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「18ホールでは物足りない！」 そんなゴルフ好きにぴったり

特集

1.5ラウンド～2ラウンドできるゴルフ場

ゴルファーの皆さんは、1日で1.5ラウンド以上プレーされた経験はありますか？ 「せっかくの休日なのに18ホールだけでは物足りな
い！」、「できるだけ多く実践練習を積みたい」という方におススメしたい「1.5ラウンド～2ラウンドできるゴルフ場」をご紹介します。2ラウ
ンドともなるとホールアウト後の達成感もひとしお。共にやり遂げた同伴者との絆もより深まりそうですね。体力がもつか心配……という
方は宿泊付きの2ラウンドプランはいかがでしょう？ 日が長くなり、長時間ゴルフを楽しめるこの季節にぜひ、計画してみてください。

昨年1,000名以上のゴルファーが挑戦した大人気プランが今年も登場

セントラルゴルフクラブ

（茨城県行方市）

『あっぱれ鉄人（2ラウンド）プラン』

昨年はなんと1130名もの方がチャレンジしたという本プラ
ン（4月～9月中旬まで実施）。1974年の開場以来、プロ・ア
マの数々の公式戦の舞台に選ばれてきた東西36ホール
の本格チャンピンコースが、今年もアスリートの皆さまの
挑戦をお待ちしています！
「平日限定 あっぱれ鉄人（２Ｒ）プラン」 概要
対象 ： 平日 スタート時間限定 ※9月中旬まで
料金 ： 9,500円～（昼食付き、税込） ※2B割増あり
内容 ： 18ホールスループレー、昼食後、18ホールスループレー
詳細・ご予約は コチラ

東・西コース合わせて36ホールの
セントラルGC。この「鉄人プラン」で
全ホールを制覇しましょう！

ゴルフ場名物「“鉄板”トンテキ」で
エネルギーチャージ！
（税込1,728円）

鈴鹿の森ゴルフクラブ （三重県）
『1.5ラウンドプラン』

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ （群馬県）
『1泊2ラウンド 宿泊パックプラン』

東名阪自動車道鈴鹿ＩＣから7分とアクセス抜群。「もう１度、あの
ホールを攻略したい」という方のためのおトクなプランが登場！
カート乗り入れ可能なので体力が不安な方も気軽に楽しめます。

妙義山を眺め、霧積川の流れに沿って展開する名匠・浅見緑
蔵設計の丘陵コース。コース内から湧く掛け流しの天然温泉
が好評です。また、土日祝OKの1.5ラウンドプランもあります。

「初登場！平日限定 1.5ラウンドプラン」 概要
対象 ： 平日 7:25～7:53スタート ※8月14日～18日は対象外。要電話予約
料金 ： アコーディアWeb表示料金（1ラウンド）＋1,080円
内容 ： 18ホールスループレー、昼食後、9ホールプレー

No.9 （Par4 350Y）

「１泊２ラウンド 宿泊パックプラン」 概要
対象 ： 8月31日まで ※8月11日～15日は対象外
料金 ： 平日 15,650円 、 土日祝 22,770円（4食付き）

鉄板焼き250ｇステーキ（税込2,802円）

詳細・ご予約は コチラ

※入湯税150円、ロッカーフィ216円別途。2B割増あり

No.1 （Par4 356Y）

自慢の天然温泉（東軽井沢温泉）

詳細・ご予約はゴルフ場まで （Tel：027-395-3311）

その他にも、1.5～2ラウンドが可能なコース多数！
・ 広陵カントリークラブ （栃木県） 「27H制覇★レッツゴー1.5Rプラン」
平日7時台スタート限定 5,400円～（昼食付き、税込） ※9月末まで実施

・ 小田原ゴルフ倶楽部松田コース （神奈川県） 「フルマラソンプラン！（2ラウンド）」
平日 スタート時間限定 10,980円 （昼食付き、税込） ※通年実施（全ホールナイター付） 2Ｂ・3Ｂ割増あり

・ フォレスト芸濃ゴルフクラブ （三重県） 「芸濃満喫☆平日1.5Ｒプラン」
平日7：00～7：23スタート限定 7,280円～7,670円（昼食付き、税込） ※11月末まで実施 2B割増あり

フォレスト芸濃GC （三重県）
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JＡＰＡＮ AＩＲＬＩＮＥＳ Championship 開催記念

ロングランコンペ 全国で好評開催中！
日本初のPGA TOURチャンピオンズ公式大会が、アコーディア･
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訪日ゴルファーにも喜ばれるゴルフ場へ
アジアゴルフツーリズムコンベンションに初参加
アコーディア･ゴルフでは、今後増加が予想される訪日ゴル

