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昼はゴルフ、夜は花火大会・お祭りを楽しめる贅沢な1日！

特集

ゴルフ帰りに夏の風物詩を満喫できるコース

ついに関東でも梅雨けが発表され、いよいよ夏本番となりました！ 夏といえば、花火大会などイベントの多い季節ですよね。ゴルフ
もしたいけれど、「せっかくだからもっと夏気分を盛り上げたい！」というゴルファーに、近隣で花火大会やお祭りが開催されるおススメ
コースをご紹介します。昼はゴルフで汗を流し、夜は花火大会やお祭りを満喫……そんな贅沢な1日を過ごしてみてはいかがでしょう！

茨城県稲敷市の2コースから至近！ 「いなしき夏まつり花火大会」
霞台カントリークラブ （茨城県稲敷市）

２０１６いなしき夏まつり花火大会
県内最大級の打上数（約1万2千発）を誇る花火大会。
中でも「これぞ！日本一のスターマイン」は迫力満点！
開催日 ： 2016年8月20日（土） 19：00 ～ 20：30
場所

筑波山や霞ヶ浦を一望できる雄大な36ホール。
写真は名物・浮島ホールの筑波No.3（Par4）。
★おススメ★ AGサイト限定プラン（休日特別優待）

： 茨城県稲敷市江戸崎総合運動公園周辺
首都圏中央連絡自動車道「稲敷IC」より約5km

8月 ： 11,298円～12,842円
9月 ： 12,324円～14,386円

※ 霞台CCより約7km

※ 昼食別、税込

※ 土浦CCより約3.5km

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=094

駐車場 ： あり （無料・有料合わせて約1800台）

土浦カントリー倶楽部 （茨城県稲敷市）
1962年開場、風格ただよう27ホール。緩やかな
起伏と松林で彩られた、フラットな林間コース。
★おススメ★ 土日祝コンペパック（3組9名以上）

8月 ： 11,980円～12,980円
9月 ： 14,980円
※ 昼食付き、税込

いなしき夏まつり花火大会（稲敷市観光協会）
http://www.inashiki.com/summer_festa.html

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=033

必見！ 中部地方では夏のイベントが多数開催！
第29回四日市花火大会 2016

伝統文化の夕べ 第30回長良川薪能

光のカーテンがかかったかのような幻想世界
開催日 ： 2016年8月21日（日） 19：15～
場所 ： 三重県 四日市港富双緑地

長良川で能が演じられる夏の伝統催事！
開催日 ： 2016年8月26日（金） 18：00～
場所 ： 岐阜市長良 岐阜グランドホテル前

※ 四日市の里GCより約15km

駐車場 ： 会場周辺はなし （臨時駐車場あり）

※ 美濃関CCより約19km

駐車場 ： あり

※入場料無料

複合型マリンリゾート「ラグーナテンボス」
夏季期間、毎日「花火スペクタキュラ」開催
開催日 ： 8月31日（水）まで 毎日20：15～
場所 ： 愛知県蒲郡市海陽町 ラグナシア内
※ キャッスルヒルCCより約15km

入園料 ： 16時以降 1,550円 （通常2,150円）

四日市の里ゴルフクラブ

美濃関カントリークラブ

キャッスルヒルカントリークラブ

（三重県四日市市）

（岐阜県関市）

（愛知県豊川市）

★おススメ★ AG公開枠限定プラン
8月平日 ： 7,990円～
8月土日祝 ： 12,490円～

★おススメ★ コンペパック（3組9名以上）
8月平日 ： 8,580円～
8月土日祝 ： 13,580円～

★おススメ★ 夏季特別2組6名以上プラン
8月平日 ： 7,840円～
8月土日祝 ： 11,980円～

※ 昼食付き、税込
※ 通常プランは8,190円
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=152

※ 昼食＆1ドリンク（アルコール可）、
パーティ料理＆1ソフトドリンク付き、税込
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=138

※ 昼食付き、税込
※ 3組10名～は「賞品付コンペパック」がおトク
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=136

※平日はお盆期間を除く 。詳細はアコーディアWeb、または各ゴルフ場へお問い合わせください。
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大会開催まで残り1ヶ月半

