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2009 年 8月 3日

株式会社アコーディア・ゴルフ

報道関係者各位

当社運営の近隣ゴルフ場との連携など、「ゴルフ場運営会社」ならではの

サービスを付加した、10 カ所目の直営ゴルフ練習場

「アコーディア・ガーデン甲子園浜」 新規オープン

8 月 5 日（水） 13：00 より運営開始

直営ゴルフ練習場 10 カ所、提携練習場 261 カ所の体制を整え、

全国 130 のコースとともにゴルファーを総合的にサポート

8 月 9 日（日）オープン記念イベント

宮里優氏、宮里聖志プロによる「ジュニア・レッスン会＆サイン会」を開催！

株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：竹生
ち く ぶ

道巨
みちひろ

）は、ゴ

ルフ総合サービス事業の一環として、2009 年 8月 5日（水）、新しい直営ゴルフ練習場「アコー

ディア・ガーデン甲子園浜」（兵庫県西宮市）をオープンします。当練習場は 2009 年 7 月にリ

ニューアルオープンした「アコーディア・ガーデン水戸南」に続いて 10 カ所目の直営ゴルフ練

習場となります。当社は、そのほか全国 261 カ所の練習場と提携しています（2009 年 7 月 31

日現在）。全国 130 のゴルフ場と合わせて、より充実したゴルファーのための総合的なサービス

を目指します。

＜アコーディア・ガーデン甲子園浜＞
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＜アコーディア・ガーデン甲子園浜の特徴＞

アコーディア・ゴルフ直営練習場としては初となる、個室打席を設置
「アコーディア・ガーデン甲子園浜」は、「他人に見られずに練習したい」「自分のペースで楽

しみたい」といった利用者の意見を踏まえ、当社としては初めて個室打席（名称：グリーン打席）

を設置しました。

グリーン打席では、通常より2倍広いマットを採用しているほか、更衣室、スポットクーラー、ソ

ファ、テーブルを配置し、プライベートな空間でゆっくり練習したいというゴルファーのニーズに

応えました。特に最近は、若年層・女性層ゴルファーのゴルフ練習場来場頻度も高くなってい

るため、カップルやグループでも楽しめるよう4名まで入れるスペースを確保。気の置けない仲

間と、気軽に練習を行うことができます。

また、直営ゴルフ練習場としては初めて「パウダールーム」を設置。プロショップも量販店並み

の品揃えで、女性ゴルファーにも喜んでいただける環境の練習場です。

＜プロショップ＞ ＜練習打席＞

周辺のアコーディア・ゴルフ運営コースとの連携も強化
「アコーディア・ガーデン甲子園浜」は、神戸パインウッズゴルフクラブ、山の原ゴルフクラブ、

愛宕原ゴルフクラブなど近郊のゴルフ場との連携を積極的に進め、地域のゴルファーへのサー

ビスを充実させます。

例えば、同練習場に併設されたプロショップでのお買い物により「ACCORDIA CLUB ポイン

トカード」のポイントが貯まるなど、全国にゴルフ場およびゴルフ練習場を数多く保有するアコー

ディア・ゴルフならではのサービスを展開します。また本年4月より開始した「ACCORDIA CLUB

ポイントキャンペーン」（直営または提携ゴルフ練習場を3回ご利用の上、アコーディア・ゴルフ

運営のゴルフ場でプレーしていただくと、「ACCORDIA CLUBポイントカード」のポイントを、ボ

ーナスとして500ポイントプレゼントするもの）の対象でもあり、さらに練習場とゴルフ場の往来の

活性化を進めることを目指しています。

さらに、「アコーディア・ガーデン甲子園浜」で開校するスクール事業「アコーディア・ゴルフア

カデミー」のレッスンでは、早い段階でコース体験ラウンド練習を取り入れたカリキュラムを用意

し、コースデビューへの道をスムーズにするために、周辺コースとの連携を反映させた内容に

する予定です。
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「アコーディア･ガーデン甲子園浜」の概要は以下の通りです。

