アコーディア・ゴルフ

特集

ニュースレター

「ZOZO CHAMPIONSHIP」開催直前！

アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
の舞台となるのがアコーディア・ゴルフ 習

メ ン ト「 ZOZO CHAMPIONSHIP
」 が、 今
月（ ／ 〜 ）いよいよ始まります。そ

日本初開催となるＰＧＡ ＴＯＵＲトーナ

し、グループ一丸となってコース準備を進

のコース管理スタッフ最大１２０名を動員

界最高峰の選手たちが万全の状態でプレー
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大会名：ZOZO CHAMPIONSHIP（ゾゾチャンピオンシップ）
開 催 期 間：2019 年 10 月 24 日（木）〜 27 日（日）
開催コース：アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
競 技 方 法：72 ホール・ストロークプレー
賞 金 総 額：＄975 万（約 11 億円）
優 勝 賞 金：＄175 万（約 2 億円）
主
催：株式会社 ZOZO、PGA TOUR
共
催：日本ゴルフツアー機構（JGTO）
https://zozochampionship.com/

ができるよう、グループゴルフ場から応援

No.18 Par5 562yards 右グリーン
（通常キングコース No.18）
最終ホールは左ドッグのロングホール。2
オンを狙うためにはティーショットが勝負
となります。最後にドラマが起こるか、必
見です！

4

めております。今号のアコナビでは、当ゴ

No.4 Par4 505yards 左グリーン・右グリー
No.12 Par4 490yards 左グリーン
（通常キングコース No.8）
ン両方使用（通常クイーンコース No.16）
通常はロングホール。
ティーは通常のレギュ
日本ならではの 2 グリーンを活用し、この
ラーティーとほぼ同じなので、今後当ゴル
ホールでは左グリーン・右グリーンの両方を
使用する可能性あり。
使用グリーンによって、 フ場をプレーされた際に選手たちとの飛距
離の差を比べることができるかも！
選手たちはどう攻め方を変えてくるか。

No.18

志野カントリークラブ。 月に大会使用の

No.12

9

18
ルフ場の中でも注目の ホールをご紹介し

No.4

ます。試合観戦時には是非ご注目ください！

No.16 Par3 183yards 左グリーン（通常キングコース No.16）
当ゴルフ場の名物ホール。グリーンの傾斜がきつく、バックスピンがかかると池に落ちてしまう危険ととなりあわせ。注目です。

現在当ゴルフ場では、ＰＧＡ ＴＯＵＲ世

No.16

ホールの発表がありました。

注目ホールはここだ！

ゴルフで子どもは大きく育つ！「ザ・ファースト・ティプログラム」
１９９７年に米国フロリダ州で生まれて以

とした青少年のための教育プログラムです。

を通して、健全な人間形成を行うことを目的

ニアゴルフレッスンではありません。ゴルフ

「ザ・ファースト・ティ」はいわゆるジュ

レーに熱中するだけではなく、多くの場面で

ポーツ】と言われています。プレーヤーはプ

ゴルフは世界でも珍しく、
【審判のいないス

持ちいい！」
と大切な何かを学んでいきます。

だときがうれしかった！」
「天然芝なのが気

かけられるように。
「ボールが当たって飛ん

「ピンクリボンガールズゴルフ 2019」開催！

「ACCORDIA GOLF ピンクリボンガールズゴルフ 2019」開催 !

