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夏だからこそ楽しめる満喫プラン特集

特集

全国各地でこれから続々と梅雨明けが宣言され、本格的な夏に突入していきますね。アコーディア・ゴルフでは時間を有意
義に使える日の出スルー、1ラウンドでは物足りない方向けの1.5ラウンドなど、夏だからこそ楽しめるプランをご用意しており
ます。これからのシーズンならではのプランを、この機会にぜひご利用ください！

時間を有意義に使える「日の出スルー」

ゴルフ好きにはたまらない「1.5ラウンド」

アクアラインゴルフクラブ（千葉県）

大沼レイクゴルフクラブ（北海道）
【アコナビ特典あり※】
スタート時間：8：00～9：00
料金：6,980円～（セルフ・昼食付）

【夏季土日祝限定】8/12(日)まで
スタート時間：4：30～5：00
※各日10組限定 ※1組4名不可

料金：11,900円～（セルフ・食事付）
アクアラインの渋滞を避けることがで
き、一番早くて8時ごろにホールアウト
が可能。帰宅前に木更津のアウトレッ
トでお買い物も楽しめますよ。

アクセス：
圏央道 木更津東ＩＣから約7分

上記以外の日の出スループランは コチラ

1日では物足りない方向け「合宿プラン」
ザ・サザンリンクスゴルフクラブ（沖縄県）
【アコナビ限定※ 平日合宿プラン】
期間：8/1(水)～9/28(金)
料金：34,000円（セルフ・3食付）
アコーディアでも最高のロケーションを
誇るコースで2ラウンドできるお得なプ
ランです。2日目は1日目の反省を生か
して、ベストスコアを狙いましょう！
アクセス：那覇空港から車で約30分
※電話受付のみとなります。
※2・3日目にラウンドしていただきます。
※2B・3Bの場合、割増料金が発生します。 ※料金に交通費は含まれておりません。

耳寄り

フラットでワイドな27Hで、通年FWカー
ト乗り入れを行っており、1.5ラウンドで
も回りやすいコースです。また、「アコ
ナビを見た」と言っていただいた方に
アクセス：
はペットボトルを1本進呈！

道央道 大沼公園ICから約5分

藤原ゴルフクラブ（三重県）
【最新式カートナビ導入】
スタート時間：8：00～9：00
料金：7,990円～（セルフ・昼食付）
巧みに池やバンカーが配置された戦
略性の高いコースですが、最新式カー
トナビが導入されたので、初めてのプ
レーでもコースアドバイスやグリーン拡
アクセス：
大図を確認できるので安心です。

名神自動車道 関ケ原ICから約25分

[ その他の おススメ1.5ラウンド]
樽前CC(北海道) 「追加ハーフ無料」 スタート時間：8：00～8：28
料金：9,900円(セルフ) 毎週月曜日には、カレー(2種)が食べ放題♪
上記以外の1.5ラウンドプランは コチラ

神奈川県のゴルフ場は、夏に楽しめるプランやイベントが充実！

小田原ゴルフ倶楽部 松田コース
【土日限定 快速早朝スループレー】
スタート時間：4：30～5：02
料金：11,980円～（セルフ・食事付）
標高約411mと高く平地より約3℃低い！さら
に、早朝スルーは往復の道路、コース内の渋
滞知らずの快速プレーで、夏場にはおススメ。

大厚木カントリークラブ 桜コース
【日焼け知らずの薄暮＆ナイタープレー】
スタート時間：14：51～16：01
料金：11,806円～（セルフ・スルー）
日中の日差しを避け、気楽に夕方からGOLF♪
女性の日焼け対策には、こちらのプランがおス
スメです。(受付時間内、0.5ラウンドもOK)

大厚木カントリークラブ 本コース
【恒例のSummerディナーバイキング＆待望のスペシャルライブ開催】
開催日：8/18(土) 18時～ 会場：レストラン
料金：大人 \6,500 中高生 \3,500
小学生 \1,500 小学生以下無料
前売り券も好評販売中
料理長自慢のスペシャルメニューが並ぶ18：00～
21：00たっぷり3時間の食べ放題＆飲み放題！華を
添えるのは・・・地元海老名市のロックバンド「えび
にゃん」による迫力のスペシャルライブ！ギターは
なんと、元：ハウンドドッグの八島順一！夏の想い
出に、ぜひお越しください。(要予約)
プレー後の火照った体をクールダウンできるサービスも提供中♪
【冷風機】 大厚木CC 本・桜コース
【ミスト扇風機】 小田原GC 松田コース

価格は全て税込です。 ※【メディアの皆様へ】アコナビ限定及び特典に関しては、誌面に掲載する場合、「媒体名限定」と変更していただいて構いません。
その際は大変お手数ですが、P3の問い合わせ先までご連絡ください。
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ゴルフ未経験のお子様も楽しめるイベントも多数！

