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今年も大いに盛り上げます！クリスマス特集！

ハロウィーンも終わり、これから秋深くなっていく季節になりました。街中ではクリスマスや年末年始への準備が始まっていく時期で
す。アコーディア・ゴルフの運営ゴルフ場も、イベントの企画や特別メニューの開発が一気に進んでいきます。そこで今月のアコナビ
は、クリスマスに向けて一足先早く決定しているおすすめイベントをご紹介いたします！ 冬の要注目の催し物が勢ぞろい。ゴルフも
イベントも一緒に楽しみましょう！

アコーディア・ゴルフおすすめのクリスマスイベントが勢ぞろい！
セントラルゴルフクラブ（茨城県行方市）
クリスマスツリーはずれなしプレゼントイベント！
プロショップで1,080円以上の購入か、ワンオンチャレンジへ
のエントリーで、クリスマスツリーにかかっている袋を一つプ
レゼント。袋の中には無料プレー券やお土産券等の賞品が
入っています。参加賞もございますので、ぜひ運試しにご参
加ください。
クリスマスツリーはずれなし
プレゼントイベント
開催期間 ： 2016年12月17日（土）
～25日（日）
参加条件 ： プロショップで1,080円以上
のご購入か、ワンオン
チャレンジ（参加費1,080円)
へのエントリー
参加賞 ： 平日優待プレー券＋ティー
※参加は1日1回。価格は税込。

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ
（福島県いわき市）
ジャパニーズクリスマス『八福神大集合』
2012年から開始した、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。今回は恒例の花火大会など計8種類の
イベントを開催予定！昔なつかしい「射的」、「スーパーボールす
くい」ができる縁日コーナーもあり、日本ならではのクリスマスを
お楽しみいただけます！
ジャパニーズクリスマス
『八福神大集合』

セントラルGCクラブハウス
内に飾られたツリーは高さ
約3ｍ×直径1.8ｍ！

開催日 ： 2016年12月25日（日）
～12月27日（火）
内容 ： 花火大会（各日20:00～20:15）
フラダンスショー
（各日20：30～21:15）
クレープ作り教室 など
お問い合わせ ： TEL 0246-56-3311
http://www.onahama-ocean.com/

http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?ab=1&gid=081

妙義グリーンホテル（群馬県富岡市）
『千昌夫 クリスマスディナーショー』
2016年12月4日(日)に「北国の春」「星影のワルツ」などの曲で
知られる千昌夫さんのディナーショーが開かれます。当ホテル
自慢の温泉も満喫して、心身共にリフレッシュしましょう！
『千昌夫 クリスマスディナーショー』
開催日 ： 2016年12月4日(日)
時間 ：
[昼の部] 開場13:00 開演14：00
[夜の部] 開場17:30 開演18:30
料金 ：
[昼の部] S席 14,000円
A席 13,000円
B席 11,000円（残りわずか）
[夜の部] A席 14,000円 B席 12,000円
※価格は税込
※料理・飲み放題（アルコール含む）付
※夜の部S席はすでに満席

申込方法 ： TEL 0274-73-4111
受付時間：9：00～18：00
http://www.myogi-hotel.com/

レストラン

クリスマス商品・おせち販売！

今年も全国の運営ゴルフ場でおいしい「ウィンターギフト」販売が
始まっておりますが、11月1日（火）から別冊カタログにてクリスマ
スケーキやギフトなどの商品とおせち料理の申し込みが始まりま
した！ご注文は12月10日（土）まで承っております。

ホテルオークラ
キャラメルナッツショコラ
3,900円（5号サイズ）

割烹料亭千賀
彩華千 三段重
21,000円（縦25.7cm×横
25.7cm×高さ18.5cm）

※価格は送料・税込
※クリスマスケーキは店舗お渡しのみ販売となります。
※一部お取り扱いがない店舗があります。
※商品に関するお問い合わせは各ゴルフ場レストラン、
またはギフト担当窓口（TEL： 03-6688-1330 平日10:00～17:00）

