して頂くために「ミスト」を設置している練習場があります。
登録制ジュニアゴルファー制度「アコーディア・キッズ」に登録すれば、18歳未満のジュニアは夏休み期間9時～20時の間、60分間打ち
放題500円（+税）で利用することができます※。夏休みの子どもを連れて一緒に近くのミスト付きの涼しい練習場へ行き、練習後は近隣
の立ち寄りスポットへお出かけしましょう。もちろん大人だけのご来場も歓迎です。※アコーディア・ガーデン東京ベイは対象外 
 ▼「アコーディア・キッズ」について http://www.accordiagolf.com/accordiakids  

 

おおさとゴルフ倶楽部（宮城県黒川郡大郷町） 

宮城野ゴルフクラブ（宮城県亘理郡山元町） 

人気急上昇の仙台新名物 “マーボー焼きそば” 

元々はある中華料理店のまかない
として食べられていましたが、テレビ
で紹介されたことにより、瞬く間に仙
台の新名物となりました。おおさと
GCと宮城野GCで食べることができ
ます。 

県外お客さま来場特典 
牛タン（おつまみ）1,400円
を50％引きでご提供 

※３コースとも、ご予約時に「アコナビ/掲載誌面を見た」で上記特典を適用します。  
 有効期間は2015年9月30日（水）まで 

仙台駅より車で約50分、東北自動車道大和ＩＣから約8キロ 
JCBクラシックやミヤギテレビ杯女子オープンを開催したこともある、
ジャック・二クラス設計のチャンピオンコース。プレー後は温泉も。 
 近隣観光施設：こけしの里鳴子温泉、栗駒山等 

仙台駅より車で約45分、東北自動車道大和ICから約15キロ、仙台北部道路利
府しらかし台ICから約7キロ 緑のフェアウェイを引き立てる白いビーチバン
カーが特徴。0.5Rプレーやスループレーなど多彩なプレースタイルがご利用可
能。 近隣観光施設：日本三景松島、塩竈神社等 

県外お客さま来場特典 
シ ョ ッ プ お 土 産 品 コ ー
ナー20％引き。レンタル
クラブ、シューズ50％引き 

仙台駅より車で約55分、常磐自動車道山元ICから約9キロ 
海から近く、INコース16番からは晴天の日に太平洋が望める。 
 近隣観光施設：白石城、蔵王山等 

県外お客さま来場特典 
チェックイン時にソフトドリ
ンク券をプレゼント 

「観光王国みやぎ旅行割引」について http://www.pref.miyagi.jp/kankou/ryokouken/top.htm  

 ①県内外の指定の「旅行会社」店頭やWEBサイトで申込み。対象商品には「ふるさと割」のマークが記載されています。 
  ※8/3現在、各指定旅行会社で8～9月対象商品を販売中。（一部完売の旅行会社もあり）また、8/21（金）より10～11月対象商品を販売予定。 
 ②るるぶトラベル、楽天トラベル、ヤフートラベルよりクーポンを獲得し、各サイトで予約時にクーポンを利用することで割引となります。 
  ※8/3現在、各サイト上で、9月も使える航空券+宿泊パック用クーポンと10月以降の宿泊施設用クーポンを配布しています。（詳細は各サイトまで） 
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ミュゼトラベルとEasy Golfがコラボ！ 
女性限定「はじめて♥ぷちゴルフ」 

関西頂上決戦「関西テレアマ」 
予選・決勝をグループゴルフ場で開催 

 

 

女子旅ツアーが充実の旅行会社「ミュゼトラベル」と、女性のた
めのゴルフ情報サイト「L-Style」が運営する「Easy Golf」がコラボ
した、女性限定ゴルフデビューイベント『はじめて♥ぷちゴルフ』 
ツアーを、9月12日（土）に山の原ゴルフクラブ（兵庫県）で、9月
26日（土）にはかずさカントリークラブ（千葉県）で実施します。ツ
アー特典として参加者全員にその場で使えるミュゼグッズをプレ
ゼント！送迎バス付きで手ぶらで参加可能なので、お気軽にゴ
ルフを始めるチャンスです。 

関西のトップアマの挑戦を待ち受ける秋の大一番、「ALL KANSAI 
テレビ・アマチュアゴルフ選手権」。1979年から始まった本大会は
回を重ねるごとにレベルが高まり、ここ近年は遠くは東北・九州地
方などからのエントリーも増える傾向にあります。そしていよい
よ、第37回目となる今年の大会概要が決定！関西2府4県での地
区予選と10月13日（火）～15日（木）に行われる各部門の決勝大
会がアコーディアのグループゴルフ場で開催されます。 

  