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

ファーの需要に対する準備として、5/7（日）～5/10（水）にベトナ

（千葉県）で開催されることを記念したロングランコンペ「JAPAN

ムのダナンで開催されたアジアゴルフツーリズムコンベンション

AIRLINES Championship × アコーディア･ゴルフ チャレンジカッ

に初めてブース出展しました。

プ」を当社運営のゴルフ場、練習場で開催しています。
開始から2ヶ月が経過した5/31（水）現在で、のべ約93,000名の

このコンベンションは、アジア・太平洋地区のゴルフ旅行関連
のサプライヤーと世界のゴルフツアーオペレーター計322社が

皆さんが参加されています。集計は、ぺリア式（ダブルパーカッ

一同に介し、ネットワークを構築することが目的です。当社も欧

ト/上限なし）で行われ、 5/17時点の1位は、グロス99、

米、アジア19ヶ国の34社の担当者と話す機会を得ました。世界

HDCP43.2、NET55.8です。特賞の大会公式プロアマ参加権は、

では、当社の知名度はお世辞にも高いとは言えず、まずは、日

優勝から3位までの上位だけでなく、100位、2017位、1万位、5万

本で最大級のゴルフ場運営会社であることを皆さんに案内いた

位、10万位に該当される方にもプレゼントされます。つまり、参加

しました。東京オリンピックを前にゴルフ旅行の目的地として日

すれば、誰にでもチャンスがあるということです！ その他にも、ゴ

本が注目されているようですので、情報収集を続けながら、

ルフプレー券やJALマイルなど賞品は合計20,000点以上！参加

ニーズに応えられるよう準備を進めていきます。

は、公式サイト、各ポータルサイトから専用プランで予約するほ

左：ミーティングの様子
（ニュージーランド）
中：同（オランダ）
右：当社のブース

か、当日、ゴルフ場でも申し込めますので、
ふるってご参加ください！
左：ゴルフ場でも賞品
をディスプレイ
右： 参加賞は2月発売
のボール、Srixon
ZSTAR XV

6月24日（土）、6月25日（日）の2日間

日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権がスカイウェイCCで開催されます！
6/24（土）、6/25（日）の2日間、千葉県成田市のスカイウェイカ

会場のスカイウェイカントリークラブはこんなところ

ントリークラブで「日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選手権
～ゴルフパートナーカップ～」が開催されます。出場選手は136名
（内、グランド84名、ゴールド52名）で、グランド部門（60歳以上）、
ゴールド部門（68歳以上）のそれぞれで争われます。
出場予定選手には、グランド部門は、日本プロゴルフ協会

熱戦の舞台となるスカイウェイカント
リークラブは、東関東自動車道 成田

（PGA）会長の倉本 昌弘プロ、3年連続シニアツアー賞金王の実

ICから15分、京成成田駅、JR成田

績のある高橋 勝成プロや、現在、レギュラーツアーのTV解説者

駅、成田空港第2ビルからも15分（予約制クラブバスあり）と抜群

としてもおなじみの牧野 裕プロ、羽川 豊プロなど、往年の名プ

のロケーションと関東でも屈指といわれる戦略性で人気のコース

レーヤーが目白押し。 当社ヘッドプロの中尾 豊健プロも出場予

です。また、欧風のクラブハウスも落ち着きがあると評判です。

定です。また、ゴールド部門には2014年覇者の矢部 昭プロ、
2013年覇者の古市 忠夫プロも出場する予定です。
シニアプロは、トーナメントでもギャラリー

開場は1978年11月で、来年40周年を迎えます。アコーディア･
ゴルフグループ入りは2015年10月。その後、カート道の整備、ス
タートエリアの改修や、カートの入れ替え、男性用脱衣室の改修

に気さくに話されるので、熱心なシニアツ

など、安全性、快適性の向上に努め、会員の皆さまをはじめお客

アーファンも多くおられます。なんと、大会

様に喜んでいただいております。

期間中には出場プロによるショートゲーム
のレッスン会も開催され、両日先着30名が
参加できます。大会への入場は無料で、公
式HPでチケットをプリントアウトして持って
行けば、 軽食1品も無料になります。ギャラ
リー専用バスは、京成成田駅、JR成田駅
公式HPはコチラ

から発着しますのでご利用ください。

改修され、格段に安全性が増したたスタートエリア
左：改修前
右：改修後
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コースマネジャーを目指して、基礎からコツコツ学んでいきます！