http://www.accordia.jp/restaurant/2016winter/index.html

日本で初開催となるPGA TOUR Championsの大会
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“JAPAN AIRLINES Championship”の成田GCでの開催が決定！
アコーディア･ゴルフのフラッグシップコースのひとつである「成田ゴルフ倶楽部」（千葉県）で日本初のPGA TOUR公認イベントとな
るPGA TOUR Champions「JAPAN AIRLINES Championship」が2017年9月に開催されることが決定し、10月18日（火）に東京アメリカ
ンクラブで記者発表が行われました。PGA TOUR Championsは、50歳以上の米国PGA TOUR会員 が参加するいわゆるシニアツアー
で、過去に日本国内で開催されたことはありません。成田ゴルフ倶楽部は、1988年11月開場。アコーディア･ゴルフグループ随一のハ
イエンドコースとして運営している当ゴルフ場は、良好なコースコンディションに加え、重厚な趣のあるクラブハウスで国内外から高い
評価をいただいています。今回の開催決定をうけて、さらにコースに磨きをかけ、記者会見にも出席したトム･ワトソンら日米のレジェ
ンドたち計68名をお迎えする準備を進めていきます。
記者発表から明けた10月19日（水）には、早速、PGA TOURオフィシャルによる現地視察が行われました。コース内では、芝の状態
を確認後、フェアウエイエリアの変更、選手のウォークパスの設置などの指示を受けました。来年9月には日本のゴルフファンにも米
国ツアーのエキサイティングなプレーを見ていただけることとなります！ お楽しみに！

【JAPAN AIRLINES Championship概要】

PGAオフィシャルの視察の様子

◆ 実施場所： 成田ゴルフ倶楽部 http://www.narita-gc.jp/
◆ 参加選手： 「PGA TOUR Champions」登録選手60名
および、8名の日本国内招待選手
◆ 競技日程：
2017年
9月6日～7日 プロアマ大会
9月8日～10日 本選

HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF

史上初の2日間にわたるプレーオフで池田勇太プロが優勝！
石岡ゴルフ倶楽部（茨城県）で行われた第2回「HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF」は、-14で並ん
だ池田勇太プロと宋永漢プロのレーオフの決着が月曜日に持ち越されるという前代未聞の事態となりました。2日間
で合計9ホールのプレーオフを制したのは池田勇太プロ。この優勝で、一気に賞金王争いのトップに立ちました。

プレーオフの隠れた主役はカップ切り担当者！
プレーオフでは、18番ホールを何回も繰り返してプレーしました。
今大会では、2ホール終了ごとにピンポジションを変更するという
ルールになっていましたのでTVでは写っていませんでしたが、観
客が見守るグリーンにコース管理スタッフがあがり、手際よくカップ
の切り替え作業（カップ切り）を行いました。今回担当したのは石
岡GCコース管理の川又（日曜日）と富田（月曜日）。ふたりとも、こ
の大役を見事に務めました。※写真は10/10（月）の様子

切る際は、①ピンフラッグが傾かないように、垂直に切ること、
②深さはホールカップの上縁が地面から2.5ｃｍ～3ｃｍ下になっ
ていること、③埋め戻した箇所の高さが周辺と同じ高さであるこ
となど細心の注意を払って作業を行います。また、ピンポジショ
ンの設定にはホールカップ周辺に60～90ｃｍ程度の平坦な部分
を確保したり、グリーンエッジからホールピン１．５本分以上離し
たりといった基準を設けています。※本トーナメント開催時はJGTOの設
定した位置。

カップ切りは通常お客様のプレー終了後の夕方か早朝に行わ
れます。機会があれば、是非、注目して観察してみてください。

ｇolfrevoショップ、大好評でした！
トーナメント期間中、観客の皆さまでにぎわったギャラリープラ
ザ。当社グループのゴルフショップ「golfrevo」も出店しました。
【コメント】 川又「直前は緊張しましたが、切り始めるといつも通りやれ
ました」 富田「カップを切ろうとしたら青木JGTO会長が急遽場所を変
更。結果、それが勝負を決めるカップ位置になり感動しました」

通常の営業でもピンポジションは来場者数、降雨条件、グリーン
の状態等を考えて毎日変更します。そうすることで、プレーヤーが
毎日来場したとしても、違うコンディションでゴルフを楽しむことが
できるようになります。また、コース管理の観点でも、プレーヤーら
が踏むことによって起こったホールの縁とその周辺の芝の傷みを
分散させること、また回復させることができます。
ピンポジションの設定をする際に、専用の器具“ホールカッター”
を使ってカップ切りを行います。アコーディア･ゴルフでは、カップを

観戦グッズやトーナメント期間限定のお買い得商品はもちろん
のこと、手軽にセルフマッサージができるグリッドローラーと磁
気ネックレスが体験できるイベントを開催。どちらも普段専門店
に行かないと試せない商品でしたので、たくさんのお客様が興
味を持たれていました！好評を受けて、今後、各地でイベント販
売する予定です。

グリッドローラー（上）
golfrevoの店舗の様子（左）
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秋こそゴルフデビューのベストシーズン！

