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今年の夏ゴルフは“涼しい”がキーワード

梅雨の季節が終わると、太陽の光が降り注ぐ夏に突入します。みなさん、夏の準備はお済みですか？特に今年はニュースや天気予報
でも、例年より暑くなるとの予報が出ており、より一層の準備が必要です。今月の特集は、少しでも“涼しい”ゴルフを楽しんでいただけ
るように、高原や高台に位置しているゴルフ場や、この時期だからこそ美味しいレストランメニューを用意しているゴルフ場を、たっぷり
ご紹介いたします。アコナビを読んで、暑さに負けず、夏ゴルフを存分に楽しみましょう！

避暑地から穴場まで！夏でも涼しいゴルフ場をご紹介します！
山々に囲まれ、富士山も眺望でき、思い切り夏ゴルフを堪能できます！

大月ガーデンゴルフクラブ（山梨県都留市)
平均標高600ｍに位置しているため、湿度も低く、涼しいプレー
が楽しめます。東京と比較すると最低気温が7月は-3.7度、8月
は-4.4度となるため、早い時間のスタートや、平日の早朝ス
ルーがおススメです！

早朝スループレープラン

8月末まで北海道フェア！

平日 6,300円～
土日祝 9,100円～
（平日のみ昼食付。
2サム保証あり。）

現在レストランでは、ジンギス
カンや帯広豚丼など、北海道
のご当地グルメを提供してお
ります。北海道を思い出して、
さらに涼しくなるかも!?

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=130

太陽と潮風の房総半島からはこちら！

甲賀忍者もビックリの涼しさ！

富士山を見たら暑さも忘れる！？

房州カントリークラブ
（千葉県館山市)

双鈴ゴルフクラブ土山コース
（滋賀県甲賀市)

十里木カントリークラブ
（静岡県富士市）

房総半島の高台にあり、周辺が開けているた
め、海風が通り、心地良くプレーできるのが魅
力です。晴れた日には、富士山や伊豆諸島が
眺望できます。

海抜およそ300mと比較的標高が高く、名古
屋市内と比べると、最低・最高気温ともに3
度ほど低くなる当コースは、ゆとりをもった設
計が施されており、人気を集めています。

標高が高いので、これからの季節も涼風を感
じながら快適にプレーができます。富士の裾
野が雄大に広がっており、特に夏の富士山
は、朝が最も美しく見えます。

★アコナビ特別料金★早朝スループレー

【昼食付】早朝スループレープラン

大人気!早朝スループレープラン

平日 6,000円、土日祝 8,800円
※昼食別、セルフ乗用カート・4名時の料金。
※2B＋1,080円（全日）、3B＋540円（土日祝）
※予約時に「アコナビ（掲載誌）を見た」と
お伝えください。TEL：0470-28-1211
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=057

平日6,290円～、土日祝10,490円～
※平日は2サム保証あり
※2B+1,080円（平日）、2,160円（土日祝）
3B割増なし
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=025

土日祝 11,712円～（昼食別）
※3Bからご予約承ります。
3B＋720円、2B＋2,160円
http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=098

アコナビ 2016年7月号

P2

涼しいゴルフ② 夏はやっぱり冷たい麺！ 夏におススメのゴルフ場の自慢メニューをご紹介
お客様に夏のゴルフを快適に楽しんでいただくために独自のサービスを実施

おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県比企郡 滑川町）
埼玉の夏ゴルフを少しでも涼しく！
おおむらさきGC夏ならではのサービス
※7月1日（金より開始予定

① 7～8月 「かき氷付プラン」実施

★イベント情報★
「サックス4重奏によるディナーパーティ」
日時 ： 7月25日（月） 18：00～20：30
料金 ： 男性 7,500円 、女性 6,500円
内容 ・ サックス演奏（30分×2回）
・ 着席ビュッフェパーティ
・ フリードリンク（アルコールは別途）
・ 無料送迎バスあり（森林公園駅）
予約（Tel） ： 0493-56-5611

※東松山の老舗「島田屋」の板氷を使用した、
ボリューム満点のフワフワカキ氷！
※カキ氷：通常684円（税込） レストランにて販売

『埼玉”武州うどん”とつくば鶏の天婦羅』
1,998円
こだわりの武州うどんと、柔らかジューシーな
つくば鶏の天婦羅をセットにしました

②
③
④
⑤

マスター室前に「ミストシャワー」
カートに「保冷材入り保冷バッグ」設置
ラウンド後に冷えたおしぼりの提供
浴室に「クールシャンプー」を設置
http://www.omurasaki.com/

標高550mに位置し、市街地対比－5度の冷涼な気候

昨年7月の最高気温平均は25.2℃と、夏ゴルフに最適！

つくでゴルフクラブ （愛知県新城市）

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ
（福島県いわき市）

『黒酢風味のトマト冷麺』 1,458円
ビタミンAが含まれるトマトには焼けた肌のダメージを抑える効果も
★おススメ★ 午前スループラン
平日 7,790円～ 、 土日祝 15,620円～ ※昼食付、2バッグ保証

