
 
全国のゴルフ場レストランスタッフによる２４９作品の頂点が決定！！  

      全国料理コンテストのグランプリと優秀賞受賞メニュー 

W 豚骨炊き餃子と石焼レタス炒飯“宇都宮風” 

国産豚ばらの“トンテキ”懐かしい洋食屋さん仕立て 

  を１０月１日より全国で提供開始 
 

 

2011 年 9 月 30 日 

株式会社アコーディア・ゴルフ 

報道関係者各位 

 

   
 

 

 

 

 

 

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、運営するゴルフ場の 

レストランを運営するグループ会社ハーツリーレストランシステムが実施した｢第 8 回全国料理コンテスト｣において、

グランプリと優秀賞に選ばれた作品を、秋のキャンペーンメニューとして 2011 年 10 月 1 日から 2011 年 10 月 31 日

まで全国 128 コース（グランプリ提供ゴルフ場数：116、優秀賞提供ゴルフ場 12）で提供します。 

同コンテストは、ハーツリーレストランシステムが運営する全国のゴルフ場レストンランに勤務するスタッフが考案し

たメニューの中からグランプリを決定するもので、昨年に引き続き、フード・アクション・ニッポン推進本部の後

援の下、本年８月末に、南市原ゴルフクラブにて行われました。このコンテストはレストランスタッフの探究心と技能を

向上させ、ゴルフ場レストラン運営のプロフェッショナルとしてお客様に喜んで頂けるメニュー開発をすることを最大

の目的として、2004 年から開始され、今年で 8 回目を数えます。 

今年のコンテストのテーマは「フード・アクション・ニッポンの概念を取り入れて～旨い！早い！お得！～」。主材

料、及び野菜、お新香、味噌、米は国産品を使用することなどを条件に考案されたオリジナルレシピを対象に、味

はもちろん、調理工程や手順、売価以上の価値があるかどうかなどのポイントに沿って、審査が行われました。 

全国 145 店舗（ハーツリーレストランシステムが運営受託しているグループ外施設も含む）、249 点の応募の中か

ら厳正な書類、実食審査の結果、グランプリには「W 豚骨炊き餃子と石焼きレタス炒飯“宇都宮”」(寄居カントリーク

ラブ 内田景子料理長考案)が選ばれました。このメニューは 2011 年 10 月 1 日から 10 月 31 日まで、当社グルー

プの全国のゴルフ場 116 ケ所にてお客様に提供します。また、優秀賞を受賞した「国産豚ばらの“トンテキ”懐かし

い洋食屋さん仕立て」（埼玉ゴルフクラブ 中家圭次エリア長考案）は、使用した食材のうち、消費カロリーベースの

国産食材の割合を競うフード・アクション・ニッポン賞も W 受賞しました。本メニューは、同期間、全国 13 のゴルフ場

で提供されます。 

今後も、ご来場される幅広い年代のお客様が、ゴルフだけでなくレストランでの食事も楽しんでいただけるよう、ス

タッフが切磋琢磨し、美味しく、独創的なメニューを作り上げていきます。また、同時に食の安全や地産地消に着目

し、食料自給率向上を目指す国民運動であるフード・アクション・ニッポンの推進パートナーとして、この運動に対す

るゴルファーの皆様の関心を高める一助となること目指してまいります。 

 



導入するメニューに関する概要は、以下の通りです。 

 

■秋のキャンペーンメニュー 

１）提供メニュー  ｢第８回全国料理コンテスト｣ 受賞メニュー 

グランプリ： 「W 豚骨炊き餃子と石焼きレタス炒飯“宇都宮風”」 

考案者  ： 寄居カントリークラブ  内田景子料理長 

コメント：炊き餃子は、博多を始め各地で流行っている、焼き餃子でも揚げ餃子でも水餃子でもない、野菜たっぷり

のスープで“炊く”新しい餃子の食べ方です。今回使用した宇都宮の餃子は、国産材料をたっぷり使ったこだわりの

商品です。キャベツなどの野菜の甘みやダシがスープの旨みをアップさせるのでこのままでも美味しく召し上がれま

すが、さらに自家製の食べるラー油を加えて頂くと 2 段階の味が楽しめます。また、石焼きレタス炒飯は、お客様自

身が熱く焼いたビビンバ用の器の中でレタスとご飯をくずしその場で炒飯にする事で、レタスの食感やマヨネーズの

香りが楽しめます。 

 

優秀賞、フード・アクション・ニッポン賞： 「国産豚ばらの“トンテキ”懐かしい洋食屋さん仕立て」 

考案者： 埼玉ゴルフクラブ 中家 圭次エリア長 

 

コメント：国産豚ばらを使用しているため、輸入物とは旨みが断然違います。フランス料理の「コンフィー」※という技法

でしっとりと煮上げたトンテキは、適度な歯ごたえがありながら柔らかい食感です。ソースは、甘辛で少し黒酢を利か

せたものと、しつこさをキリッと切るカレーソースを用いました。さらに、もうひと味楽しめるようにホイコーローに使う味

噌野菜を沿え、お肉にのせて、あるいは、ご飯と一緒にお好みで召し上がっていただけます。 

※油脂に素材を浸し、揚げ物にするよりも低い温度でゆっくりと加熱して調理するフランス料理の調理法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 豚骨炊き餃子と石焼きレタス炒飯“宇都宮風”        国産豚ばらの“トンテキ”懐かしい洋食屋さん仕立て 

