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お正月ゴルフにおススメのゴルフ場をご紹介します！

12月に入り、2016年も残りあとわずかとなりました。そろそろ2017年初打ちの計画を立てる頃ではないでしょうか？ ゴルファーには
毎年人気の年始ゴルフ。そこで、今号のアコナビでは、ゴルファーに新年の初打ちをより楽しんでいただけるサービスを行っている
ゴルフ場や、有名な初日の出・初詣スポットに近いゴルフ場をご紹介します。1年の始まりをゴルフで楽しく迎えましょう！

元日来場者へ銚子産マグロ一本まるごと山分け！ かずさカントリークラブ（千葉県市原市）
元日限定！
「銚子産マグロ一本まるごと山分け」＆
「おせちワゴン」無料サービス実施！

お正月
おすすめ
①

対象 ： 2017年1月1日（祝）のプレー＆レストランご利用の方
内容 ： 銚子港で水揚げされたマグロをまるごと一本解体。ご昼食時、
その切り分けたマグロを各組にプレゼント！（数量限定）
さらに、「おせちワゴン」も登場し、一品サービスします！

かずさカントリークラブ
プレー料金 1月1日（祝） 8,900円
1月2日（祝）～4日（水） 12,800円～
1月5日（木）以降 平日 ： 5,501円～
土日祝 ： 10,500円～
※料金はすべて昼食付、税込。2B・3B割増あり

ご予約・お問い合わせ Tel ： 0436-96-1212
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=150

さらに！

“日本一早い”日の出が見られる「清澄山」
で初日の出を見てからラウンド？

実は…離島を除いて日本一日の出が早いスポットという鴨川市の
「清澄山」（清澄寺）。かずさCCからは車で約40分。元旦プレーの
前に初日の出を拝みに行ってみては？ 同じく運営ゴルフ場の
鴨川CC、花生CCからもアクセス良好です。
※参考：2016年 日の出時刻 清澄山 6:44 http://www.tenki.jp/newyear/

※画像はイメージ

甘楽カントリークラブ
（群馬県甘楽郡甘楽町）

ワイルドダックカントリークラブ
（茨城県神栖市 ）

キャッスルヒルカントリー
クラブ（愛知県豊川市）

早割 1月★特★特★コンペパックプラン
料金：6,480円～（昼食・パーティ・お土産付、税込）

1月10日（火）「銚子オープンコンペ」開催！
料金：6,340円（昼食付、参加費・税込、参加賞あり）

年末年始特別優待料金（12/31～1/5）
料金：11,980円～ （昼食付、税込）

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=118

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128

お正月
おすすめ
②

1月2・3日プレー限定
「振舞い甘酒」サービス！

※画像はイメージ

「お正月◆
スタート前に甘酒で
ぽっかぽか♪」
日程：1月2・3日
料金：10,600円～12,480円
（昼食付、税込）
スタート前に来場者全員

お正月
おすすめ
③

東国三社（香取神宮・鹿島
神宮・息栖神社）の“パワー
スポットトライアングル”制覇

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=136

お正月
おすすめ
④

日本三大稲荷のひとつ
「豊川稲荷」で初詣！

キャッスルヒルCCからは車で約15分（6.2km）。
プレーの前後で初詣をして、ぜひ名物の
「おいなりさん」をお召し上がりください。
ワイルド

いずれの施設もワイルドダックCCから車で40分以内！

参拝時間 12月31日 ～23:30、23:30～24:00
1月1日 0:00～21:00
1月2日・3日 5:00～21:00
1月4日 6:00～19:00（通常通り）
最寄り駅 名鉄豊川稲荷駅より徒歩3分
駐車場
あり（臨時駐車場1回500円）

アコナビ 2016年12月号

寒いからこそゴルフに行きたい！

P2

冬ゴルフならではの食の楽しみを見つけてください！
「ゴルファーのための冬の温かい料理」全国料理コンテスト 優秀メニューを期間限定で販売！
恒例の「全国料理コンテスト2016」が今年も「ゴルファーのための温かい料理」をテーマに開催され、味の好みの地域性を考慮し、全
国8地区でそれぞれの優秀賞が決定しました。そして、12月1日（木）から、各ゴルフ場でその地域ごとのメニューの販売を開始します。
どれも冬ゴルフを温かくする「おいしいメニュー」です。12月にゴルフのご予定がある方は、是非、アコーディア･ゴルフのゴルフ場でコ
ンテスト優秀メニューをご賞味ください。