“第26回日本シニアオープンゴルフ選手権”関連情報
都心から電車で30分。シニアツアーを見に行ってみよう！
2016年9月15日（木）～18日（日）の4日間、日本三大オープンのひとつ「第26回
日本シニアオープンゴルフ選手権」が、習志野カントリークラブ キング・クイー
ンコース（千葉県印西市）で開催されます。開催コースである習志野CCキン
グ･クイーンコースは、都心から電車で約30分とアクセスが良く、気軽に来るこ
とができるゴルフ場です。レギュラーツアーは見たことがあってもシニアツアー
を見たことがないという方は、これを機会に観戦してみてはいかがでしょうか。

チケットのご案内
前売券 ： 各日共通・4枚綴り5,000円
※関東圏のアコーディア・ゴルフグループゴルフ場・練習場で販売中
当日券 ： 9月15日（木）・16（金） 各日2,000円
9月17日（土）・18（日） 各日3,000円
高校生以下無料

アクセスのご案内
北総鉄道北総線
千葉ニュータウン中央駅より
無料送迎バス（約10分）
※始発は午前6：10の予定

千葉ニュータウン中央駅まで
日暮里・浅草から約30分！！

大会使用ホールはコンポジットで開催
習志野CC キング･クイーンコース
はキングコースとクイーンコースか
らなる36ホールのゴルフ場です。当
大会では、キングコースとクイーン
コースからそ れぞれ9ホ ールずつ
ピックアップするコンポジットで開催
されます。大会で使用されるホール
のティーインググラウンドには、すで
にホール看板を設置して雰囲気を
盛り上げています。皆さまもプレー
の際はぜひ、両方のコースでプレー
をして大会使用ホールをすべて体
感してみて下さい！

大会使用ホール＆ヤーデージ

大会を盛り上げていきます！
習志野CC キング・クイーンコースがある印西市や近隣地域
に、さまざまな告知を行っています。トーナメントの開催が地域
の活性化につながり、また、ゴルフをしたことのない人も一人で
も多くゴルフ場に足を運んでもらえるように、大会を盛り上げて
いきます！

印西市や近隣地域への告知

（北総鉄道） 駅構内や車両内でのポスターを掲出
（京成バスグループ） バス車両内でのポスターを掲出
（ジョイフルホンダ） キャンペーンで観戦チケットプレゼント
（印西市） 市内の小中学校の生徒約8,500名へチラシを配布
※チラシ持参のジュニアの保護者は2名まで入場無料！

大会当日のギャラリープラザ・イベント情報
● いんザイ君などのゆるキャラがやってくる
● 芝生の上でくつろげるピクニックエリア
● ジュニア向けゴルフ体験

＜印西市PRブース＞
● ヨーヨー釣りやかき氷
● JAによる地元野菜の販売
● 印西名物せんべいの販売

印西市マスコットキャラクター
いんザイ君
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東京メトロ・赤坂見附駅から直結！平日・休日問わず、いつでも気軽にゴルフの練習に通えます！

「アコーディア ゴルフスタジオ赤坂」が8月2日（火)にいよいよオープン！
都内で気軽にゴルフの練習ができる施設として、ゴルフスクールを完備したインドア練習場第1号店、「アコーディア ゴルフスタジオ
赤坂」が2016年8月2日（火）にいよいよオープンします！東京メトロ「赤坂見附駅」から直結のビックカメラ赤坂見附駅店9階にありま
す。すでにオープニングキャンペーンも開催されており、オープン前から盛り上がっております！都心にお住まいの方も、会社帰り
の方も、いつでもご気軽にお立ち寄り下さい。
「アコーディア ゴルフスタジオ赤坂」オープニングキャンペーン
①ビックカメラで2,000円以上のお買い物をし、抽選券をもらい、ゴルフスタジオ赤坂に来場。
・抽選で100名様にビックカメラ商品券1,000円分プレゼント。
・抽選でハズレの方にもクーポンブックプレゼント。（4,000冊配布にて終了 有効期限8/21まで）
②さらにクーポンブック内ゴルフスタジオ体感券を使用してから入会のお客様にもプレゼント！
・ゴルフ場無料プレー券（先着100名様）※対象コース・使用可能日等は当店でご確認ください。
・ビックカメラ7Fゴルフ用品のみ使用可能な半額券（先着30名様）

左上：9階エレベーター
から出てすぐにあります。
左下：ゴルフゾン社製の
シミュレーターを使用。
右上：打席数は6打席。
打ち放題もできます！

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂 アクセス・概要
アクセス：東京メトロ赤坂見附駅を改札出て左側 ビックカメラ赤坂見附駅店 店内エレベーターで9階へ
定休日：なし 施設概要：6打席（シミュレーション打席）、月極めクラブロッカー（税別2,000円)
営業時間：10：00～23：00（オープン当初は22：00まで） TEL：03-5545-3636
http://www.accordia.jp/school/practice/akasaka/index.php

