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この秋“トロフィア・ゴルフ”の「トーナメントクオリティ」が試される！！

この秋“トロフィア・ゴルフ”ブランドの２つのコースで２ヶ月連続でプロトーナメントが開催されます。まずは９月にシニアのメジャートーナ
メントである「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、10月に、
男子レギュラーツアーの「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」が石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）で開催されます。
2つの大会と、開催コースの魅力をたっぷりとお伝えします。

「日本シニアオープンゴルフ選手権」が習志野CC キング・クイーンコースでいよいよ開催！
1,000セット限定！ 日本シニアオープン 開催記念乗車券を北総線各駅で販売中！
9/15（木）～18（日）の4日間、習志野CCキング･クイーンコース（千葉県印西市）で第26回日本シニアオープンゴルフ選手権が開催さ
れます。大会の開催を記念して、習志野CCの最寄駅である千葉ニュータウン中央駅を通る北総鉄道とタイアップして記念乗車券を
販売中です。北総鉄道がゴルフとタイアップして記念乗車券をつくるのは初めてのことです。表面は日本シニアオープンの出場者
や、開催コースの習志野CCキング･クイーンコースの写真が、裏面には日本シニアオープンの歴代優勝者や習志野CCのトーナメン
ト開催・優勝者の歴史が記載されています。もちろん切符としても利用できますので、ゴルファーも鉄道ファンも、この記念乗車券を
買って日本シニアオープンを見に行きましょう！また、ギャラリープラザ内にある、ゴルフウェアやシューズを販売するアコーディア・
ゴルフのゴルフショップブースで10,000円以上をお買い上げのお客様先着200名様にも1冊プレゼントいたします！

第26回 日本シニアオープンゴルフ選手権 開催記念乗車券
内容 ： 1セット1,000円（3枚入り） 限定1,000セット
販売 ： 北総線各駅で販売中（京成高砂駅を除く）
内容 ： ① 千葉NT中央駅から570円分
② 新鎌ヶ谷駅から200円分
③ 東松戸駅から230円分（子ども用）

習志野CCとプロのお話

見どころ名物ホール

1965年に開場し50年以上の歴史がある習志野CCキング・ク
イーンコースには今回日本シニアオープンに出場するプロも含
めて、男子プロとは様々な歴史があります。

No.16（キングコースNo.16）183ヤード Par 3

あのジャンボ尾崎プロが研修生だった
習志野CCは尾崎将司プロが研修生として練習に
励んだコースです。尾崎将司プロの出場は予定
されていませんが、弟の健夫プロや、同じく習志
野CCの研修生だった直道プロのかつてのホーム
コースでの優勝を期待です！
“ご近所さん”の飯合 肇 プロ
習志野CCのすぐ横に住んでおり、まさに「ホーム
コース」です。過去に当コースで開催されたサント
リーオープンでは1996年（第24回）に優勝。今度
はシニア プロとしてレギュラーツアーと の開催
コースダブル優勝を目指します。
（写真提供 ： 日本ゴルフ協会）

テレビ放映スケジュール
NHKで全国生中継予定

※放送日時・内容は変更になる可能性あり

【放送日時】

9/15（木） 14：00 ～ 16：50 <BS1> 生中継

【中継ホール】

9/16（金）
9/17（土）
9/18（日）
13番 ～

14：00 ～ 16：50 <BS1> 生中継
13：00 ～ 15：50 <BS1> 生中継
13：00 ～ 15：50 <BS1> 生中継
18番ホール

大会ロゴのモチーフになった、池が
美しいパー3ホール。グリーンの傾
斜が池に向かっているのに加え、
グリーンと池の間の芝も短く刈り込
むため、左サイドに飛んだボール
はグリーンに止まらず、こぼれてし
まいます。トーナメント開催時には
池をフェアウェイが浸るラインまで
増水するため、こぼれたボールは
水の中へ。1打を争うシニア選手た
ちが磨きぬいた技術を見せてくれ
るこのホールは必見です！
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習志野CC キング・クイーンコースのトーナメントに向けたコース準備を大公開！
2008年の「カゴメ フィランソロピーLPGA プレイヤーズチャンピオンシップ」以来8年ぶりとなるトーナメント開催に向け、習志野カントリー
クラブ キング・クイーンコースでは、オーバーハングバンカーを直したり、フェアウェーを広げたりするなど、着々とコースの準備を進め
ています。これらにより、すべての選手にとってフェアなコースとなり、トーナメントでは攻めのゴルフによる熱い戦いが期待されます！