【全国料理コンテスト優秀メニュー 販売概要】
期間： 2016年12月1日（木）～12月31日（土） グループ内メニュー提供ゴルフ場： 全国８地区 110ヶ所
メニューの内容と提供されるゴルフ場など詳細はこちら →
http://www.accordia.jp/restaurant/contest2016/index.html

味噌カツ鍋御膳

洋風 黒カリー鍋うどん

薬膳仕立て 豆乳鍋ラーメン ～七変化～

「きのこたっぷり ピリ辛中華鍋

旬の味覚バイキング開催中！
月初3日間はステーキ食べ放題

「カニ食べ放題バイキング」付
ゴルフ宿泊プラン

加西カントリークラブ（兵庫県加西市）

妙義グリーンホテル（群馬県富岡市）
※画像はイメージ

※画像はイメージ

冬と言えば「カニ」！妙義カントリークラブ併設の妙義グリーン
ホテルでは、1月～２月の夕食バイキングに「カニ食べ放題」が登
場します。妙義グリーンホテルは妙義山の見える温泉も大好評。
ゴルフ、温泉、カニ。夢の三位一体で冬のゴルフはもっと楽しくな
る！お正月の三が日には、お餅つきもあるのでご家族連れにも
おすすめです！

加西カントリークラブでは、月初の3日間（１～３日）に牛ロース
ステーキ食べ放題の「魅惑のステーキフェア」を開催しています。
牛ロースステーキは、なんと、調理長が目の前で焼いてくれる本
格派！ステーキ以外もソフトドリンクと旬の味覚（デザートやフ
ルーツも！）まで食べ放題！お正月三が日もフェアを開催しま
す。また、ゴルフプレーのない方もご利用いただけます！

【カニ食べ放題バイキング付ゴルフ宿泊プラン】

【魅惑のステーキフェア】

１泊２食＋1Rセルフプレー（昼食付）

【ゴルフプレーのある場合】
昼食付プランとなります。（追加料金なし）
【ゴルフプレーのない場合】
営業時間： 10:30～13:30 （90分制） 要予約
料金(税抜)：一般 1,800円、小学生900円、未就学児は無料

※ゴルフ利用税600円、消費税込
※ロッカーフィー216円、入湯税150円込別途

2017年1月10日（日）～ 3月31日（金）
平日泊＋平日プレー 12,750円
平日泊＋土日祝日プレー 16,530円
土・祝前日泊＋土日祝日プレー 18,690円

※「アコナビ見た！」予約で、一般1,600円、小学生800円に！

http://www.myogi-hotel.com/

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=043

2016クリスマスフェア開催
ご家族でのクリスマスにおすすめのクリスマスチキンとケーキをゴルフ場で！
今年のクリスマスは、クリスマスチキンとケーキを囲んでご家族で過ごしてみるのはいかがですか？アコーディア･ゴルフのゴルフ場
なら、ゴルフでご来場の際に注文、そして、クリスマス直前にゴルフ場で受け取りができます。今年は、12/23から12/25が連休になりま
す。お昼に家族ゴルフ、夜は家でパーティーがおすすめです！もちろん、家で待つご家族へのお土産にもご利用ください！

【2016クリスマスフェア概要】
受注受付期間：
受け取り期間：

2016年12月25日（日）まで
2016年12月1日（木）～ 2016年12月25日（日）

予約受け取りは各ゴルフ場レストランまで

※一部販売していない店舗もあります ※売り切れ等により予告なく販売を終了する場合があります

クリスマスチキン
4本

864円、 8本 1,641円

ノエル・フロマージュアプリコ

ノエル・カフェキャラメル

2,500円

2,300円

価格はすべて税込
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より気軽にゴルフを楽しみたい方や、長らくゴルフを離れていた方のゴルフ復帰にも最適！

