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初打ちは富士山が見えるゴルフ場

オシャレなパウダールーム

人気メニューのカツカレー

富士の杜ゴルフクラブ

（静岡県）

東名高速道路御殿場 IC から 10km
とアクセスも良く、クラブハウスも
広々していて、とてもきれいです。ラ
ンチもおいしいと好評で、おすすめ
は贅沢四元豚ロースのカツカレー！

冬の時期は空気が澄んでいて富士

山がきれいに見られる季節です。今

つのゴルフ場をご紹

回は、静岡県にある富士山を眺める

ことができる

介します。

「富士の杜ゴルフクラブ」はその名の

とおり、全ホールから富士山が見える

景観の美しいアップダウンの少ない丘

陸コース。ブラインドとなるホールも

少ないので初心者にもおすすめです。

「十里木カントリークラブ」は、北に

は富士山、南には愛鷹山系、駿河湾と

いう恵まれたロケーション。爽やかな

環境のなかで豪快なショットが楽しめ

る反面、グリーンに傾斜があるなど戦

雄大な富士の裾野に位置し、広いフェアウェイと
富士山が壮大に見えるロケーションが好評の十里木
CC。ドライバーを気持ちよく打てます！
アクセス：東名高速道路裾野 IC から 16km

略性豊かなコースに仕上げています。

十里木カントリークラブ（静岡県）

どちらのコースもフェアウェイが広

サッカー（フットボール）とゴルフ、この異なるスポーツ
を融合した新しいスポーツがフットゴルフです。サッカーボー
ルの 5 号球を使い、ゴルフコースで 9 ホール、または 18 ホー
ルをラウンド。全ホールでの打数の合計の少なさを競う欧米
を中心に世界の 30 カ国以上で行われている競技です。

く、ゆったりとプレーを満喫できるゴ

【フットゴルフとは】

ルフ場です。新年初打ちはアコーディ

全国ではまだ 14 箇所しかないフットゴルフのコース
を常設。ゴルフ以外でも美しく壮大な景観の中、スポー
ツを楽しむことができます。

ア・ゴルフの富士山が見えるゴルフ場

でいかがでしょうか。

富士の杜 GC ではフットゴルフも！
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2019 年アコーディア人気ゴルフ場ランキング
ゴルフ場予約の各サイトで 2019 年に最も選ばれたゴルフ場を発表！
アコーディア Web ランキング
（2019 年１月～ 2019 年 11 月の集計）

2 位 霞台カントリークラブ（茨城県）

1 位 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場（埼玉県）
3位

アコーディア Web ランキング

アコーディア・
ゴルフ 習志野カント
リークラブ（千葉県）

4 位 加茂カントリークラブ（京都府）
5 位 セントラルゴルフクラブ（茨城県）

GDO ランキング

GDO
ランキング

楽天 GORA ランキング

3 位 かずさカン
トリークラブ
（千葉県）
4 位 セントラル
ゴルフクラブ
（茨城県）
8 位 山の原ゴル
フクラブ
（兵庫県）

セントラルゴルフクラブ（茨城県）

※ GDO「人気ランキング
2019」より

楽天 GORA
ランキング
1 位 かずさカン
トリークラブ
（千葉県）
2 位 東京湾カン
トリークラブ
（千葉県）
3 位 加茂カント
リークラブ
（京都府）

かずさカントリークラブ（千葉県）

ゴルフ女子が続々誕生しています「GINGER

※楽天プレスリリース
「2019
年年間ランキング」より

ゴルフチーム 6 期生」

昨年 8 月から都内の「ア
コーディア ゴルフスタジ
オ」で練習を重ねた女子た
ちによる「GINGER ゴルフ
チーム 6 期生」は 12 月 17
日（火）におおむらさきゴ
ルフ倶楽部（埼玉県）にて最

最終目標のラウンドデビュー

終目標のラウンドデビュー
を達成しました！ 6 期生は
この日で晴れて卒業！そし
て第 7 期の活動も決定し、

「GINGER ゴルフチーム 6 期生」集合！

ただいま準備中です！
雑誌「GINGER

」

赤坂・御徒町の「アコーディア
ゴルフスタジオ」にて、プロに
よるレッスンを実施
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アコーディア Web「今月の逸品」