ゴルフ未経験者・初心者におススメのゴルフ場イベントを多数開催します！
涼しく過ごしやすい気候になり、新しくスポーツを始めるのに最適な季節がやってきました。アコーディア・ゴルフではゴルフ初心者
向けに、まずはゴルフの楽しさを体験してもらうためのイベントを全国各地のゴルフ場で開催しています。女性やゴルフ未経験者、あ
るいは、まだ練習場だけでコースに出たことがない、というゴルファーはぜひ、ご家族やお友達と一緒にご参加ください。

セントラルGC NEWコース（茨城県）で「ゴルフ場デビューレッスン」開始
未経験者歓迎！ ゴルフ場の所属の松本プロが
ゴルフデビューを完全サポートします。昼食もついて、
シューズ・レンタルクラブの無料貸し出しもあり。
場所
開催
料金
内容

：
：
：
：

セントラルゴルフクラブNEWコース（茨城県）
毎週水曜日 ※1組限定
4,736円（昼食付、3Hラウンド・レッスン料・税込）
12:30～ 集合、プロ紹介、ランチ
13:30～ 練習場でゴルフの基本のレッスン
14:30～ 3ホールの練習ラウンド

レッスンイメージ（上）

「デカカップゴルフデー」好評開催中！
通常カップの約4倍、直径15インチ（約380mm）の「デ
カカップ」を18ホール全てのグリーンで使用する、「デカ
カップゴルフデー」は今年6月に始まり、その後も全国
に開催地を増やしております！ ゴルフ初心者の方が
ラクにプレーでき、ベストスコア更新が狙えるのはもち
ろん、経験者・上級者ゴルファーにも、いつもとは一味
違った新感覚のゴルフを楽しんでいただいています。

松本信吾プロ（左）
「まずはゴルフ場の
雰囲気を体感して
みましょう！」

※詳細・お申し込みはコチラ https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=080

ゴルフデビューイベント「Easy Golf」も全国各地で随時開催！

今後の
開催予定

2016年11/ 5（土） 大津CC西コース（滋賀県）
11/ 6（日） ツインレイクスCC（群馬県）
11/12（土） アクアラインGC（千葉県）
広島安佐GC（広島県）
11/26（土） 取手桜が丘GC（茨城県）
12/17（土） 新陽CC（岐阜県）

【プラン・料金】
①未経験者向け
3H体験 7,500円
②経験者向け
9H体験 9,500円
※アクアラインGCは②のみ

※詳細・お申し込みはコチラ 「L-Style」 http://www.lstyle-accordiagolf.com/event/easygolf/

今後の
開催予定

2016年11/30（水） 花の杜GC（宮城県）
12/ 6（火） おおさとGC（宮城県）
2017年 2/14（火） 加西CC（兵庫県）
2/15（水） 加西CC（兵庫県）

※詳細・お申し込みは各ゴルフ場にお問い合わせください

アコーディアWeb「今月の逸品グルメ」

女性店長がゴルフ場レストランの一押しメニューをご紹介！ （東日本編）
公式サイト「アコーディアWeb」のレストランページ「今月の逸品グルメ」では、ゴルフ場レストランで活躍する女性店長がおススメす
る、各ゴルフ場自慢のメニューが勢ぞろい。今月は「東日本編」です。メニューには、お客様に喜んでもらえるような、女性ならではの
工夫が盛りだくさん。今回のアコナビで掲載するこの4つのゴルフ場の他にも、「今月の逸品グルメ」（下記URL参照）では女性店長た
ちが人気のメニューを多数ご紹介しておりますので、ぜひチェックしてください。来月公開予定の「西日本編」もお楽しみに！

佐原カントリークラブ
（千葉県）
『レディースランチ』 1,512円

店長 ： 石田 ゆう子
「熱々とろ～り焼きナポリタンに、
人気の塩パンを使ったソーセージサ
ンドやデザートがついたランチです」

習志野カントリークラブ
空港コース（千葉県）
『二代目 空港カレー』 864円

店長 ： 長谷川 裕美
「空港コース名物カレーの第2弾が
登場！ ジューシーなグリルチキン
に、野菜をトッピングしました」

セントラルゴルフクラブ
NEWコース（茨城県）
『鉄板とんてき』 1,620円

店長 ： 菅谷 愛
「大ボリュームの豚肩ロース約250ｇ
と、醤油ベースの特製ダレが食欲を
そそります♪ 人気No.1メニューです」

土浦カントリー倶楽部（茨城県）
『自家製さつまいもアイスの
ミニパルフェ』 540円

店長 ： 岡野 麗
「当倶楽部で大人気の自家製アイス
クリームショップの新商品！ X'mas
マグカップはお持ち帰り頂けます」

※価格は全て税込。 その他のメニューはコチラ http://www.accordia.jp/restaurant/feature.html 【テーマ別に毎月更新】

