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株式会社 アコーディア・ゴルフ ニュースレター 2018年 

特集 ベストスコアが狙いやすいゴルフ場特集 

 

 

 「ベストスコアが全然更新できない」「100切りできない」などお悩みのゴルファーの皆さまに、フェアウェイが広いコース、

距離が短いホールなどがあるベストスコアが狙いやすいゴルフ場をご紹介します。それぞれのゴルフ場でベストスコア更新

のためのワンポイントも紹介しておりますので、この機会に是非挑戦してみてください！ 

 

大和高原カントリークラブ(奈良県) つくでゴルフクラブ (愛知県) 

 

IWAFUNE GOLF CLUB※ (栃木県) かずさカントリークラブ(千葉県) 

フェアウェイが広いのでのびの

びとティ－ショットが打てます。

砲台グリーンが少なく、グリーン

全体が確認しやすいのでアプ

ローチもしやすくなっています。 

★ベストスコア更新のためのワンポイント★ 

コース全体で受けグリーンが多いので、セカンドショットで距離どおり

グリーンが狙えるかがベストスコア更新のポイントとなります。 

★おすすめゴルフプラン 

【直割】平日☆午後スルー☆セルフ昼食付  平日：7,480円～  

アクセス 

東名高速道路：豊川ＩＣより30km 東海環状道路：豊田松平ＩＣ30km  

フェアウェイのセンターにカート

道があるので、別のホールが

隣り合っているのか勘違いす

るくらい幅広いフェアウェイが

若いゴルファーに好評です。 

★ベストスコア更新のためのワンポイント★ 

フェアウェイが広いので、OBを気にせずリラックスしてラウンドすること

がポイントとなります。リラックスすることで、力むことなくショットが打て

るので、正確なショットが打てるようになります。 

★おすすめゴルフプラン 

☆セルフプレー１Ｒ（昼食付） 平日：6,980円～ 土日祝：11,480円～ 

アクセス 

名阪国道：小倉ICより20km以内  

バンカーが約30と他のゴルフ

場と比べて圧倒的に少なく、

またレディスティからの距離も

短いので女性の方にもおスス

メのコースとなっています。 

★ベストスコア更新のためのワンポイント★ 

距離が短いホールが多いのでティショットを無理せずフェアウェイにの

せることがポイントとなります。そうすれば、グリーンを狙いやすい位置

になるので、バーディも狙え、ベストスコアの更新も可能となります。 

★おすすめゴルフプラン 

基本プラン平日 ・2サム保証割増なし・昼食付  7,998円  

アクセス 

東北自動車道：佐野スマートICから約8㎞ 佐野藤岡ICから約9km  

※6/1に岩舟ゴルフ倶楽部はIWAFUNE GOLF CLUBとしてリニューアルオープン 

距離も短くフェアウェイも広いさ

くらコース、富士コース。距離は

長いがフェアウェイは他の2コー

スより広いつばめコースと、プレ

イヤーのスキルにあわせたラウ

ンドが楽しめるコースです。 

★ベストスコア更新のためのワンポイント★ 

パーオンが難しいホールは勇気を持ってグリーン手前50ヤードにレイ

アップして攻めるのがベストスコア更新の鍵となります。 

★おすすめゴルフプラン 

平日セルフ 昼食付 ナビ付乗用カート 2サム保証 6,899円～  

アクセス 

圏央道：市原鶴舞ICより6km  木更津東ICから約17km  

【OBを気にせずラウンドできる広大なフェアウェイ】 【コース全体でフェアウェイが広く、受けグリーンが多い】 

【初心者から上級者まで楽しめるゴルフ場】 【バンカーの数が少ないゴルフ場】 

戦略性が高くアスリート向けのコースとして知ら

れている石岡GCは、5つのティグラウンドがあ

り、その中でも赤ティ(4,958ヤード)を選択すると、

良いスコアでまわれると女性ゴルファーから好評

です。ハザードをできるだけ避けてラウンドする

のが良いスコアでまわれるかの鍵となります。 

ベストスコア更新のためにスクールでプロのレッスンを

受けてみてはいかがでしょうか？ 

対象：全国のアコーディア・ゴルフの練習場 

内容：入会金無料など、お得に入会できます。 
※アコーディア・ガーデン名古屋では実施しておりません。 

※キャンペーン内容は、練習場によって異なりますので、詳しくはアコーディアWebをご参照い

ただくかフロントへお問い合わせください。 

石岡ゴルフ倶楽部(茨城県)は、実は女性に優しい！？ 春のスクール新規入会キャンペーン開催中(5/31まで) 

https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=116
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=137
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=156
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=150
https://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?tab=1&gid=061
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未経験者は手で投げてもOK！ 