メンバーになると海外のゴルフ場でも、お得にプレーを楽しめます。

アコーディア・ゴルフ ゴルフ場メンバー様特典 海外提携ゴルフ場優待とは？
アコーディア・ゴルフグループのゴルフ場メンバーが海外提携ゴルフ場を利用する際の優待特典がパワーアップ！
2016年7月より既存の5コースに加えて、新たに人気の3コース追加されました。
海外提携ゴルフ場での優待内容
海外提携ゴルフ場
・コオリナ・ゴルフ・クラブ（ハワイ州オアフ島）
・パール カントリークラブ（ハワイ州オアフ島）
・マカイゴルフクラブ（ハワイ州カウアイ島）
・カパルア リゾート（ハワイ州マウイ島）
・カントリークラブオブザパシフィック（米国領グアム島）
・タートル・ベイ・リゾート ゴルフクラブ（ハワイ州オアフ島）
・オンワード・マンギラオ・ゴルフクラブ（米国領グアム島）
・オンワード・タロフォフォ・ゴルフクラブ（米国領グアム島）
※赤字が追加3コース
利用条件

追加3コースの優待内容
◆タートル・ベイ・リゾート ゴルフクラブ
（１）プレーフィー割引
Palmerコース：レギュラー料金から30ドル割引
Fazioコース：レギュラー料金から10ドル割引
（２）ホテル宿泊割引：リゾート料金の15％引き
（３）ショップでの割引：ショップ内商品は定価から15％引き

◆オンワード・マンギラオ・ゴルフクラブ
◆オンワード・タロフォフォ・ゴルフクラブ
（１）通常料金又はWeb上にて掲載されている『お得なゴルフプラン』利用時：
1ラウンドプレー毎に対象ゴルフ場でご利用頂ける20ドルクーポン贈呈
（２）会員及び同伴者がオンワードビーチリゾートに宿泊した場合：
宿泊者限定割引料金＋対象ゴルフ場でご利用頂ける20ドルクーポン贈呈

ゴルフ場に直接予約し、来場時チェックインの際にポイントカード
を提示してください。

海外提携ゴルフ場の特典の詳細は下記をご参考ください。
http://www.accordia.jp/membership/merit/merit_03.php

芝生の温暖化対策も進んでいます。

暑い時期に良く育つ、芝生品種「ティフトン」
「ティフトン」という名前を聞いたことがあるでしょうか。「ティフトン」は、アフリカ東部原産のバミューダグラスから芝生用に改良され
た暖地型の芝草です。バミューダグラスに準じ、地上及び地下ほふく茎を有し、葉は繊細でやわらかく、低刈（3ｍｍ程度）に耐え、
密度の高い美しい芝生を形成します。 暑さやかんばつに強く、夏期の繁殖力が旺盛です。反対に低温に弱く、地温10℃以下になる
と葉が褪色し、冬期は休眠して地上部は枯れます。 均一で密な芝地をつくり、擦り切れに強く、傷害を受けた後の回復力が早いの
で、ゴルフ場や競技場によく利用されていますが、近年改良が進みグリーンへの採用も多くなってきています。現在、アコーディア・
ゴルフでは、沖縄の2つのコースでグリーンの芝として採用しています。昨今の温暖化に対応していくため、沖縄エリア以外にティフ
トンのグリーンへの導入を視野に入れ技術開発部の圃場試験を実施し、日々研究しています。
バミューダグラス

西洋芝

ノシバ、コウライシバ等

日本芝

暖地型芝草

寒地型芝草
ティフトン芝

ベントグラス、ブルーグラス、ライグラス等

西洋芝
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８月も催し物が盛りだくさん！

アコーディア・キッズ対象イベントと、アマチュアゴルファーイベントを開催！
ついに関東も梅雨が明けて夏真っ盛りですね！8月も全国各地でイベントが開かれます。夏休み恒例のゴルフ未経験・初心者でも
楽しめる「アコーディア・キッズ イベント」や、親子でゴルフのレベルアップを目指す「親子レッスン会」が行われます。また、アマチュ
アゴルファー向けイベントでは、関西のトップアマが集う歴史ある大会が開催されるなど、今年もイベント目白押しです。
アコーディア・キッズ イベント/親子レッスン会