アコナビ 2016年11月号

P4

女性に喜ばれる賞品を多数ご用意！

『ゴル飯（めし）プロジェクト』第7弾メニュー

「ピンクリボンワンオンチャレンジ」開催

「しっとり肉厚のローストビーフ丼」

各ゴルフ場レストランでチャリティイベント「ピンクリボンワンオン
チャレンジ」を開催します。ショートホールでワンオンした回数に
応じてくじ引きが可能。女性向けの賞品が目白押しです！
参加者にはもれなくペットボトルとソフトドリンクもついてきます。
『ピンクリボンワンオンチャレンジ』
期間 ： 2016年11月1日（火）～12月31日（土）
場所 ： 全国の運営ゴルフ場レストラン ※一部開催していない店舗あり
参加料 ： 1,080円（税込） ※売上の一部を日本対がん協会に寄付します

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7弾メニュー、「しっとり肉厚のローストビーフ丼」
の販売を開始しました！ 今回も管理栄養士の椎橋聡子氏の
監修です。TROPHIA GOLFのゴルフ場でぜひご賞味ください！
ゴル飯プロジェクト第7弾メニュー 『しっとり肉厚のローストビーフ丼』
販売場所 ： 石岡GC（茨城県）、習志野CCキング・クイーンC（千葉県）
販売期間 ： 2016年11月1日（火）～12月31日（土）
販売価格 ： 1,890円（税込） ※肉増量（1.5倍）は＋270円（税込）
泡豆腐とバジル
ソースのタレで、
3度楽しめる！

ローストビーフは
高タンパク低脂
肪の優秀食材！

※賞品画像は
イメージです

詳しくはコチラ http://www.accordiagolf.com/athlete-food-menu/

当社契約トーナメントプロとラウンド！

アコーディアweb

2016 プロとラウンドSpecial

予約ポイント2倍キャンペーン

当社契約プロとのラウンドが楽しめる、「プロとラウンドSpecial」。
堅実なプレーが特長の冨永浩プロ、今季好調の矢野東プロ、新
婚で幸せいっぱいの若林舞衣子プロ、初のシード獲得を目指す
東浩子プロが、どんなプレーを見せるのか注目です！

11月1日（火）から12月31日（土）の期間、各ゴルフ場ごとの指定
日（各月5日間）にアコーディアWebから予約＆プレーで通常の
予約ポイントの2倍、ポイントをプレゼントする「予約ポイント２倍
デーキャンペーン」を実施いたします！
※通常予約ポイントは50ポイント。年間24回以上来場の方は100ポイント。

『2016 プロとラウンドSpecial』
開催日 ： 2016年12月8日（木）
会場 ： おおむらさきゴルフ倶楽部
（埼玉県）

冨永浩プロ

料金 ： 19,000円

矢野東プロ

（プレー代、食事代、参加費込。消費税別）

申込締切日 ： 11月18日（金）12:00まで
募集人数 ： 24名
参加資格 ： アコーディア・ゴルフが運営
するグループコースの会員
※応募多数の場合は抽選

『予約ポイント2倍デーキャンペーン』
プレー対象日：2016年11月1日（火）
～12月31日（土）の
各コース指定日
（毎月5日間）
内容 ： 各コースが指定するプレー
対象日にアコーディアWebから
予約＆プレーをすると、通常の
2倍の予約ポイントをプレゼント

若林舞衣子プロ 東浩子プロ
詳しくはコチラ

http://www.accordia.jp/event/pro_sp_161208/index.php

http://reserve.accordiagolf.com/campaign/2016/20161101-20161231-yoyaku-pt/

【 編集後記 】
PGA TOURチャンピオンズが成田GCにやってきま
す！開催まで約10ヶ月。コースコンディションを整
えるのは、当社グループコース管理の精鋭たち。
ちなみに成田GCのコースマネジャーは31歳の若
さ！科学的な当社のコース管理で世界的に著名
なプロ達を驚かせてほしいものです。個人的にも
久しぶりの英語のシャワーを楽しんでます（丸毛）

広陵カントリークラブ所属の中庸行プロが、
10月に行われた第20回栃木県オープンゴル
フ選手権大会において、-6のスコアで見事、
12年ぶり2度目の優勝を果たしました。おめで
とうございます！ 当社運営ゴルフ場の所属
プロの中には、プロトーナメント出場経験の豊
富な実力派が多数おります。（皆川）

HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA
GOLFでは、応援スタッフとして受付や観戦ツ
アーのアテンドをしておりました。悪天候の日
もありましたが、たくさんの方々にご来場いた
だいたことが嬉しかったです。大会に参加し
た様々な方々に出会えたことを感謝して、ま
た業務に励みます。（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）
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