
 

全国のゴルフ場レストランスタッフによる 255 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 
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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：鎌田 隆介）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である株式会社ハーツリー（以下ハーツリー）が実施した｢第9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 2012 年 11 月 1 日（木）から

2012 年 11 月 30 日（金）まで全国 129 コース（グランプリ提供ゴルフ場数：14、優秀賞提供ゴルフ場数：115）で提供

します。 

同コンテストは、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、ハーツリーが運営する全国のゴルフ場レストラン

に勤務するスタッフが考案したメニューを競い合います。9 回目となる 2012 年度の決勝大会は 9 月に南市原ゴルフ

クラブにて行われました。 

今年のコンテストのテーマは「キングサーモンをメインにした新しい発想のランチメニュー」。ゴルフ場のメニューに

は肉料理が多く、お客様に喜んでいただける魚メニューとしてポピュラーでかつ抗酸化力が極めて高い栄養成分を

持ち No.1 アンチエイジングフードともいわれるキングサーモンをテーマ食材としました。（注１）審査は、オリジナルレ

シピの味はもちろん、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行われました。 

全国 160 店舗（ハーツリーが運営受託しているグループ外施設も含む）、255 点の応募メニューの中から厳正な

書類、実食審査の結果、グランプリには「麦飯で！キングサーモンと豆腐のハンバーグどんぶり～黒酢ソースかけ

～」(関東国際カントリークラブ 加藤愛美考案)が選ばれました。このメニューは 2012 年 11 月 1 日（木）から 11 月

30 日（金）まで、当社グループの全国のゴルフ場 14 ケ所にてお客様に提供します。また、優秀賞は、「塩麹キング

サーモンの石焼き秋御膳」（大新潟カントリークラブ 三条コース 渡辺亜紀子考案）と、「キングサーモンの燻りわっ

ぱご飯と和風ちゃんぽんのつけ麺御膳」（皆川城カントリークラブ 北原洋二考案）が受賞しました。優秀賞のメニュ

ー２点も、同期間、それぞれ、全国 59 と 56 のゴルフ場で提供されます。 

今後も、当社とハーツリーは、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。 

注１：サーモンは、皮膚の免疫力向上に役立つビタミン A、B 群やD、E などを多く含み、決行を促進して肌の保護、栄養補給に効果的

に働くといわれています。 

 



■「第9回全国料理コンテスト」決勝大会概要 

１． 日時 2012年9月5日（水） 

２． 場所 南市原ゴルフクラブ レストラン   〒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 「キングサーモンをメインにした新しい発想のランチメニュー」 

４． 出品数 12品（全255作品の中から選抜） 

５． グランプリ    加藤 愛美（関東国際カントリークラブ） 

優秀賞    渡辺 亜紀子（大新潟カントリークラブ 三条コース） 

優秀賞    北原 洋二（皆川城カントリークラブ） 

 

 

■秋のキャンペーンメニュー 

１）提供メニュー  ｢第 9 回全国料理コンテスト｣ 受賞メニュー 

グランプリ： 「麦飯で！キングサーモンと豆腐のハンバーグどんぶり～黒酢ソースかけ～」 

販売価格：1470 円（税込み） 

考 案 者 ： 関東国際カントリークラブ 加藤愛美 

考案者コメント：キングサーモンと健康（医食同源）を融合させた料理に仕上げました。ハンバーグは、キングサーモンと良

質なタンパク質を多く含む豆腐を合わせふんわり感を演出しています。麦飯にした理由は、麦飯に多く含まれるビタミン B6

がタンパク質の代謝を助ける働きがあるためです。丼のソースはお客様の健康を意識し、アミノ酸を多く含み疲労回復効果

のある黒酢をアレンジしました。食感・色彩にこだわり、シャキシャキで色彩豊かな国産元気野菜と、ハンバーグの食感と

異なるクリスピーに焼き上げたキングサーモンをあしらい、お好みで調節できるように酸味の強い黒酢のソースを添えまし

た。年齢や性別を問わずお客様に喜んで頂ける丼に仕上がったと思います。健康・見た目・味・食感の四重奏を楽しんで頂

けたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞： 「塩麹キングサーモンの石焼き秋御膳」 販売価格：1470 円（税込み） 