日本デフゴルフ選手権大会 
レイクフォレストリゾート（京都府）で開催 

ゴルフ場の予約はアコーディアWebから！ 
「予約ポイント2倍デーキャンペーン」 

聴力障害を持たれる方々のゴルフを通じた健康増進と社会順
応を後押しすることを目的とする「NPO法人 日本デフゴルフ協
会」主催の「2015年度日本デフゴルフ選手権大会」がレイクフォ
レストリゾート（京都府）にて開催されます。こちらは2年に1度開
催される世界大会の出場権※が得られる全国的競技の大会で
す。また、7月20日（月祝）には同団体が主催する「西日本デフゴ
ルフオープン」が白鷺ゴルフクラブ（兵庫県）で行われました。 

「2015年度日本デフゴルフ選手権大会」概要 

開催日 ： 9月13日（日）～9月14日（火） ※2ラウンド（2泊） 

開催場所 ： レイクフォレストリゾート ※プレーはセンチュリーコース 

参加人数 ： 50名 

NPO法人 日本デフゴルフ協会 http://japan.deaf-golf.net/ 

2015年度西日本デフゴルフオープン レイクフォレストリゾート

[決勝開催地] 

グランベール京都ゴルフ倶楽部 
 
[決勝日程] 

チャンピオンの部 10月14日（水）・15日（木）  
シニアの部 10月13日（火） 
レディースの部 10月13日（火） 

[主催] 

サンテレビジョン、KBS京都、奈良テレ
ビ放送、テレビ和歌山、びわ湖放送、
デイリースポーツ 
 
[後援] 

関西ゴルフ連盟、日本パブリックゴル
フ協会、関西ゴルフ練習場連盟 
 
[特別協賛] 

株式会社アコーディア・ゴルフ 
 
[協賛] 

ミズノ株式会社、日本郵便株式会社、
月刊リアルゴルフ 

グランベール京都GC 

昨年大会時の様子 

大会詳細、エントリーはコチラ http://sun-tv.co.jp/tereama15 

キャンペーン詳細、対象コース、対象日はコチラ 

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150801-20150901-yoyaku-pt 

「予約ポイント2倍デーキャンペーン」概要 
プレー対象期間 ： 2015年8月1日（土）～9月30日（水）の 
            各コース指定日（毎月5日間、合計10日間） 
内容 ： 対象期間中、各コースが指定する対象日に 
     アコーディアWebから予約＆プレーすると通常の2倍の 
     予約ポイントをプレゼント。 

※通常予約ポイント 

   ・・・50pt（年間24回以上来場の方は次回以降100pt）×プレー人数 

詳細はコチラ http://www.musee-travel.co.jp/campaign/20150709_easygolf/ 

L-Style http://www.lstyle-accordiagolf.com/ 

ミュゼトラベル http://www.musee-travel.co.jp/ 

8月1日（土）から9月30日（水）の期間、各ゴルフ場ごとの指定日
（各月5日間）にアコーディアWebから予約＆プレーで通常の予
約ポイント※の2倍のポイントをプレゼントする「予約ポイント２倍
デーキャンペーン」を実施いたします！今年4月から7月末までに
行った「予約ポイント2倍キャンペーン」が皆さまから大変ご好評
いただき、本キャンペーンを実施する運びとなりました。 

※世界大会の出場権をかけて、日本国内では 

今大会を含む事業を年間5回実施しております。 

「はじめて♥ぷちゴルフ」概要 

開催日・場所 ： ①9月12日（土） 山の原ゴルフクラブ（兵庫県） 

          ②9月26日（土） かずさカントリークラブ（千葉県） 

料金 ： 各日 9,500円（税込） 

内容 ： オリエンテーション（マナーやルールついてプロより説明） 

     ランチ 

     レッスン（ドライビングレンジ・練習グリーンでの基礎レッスン） 

     ラウンド体験（特別ルールで3ホール程度コースデビュー） 

     ※レンタル有り（無料）、ゴルフウェアでなくてもＯＫ 

集合・解散 ： ①11：30 梅田駅集合/18：30～19：00 梅田駅解散 

         ②11：00 東京駅集合/18：30～19：00 東京駅解散 

         ※送迎バス付き。時間は変更となる場合がございます。 

特典 ： その場で使えるミュゼグッズをプレゼント！  

     ★ミュゼオリジナル日焼け止め UVブロックPRO SPF50++++        

     ★ミュゼオリジナルゴルフグローブ（片手、左手のみ） 

http://japan.deaf-golf.net/
http://sun-tv.co.jp/tereama15
http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2015/20150801-20150901-yoyaku-pt
http://www.musee-travel.co.jp/campaign/20150709_easygolf/?re_adpcnt=7yg_3NLc
http://www.lstyle-accordiagolf.com/
http://www.musee-travel.co.jp/
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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 】 

