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～寒いのもゴルフの醍醐味～

特集

冬ならではのゴルフを楽しむ

冬のゴルフ場は空気が澄んでいて、はっきりと見える美しい山の稜線など、見渡す限り一面緑の夏のゴルフ場とは、また
違った景色が楽しめます。気温が寒い日もあるかもしれませんが、寒くてもゴルフを楽しむ方法はあります。澄んだ空気を
利用して景色が良いコースを選んだり、冬でも温暖なコースを選んだりなど、冬ならではのゴルフを楽しみましょう。

景色を楽しむ？温暖なコースを選ぶ？冬のゴルフ場選び
三島カントリークラブ（静岡県）

鴨川カントリークラブ（千葉県）

冠雪した富士山を見ながらのプレーはめでた
く、初打ちにもってこいです。また、天然温泉で
露天風呂がありますのでプレー終了後も湯船
から富士山を眺めながら入浴することで、心身
ともにぽっかぽかです。

冬でも温暖な気候に恵まれた、南房総で「あっ
たか」ゴルフを楽しめます。宿泊施設も併設して
います。しゃぶしゃぶや、お寿司の食べ放題を
ご用意していますので夕食もご堪能ください。
オススメプラン 「冬季スペシャル宿泊プラン」
【期 間】 ： 1月5日（火）～1月31日（日）まで ※日～木宿泊/前泊

オススメプラン 「新生活応援杯」
【開催日】 ： 1月11日（月・祝）
【料 金】 ： 12,800円（セルフ・昼食付・参加費込）
【内 容】 ： 参加者全員に新生活に役立つ賞品プレゼント
前半9H新ペリア集計、お帰りの際に賞品お渡し

【料 金】 ： 12,000円（1泊3食付セルフ1ラウンドプレー）
【イベント】： 夕食時に各種食べ放題がセットで付いてきます！
しゃぶしゃぶ（12/21～25） お寿司（1/7～1/11）
※電話でのご予約時に「アコナビ/掲載誌面を見た」とお申し出ください。

愛鷹シックスハンドレッドクラブ（静岡県）

ラビーム白浜ゴルフクラブ（和歌山県）

見晴らしが素晴らしく、富士山、駿河湾、伊豆半
島の絶景を望みながらゴルフを楽しむことがで
きます。ゴルフの帰りは御殿場プレミアム・アウ
トレットでお買い物もできます。
【オススメプラン】 「わいわい宿泊パックプラン」
開催日 ： 2016年1月5日（火）～3月31日（木）まで
料金
： 15,700円～（1泊3食付セルフ1ラウンドプレー）
内容
： クラブハウス併設のロッジ宿泊プランです。
宿泊をご利用し、近隣グループコースとの２ラウンドも可能

関西屈指のリゾート地、南紀白浜に位置する
ゴルフ場です。大阪近辺のゴルフ場に比べ気
温が約2度高く、冬は人気が高まります。宿泊
パックを利用して温泉も。
【オススメプラン】 「ゴルフ＆宿泊プラン」
期間
： 2016年3月31日（木）まで
料金
： 17,400円～（1泊3食付セルフ1ラウンドプレー）
内容
： ラビーム白浜GCでの昼食付1ラウンドプレーと
ホテルハーヴェスト南紀田辺（温泉）の1泊2食付のセット

寒いからおいしい！熱々の鍋料理で身体の芯から温まる

『韓国風豆腐チゲ』 1,674円（税込）
伊豆国際カントリークラブ（静岡県）
熱々の豆腐がたっぷり200ｇ！コ
チュジャンのコクとにんにくの旨み
が効いた冬季限定の鍋料理です。
この機会にぜひ！（店長 本間）

『“天婦羅”鍋焼きうどんと鮪寿司』 1,620円（税込）
サンクラシックゴルフクラブ（岐阜県）
冬に人気の鍋焼きうどんに旬の野
菜や炙り鶏肉などを入れ、ゆずの香
りをアクセントに。天婦羅と握り寿司
もつけました。（調理主任 山口）

『牛もつ鍋』 1,728円（税込）
緑野カントリークラブ（群馬県）
九州醤油を使用して、コクのある
スープに仕上げました。締めは焼き
餅を入れて、もつの旨味を存分にお
楽しみください。（調理長 市川）