P2

夏休み到来！ ジュニア向けゴルフイベントが目白押し
もうすぐ楽しい夏休みを迎えるお子様とそのご家族の皆さまに、アコーディア・ゴルフのゴルフ場で開催予定のおススメ
のジュニア向けイベントをご紹介します。ゴルフ経験者向けの競技や合宿の他にも、ゴルフをしたことのないお子様や、
親子で楽しめるイベントもございます。ぜひこの夏はゴルフ場へ遊びに来てみてください！ 各イベントの詳細は コチラ
ザ・ファースト・ティプログラム 無料体験会

スナッグゴルフ教室 in 大平台CC

場所 ： 関東国際CC （栃木県）
開催日 ： 7月16日（月祝）14時～16時予定
対象 ： 5歳～小学6年生 料金 ： 無料

場所 ： 大平台CC （栃木県）
開催日 ： 7月28日（土） 13時～
対象 ： 12歳まで 料金 ： 無料
初心者
大歓迎

初心者
大歓迎

栃木市
マスコット
キャラクター
「とち介」も
登場！

夏季ジュニアレッスン合宿 in 小名浜

第2回 皆川城Jr杯

場所 ： 小名浜OH＆GC （福島県）
開催日 ： 8月8日（水）～8月10日（金）
対象 ： 小学生～高校生
料金 ： 33,000円（2泊7食付き、3R以上）

場所 ： 皆川城CC （栃木県）
開催日 ： 8月10日（金）
対象 ： 小学生～中学生
料金 ： 6,750円（参加費・昼食込み）

場所 ： 喜連川CC （栃木県）
開催日 ： 7月28日（土） 13時～
対象 ： ジュニア同伴の親子
料金 ： ジュニア3,240円 保護者5,400円
初心者
大歓迎
夕食・
温泉付き

関東国際 ジュニア定例会

経験者
対象

経験者
対象

第3回 親子体験ゴルフ at 喜連川

場所 ： 関東国際CC （栃木県）
開催日 ： 8月19日（日）
対象 ： 小学生～高校生
料金 ： 6,710円（参加費込み）
経験者
対象
ジュニア
正会員
割引あり

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2018
supported by アコーディア・ゴルフ 開催結果
6月23日・24日、おおむらさきゴルフ倶楽部（埼玉県）でシ
ニアの公式戦「日本プロゴルフグランド・ゴールドシニア選
手権」を開催。アクセス抜群のゴルフ場でシニアプロの熟
練の技が見られるということで、2日間合計で大会新記録と
なる12,839名のギャラリーが応援に駆けつけました。グラン
ドの部では室田 淳選手が通算-10で優勝。ゴールドの部で
は海老原 清治選手が通算-4で見事連覇を飾りました。
日本プロゴルフ グランド・ゴールドシニア選手権

2つのゴルフ初心者女子チーム

18ホールラウンドデビュー達成！
今年2月に始動した初心者女子チーム「あこーでぃあオト
ナ女子。」と「GINGERゴルフチーム3期生」がそれぞれ約5か
月の練習期間を経て18Hラウンドデビューを達成し、計30名
の新しい女性ゴルファーが誕生しました！ 当社は今後も
女性がもっとゴルフを楽しめる環境作りに努めていきます。
「あこーでぃあオトナ女子。（あこ女）」ラウンドデビュー
開催 ： 6月15日（金） 場所 ： グレンオークスカントリークラブ （千葉県）
※SNSで活動報告を公開中 → Instagram ＠accordia_otonajoshi

ゴルフパートナーカップ2018 supported by アコーディア・ゴルフ
開催 ： 6月23日（土）・24日（日）

場所 ： おおむらさきゴルフ倶楽部

ギャラリー数 ： 1R 6,090名 2R 6,749名 合計12,839名
優勝 ： ゴールドの部（68歳以上） 海老原 清治プロ 69歳 （通算-4）
グランドの部（60歳以上） 室田 淳プロ 62歳 （通算-10）
★ アコーディア・ゴルフからも4名の選手が出場！
中尾 豊健プロ、渋谷 捻也プロ（アコーディア・ゴルフ所属）、
高阪 喜久プロ（四日市の里GC所属）、木本 利美プロ（奈良万葉CC）

「GINGERゴルフチーム3期生」ラウンドデビュー
開催 ： 6月29日（金）

場所 ： おおむらさきゴルフ倶楽部 （埼玉県）

※7月21日（土）より「GINGERゴルフチーム4期生」が活動スタート！

No.1 ティーグラウンド（中尾 豊健プロ）

グランドの部 優勝 室田 淳選手

※各ゴルフ場の詳細は、ゴルフ場名の部分をクリックしてください。
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アコーディアWeb「今月の逸品」

