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HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF
10月6日（木）石岡ゴルフ倶楽部でいよいよ開幕！

今年で2回目となる「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」が10月6日（木）から10月9日（日）まで開催されます。ついに開
幕が近づいてきました。本トーナメントのおすすめ情報や見どころを一挙大公開します！観戦ツアーやギャラリープラザ、ミニプラザなど
今年も催し物がたくさん。今月のアコナビを読めば、熱意系ゴルファーたちの戦いをさらに楽しめること間違いなし！

トーナメント観戦を楽しんでもらうための各種イベントがたくさん！
日本シニアオープンでも大好評！トーナメント観戦ツアー！
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」登録者、茨城県小美玉市民とゴルフ
誌「Regina」読者をそれぞれ対象とした観戦ツアーを実施いたします。「L-Style」は1組2名まで、「アコーディア・キッズ」は1組5名ま
で参加できるので、全て合わせて最大で278名の方が参加予定！終了後は自由に観戦できます。キッズの観戦ツアーにはお楽し
みイベントも！気軽にプロツアーを体感していただき、よりゴルフに親しんでもらえるよう取り組んでおります。※写真は昨年の様子

地元高校生による職場見学
10月6日（木）、茨城県立中央高等学校2年生に、施設内やTV中
継車の見学など、リクルート活動の一環として、職場見学を実施し
ます。ゴルフ場内の仕事やゴルフトーナメントの運営を実際に見て
いただくことで、将来ゴルフ関連の職業に興味を持っていただきた
いと思います。

PGAとJGTOの連動企画も！
同週に茨城県石岡市のサミットGCで行われる、PGA日本プロゴル
フシニア選手権との相互入場を実施！本トーナメントのチケットの
半券を持っていくと、シニアツアーも無料で観戦できます！（1チ
ケット1回のみ有効）石岡GCからサミットGCまではギャラリーバス
を利用すると、およそ1時間（JR石岡駅経由）。この企画で、ゴルフ
三昧な1日を過ごしてみてはいかがでしょうか！？

テレビ・インターネット放映スケジュール
今年はTV生中継をインターネットでも同時配信いたします！
熱意系ゴルファーの熱い戦いをぜひ見届けてください。
【BS日テレ】
10月8日(土) 12：00～16：00 生中継
10月9日（日）12：00～16：00 生中継

メディアフェスタ 開催！
今大会はメディアフェスタと題して、主要ゴルフメディアが一堂に
集結し、趣向を凝らしたブースを展開します。グッズが当たる抽
選会など、イベント目白押しです！

参加メディア一覧

【CS日テレジータス】
10月7日(金) 14：00～16：00 生中継
※中継ホールは10～18番ホール
10月8日(土) 9：45～11：45 生中継 ※1番ホール生中継
10月9日(日) 9：30～11：30 生中継 ※1番ホール生中継
◆BS・CS共に再放送あり。
【インターネット中継】
10月8日(土) 12：00～16：00 生中継
10月9日（日）12：00～16：00 生中継
※BS日テレ特設サイトにて同時中継！
※写真は昨年大会の様子

開催場所：ギャラリープラザ
出店日：10月6日（木）～10月9日（日）

出店日：10月8日（土）～10月9日（日）

メディアフェスタ スタンプラリーも実施！各メディアブースをま
わってスタンプを集め、アンケートに答えるだけでTW737オリジ
ナルボールペンをプレゼント！（HONMAブース）※ボールペン
がなくなり次第終了。
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HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF 大会の見どころをご紹介します！
ココを見る
①