販売価格：1470円（税込み）                     販売価格：1470円（税込み） 

 

 

 

 

 



２）提供ゴルフ場 

 

「W 豚骨炊き餃子と石焼きレタス炒飯“宇都宮風”」  全国 116 ヶ所

大沼レイクゴルフクラブ 習志野カントリークラブ キング・クイーンコース 

千歳カントリークラブ 習志野カントリークラブ 空港コース 

北海道 

樽前カントリークラブ 成田東カントリークラブ 

秋田県 男鹿ゴルフクラブ 千葉桜の里ゴルフクラブ 

花の杜ゴルフクラブ 佐原カントリークラブ 宮城県 

宮城野ゴルフクラブ 東京湾カントリークラブ 

山形県 山形南カントリークラブ 花生カントリークラブ 

福島カントリークラブ 鴨川カントリークラブ 

グリーンアカデミーカントリークラブ 房州カントリークラブ 

福島県 

小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ アクアライン ゴルフクラブ 

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 南市原ゴルフクラブ 

関越ハイランドゴルフクラブ オーク・ヒルズカントリークラブ 

藤岡ゴルフクラブ  グレンオークスカントリークラブ 

甘楽カントリークラブ ニュー南総ゴルフ倶楽部 

ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 

千葉県 

成田ゴルフ倶楽部 

ツインレイクスカントリー倶楽部 彩の森カントリークラブ 

緑野カントリークラブ 秩父国際カントリークラブ 

群馬県 

妙義カントリークラブ こだま神川カントリークラブ 

大平台カントリークラブ 玉川カントリークラブ 

広陵カントリークラブ 寄居カントリークラブ 

喜連川カントリー倶楽部  

埼玉県 

埼玉ゴルフ倶楽部 

栃木県 

皆川城カントリークラブ 大厚木カントリークラブ 本コース 

水戸・ゴルフ・クラブ 大厚木カントリークラブ 桜コース 

霞台カントリークラブ 

神奈川県

小田原ゴルフ倶楽部松田コース 

石岡ゴルフ倶楽部 ｳｴｽﾄｺｰｽ 山梨県 大月ガーデンゴルフクラブ 

セントラルゴルフクラブ  三島カントリークラブ 

セントラルゴルフクラブ NEWｺｰｽ 伊豆国際カントリークラブ 

取手桜が丘ゴルフクラブ  愛鷹シックスハンドレッドクラブ 

茨城県 

石岡ゴルフ倶楽部 

静岡県 

十里木カントリークラブ 

    大新潟カントリークラブ三条コース 

    

新潟県 

大新潟カントリークラブ出雲崎コース 

 

 

 

 

 

 

 



フクイカントリークラブ 山の原ゴルフクラブ 福井県 

越前カントリークラブ 猪名川国際カントリークラブ 

石川県 金沢セントラルカントリー倶楽部 愛宕原ゴルフ倶楽部 

  石川ゴルフ倶楽部 播磨カントリークラブ 

新陽カントリー倶楽部 

兵庫県 

加西カントリークラブ 

フォレストみずなみカントリークラブ 白鷺ゴルフクラブ  

岐阜県 

サンクラシックゴルフクラブ 神戸パインウッズゴルフクラブ 

大津カントリークラブ東コース 

兵庫県 

やしろ東条ゴルフクラブ 滋賀県 

双鈴ゴルフクラブ土山コース 和歌山県 ラビーム白浜ゴルフクラブ 

愛知県 キャッスルヒルカントリークラブ 岡山県 岡山御津カントリークラブ 

双鈴ゴルフクラブ関コース 本郷カントリー倶楽部 

藤原ゴルフクラブ 竹原カントリークラブ 

名松・ゴルフクラブ 

広島県 

広島中央ゴルフクラブ 

嬉野カントリークラブ 山口県 周防カントリークラブ 

ルート25ゴルフクラブ   山陽国際ゴルフクラブ 

霞ゴルフクラブ 福岡フェザントカントリークラブ 

フォレスト芸濃ゴルフクラブ セントラル福岡ゴルフ倶楽部 

三重県 

四日市の里ゴルフクラブ 

福岡県 

二丈カントリークラブ 

レイクフォレストリゾート 長崎パークカントリークラブ 

加茂カントリークラブ 佐世保国際カントリー倶楽部  

協和ゴルフクラブ 

長崎県 

ハウステンボスカントリークラブ 

京都府 

亀岡ゴルフクラブ 別府の森ゴルフ倶楽部 

奈良の杜ゴルフクラブ 

大分県 

天瀬温泉カントリークラブ 奈良県 

万壽ゴルフクラブ 熊本県 菊池カントリークラブ 

きさいちカントリークラブ 宮崎県 青島ゴルフ倶楽部 

泉佐野カントリークラブ 鹿児島県 湯の浦カントリー倶楽部 

岬カントリークラブ ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ 

大阪府 

堺カントリークラブ 

沖縄県 

パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

 

