
 

システムメンテナンスのお知らせ 

 

平素は ALBA.Net ゴルフ場予約をご利用いただきましてありがとうございます。 

 

ALBA.Net ゴルフ場予約はサービス向上のため、一部ゴルフ場において、下記の時間帯

でメンテナンスを実施いたします。 

メンテナンス中は対象ゴルフ場の予約・変更・キャンセルができなくなりますので、

あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。 

 

【メンテナンス期間】 

2020 年 9 月 23 日（水）20:00 ～ 2020 年 9 月 24 日（水）0:30 まで 

※メンテナンス時間については前後する場合がございます。予めご了承ください。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ALBA.Net ゴルフ場予約部門 

お問合せ窓口:golf_info@alba.co.jp 

 

 

【対象ゴルフ場】 

アコーディア・ゴルフ運営ゴルフ場（別紙に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アコーディア・ゴルフ運営ゴルフ場一覧 

 

北海道 大沼レイクゴルフクラブ 

北海道 樽前カントリークラブ 

宮城県 おおさとゴルフ倶楽部 

宮城県 花の杜ゴルフクラブ 

宮城県 宮城野ゴルフクラブ 

山形県 山形南カントリークラブ 

福島県 宇津峰カントリークラブ 

福島県 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ 

茨城県 セントラルゴルフクラブ 麻生コース（旧麻生カントリークラブ） 

茨城県 石岡ゴルフ倶楽部 

茨城県 石岡ゴルフ倶楽部ウエストコース 

茨城県 霞台カントリークラブ 

茨城県 セントラルゴルフクラブ NEW コース 

茨城県 セントラルゴルフクラブ 

茨城県 ワイルドダックカントリークラブ 

茨城県 土浦カントリー倶楽部 

茨城県 取手桜が丘ゴルフクラブ 

茨城県 水戸・ゴルフ・クラブ 

栃木県 IWAFUNE GOLF CLUB（旧岩舟ゴルフ倶楽部） 

栃木県 大平台カントリークラブ 

栃木県 関東国際カントリークラブ 

栃木県 喜連川カントリー倶楽部 

栃木県 広陵カントリークラブ 

栃木県 皆川城カントリークラブ 

群馬県 甘楽カントリークラブ 

群馬県 関越ハイランドゴルフクラブ 

群馬県 藤岡ゴルフクラブ 

群馬県 ツインレイクスカントリー倶楽部 

群馬県 ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場 

群馬県 ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 

群馬県 緑野カントリークラブ 

群馬県 妙義カントリークラブ 

埼玉県 おおむらさきゴルフ倶楽部 

埼玉県 こだま神川カントリークラブ 

埼玉県 さいたまゴルフクラブ 

埼玉県 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 

埼玉県 玉川カントリークラブ 

埼玉県 秩父国際カントリークラブ 

埼玉県 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 

埼玉県 寄居カントリークラブ 

千葉県 南市原ゴルフクラブ 



千葉県 オーク・ヒルズカントリークラブ 

千葉県 かずさカントリークラブ 

千葉県 鴨川カントリークラブ 

千葉県 アクアライン ゴルフクラブ 

千葉県 グレンオークスカントリークラブ 

千葉県 佐原カントリークラブ 

千葉県 スカイウェイカントリークラブ 

千葉県 千葉桜の里ゴルフクラブ 

千葉県 東京湾カントリークラブ 

千葉県 アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ 

千葉県 アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース 成田 