名称 ： アコーディア・ガーデン甲子園浜

開業 ： 2009年8月5日（水）

住所 ： 兵庫県西宮市甲子園浜1丁目7-2

阪神高速5号湾岸線、大阪方面から・鳴尾浜出口から5分、神戸方面から・甲子園浜出口すぐ

営業時間： 平日7：00～23：00、土日祝6：00～23：00 （4～5 月は20：00 まで）

フロント営業時間 9：00～21：00 （4～5 月は20：00 まで）

※2009 年8 月6日～9日は、7：00～23：00まで営業

料金 ： 打席料 ・一般 500円

・ビジターカード会員 400円

※アコーディアクラブ会員、シルバーカード会員、スクール生は無料

※女性、シニア(60歳以上)の方は無料

※フロント営業時間外(早朝・夜間)は無料

： ボール代 早朝：平日 9 円～10 円/球、土日祝 12 円～13 円/球

通常および夜間：平日11 円～13円/球、土日祝 14 円～16 円 / 球

※打ち放題（平日のみ） 1800 円～2200 円/90 分

施設概要： 打席数137 打席（全打席全自動ティーアップ完備）

うち、1 打席は個室ブースの「グリーン打席」

プロショップ、工房、レストラン、パッティンググリーン、バンカー練習場

距離 ： 200 ヤード

階層 ： 2 階建てフロア（1 階あたり68～69 打席）

駐車場： 215 台

インストラクター7名による、本格的なレッスン環境を整備
「アコーディア・ガーデン甲子園浜」では、当社が全国のゴルフ場・ゴルフ練習場で展開して

いる「アコーディア・ゴルフアカデミー」のゴルフスクールを開校します。インストラクター7 名によ

る本格的なレッスンを受けられる環境を整備しました。

同校では、スキルに合わせて3段階のレッスンを用意。個人のレベルに合ったレッスンを、初

心者や女性でも気軽に受けることができます。また、個別にしっかりと教わりたいという方には、

プライベートレッスンも用意。それぞれのニーズに合ったレッスンの機会を提供していきます。

さらに、周辺の当社運営ゴルフ場と連携した「コースレッスン」も取り入れました。ゴルファー

の技術向上のサポートはもちろんのこと、まだコースデビューを果たせていない方に早い段階

にコース体験できる場を提供することで、もっとゴルフを楽しみながら学ぶスタイルを確立したい

と考えています。
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「アコーディア･ゴルフアカデミー ゴルフスクール」の概要は以下の通りです。

名称 ： アコーディア・ゴルフアカデミー 甲子園浜校

●ゴルフスクールについて

営業時間： 平日9：30～ 各回1 時間×9 回 最終回20：30～21：30

（うち、16：45～17：45の回はジュニア・レッスン）

土日8：30～ 各回1 時間×9 回 最終回19：30～20：30

料金 ：月会費

平日会員7,350 円、全日会員10,500 円 （ジュニアは平日・土日ともに7,350円）

：施設使用料

平日・土日祝ともに 1,260円 （ジュニアはジュニア枠利用時のみ施設利用料なし）

：入会金 2,100円

：教材費 3,150円

※ 8月末日までに入会した方には、入会金無料、初月月会費無料、2カ月目月会費半額の

特典が受けられるキャンペーンを実施中です。

●コースレッスンについて（スクール生対象）

開催曜日： 月曜日～水曜日、および土曜日、日曜日

開催時刻： 14：00～16：00 （ゴルフ練習場での練習 ＋ 3ホールコースレッスン）

料金： 月～金 3,000 円、 土日祝 4,000円

使用コース： 神戸パインウッズゴルフクラブ、山の原ゴルフクラブ、愛宕原ゴルフクラブ、

堺カントリークラブ

●プライベートレッスンについて

開催日時： 定時開講 月曜日・水曜日 16:45～17:45

その他は、不定期開講

料金： 一般 2,520円 スクール生2,100円

宮里優氏と宮里聖志プロによる、「ジュニア・レッスン会」を開催
「アコーディア・ガーデン甲子園浜」のオープンを記念して、先日エビアン・マスターズで米ツ

アー初制覇を果たした宮里藍選手を育てた宮里優氏と男子ツアーで活躍する宮里聖志

プロによる「ジュニア・レッスン会＆サイン会」を8月9日（日）に開催いたします。10：

30～と14：00～の2 回を予定しており、当日先着順で各回親子20組・40名に対してレ

クチャー＆レッスンを行ないます。

未来のゴルフ業界を担う層に対する施策の一つとして、地元の小中学生に少しでもゴ

ルフに触れ合う機会を創出していくことを目的としています。
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********************************************************************************

【アコーディア・ゴルフアカデミー事業について】

当社は、ゴルフ練習場との連携を積極的に推進することによって、“ゴルフ練習場には行ったこと

があるが、コースをラウンドしたことがない”というプレーヤーがゴルフ場に行きやすい環境づくりを目

指しています。全国で数多くのゴルフ場を運営する当社の特長を活かして、直営および提携ゴルフ

練習場において「アコーディア・ゴルフアカデミー」と称したスクール事業を展開することによって、

新たなゴルファーの育成と、スキルアップのお手伝いをしていきます。

********************************************************************************

株式会社アコーディア・ゴルフは、2003 年 7月 19日より新しいブランドイメージ戦略に基づくゴル

フ場運営を開始しました。当社では、ゴルフを気軽にプレーできるスポーツとしてとらえ、 “It’s a

new game”をコンセプトに日本における新しいゴルフの在り方を提唱しています。2009 年 7 月末現

在、130 コースを運営（運営受託、コンサルティング契約等含む）する当社では、熱心なゴルファー

の方々はもちろん、これまでゴルフに触れるチャンスがなかった初心者の方にも魅力を感じていた

だけるような、全く新しいゴルフシーンの創出に努めています。また、今後も自社のさらなる成長を

目指すことはもちろん、国内最大手のゴルフ場運営会社という責任ある立場として、日本におけるゴ

ルフの発展に寄与していきます。

■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 広報室

丸毛 晴恵 Phone：03-6688-1567 Fax：03-3499-2029

鈴木 加奈 Phone：03-6688-1575 Fax：03-3499-2029

株式会社電通パブリックリレーションズ

日高 祐一 Phone：03-5565-6766 FAX：03-3546-2017

■本件に関する一般の方のお問い合わせ先■

株式会社アコーディア･ゴルフ Phone:03-6688-1500


