
食べた感想をＰＧＭオフィシャルサイトへ投稿すると 

鉄人シェフスペシャルスイーツセットが当たる！ 

「鉄人ｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾆｭｰ＆極、濃旨かれーうどん 感想募集ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」を実施！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

    

 PGM ゴルフ場にて提供している「鉄人シェフスペシャルメニュー」が、提供開始から 2 周年を迎えました。現在は、 

中華の鉄人・陳 建一氏が監修した「麻婆豆腐」・「担担麺」、フレンチの鉄人・坂井 宏行氏が監修した「シチュー・ド・ 

ハンバーグ」を提供中で、先日 2 月 1 日からは、新メニューとして、坂井シェフ監修の和のテイストが香る「根菜入   

ボンゴレビアンコ」が新たなメニューとして加わりました。「鉄人シェフスペシャルメニュー」の全国展開の実績をふまえ、

PGM は、2012 年 2 月より、全国共通の｢PGM オリジナルメニュー」の提供を開始します。第一弾は、寒い季節には  

もってこいの「極（きわみ）、濃旨（こくうま）かれーうどん」です。「鉄人シェフスペシャルメニュー」2 周年と「PGM オリジナル

メニュー」第一弾の提供を記念して、PGM のゴルフ場にて、2 月 21 日（火）から 5 月 21 日（月）の期間中に「鉄人   

シェフスペシャルメニュー※1」または「極、濃旨かれーうどん※2」をご注文いただき、PGM オフィシャルサイト上に   

同メニューを召し上がっていただき感想を投稿いただいたお客様の中から抽選で、「陳建一の中華風タルト     

（6 個入り）」と「坂井宏行のこだわりプリン（6 個入り）」をセットにした｢スペシャルスイーツセット｣を 20 名様にプレゼント

する「感想募集キャンペーン」を実施いたします。感想の投稿はパソコンからだけでなく、スマートフォン・携帯電話  

からも可能ですので、お気軽にご参加いただけます。寄せられた感想は今後のメニュー開発に活かしてまいります。 

※1・2:「鉄人シェフスペシャルメニュー・極、濃旨かれーうどん」はゴルフ場により提供するメニューとセット内容、価格が異なります。 

 

■「鉄人ｼｪﾌｽﾍﾟｼｬﾙﾒﾆｭｰ＆極、濃旨かれーうどん 感想募集ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」概要 

【実 施 期 間 】 2012 年 2 月 21 日（火）～5 月 21 日（月） 

【対象メニュー】  

・陳建一氏監修メニュー ： 「四川飯店 陳建一の麻婆豆腐」（1,280～1,380 円） 

   「四川飯店 陳建一の担担麺」（1,580 円） 

・坂井宏行氏監修メニュー ： 「根菜入ボンゴレビアンコ」（1080 円～） 

   「坂井宏行のシチュー・ド・ハンバーグ」（1,280～1,380 円） 

・PGM オリジナルメニュー第一弾 ： 「極、濃旨かれーうどん」（1080 円～） 
※ 「鉄人シェフスペシャルメニュー・極、濃旨かれーうどん」はゴルフ場により提供するメニューと 

セット内容、価格が異なります。 

【応 募 条 件 】  

PGM ゴルフ場でプレー時に、上記対象メニューを食べ、PGM オフィシャルサイト特設 

ページへ（http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/）感想を投稿していただいた 

お客様。 ※メニュー1 品につき 1 回の投稿までとなります。 

【プレゼント】  「陳建一の中華風タルト（6 個入）」と「坂井宏行のこだわりプリン（6 個入）」をセットにした 

 ｢スペシャルスイーツセット｣を 20 名様にプレゼント 

PGM だより 2012/2 月号 
『PGM だより』は PGM 広報部が
報道関係者様向けに毎月発行 
しているニュースレターです 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2012/1/13 『2011 年 12 月 月次営業実績』 

◆ 2012/1/25 『役員人事のお知らせ 神田 有宏が代表取締役社長に就任』 
 

今月の TOPICS 

○  食べた感想をＰＧＭオフィシャルサイトへ投稿すると鉄人シェフスペシャルスイーツセットが当たる！ 

 「鉄人シェフスペシャルメニュー＆極、濃旨かれーうどん 感想募集キャンペーン」を実施！ 

○  アマチュアゴルファーの男女ペアであればどなたでも！ 

  『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』を開催いたします！ 

○ 「成田の森カントリークラブ」高速バス最寄バス停からの無料送迎サービスを始めました。 



アマチュアゴルファーの男女ペアであればどなたでも！ 

『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』を開催いたします！ 
 

 

 PGM では、女性ゴルファーをはじめ多くの方に競技ゴルフの楽しさを知っていただけるよう、アマチュアゴルファー

の男女ペアであればどなたでもご参加いただける『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』を、全国 4 ヶ所の

PGM ゴルフ場で 4 月から順次開催いたします。当大会では、一般的な競技ゴルフで参加資格とされる、ハンディ  

キャップ等の技術レベルは不問とし、競技方法はペアが各自の球でプレーし、良いスコアのボールだけがカウント 

されるフォアボール方式としています。ご夫婦・恋人・友人･会社の同僚・上司、先輩後輩など、気の合う男女ペアで

参加していただき、パートナーの方とコミュニケーションをはかりながら、気軽に楽しく競技をお楽しみいただけます。 

賞品としましては、優勝・準優勝・3 位・各とび賞をご用意、参加者全員には参加賞と PGM カードのポイント（1,000  

ヤード）をプレゼントさせていただきます。 

 

