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2010 年 9 月 29 日
株式会社アコーディア・ゴルフ

報道関係者各位

アコーディア・ゴルフのピンクリボン応援活動 第 3 弾

『ピンクリボン ガールズゴルフ 2010』 開催決定！

参加者総勢 130 名以上の女性がピンクのウェア、グッズ等を身につけて参加！

女性医師による乳がん予防に関するトーク、参加者への乳がん検診の受診券配布など、

当イベントを通じてピンクリボンについて考えるさまざまな機会を提供

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、ピンクリボ

ン応援活動の第 3 弾として、2010 年 10 月 11 日（月・祝）、石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）に

て、チャリティーイベント『ピンクリボン ガールズゴルフ 2010』を開催します。同イベントの収益金の一

部、および参加者から募った募金を財団法人日本対がん協会に寄付します。

当社は、「女性に優しい企業」を目指してさまざまな取り組みを行っています。その一環として、本

年 5 月より乳がんの早期発見、検診、治療の大切さを啓発する「ピンクリボン活動」を応援してきまし

た。当イベントを開催することにより、女性ゴルファーの皆さまにゴルフを楽しんでいただくと同時に、

ピンクリボン活動についての認知と理解を深めていただきたいと考えています。

『ピンクリボン ガールズゴルフ 2010』は、ラウンド経験のある方向けの「スルーラウンド」と、初心者

向けのゴルフ場デビュープログラム「Easy Golf」（※１）の 2 つのスタイルから構成され、各自のゴルフ

経験のレベルに合わせて自由に選ぶことができます。また、どちらに参加しても、希望者は渋谷から

の送迎バスに乗車でき、女性ゴルファーの悩みのひとつである「ゴルフ場までの交通手段の問題」を

解消するイベントとなっています。

当日はゴルフプレーのほか、コースに設けられたチャリティーホールまたはクラ

ブハウス内の募金箱に募金していただいた方を対象に、アコーディア・ゴルフ オリ

ジナルピンクリボンピンバッジ（写真）をプレゼント。また、ラウンド終了後のパーティ

ーでは、ハマサイトクリニックの吉形玲美院長をゲストにトークセッションと豪華賞品

の抽選会を実施。さらに参加者には、お土産として都内指定医院で受診できる乳

がん検診券やピンクリボンロゴ入りゴルフボール（1 ダース）などをお渡しします。

当社は、近年確実に増加している女性ゴルファーのために、引き続き「女性にやさしいゴルフ場づ

くり」を推進するとともに、今後もピンクリボン活動を積極的に応援していく予定です。

アコーディア・ゴルフ オリジナル

ピンクリボンピンバッジ
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ご多忙中とは存じますが、当日イベントを是非ご取材していただきますよう、お願い申し上げ
ます。ご希望の方は、別添の取材返信状に必要事項をご記入の上、FAXにてお戻しくださ
い。

■ピンクリボン応援活動 第 3 弾『ピンクリボン ガールズゴルフ 2010』 概要

【 日 時 】 2010 年 10 月 11 日（月・祝）

【 場 所 】 石岡ゴルフ倶楽部

茨城県小美玉市世楽 1050-1

電話：0299-58-5111

常磐自動車道 千代田石岡 IC より約 14km、岩間 IC より約 15Km

【 参 加 費 】 スルーラウンド 20,000 円（税込） Easy Golf 8,000 円（税込）

【 内 容 】

※１ 「Easy Golf」とは当社が企画運営する初心者向けゴルフ場デビューイベントで、基本的なレッスンの後に、3 ホール分ラ

ウンドをご体験していただくプログラムです。

※２ 渋谷でのバス利用をご希望される方の集合時間になります。スルーラウンド用にはバスが２台用意され、１台目は７：０

０発、２台目は７：３０発を予定しています。

チャリティへの参加

コースに設けられたチャリティーホールやクラブハウスに設けられた募金箱に募金していただいた方

には、アコーディア・ゴルフオリジナルピンクリボンロゴ入りピンバッジをプレゼントします。集まった募

金は、収益金の一部とともに財団法人日本対がん協会に寄付します。

トークセッション

プレー終了後のイベントでは、浜松町ハマサイトクリニック吉形院長によるトークセッションを行います。

乳がん予防に関する話題を中心に、女性外来に関するさまざまな内容についてお話しいただきま

す。

吉形 玲美先生（浜松町ハマサイトクリニック院長）

1997 年 東京女子医科大学卒業・同大学非常勤講師

日本産婦人科学会専門医、日本更年期学会評議員、日本産婦人科栄養代謝研究会幹事。ほ

か所属学会/日本抗加齢医学会・日本骨代謝学会・日本女性心身医学会

2010 年 7 月 浜松町ハマサイトクリニック院長に就任

＜スルーラウンド＞
6：50 渋谷集合※2

9：30 順次スタート スルーラウンド
（ランチボックス付き）

15：00 ホールアウト
16：30 パーティー開始
17：30 パーティー終了／解散／バス乗車
19：30 渋谷解散

＜Easy Golf ＞
9：00 渋谷集合 ※2

11：00 コース到着
11：30 オリエンテーション
12：30 練習場にてレッスン
13：00 昼食
14：00 コース体験（2～3 ホール）
15：00 ホールアウト
16：30 パーティー開始
17：30 パーティー終了／バス乗車
19：30 渋谷解散
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豪華賞品抽選会

