
 

 
 

 

2011 年 8 月 1 日 

株式会社アコーディア・ゴルフ 

報道関係者各位 

ALL ACCORDIA 東日本大震災復興支援プロジェクト 

「AID from the Green」の対象地域を拡大 

第三弾 ～ゴルフの力で被災地をサポート～ 

ショートホールでの｢ワンオンチャレンジ｣を 8 月 1 日（月）より実施 

1 参加につき￥100 を売上金の中から寄付 
 

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、東日本大震

災復興支援プロジェクトとして、「AID from the Green」を実施しており、その 第三弾として 2011 年 8

月 1 日（月）から「ゴルフの力で被災地をサポート」プログラムを、当社が運営するゴルフ場、ゴルフ練

習場計 118 カ所で対象地域を拡大して開始します。 

 

第三弾の「ゴルフの力で被災地をサポート」では、第二弾の 101 カ所から 17 カ所広げ、118 カ所の

ゴルフ場とゴルフ練習場を対象としました。来場いただいた皆さまには、引き続き、一人につき 100

円の義援金を募集し、募金いただいたお客さまには、当社運営のゴルフ場の無料ラウンド券や協力

会社の皆さまからの協賛商品など、合計 2,500 名以上が当選するスピードくじをその場でお引きい

ただきます（商品の詳しい内容につきましては、当社公式 HP にて順次お知らせしています）。 

 

また、第三弾では、対象ゴルフ場で＜ワンオンチャレンジ MAX＞を実施いたします。この＜ワンオン

チャレンジ MAX＞は、後半ハーフのショートホールでワンオンにチャレンジしていただき、成功する

とレストランにてくじ引きで賞品が当たります。この＜ワンオンチャレンジ MAX＞に参加いただきます

と、当社より売上金の一部（１参加につき 100 円）を義援金として寄付させていただきます。くじ引き

にハズレはなく、また、ワンオン未達成の場合も残念賞を用意していますので、多くのゴルファーの

方にご参加いただきたいと思います。 

 

さらに、第一弾、第二弾から引き続き、当社グループの従業員からも義援金を募ります。お客さまか

ら集まった募金と当社からの義援金は、日本赤十字社を通じて、全額被災地の皆さまへ寄付させて

いただきます。4 月 11 日から実施した第 1 弾、第 2 弾では、105,314,142 円の寄付が集まっていま

す。（7 月 31 日時点）（なお、募金合計金額については、1 週間ごとに更新した合計額を弊社ホーム

ページ上で報告しています。第三弾終了後に、集まった募金全額を寄付する予定です）。 

 

今後も、当社は、アコーディア･ゴルフのお客さま、お取引先さまのお力と従業員の力を結集させ、東

日本大震災の被災地の皆さまをサポートしてまいります。 

 



 

 
 

【第三弾  ゴルフの力で被災地をサポート 概要】 

期間：2011 年 8 月 1 日（月）から 2011 年 9 月 30 日（金） 

対象事業所： 岩手県、宮城県、福島県、栃木県（一部）、茨城県、千葉県（一部）を除く全ての 

事業所（ゴルフ場 103 カ所とゴルフ練習場 15 カ所の合計 118 カ所） 

         ※対象ゴルフ場、ゴルフ練習場一覧は、別紙参照。 

内容： 

① 対象のゴルフ場、ゴルフ練習場に来場いただいた皆さま全員を対象に 1 名 100 円の義援金を

募り、集まった義援金は全額、日本赤十字社を通じて被災地の皆さまへ寄付。ご協力いただい

たお客さまには、当社運営ゴルフ場の無料プレー券などの商品が当たるスピードくじをその場で

引いていただきます 

② ＜ワンオンチャレンジ MAX＞に参加頂くと、売上金の一部（１参加につき 100 円）を寄付します 

※＜ワンオンチャレンジ MAX＞とは・・・後半ハーフのショートホールでワンオンに挑戦。ワンオンに成功す

ると、レストランにてくじ引きで賞品が当たります。くじ引きにハズレはなく、また、ワンオン未達成の場合も

残念賞を用意しています。また、参加されたお客様全員に参加賞があります。参加費￥1050（税込） 

③ アコーディア･ゴルフグループの対象事業所の全従業員と本社と大阪営業所に勤務する全従業

員より義援金を募ります 

 

【ALL ACCORDIA 東日本大震災復興支援プロジェクト 「AID from the Green」について】 

  東日本大震災の被災地には、当社運営のゴルフ場、練習場も多数存在し、開業以来今まで地域

の皆さまのご支援のもと営業をしてきました。その地域の皆さまが甚大な被害を受けられている状況

を見るにあたり、全国で働くグループ会社従業員から、「今こそ何か恩返しをしたい｣との声があがり、

全社的に被災地支援のプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトは第 3 弾で終了する予定です。 

  このプロジェクトでは、「ALL ACCORDIA」として、株式会社アコーディア･ゴルフとその従業員だ

けでなく、当社運営のゴルフ場、練習場にご来場いただくゴルファーの皆さまやお取引いただいてい

る協力会社の皆さまにもご協力を仰ぎ、少しでも多くの思いを被災地の皆さまに送ります。 

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

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 



 

 
 