「上級者向け」
、
「初心者向け」の つの部門を

この日のゴルフ場はひときわ華やぎました。

身につけているピンク色のウエアやグッズで、

今年もドレスコードはピンク！ 参加者が

ピンクリボン活動を支援しています。

より、女性が健康にゴルフを楽しめるように、

岡県）にて開催しました。当社では２０１０年

ト「 ACCORDIA GOLF
ピンクリボンガールズ
ゴルフ２０１９」を富士の杜ゴルフクラブ（静

月 日、女性だけのチャリティーイベン

23

恥ずかしそうにしていた子ども達も、や

来、世界で１５５０万人の青少年育成の実績

人間力をも試されるスポーツなのです。ゴル

がて友達同士で「ナイスショット！」の声を

があります。アコーディア・ゴルフではこの

フを通してスポーツマンシップや誠実さ、責

最高の季節に最高の学びを

ペアを組んで初ラウンド！

毎年人気のスルー部門

パーティーメニューも大好評！

子どもの学びにゴルフが最適な理由

プログラムを自社運営で開催しています。

任感や判断力、礼儀などを学びます。

目土を実践

9

を通して総額 万１８０９円の募金が集まり

あり、会場は大盛り上がりでした。この活動

各賞の発表や、豪華賞品が当たるくじ引きが

ドレッサー賞」や「ガールズゴルフ賞」など

ました。プレー後のパーティーでは、
「ベスト

設け、計１３３名の女性ゴルファーが参加し

2

次世代を担う子ども達に、ゴルフを通じ

10/12（土）山の原ゴルフクラブ / 兵庫県
−
成田ゴルフ倶楽部 / 千葉県
10/19（土）関東国際カントリークラブ / 栃木県
10/26（土）相武カントリー倶楽部 / 東京都
11/02（土）美濃関カントリークラブ / 岐阜県
11/09（土）山の原ゴルフクラブ / 兵庫県
成田ゴルフ倶楽部 / 千葉県
−
11/16（土）関東国際カントリークラブ / 栃木県
11/23（土）アコーディア・ガーデン甲子園浜 / 兵庫県
−
相武カントリー倶楽部 / 東京都

この日のテーマを説明

133 名の女性が参加！

高まることを目指します。詳細はこちら

の皆さんの乳がんへの意識と健康への意識が

ました。今後もこのイベントを通して、女性

12

開催スケジュール（10・11 月）

て最高の学びの体験を。詳細はこちら

「ザ ･ ファースト ･ ティ」プログラムを現在 6 施設
で開催（上）

2019 年 10 月号 P.2
アコナビ
アコーディア・ゴルフのニュースレター

アコーディア・ゴルフのニュースレター

アコナビ

アコーディア Web「今月の逸品」

マロンパフェ
小倉あんのフレンチトースト

ホール担当の有阪 真由美さん

甘楽カントリークラブ

店長の根岸美加さん

ふわっと焼き上げたフレンチトーストと北海
道産小豆１００％の小倉あん。さらにソフト
クリームをのせたやみつきになる美味しさ。

緑野カントリークラブ

季節を感じさせるマロンアイスとマロンケーキ
を同時に堪能できる。ほろ苦いシロップがアクセ
ントのパフェです。

神戸パインウッズゴルフクラブ

自家製 壺プリン

ウィンターギフト

至福のスイーツ特集

グリーンで秋風を感じたあとは
秋スイーツを召し上がれ
スタッフ一押しのコメントでご紹介です

相武カントリー倶楽部

サブマネジャーの藤井栄毅さん

当クラブで定番人気となっている「壺プリン」
です。カスタードと抹茶をご用意しています。

わっ栗パフェ

ホール担当の熊田幸子さん

栗の渋皮煮、甘露煮、モンブランケーキを贅沢に盛
り付けた秋スイーツの王様パフェ。テーブルにお運
びすると「わっ♡」と喜んでいただいてます。

おいしい贈り物

2019 年 10 月号 P.3

松茸ご飯

ちょい足しで

いつものご飯に「ちょい足し」で、秋の味覚の王様「松茸
ご飯」にアップグレードしてみては？ 好評の「プラスαちょ
い飯シリーズ」の新企画は「松茸ご飯」です。定食のご飯を、
プラス 370 円にて松茸ご飯に変更できます。
「食べてみて美味
しかったよ」とご家庭へのお土産にもいかがですか？
・販売期間 10 月 1 日（火）～ 11 月 30 日（土）
・松茸ご飯へのアップグレード 370 円（税込）
毎回好評の「鍋ギフト」や「肉ギフ
ト」
、
「全国からのお取り寄せギフト」
をはじめ、
今回は「銘店ギフト」や「健
康志向の方へ贈るギフト」など多様な
ニーズにお応えする 内容で商品を取り
揃えています。
昨年から開始したオリジナルおせち「百慶千彩」はリーズ
ナブルな３段重と少人数向けの１段重をご用意。
年末のご挨拶にはもちろん、離れて暮らすご家族への贈り
物として、年末年始の集まりに向けて、ぜひご利用ください。
・お申込承り期間 10 月 1 日（火）～ 12 月 15 日（日）
・商品お届け期間 11 月 1 日（金）～ 12 月 25 日（水）
・154 商品 + おせち 3 商品