※他にもあたたかい鍋を食べられるゴルフ場を紹介しています。詳細はコチラ http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
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今年はゴルフ場でクリスマスパーティ！
ご家族やお仲間と楽しめるゴルフプラン＆イベントをご紹介します
いつものゴルフにクリスマス要素をプラスアルファ！
全国ゴルフ場レストラン 毎年好評の『クリスマスフェア』
お子様へのお土産におすすめ「ハローキティ グッズ」初登場！
『2015 クリスマスフェア』
販売期間 ： 12月1日（火）～25日（金）
販売場所 ： 全国ゴルフ場レストラン

NEW!

ハローキティ プレート
3枚入り 2,160円
チョコレートクラシック
1,600円 冷凍
直径約18ｃｍ（6号）

NEW!

クリスマスチキン
1ピース 259円
8ピース 1,641円

※セット割引あり、価格は税込
※一部お取り扱いしていないゴルフ場もございます

ハローキティ マグ
2ヶ入り 1,620円

※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

東条パインバレーゴルフクラブ
『ＶＩＰルーム完全貸切＆貸切風呂付
プライベートプラン』

ゴルファー以外も大歓迎！ゴルフ場のパーティイベント
小名浜オーシャンホテル
キッズイベント
『ワールド サンタ フェスティバル』
2012年から開始し、クリスマス時期と
夏休みの年２回実施している大型
キッズイベント。すでに地元で恒例と
なっており、毎回お子様やご家族で
大賑わいとなります。
場所 ： 小名浜OH&GC （福島県）
開催日：12月23日（水）～25日（金）
内容 ・ランチ/ディナーバイキング
・料理教室（ショートケーキ）
・工作教室（ゴム動力飛行機等）
・ラッキービンゴ大会
・花火大会 20：00～20：15
お問い合わせTel ： 0246-56-3311
http://www.onahama-ocean.com/

大厚木カントリークラブ
『桜 X’masディナーバイキング』
時間内バイキング食べ放題＋飲み放
題（アルコール含）＋お土産付きの満
足パーティ！恒例ビンゴ大会・大抽選
会もあります！サンタクロース盛り沢
山でお待ちしております。

各日１組限定！豪華なＶＩＰルーム貸切
で、大切なご家族・お仲間との素敵な
一日をお過ごしください。
場所 ： 東条パインバレーGC（兵庫県）
日時 ： 12月21日(月)～25日(金)
料金 ： 平日 14,230円 祝日 21,230円

場所 ： 大厚木CC桜コース （神奈川県）
日時 ： 12月19日（土）18：00～21：00
料金 ： 大人 6,000円
中・高校生 3,000円
小学生 1,000円
未就学児 無料

※プレー代（セルフ）・昼食・
ホールアウト後ケーキセット付、
VIPルーム使用料・税込
※キャディ付はキャディフィ別途
※2B、3Bの場合割増有り
VIPルーム

予約・お問い合わせTel ： 0795-46-0111
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=147

昨年開催時の様子
予約・お問い合わせTel ： 046-241-3141
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=037

神戸パインウッズゴルフクラブ
『クリスマスオープンコンペ 』

相武カントリー倶楽部
『クリスマスディナーパーティ』

アクセス抜群のフラット＆ワイドなコー
ス、神戸パインウッズゴルフクラブでは
毎月開催のオープンコンペが好評で
す。クリスマスに開催の今回は豪華賞
品をご用意！ご家族へのお土産に最
適です。１人様からご参加可能。

握り寿司やプロシュートなどのライブパ
フォーマンスメニューをはじめ、和・洋・
中20種類のお料理やデザートを、コー
スの夜景と共にお楽しみください。

場所 ： 神戸パインウッズGC （兵庫県）
開催日 ： 12月24日（木）・25日（金）
料金 ： 8,980円
※昼食付、参加費・税込
※前半9Hのハーフコンペ
※参加賞あり

賞品例
※写真はイメージです

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=107

場所 ： 相武CC （東京都）
日時 ： 12月13日（日） 17：30～20：00
料金 ： 男性 5,500円
女性 5,000円
未成年 3,000円
未就学児 無料
※ドリンク飲み放題（アルコール含）
予約・お問い合わせTel ： 042-666-1488
http://www.sobu-cc.co.jp/

