2012 年 11 月 6 日
各

位
オリックス・ゴルフ・マネジメント合同会社

レストランバイキング開催中
～ゴルフプレーヤーのみならず、一般の方でもご利用いただけます～
～厳選した食材を使用した見た目も味も華やかなメニューを提供～

オリックス・ゴルフ・マネジメント合同会社（本社：東京都目黒区、社長：小池 正昭、
以下「OGM」）は、OGM が運営する全国のゴルフ場レストランにおいて、「バイキング」
を開催しておりますのでお知らせします。
ゴルフ場のレストランは、広々としたクラブハウスにあり、緑豊かで雄大な景色を眺め
ながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。OGM のゴルフ場レストランでは期
間限定でバイキングを実施（※1）しており、プレーヤーはもちろんのこと、ゴルフプレーを
しない一般のお客さまでもこのくつろぎの空間を利用していただくことができます。また、
温泉やお風呂、ゴルフ練習場といった付帯施設をご利用いただけるゴルフ場もございます（※
1）。

もちろん、料理もホテル並みの本格的な品揃えをご用意しており、バリエーション豊か
なメニューで味覚のみならず視覚でもご満足いただけます。各ゴルフ場が「旬」や「地場」
といったテーマで創意工夫を凝らした数々のオリジナルメニューをご用意しており、中に
は和食・洋食・中華、さらにデザートも合わせ 40 種を超える料理が所狭しと並ぶゴルフ場
もあります。
また、シェフがお客さまの目の前で調理する屋台ブースを設けているゴルフ場も多く、
旬野菜の天ぷらやローストビーフ、黒毛和牛の鉄板焼き、ホタテの鉄板焼き、握りずしな
ど、さまざまな料理をゴルフ場毎に提供しています。なお、プレー後のアフターメニュー
としてワンコインデザートバイキングを実施しているゴルフ場もあり、こちらも一般のお
客さまがティータイムとしてご利用いただけます。

【人気メニューの一例】

▲ 季節野菜の天ぷら

▲

バイキングの様子

▲

ローストビーフ

▲

スイーツバイキング

ぜひこの機会に、OGM のゴルフ場レストランでくつろぎのひとときをお過ごしください。
OGM は、今後とも、｢先進｣「安定」
「満足」の企業理念のもと、
「1 日を、大切にするゴ
ルフ場へ。」をサービスブランドに掲げ、さらなるサービス向上に努め、ゴルファーの皆さ
まからより一層愛されるゴルフ場を目指してまいります。

※1：実施しているゴルフ場は別表をご参照ください。

以

＜本件に関するお問い合わせ先＞
広報担当：古田・小松

TEL：03-5487-0562

ホームページ： http://www.orix-golf.jp

上

ゴルフ場名
小名浜ｶﾝﾄﾘｰ
倶楽部（福島）

東
日 アドニス小川ｶﾝﾄﾘｰ
本 倶楽部（埼玉）
エ
リ 東ノ宮ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
（栃木）
ア

東
海
エ
リ
ア

価格
1,500円

開催期間

人気商品

11/19(月)～25(日)、
12/25(火)～28(金)
原則毎月5日間程度

ローストビーフ

活きた鰻から調理したうな重、マル秘レシピの
自家製ローストビー
牛タンシチュー、季節に応じたメニューが自
フ、宇都宮餃子
慢。

1,500円 不定期年/2回

ディアレイク・
ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部（栃木）

1,500円 8月、1月、2月の不定期 と揚げる天ぷら

小萱OGMﾁｪﾘｰｸﾘｰｸ
ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ（岐阜）

1,800円 12/10(月)、11(火)

富士OGMｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗﾌﾞ
御嵩花トピアｺｰｽ(岐阜)

1,600円 2ヵ月に1回

富士OGMｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗﾌﾞ
一志温泉ｺｰｽ(三重)

1,500円 週間

富士OGMｴｸｾﾚﾝﾄｸﾗﾌﾞ
伊勢二見ｺｰｽ(三重)

1,365円 12/15(土)～28(金)

奈良若草
ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部(奈良)

1,500円 不定期

奈良ＯＧＭ
ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ(奈良)

1,500円 12/19(水)、20(木)