・お土産用 およそ 2 ～ 3 名分 1,600 円（税込）
・お土産用ハーフ 約 1 名分 1,000 円（税込）
※お土産用は、各ゴルフ場で手作りしているため、昼食時の
ご予約でお帰りの際にお渡しとなります。

に！

お土産

アコーディア・ゴルフのニュースレター

2019 年 10 月号 P.4

アコナビ

今 後 も、 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 限 定 の キ ャ ン

ルフ場とゴルフ練習場のショップで

12
1

■ 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 黒木 皆川 岩本
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

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

アコーディア ゴルフグループのゴ

キャンペーン」を開催中（ 月 日ま

7

で）
。購入クラブに応じた特別ポイント

％のポイントを還元 ※！

27

にキャンペーンポイント ％を足すと、

なんと最大

最新クラブへ買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

（ ※一部対象外あり）

ます。皆様のご来場をお待ちしており

新しいクラブで心機一転！
秋のクラブ買替え応援キャンペーン

当社が運営するゴルフ場・練習

ペーンなど多数予定しております

･

ID 連携でペットボトル
プレゼント

ます。詳細はこちら

「リッチー・マコウとラグビーはできないが、ゴ
ルフは一緒に楽しめる」成田ゴルフ倶楽部で語った
トム・ワトソンさんの言葉が印象に残っています。
世代を越えてプレーできて、観戦も楽しい。
「ZOZO
CHAMPIONSHIP」もまもなく。ゴルフの秋が到来
ですね。
（黒木）
今年の「ピンクリボンガールズゴルフ」の開催
地「富士の杜ゴルフクラブ」は、コースやクラブハ
ウスから富士山を一望できる絶景コースです。秋・
冬は特に富士山が綺麗に見えるそうなので、ゴルフ
シーズンに是非ご利用ください！（皆川）
はじめまして！新しくメンバーに加わりました岩
本です。よろしくお願いいたします。公式 LINE 始
まりまして、個人的にはカードレスになったことが
◎ 予約もより手軽にできるようになりましたので、
皆様にぜひご活用いただきたいと思います。
（岩本）

場を利用されるお客さまへのサー

編集後記

は、
「２０１９年秋のクラブ買替え応援

https://www.accordiagolf.com/special/lineconnect

ので是非、ご登録ください。

アコーディア Web との
LINE 連携画面

アカウント名：アコーディア・ゴルフ
登 録 方 法： ＬＩＮＥアプリの「友だち追加」から
右記のＱＲ コードを読み取り、追加。
ID 連携方法：＜ＬＩＮＥ＞ お友だち追加後、
メニューから「ID 連携」ボタンを選択し
アコーディア Web の登録情報にてログイン。
＜アコーディア Web ＞「My Accordia」ページから「ＬＩＮＥで連携」
ボタンを選択し、ログイン。
※会員登録がない方は「新規ユーザー登録」より基本情報を入力し登録。

ビス向上のため、
公式ＬＩＮＥ（ラ

『アコーディア・ゴルフ公式 LINE アカウント』概要

詳細はこちら

アコーディア公式 LINE のメリットはラク×トク！

イン）アカウントでの情報配信

サービスを開始いたしました。

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ の メ リ ッ ト は「 ラ ク

コード

QR

×トク」
。アコーディアＷｅｂと

ID

連携することにより

チェックイン（カードレスチェッ

クイン）やゴルフ場予約が簡単に

できるようになります。画面上で

ポイント数の確認ができ、ポイン

ト管理も簡単に！ 定期的にＬＩ

ＮＥ限定クーポンや、お気に入り

登録をしたゴルフ場からおトク情

報が届き、より手軽かつおトクに

当社施設を利用いただけるように

なります。

連携を行ってくださった

ID

キャンペーン中は、お友だち追

加し、

方を対象にもれなくペットボトル

ドリンクをプレゼント！ 抽選で

無料プレー券やポイントが当たる

キャンペーンも実施いたします。

予約もチェックインもこれでＯＫ！
アコーディア・ゴルフ公式 LINE アカウントを解説！

