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PGM では、小学生から高校生までの子どもたちを対象に、ゴルフをスポーツとして楽しんでもらう機会を提供する  

活動「PGM ジュニアズプログラム」を 2006 年より展開しています。その「PGM ジュニアズプログラム」の取組みを   

積極的に行ったゴルフ場への表彰を行う 2011 年度『PGM ジュニアズ年間最優秀コース』の表彰式が 2 月 21 日（火）

に PGM 東京本社にて行われました。各ゴルフ場の活動内容への審査の結果、最終ノミネートされた 6 ゴルフ場から    

「沖縄国際ゴルフ倶楽部」（沖縄県国頭郡恩納村）が 2011 年度の「PGM ジュニアズ年間最優秀コース」に選ばれ  

ました。 

■「PGM ジュニアズ年間最優秀コース」概要 

・受賞ゴルフ場： 「沖縄国際ゴルフ倶楽部」 / ジュニアズコーチ： 伊波 正幸（いは･まさゆき） 

・受 賞 理 由： PGM ジュニアズプログラムの導入から 2 年目でありながら前年対比 145％の 

 136 名の子どもたちが参加、ジュニア委員会設立などによるサポート体制の拡充 

・選 考 基 準： ①ゴルフへの愛情を伝えるためのプログラムの数 

 ②プログラムに参加している子どもの数/③プログラムの品質 

 ④地域密着/⑤未来を考えている/⑥スタッフの情熱/⑦アンケートの結果 

・ノミネートゴルフ場： <東日本> 「桂ゴルフ倶楽部」（北海道苫小牧市）、「美浦ゴルフ倶楽部」（茨城県 

 稲敷郡美浦村）、「富士チサンカントリークラブ」（静岡県富士宮市） 

 <西日本> 「ヤシロカントリークラブ」（兵庫県加東市）、「土佐山田ゴルフ倶楽部」 

 （高知県香美市）、「沖縄国際ゴルフ倶楽部」（沖縄県国頭郡恩納村） 

 
 

 
  
 

 

PGM ではお客様により良いサービスをご提供するために、「お客様満足度調査」を実施しています。「お客様満足度

調査」から、2011 年に PGM グループゴルフ場でプレーをし、調査にご回答いただいた約 29,000 人の女性のお客様 

（ビジター）の調査結果をまとめた『女性ゴルファー度満足度ランキング 2011』を、女性ゴルファー向け Web サイト

『PGM Angel Golf』にて発表いたしました。全国の PGM のゴルフ場の中で女性ゴルファーの満足度が最も高かった 

のは、「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）で、回答者の約 98.8%が「非常に満足」・「満足」と回答しています。

2 位は「三木の里カントリークラブ」（静岡県周智郡森町）、3 位は「桂ゴルフ倶楽部」（北海道苫小牧市）という結果  

となりました。詳しくは、『女性ゴルファーによる 2011 年度満足度ランキング』をご確認ください。 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/trend/201202/ 

 

なお、『PGM Angel Golf』のサイトリニューアルを記念して 2012 年 4 月 16 日（月）～5 月 31 日（木）の期間中に対象の   

35 コースへご来場いただいた女性ゴルファー全員に、レディスアメニティキットをプレゼントする『レディスゴルファー応援！

プレゼントキャンペーン』を実施いたします。 http://www.pacificgolf.co.jp/AngelGolf/campaign/ladiessupport/ 

PGM だより 2012/3 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 

◆ 2012/2/7 『2012 年度 PGM のジュニア向け活動の概要決定』 

◆ 2012/2/8 『Yahoo! JAPAN と PGM 両社のサービス提携に関する趣意書締結のお知らせ』 

◆ 2012/2/8 『2011 年度 通期決算概要のお知らせ』 

◆ 2012/2/13 『2012 年 1 月 月次営業実績』 

◆ 2012/2/16 『女子プロゴルファー 笠 りつ子選手とスポンサーシップ契約を締結』 

◆ 2012/3/1 『PGM 公式サイトからのゴルフ予約・プレーで「Yahoo!ポイント」の獲得とご利用が可能に』 

今月の TOPICS 

○  2011 年度『PGM ジュニアズ年間最優秀コース』決定！ 

○ 『女性ゴルファー満足度ランキング 2011』発表！ 総合満足度 1 位は「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町） 

○  2012 年 PGM 主催の競技大会のご紹介 

○ 「成田の森 CC」・「ムーンレイク GC」でナイター1 ラウンドプレー営業開始！ 

○  PGM グループゴルフ場のメンバー同士の交流を深める『PGM メンバーフレンドリー大会』を開催いたします 

2011 年度『PGM ジュニアズ年間最優秀コース』決定！  

     『女性ゴルファー満足度ランキング 2011』発表！ 

     総合満足度 1 位は「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町） 



 

 