考案者： 大新潟カントリークラブ 三条コース 渡辺亜紀子 

考案者コメント：1晩塩麹に漬けた主役のキングサーモンをこんがりと焼き上げました。塩麹は健康にも良く、特に疲労回復、

老化防止等に良いとされています。サーモンと素焼きした秋の味覚を石焼の器の中で混ぜ合わせてそのままお召し上がり頂い

た後、お好みでだし汁を加えてお茶漬け風にしてもお召し上がりいただけます。実は、この料理のもう1つの特徴は「しば漬

け」です。これは、食感を豊かにし、味のアクセントとしても重要でサーモンの良い引立て役になっています。この料理を考

える時にお客様の姿をイメージしながら1度と言わず何回でも召し上がっていただけるようにとの思いと、また、お客様の大

切な方に「美味しいから食べてごらん」と薦めてもらえるようにとの思いを込めご用意しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞： 「キングサーモンの燻りわっぱご飯と和風ちゃんぽんのつけ麺御膳」 販売価格：1680 円（税込み） 

考案者： 皆川城カントリークラブ 北原洋二 

考案者コメント：キングサーモンを燻り焼きにしたものをわっぱ風のご飯に仕上げ、味噌味の和風ちゃんぽんつけ麺と合わせ

ました。わっぱご飯のキングサーモンは、塩麹に一晩漬け込み、燻り焼きにしてあります。ご飯は、滋賀県産コシヒカリを使

用し、野沢菜漬けのシャキシャキ感といくらと共にお召し上がり下さい。具だくさんのちゃんぽんつけ麺は、味噌味に仕上げ、

国産の野菜と有頭のボイルエビ、キングサーモンを具材にし、国産牛のホルモンをスープの隠し味で使用してあります。麺は、

ちゃんぽん麺を使用し”もちもち感”があり、薬味には四川豆板醤、にんにく、バター、黒と白のいりごまを用意し、豆板醤の

旨辛い濃厚な風味とバターのまろやかなこくが絡み合い、飽きの来ない味が楽しめます。“楽しいゴルフ、美味しい料理” を

理念に、ご来店いただいた全てのお客様が満足していただける様、努力していきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 提供ゴルフ場  

グランプリ 「麦飯で！キングサーモンと豆腐のハンバーグどんぶり～黒酢ソースかけ～」  

販売価格：1470円 （14ゴルフ場）                        

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 

群馬県 ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 三重県 鈴鹿の森ゴルフクラブ 

埼玉県 ノーザンカントリークラブ錦ケ原ゴルフ場 滋賀県 大津カントリークラブ 西コース 

栃木県 関東国際カントリークラブ 奈良県 大和高原カントリークラブ 

茨城県 土浦カントリー倶楽部 大阪府 きさいちカントリークラブ 

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 

茨城県 水府ゴルフクラブ 宮崎県 レインボースポーツランドゴルフクラブ 

 

 