ALL ACCORDIA 東日本大震災復興支援プロジェクト「AID from the Green」 

第三弾  ゴルフの力で被災地をサポート  対象事業所一覧 

（赤文字が今回から参加する事業所） 

【ゴルフ場】 103 カ所 

北海道 大沼レイクゴルフクラブ 三重県 双鈴ゴルフクラブ関コース 

  千歳カントリークラブ   ルート 25 ゴルフクラブ 

  樽前カントリークラブ   藤原ゴルフクラブ 

秋田県 男鹿ゴルフクラブ   鈴鹿の森ゴルフクラブ 

山形県 山形南カントリークラブ   名松・ゴルフクラブ 

新潟県 大新潟カントリークラブ三条コース   嬉野カントリークラブ 

  大新潟カントリークラブ出雲崎コース   四日市の里ゴルフクラブ 

群馬県 妙義カントリークラブ   フォレスト芸濃ゴルフクラブ 

  ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ   霞ゴルフクラブ 

  甘楽カントリークラブ 京都府 レイクフォレストリゾート 

  ツインレイクスカントリー倶楽部   加茂カントリークラブ 

  関越ハイランドゴルフクラブ   協和ゴルフクラブ 

  緑野カントリークラブ   亀岡ゴルフクラブ 

  藤岡ゴルフクラブ 奈良県 奈良の杜ゴルフクラブ 

  ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場   大和高原カントリークラブ 

  ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場   万壽ゴルフクラブ 

栃木県 広陵カントリークラブ 大阪府 きさいちカントリークラブ 

  大平台カントリークラブ   泉佐野カントリークラブ 

  喜連川カントリー倶楽部   岬カントリークラブ 

埼玉県 彩の森カントリークラブ   堺カントリークラブ 

  秩父国際カントリークラブ 和歌山県 ラビーム白浜ゴルフクラブ 

  寄居カントリークラブ 兵庫県 山の原ゴルフクラブ 

  玉川カントリークラブ   猪名川国際カントリークラブ 

  こだま神川カントリークラブ   猪名川グリーンカントリークラブ 

  ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場   愛宕原ゴルフ倶楽部 

千葉県 ニュー南総ゴルフ倶楽部   神戸パインウッズゴルフクラブ 

  東京湾カントリークラブ   播磨カントリークラブ 

  アクアライン ゴルフクラブ   加西カントリークラブ 

  花生カントリークラブ   白鷺ゴルフクラブ  

  鴨川カントリークラブ   やしろ東条ゴルフクラブ 

  房州カントリークラブ 岡山県 岡山御津カントリークラブ 

  南市原ゴルフクラブ 広島県 竹原カントリークラブ 

神奈川県 大厚木カントリークラブ 本コース   本郷カントリー倶楽部 

  大厚木カントリークラブ 桜コース   広島中央ゴルフクラブ 

  小田原ゴルフ倶楽部松田コース 山口県 周防カントリークラブ 

静岡県 十里木カントリークラブ   山陽国際ゴルフクラブ 

  三島カントリークラブ 福岡県 福岡フェザントカントリークラブ 

  愛鷹シックスハンドレッドクラブ   セントラル福岡ゴルフ倶楽部 

  伊豆国際カントリークラブ   二丈カントリークラブ 

山梨県 大月ガーデンゴルフクラブ 大分県 別府の森ゴルフ倶楽部 

愛知県 キャッスルヒルカントリークラブ   天瀬温泉カントリークラブ 

  つくでゴルフクラブ 熊本県 菊池カントリークラブ 

石川県 北陸グリーンヒルゴルフ 長崎県 佐世保国際カントリー倶楽部  

  金沢セントラルカントリー倶楽部   ハウステンボスカントリークラブ 



 

 
 

  石川ゴルフ倶楽部   長崎パークカントリークラブ 

福井県 フクイカントリークラブ 宮崎県 青島ゴルフ倶楽部 

  越前カントリークラブ   レインボースポーツランドゴルフクラブ 

滋賀県 大津カントリークラブ東コース 鹿児島県 湯の浦カントリー倶楽部 

  大津カントリークラブ西コース 沖縄県 ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ 

  双鈴ゴルフクラブ土山コース   パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

岐阜県 新陽カントリー倶楽部     

  フォレストみずなみカントリークラブ     

  サンクラシックゴルフクラブ     

 

【ゴルフ練習場】 15 カ所 
群馬県 アコーディア・ガーデン藤岡 奈良県 アコーディア・ガーデン帝塚山 

  アコーディア・ガーデン春日部 大阪府 アコーディア・ガーデン柏原 

千葉県 アコーディア・ガーデン柏 兵庫県 アコーディア・ガーデン加古川  

  アコーディア・ガーデン四街道サンビック   アコーディア・ガーデン神戸北町  

  アコーディア・ガーデン千葉東金   アコーディア・ガーデン甲子園浜  

神奈川県 アコーディア・ガーデン茅ヶ崎   アコーディア・ガーデン西神  

福井県 アコーディア・ガーデン フクイ 広島県 アコーディア・ガーデン広島中央 

愛知県 アコーディア・ガーデン瀬戸     



 

 
 

ALL ACCORDIA 東日本大震災復興支援プロジェクト「AID from Green」 
第三弾｢ゴルフの力で被災地をサポート｣告知ポスター 

 

   第二弾 「ゴルフプレーで被災地をサポート」告知ポスター 

 
第一弾｢西日本から被災地をサポート｣ 

 