PGM 主催の競技大会を今年 2012 年も多数開催いたします。詳細は PGM 公式サイト内「イベント情報ページ」にて   

ご覧いただけます。 ※イベント情報ページ http://www.pacificgolf.co.jp/event/schedule.asp 

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

千成ジュニアカップ 千成ゴルフクラブ（栃木県大田原市） 0287-28-1100 4月2日(月） 80名

京ジュニアカップ 京カントリークラブ（千葉県山武郡芝山町） 0479-77-2222 4月2日(月） 96名

ヤシロジュニアカップ ヤシロカントリークラブ（兵庫県加東市） 0795-42-6000 4月2日(月） 60名

たけべの森ジュニアカップ たけべの森ゴルフ倶楽部（岡山県岡山市） 0867-22-2200 4月3日(火） 90名

仙台ヒルズジュニアカップ 仙台ヒルズゴルフ倶楽部（宮城県仙台市） 022-278-0736 4月5日(木） 56名

桂ジュニアカップ 桂ゴルフ倶楽部（北海道苫小牧市） 0144-57-5757 4月15日(日） 48名

全国にて開催予定 - 7月～8月の夏休み期間中 -

■PGMスクラッチ選手権　※オープンクラス・シニアクラス・レディスクラスの３クラスによる18ホールストロークプレー（スクラッチ競技）による個人戦。

大会名称 開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

関東大会A サンヒルズカントリークラブ（栃木県宇都宮市） 028-665-4111 4月21日（土） 120名

関西大会A かさぎゴルフ倶楽部（京都府相楽郡笠置東山） 0743-95-5500 4月28日（土） 120名

関東大会B 美浦ゴルフ倶楽部（茨城県稲敷郡美浦村） 029-840-0001 5月1日（火） 120名

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

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 4月1日（日） 40チーム

大宝塚ゴルフクラブ（兵庫県宝塚市） 0797-91-1361 4月19日（木） 40チーム

花の木ゴルフクラブ（岐阜県瑞浪市） 0572-68-9111 4月22日（日） 30チーム

美浦ゴルフ倶楽部（茨城県稲敷郡美浦村） 029-840-0001 5月9日（水） 40チーム

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

関東・関西・中部にて開催予定 - 9月～10月 40～50チーム

■PGMメンバーフレンドリー大会　※4名1チーム（PGM運営ゴルフ場のメンバーチーム）で行う18ホールストロークプレー（スクランブル方式）による団体戦

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

ピートダイゴルフクラブ VIPコース（栃木県日光市） 0288-26-4888 5月6日（日） 40名

■PGM企業対抗ダブルス　※2名 1チーム（企業チーム）で行う18ホールストロークプレーフォアボール（スクラッチ競技）によるチーム対抗戦。

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

関東大会A予選 サンヒルズカントリークラブ（栃木県宇都宮市） 028-665-4111 5月5日（土） 40チーム

関西大会A予選 関西空港ゴルフ倶楽部（大阪府和泉市） 0725-54-2022 5月12日（土） 40チーム

関西大会B予選 ヤシロカントリークラブ（兵庫県加東市） 0795-42-6000 5月19日（土） 40チーム

関東大会B予選 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 5月26日（土） 40チーム

関西大会C予選 神有カントリー倶楽部（兵庫県神戸市） 078-981-5333 6月2日（土） 40チーム

関東大会C予選 ムーンレイクゴルフクラブ（千葉県茂原市）  0475-26-5500 6月9日（土） 40チーム

関西大会決勝 かさぎゴルフ倶楽部（京都府相楽郡笠置東山） 0743-95-5500 7月7日（土） 18チーム

関東大会決勝 美浦ゴルフ倶楽部（茨城県稲敷郡美浦村） 029-840-0001 7月14日（土） 18チーム

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

関東大会A ムーンレイクゴルフクラブ（千葉県茂原市）  0475-26-5500 8月1日（木） 60チーム

関西大会 かさぎゴルフ倶楽部（京都府相楽郡笠置東山） 0743-95-5500 8月4日（土） 60チーム

関東大会B 霞ヶ浦カントリー倶楽部（茨城県行方市） 0299-55-2311 8月11日（土） 60チーム

大会名称

■PGMミックスダブルス　※2名 1チーム（男女ペアチーム）で行う18ホールストロークプレーフォアボール（ダブルペリア方式）によるチーム対抗戦。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※秋大会は開催内容が変更になる場合がございます。

PGM アドバンスジュニアズシリーズ
スプリング大会

ＰＧＭペアマッチ

PGM アドバンスジュニアズシリーズ

PGMミックスダブルス （秋大会）

BRIDGESTONE GOLF CUP
PGMスクラッチ選手権

PGM企業対抗ダブルス
タイトリストカップ

■PGMアドバンスジュニアズ　※小学生・中学生・高校生の男女　計6部門による18ホールストロークプレー（スクラッチ競技）による個人戦。
                                                ※実施部門は開催ゴルフ場により異なります。