「ソフトゴルフ大会」を開催 

 

 

ザ・サザンリンクスリゾート(沖縄県) 

「泡盛＆琉球民謡BAR」が登場！  

 ザ・サザンリンクスリゾートの1階ラウンジにて「泡盛＆琉

球民謡BAR」がオープンしました。毎日20時から琉球民謡

のBGMが流れ、さらに週末は沖縄民謡演者によるステー

ジを開催！ 沖縄ならではのひとときをお愉しみください。 

 経験者と未経験者のペアでラウンドする「ソフトゴルフ」

をご存じですか？ 新規ゴルファー創造の取組みとして、

九州地区を中心に推進されています。当社のゴルフ場で

も開催し、多くの方々にお楽しみいただいています！ 

アコーディア・ガーデン三島（静岡県） 

リニューアルオープンのお知らせ 

 

 

 

ゴルフ・ドゥ！アコーディア・ガーデン 

東京ベイ店（東京都）オープン！ 

 アコーディア・ガーデン東京ベイのクラブハウス内改修が

完了し、4月18日（水）に「ゴルフ・ドゥ！アコーディア・ガー

デン東京ベイ店」がついにオープンしました。路面店に劣ら

ない品揃えです。練習以外でもぜひ、足をお運びください。 

 静岡県三島市のさくら園ゴルフ練習場が4月1日（日）に 

「アコーディア・ガーデン三島」に名称変更し、リニューアル 

オープンしました。フィールドなど全面改装してイメージを 

一新！従業員一同、皆さまのご来場をお待ちしております。 

アクセス（車） ：  

  ・三島塚原ICより約3分 

  ・JR三島駅より約15分 

施設 ： 75打席、180ヤード 

営業時間 ： 全日7時～22時 

 

リニューアルポイント ：  

・ フロント周りの改修工事を

行い、カフェのように落ち着

きのあるオシャレな空間に。 

・ フィールドはすべて貼り替

え、ターゲットグリーンも新

しくなりました。左のヤー

デージラインは距離感を養

う練習に良いと好評です。 

・ 投光器もLED照明に替わ

り、見やすくなりました！ 

AG三島Instagram @agmishima AG三島の詳細は コチラ AG東京ベイの詳細は コチラ 

パームヒルズゴルフリゾート（沖縄県） 

『わくわくウォーキングゴルフ（ソフトゴルフ）大会』 

日程 ： 3月30日（金）   参加人数 ： 48名   次回予定 ： 8月13日（月） 

ゴルフ経験者・未経験者の2人1組でプレー。未経験の方は手でボール

を投げてOK！グリーンでは2人ともパターで打ちホールアウトします。 

菊池カントリークラブ 

（熊本県） 

第1回ソフトゴルフ大会 

日程 ： 3月31日（日） 

参加人数 ： 16名 

次回予定 ： 7月16日（月祝） 

ザ・サザンリンクスリゾート（沖縄県） 『泡盛＆琉球民謡BAR』 

1階ティーラウンジが20時から琉球民謡をBGMに泡盛（約40種）を楽し

めるBARにチェンジ！ミミガーなど地元のおつまみもご用意。毎週金・

土曜日のライブデーは沖縄民謡演者によるステージを開催します。 

時間 ： 第1部20時～、第2部21時～（各30分ほど） 

毎週金曜日 

新屋康成さん 

（糸満市出身） 

毎週土曜日 

なつ子さん 

幼少より琉球舞踊

を始め、舞台、 

映画なども経験 

サザンリンクスリゾートの詳細は コチラ 

演者紹介 

ゴルフドゥ！アコーディア・

ガーデン東京ベイ店 

※練習場「アコーディア・  

  ガーデン東京ベイ」内 

 

アクセス（電車） ：  

京浜急行 平和島駅 または

大森町駅から約10分 

営業時間 ： 9:30～21:00 

  

中古クラブの購入をご検討

の際には、練習場内の打席

にて実際に試打していただく

ことが可能です。その他にも

シャフト交換やグリップ交換

などの専用工房や、新品ゴ

ルフクラブとゴルフ用品を取

扱う「ゴルフレボ」も併設して

います。 

アコーディア・ガーデン三島 

https://www.instagram.com/agmishima/
https://www.accordiagolf.com/practice/mishima/
http://www.ag-tokyobay.com/
http://www.southern-links.co.jp/


