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駅からクラブバスあり！ 電車で行けるゴルフ場

もっとゴルフに行きたくても、マイカーが無い場合は、誰かに連れて行ってもらったり、レンタカーを借りたりと、ちょっと面
倒……とお困りのゴルファーも多いはず。そんな方のためにも今回は、電車でのアクセスが良く、最寄り駅からクラブバスが
出ている「電車で行けるゴルフ場」をご紹介します。電車なら土日でも渋滞知らずで、行き帰りがラクラク。車をお持ちの方
※ゴルフ場詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。
も、たまには「電車でゴルフ」を試してみたらやみつきになるかも？

取手桜が丘ゴルフクラブ （茨城県）

おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県）

高低差3メートルというフラットな地形に配置された林間コー
ス。常磐自動車道 谷和原ＩＣより19km と、車での来場の場合
も交通至便なゴルフ場です。

高級感あるクラブハウスと充実施設で快適に過ごせると女
性に大人気です。奥武蔵の豊かな自然の中に広がるフラット
な27ホールで、2010年にはシニアトーナメントを開催。

アクセス ： ＪＲ常磐線 藤代駅 より路線バス 5分 ※無料

アクセス ： 東武東上線 森林公園駅から10分 ※平日は要予約

★おススメ★ 『ランチバイキングプラン』 ※平日限定日

★おススメ★ 『特典付！コンペプラン』 ※3組以上限定

和・洋・中・スイーツの品数３０品以上をご用意！

パーティ＋組数に応じてコンペ賞品をプレゼント！

11月27日（月）～30日（木） 11,980円 （セルフ、昼食付、税込）

11月料金 ： 14,800円～ （セルフ、昼食・パーティ・特典付、税込）

三島カントリークラブ （静岡県）

山の原ゴルフクラブ （兵庫県）

富士山と駿河湾を一望できる丘陵コース。東京駅からわずか
1時間ほどで最寄駅に到着！ 新幹線で小旅行気分を味わえ
ます。プレー後は自慢の露天風呂で身体を癒して、一日満喫。

新大阪駅から最寄駅まで約1時間。松林に囲まれ雄大なス
ケールの36ホールからなる丘陵コース。山の原コースは1994
年から21年間開催されたつるやオープンの会場としても有名。

アクセス ： JR東海道新幹線 三島駅から15分

アクセス ： 能勢電鉄日生線 日生中央駅から5分

★おススメ★ 『おつまみ2品付きプラン』 ※3名以上の予約限定

★おススメ★ 『秋のレディースコンペ』 ※恋里コース

ランチ時に「三島おつまみセレクション」から2品選択できます！

前半9Hのスコア集計。男性同伴プレーもOK！（入賞資格はなし）

11月平日 ： 8,480円～ （セルフ、昼食・おつまみ付、税込）

11/21（火） 10,050円 （セルフ、昼食・参加費込み、税込）

まだまだあります！ クラブバスは予約なしでOK！ 電車で行けるゴルフ場
千葉県
埼玉県

東京湾CC ： JR長浦駅から5分

習志野CCキング・クイーンC ： 千葉ニュータウン中央駅から10分

寄居CC ： 小川町駅から10分

さいたまGC ： 飯能駅から30分 ※高麗川駅経由

ノーザンCC錦ヶ原ゴルフ場 ： JR大宮駅から30分/ふじみの駅から20分
栃木県

大平台CC ： 栃木駅から20分

群馬県

妙義CC ： JR松井田駅から10分

広陵CC ： 東武新鹿沼駅から10分

神奈川県 大厚木CC本C・桜C ： 本厚木駅から30分 小田原ＧC松田C ： 新松田駅/JR松田駅から30分
京都府

レイクフォレストリゾート ： 奈良駅から40分

兵庫県

愛宕原GC ： 雲雀丘花屋敷駅から10分 ※阪急バスを利用

妙義CC（群馬県）

バスの運行時間は各ゴルフ場HPをご覧ください
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女性が楽しく健康的にゴルフをプレーできる環境づくりを推進

