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さまざまな“１位”のゴルフ場を大公開

特集

アコーディア・ゴルフ 部門別チャンピオン

新年明けましておめでとうございます。ゴルファーの皆さまはすでに初打ちはお済みでしょうか？ 2017年第1号のアコ
ナビでは、グループのゴルフ場の中でさまざまな部門で“１位”に輝いたゴルフ場をご紹介します。今年訪れるゴルフ場の
参考になさってください。今年１年、よい年になりますように！
※すべて2015年12月～2016年11月のデータより集計。

ゴルフ場予約サイトの「クチコミ」 総合＆全7項目のランキングを公開！
総合部門

1位 石岡ゴルフ倶楽部 （茨城県） 4.5

※対象：グループゴルフ場130コース（平均3.8）

石岡GCコメント 「この度は光栄な評価をいた
だきありがとうございます。その中でも従業員
一同大変嬉しく思うのは【スタッフ接待】で1位
をいただけた事です。今後もお客様に満足し
ていただけるような接客を心掛け、一人でも多
くの方が”笑顔”になるよう努めてまいります」

2位
3位
4位
5位

万壽GC （奈良県）
ザ･サザンリンクスGC （沖縄県）
東条パインバレーGC （兵庫県）
ニュー南総GC （千葉県）

支配人 藤田

部門別 （全7項目）
【距離が長い】
【設備が充実】
【食事が美味しい】
【スタッフ接待】
1位
セントラルGC
（茨城県）
1位
石岡GC
（茨城県）
1位
万壽GC
（奈良県）
1位 石岡GC （茨城県）
2位 樽前CC （北海道）
2位 万壽GC （奈良県）
2位 石岡GC （茨城県）
2位 万壽GC （奈良県）
3位 東条パインバレーGC （兵庫県） 3位 おおむらさきGC （埼玉県） 3位 関東国際CC （栃木県） 3位 東条パインバレーGC （兵庫県）
【コース／戦略性】
1位 石岡GC （茨城県）
2位 新陽CC （岐阜県）
3位 習志野CCキング・クイーンC （千葉県）

【コストパフォーマンス】
1位 伊豆国際CC （静岡県）
2位 大新潟CC三条C （新潟県）
3位 ヴィレッジ東軽井沢GC （群馬県）

【フェアウェイが広い】
1位 大和高原CC （奈良県）
2位 泉佐野CC （大阪府）
3位 ザ･サザンリンクスGC （沖縄県）

若いゴルファーが集まる！

女性向けサービスの向上に注力

「30代以下来場比率」部門

「女性来場比率」部門

1位 大和高原カントリークラブ （奈良県） 31.1％

1位 おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県） 19.7％

お客様の約3人に1人が30代以下。
上記のクチコミランキング「フェア
ウェイが広い」でも1位を獲得したと
おり、横幅は110ヤードと圧倒的な
広さ。初心者や若年ゴルファーでも
OB知らずのコースと評判です。
大和高原CCコメント 「少々逸れても大丈夫！とにか
くフェアウェイが広いので、フルスイングショットを満
喫できます。コースデビューにも最適。あれこれ考え
ずに、とにかく思いっきり打ちたい方、ショットに自信
を失った方、ご来場お待ちしております！」

2位
3位
4位
5位

支配人 中森
鈴鹿の森GC （三重県）
つくでGC （愛知県）
秩父国際CC （埼玉県）
双鈴GC土山コース （滋賀県）
二丈CC （福岡県）

※グループゴルフ場平均 11.4％

女性に選ばれるゴルフ場になるべ
く、おおむらさきGCでは女性スタッ
フが中心となって定期的にミーティ
ング。水素水サーバーやイオンド
ライヤー設置など、設備も充実さ
せています。
おおむらさきGCコメント 「お陰様でとても華やかで
活気のあるゴルフ場になっています。これからも引
き続き、女性来場者・女性スタッフにパワーをもらい
ながら、女性に好かれるゴルフ場作りを従業員皆で
取り組んでいきたいと思います」