ゴルフ場の

釜揚げしらす丼

1,694 円（税込）

絶品アゲ
どんぶり

富士山盛り

いくら丼と具だくさん豚汁
2,035 円（税込）

寄居カントリークラブ（埼玉県）
推薦者：ホール

田村

眞子

ご飯が隠れるほどにタップリい
くらが乗った贅沢などんぶりで
す。鮮やかな彩りと刻み柚子の香
りがさらに食欲をかき立てます。
特製の割り下醤油でお召し上がりください。
国産野菜を使用した豚汁ともよく合います。

大月ガーデンゴルフクラブ（山梨県）
推薦者：ホール

小幡

沙也加

しらすを富士山のようにたっぷりと
高く盛りつけた〝富士山盛り〟のしら
す丼です。最初はしらす本来の味を堪
能できるシンプルな食べ方で、途中か
ら薬味とだしを加えて味の変化を楽しんでいただ
くのがお勧めです。

他のどんぶり
メニューは
コチラ

恵方巻
例年好評の「恵方巻」が今年は４種
類のラインナップで登場します！
今年１年の福を招く縁起物を、ご
家庭へのお土産にいかがですか？
・販売期間 1 月 25 日
（土）～ 2 月 3 日（月）
・販売場所 各ゴルフ場レストラン
（昼食時のご予約でお帰りまでにご用意します）
① 恵方巻 1,100 円
② 海鮮巻 1,540 円
③ ヒレカツ巻 880 円
④ 黒毛和牛の牛しゃぶ巻 1,100 円
※ゴルフ場により販売商品が異なります。
（店舗任意で４種から選定）
一部、販売しないゴルフ場もございます。

牛まぶし膳

1,710 円（税込）

新陽カントリー倶楽部（岐阜県）
推薦者：ホール

水野

龍子

東海名物ひつまぶしを牛肉でアレンジし
ました。甘辛いタレがご飯に絡み、食が進
みます！ひつまぶしのように、最初はその
ままで、次は薬味と合わせて、締めはお茶
漬けにして、と 3 通りの食べ方をお楽しみください。
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対象のゴルフ場に来場 5 回で平日プレー無料券！

「冬の平日スタンプラリー」Web キャンペーン
全国 86 か所で開催する「冬の平日スタンプラリー」
。
アコーディアＷｅｂ会員限定で 2020 年 1 月 6 日（月）
〜 3 月 27 日（金）の平日に対象ゴルフ場でのプレー
5 回で、平日プレー無料券をプレゼント！
詳細はこちら

平日プレー券をゲットするためには

A n n iv e rs a ry

今年節目のゴルフ場

東日本
西日本

大厚木カントリークラブ 本コース（神奈川県・27H）
50 周年 1970 年
		
房州カントリークラブ（千葉県・18H）
四街道ゴルフ倶楽部（千葉県・18H）
40 周年 1980 年 大厚木カントリークラブ 桜コース（神奈川県・18H）
		
さいたまゴルフクラブ（埼玉県・18H）
石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース（茨城県・18H）
30 周年 1990 年
緑野カントリークラブ（群馬県・18H）
60 周年 1960 年 愛宕原ゴルフ倶楽部（兵庫県・27H）
50 周年 1970 年 猪名川国際カントリークラブ（兵庫県・18H）
40 周年 1980 年 山陽国際ゴルフクラブ（山口県・36H）

直前予約で得トク！
アコーディア Web 予約でポイントが貯まる
「得
トク１，
０００」キャンペーンが１月から当月予約
もキャンペーン対象に！
！ 直前予約でも得トク！

編集後記
新年あけましておめでとうござい
ます。旧年中は大変にお世話にな
りました。いよいよオリンピック
イヤーの今年。56 年ぶりに東京に
聖火が灯る興奮が待ち遠しいです。皆さまにとっ
ても幸多き年となりますように。
（黒木）

初打ちは栃木県の関東国際 CC へ
行ってきました！高低差が少なく、
レディースティーは比較的短めな
ので久々にパーも取れ、幸先の良
いスタートを切ることができました。今年こそ
ゴルフが上達するように！頑張ります。
（皆川）

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
年始より健康のために近所の溶岩
ヨガに通い始めました。低体温や
冷え性改善の効果があるそうです。効果のほど
は、また次号報告したいと思います。( 岩本 )

■ 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/latest_news.php