 先日、取材で岩田寛プロにお会いしました。 

朴訥としながらも、実は周囲に気を使われてい

ることがわかり、一層ファンになりました。10月の

大会での矢野プロとチーム本間のプロの皆さま

の優勝争いへの期待が高まりました！ （丸毛）  

 

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 

 

アマチュア出場者が続々と決定 

 

 

石岡GC名物「バンカー」と「ブッシュ」 

今話題の「エイムポイント」講習会を開催！ 

■ 開催日：8/23（日）、8/29（土）、8/30（日） 
■ スケジュール： 
 10時～12時 レベル1・2 募集人数10名 
    受講料：成人28,080円、ジュニア24,840円（税込） 
 13時～14時 レベル3  募集人数5名 
    受講料：成人21,600円、ジュニア16,200円（税込） 
 15時～17時 パッティング 募集人数4名 
    受講料：成人24,840円、ジュニア19,440円（税込） 

アダム･スコットやステーシー・ルイスが取り入れ一躍有名に
なった新技術「エイムポイント」は、指を顔の前に立ててライン
を読む技法です。アマチュアにも、その存在が広がってきまし
た。中部を中心に開催されていたエイムポイント公認インスト
ラクターの山田 大 氏による講習会を“熱意系ゴルファー”が集
まる石岡GCで開催することとなりました。 

お問合せ、ご予約は石岡GC 0299-58-5111 まで 

「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」は、本間
ゴルフの「熱意系戦略」と当社の「トロフィア・ゴルフ」のブランド
コンセプトの合致により、協力して開催することとなりました。
そこで“ゴルフに対し向上心にあふれた（熱意系）ゴルファー”
の期待に応えるべく、JGTOが主管するゴルフトーナメントにお
いて通常7名程度のマンデートーナメントのアマチュア選手出
場枠を30名に拡大し、多くのアマチュア選手がトーナメントに
出場できるチャンスが増えました。マンデー出場へ向けて、
様々な予選会が開催されています。10月の本大会まで、残り
約2ヶ月となった今も全国各地で予選が繰り広げられ、マン
デートーナメント出場を勝ち取ったアマチュア選手が続々と決
定しています。 

トーナメント開催に向けて、コース整備も進んでいます。石岡
GC名物の一つ「バンカー」もエッジを整え、砂を補充して擦り
付けを行いました。写真は17番の様子です。ティグラウンドか
らの景観が良くなりました。 

また、もう一つの名物、「ブッシュ」の整備も行っています。ブッ
シュを刈るための機械がこの「ハンマーナイフモア」です。 

ひとたびボールが入ってしまえば、見つけることも難しく、アマ
チュアでは脱出も困難な「ブッシュ」を、プロやトップアマがどの
ように攻略するのか注目です。 

【 マンデートーナメント出場をかけたアマチュア予選会 】 

HONMA TOURWORLD CUP QUALIFYING ROUND 

北海道・東北、東日本、西日本、九州の全国4エリア 
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当社では「メンバーズチャンピオンシップ クラチャン部門」を9月23
日（水祝）に習志野CCキング・クイーンコースで開催します。この
大会の1～3位は本戦にストレートで出場することができ、4～7位
がマンデートーナメントに出場します。全国のグループゴルフ場の
各クラブチャンピオンによる予選ですので、非常にハイレベルな
戦いになることが予想されます。また、すでに開催された本間ゴ
ルフ主催の予選も西日本エリアのカットラインが「68」であるなど、
こちらも相当な腕前のトップアマチュアが出場権を獲得していま
す。マンデートーナメントにはプロが40名、アマチュアが30名の合
計70名が出場しますが、プロは上位10名、アマチュアも上位3名
が本戦に出場することができます。この熾烈なマンデートーナメン
トを勝ち抜いた“熱意系ゴルファー”が、本戦でプロと石岡GCを相
手に、大会を大いに盛り上げてくれることを期待しています。 

かれこれ数ヶ月、腰の痛みに悩まされ通院を

続けています。ゴルフは片方の運動なのでゴ

ルファーは特に腰に問題を抱えている方が多

いようです。利き手の逆で打つ練習をするプロ

を参考に日々の生活から意識します。（庄司） 

着々と日焼けを重ねていて、この夏の間にど

れほど色黒になってしまうのかと少し心配で

す。先月、石岡GCで「ゴルファーのための冷

やし中華」を食べてきました！さっぱりしている

けど意外とボリュームもあり、美味しいです！

ぜひ試してみてください（皆川） 

mailto:pr@accordiagolf.com