7/20（金）、8/1（水）は土用の丑の日

「ご当地グルメギフト」特集

うなぎを食べてスタミナアップ！

アコーディアWeb内の「今月の逸品」では、その土地ならで
毎年恒例の大人気商品、鰻をまるごと1尾使用した贅沢な
はの「ご当地グルメギフト」をご紹介しています。現地でしか 「うなぎの棒寿司」に加え、今年は「うなぎの蒲焼重」も登場
買えないレア商品を、ゴルフのお土産にいかがですか？
します！ 夏バテ予防にも、栄養たっぷりのうなぎをどうぞ。
特選生ラムジンギスカン

4,000円（600ｇ）

販売エリア ： 北海道・東北
「最近注目が高まっている「ラム肉」。羊肉のう
まみをよりダイレクトに楽しめるのが生ラムの
魅力です」（樽前CC 高田）
明宝ハムギフト

3,672円

販売エリア ： 中部

贅沢！ ご家庭用 「うなぎの棒寿司」 「うなぎの蒲焼重」
販売期間 ： 7月7日（土）～8月31日（金）
販売場所 ： 全国ゴルフ場レストラン （ご昼食時に要予約）
価格 ： 棒寿司1,950円 蒲焼重1,200円 蒲焼重ハーフ840円
※価格は税込。一部実施していない店舗もございます。写真はイメージです。

1本360ｇ×3本入

「岐阜県の名産品として昔から愛されている商
品ですが、最近テレビなどで紹介されたことで
全国で人気が広まりました」（新陽CC 長江）
琵琶湖産 佃煮の詰合せ
販売エリア ： 滋賀県

3,780円

各120ｇ×4種

「小鮎佃煮、いさざ佃煮、ごり佃煮、えび佃煮
の4種が入っており、貴重な湖魚佃煮として価
値のある逸品です」（大津CC東 荒木）

うなぎの蒲焼重

うなぎの棒寿司

※手頃なハーフサイズもございます

ゴルフをもっと快適に楽しめる機能が搭載された最新型カートナビを
今年度も順次、全国のゴルフ場に導入していきます。2019年3月までに合計86箇所導入予定！
アコーディア･ゴルフでは、最新型カートナビ※を2018年4月までに32コースに導入いたしました。2018年度はさらに54の事
業所で導入予定。縦型の大型タッチパネルで視認性と操作性が向上し、ゴルフを楽しめる機能も搭載されています。
※テクノクラフト社製マーシャルナビ10.6 (2018年4月導入まで) 7月以降はマーシャルAiを導入

グリーン＆アドバイス機能

2018年7月～9月導入予定のゴルフ場
7月

グリーン拡大図とコースアドバイスをワンタッチで呼び出すことが
できる機能です。グリーンの傾斜を矢印で表示しており、また、その
日のカップの位置も表示されるので、アプローチのときにどこを狙え
ば、パットが楽になるか判断が可能。パット数を少なくすることが可
能となりますので、初めてのコースでもプレーしやすくなりますよ！

リーダーズボード機能
スコアデータ共有でリアルタイムにコンペの順位の変化を確認す
ることができる機能です。プロトーナメント中継のように参加者の順
位がわかるので、盛り上がること間違いなし。ただ、自分の順位を
見て焦ってしまうことにはご用心。これからコンペ幹事になる方は、
この機能がついたゴルフ場を選択するのがコンペ成功の鍵になる
かもしれません！

成田東CC(千葉県)
レイクフォレストリゾート
バード・センチュリーコース(京都府)
湯の浦CC(鹿児島県)
8月
皆川城CC(栃木県) 千葉桜GC(千葉県)
三島CC(静岡県) 石川GC(石川県)
大津CC 東・西コース(滋賀県)
9月
習志野CC K・Qコース(千葉県) IWAFUNE GC(栃木県)
新陽CC(岐阜県) 協和GC(岐阜県)
グランベール京都GC(京都府)
菊池CC(熊本県) かほGC(福岡県)
10月以降の導入予定のゴルフ場は コチラ

【編集後記】
ワールドカップで寝不足です。決勝リーグに

梅雨明けし、早くも夏本番ですね。夏は早め

先月、おおむらさきGCで開催された日本プロ

入ってから繰り広げられる一流のプレーに目

スタートや早朝スルーがお好きな方が多いと

ゴルフグランド・ゴールドシニア選手権の写

が離せません。日本代表では、岡崎選手のダ

思いますが、体力消耗する後半にだんだん

真撮影に行ってきました。お酒を飲みながら

イビングヘッドが楽しみです。そして、今大会

暑さが和らぐ午後スルーも意外とおススメで

声援を送ることができるホールを設けるなど

こそは香川選手に輝いてほしいと思っていま

す。いずれにせよプレー中は水分塩分をよく

楽しんで観戦できる工夫がされていて、見せ

すが・・・ がんばれ、ニッポン！（丸毛）

とって、夏ゴルフを楽しみましょうね！（皆川）

方も大事だなと実感しました。（戸塚）

■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/

※2ページの「とち介」の画像はダウンロードできませんので、何卒ご理解ご了承お願いいたします。