コース ライトアップ
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ピンクリボンガールズゴルフ2015開催御礼
“３パット数”によって変わるチャリティを実施

お客様の笑顔のために
「サービスキャプテン」活躍中！
アコーディア・ゴルフでは、2014年12月より「サービスキャプテン
制度」を導入しています。各ゴルフ場、女性従業員1名が任命さ
れ、身だしなみや接客、ビジネスマナーなどを改めて磨き上げて
いくこと、日々の業務の中で感じたことやスタッフから届いた声を
支配人に伝え、継続的にサービス改善に向けた提案を行いま
す。
サービスキャプテンを女性従業員に限っているのは女性活躍の
場を広げていきたいと考えているためです。日々お客様とコミュ
ニケーションを重ねるフロントやレストランスタッフには女性が多
く、たくさんの声を聞いています。そうした声をサービスにとりいれ
ていくとともに、女性目線でサービスを改善していきます。
サービスキャプテン制度を開始して1年間が経過しましたが、制
度開始時点と比較してWEBサイトの「接客」クチコミ数値が3.4から
4.0へ0.6ポイント改善したゴルフ場もあるなど着実に成果が出て
きました。今後も、ゴルフ場全体が一丸となってサービス向上に
努めてまいります。

サービス研修用DVD
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ノートを通じて支配人へ意見を届ける

11/23（月・祝）千葉県のラ・ヴィスタゴルフリゾートで、「ピンクリ
ボンガールズゴルフ2015」が開催されました。女性限定のゴル
フ場貸切で行われる本イベントは、2010年より開催され、今年
で6回目となりました。その名前の通り「ピンクリボン活動」を応
援するためのイベントであり、会場装飾もピンク、また、参加者
もピンクのグッズを身につけて参加のため、ゴルフ場がとても
華やかになりました。今年はスペシャルゲストに、浜松町ハマ
サイトクリニック院長の吉形玲美先生にお越し頂き「ピンクリボ
ン活動や女性の健康について」の講演会が行われました。ま
た、各参加者が18ホールプレーをして“３パット以上したホール
数”によって募金にご協力を頂く等、今回のイベントでは総額
79,740円の篤志が集まりました。お預かりしたお金は日本対が
ん協会へ寄付いたします。当社は今後もピンクリボン活動を応
援していきます。

スタート前に参加者全員で集合写真

会場もピンク一色

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

フェアウェイで見かけるスジは何ですか？
ゴルフ場の芝も気温が23度以下になる11月から3月は生長が止まります。コース管理の仕事の一つである刈込み作業がなくなります
が、その代わり芝の刈り込み以外のコースメンテナンスを行っております。そのうちの一つが「排水工事」です。皆さまもプレー中、フェ
アウェイの中にスジが入っているのを見かけたことがあると思いますが、あれが排水工事をおこなった跡です。コース内には20～50ｍ
ごとに排水口が設置され地下排水に集水しています。しかし、年月の経過とともに基礎地盤が不透水層に変化したり、粘土質層の上
に砂質の目土層ができたり、芝にサッチが溜まりすぎることで排水不良となっていくため、改善を行う必要があります。排水工事には
開渠（かいきょ）と暗渠（あんきょ）の２種類があり、フェアウェイの傾斜や広さなどによって使い分けていきます。

暗渠（あんきょ）

開渠（かいきょ）
芝を切って排水管を設置し、溝に砂
利をいれる方法。芝の張り戻し作業
がないためスピーディーな対応が可
能。短い期間で広い面積を改善する
ときに利用する。

排水工事（暗渠）の様子

排水溝を掘削し、排水管を設置する

芝を切って排水管を設置し、溝に砂
利をいれたあとに、剥いだ芝を張り
戻す。作業に時間がかかるが、開渠
と比べて排水効率は良い。

快適なプレーのために！！

芝を張り目土をして完成

排水工事を行うことにより、フェアウェイの
状態が良くなります。当社のゴルフ場では
カートのフェアウェイ乗り入れを積極的に
おこなっていますので、芝の状態が良けれ
ば乗り入れできることが多くなります。カー
ト乗り入れによるゴルファーの快適なプ
レーのため、今日もコース管理は排水工
事を行っていきます。
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『ゴル飯（めし）プロジェクト』第２弾
「和風スタミナ彩膳」で午後の集中力UP！