優秀賞 「塩麹サーモンの石焼き秋御膳」 

販売価格：1470円 （59ゴルフ場） 

北海道 大沼レイクゴルフクラブ 石川県 石川ゴルフ倶楽部 

千歳カントリークラブ 金沢セントラルカントリー倶楽部 

宮城県 宮城野ゴルフクラブ 滋賀県 双鈴ゴルフクラブ 土山コース 

山形県 山形南カントリークラブ 大阪府 岬カントリークラブ 

新潟県 大新潟カントリークラブ 出雲崎コース 京都府 加茂カントリークラブ 

大新潟カントリークラブ 三条コース 協和ゴルフクラブ 

群馬県 ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 亀岡ゴルフクラブ 

妙義カントリークラブ 兵庫県 猪名川国際カントリークラブ 

関越ハイランドゴルフクラブ 播磨カントリークラブ 

ヴィレッジ東軽井沢ゴルフクラブ 加西カントリークラブ 

藤岡ゴルフクラブ 白鷺ゴルフクラブ 

栃木県 大平台カントリークラブ やしろ東条ゴルフクラブ 

喜連川カントリー倶楽部 和歌山県 ラビーム白浜ゴルフクラブ 

埼玉県 こだま神川カントリークラブ 広島県 竹原カントリークラブ 

玉川カントリークラブ 本郷カントリー倶楽部 

秩父国際カントリークラブ 広島安佐ゴルフクラブ 

茨城県 セントラルゴルフクラブ NEWコース 山口県 周防カントリークラブ 

千葉県 習志野カントリークラブ 空港コース 山陽国際ゴルフクラブ 

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 

静岡県 伊豆国際カントリークラブ 福岡県 福岡フェザントカントリークラブ 

十里木カントリークラブ セントラル福岡ゴルフ倶楽部 

山梨県 大月ガーデンゴルフクラブ 二丈カントリークラブ 

愛知県 キャッスルヒルカントリークラブ かほゴルフクラブ 

岐阜県 フォレストみずなみカントリークラブ 長崎県 長崎パークカントリークラブ 

サンクラシックゴルフクラブ 佐世保国際カントリークラブ 

三重県 名松ゴルフクラブ ハウステンボスカントリークラブ 

双鈴ゴルフクラブ 関コース 大分県 別府の森ゴルフ倶楽部 

福井県 フクイカントリークラブ 天瀬温泉カントリークラブ 

越前カントリークラブ 熊本県 菊池カントリークラブ 

 鹿児島県 湯の浦カントリー倶楽部 

 

 

 

優秀賞 「キングサーモンの燻りわっぱご飯と和風ちゃんぽんのつけ麺御膳」 

販売価格：1680円 （56ゴルフ場） 

北海道 樽前カントリークラブ 神奈川県 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース 

宮城県 花の杜ゴルフクラブ 大厚木カントリークラブ 本コース 

福島県 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ 大厚木カントリークラブ 桜コース 



群馬県 甘楽カントリークラブ 東京都 相武カントリークラブ 

緑野カントリークラブ 静岡県 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 

ツインレイクスカントリー倶楽部 三島カントリークラブ 

栃木県 皆川城カントリークラブ 岐阜県 新陽カントリー倶楽部 

広陵カントリークラブ 三重県 四日市の里ゴルフクラブ 

埼玉県 彩の森カントリークラブ 藤原ゴルフクラブ 

寄居カントリークラブ フォレスト芸濃ゴルフクラブ 

さいたまゴルフクラブ 霞ゴルフクラブ 

茨城県 水戸ゴルフクラブ ルート25ゴルフクラブ 

霞台カントリークラブ 滋賀県 大津カントリークラブ 東コース 

取手桜が丘ゴルフクラブ 奈良県 奈良の杜ゴルフクラブ 

セントラルゴルフクラブ 万壽ゴルフクラブ 

石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース 京都府 レイクフォレストリゾート バード・スプリングコース 

石岡ゴルフ倶楽部 レイクフォレストリゾート ザ・センチュリーコース 

千葉県 習志野カントリークラブ Ｋ＆Ｑコース 大阪府 泉佐野カントリークラブ 

成田東カントリークラブ 堺カントリークラブ 

千葉桜の里ゴルフクラブ 兵庫県 山の原ゴルフクラブ 

佐原カントリークラブ 愛宕原ゴルフ倶楽部 

オーク・ヒルズカントリークラブ 神戸パインウッズゴルフ倶楽部 

グレンオークスカントリークラブ 東条パインバレーゴルフクラブ 

東京湾カントリークラブ 宮崎県 青島ゴルフ倶楽部 

アクアラインゴルフクラブ 沖縄県 ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 

南市原ゴルフクラブ パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

花生カントリークラブ   

鴨川カントリークラブ 

ニュー南総ゴルフ倶楽部 

成田ゴルフ倶楽部 

 

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

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。2012 年 10 月 1 日現在、135 のゴルフ場と 22 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 

鈴木 加奈 Phone：03-6688-1575 / 丸毛(まるも) 晴恵 Phone：03-6688-1567 

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 

mailto:pr@accordiagolf.com

