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各エリアから選ばれた「最優秀賞」メニューを期間限定販売

全国料理コンテスト結果発表！ テーマは『ラーメンセット』

アコーディア・ゴルフ運営の全国のゴルフ場レストランで、今年も｢料理コンテスト｣が開催されました！ 全254作品の中か
ら、エリアごとの最優秀賞に選ばれた作品を「冬のおススメランチメニュー」として12月1日（土）からの1ヶ月間、期間限定で
各ゴルフ場で販売します。ご来場の際は是非、激戦の中から勝ち抜いた絶品メニューをご賞味ください。 ※詳しくは コチラ
東北
エリア

関東
エリア2

中部
エリア

九州
沖縄
エリア

「にんじゃが」味噌ラーメンと洋風釜めし
1,600円

関東
エリア1

“淡麗”森林鶏の塩レモン中華そば
～ゆず胡椒薫る鶏そぼろ丼添え～ 1,512円

[考案者]
小名浜オーシャンホテル&GC
佐藤 美輝、高橋 菜月希

[考案者]
ツインレイクスCC
髙橋 優花

[販売地域]
宮城県（宮城野GC、おおさと
GC）、福島県（小名浜OH&GC）
計3ゴルフ場

[販売地域]
栃木県（関東国際CCを除く）、
群馬県、埼玉県、山梨県
計21ゴルフ場

おやさいたっぷり 白湯ラーメン ～七変化～
1,690円

関東
エリア3

韓国風豚玉チゲラーメン （ビビン丼付）
1,620円

[考案者]
土浦CC
橋本 里織

[考案者]
大厚木CC本コース
村岡 寛志

[販売地域]
栃木県（関東国際CC）、茨城県、
千葉県（主に北総エリア）
計20ゴルフ場

[販売地域]
千葉県（主に房総エリア）、
東京都、神奈川県、静岡県
計16ゴルフ場

“野菜たっぷり”石焼きホルモンらーめん
～九州醤油仕立て～ 鶏めし付 1,520円

近畿
エリア

和風カレーちゃんぽん ～鶏天添え～
1,620円

[考案者]
双鈴GC関コース
湯倉 照二

[考案者]
大津CC西コース
松上 文俊

[販売地域]
福井県、石川県、岐阜県、
愛知県、滋賀県（双鈴GC土山C）、
三重県（ルート25GCを除く）
計17ゴルフ場

[販売地域]
三重県（ルート25GC）、奈良県、
京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県
（大津CC東・西C）、広島県
計30ゴルフ場

マイルド塩ラーメンとタコライス
1,512円
[考案者]
ハウステンボスCC
松本 知徳
[販売地域]
山口県、福岡県、大分県、
宮崎県、鹿児島県、長崎県、
沖縄県
計11ゴルフ場

■ 2018年度 料理コンテスト 概要 ■
対象 ： アコーディア・ゴルフのレストランで働くスタッフ（部門・役職問わず）
テーマ ： あなたの自慢の１杯 ～新たなる名物料理の創作～
「ラーメンセット」コンテスト
応募数 ： 計254作品
選考方法 ：
①書類（レシピ）審査
↓ 1エリア最大6品選出
②実食審査
↓ エリアごとの「最優秀賞」を選出
受賞式の様子
12月の期間限定メニューとして販売

※価格はすべて税込。写真はイメージです。 ※ゴルフ場ごとに提供方法や器、価格が異なる場合がございます。
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日本初のPGA TOUR トーナメント 「ZOZO CHAMPIONSHIP」
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ（千葉県）で開催決定！
ゴルフファン待望の米国PGA TOURトーナメントの日本開催がついに決定しました！会場は、当社運営の「アコーディア・
ゴルフ 習志野カントリークラブ」（キング・クイーンコース）。数々のプロトーナメントの舞台となってきたアコーディア・ゴルフ
のフラッグシップコースが、日本初のイベントの舞台となり、新たな歴史を刻むことになります。