コース管理特集： 新入社員の「一週間集中研修」を実施しました
アコーディア・ゴルフのコース管理部門では、未来のコースマネジャーを育てるべく、その人の年数やスキルに合わせた研修プログ
ラムを組んで、様々な研修が実施されています。5/8（月）～15（月）には、コース管理本部の技術開発部が利用するアコーディア・ゴ
ルフガーデン圃場にて、今年度の新入社員の一週間集中研修を行いました。この研修ではコース管理の基礎、健康・安全管理、
散水設備、コース管理機械の仕組みや使い方、メンテナンス方法、またお客様に対するマナー等、コース管理で必要とされる様々な
知識を教えるプログラムにより構成されており、新入社員の初めての研修として毎年実施しています。参加者たちも今回、新社会人
としての意識が高まり、より明確な課題・目標が見えたようでした。また、ゴルフ未経験者も多く、ゴルフをすることでプレーヤーの気
持ちでコース造りができるよう、ゴルフ体験も特別にプログラムに組み込まれています。このように、最初の基礎的なプログラムから、
今後も定期的に研修を実施し、コースマネジャーを目指すスタッフたちのフォローをしていきます。
コース管理研修プログラム
新入社員対象「一週間集中研修」 5月8日（月）～15日（月） ※研修期間6日間 アコーディア・ゴルフガーデン圃場（千葉県）

各担当講師による講義

実習

実車研修（大型機械操作）

ゴルフ体験

社会人としての心構えから、

専用の刈高確認器械

3連アプローチモアでの刈込練習。

ほぼ未経験者でしたが、はじめはボー

コースセッティングなどの専門的な

（ターフエバリュエーター）で

その他、5連ラフモア、バンカー均機も

ルが当らない人も、プロのレッスンを

講義まで、幅広く行われます。

実際の刈り上がりを確認しました。

体験しました。

受け、終盤には少しずつ当るように。

山の原GCで大学生30名以上が参加予定！

シューズの買い替えならゴルフ場が最適！

キャンパスゴルフ イージーゴルフ開催

FJボーナスポイントキャンペーン

当社では2016年より、若年層ゴルファーがもっとゴルフを楽しめ
る環境作りの一環として、大学生・短大生のゴルフサークルを支
援するプログラム「アコーディア キャンパスゴルフ」を開始しまし
た。そしてこの度、関西大学のゴルフサークルより要望があり、今
年の新入生のゴルフ体験を目的に、6/18（日）に山の原ゴルフク
ラブ（兵庫県）で「キャンパスゴルフ イージーゴルフ」を行います。
昨年に引き続き2回目の開催となり、今回は約50名が参加しま
す。今後もこのように若年層ゴルファーが気軽に参加できるイベ
ントを開催していく予定です。
「キャンパスゴルフ イージーゴルフ」 概要
日程 ： 6月18日（日） 午後
場所 ： 山の原ゴルフクラブ （兵庫県）
参加者： 関西大学のゴルフサークル（男女約30名参加予定）
内容 ： オリエンテーション、レッスン（練習場）、コース体験
※山の原GC、近隣グループゴルフ場・練習場の所属プロがレッスンを担当

ただいま全国のゴルフ場・練習場を中心に展開するゴルフ
ショップ「ｇolfrevo （ゴルフレボ」において、「FJ（フットジョイ）ボー
ナスポイントキャンペーン」を実施しています。街のゴルフショッ
プだと試着用のゴルフソックスに履き替える必要があるかと思
いますが、ゴルフ場やゴルフ練習場であれば、すでに普段のゴ
ルフソックスを履いているので気軽に試して、自分にぴったりな
シューズを見つけることができます。ポイントアップキャンペーン
は7/17（月・祝）まで。おトクにポイントが貯まる今こそ、シューズ
買い替えのベストタイミングです。
「FJ（フットジョイ）ボーナスポイントキャンペーン」 概要
期間 ： 7月17日（月・祝）まで
場所 ： 全国のgolfrevo（ゴルフレボ）店舗 （165店舗：2017年6月現在）
内容 ： FJシューズ購入で、通常のAGポイントに加え、ボーナス
ポイントをプレゼント。ポイント数は購入商品により異なります。
5,000円以上の商品
⇒＋500AGポイント
10,000円以上の商品
⇒＋1,000AGポイント
20,000円以上の商品
⇒＋2,000AGポイント
旧モデル（HYPERFLEX BOA）
⇒＋1,500AGポイント
※価格は全て店頭価格、税抜。