千葉県 成田ゴルフ倶楽部 

千葉県 成田東カントリークラブ 

千葉県 ニュー南総ゴルフ倶楽部 

千葉県 花生カントリークラブ 

千葉県 房州カントリークラブ 

千葉県 四街道ゴルフ倶楽部 

千葉県 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 

東京都 相武カントリー倶楽部 

神奈川県 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース 

神奈川県 大厚木カントリークラブ 桜コース 

神奈川県 大厚木カントリークラブ 本コース 

新潟県 大新潟カントリークラブ 出雲崎コース 

新潟県 大新潟カントリークラブ 三条コース 

石川県 石川ゴルフ倶楽部 

石川県 金沢セントラルカントリー倶楽部 

福井県 フクイカントリークラブ 

山梨県 大月ガーデンゴルフクラブ 

岐阜県 サンクラシックゴルフクラブ 

岐阜県 新陽カントリー倶楽部 

岐阜県 美濃関カントリークラブ（旧：ボゥヴェールカントリー倶楽部） 

岐阜県 フォレストみずなみカントリークラブ 

静岡県 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 

静岡県 伊豆国際カントリークラブ 

静岡県 十里木カントリークラブ 

静岡県 三島カントリークラブ 

静岡県 富士の杜ゴルフクラブ 

愛知県 キャッスルヒルカントリークラブ 

愛知県 つくでゴルフクラブ 

三重県 ルート 25 ゴルフクラブ（旧:アイ・ジィ・エーCC） 

三重県 霞ゴルフクラブ 

三重県 フォレスト芸濃ゴルフクラブ 

三重県 鈴鹿の森ゴルフクラブ 



三重県 双鈴ゴルフクラブ 関コース 

三重県 藤原ゴルフクラブ 

三重県 名松・ゴルフクラブ 

三重県 四日市の里ゴルフクラブ（旧:Ｊゴルフ四日市クラブ） 

滋賀県 大津カントリークラブ 西コース 

滋賀県 大津カントリークラブ 東コース 

滋賀県 双鈴ゴルフクラブ 土山コース 

京都府 亀岡ゴルフクラブ 

京都府 加茂カントリークラブ 

京都府 協和ゴルフクラブ 

京都府 グランベール京都ゴルフ倶楽部 

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 

京都府 レイクフォレストリゾート ザ・センチュリーコース 

大阪府 泉佐野カントリークラブ 

大阪府 きさいちカントリークラブ 

大阪府 堺カントリークラブ 

大阪府 岬カントリークラブ 

兵庫県 愛宕原ゴルフ倶楽部 

兵庫県 猪名川グリーンカントリークラブ 

兵庫県 猪名川国際カントリークラブ 

兵庫県 加西カントリークラブ 

兵庫県 やしろ東条ゴルフクラブ（旧グリーンエース CC） 

兵庫県 神戸パインウッズゴルフクラブ 

兵庫県 白鷺ゴルフクラブ 

兵庫県 東条パインバレーゴルフクラブ（旧:タイガースゴルフクラブ） 

兵庫県 播磨カントリークラブ 

兵庫県 山の原ゴルフクラブ 

奈良県 奈良の杜ゴルフクラブ 

奈良県 奈良万葉カンツリー倶楽部 

奈良県 大和高原カントリークラブ 

和歌山県 ラビーム白浜ゴルフクラブ 

広島県 竹原カントリークラブ 

広島県 広島安佐ゴルフクラブ（旧:広島中央ゴルフクラブ） 

広島県 本郷カントリー倶楽部 

山口県 山陽国際ゴルフクラブ 

福岡県 かほゴルフクラブ（旧:嘉穂カントリー倶楽部） 

福岡県 セントラル福岡ゴルフ倶楽部 

福岡県 二丈カントリークラブ 

福岡県 福岡フェザントカントリークラブ 

長崎県 佐世保国際カントリー倶楽部 

長崎県 長崎パークカントリークラブ 

長崎県 ハウステンボスカントリークラブ 

熊本県 菊池カントリークラブ 



大分県 天瀬温泉カントリークラブ 

大分県 別府の森ゴルフ倶楽部 

宮崎県 青島ゴルフ倶楽部 

宮崎県 レインボースポーツランドゴルフクラブ 

鹿児島県 湯の浦カントリー倶楽部 

沖縄県 ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 

沖縄県 パームヒルズゴルフリゾートクラブ 

 

以上 