ピンクリボン運動に協賛いただいた各社様のゴルフ用品などが当たる抽選会を実施します。参加者

すべての方に豪華商品獲得のチャンスがあります。

参加者には、乳がん検診受診券などを提供

参加者には、後日乳がん検診を受けられる引換券やピンクリボンロゴ入りのボールなどをお土産とし

て提供します。イベント終了後も、引き続きピンクリボンに関心を持っていただきたいと考えています。

・乳がん検診受診券

※東京ミッドタウンクリニックもしくは浜松町ハマサイトクリニック（いずれも東京都港区）にて受診可

※乳がんマンモグラフィ検診もしくは乳がん超音波検査検診を受診できます

・ピンクリボンオリジナルロゴ入りボール（1ダース） など

【協賛企業様】 順不同

医療法人社団 アドバンストメディスン （東京ミッドタウンメディカルセンター）

医療法人社団 トラストメディスン （浜松町ハマサイトクリニック）

アサヒビール株式会社

久光製薬株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

SRIスポーツ株式会社

株式会社ダンロップスポーツ

テーラーメイドゴルフ株式会社

ミズノ株式会社

キャロウェイゴルフ株式会社

アクシネットジャパン インク

キャスコ株式会社

株式会社マルマン

東光リミー株式会社
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＜アコーディア・ゴルフのピンクリボン活動に対する取り組み＞

◆第1弾

・ 従業員全員がアコーディア・ゴルフオリジナルのピンクリボンピンバッジを着用し、ピンクリボン活動の

正しい内容の理解促進に努める。

・ 自社運営のゴルフ場125コース、練習場14カ所全てに募金箱を設置し、従業員、来場者から募金を

受け付ける。集まった募金は、財団法人日本対がん協会に全額寄付。

・ 女性従業員の乳がん検診の受診率を高める。

◆第2弾

・ 2010年7月17日（土）より8月31日（火）までの期間中に当社の保有ゴルフ場

（130カ所）および直営練習場（14カ所）にご来場のお客さま数に応じて、財団

法人日本対がん協会に寄付。

・ 7月17日（土）から19日（月）の『アコーディア・フェスタ』の期間中、各ゴルフ場、

練習場にご来場いただいたお客さま先着150名（18Hあたり）に、ピンクリボンの

ロゴ入りオリジナルエコバッグをプレゼント。

＜アコーディア・ゴルフの女性に対する取り組み＞

アコーディア・ゴルフではこれまで女性ゴルファーが気軽にプレーを楽しめるよう、さまざまな取り組

みを行ってきました。

ゴルフ場の女性用施設やアメニティの刷新、女性用ティーグラウンドの改修など、グループ全体で

女性が快適に過ごせるゴルフ場、ゴルフ練習場づくりを行っております。特に、2009年4月から運営

を開始しました女性・若年層を対象としたゴルフ場ブランド「アコーディア・パーク」のゴルフ場では、

女性用アメニティ、プロショップでの女性商品の充実などを行い、女性を意識したサービスを展開し

ています。

また、ゴルフ場運営会社が運営する女性向けWebサイトとしては先駆けとなる「L-Style」

（http://www.lstyle-accordiagolf.com/）も2005年7月から運営し、女性ゴルファーへの情報発信と交

流の場の提供を行っています。

さらに、ゴルフのすそ野拡大のために、「全くゴルフをやったことがない」「練習はしているけど、ゴ

ルフ場に行ったことがない」といった初心者を対象に、都内からバスで移動し、基本的なレッスンから

その日のうちにラウンド体験まで行う「Easy Golf」を実施。その発展系である「Easy Golf Next」、「Easy

Golf Camp」などを含めて、計63回のイベントにのべ676名の方々に参加いただき、ゴルフの楽しさを

実感していただいています。(イベント詳細は、http://www.lstyle-accordiagolf.com/event.html をご

覧ください)。

この結果、当社が運営を開始した2002年に約６～７％だった女性比率が、2010年度には12.0％へ

と倍近くの伸びをみせており、コースによっては20％にせまるようなケースもみられるようになってきて

います。

＜アコーディア・ゴルフ オリジナルエコバッグ＞
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********************************************************************************

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。2010 年 8 月末現在、137 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：03-6688-1611

鈴木 加奈 Phone：03-6688-1575 Fax：03-6688-1611

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



6

受付事務局 株式会社電通パブリックリレーションズ内 日高・大倉 行

FAX ： 03-3546-2017

【取材のご案内】

ACCORDIA GOLF
ピンクリボン ガールズゴルフ 2010
日時：2010 年 10 月 11 日（月・祝）9：00～ （受付開始 8：30～）

場所：石岡ゴルフ倶楽部 （茨城県小美玉市）

※お手数かとは存じますが、下記項目にご記入の上、

FAX にてご連絡下さいますようお願い申し上げます。

□ご出席 □ご欠席
※どちらかに✓印をお付け下さい。

貴社名：

御所属：

ご芳名： ご同伴者ご芳名：

Phone：

Fax：

FAX 返信用紙

■通信欄■