2位
3位
4位
5位
6位

支配人代行 島田
鴨川CC （千葉県）
小名浜オーシャンホテル＆GC （福島県）
妙義CC （群馬県）
ヴィレッジ東軽井沢GC （群馬県）
愛宕原GC （兵庫県）

※グループゴルフ場平均 12.1％
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アコーディアWeb 『今月の逸品グルメ』

食べられたらラッキー！ 「数量限定のこだわりメニュー」特集
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は珍しい、「数量限定のこだわり
メニュー」を紹介しています。鮮度へのこだわり、素材へのこだわり、仕込みへのこだわりなど……。さまざまな理由から「1日数量限
定」で販売しているこれらのメニュー。“売切れ御免！”のため、早いもの勝ちです。人気のため、常連のお客様のなかにはスタート
前に予約していく方も！ ゴルフ場で見かけた際はぜひお試しください。

【限定10食】

【限定20食】

【限定10食】

【限定20食】

『おつまみ 深谷ねぎのフライ
お好み焼風鉄板焼』

『あったかおでんと
鶏飯ご膳』

『お箸ＤＥフォンデュ
～トマトチーズソース～』

『西海のお魚膳』

864円
寄居カントリークラブ（埼玉県）

1,296円
白鷺ゴルフクラブ（兵庫県）

1,296円
霞ゴルフクラブ（三重県）

1,598円
佐世保国際カントリー倶楽部
（長崎県）

「今が旬の深谷ねぎは、埼玉県深
谷市の名産品。この時期は甘みが
増して芯がトロリとした食感が味わ
えます！フライにしお好み焼き風に
鉄板焼で仕上げました」（ホール
植松 幸子）

「鰹と昆布でだしを取り、７種類の具
材を前日からじっくり仕込んでいま
す。お好みでしょうが醤油とからしを
付けてお召し上がりください。地元
姫路ならではでのお薦めの食べ方
です」（店長代理 北野 秀彰）

「トマトソースにチーズを加え、適度
なとろみを出しました。〆にショート
パスタをどうぞ。入社１年目の私が
考案したメニューが今回、期間限定
で採用されました。是非お召し上が
りください！」（調理 河合 玲佳）

「毎朝獲れたての魚を日替わりのお
造り膳や海鮮丼で楽しんでいただい
てます。港町佐世保ならではの、“売
切れ御免！”メニューのため、スター
ト前に予約していく常連様も多いで
す」（ホール 植田 成美）

※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】

新年ゴルフで要チェック！
ゴルフ場レストランの“ごちそう福袋”

アコーディア・ゴルフが冬ゴルフを応援！

WEB予約ポイント2倍キャンペーン
今年もゴルファーの皆さまを全力で応援する「WEB予約ポイント
2倍キャンペーン」を実施します！ 2月だけの期間限定で、
アコーディアWebからのご予約・プレーでWeb予約ポイントが通常
の2倍となります。冬ゴルフの予約はぜひアコーディアWebから！
※通常予約ポイント・・・50pt（年間24回以上来場の方は100pt）×プレー人数

各ゴルフ場レストランで、昨年好評だった豪華食材の“ごちそう
福袋”が今年も登場します！ ブランド肉の松阪牛や神戸牛、氷
温熟成ローストビーフ、たらばがになどの高級食材がお値打ち
価格で購入できるチャンスです。販売期間は2月12日（日）までで
すが、人気の商品は早々に売り切れてしまいますので、新年の
打ち初めの際は、ぜひレストランでチェックしてみてください。

