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新元号決定！

2019年

平成から令和へ！

今年のゴールデンウイークは時代をまたいでゴルフ旅！

本日、5月1日からの新元号がついに発表されました！ 今年のゴールデンウイークには、平成から令和へと時代が変わ
る、大きな歴史の転換点を迎えることとなります。皆さま今年の10連休をどうお過ごしになるか、すでに決まっていますか？
今号では、大型連休中の、平成最後＆令和最初のゴルフ旅行におススメなリゾートコースをご紹介します。

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ （福島県いわき市）
約1年間におよぶ改修工事を経て、リゾート感高まる南欧風クラブハウスにリニューアル！
「東北の湘南」と呼ばれるいわき市南部に展開するリゾート、小名浜オーシャンホテル＆GCは、昨年5月から約1年間
実施していたクラブハウスの大規模な改修工事が完了し、4月1日よりリニューアルオープンいたしました。ハウス外壁及
び屋根の改修、ロビー絨毯の全面張替えを行い、新しくなった施設は、スペイン風の優雅さで非日常を演出します。

雄大な太平洋を望むシーサイドコース

ホテル（クラブハウス）ロビー

GWは手ぶらで楽々！バーベキュー食べ放題！ランチプラン
3月末にホテル屋根、外壁改修工事が完了。屋根は南欧風瓦を使用
アクセス ： 車） 常磐道・勿来ICから約15分
電車） JR常磐線・泉駅から約15分 （送迎バスあり）

開催日時 ： 4月28、29日、5月3～6日 各日11:00～14:00（L.O.13:30）
金額 ： 大人3,480円、小人2,480円 （BBQ食べ放題、ソフトドリンク飲み放題）
★アコナビ特典★ 事前予約で1人様あたり500円OFF＆温泉無料！

他にもゴルフ旅におススメのリゾートコースが全国各地に多数！
鴨川カントリークラブ

レイクフォレストリゾート

二丈カントリークラブ

（千葉県鴨川市）

（京都府相楽郡）

（福岡県糸島市）

高低差の少ないフラットな丘陵コース。温
暖な気候の南房総で、リゾート感溢れる格
調高い白亜のクラブハウスが人気です。

広大な敷地にゴルフ場が2コース（計45
ホール）にテニスコートや体育館、天然温
泉を有する巨大リゾート施設はまさにGW
のレジャーにぴったりです。

全ホールから海を望めるシーサイドコー
ス。特に玄界灘へ向かってのティショット
は絶景です。プレー後は大パノラマの大
浴場（男性）でおくつろぎいただけます。

アクセス ： 車) 名阪国道・針ICから約30分
電車) JR/近鉄・奈良駅から約40分
※送迎バスあり

アクセス ： 車) 九州道・福岡IC、大宰府ICから約50分
長崎道・多久ICから約50分
電車) JR筑肥線・福吉駅から送迎バスあり（要予約）

アクセス ： 車) 館山道・君津ICから約40分
※4/21（日）より鴨川有料道路が無料開放！
電車) JR外房線・安房鴨川駅から約15分
フェリー） 金谷港から送迎バスあり（要予約）

耳寄り

全国ゴルフ場で「平成最後の大抽選会」を開催中！

平成最後のラウンドで、運試しに挑戦！ ゴルフ場レストランでは、“ティラミス”、“生キャラメ
ル”、“熟成肉”など、平成に流行した食べ物を中心に賞品をご用意した「平成最後の大抽選
会」を絶賛開催中です。参加費1,080円で、外れくじなし！ 必ずお土産が当たります。
期間 ： 2019年4月27日（土）まで 参加費 ： 1,080円（税込） 場所 ： 全国の運営ゴルフ場レストラン
※実施していないゴルフ場もございます。賞品はゴルフ場によって異なります。

アコナビ 2019年4月号

P2

“自分に「ごほうび」ランチ”と“ご家族にほめられるお土産”はいかが？
「初めてのバーディ！」、「イーグルがとれた！」など、自分で自分をほめたい日は、ちょっと贅沢なランチはいかがです
か？調子が悪い時も、後半に向けての気合い注入としておススメです！また、リニューアルしたオリジナルメンチカツをお
土産にすれば、ご家族にもほめられることうけあいです！
ちょっと贅沢、ごほうびランチ
栃の木黒牛サーロインステーキ
3,888円
おおむらさきGC（埼玉県）
栃木県で話題のブランド牛「栃の木黒
牛」を使用したステーキランチでパワー
充電！柔らかな肉質、適度なサシ、甘
みのある脂が特長。写真の200ｇの他、
少なめの150ｇ（2,970円）もご用意して
います。（ホール 大澤）