ファッショナブルでかっこいい大会に！
さる11月20日（火）に行われた開催発表の記者会見に
は、PGA TOUR インターナショナル エグゼクティブ・ バイ
ス・プレジデントのクリスチャン・ハーディ氏、 株式会社
ZOZO 代表取締役社長前澤友作氏、日本ゴルフツアー機
構会長青木功氏、PGA TOURメンバー松山英樹氏が出
席。約200名のメディア関係者が集
まり、注目の高さを物語りました。
前澤氏は、「ファッション業界の会
社として初のPGA TOUR大会スポ
ンサーですから、ファッショナブル
でかっこいい大会にし、女性にも足
を運んでもらえるようにしたい」との
意気込みを話しました。
賞金総額975万ドル（約11億円）
は、日本国内史上最高額。ビッグ
な大会となりそうです。

JニクラウスもプレーしたAG習志野CC
AG習志野CCを一躍有名にしたのは、1974年から1997年
まで開催された「サントリーオープン」。国内のトッププロは
もちろん、1986年にはJニクラウス選手が出場した他、俳優
のケビン・コスナーがプロアマに参加するなど、華やかな大
会でした。また、1977年には日本オープンゴルフ選手権が
開催され、セベ・バレステロス選手が優勝しました。
「ZOZO CHAMPIONSHIP」は、キングコース、クイーン
コースを組み合わせたコンポジットで開催され、約7,400
ヤードの設定になる予定です。世界のトッププロがこの歴史
あるコースをどのように攻略するのか、今から楽しみです。
左：
クイーン
コース
17番

ベトナムからの技能実習生29名が

関越ハイランドゴルフクラブ（群馬県）

各地で大活躍中です！

クラブハウスリニューアル完成！

11月7日（水）から、全国17ゴルフ場のコース管理部門で
ベトナムからの外国人技能実習生の受け入れを開始しま
した。これは、業界全体の問題としてこれからますます深
刻化する人材不足への対応の一策として実施するもの。
29名の実習生（男18名、女11名）は、2日間の集合研修
の後、関東、関西、中部で実習を行っています。年齢は18
歳から32歳と幅はありますが、共通するのは礼儀正しく、
勤勉なところ。すぐに、職場にとけこみ、グリーンのカップ切
りを1週間でマスターする人もいるなど驚きの成長で、周り
の日本人スタッフにも刺激を与えてくれています。カート運
転に不慣れな女性スタッフに、三角コーンを並べS字カーブ
や車庫入れの練習をしてもらうなど、受け入れゴルフ場で
も、彼らが安心安全に業務にとりくめるように色々と工夫を
しています。また、毎食自炊する彼らのために大型の冷蔵
庫や炊飯器を購入するなど、生活面のサポートも行ってい
ます。既に来年の受け入れも決まっていますが、第1期生
の実習は、来年10月まで続く予定です。

現場での実習

集合研修

この度、関越ハイランドGCで実施していたクラブハウスの
内装リニューアルが完成しました。豪華さや高級感を演出
するのではなく、アコーディアらしいカジュアルさをコンセプト
として進められ、ハウス全体が明るい雰囲気になり、イメー
ジが一新しました。
お客様からは、「ホテルに来ているような気分で気持ちが
いい」と大好評で、特に新しくなったカフェスペースは、「気
軽に利用しやすくなった」とおっしゃるゴルファーの皆さまで
賑わっています。
関越ハイランドGCでは、早めスタートで、それぞれ特徴の
あるカエデ、ケヤキ、サザンカのすべてのコース（27ホール）
をラウンドできる昼食付の 1.5ラウンド保証プラン、ロングラ
ンコンペ参加プランなど、ゴルフを満喫できるプランが揃っ
ています。
是非、新しくなった関越ハイランドGCへお出かけください。
関越ハイランドGCの詳細、ご予約はコチラ

フロント

カフェスペース
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クリスマスのご予定はすでに決まっていますか？

ゴルフ場がおススメする家族で楽しめるクリスマスイベント＆フェアをご紹介
12月に入り、今年のクリスマスももう目前！ アコーディア・ゴルフで実施予定の、クリスマスにちなんだ大型キッズイベ
ントや、レストランのフェアをご紹介します。是非ご利用いただき、ご家族やご友人と楽しいクリスマスをお過ごしください。
小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ（福島県）にて
『平成最後のハッピークリスマスパーティー2018』 開催