『予約ポイント2倍デーキャンペーン』
対象プレー期間 ： 2017年2月1日（水）～2月28日（火）

「新春！お楽しみ福袋！」

内容 ： 対象期間中にアコーディアWebから予約＆プレーする

販売場所：各ゴルフ場レストラン
販売期間：2017年1月1日（日）～2月12日（日）

と通常の2倍の予約ポイントをプレゼント
商品例

※進呈ポイントはACCORDIA GOLF ポイントとなります。

氷温熟成
ローストビーフ400ｇ

たらばがに脚
600g

神戸牛すき焼き・
しゃぶしゃぶ用400ｇ

※WEB予約ポイントはプレー日から1週間以内に進呈となります。
詳しくはコチラ
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2017/20170201-20170228-yoyaku-pt/

※福袋の内容・価格は各店舗にて異なります。
※一部実施していない店舗もございます。
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グリーンの凍結を防ぎます

冬のコース管理作業 「グリーンのシート掛け」
冬のコース管理作業のひとつに「グリーンのシート掛け」があります。気温が低い朝のラウンドで、せっかくピンそばにオンした
ボールが凍結したグリーン面で勢いよく跳ねてグリーンから出てしまったといった経験をしたことはありませんか？ほとんどのゴル
フ場ではこの状況を少しでも緩和するために前日にグリーンにシートをかけておきます。アコーディア･ゴルフのゴルフ場では、地域
や年によっても違いはありますが、12月～3月までの最低気温が2～3℃を下回る期間はほぼ毎日実施しています。
当社では、そのシートの掛け方にもルールがあります。基本的には、カップ周りにシートの1/3を、また、その手前に2/3を目安にカ
バーします。グリーンにシートをかけることで、霜害から芝へのダメージを抑制するとともに、ゴルファーの皆さまができる限り普段と
変わらないプレーができるように心がけています。冬に早いスタートをする場合は注目してみてください。
カップ位置
カップ位置

カップ位置

カップ位置が真ん中の場合

カップ位置が奥の場合

カップ位置が手前の場合は

※ひとつのグリーンに複数枚のシートをかける場合もあります。 グリーンが覆われていればOK

写真上下：シート掛けの様子

AKB48のゆきりんがゴルフに挑戦！

広がれ、ゴルフ好き！に新連載

「はじめて！ゴルフ」放映開始

「わたしのゴルフスタイル」スタート

AKB48の2016年総選挙5位の「ゆきりん」こと柏木由紀さんがゴ
ルフに挑戦する番組が始まります。その名も「はじめて！ゴルフ

ゴルファーひとりひとりにそれぞれのストーリーがある・・・
ゴルフの楽しさを初心者から上級者まで多

～目指せ120切り～」！第1回目の収録は、2016年11月30日（水）

くの方々にお伝えするためのWebサイト「広

にグレンオークスCCとアコーディア･ゴルフガーデンで実施され、

がれ、ゴルフ好き」では、新連載「私のゴルフ

かわいいゴルフウエア姿を披露してくれました。

スタイル」をスタートします。「わたしのゴルフ
スタイル」では、ゴルフが大好きな皆さんの

実は、柏木さんは、お父様がゴルフをして
いたこともあり、以前からゴルフをやってみ

それぞれのゴルフスタイルをお聞きし、今ま

たいと思っていたそうです。アコーディア･ゴ

で知らなかった楽しみ方をご提案します。

ルフでは「ゆきりん」の挑戦を全面的にサ

2017年1月5日（木）に公開する第1回では、ゴルフがきっかけで

ポートし、「広がれ、ゴルフ好き！」サイトで

ご結婚されたというご夫婦が登場。おふたりの出会いや日頃のゴ

も収録の様子をレポートする予定です。

ルフスタイルを語っていただきました。今後は、女性同士やご家
族でゴルフを楽しまれている方々にお話を聞いていく予定です。

【はじめて！ゴルフ概要】
番組名： はじめて！ゴルフ～目指せ120切り～

【広がれ、ゴルフ好き！概要】

出演： 柏木 由紀（AKB48）

URL： http://golfzuki.accordiagolf.com/

応援隊長（ナレーション）： 横山 由依（AKB48）
放映日： 女性チャンネル♪LalaTV
ゴルフネットワーク

コンテンツ：

1/10（火）23：30～ほか
1/12（木）23：00～ほか
写真：グレ
ンオーク
スCCでの
収録の様
子

©女性チャンネル♪LaLaTV

① 面白ゴルフマナー
PGAツアーの実況風にまとめたマナー
に関する動画
② We are ACCORDIA
アコーディア･ゴルフのゴルフ場、練習
場で働くスタッフをご紹介
③ わたしのゴルスタイル