■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 広報部   皆川／戸塚／丸毛 

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/ 

【編集後記】 
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平日3回以上ご来場でチャンス！ 

100万円相当ポイント争奪戦！！ 

 ゴルフシーズンに合わせ、平日ゴルファーにおトクなキャ

ンペーンが登場！ 6月29日（金）までに3回以上プレーされ

た方の中から抽選で100名に10,000AGポイントをプレゼント

します。同伴の方も対象なので皆さまぜひご参加ください。

ゴルフ場の美味しい贈り物 

「サマーギフト」販売開始 

『100万円相当ポイント争奪戦キャンペーン』 

プレー対象期間 ： 4月2日（月）から6月29日（金）までの平日 

内容 ： 期間中にキャンペーンにご応募の上、アコーディアWebから 

予約されたプランで3回以上プレーされた方の中から抽選で100名

に10,000AGポイントをプレゼント！ 詳細は コチラ 

 5月7日（月）から全国ゴルフ場レストランにて「サマーギフ

ト」販売が始まります。さらに品揃えを充実させ、オリジナ

ル商品や夏の厳選食材にスイーツなど全136品をご用意。

6月末までプレゼントキャンペーンも同時開催します！ 

『サマーギフト』 

販売場所 ：  

  全国運営ゴルフ場のレストラン内 

お申込期間 ：  

  5月7日（月）～7月22日（日） 

   ※お届け期間 6/1（金）～8/9（木） 

 

プレゼントキャンペーン！  

6月30日（土）までにサマーギフト商

品の中から5,000円以上ご購入のう

えご応募された方の中から抽選で合

計160名様に豪華食材やAGポイント

が当たります！ 詳細は コチラ 

ソフトゴルフ（P2）については今回初めて知り

ました。未経験者はボールを投げて進めても

良いとのことなので、これならゴルフを知らな

い人でも気軽にコース体験できますよね。私

もバンカーでは投げてOKルールを適用させ

てもらいたいです……。（皆川） 

サンドイッチブーム到来中！  

今月の逸品グルメ 「サンドイッチ&ハンバーガー特集」 

『スパムバーガーセット』 

1,350円 

ザ・サザンリンクスGC(沖縄県)  

“外はカリッと、中はトロ～リ”ハムと

チーズを挟んだフランス定番クロック

ムッシュサンドと、濃厚なミートソースを

挟んだホットサンド。2種類のサンドを

お楽しみください。（ホール 谷野） 

沖縄で定番のスパムを、ふっくらバン

ズでサンドしたバーガーです。定番の

フライドポテトはもちろん、スープと

ヨーグルトもセットになったバリューな

メニューです。（ホール 赤碕) 

『ホットサンドプレート～クロック

ムッシュ＆ミートソース』1,404円 

堺カントリークラブ(大阪府) 

『三種の味わい 

クロワッサンサンド』 1,296円 

甘楽カントリークラブ （群馬県） 

お店で焼いたクロワッサンに、りんご

チップでスモークした紅茶鴨スモーク

などの色々な食材を楽しんでいただけ

るようにサンドしました。サラダとお召

し上がりください。（ホール 有坂） 

『朝食ホットドッグセット』 

コーヒー付き 600円 

石岡GCウエストコース(茨城県) 

マスタード入りマーガリンが隠し味の特

製パンに、本場ドイツ仕込みの職人が

手作りしたソーセージを挟み、ピクルス

とフライドオニオンをトッピングした焼き

たてホットドッグです。（ホール 駒田） 

 ゴルフ場で女性のお客様を中心に人気のサンドイッチやハンバーガーを集めてみました。 お店で焼いたクロワッサンを使

用したサンドイッチやフランスで定番のクロックムッシュなど、個性豊かなメニューを一度召し上がってみてください。  

※価格は全て税込。その他のメニューは コチラ  【テーマ別に毎月更新】  ※メニューによって提供期間が異なる場合があります。 

今月、ゴルフ場でラウンドの予定があるの

で、練習場に通っています。半年ほどクラブ

をほとんど握っていなかったので、結果は悲

惨なものに・・・。このままでは、恥をかくのは

目に見えているので、GW中に猛特訓しま

す。その結果は次号で報告します！（戸塚） 

GWは家族で断拾離に挑戦しています。捨て

られない性格で、実家には高校のセーラー

服まで置いてある私。既に挫折気味ですが、

夢はモデルルームのようなお部屋。夢までは

遠いですが、せめて、いつでも友人を呼べる

部屋にしたいと思っています。（丸毛） 

mailto:pr@accordiagolf.com
https://reserve.accordiagolf.com/campaign/2018/20180402-20180629-pointrally_2018_spring/
https://www.accordiagolf.com/restaurant/2018summer/index.html
https://www.accordiagolf.com/restaurant/feature.html