アコーディア・ゴルフはピンクリボン運動を応援しています
アコーディア・ゴルフでは、乳がんの早期発見、検診、治療の大切さを啓発する「ピンクリボン活動」を2010
年より応援し、運営するゴルフ場と練習場で募金箱を設置するなど、活動の啓発に努めています。今回は
ピンクリボン月間である10月に開催した、第8回目となるチャリティイベント「ピンクリボンガールズゴルフ」と、
現在全国ゴルフ場で実施中の「ピンクリボンワンオンチャレンジ」をご紹介します。

ピンクリボンガールズゴルフ2017 開催報告

ピンクリボンワンオンチャレンジ 実施中！

10/9（月祝）におおむらさきGCにて、女性だけのゴルフ場
貸切イベント「ピンクリボンガールズゴルフ」 を開催しまし
た！ 過去最大人数の総勢161名の女性たちに、ゴルフを
楽しみながらピンクリボン活動に参加いただきました。

10月より全国のゴルフ場レストランでチャリティ企画「ピ
ンクリボンワンオンチャレンジ」を開催しています。ハズレ
くじなし！ さらに参加賞としてペットボトル1本＆ソフトドリ
ンクがつくので大変おトクです。

ピンクリボンガールズゴルフ2017

ピンクリボンワンオンチャレンジ

日程 ： 10月9日（月祝）

参加人数 ： 計161名 （ラウンド部門134名、ビギナー部門27名）

概要 ： ショートホールのうちワンオンに成功した回数に応じてくじが引け
ます。「美」と「健康」をテーマに女性向けの賞品を多く取り揃えました。

アトラクション ・ラウンド部門 ： ワンオンチャリティ、3パットチャリティ

期間 ： 12月31日（日）まで

場所 ： おおむらさきGC（埼玉県）

・ビギナー部門 ： チャリティパターゲーム

場所 ： 全国運営ゴルフ場のレストラン ※一部開催していない店舗あり

スペシャルゲスト ： 池田めぐみ氏（元フェンシング日本代表）

参加料 ： 1,080円（税込） ※売上の一部を日本対がん協会へ寄付します。

チャリティ総額 ： 119,500円 （日本対がん協会へ寄付）

賞品例 ※画像はイメージです

スルーラウンド部門

ビギナーラウンド
＆レッスン部門

パーティ（池田めぐみ氏
のトークショー）

相武CCで600名以上の子供たちが参加！

ザ･ファースト･ティ プログラムとは？
当社は2016年より「ザ･ファースト･ティ」に協賛し、相武CC
でプログラムイベントを定期開催しています。ゴルフの技術
を教えるゴルフ教室とは違い、ゴルフを通じた人間形成に
主眼を置く教育プログラムです。すでにのべ609名の子ども
たちが参加！（32回開催、2017年10月時点） 今後は当社運営練
習場でのプログラムイベントの開催も予定しております。

My Pallas(マイパラス)
折りたたみ自転車

十勝ローストビーフ＆
カマンベールセット

ロクシタン
シア＆ヘアケアセット

GINGERゴルフチーム第2期
11/10（金）にいよいよラウンドデビュー！
当社が女性ファッション誌『GINGER』とコラボし、結成さ
れた「GINGERゴルフチーム」の第2期が今年7月から練習
を積み、いよいよ11/10（金）におおむらさきGC（埼玉県）で
18ホールラウンドデビューを迎えます。この4ヶ月間の成果
をコースで発揮できるのか、乞うご期待です！
GINGERゴルフチーム第2期 活動内容

ザ･ファースト･ティ プログラムで学ぶこと

期間 ： 2017年7月～11月 ※公式練習全11回

ライフスキル（生きていく上で必要な能力）の中核となる「ナイン・コ
ア・バリュー」（9つの重要な価値）について、アクティビティの中でひ
とつひとつを理解・実践できるように教育します。

場所 ： アコーディア ゴルフスタジオ赤坂、御徒町
※AG東京ベイ（2回）、大厚木CC桜コース（ゴルフ場体験）
メンバー ： 平均年齢29.5歳の女性22名
ゴルフ経験 なし12名、あり10名（平均スコア138.0）
ラウンドデビュー ： 11月10日（金） おおむらさきゴルフ倶楽部