38th ALL KANSAI テレビ・アマチュア選手権

夏の思い出作りにおすすめの両イベント。「アコーディア・キッズ イベント」
は、練習場でボールを打つ体験をした後、1ホールでゴルフを体験できま
す。 一方、「親子レッスン会」はゴルフ経験のあるジュニアと保護者が対象。
プロによる親子別レッスンの後、親子で一緒に9ホールをラウンドします。

今年で38回目の開催を迎える大会で、関西のトップアマが競
い合います。アコーディア・ゴルフの会場で行われるようにな
り、今回で6回目になります。今大会の予選も4会場すべて当
社グループゴルフ場で開催されました。要注目です！
決勝大会概要

アコーディア・キッズ イベント/親子レッスン会 概要

日程：8/31（水）、9/1（木）
会場：万壽ゴルフクラブ （奈良県）
決勝進出者数：
チャンピオンの部
レギュラー部門/ミッドアマ部門 合計120名
シニアの部 60名
レディースの部は決勝大会のみ

8月14日（日）相武カントリー倶楽部（東京都）※
8月21日（日）奈良万葉カンツリー倶楽部（奈良県）※
8月27日（土）新陽カントリー倶楽部（岐阜県）
※親子レッスン会同時開催
料金：アコーディア・キッズ イベント 1,180円（税込）
親子レッスン会 8,600円（税込）
イベント詳細 http://www.accordiagolf.com/accordiakids/event.php

大会公式ホームページ http://sun-tv.co.jp/tereama

プライベート・ブランドに新商品が誕生！

アコーディアWeb登録者なら誰でも応募可

北海道産素材の「生クリームシュー」

トーナメント観戦チケットプレゼント

レストランのプライベート・ブランドに新しいラインナップが登場
しました！ 生地から中のクリームまで、原材料の約90％が
北海道産という、とことん北海道産にこだわった逸品です。この
生クリームシューをお土産にすれば、喜ばれること間違いなし！
北海道素材のこだわり生クリームシュー
～濃厚ミルク仕立て～
価格 ： 4個セット 1,080円（税込）
【生地】
北海道産小麦・
全卵を使用し、
焼き上げた
クッキーシュー

【クリーム】
北海道産の生乳
と生クリームを
合わせた濃厚な
クリーム

公式サイトアコーディアWebで“トーナメント観戦チケットプレゼント”を実
施中です。9月に習志野CCキング・クイーンコース（千葉県）で開催され
る「日本シニアオープンゴルフ選手権」と10月に石岡GC（茨城県）で開催
される「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」の両方で使え
るトーナメント共通観戦券（1冊4枚綴り/非売品）を抽選で100名様にプレ
ゼントいたします。アコーディアWebの登録者なら誰でも応募できます。
この秋はトーナメント観戦へ行きましょう。

応募期間 ： 2016年8月1日（月）～8月31日（水）

※ 商品に関するお問い合わせ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

http://www.accordiagolf.com/trophia_ticket_present_CCC/

【 編集後記 】
リオ五輪開幕！五輪好きの私は既に興奮気味。普段なじみのない競
技を見るのも五輪の楽しみのひとつ。マイナーといわれる競技でも日
本選手が活躍すると一気に注目度があがります。112年ぶりのゴルフ
でも日本選手が活躍してゴルファーが増えることに期待！（丸毛）

今月は「夏の風物詩」特集です。「お祭り」はそれぞれに歴史や由来が
あって、その背景を知ることはその土地を知ることです。たまにはゴル
フ場を「祭り」で選んでみてはどうでしょうか。ちなみに東北三大祭りの
一つ、仙台七夕は8/6～8の三日間。前夜祭の花火は8/5です。（庄司）

先日、千葉県のかずさカントリークラブで念願の「かずさ坦々麺」を食
べました！ 丼を覆い尽くす真っ赤なラー油による、絶妙な辛さが病み
つきになる一品です。ゴルフ場のレストランには、それぞれ独自の「名
物メニュー」がありますので、ご来場の際はぜひ注目ください！（皆川）

東京マラソンの一般申込が始まりました。4年前、まだ学生だった私は
何を思ったのか申し込み、なぜか抽選に当たり、完走することができま
した。今も東京マラソンの抽選は運試しに近いですが、今年も申し込み
ます。抽選結果発表は来月中旬。今から緊張しています。（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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