スコアが大きく動く！？No.17（Par3）で観戦するのが通！隣のレストラン売店も要チェック

昨年、沖野克文選手がホールインワンを達成した池越えのショートホール。また、最終日、2位と僅差だったイ・キョンフン選手が圧巻
バーディで振り切り、勝利を決定づけたホールでもあります。今年もここで、劇的瞬間が見られるチャンスです。さらに、今年もグリー
ン横にて、ゴルフ場レストランを運営するグループ会社「ハーツリー」がミニギャラリープラザを出店します。昨年、あの「カツカレー棒」
を食べ損ねた方は必須ですよ！ 趣向を凝らした美味しいオリジナルメニューがたくさんあるので、ついつい4日間通ってしまうかも？
昨年人気No.1！
「カツカレー棒」（1本350円）
他にも、オリジナルメニュー
を多数ご用意しています。

生ビール（1杯600円）
練習場近くのギャラリープラ
ザに登場する“ビールガー
ル”（※）にも注目！
No.17 （Par3） 184yds

ココを見る
②

本戦に出場し、プロと同じ舞台で戦う
アマチュアゴルファーに注目！

当社グループゴルフ場の会員の中でも実力者が集まる「メン
バーズ・チャンピオンシップ決勝大会」の上位入賞者が、本戦に
出場します。プロのフィールドで挑戦するアマチュアを見ている
と、ゴルフ熱がさらに沸いてくるはず！ 皆さまご声援ください！

本戦出場（2名）：木名瀬 和重さん（水戸GC所属：写真中央）
濱名 一成さん（ラビーム白浜GC所属：写真左）

ココを見る
④

※各日10時～16時。天候等に
より変更となる場合があります。

No.17 グリーン横 ミニギャラリープラザ
「石岡GCレストラン売店（昨年の様子）

No.1（Par4）のバックスタンドで
プロのティショットを観戦できる！

ココを見る
③

トーナメント開催に向け、
コースの準備も整いました！

コースの難易度を上げるため、大会中はすべてのフェアウェイを
「逆目」に刈っています。その他、フェアウェイの水はけをよくする
ため排水工事（暗渠）、バンカーの形状を開場当初の状態に戻す
工事を行いました。これで、プロを迎えうつ準備は万全です！

昨年もフェアウェイを逆目に刈ることにより、ランを出にくくしていました。
今年もバンカー、名物ブッシュなど、随所で見られるプロの技は必見です。

ココを見る
⑤

片岡大育プロの専属キャディ、
伊能恵子さんを応援しよう！

今年は1番ホールのティグラウンドに、バックスタンドを設置し
ました。スタートホールでプロの豪快なティショットをより間近で
見られるようになるので、おススメの観戦スポットです！

プロキャディ 伊能恵子さん
No.1 （Par4） 352yds ティグラウンド

（当社ロゴ入りキャップを着用）

アコーディア・ゴルフは、プロキャ
ディの伊能恵子さんを応援するた
め、2016年9月よりスポンサー契
約を結びました。かつて、習志野
CCキング・クイーンコース、グレン
オークスCCの研修生をされてい
たなど、当社とゆかりのある伊能
さんは、賞金ランキング4位（10/3
現在）で2週連続優勝を狙う片岡
大育プロの専属キャディを2015年
より務めています。もちろん今回
のツアーワールドカップにも出場し
ますので、お二人の活躍にご期待
ください！
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習志野カントリークラブキング・クイーンコース（千葉県）で開催

「第26回 日本シニアオープンゴルフ選手権」はシニアルーキーがメジャーを初制覇！
9月15日（木）～18（日）に習志野カントリークラブキング・クイーンコース（千葉県）で開催されたメジャー大会「第26回 日本シニアオープ
ンゴルフ選手権」は、今年からシニアツアー参戦のプラヤド・マークセン選手（タイ）と鈴木亨選手によるルーキー対決となりました。
最終日の前半終了時点で3位以下に大差をつけた二人。最後は、18番を劇的バーディで締めたマークセン選手が優勝カップを手に入
れました。4日間にわたるシニアプロの真剣勝負を、会場やテレビ放送を通じて応援していただいた皆さま、ありがとうございました！