『牛チャーシュー盛岡風冷麺』 1,404円
冷たい牛骨スープにからませた麺とチャーシューの相性が抜群
★おススメ★ 早朝スループラン（5時台スタート）
平日 6,300円 、 土日祝 10,900円 ※2バッグ保証・割増なし！

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=137

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=063

気温が上がる前にプレーが終了する日の出スルーが快適

暑い日に嬉しい「サラダうどん」がついた早朝プランを実施

喜連川カントリークラブ （栃木県さくら市）

彩の森カントリークラブ （埼玉県秩父市）

『涼風冷やし中華膳‘那須豚のしゃぶしゃぶ添え’』 1,512円

『サラダうどん』

夏野菜を添えて、黒酢入り醤油たれでお召し上がりください

「日の出スループラン」ご利用の方専用のセットメニューです

★おススメ★ 日の出スループラン
平日 3,200円 、 土日祝 5,400円 ※2バッグ保証・割増なし！
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=121

★おススメ★ 5：00から日の出スループラン
土日祝 13,352円 ※サラダうどん付き、2バッグ保証・割増なし！
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=032
※料金はすべて税込
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芝は生き物、暑いときの対策は人間と同じです

“扇風機”と“打ち水”の相乗効果で芝も人も涼し～い
気温が上がってくるこれからの時期は、ゴルフをするにも水分補給や熱中症対策は欠かせません。
芝も人間と同じで暑さ対策が必要です。グリーンに多く利用されているベントグラスは寒地型芝草と
いう分類で、生育適温は15～20℃です。しかし、最近の夏は温暖化の影響もあり、30℃を超える日が
続きます。そんな中、何も対策をとらなければベントグラスの生育は停滞し、一部は枯れてしまいます
ので、いかに夏越しをしていくかがとても重要です。
その対策法として、“送風機”の利用や“シリンジング”があります。“送風機”は、巨大な扇風機です。
芝の表層に滞留している空気を動かすことで蒸散作用を促し、表層温度は約5.5℃、土壌温度は、
約2～3℃下がります。また“シリンジング”は、いわゆる“打ち水”です。芝生上にごく軽い葉水（葉表
面を濡らす程度の量の散水）を行うことで、水分蒸発時に奪われる気化熱により一時的に芝生の表
面温度を約3～6℃下げる効果があります。シリンジングはお客様のプレー中に実施せざるをえない
のですが、グリーン周辺の温度も下がるので、喜んでくださるお客様も多く、もっとかけてほしい！と
の声もよく耳にします。
暑い夏、涼しさを求めるのは人も芝生も一緒なのです。シリンジング実施期間中はご迷惑をお掛けい
たしますが、芝のために、とても大切な作業です。皆さまのご協力を、よろしくお願いいたします。

Webクーポン始めました
レストランの“おススメ”にお得な特典
公式ホームページ「アコーディアWeb」のレストランページ内で
新しく“Webクーポン”を始めました。このページでは、各ゴルフ
場店舗毎におススメしているメニューや商品を紹介しています
が、掲載されているメニュー・商品の注文時にゴルフ場レストラ
ンでWebクーポンを提示すると、クーポンの内容に応じた特典
が付いてきます。どんなクーポンがあるか、まずはチェックして
みてください！ ※実施していない店舗もございます
クーポンはこちらから http://www.accordia.jp/restaurant/area.html

★見せてお得なクーポン★をクリックして表示された画面をスタッフに提示

より早く、より便利に
セルフチェックインがスタート
全国のグループゴルフ場
121コースでセルフチェッ
クインを導入しました。
アコーディア・ゴルフのポ
イントカードをお持ちのお
客様はフロントに並ば
ず、わずか４ステップで快
適にチェックインをするこ
とができます。カードをお
持ちのお客様、ご来場時
に は お 忘 れ な く。ま だ
カードをお持ちでないお
客様はこれを機会に作成
ください。入会金・年会費
等は一切かかりません。

7/30（土）は土用の丑の日
ゴルフ帰りのお土産に鰻の棒寿司をどうぞ
全国のグループゴルフ場で、
「鰻の棒寿司（1,944円）」と
「鰻 の 白 醤 油 焼 き（1,404 円）」
のお土産を販売しています。
今年の棒寿司はボリューム
アップして1尾をまるごと使
用！ 昼 食 時 ま で の ご 予 約
で、お帰りまでに1本ずつ手作
りでご用意いたします。ゴルフ
帰りのお土産にぜひ。今年の
土用の丑の日は7月30日（土）
です。
※価格は税込み金額です
※一部取り扱いのない店舗もございます