目の前で握るお寿司 揚げたての海老天は抹茶塩と共に。サーモンの
マリネや鳥のからあげもお勧め。

毎月第3週の平日／

11/27(火)～30(金)、
原則2ヶ月に1回

毎月1回、主に第3週に1

毎月1回2週間

11/20(火)～22(金)、
12/11(火)～13(木)、

毎月変わるテーマに沿った、和・洋・中の料理
が色とりどり盛られてボリューム満点。

チョコレートファウ スイーツが豊富で子供にも大人気。魚料理はパ
ンテン
イ包みや香草焼きがお勧め。野菜も豊富。

年2回（3月、7月）

時期による ※共に1ヶ月半程度

11/17(土)～30(金)、

特徴

屋台で提供
さいころステーキ

季節の食材をメインに使用。屋台では「天ぷ
ら・握り寿司・ステーキ・旬の魚」をご提供。

ローストビーフ

種類が豊富なので食事だけでも利用したい。と
いう声が急増中。

目の前の屋台で揚げ 山上の雄大な景色と食事を楽しんだ後は+500円
るアツアツの天ぷら で美肌温泉。日頃の心と体の疲れを癒して。
鉄板焼きサイコロス 目前で焼くサイコロステーキは舌がとろけるよ
テーキ
う。旬魚の天ぷらや、ビーフカレーもお勧め。
特製ダシまきたまご

作りたてアツアツのダシまきたまごが◎。サバ
の押し寿司を含む約45種類のメニューは圧巻。

屋台で提供する鉄板 緑広がる雄大な景観の中、シェフの美味しい料
焼きステーキ
理を楽しみながら味わえます。

原則毎月3日間

グリーンハイランド
ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(三重)

近 サンリゾート
畿 ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ（和歌山）
エ
リ 六甲ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
(兵庫)
ア

中
国
・
九
州
・
沖
縄

1,680円

11/13(火)～16(金)、
12/18(火)～20(木)
毎月3～4日間程度

屋台で提供する焼き アツアツの焼きそば、うどんは改めて麺の美味
そば・やきうどん しさを実感出来ます。

11/13(火)～16(金）、

1,365円 12/11(火)～14(金）

屋台の焼肉

和・洋・中華とバリエーションも豊富で、あっ
さり派からがっつり派まで満足頂けます。

黒毛和牛の鉄板焼き

年1回！料理長自ら目の前で焼き上げる厳選され
た黒毛和牛はとろけるような美味しさ。

毎月4日間

2,625円

年1回
(開場記念企画として)
11/13(火）～16(金）、

11月･･肉、魚
11月は鉄板焼き、12月はクリスマスと毎回テー
12月･･ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ、ﾁｷﾝ マが。野菜やデザートが多いのも嬉しい。

ロータリー
ｺﾞﾙﾌ倶楽部(兵庫)

1,575円 12/18(火)～21(金）

三木セブンハンドレッ
ド倶楽部(兵庫)

1,260円 毎月5日間（平日）

天ぷら

揚げたての天ぷらは絶品。スタンプラリーによ
る特典もあり。

富士OGMｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
小野コース(兵庫)

1,200円 毎月末5日間（平日）

ステーキ

毎日通うファンがいる。鉄板で焼くステーキは
パンとの相性抜群。

ローズウッド
ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ(兵庫)

1,260円 2ヵ月（偶数月）に1度

揚げたての天ぷら

アツアツの状態の天ぷらは美味。自家製のピザ
も手がとまらなくなると好評。

白竜湖ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ

1,500円 （12～2月なし）

エビチリ

和洋中品数が豊富なバイキング。今年は11月が
最後のチャンス。

ケーキ

プレー後14時よりワンコインスイーツバイキン
グを実施。プラス500円でソフトドリンク飲み放
題付。

(広島)

いづも大社
ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(島根)
浜田ゴルフリンクス
(島根)

花祭ｺﾞﾙﾌ倶楽部
(佐賀)

エ 阿蘇大津ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
リ (熊本)
ア 沖縄ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
(沖縄)

毎月3～4日間程度

12/17(月)～22(金）

毎週火・水

500円 12月29日迄
1,200円 毎週祝日を除く月・火
11/11(日)～17(土)、
毎月1週間程度

冬：かつとじ、牛す
季節に合ったメニューを和洋折衷、デザートま
じ煮込み
で用意していることで大人気。
夏：冷やしうどん

11/6(火)～8(木)、
12/22(土)～25(火)

煮込みハンバーグ、 ボリュームのある煮込みが人気。スパゲティな
ホルモン煮込み
ど女性にも人気なメニューも盛りだくさん。

1,300円 12/23(日)～29(土)
1,200円

海老と季節の野菜の 週替りで「和・中華」と「洋」を交互に開催。
天ぷら、握り寿司 スイーツやドリンクも充実。女性に大好評。

不定期/月2～4日程度

そ 冬場：刺身、テビチ 沖縄ならではの旬料理が食べられる。オードブ

時期による の他、チャリティーコン 夏場：ローストビー ルは忘新年会用、お盆用などでも大人気。
ペなど

フ、魚料理

※

開催日程、内容は変更になる場合がございます。

※

詳しくは各ゴルフ場にお問い合わせください。

テビチ・・沖縄おでんに入っている豚足。

【OGM 運営 43 施設（ゴルフ場 40 ヵ所・練習場 2 ヵ所・インドアスクール 1 ヵ所）】
※2012 年 9 月 1 日現在

【OGM サービスブランド】