大会ではキング・クイーンコース（36H）の
中から18ホールをピックアップし、使用。
※写真（上）は、キングコースNo.10

プラヤド・マークセン選手が通算-12でメジャー大会
初出場・初優勝を果たしました。ご本人いわく、「ラフが
厳しかったけれど、自分はティショットをあまりラフに入
れなかった」ことが勝因のひとつとのこと。
また、全出場選手の中でも、通算アンダーパーで終え
たのはたった3名！習志野CCキング・クイーンコース
のコースの仕上がりには、大会関係者、選手たちから
多くのお褒めの言葉をいただきました。
※写真（上）はマークセン選手と、大会中コース作業にあたった
習志野CC含む、近隣グループゴルフ場のコース管理スタッフ

大会中、「アコーディア・キッズ」「L-Style」
「印西市民」それぞれを対象とした無料観
ギャラリープラザではゆるキャラが大集合！
戦ツアーを行いました。4日間で総勢143人
※写真左からラッカ星人（NHK千葉放送局）、
が参加され、当社所属プロの説明を受け
どーもくん（NHK）、いんザイ君（印西市）、
ながら、観戦を楽しんでいただきました！
チーバくん（千葉県）、くまモン（熊本県）

JR御徒町駅から徒歩30秒！

「アコーディア ゴルフスタジオ御徒町」が10月15日（土）オープン！
2016年10月15日（土)、JR御徒町駅から徒歩30秒のところに、「アコーディア ゴルフスタジオ御徒町」がオープンします！インドア
練習場「アコーディア ゴルフスタジオ」は、都内あるいは主要都市に在住、または勤務している方が、平日・休日問わず、いつでも
気軽にゴルフの練習に通えるということがコンセプト。8月にオープンした「ゴルフスタジオ赤坂」の会員数は9月26日現在で183名。
駅直結で便利、かつきれいで気持ちが良いと評判です！ぜひ御徒町にもレッスンや自主練習にお立ち寄りください！
「ゴルフスタジオ御徒町」には、クラブやグローブ等のレンタルがあるので、仕事や買い物帰りでも気軽にゴルフを楽しめます。
レッスンが気になる方は、体感レッスンが1人2回まで受講可能。所属プロやインストラクターが、レベルに合わせて分かりやすくゴル
フを教えます。継続して教わりたいと思ったらスクールに入会しましょう！チケット制なので、自分の予定に合わせて無理なくレッス
ンを受けられます！
◆スクール料金◆
入会金：\10,000※初回のみ 月会費：\5,000 チケットによるレッスン制。1回分\3,500、11回分
\35,000。(1日2回分まで使用可・有効期限6ヶ月）詳しくは当店までご確認ください。
◆打ち放題(50分)料金◆
スクール会員：\500（平日10：00～17：50)、\1,000（平日18：00～22：50と土日祝）
一般ビジター：\2,000（全日）

アコーディア ゴルフスタジオ御徒町

オープン記念スクール入会キャンペーン 10月15日（土）から11月30日(水)まで、オープン記念とし
てスクール入会キャンペーンを実施します。この期間に入会すると、入会金が無料と、月会費が1か
月分無料となります。ぜひこのお得なキャンペーンを利用して、入会してみてはいかがしょうか？
住所：東京都台東区上野3丁目27-1 十仁タワー5階
電話番号：03-5816-3672
アクセス：JR御徒町駅南口を出て徒歩30秒。1階にドラッグストアがあるビルに入り、エレベーターを
利用して5階。
URL：http://www.accordia.jp/practice/index.php （ゴルフスタジオ御徒町のページは10/15にオープン。）