宮城野GC（宮城県）で開催の
「デカカップゴルフデー」が大盛況
6月2日（木）に宮城野GC（宮城県）にて、通常カップの約4倍、
直径15インチ（約380mm）の「デカカップ」を全てのグリーンで使
用する「デカカップゴルフデー」を開催しました！ ご参加いた
だいた159名のうち、約30％の方がベストスコアを更新しまし
た！ 当社は、このようなイベントを行っていくことで、初心者ゴ
ルファーを含め、さまざまなレベルの方々に、もっと気軽にゴル
フを楽しんでいただく機会を増やしていきます。
今後の開催予定
7/28（木） 広島安佐GC（広島県）
8/2（火） 石川GC（石川県）
8/11（木） 千歳CC（北海道）
8/23（火） 大新潟CC三条C（新潟県）
8/30（火） 本郷CC（広島県）
9/21（水） 竹原CC（広島県）
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矢野 東ジュニアカップとアコーディア・キッズコンペ
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アコーディア初の接客ロボットpepper

新スタッフ「ゆんた君」が登場！
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）で、
アコーディア・ゴルフ初の接客ロボットpepperを導入し
ました！ このpepper（名前は「ゆんた君」）は、
コース案内・ホテル案内・レストラン案内など、お客様
の知りたい情報を教えてくれます。また今後は、英語
や中国語・韓国語など多言語を覚えて、海外のお客
様のサービス向上にも努めていく予定です。

矢野 東ジュニアカップ、「中学生の部」新設！
当社契約プロの矢野東プロが競技委員長を務める「矢野 東ジュニアカップ」が開
催されます。今まで小学4年生から6年生が対象でしたが、今年度からは「中学生
の部」を新設！今後もジュニアに競技の楽しさを伝えていきます。
【東日本・大会日程】
予選①7/22（金） ツインレイクスカントリークラブ（群馬県）
予選②7/31（日） 広陵カントリークラブ（栃木県）
予選③8/10（水） かずさカントリークラブ（千葉県）
決勝…8/16（火） おおむらさきゴルフ倶楽部(埼玉県）

5月26日からザ・サザンリンクGC
に配属になったゆんた君に、
お客様も興味津々。
お客様のお相手が大好きな
ゆんた君は、「はいさ～い」と、
沖縄弁でお出迎えします。
年齢当てや手相占い、
クイズなどもできるので、
ぜひ一緒に遊んでみてください！

【西日本・大会日程】
予選①7/25（月） 亀岡ゴルフクラブ（京都府）
予選②7/29（金） 霞ゴルフクラブ（三重県）
予選③8/5（金） 神戸パインウッズゴルフクラブ（兵庫県）
決勝…8/19（金） 大津カントリークラブ 西コース（滋賀県）

※両決勝大会には矢野東プロも来場します！

夏休み恒例！アコーディア・キッズコンペ開催！
新ぺリア方式のハーフコンペで、コンペ初挑戦でも賞品がもらえるチャンス！？
■日時 ： 8月7日(日) 14:00～
■場所 ： ノーザンカントリークラブ錦が原ゴルフ場
さくら草コース(埼玉県)
■小学生の部 ： 小学3年生から小学6年生
中学生の部 ： 中学1年生から中学3年生
■料金 ： ジュニア料金 3,780円 (プレー代・パーティ代・参加費込）
保護者料金 669円 (パーティ代込)
※料金は税込
■申込期限 ： 7/31（日）

先輩スタッフの指導を
受けるゆんた君

アコーディア・キッズイベント詳細はhttp://www.accordiagolf.com/accordiakids/index.php

得意のダンスで接客

最近のプレスリリース
2016年6月20日 『golfrevo(ゴルフレボ)』と『ゴルフ・ドゥ！』の複合店をアコーディア・ガーデン春日部に7/1（金）オープン！
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20160620130940.pdf

2016年6月27日 インドア練習場「アコーディア ゴルフスタジオ」第1号店舗 『アコーディア ゴルフスタジオ赤坂』 オープン！
http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20160620130940.pdf

2016年6月30日 夏ゴルフを楽しむゴルファーへ、アコーディア・ゴルフからのプレゼント

『夏のカキ氷祭り』 開催！

http://www.accordiagolf.co.jp/file/pdf/news_20160630134844.pdf

「ゆんた君」、“うちなーぐち”を勉強中！ 次にザ･サザンリンクスを訪
れる際には、立派な“しまんちゅ”となった「ゆんた君」に会えるかと思
うと楽しみです。私も、今年も半分過ぎてしまったことに気づき愕然と
したことは忘れ、“なんくるないさ～”でがんばります！ （丸毛）

休みの日はどこかに出かけることが多いのですが、ふと思い立って47
ある都道府県のうち、行った事のある数を数えてみたら28でした。結構
行っているつもりでしたが全体の約半分59％です。これからも知見を
広げるために一つでも多くの土地を見に行こうと思います。（庄司）

先月の「デカカップゴルフ」に体験参加し、ついに出ました人生初の100
切り！ パットがラクに入るので、急にゴルフ上級者になった気分が味
わえます。ちなみにその後、立て続けに5回もラウンドしていますがい
つものスコアに逆戻り。本当の100切りはまだ遠そうです……。（皆川）

以前、編集後記で紹介した、大学の同級生のビーチサッカー選手が、
後輩とともに日本代表候補に初選出されました！2人とも同じ熊本県の
チームに所属しており、震災のボランティア活動でも活躍しています。
どうか代表に本選出されますように！（熊本）

■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・CSR部

庄司／皆川／熊本／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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