
 

 

 

 

 

2011 年７月 28 日 

株式会社アコーディア・ゴルフ 

報道関係者各位 

  

東日本初の新規直営ゴルフ練習場 

「アコーディア・ガーデン千葉北」新規オープン 

8 月 10 日（水）13：00 より運営開始 

 

時間を問わず練習できる２４時間営業の練習場※ 

フェアウェイバンカーやアプローチショットが止まりやすいターゲットグリーンなど 

楽しく練習できる充実の設備で、ゴルフライフをサポート。 

                                                             ※夏季のみ。冬季の営業は午前６時～午前０時まで 

      

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、2011 年 8 月 10 日(水)､ 

千葉北インターチェンジから約 5 分の好立地に、東日本では初の新規直営練習場「アコーディア・ガーデン千葉北」

（千葉県千葉市）をオープンします。当練習場はアコーディア・ガーデンブランドとしては 19 カ所目（うち 2 カ所は運営

受託）となります。（直営練習場としては、21カ所目） また、当社では全国659カ所の練習場と提携しており、全国138

カ所のゴルフ場と合わせて、さらにゴルフ総合サービスの充実を目指します。（提携練習場数、ゴルフ場数は 2011 年

７月 25 日現在） 

             

<アコーディア・ガーデン千葉北> 



 

<アコーディア・ガーデン千葉北の特徴> 

千葉北インターチェンジから５分という立地は、都内からのアクセスも非常によく、千葉県へのゴルフ場の行き 

帰りに立ち寄ることも可能です。４月から１１月の間は２４時間営業（集球のため、午前５時から午前６時の１時間は 

打席への入場ができません。）、１２月から３月は午前６時から午前0時までの長時間営業で、仕事やゴルフの前後 

などお好きな時に練習することができます。なお、長時間営業するにあたり、使用電力を少しでも抑えるため、 

投光機他、施設内の多くの照明にLEDを採用し、電力の使用量を通常照明に比べ、３分の１程度に抑えました。 

 

ゴルフ好きな皆さまが集まるスポットとなるよう、練習のしやすさにこだわりました。 

1．全長を200ヤードに設定。ドライバーショットがネットに当たることで、力みを抑えます。 

2．150ヤード以内のターゲットグリーンに毛足の長いグリーンを採用。バックスピンのかかったアプローチショット 

ではボールが止まりやすく、実戦さながらの感覚で練習が可能です。また、60ヤード地点までのフェアウェイ 

には天然芝を張っており、より実践的なアプローチ練習をすることができます。 

  3．打席マットは、当社関連会社のゴルフアライアンスオリジナルマットを使用。手首への衝撃が軽減され、長時 

間練習しても疲れません。 オリジナルマットの詳細 （http://www.golfalliance.co.jp/product/mat.html） 

  4．打席幅は2m60cmと余裕を持つことで、長尺ドライバーなどの使用に対しても安全性を高めました。 

  5．どの2階打席も水平になるように設計し、アドレスのしやすさに配慮しました。左足下がりにならず、正しい構え 

で練習ができます。 

  6．練習グリーン、バンカーに加えフェアウェイバンカーの練習場も完備しています。 

  

  充実のプロショップ、工房も併設、ショップ利用のみのニーズにも応えます。 

プロショップは、消耗品だけでなく、クラブやウエアなどの品揃えの豊富さや、試打会の開催やキャンペーンの 

展開など、常にお客様を飽きさせないショップ単体としての魅力も満載です。また、営業時間が長いのも利用者 

の皆さまにとって大きなメリットとなります。（9：00～22：00営業） 

 今回のオープニングに際しても、数々のキャンペーンを実施します。 

（※最終ページ：オープニングキャンペーン概要参照）  

 

    

            <プロショップ>                            <練習打席> 

 

 

 

 

 



 

アコーディア･ゴルフグループのゴルフ場の予約ができます。 

 おひとりさまから参加いただける近隣ゴルフ場でのコンペを定期的に企画・実施してまいりま

す。また、プライベートなご利用の際も、その場で予約をすることができますので、ゴルファーの

皆さまの利便性が高まります。 

 

インストラクター4名による、アコーディアメソッドのゴルフスクールを展開します。 

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。すべてのプログラムは、アコーディア・ゴルフオリジナルのティーチングメソッドを基に

構成されており、特に 

コースを使ったレッスンは「ゴルフ場運営会社ならでは」という評価を得ております。 

 スクールにつきましても、オープニングキャンペーンを実施します。(※最終ページ：オープニ

ングキャンペーン概要) 

 