クリスマスディナーを彩るお土産はゴルフ場レストランで
『2018 クリスマスフェア』

日程 ： 2018年12月23日（日）～25日（火）の3日間

注文受付 ： 2018年12月8日（土）～25日（火）

年2回開催している恒例の大型キッズイベント。クッキング教室や
工作教室、ランチ・ディナーバイキング（ビンゴ大会あり）をご用意。
夜には花火大会を開催し、毎回大賑わいとなります。

お渡し期間 ： 2018年12月15日（土）～25日（火）

※詳細は 小名浜OH&GC （0246-56-3311）まで。写真は過去開催の様子

販売場所 ： 全国ゴルフ場レストラン ※一部対象外あり
毎年恒例の本フェアでは、ご来場の際に注文し、クリスマス直前
にゴルフ場で受け取りができます。セット購入でさらにおトク！

ノエルケーキ 2,600円
（ノエル・フロマージュアプリコ）

クリスマスディナーセット 1,500円
（ローストビーフ＆フライドチキン4Ｐ）

好評につき対象ゴルフ場を拡大して再登場

大厚木CC桜コース（神奈川県）

アコーディアWeb 平日スタンプラリー

冬でもナイターが意外に人気！？

平日ゴルフでポイントとプレー無料券がもらえるおトクなス
タンプラリーがエリアを加えて再登場！ 4回目までは来場ご
とにポイントが貯まり、5回目で「平日プレー無料券」を1枚プ
レゼント。さらに、5カ所以上でプレーすると無料券がもう1枚
もらえるので、2枚ゲットまでチャレンジしてみてください！

日没が早く、ゴルフができる時間が少ない冬でも、ナイ
ターゴルフであれば夕方からのスタートで1ラウンドでき
ちゃいますよ！ 年間を通してナイター営業を実施する大
厚木CC桜コースでは、週末は冬でも利用者が多いとか。
幻想的な夜のゴルフを是非、お試しあれ。
㈱ガレリア HPより抜粋

全ホールLED照明導入！

応募者全員！アコーディアWeb 平日スタンプラリー
プレー対象期間 ： 2018年12月17日（月）～2019年3月20日（水）の平日
対象ゴルフ場 ： 千葉房総エリア8コース、群馬エリア7コース
内容 ： アコーディアWebでキャンペーンにご応募の上、対象ゴルフ場を予
約。ご来場1・2回目で各300AGpt、3回目で2,000AGpt、4回目で500AGpt、
5回目で平日プレー無料券をプレゼント。さらに、5カ所以上のゴルフ場で
プレーすると無料券をもう1枚プレゼントします！ 詳細は コチラ

人気の「光るライトアップボール」

大厚木CC桜コース おススメナイタープラン
「光るライトアップボール体験プレー薄暮1.0Ｒ」
平日 11,800円 、 土日祝 14,300円（総額、割増なし）
ご予約は アコーディアWeb またはゴルフ場（046-241-3141）まで
※15時～16時スタートまでの組数限定。ライトアップボール1個付き
※シャワーご利用可能です。ロッカーご利用の場合は+329円

【編集後記】
今年、10年ぶりに羽毛布団を買い替えました。とても軽くて暖
かく最近まで半そでのパジャマで寝ていたほどです。やはり、新
しいものはいいですね。そういえば、今のドライバーも古くなって
きました。何の不満もないですが、新しいものにすれば、もっと
飛距離が伸びるかも？ボーナス出たら、考えますか・・・（丸毛）

関東国際CC（栃木県）で定期開催している「ザ・ファースト・ティ
プログラム」に行ってきました。ゴルフを通じて子どもたちの人格
形成を図るプログラムで、9つのコア・バリューの中からその日
は「誠実」を学びました。小さな身体で一生懸命クラブを振り、ゴ
ルフを楽しむ様子がとても微笑ましく、癒されました。（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 広報部

皆川／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。
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