東日本の直営練習場で
Google ストリートビュー導入開始！
12月中旬より東日本の14の直営練習場でGoogle マップの
「ストリートビュー」の導入を開始します！また、一部のグルー
プゴルフ場ではすでに導入済み、閲覧可能です。実際に道を
歩いているかのように施設や周りの景色を見渡せますので、
ぜひゴルフ場や練習場選びにご活用ください。
すでに全国49のグルー
プゴルフ場で導入済み

TROPHIA GOLFブランドのゴルフ場でアスリートゴルファーや
アクティブゴルファーの健康作りとゴルフプレーをサポートす
る「ゴル飯プロジェクト」の第２弾メニュー「和風スタミナ彩膳」
の販売を開始しました。コレを食べれば午後も疲れ知らずで
プレーに集中することができます！
TROPHIA
GOLF
限定ランチ

※2015年12月1日現在

閲覧方法
ゴルフ場をGoogle マッ
プで検索→「中を見る」
または「ストリービュー
を見る」をクリック
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ビタミンB1豊富な
豚ヒレ肉で
スタミナ長持ち！

食物繊維を
含む野菜で
眠気防止！

※写真は石岡GC

『ゴル飯プロジェクト』第2弾 「和風スタミナ彩膳」

11月27日（金）には
アコーディア・ガーデン
南青山（東京）で
Google ストリート
ビューの撮影を実施し
ました。

アスリートフードマイスター椎橋聡子氏監修メニュー
販売場所 ： TROPHIA GOLF ブランドゴルフ場
・石岡GC（茨城県）
・習志野CCキング・クイーンコース（千葉県）

※12月下旬公開予定

販売期間 ： 2016年1月4日（月）まで
内容 ： 石焼豚フィレ和風餡かけ丼・根菜チキンスープ・自家製ピクルス
価格 ： 1,695円（税込） ※石岡GCは1,730円（デザート付き）

アコーディア・ガーデン南青山 撮影の様子

アコーディア・ゴルフ

【A】 “Easy Golf” 初心者男子必見！
初心者の女性を対象に行っていたゴルフ場デ
ビューイベント「Easy Golf」に、男性もご参加い
ただけるようになりました！
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5日（土） アクアラインGC（千葉県） 8,000円
12日（土） 山の原GC（兵庫県） 6,000円
19日（日） 取手桜が丘GC（茨城県） 6,000円

日
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A
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※練習場利用料、グループレッスン料、
コース利用代(最大3ホール)、昼食代込み
※5日（土）のみバス送迎有り

http://www.accordia.jp/event/easy151110/

20

Easy Golf の様子

【B】 “ジュニアレッスンイベント”

B

27日（日） アコーディア・ゴルフガーデン（千葉県）
料金 ： 1,180円（保険料、税込）
対象者 ： アコーディア・キッズ登録者（定員6名）
内容 ： 主にラウンド未経験者対象に、練習場、
練習グリーンで球を打った後、
1ホール球を打ちながら歩く体験イベント。
※アコーディア・ゴルフ所属プロが指導します

ジュニアレッスン

http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/1512_sp/ イベントの様子

【 編集後記 】
先日、日本ゴルフビジネスフォーラムに参加する
機会をいただきました。伝えたいことのほんの一
部しかお話できませんでしたが、「ゴルファーを増
やそう！」という熱い思いを共有する皆さまとの
交流は刺激になりました。関係者の皆さま、どう
も、ありがとうございました！（丸毛）

先日「ゴルフに一番何を求めるか？」が話題に
上がりました。私はドライバーと言いました。よ
く冬のゴルフは身体が動かないから夏より飛距
離が落ちるといわれますが、ことドライバーに
限れば凍ったフェアウェイを飛び跳ねてトータ
ルの飛距離は伸びます。（庄司）

今回紹介をした「チョコレートクラシック」は
は“大人のクリスマス”がコンセプトのオリジ
ナルクリスマスケーキです。しっとりとしてい
て、それほど甘党ではない私にもちょうど良
い甘さで美味しいです！ゴルフ場で見かけ
たらお土産に試してみてください。（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。

http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/