宮崎牛御膳
3,780円
青島GC（宮崎県）
宮崎県は、牛、豚、鶏とお肉の産地とし
て名高いですが、宮崎牛を使った「宮
崎牛御膳」が当ゴルフ場のイチオシの
逸品です。お好みの焼き加減になった
ら、調理長オリジナルのタレでご堪能く
ださい。（ホール 宮本）

メンチカツ東西対決！あなたはどっち？
オリジナルメンチカツが、4月上旬から、牛100％に進化した
関西風「牛肉100％ミンチカツ」と合挽肉を使った関東風「合挽
メンチカツ」の2種類になってパワーアップ！ご自分の馴染みの
味を食べるも良し。新しい味にトライするのも良し。あなたは、
どちらがお好みでしょうか？
ちなみに、全国的に呼び方だ
け見ると、「メンチカツ」派が
50.1％、「ミンチカツ」派が
49.7％」とほぼ半分ずつだそうで
す。また、地域別には、北海道
から関東地方の東日本の一部
と九州地方は「メンチカツ」派が
多数で、富山・岐阜、愛知以西
の本州府県では、石川県と山口
県を除き、「ミンチカツ」派が多
数だそうです。（Jタウンネット調べ）
単品 280円
6個セット 1,400円

金額はすべて税込。各メニューの提供期間は限られています。その他のメニューはコチラ（テーマ別に毎月更新）

今こそレッスンに通うチャンスです！

新しいクラブで心機一転！

「春のスクール新規入会キャンペーン」

「春のクラブ買替え応援キャンペーン」

全国に27施設ある直営練習場「アコーディア･ガーデン」
と都内インドア練習場「アコーディア ゴルフスタジオ」では
現在、おトクにスクール入会ができる「春のスクール新規
入会キャンペーン」を開催しています。ひとりひとりに合わ
せた丁寧なレッスンはもちろん、ゴルフ場でのコースレッス
ンと連動させたゴルフ場運営会社である当社ならではの実
践的レッスンを通して、より早く上達することができます。こ
の機会に是非お試しください！

アコーディア･ゴルフ グループのゴルフ場と練習場では、
本日から6月30日（日）まで「2019年 春のクラブ買替え応援
キャンペーン」を実施します。購入クラブに応じた特別ポイ
ントにキャンペーンポイント7％を足すと、最大で27％のポ
イ ント還元！ 最新クラブに買い替えのチャンスです。そし
て、各社最新のクラブを試して買える「大試打会」も同時開
催いたします。ゴルフ場では実際のラウンドでクラブを試打
することも可能。また、期間中はクラブの下取りも強化中！
査定額を通常より10％アップするサービスも行っています
ので、買い替えはさらにおトクです。

【春のスクール新規入会キャンペーン 概要】
期間 ： 2019年5月31日（金）まで
対象 ： 期間中にアコーディアが運営するスクール（アコーディア・ゴルフ
アカデミー）に新規入会され、3か月以上の継続可能な方。
内容 ： ① 屋外練習場「アコーディア・ガーデン」 全国25カ所
・入会金（通常2,160円）、月会費1カ月分（3か月目）が無料！
・体感レッスンが2,160円で2回受けられる！（通常1回）
② インドア練習場「アコーディア ゴルフスタジオ」 都内2カ所
・入会金（通常10,800円）が無料！
・体感レッスンが3,240円で2回受けられる！（通常1回）

【春のクラブ買替え応援キャンペーン 概要】
期間 ： 2019年6月30日（土）まで
内容 ： 対象クラブを購入された方にもれなく、特別ポイント20%＋
キャンペーンポイント7%の最大27％のポイントを還元！
※一部対象外あり

春の大試打会も同時開催
さらに、最新クラブの大試打
会を同時開催します！ クラ
ブを購入された方にはメー
カーごとに購入特典も。コー
スでのプレーや練習の合間
に、是非お試しください！

アコーディア・ガーデン名古屋

アコーディア ゴルフスタジオ赤坂

試打会開催スケジュールは コチラ

※ポイントはすべてACCORDIA GOLF ポイントです。
※一部下取り対象外の店舗もございます。
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PGA TOUR チャンピオンズ 「Mastercard Japan Championship」
The Legends are Back! 成田ゴルフ倶楽部（千葉県）で6/7（金）より開催！
2年ぶりの日本開催となる米国PGA TOURチャンピオンズトーナメント「Mastercard Japan Championship」も、いよいよ
6月7日（金）が初日。3日間のレジェンド達の戦いに向け、会場となる成田ゴルフ倶楽部では準備が着々と進んでいます。
PGA TOURチャンピオンズによるコース視察を実施