昨年開催時の様子 （山の原GC） ※30名参加
「アコーディア キャンパスゴルフ」の詳細は コチラ

商品例
DNA BOA （+2,000AGpt）
EXL BOA （+1,000AGpt）

キャンペーン情報・詳細は コチラ
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アコーディアWeb 今月の逸品グルメ 「冷やし麺特集」
これから、梅雨を経て本格的な「夏ゴルフ」の季節がやってきます。ゴルフ場レストランでも、暑い日のランチには、さっぱりと
「冷やし中華」や「冷麺」などの冷やし麺が人気です。ゴルフ場によっては、一日のオーダーの約1/4が冷やし麺という日もありま
す。今月は、各ゴルフ場の調理長が工夫をこらした自慢の「冷やし系ラーメン」や「冷麺」をご紹介します！

『冷やし海老塩ラーメン』
（ローストビーフ丼ORしらす丼、デザート付）

1,728円
甘楽カントリークラブ（群馬県）
桜海老・甘海老の風味を存分に引き出し
た自家製の２種のオイルを使用。お好みで
特製香味ラー油を追加すると、風味が変
化します。至福の一杯をぜひお召し上がり
ください。（ホール：朝香千秋）8/31まで

『観音池ポークの冷やし中華』
1,122円

『冷しかずさ坦々麺』
1,620円
かずさカントリークラブ（千葉県）

レインボースポーツランドゴルフクラブ
（宮崎県）

人気メニュー「かずさ坦々麺」を夏にぴっ
たりの冷製にアレンジした一品。三色のタ
レで味の変化をお楽しみいただけます。
夏季限定ですのでぜひ召し上がってみて
ください！（調理：佐藤由里） 夏季限定

地元のブランド豚「観音池ポーク」のしゃ
ぶしゃぶとヘルシーな野菜をのせまし
た。素材と相性の良い胡麻ダレは、サラ
ダ感覚でさっぱりとお召し上がりいただけ
ます。（調理： 萩原 淳仁） 7/31まで

※価格は全て税込。
その他のメニューは
コチラ
【テーマを変えて
毎月更新】

男前？ 進化系？

アコーディアWebキャンペーン

ゴルフ場の夏のドリンクは個性的！

7月の三連休プレーで無料プレー券！

暑い夏に向け、ゴルフ場の個性的なドリンクをご紹介。
その名も「男前！ドリンク」と「進化系 冷凍レモンサワー」！！
大厚木カントリークラブ 桜コース（神奈川県）では1リットルのハ
イボール、ジンビーム、アサヒスーパードライが楽しめる「男前！
ドリンクフェア」を開催中。また、愛鷹シックスハンドレッドクラブ
（静岡県）では、氷のかわりに冷凍レモンを入れた「進化系 冷凍
レモンサワー」をご提供。この夏、ガッツリ飲んでみませんか？
左：「男前！ドリンク」
いずれも1,080円（税込）
大厚木CC桜コース
（神奈川県）
右：「進化系 冷凍レモン
サワー」 864円（税込）
愛鷹シックスハンドレッド
クラブ（静岡県）

まだの方はお早めに！ 7月の海の日の3連休はアコーディ
アWebで予約してアコーディア･ゴルフのゴルフ場へGO！
アコーディアWebでキャンペーンに応募の上、7/15（土）～
7/17（月・祝）の3日間のご予約＆プレーでご、土日祝日も使え
る無料プレー券を抽選で合計 6名様にプレゼントします。
プレー対象期間：
2017年7月15日（土）～
7月17日（月･祝）
キャンペーン賞品：
・１組２名様まで利用可能の
無料プレー券
１名様
・１名様のみ利用可能の
無料プレー券
５名様
※いずれも土日祝日も利用可能

キャンペーン詳細はコチラ
※お車を運転の方はアルコール飲料はご遠慮ください。

【 編集後記 】
先日、ゴルフの楽しさをお伝えするサイト「広がれ、ゴルフ好き」の取材

現在全ゴルフ場・練習場の従業員を対象に実施中のサービス研修に社

で、福岡県の二丈CCに行ってきました。二丈CCはすべてのホールから

内報の取材を兼ねて、寄居CCで参加しました。仕事ではもちろん、日常

海が見えるという全国でも珍しいコースです。晴れた日の真っ青な海は

生活でも大事な笑顔と挨拶。昔、入社時に受けた研修を懐かしく思い出

それは美しかったです。名物の鯛茶漬けもいただき、お土産に明太子

しながら、最近意識が足りていなかった自分に気づき、反省。相手も自

を買って大満足！あ、取材もきちんとしましたのでご心配なく。（丸毛）

分も気持ち良くなる挨拶を心がけなければと再確認できました！（皆川）

■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／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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