さりげないペアルック
が素敵な泉川夫妻
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2016年も大変お世話になりました！一年をふりかえろう！

アコーディア･ゴルフ 2016年すごろく
1月
ふ
り
だ
し

3月
「ニッポン全国鍋グランプリ2016」

埼玉県和光市で開催された大会にノーザンCC錦ヶ原
ゴルフ場レストランが出場！ゴルフクラブをモチーフと
した「炙りタマシャモのあったか家族鍋」で、初出場な
がら出場60チーム中33位と健闘！

春季大会」 開催
習志野CCキング・クイーン
コース（千葉県）にて開催。
73。小学生の技に脱帽。

2マス進む。

ふりだしに戻る。

11月
アコーディア･ゴルフ従業員コンペ

10/6

「SHIIBAFUオープン結果発表 」

～10/10

「全国小学生ゴルフ

優勝スコアは、男子 72、女子

皆川も現地で応援しました！

10月

3/23

4月

4/17～22

「世界レフティゴルフ
選手権」 開催

アコーディアの社内報「SHIBAFU」が主催する全国の

青島GC（宮崎県）にて開催。ア

石岡GC（茨城県）での熱戦は史

従業員が参加するコンペ（7/20～9/30）の結果を発

上初のプレーオフ順延でスタッ

表。のべ1,302名が参加し、平均スコアは99、ベスグロ

コーディアのレフティ代表、庄

フも急遽延泊に。池田、宋両プ

は65でした。もちろん、150を越える初心者もいますが、

司出場できず涙。３マス戻る。

ロのプレーに起立して拍手！

みんなゴルフを楽しんでいます！５マス進む。

6月

9月

「デカカップゴルフデー」

9/1

宮城野GC（宮城県）にて開催

あがり！

～9/18
習志野CCキング･クイーンコース
で久しぶりのメジャー大会。

通常の4倍の大きさのカップ

2017年もよろしく

でのプレーにベストスコア続出。

お願いします！

皆川も念願の100切り！
追い風参考なれど、よくやった！

熊本、くまモンとニアミスするも２

万歳三唱する。

ショット撮影に失敗。１マス戻る。

8月

6/2

2017年も各地で開催予定！

8月

8/21 「ACCORDIA GOLF
ピンクリボンガールズゴルフ」開催

8/2 「アコーディア
ゴルフスタジオ赤坂」 オープン

7回目の今年はおおむらさきGC（埼玉県）で開催。女性ば

インドア練習場が東京メトロ赤坂見附駅上

かり136名が参加しました。初心者を対象とした「Easy Golf

のビルにオープン。10月にはJR御徒町駅

Special」も開催し、ゴルフ好き女子が大集合。乳がんサバ

前に2号店もオープンし、駅近ネットワーク

イバーの河合彩さんのお話に、丸毛はウルウル。涙で前が

を広げています。じっくり練習したいので、

見えないので1回おやすみ。2017年も開催予定です！

2回おやすみ。

謹

賀

新

年

昨年は格別の御高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年は9月8日～10日に成田ゴルフ倶楽部でPGA TOUR チャンピオン
ズ「JAPAN AIRLINES Championship」を開催いたします。日本初のPGA TOURイベントです！本年も皆さまにご満足いただける
よう様々な情報を発信してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
広報・CSR部 一同

■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。

http://www.accordiagolf.co.jp/news_image/