入場チケットはアコーディアのゴルフ場で！

3月20日（水）にPGA TOURアグロノミストで東京オリンピック
のゴルフ競技会場も担当されているデニス・イングラム氏が成
田GCのコース状態の最終確認のため来場。前回大会でのア
コーディアのコース管理部門のスキルについては信頼感を得
られているものの、開催時期の
違い（前回は9月）による管理状
況とフェアウェイラインの確認に
余念がありませんでした。エリ
アコースマネジャーの瀧口と
コースマネジャーの栄前田のコ
ンビを中心にスタッフ全員で前
回以上のコースコンディションを
目指します！

大会チケットは、4月中旬から関東地区のアコーディア・ゴルフ
のゴルフ場、大会ホームページ、ローソンで販売されます。注目
は、大会スポンサーであるMastercardのカードを使って購入の
際の特別割引。4枚つづりが約25％引き、3枚つづりが約20％
引きとかなりお得！是非、ご来場の際にご購入ください。
詳しくは大会ホームページで
※大会ホームページではJALマイル利用もできます。

観戦チケット価格

通常

Mastercard価格

前売り券4枚セット

13,000円

9,800円

前売り券3枚セット

11,000円

8,900円

当日券

5,000円

3,900円

「アコーディア チャレンジ」もラストスパート！
昨年11月から開催しているロングランコンペ「Mastercard
Japan Championship アコーディア チャレンジ」も残り1カ月。公
式プロアマ参加権も3名様を残すのみとなりました。当コンペに
参加すると、参加賞のダンロップ製ボールがもれなくもらえま
すが、それに加え、Mastercardでのお支払いでブリヂストン製
ボールももらえるキャンペーンも大好評！是非、「アコーディア
チャレンジ」に奮ってご参加ください！ 詳しくはコチラ

速報！

「ザ・ファースト・ティ」の開催が決定！

初めて、関西地区でも開催

春の平日Webスタンプラリー
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
Webスタンプラリーが関西地区に初登場！ 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枚ゲットのチャンスも！

大会会場の成田GCではゴルフを通じた教育プログラム「ザ・
ファースト・ティ」の開催が決まり、体験会が5/12（日）14：00よ
り実施されます。本大会期間中もイベントを開催することが決
定。レジェンド達が顔をのぞかせるかもしれません！
Mastercard Japan Championship 概要
応募者全員！アコーディアWeb 平日スタンプラリー

日程
プロアマ： 2019年6月5日（水）～6月6日（木）
大会： 2019年6月7日（金）～6月9日（日）
場所
成田ゴルフ倶楽部（アコーディア・ゴルフ）
TV放送（予定） BS-TBSにてLIVE放送！
6月8日（土） 14：00 ～ 16：00
6月9日（日） 14：00 ～ 16：00

プレー対象期間 ： 2019年4月8日（月）～6月28日（金）の平日
対象ゴルフ場 ： 埼玉エリア5コース、成田エリア5コース、
近畿エリア6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300pt、3回目で2,000pt、4回目で500pt、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 ※ポイントはすべてACCORDIA GOLFポイントです。

【編集後記】
「メンチカツ」と「ミンチカツ」の違いは興味深いですね。肉＝牛肉で育っ
てきた関西出身の私は、東京に来るまで「豚肉のしゃぶしゃぶ」を食べ
たことがありませんでしたし、「ビーフカツ」も小さい時から食卓に並んで
いました。ゴルフ文化も関東、特に首都圏と関西では違いますね。2時
間かけてゴルフに行くと言うと、「旅行に行くんかいな。そりゃ、ええスコ
ア出えへんわ」と父につっこまれることもしばしばです（笑） （丸毛）

先日、遅ればせながら今年初ゴルフを予定していたのですが、3月末な
のに予定外の寒波によりゴルフ場がまさかの雪クローズで中止となって
しまいました。すっかり暖かくなってきたので桜も見られるかも、と楽しみ
にしていたのに、なんと運が悪いのか……初打ちはいつになることや
ら。次の元号も発表され、平成も残り1カ月。平成最後＆令和最初のラ
ウンドのお誘い、お待ちしております。（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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