<アコーディア・ガーデン千葉北の概要> 

 名  称   ： アコーディア・ガーデン千葉北 

 開 業 日 ： 2011年8月10日（水） 13：00 

 住  所   ： 千葉県千葉市花見川区犢橋町865   電  話 ：043-301-2323 

 アクセス   ： 千葉北ICから2.5km、車で約5分 

営業時間  ：  年中無休  4月～11月 全日/6:00～翌5:00     

   12月～3月 平日/7：00～24：00  土日/6：00～24：00 

   フロント営業 9：00～22:00  

施設概要 ： 78打席(全打席自動ティアップ、2階建て) 

  バンカー、フェアウェイバンカー、パッティンググリーン、プロショップ、工房、

フィッティングルーム 

距離：  200ヤード 

料金： 【入場料】 フロント営業時間外は無料 

  ● 一般            300円 

  ● アコーディアクラブポイントカードホルダー※１ 

   ・ゴルフ場会員用カード（黒）  200円 

       ・シルバーカード            200円 

   ・ビジター用カード（白）              250円 

        ● 40Uパスポート会員※2           250円  

  ● シニア向け共通年度会員※3                 250円 

  ● アコーディア・ガーデン千葉北 年度会員    100円 

        ● アコーディア・ゴルフアカデミー千葉北校スクール生 無料 

 ※１ アコーディアクラブポイントカード詳細 http://www.accordia.jp/point/index.php 

 ※２ 40Uパスポート詳細 http://www.accordia.jp/40-u/ 



 

 ※３ シニア向け共通年度会員詳細 http://www.accordia.jp/senior/ 

【ボール代】  

 平日   ： 6時～9時  ９円/球 、9時～22時 10円/球、 22時～翌5時 11円

/球 

     土日祝日： 終日 11円/球 

     ※打ち放題 １８５０円～/90分 

駐車場： １１６台 

<アコーディア・ゴルフアカデミー千葉北校> 

入会金：2,100円 教材費：3,150円 施設利用料：1,050円 

月会費：平日会員 7,350円、全日会員 10,500円、ジュニア会員 7,350円  （すべて税込） 

オープニングキャンペーン概要 

アコーディア・ガーデン千葉北ではグランドオープンにあたり、下記のキャンペーンを行

います。 

１．年度会員募集キャンペーン 

年会費 3,000 円で一年間の入場料、ボール代、施設利用料が割引になり、スクールの

入会特典や練習場 

主催のコンペ参加割引などを受けられる年度会員。登録されたお客様のうち、先着 500

名様にもれなく 

ボール代 1,000 円分をプレゼントします。 

 

２．プロショップイベント 

①お買い上げ 10,000 円（税込）ごとにボール代 1,000 円分をプレゼント ： 8月 10 日(水)

～9 月 30 日（金） 

②工賃無料、グリップ代割引のグリップ交換キャンペーン実施 ： 8 月 10 日(水)～8 月

31 日（水） 

 ※ 8 月 10 日（水）～11 日（木） グリップ診断＆即売会 

③グローブフィッティング＆即売会実施 ： 8 月 10 日（水）～12（金） 

 ④大手メーカーの新商品試打会実施 ： 8月 10 日（水）、12 日（金）、13日（土）、21 日

（日） 

 

３．アコーディア・ゴルフアカデミー千葉北校 

 ①【新規入会キャンペーン】 

 期間： 8 月 10 日（水）～31 日(水) 

 対象： スクールに新規入会された方 

 特典： 入会金 無料（通常 2,100 円） 

  ボール代 2,000 円分プレゼント 

さらに、先着 100 名様にはアコーディア・ゴルフオリジナルスポーツタオルプレゼ



 

ントなどの特典あり。 

②アコーディア・ゴルフ所属プロによる無料ゴルフクリニック 

 実施日：8月12日（金）、13日（土） 

 ③8月中のお試しレッスンが通常の半額（1,050円/60分ボール代込） 

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

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

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。2011年 7 月 28 日現在、

138 のゴルフ場と 20 のゴルフ練習場を運営（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機会がなかった方々にも魅力を

感じていただけるように、ゴルフ総合サービス業として、全く新しいゴルフシーンの創出に努めてい

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 

Email: pr@accordiagolf.com   Fax: 03-6688-1611  

丸毛(まるも) 晴恵 Phone：03-6688-1567  

鈴木 加奈     Phone：03-6688-1575 

株式会社 ワンフォーワン 

 飯村 直登、星  三和子 

   Phone：03-5728-0141 /090-2544-5670 

■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 サービスデスク Phone: 03-6688-1300 