相武CC「ザ･ファースト･ティ」プログラムイベント
日時 ： 隔週土曜日 13:00～15:30もしくは16:00（予定）
場所 ： 相武カントリー倶楽部（東京都)

屋外練習場での練習（2回）

対象 ： 小学1年生～中学3年生 ※ゴルフ経験は問いません

アコーディア・ガーデン東京ベイ

受講料 ： 2,000円/回（年間会員制度あり）

※詳しくは コチラ

実際のゴルフ場でチェックイン～
スタートまでの流れを予行練習
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ゴルフ場の「ちからめし」特集

ゴルフシーズン真っ只中。この季節には、毎週でもゴルフしたいと思うゴルファーも多いのではないでしょうか。しかし、
体力がついていかない・・・とあきらめていたあなた！そして、食欲の秋でいつものランチでは満足できないあなた！
アコーディア･ゴルフのゴルフ場で、ボリュームたっぷり、スタミナUPの「ちからめし」メニューをご賞味ください！

『石焼きペッパービーフ飯

『豚バラ南蛮丼』

～350野菜～』
1,706円
習志野CCキング・クイーンC（千葉県）

ゴルファーの健康づくりとゴルフプ
レーのサポートを目的に、野菜スペ
シャリスト監修のもと作成されたメ
ニューで、この一食で厚生労働省
の推奨する1日あたり野菜摂取量
の350ｇを満たします。調理長特製
の ソ ー ス で 旨 み と コ ク も プ ラ ス！
調理： 鈴木 （12月末まで）

1,695円
大厚木CC本C（神奈川県）
ボリューム満点の大満足メ
ニューです！甘辛だれにタル
タルソースが良く合い、味のア
クセントに加えたピリ辛のにん
にくラー油と温泉たまごもベス
トマッチ。しっかり食べたい方
に お す す め し て い ま す。
ホール： 小沼 （1月末まで）

『牛ロースのあんかけ炒飯
～牛ロース福建炒飯～』
1,890円
山の原GC（兵庫県）
柔らかくジューシーな牛ロースは
ボリューム満点で、当クラブの名
物 料 理 と な っ て い ま す。
お席で餡をおかけするときに立ち
上る音と香りもお楽しみください。
ホール： 紫合 （12月末まで）

『鉄板スタミナ焼肉膳』
1,728円
泉佐野CC（大阪府）
当店自慢の肉メニューの１つで、
超人気メニューです！牛カルビ
は170ｇとボリューム満点で、セッ
トのナムルと玉子スープを使って
ビビンバやクッパにしてお召し上
が り い た だ く こ と も で き ま す。
ホール： 古谷 （通年）

※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】

あなたの「始めたい」を応援！

ゴルフ場でゴルフ体験イベント開催しています
アコーディア･ゴルフのゴルフ場では、ゴルフ未経験の皆さまにゴルフの楽しさを少しでも知っていただくために、「ゴル
フ体験イベント」を実施しています。練習場、練習グリーンでゴルフの基本を体験した後、実際にコースに出て、数ホール
を体験します。もちろん、所属プロが丁寧に指導いたします。
セントラルゴルフクラブ（茨城県）
【日程】 11月25日（土）
【講師】 セントラルCC所属プロ 高野 幸治
日本プロゴルフ協会トーナメントプレーヤー
【料金】 500円（税込）
【スケジュール（予定）】
14：00～ ゴルフ場集合
14：10～ 準備体操
14：15～ 練習場でショット体験(ショートゲーム含む)
15：15～ コースでラウンド体験（1～3ホール）
※プロの指導のもと、ステーション方式での体験
16：15～ 終了・解散
イベント詳細はコチラ

大平台カントリークラブ（栃木県）
【日程】

11月5日(日)、19日(日)、27日(月)

【講師】

大平台CC所属プロ 臼井 隆史
日本プロゴルフ協会トーナメントプレーヤー

【料金】

500円（税込）

【スケジュール（予定）】
13：30～
13：40～
14：10～
15：00～
16：00～

ゴルフ場集合
オリエンテーション(ルール、マナー)
練習場にてゴルフスイングの練習
コース体験・練習（1～3ホール）
終了・解散
イベント詳細はコチラ
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今年もそろそろ終わりですね