バンカーの形状変更

フェアウェイの拡幅

長年の砂が堆積し、オーバーハングしてしまったバンカーエッジ（アゴ）の周辺の芝を
撤去し、改修工事を行いました。バンカーを開場当初のコンディションに戻すことで、
すべてのプレーヤーがフェアにプレーできるようになります。

ファーストカットの拡幅作業を行うなど、各ホールの
フェアウェイを広げています。これにより、ティグラウンド
ではプロの豪快なドライバーショットを見られるはず。

No.18 （キングコースNo.18）

No.13 （キングコースNo.13）

ホール間林帯の整備
日照改善によるターフクオリティアップを図るため、
№8（クイーンコースNo.8）ティグランド周辺の
樹木を伐採。ギャラリーからの景観も良くなりました。

両トーナメントでアコーディア・キッズとL-Style対象の観戦ツアーを実施します！
女性のためのゴルフ情報サイト「L-Style」と、登録ジュニアゴルファー制度「アコーディア・キッズ」でそれぞれ、この秋開催する2つの
トーナメントの観戦ツアーを実施します。昨年大好評につき、今年は開催日を増やしました！ 同伴者を含め入場料、参加費は無料
で、スタッフが“トーナメント観戦方法”を説明しながら会場をご案内します。イベント終了後も、引き続き自由に観戦できますので、
今までトーナメント会場に足を運んだことのない方も、ぜひプロの白熱のプレーを間近でお楽しみください。
※現地までの交通費・昼食代は自己負担です。

L-Style登録者対象 『トーナメント観戦ツアー』
① 日本シニアオープンゴルフ選手権
開催コース ： 習志野CC キング・クイーンC（千葉県）
開催日 ： 9月16日（金） ※予選2日目
料金
： 無料！同伴者1名まで可
受付期間 ： 9月2日（金）まで ※締め切り間近！

② HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF
開催コース ： 石岡GC（茨城県）
開催日 ： 10月7日（金）、8日（土）、9日（日）
料金
： 無料！同伴者1名まで可
受付期間： 9月5日（月）～ ※定員に達し次第終了

観戦ツアーご応募 ： L-Style内専用ページよりお申込み
http://www.lstyle-accordiagolf.com/ ※要会員登録（無料）

昨年開催時の様子

アコーディア・キッズ登録者対象 『親子で観戦イベント』
① 日本シニアオープンゴルフ選手権
開催コース
開催日
料金
受付期間

： 習志野CC キング・クイーンC（千葉県）
： 9月17日（土） ※決勝1日目
： 無料！同伴4名まで可
： 9月2日（金）まで ※締め切り間近！

② HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF
開催コース
開催日
料金
受付期間

： 石岡GC（茨城県）
： 10月8日（土）・9日（日）
： 無料！同伴4名まで可
： 9月5日（月）～ ※定員に達し次第終了

観戦ツアーご応募 ： アコーディアWeb内専用ページよりお申込み
http://www.accordiagolf.com/accordiakids/ ※要会員登録（無料）

昨年開催時の様子
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今年も熱戦が繰り広げられる！HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF
「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」は本間ゴルフと当社が共同主催の大会で、今年で2回目となります。2016年10
月6日（木）から9日（日）まで、アコーディア・ゴルフのコースクオリティにこだわるゴルファー向けのブランド【トロフィア・ゴルフ】のコー
スである石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）に国内外のトッププロが集結し、ジャック・二クラウス設計の美しく巧みなコースに挑
みます。この大会はアマチュア出場枠も広げていることも特長で、プロに挑むアスリートアマチュアの戦いにも注目です！

HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 大会概要
開催日 ： 2016年10月6日（木）～9日（日）
開催場所 ： 石岡ゴルフ倶楽部
〒311-3401 茨城県小美玉市世楽1050-1 TEL：0299-58-5111
主催 ： 株式会社本間ゴルフ、株式会社アコーディア・ゴルフ
共催/主管 ： 一般社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO)

プロの技はリアルで見よう！チケット当日券情報
当日券料金

10月6日（木）、7日（金）……\2,000（税込）
10月8日（土）、9日（日）……\4,000（税込）

チケットに関するお得な情報！
★高校生以下は無料！（中学生以下は保護者同伴）
★茨城県民の方は当日券が50％OFF！
→さらに茨城県民で70歳以上の方は無料！
★アコーディア・ゴルフ グループゴルフ場女性会員の方は無料！
大会公式ホームページ http://honma-tourworld-cup-at-trophia-golf.jp/

プロとアマチュアの真剣勝負が見物！

どうしても会場に来れない方はライブ中継で！

アマチュアゴルファーがプロの大会に勝負できるチャンスが多い
ことが、この大会の特長。また、今大会はマンデートーナメントで
の本選出場枠がプロアマ混合順位での選出ということもあり、プ
ロとアマチュアとの熱い戦いも見どころです！

【BS日テレ】
10/8(土) 12：00～16：00 生中継
10/9（日）12：00～16：00 生中継
【CS放送】日テレG+にて放送予定。以下は予定です。
10/7(金) 14：00～16：00 生中継
※中継ホールは10～18番ホール
10/8(土) 9：45～11：45 生中継 ※1番ホール生中継
10/9(日) 9：30～11：30 生中継 ※1番ホール生中継
◆再放送あり。インターネット中継も同時放送予定！

本選
出場

プロアマ混合上位11名
および12位以下の
アマチュア上位3名

優勝

プロと一緒に入場！キッズエスコート参加者募集中！
マンデートーナメント（アマチュア35名含む合計75名）
2、3、4位

トーナメント最終日の10/9（日）、プロゴルファーの入場時にプロ
とジュニアが手をつないで一緒にティーグラウンドに上がる、
キッズエスコートが行われます。現在、エスコートをしてくれる
ジュニアを募集中です！
キッズエスコート 開催概要

アコーディア・ゴルフ
メンバーズチャンピオン
シップ
全国決勝大会
開催日：2016年7月18日
場所：成田ゴルフ倶楽部

HONMA
TOURWORLD CUP
QUALIFYING ROUND
全国各エリア（北海道、
東北、関東、中部、関
西、九州の6エリア)
で上位の21名

その他
各ゴルフ
メディア
主催予選
会など

開催日 ： 2016年10月9日（日）
料金 ： 無料（現地までの交通費、食事代、お子様のゴルフ
ウェア等はお客様負担 ）
募集人数 ： アコーディア・キッズ登録の小学3年生～6年生ま
での15名（男女問わず）※抽選により決定いたします。
※未登録の方は申込みの前に、会員登録を行ってください。
受付期間：2016年9月8日(木)15：00まで
https://www.accordiagolf.com/accordiakids/event/1610_honma_escort/
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アコーディアWeb「今月の逸品グルメ」
乾杯のお供に嬉しい「おつまみ特集」

いま流行りの「ローストビーフ丼」
全国ゴルフ場で続々登場！
巷で話題の「ローストビーフ丼」が、ゴルフ場でも食べられま
す！ 現在全国45のゴルフ場で販売中です。やわらかビーフと
相性抜群の山葵マヨネーズと卵黄が美味しさのポイント。食欲
の秋にぴったりなメニューを、ぜひお試しください。
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いよいよゴルフシーズンが到来！ コンペが多くなるこの時期に
合わせ、アコーディアWeb「今月の逸品グルメ」では「おつまみ
特集」をテーマに各ゴルフ場で人気の逸品をご紹介します。楽し
い仲間と囲む乾杯のお供にいかがですか？