受付

施設内(5打席）
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ゴルフ場で食欲の秋を満喫！
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アコーディアWeb 「秋の味覚」特集で次のゴルフ場選び！
アコーディア・ゴルフのゴルフ場レストランでは一年を通じて季節を感じるメニューを多数ご用意しています。
特に、「食欲の秋」はメニュー開発にも力が入ります！今年のおすすめは、きのこ、きのこ、きのこ！！ 秋の風を感じるゴルフ場で
おいしいきのこ料理に舌鼓！ゴルフの楽しみが倍増します！
その他のメニューはこちら 毎月更新！
http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html
『秋鮭のソテーきのこの和風ソース』
1,620円（税込）
妙義CC（群馬県）

『たっぷりキノコのオムハヤシ』
1,404円（税込）
長崎パークCC（長崎県）

『秋鮭とキノコのペペロンチーノ』
1,296円（税込）
猪名川国際CC（兵庫県）

旬のきのこをたっぷりの醤油ベースの
ソース。仕上げに長葱のフリットをのせ
て。脂ののった秋鮭とともにどうぞ。
（調理：直井）

5種類の旬のきのこをハヤシソースとト
ロトロ卵にトッピングしました。キノコの
食感と香りが楽しめます。
（副主任：椎葉）

きのこ、秋鮭、いくらなど秋の味覚で
作ったペペロンチーノ。ニンニクの香
り、唐辛子の辛味がポイント。
（調理長代理：岡本）

WEB予約で大チャンス！

ウィンターギフト

ゴルフ場からのお歳暮が新しい！
ウィンターギフトの季節です。デパートに行ったり、ネットで探した
り・・・大事な方への贈り物は選ぶのが大変。今年は、ゴルフ場の
レストランスタッフおすすめのギフトを贈ってみてはいかがでしょ
うか？まとめ買いでお得になる商品もあります。全国のゴルフ場
のレストランでカタログをご用意してお待ちしています！
【販売期間】 2016/10/1（土）～

100万円相当ポイント争奪戦！
対象期間中の平日にアコーディアWebで予約＆プレーを3回以上し
た方を対象に抽選で合計100万円相当のACCORDIA GOLFポイン
トがあたる「100万円相当ポイント争奪戦！」キャンペーンを実施！
同伴者も対象！秋はゴルフで運試し！
【100万円相当ポイント争奪戦!! 概要 】※平日のみ
プレー対象期間： 2016/10/3（月）～ 2016/12/28（水）
対象者： キャンペーン応募し、3回以上アコーディアWebで
予約＆プレーをされた方
（同伴者も対象）
内容：10,000ACCORDIAポイントを
抽選で100名にプレゼント
▼キャンペーン詳細はコチラ

ギフトカタログ

山の原GC（兵庫県）おすすめの生クリームシュー

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20161003-20161228pointrally_2016_autumn/

【編集後記】
日本シニアオープン、ご覧になりましたか？中島常幸プロが「出な
い！」とおっしゃった長いラフにシニアプロ達も苦労されたようです。習
志野CCでの久々のトーナメントは、ゴルファーの皆さまにこのゴルフ
場の良さを再認識していただけるいい機会になりました。（丸毛）

私事で恐縮ですが、異動により約4年間の広報業務から離れることにな
りました。各メディアの皆さまには、「ゴルフ業界」という広い視点から
様々なお話を聞かせていただき、とても充実した日々でした。今後とも
アコーディア・ゴルフ広報・CSR部をよろしくお願いいたします。（庄司）

日本シニアオープンでは、出場していた当社契約・所属のプロ3名を毎
日応援していました。そして楽しみはやっぱりギャラリープラザ。今回
のTOURWORLD CUPで個人的にチェックしているのは、昨年食べ損ね
た「肉巻きおにぎり」と、初出店する「ミスタードーナツ」です。（皆川）

日本シニアオープンで、初めてくまモンを見ることが出来ました。苗字
が苗字なので、親近感を持っていましたが、あまりの子ども人気にビッ
クリ。2S写真を撮ってもらおうと考えていましたが、写真を待つ大勢の
子どもの前、勇気が出ず断念しました。いつかリベンジします。（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

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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