1日を有効活用できる！ 茨城県5コースで「9ホールプレープラン」登場
1月10日（火）から茨城県の5コースにおいて、デイタイムに気軽にゴルフを楽しむことができる10時台～13時台スタートの「9ホール
プレープラン」を平日限定開始します。通常、0.5ラウンドの場合は「薄暮」と呼ばれるプランが一般的です。こちらはリーズナブルにプ
レーができるものの、14時以降のスタートのためホールアウトは夕方となり、帰宅が夜になることも。今回開始する「9ホールプレープ
ラン」は15時にはホールアウトできるので、もっと気軽にプレーしたい方や、今まで忙しくてなかなかゴルフの時間が取れなかった方
におススメのプランです。また、女性ゴルファーの中には、結婚を境にゴルフを中断し、家事や育児の都合で長時間外出できず、なか
なかゴルフ復帰することができない方もおられます。このような方々のゴルフ復帰にも本プランは最適。「ママ友」同士でゴルフを満喫
できます。今後もお客様の反響を見ながら、随時実施コースを増やしていく予定です。
「9ホールプレープラン」概要
開始日：
1月10日（火）
実施日：
平日
スタート時間： 10:00頃～13:00頃
実施コース ： 茨城県5コース
・取手桜が丘ゴルフクラブ

スケジュール（イメージ）

6,000円～

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=141

・霞台カントリークラブ

4,350円～

10時台スタートの場合
9:30頃 ゴルフ場到着・チェックイン
10:00～ 9ホールプレースタート
12:30～ ホールアウト、入浴
13:30頃 昼食
14:30頃 終了、ゴルフ場出発

取手桜が丘GC

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

・セントラルゴルフクラブ

3,990円～

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=081

・セントラルゴルフクラブNEWコース 3,991円～
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=080

・ワイルドダックカントリークラブ 3,980円～
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=128

※料金はすべて昼食付き、9Hプレー、税込。
※ご予約・お問い合わせは各ゴルフ場まで。

12時台スタートの場合
10:30頃 ゴルフ場到着・チェックイン
11:00～ 昼食
12:00～ 9ホールプレースタート
14:30～ ホールアウト、入浴
15:00頃 終了、ゴルフ場出発
セントラルGCNEWコース

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！ （西日本編）
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」にて、先月の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「東日本編」に続き、今月は「西日本編」です。自信を持っておススメできる冬ならではのメニュー
や、各ゴルフ場の名物料理が盛りだくさん。このアコナビで掲載する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、ゴルフ場レストランで働く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、ぜひご覧ください。

亀岡ゴルフクラブ（京都府）
『石焼海鮮チゲラーメンと
ミニ天津飯』 1,782円

山の原ゴルフクラブ（兵庫県）
『ずわい蟹の天津飯』
1,782円

店長 ： 川村 博子
「寒い季節にピッタリ！辛味噌スー
プ に ア サ リ・海 老・イ カ の 旨 み が
しっかり加わり、とても味わい深い
メニューとなっております」

店長 ： 川瀬 津雅子
「ず わ い 蟹 を た っ ぷ り 使 用 し た、
ちょっぴり贅沢な天津飯です。ふわ
ふわの卵白あんをたっぷりかけて
お召し上がりください」

金沢セントラルカントリー倶楽部
（石川県）
『“能登豚”加賀やき丼』 1,620円

本郷カントリー倶楽部（広島県）
『ガパオ風焼きめし
～タイ風焼きめし～』 1,200円

店長 ： 佐藤 光恵
店長 ： 中谷 吉美
「特に県外からのお客様の人気を集
「ソースはバジル風味で、鶏もも肉と
め、当店No1メニューとなりました！
の相性もバッチリです。パプリカなど
もちもちした甘みが特徴の能登豚を
の野菜は大きめにカットしており、見
蒲焼き風に仕上げています」
た目も鮮やかで食が進みます」
※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】
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第一弾は、おもしろマナー動画とゴルフ場スタッフ紹介

P4

ゴルフが楽しくなるWebサイト「広がれ！ゴルフ好き」オープン！
「ひとりでも多くの方にゴルフの楽しさを！」それが、アコーディア・ゴルフの想いです。そこで、ゴルフに興味はあるのに始めるきっかけ
がない方から初心者、上級者まで楽しめるコンテンツを集めるサイト「広がれ！ゴルフ好き」が12月1日（火）にオープンします。
第一弾としてユーモアたっぷりにマナーを紹介する動画とアコーディア・ゴルフのゴルフ場や練習場で働くスタッフ紹介がスタート。
定期的に新しいコンテンツを増やしていく予定ですのでお楽しみに！
http://golfzuki.accordiagolf.com/