『ローストビーフ丼』 オーストラリア牛肉使用
広陵CC（栃木県） 1,728円（税込）

花の杜GC（宮城県）

『炙り明宝ハム』
648円
美濃関CC（岐阜県）

『おつまみ鶏三昧』
972円
別府の森GC（大分県）

どーん！と丸ごと新鮮な
レタスで、香ばしく仕上げ
た自家製辛味噌を包み
ます。(主任 ： 佐々木)

地 元 の 逸 品 を 炙 り、食
欲をそそるおつまみにし
ました。お土産用もあり
ます。(調理長 ： 諸)

大分で有名な鶏料理を
一度に味わえるお得な
一皿にしました。
(調理長代理 ： 森下)

『レタスボール包み』
自家製肉味噌付 864円

※その他、全国44ゴルフ場で販売中！ 価格や提供方法などはゴルフ場により
異なる場合がございます。各ゴルフ場レストランにお問い合わせください。

その他のメニューはコチラ ※テーマ別に毎月更新
http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html

大試打会も開催！

秋ゴルで無料プレー券が当たる！

秋のクラブ買替え応援キャンペーン
2016年9月1日（木)から11月30日（水）までの期間、グループ
ゴルフ場・直営練習場にて「秋のクラブ買替え応援キャンペー
ン」を開催します。ポイントキャンペーンや、大試打会も行わ
れます。この機会に新クラブ購入を考えてみては？

シルバーウィークキャンペーン
今ならアコーディアWEBからご予約の上、シルバーウイークの
2016年9月17日(土)～9月25日(日)の対象期間中にプレーをする
と、抽 選 で 無 料 プ レ ー 券 が 10 名 様 に 当 た り ま す！シ ル バ ー
ウィーク中にプレーをお考えの方は要チェックです！
シルバーウイークキャンペーン
概要
対象期間：2016年9月17日(土)
～9月25日(日)
内容：アコーディアWEBからキャン
ペーンに応募し、対象期間中にプ
レーをした予約代表者様の中から10
名様に、1組2名様までご利用可能の
無料プレー券をプレゼント！

秋のクラブ買替え応援キャンペーン
概要
期間：2016年9月1日（木）
～11月30日（水）
①クラブ購入で最大27％のポイント還元
②クラブ下取り査定額（※）が10％アップ
③期間中、ゴルフ場・練習場で大試打会
が同時開催！
※一部下取りを実施していない店舗もあります。
http://www.golfrevo.com/event/trial_2016au/index.php

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20160917-0160925-w_play01_cp/

【 編集後記 】
いよいよ、当社運営の２コースでのトーナメントが開催されます！どち
らのトーナメントも地元の方やゴルファー以外の方にも来場いただける
ような工夫をこらしました。また、当社契約の冨永浩プロと矢野東プロ
は今期好調ですので、ホストプロ優勝に期待です！（丸毛）

ついに日本シニアオープンが始まります。開催コースの習志野CCキン
グ･クイーンコースは本当に難しいコースで、ラウンド後はもっとゴルフに
真剣に向き合わなければという気にさせられます。“トロフィア・ゴルフ”
は、そんなゴルファーの皆さまのご来場をお待ちしております。（庄司）

先月、女性限定「ピンクリボンガールズゴルフ」をおおむらさきGCで開
催しました。参加者は総勢136名！暑さにも負けず、元気にプレーを楽
まれている姿が印象的でした。当日はピンクリボン活動への募金（総額
105,630円）にもご協力いただき、ありがとうございました！（皆川）

オリンピック閉会式でのハンドオーバーセレモニーの演出にびっくりし
ました。4年後東京にやってくるのかと思うと、今からどきどきしていま
す。東京オリンピックではゴルフはもちろん、マイナースポーツ、新競技
の野球やスケートボードも観戦したいと気持ちも高まってます。（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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