 

「国産豚ばらの“トンテキ”懐かしい洋食屋さん仕立て」  全国12ヶ所 

宮城県 おおさとゴルフ倶楽部 愛知県 つくでゴルフクラブ 

水府ゴルフクラブ 三重県 鈴鹿の森ゴルフクラブ 

土浦カントリー倶楽部 奈良県 大和高原カントリークラブ 

茨城県 

ワイルドダックカントリークラブ 兵庫県 猪名川グリーンカントリークラブ 

埼玉県 ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 宮崎県 レインボースポーツランドゴルフクラブ 

群馬県 ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場    

滋賀県 大津カントリークラブ西コース    

 

 



■「第８回全国料理コンテスト」決勝大会概要 

１． 日時 2011年8月24日（水） 

２． 場所 南市原ゴルフクラブレストンラン   〒290-0546  千葉県市原市田淵 1  TEL 0436-96-2031 

３． コンテストのテーマ  フード・アクション・ニッポンの概念を取り入れて～旨い！早い！お得！～ 

・主材料は国産品を使用すること。 

・野菜、お新香、味噌、米は国産品とすること、 など。 

４． 出品数 8品（全249作品の中から選抜） 

５． グランプリ    内田 景子（寄居カントリークラブ 料理長） 

優秀賞・フード・アクション・ニッポン賞 中塚 圭次（埼玉ゴルフクラブ エリア長） 

社長賞    石榑 大輔（四日市の里ゴルフクラブ 店長兼調理長） 

 敢闘賞    土屋 和也（三島カントリークラブ 店長兼調理長） 

６．来場審査員（敬称略） 

フード・アクション・ニッポン 推進本部事務局長  渋谷 哲久 

三井食品株式会社 代表取締役社長執行役員  長原 光男 

アサヒビール株式会社 常務執行役員 市場開発本部長 谷口 憲二 

 

■出場者及び出品メニュー 

 

名前 コース 役職 メニュー名 

内田 景子 寄居カントリークラブ 料理長 
W 豚骨炊き餃子 と石焼きレタス炒飯“宇都宮風” 

～厳選材料を使いました～ 

北原 洋二 皆川城カントリークラブ 店長兼調理長 五穀米入り炊き牛釜飯御膳（柚子の香るにゅう麺付き） 

土屋 和也 三島カントリークラブ 店長兼調理長 
炙り焼豚と“たっぷり国産野菜”の石焼つけ麺 

～味噌胡麻スープに辛味バターを添えて～ 

東 

日 

本 

中家 圭次 埼玉ゴルフクラブ エリア長 国産豚ばらの“トンテキ”懐かしい洋食屋さん仕立て 

     

名前 コース 役職 メニュー名 

石榑 大輔 四日市の里ゴルフクラブ 店長兼調理長 
十二種類の国産野菜とクスクスの焼きカレー“ナンと共に” 

～チャイのムースとヨーグルトのサラダ添え 

飯田 博明 泉佐野カントリークラブ 調理長 国産牛肩ロースのひじ豆ピラフ～山葵のソース～ 

松本 智一 石川ゴルフ倶楽部 調理長 豚ロースのマッコリ焼き～ポトフ風スープ仕立てと一緒に 

西 

日 

本 

藤澤 英信 協和ゴルフクラブ 調理長 炙り豚のパシフィックカリー～国産野菜と全粒麺を添えて～ 

 

 

 

 

 

 



＜フード・アクション・ニッポンとは…＞ 

 「フード・アクション・ニッポン 」とは、日本の食を次の世代に残し、創るために、民間企業・団体・

行政等が一体となって推進する、食料自給率向上に向けた国民運動です。 
 
 世界規模で食料をとりまく環境が変化する中、国産農作物の消

費拡大は、食料自給率向上を実現する有用な手段であると考えら

れています。そのためには、「生産」「流通」「消費」のそれぞれ

の現場で問題意識を共有し、消費者・民間企業・団体・行政等が

一体となって運動を推進することが課題となっています。この課

題の実現を目的として、農林水産省は 2008 年度より「食料自給

率向上に向けた国民運動推進事業」を立ち上げ、その基盤となる

組織として「フード・アクション・ニッポン推進本部」を発足さ

せました。 
 「フード・アクション・ニッポン」の目標は「“おいしいニッ

ポンを”残す、創る」こと。そのために、 2020 年度に食料自給

率 50％の実現を目指して取り組みます。詳しくは下記公式サイト

をご参照ください 

URL：http://syokuryo.jp/（「食料自給率」で検索） 

 

 

 

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

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 8 月 31 日現在、137 のゴルフ場と 21 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 

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 Phone：03-5728-0141 

飯村 直登  080-2390-9897 

星  三和子  090-2544-5670 

 

 

 