動画でわかりやすくマナーが学べる
「おもしろゴルフマナー」
「明日はコースデビュー。どんな服装で行けばいいの？」「おとなり
のホールから“フォア！”の声。あれ何？」とお悩みのあなた！新し
いことを始めた時に知らないことがあるのは当たり前のことです。
わからないのはあなただけではありません。
前の組のマナーが気になるあなた！彼らは無礼なのではなく、
ただ知らないだけかもしれません。
USPGAツアーの中継でもおなじみの
冨永浩プロと薬師寺広アナが皆さま
にゴルフマナーをわかりやすくお伝え
します。ベテランゴルファーの皆さまも
是非ご覧いただき、まわりの方々にご
紹介ください。この動画を見れば、み
んながHappyになります！

ゴルフ場、練習場のスタッフを紹介
「We are ACCORDIA」
アコーディア・ゴルフのゴルフ場、練習場の従業員はお客様
に最高の一日を経験していただくために日々働いています。
笑顔でお迎えする若手フロントスタッフ、すべてを知り尽くした
ベテランコースマネジャー、日夜お客様に喜ばれるメニュー作
りをする調理長、スタッフをま
とめゴルフ場を取り仕切る支
配人、ひとりひとりにストー
リーがあります。
このコーナーではそんな「ア
コーディアな人たち」をご紹
介。次にご来場の際は、その
スタッフを探してみるのが楽
しみになるかも！
今後登場予定のスタッフ

「ファーのかけ声編」の一場面

Easy Golf 新プログラムも大好評

お好きな商品差し上げます！

“100切りチャレンジ”を開催！

アコーディアWebプレゼントキャンペーン

「Easy Golf」は、まったくゴルフ
経験のない方も気軽に参加し
コースを体験できるイベントです。
参加者の「ゴルフを続けたい！」
との声を受けて、アコーディア･ゴ
ルフでは、さまざまなイベントを開
催。12月は、男性は100、女性は
120切りを目指す「100切りチャレ
ンジ」！参加者を募集中です。

アコーディアWebでは、対象期間中の平日プランをご予約&プ
レーいただくと予約代表者様の中から抽選で100名様に「お好きな
商品」を１つプレゼントするキャンペーンを実施中。家族だんらんに
ぴったりな商品ばかりです！ご家族のためにもご参加ください！

【「お好きな商品」を１つプレゼントキャンペーン概要】

参加費は、レッスン料、コース利用料、練習場利用料、ランチ代込み
※本イベントでは、レンタルクラブのご用意はありません。

プレー対象期間：2017年1月5日(木)～2017年2月28日(火)の平日
Aコース： メンチカツ×コロッケ オリジナルコラボセット
Bコース： 全国銘柄豚とんてき ～食べ比べセット～
Cコース： 京丹波高原豚 塩麹漬け （箱入）
Dコース： 北海道素材のこだわり生クリームシューとベルギー産
チョコレートシューギフトセット
Eコース： ACCORDIA GOLF ポイント
3,000ポイント

12月21日（水） 取手桜が丘ゴルフクラブ（茨城県取手市）
参加費： 15,000円 （東京駅からの送迎あり）
12月25日（日） 山の原ゴルフクラブ（兵庫県川西市）
参加費： 15,000円 （現地集合）

http://reserve.accordiagolf.com/
campaign/2017/2017010520170228_eraberu-gift/

Easy Golfの様子

【スキルアッププログラム「100切りチャレンジ」概要】
18Hラウンド（9Hレッスン付）※日没により18Hラウンドできない場合あり

http://www.lstyle-accordiagolf.com/

賞品のとんてき（イメージ）

→イベント情報

【 編集後記 】
本年もありがとうございました。今年は母校の甲
子園出場がきっかけで久しぶりに高校の同級生
に会うことができました。みんなそれぞれの立場
で活躍していて刺激を受けました。ゴルファーも
多いようなので来年は同窓コンペを企画したいで
す。（丸毛）

数えてみたら今年も20回近くラウンドをしまし
た。6月の「デカカップゴルフ」で初のスコア100
切りを経験しましたが、通常カップでは未だ未
達成。今月あと2回チャンスがありますが、来
年の目標も「今年こそ100切り」になりそうで
す。（皆川）

今年の思い出のひとつは、習志野CC KQ
コースで行われた日本シニアオープンで本
物のくまモンにあったことです。子ども達に囲
まれるくまモンを見て、私も愛されキャラを極
めたい！と心に誓いました。（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)
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