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ラウンドを新設するとかグリーンを

ここのバンカーを工事しますといっ

「やっぱり大会用のコースセッティ

改造するといったときもすごく力に

プ、さらにはキーパーの誇りを確立

ングとなると普段と違うわけで、ス

なってくれそうですね。全体の機能

ーたちと
「コーライグリーン研究会」
いのコースを訪れ、状況を確認して

タッフのモチベーションも上がるし、

たことを説明するときも俯瞰で見ら

いる。特に近年のように異常な気象

自信にもなる。その意味でもこれか

れるのでわかりやすいし、ティーグ

が頻発すると、『アルバトロス』で積

から見れば、まだ十分の一も活かし

することにある。

み上げたデータや近隣コースとの情

らもどんどん大会を開催してくれる

をつくって情報交換し、時にはお互

報交換がますます重要になるという。

ていないかもしれません。でも、知

ーパーとしての誇り、とりわけコー

中村氏は、
『アルバトロス』はキ

が欠かせないし、管理スタッフ全員

ていくには他のコースとの情報交換

っては非常に厳しい。それに対応し

があるような状況で、コーライにと

中村氏は自ら重機を使ってレディ

た状況の中では、
『アルバトロス 』

は大きく変わってきている。こうし

れば知るほど活用範囲が広がりそう

ライグリーンの評価を保ち向上させ

ス用のティーグラウンドを造ったり

が持つさまざまな機能に寄せられる

考えている。狙いはコース全体のレ

主催競技の決勝大会を開催したいと

新サービス開始に伴い、製品内容と価格の改定を実施

『アルバトロス』 大幅プライ

キーパーアシストツール

〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-18 サンビル4F
☎092-707-3215 FAX 092-707-3216
WEB https://www.inform-near.com/

株式会社

［問い合わせ先］インフォニア

スダウン

初期費用 198万円（＋2.5万円／月）
➡80万円（＋2.5万円／月）

により、コース管理を取り巻く環境

コロナ禍や気候の劇的な変動など

ですね」

ていく上でも大きな力になっている

のスキルをさらに上げていかなけれ

もするが、そこでも『アルバトロ

しなくなっている。年に二度も梅雨

という。

ばならない。そのためにも『アルバ

スタッフそれぞれのスキルが上が

「
『コ ー ラ イ は、ち ょ っ と ね ……』

れば、ひいてはキーパーの評価自体

期待はますます高まりそうだ。

いう気持ちでやっています。幸いに

を高めることにもつながる。実際、

ス』に期待している。

も九州では芥屋（ゴルフ倶楽部）な

コースの状態をよく知る古くからの

「たとえばコース委員会に対して、

どがトーナメントコースとしていい

トロス』に期待するところは大きい

グリーンをつくっていて、それが宣

会員の間からは、
「最近よくなった

ですね」

伝にもなっているので、我々もあそ

中村氏はまた、競技の誘致にも積

たそうだ。

ね」という声が聞かれるようになっ

は、一度失敗したら回復には 年、
ため中村氏は、芥屋の他、門司ゴル

極的で、年に一度は九州ゴルフ連盟

フ倶楽部、小郡カンツリー倶楽部、

ベルアップ、キーパーのスキルアッ

年とかかってしまうことだ。その

2

コーライグリーンの管理の難しさ

こを目標に日々作業をしています」

と言われるのが一番カチンときます

アルバトロスの活用範囲は
さらに広がる

ようハウス側にアピールしています」
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「もう『例年通り』というのが通用

〈ＰＲ〉
航空写真を用いた管理画面でコース全体を確認できる。
文字やデータを書き込むことも可能

ね。ベントには絶対負けられん、と

スキルアップとともに
キーパーの地位の向上へ

中村志郎キーパーと打ち合わせ
する
『アルバトロス』開発者のイ
ンフォニア
（株）
代表取締役 中
村太郎氏
現場からの要望には迅速に対
応してくれる

宮崎カントリークラブなどのキーパ
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