ジュニアゴルファーの交流の場へ

毎年恒例 ウィンターギフト受付中

関東国際CCでジュニア定例会実施

ゴルフ場から季節の便りを贈ります・・・毎年恒例、ウィン
ターギフトカタログのお申込み受付が今年も始まりまし
た。年末のご挨拶や離れて暮らすご家族への贈り物にい
かがでしょうか？
コロッケやメンチカツなど人気のプライベートブランド商
品や、とんてき食べ比べセットなどゴルフ場のレストランで
人気のメニューをギフト仕様にした商品に加え、全国の産
地から直送される名産品など、レストランスタッフが自信を
もっておすすめできる商品をとりそろえました。今年も、ク
リスマスとお正月に楽しめるケーキやおせちが掲載されて
いる別冊とともにお届けします。

本年7月よりジュニア正会員の販売を開始した関東国際カ
ントリークラブでは、ジュニアゴルファーの健全な育成と普
及を目指し、ジュニアゴルファー同士が交流できるように支
援する「関東国際ジュニア定例会」を開催することになりま
した。ひとりでラウンドでき同伴者のスコアがつけられる小
学生から高校生までのジュニアであれば、会員権をお持ち
でなくても参加できます。友達を増やせば、ゴルフに取組む
楽しみも増えるはず。是非、ご参加ください！
【開催日】

11/23（木祝） ※次回予定12/23（土）

【競技方法】 18ホールスト
ロークプレー スクラッチ競技
【募集人員】 20名
【プレー代】
ジュニア正会員4,040円

おせち（イメージ）

エルマンヴァンデンダー
ガトーロワイヤル

一般7,200円
（いずれも参加料込・食事別）
詳しい開催要項はコチラ

写真は関東国際ジュニア杯の様子

プラス324円でグレードアップ

年末年始の大盤振る舞い！

秋の味覚 松茸ご飯はいかが？

Web予約で無料プレー券が当たる！

食欲の秋の王様である松茸をお手ごろ価格で召し上が
りませんか？今なら、昼食のセットメニューの白ご飯をプラ
ス324円で「松茸ご飯」に変更できる「プラスα ご飯」を実施
中です！（12月中旬まで、麺類などへの追加はプラス378
円）ご家族へのお土産として、テイクアウト用の松茸ご飯も
同時に販売しています。「おいしかったから買ってきたよ」
の一言で、あなたのポイントの大幅アップは間違いなし！
秋の夜長の家族団らんにご利用ください。
※一部実施していないゴルフ場がございます。在庫がなくなり次第終了。

松茸ご飯

年末、年始のゴルフの予約は、アコーディア･ゴルフ公式
Webサイト（アコーディアWeb）がお得です！
アコーディアWebでキャンペーン応募の上、対象期間の2
組、6名様以上の予約をし、プレーされると抽選で50名に平
日無料プレー券プレゼントします！応募すれば、既に予約
を入れている方も対象となります。帰省先で親戚や地元の
ご友人とのゴルフを計画されてはいかがでしょうか？
【プレー対象期間】
2017/12/9（土）～2018/1/8（月・祝）
【対象者】 2組6名以上のご予約の
上プレーされた予約代表者（キャン
ペーン応募要）
【無料プレー券概要】
2017/3/1（木）～3/30（金）の
平日利用可
【当選発表】 2018/2下旬

テイクアウト用 （2～3人前 1,500円）

詳しくはコチラ

【 編集後記 】
東京オリンピックまで後1,000日を切りました！私は小さいときから、オリ

先日開催した「ピンクリボンガールズゴルフ2017」には、今年4月にラウン

ンピックが大好きで、既に心が躍っています。東京では、ゴルフも楽しみ

ドデビューを果たした「GINGERゴルフチーム」の1期生たちも参加してく

ですが、ソフトボールにも注目しています。実は、友人の娘さんが米国

れました。2期生の皆さんも、11/10にラウンドデビューし、卒業したあとも

代表でプレーしていて、もしかしたら、東京にも来るかもしれません。そ

もっとゴルフ好きになって、続けてくれると嬉しいです。私も負けないよう

の友人と一緒に応援できれば最高です！（丸毛）

に、今年中には2回目の100切りを出したいところです……。（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。

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