 『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』の募集要項等の詳細については、以下の概要またはウェブサイト

をご覧ください。 http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/mixws_2012.html 

 
■「PGM ミックスダブルス presented by Callaway」概要 
 
【 主  催 】 パシフィックゴルフマネージメント株式会社  
 
【特別協賛】 キャロウェイゴルフ株式会社 
 
【開催日程・会場/費用】 

 

エリア 日時 会場 住所／電話番号 募集人数 プレー料金※ 

4 月 1 日（日） セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 
茨城県かすみがうら市 

0299-22-6000 
40 チーム 

19,800 円* 

（キャディー付）
関東 

5 月 9 日（水） 美浦ゴルフ倶楽部 
茨城県稲敷郡美浦村 

029-840-0001 
40 チーム 

15,300 円* 

（キャディー付）

関西 4 月 19 日（木） 大宝塚ゴルフクラブ 
兵庫県宝塚市 

0797-91-1361 
40 チーム 

12,900 円* 

（セルフプレー）

中部 4 月 22 日（日） 花の木ゴルフクラブ 
岐阜県瑞浪市 

0572-68-9111 
30 チーム 

17,000 円* 

（セルフプレー）

 

＊別途エントリー費としまして、お 2 人で 5,000 円を事前お振込みいただきます。 

＊プレー料金には、プレー代、昼食代、パーティ代が含まれています。 
 
【競技方法】  

・18 ホールストロークプレー、他チーム 2 名との組合せ 

・日本ゴルフ協会（ＪＧＡ）ゴルフ競技規則及び大会ローカルルールを適用 

・フォアボール方式 

・男性/レギュラーティー、女性/レディスティーを使用 
 
【参加資格】  

・エントリーは 1 チーム 2 名（男性・女性のペア） 

・アマチュアゴルファーであること。 

 

【参加応募方法】  

・お電話 ：上記の開催ゴルフ場へ直接ご連絡下さい。 

・インターネット：PGM オフィシャルサイト特設ページ 

  http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/mixws_2012.html 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 「成田の森カントリークラブ」（千葉県香取市）では、2012 年 1 月より、同ゴルフ場の最寄バス停である「高速バス 

栗源バス停」とゴルフ場間の無料送迎サービスを開始しました。千葉交通と京成バスでは、JR 浜松町駅（世界貿易

センタービル）・JR 東京駅八重洲口から高速バスを運行しており、「栗源バス停」までの所要時間は約 60 分・片道

1,800 円です。都内からの自家用車・電車のご利用に比べ移動時間は少なく、安価で、特に、お車の運転を避けたい

方やコンペ・宴会プラン等でお酒を召し上がる方に大変お勧めのサービスです。サービスを実施してから約 1 ヶ月が

経過しましたが、都内近郊にお住まいの同ゴルフ場会員様を中心に、ご利用いただいたお客様からは早くもご好評

をいただき、同サービスをご利用いただくリピーターも増えています。  

 
■「高速バス」概要 

【注意事項】 ・交通・天候等の諸状況により配車時間及びゴルフ場への到着順が変更になる場合がございます。 

 ・栗源バス停からゴルフ場までの送迎バスのご利用の際には、ゴルフ場への事前のご連絡が必要となります。 

【 料 金 】 片道 ： 1,800 円 （税込） 

【集合場所】 浜松町駅をご利用の場合・・・羽田空港行モノレール駅の下（世界貿易センタービル 1F）になります。 

 東京駅をご利用の場合・・・八重洲中央口の東京建物ビル前のバス停になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高速バスの時刻表】 

 

 

 

 

 

「成田の森カントリークラブ」の同サービスの詳細については、下記ウェブサイトでもご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/kosoku_bus/ 
 
■ 「成田の森カントリークラブ」について 

所 在 地  千葉県香取市山倉 2628-4 
連 絡 先  TEL：0478-79-1000 / FAX： 0478-79-1010 
オープン日 1985 年 7 月 21 日 
コース設 計 大久保 昌 
ホームページ http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/ 
 

※千葉県長生郡長南町の「アバイディングクラブ ゴルフソサエティ」でも、横浜駅から運行しているアクアラインバス最寄バス停からの  

送迎サービスを実施しております。詳細については下記ウェブサイトでご確認いただけます。 

http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/kosoku_bus/ 

 

 

下り・旭ルート銚子行き 発車時間 

浜松町駅 6：20 7：30

東京駅八重洲口前 6：35 7：45

栗源バス停（ゴルフ場最寄バス停） 7：53 9：03

上り・東京方面 発車時間 

栗源バス停（ゴルフ場最寄バス停） 16：38 17：38

東京駅八重洲口前 17：59 18：59

浜松町駅 18：14 19：14

【浜松町駅 集合場所】 【東京駅 集合場所】 

「成田の森カントリークラブ」高速バス最寄バス停からの無料送迎サービスを始めました。

【ご取材・ご掲載依頼などはお気軽にお問い合わせください】 

 PGMグループ広報部 トンプソン/山田/高野 TEL. 03-6408-8500 

 オズマピーアール 大島/玉城/蔵本 TEL. 03-3403-0282 

【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]をご利用ください】 http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/ 

【広報部ブログ更新中です！】 http://blog2.pgm-players.com/pressroom/ 

【PGM公式Facebook「いいね！」ボタンのクリックお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 