大会名称

PGMミックスダブルス
presented by Callaway 2012 Spring

大会名称

大会名称

ＰＧＭメンバーフレンドリー大会

大会名称

■PGMペアマッチ ※2名 1チーム（ファミリーチーム）で行う18ホールストロークプレーフォアボール（ダブルペリア方式）によるチーム対抗戦。
　　　　　　　　  　　　   ※本大会は大会名が変更になる場合がございます。

大会名称

 
■日中韓ゴルフ大会 ※18ホールストロークプレー（ダブルペリア方式）による国別対抗戦。※本大会は開催日が変更になる場合がございます。

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県龍ヶ崎市) 0297-64-0110 9月 60チーム

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

関西大会A予選 木津川カントリー倶楽部(奈良県奈良市) 0742-95-0031 9月15日（土） 20チーム

関東大会A予選 サンヒルズカントリークラブ(栃木県宇都宮市) 028-665-4111 9月17日（祝） 30チーム

関東大会B予選 スプリングフィルズゴルフクラブ(茨城県筑西市) 0296-57-9811 9月22日（土） 30チーム

関西大会B予選 アークよかわゴルフ倶楽部(兵庫県三木市) 0794-73-1900 9月29日（土） 20チーム

関東大会C予選 ムーンレイクゴルフクラブ(千葉県茂原市)  0475-26-5500 10月6日（土） 30チーム

関西大会C予選 かさぎゴルフ倶楽部(京都府相楽郡笠置東山) 0743-95-5500 10月8日（祝） 20チーム

中部大会 花の木ゴルフクラブ(岐阜県瑞浪市) 0572-68-9111 10月8日（祝） 20チーム

関東大会D予選 プレステージカントリークラブ(栃木県栃木市) 0282-31-1111 10月13日（土） 30チーム

関西大会決勝 ライオンズカントリー倶楽部(兵庫県三木市) 0794-72-1717 11月3日（祝） 18チーム

関東大会決勝 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 11月10日（土） 24チーム

■PGMスクール対抗　※ 4名1チーム（PGM提携プロ及びその生徒チーム）で行う18ホールストロークプレー（ダブルペリア方式）による団体戦

開催ゴルフ場 TEL 開催日 募集

サンヒルズカントリークラブ（栃木県宇都宮市） 028-665-4111 12月21日（金） 40チーム

大会名称

PGMスクール対抗 

大会名称

■PGM企業対抗ゴルフ　※4名1チーム（企業チーム）で行う18ホールストロークプレー（ダブルペリア方式）による団体戦
                                       ※本大会は大会名が変更になる場合がございます。　※花の木ゴルフクラブの開催日は変更になる場合がございます。

大会名称

日中韓ゴルフ大会

ＰＧＭ企業対抗ゴルフ

 

2012 年 PGM 主催の競技大会のご紹介 



 
 

 

今年もいよいよ待望のナイタープレーのシーズン到来です。「成田の森カントリークラブ」（千葉県香取市）では 2012 年 

3 月 1 日（木）より、「ムーンレイクゴルフクラブ」（千葉県茂原市）では 3 月 16 日（金）より、ナイター1 ラウンドプレー営業

が開始されます。都心からの距離も近く、仕事帰りのご利用や日焼けを気にせずのプレーができるとご好評を     

いただいております。 
 

■「成田の森カントリークラブ」ナイター営業概要 

ナイター1 ラウンド営業開始日 2012 年 3 月 1 日（木）から ※ナイターハーフラウンド営業は通年で実施中。 

最終スタート時間 【3/1～3/29 0.5R 19：00、1.0R 17：00】 【3/30～4/26 0.5R 20：00、1.0R 18：00】 【4/27 以降 0.5R 1.0R ともに 20：00】 

ナイター料金 平日 ： ハーフ 3,500 円 / 土日祝 ： ハーフ 5,000 円  ※1 ラウンドは倍額となります。 

受付方法 予約電話： 0478-79-1000 （当日受付可） 

■「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 

コース概 要 コーライ 18 ホール/6681 ヤード、ベント 18 ホール/6495 ヤード 

ホームページ http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/ 
 

■「ムーンレイクゴルフクラブ」ナイター営業概要 

ナイター1 ラウンド営業開始日  2012 年 3 月 16 日（土）から ※ナイターハーフラウンド営業は通年で実施中。 

最終スタート時間 0.5R 21：00 1.0R 18：30 

ナイター料金 【平日 ： ハーフ 3 月 3,500 円、4 月以降 4,500 円】 【土日祝 ： ハーフ 3 月 4,500 円、4 月以降 5,500 円】 ※1 ラウンドは倍額となります。 

受付方法 ナイター専用ダイヤル ： 0475-27-2228 （当日受付可） 

■「ムーンレイクゴルフクラブ」について 

所 在 地  千葉県茂原市長尾 1647 

連 絡 先  TEL： 0475-26-5500 / FAX： 0475-26-5152 

コース概 要 18 ホール / 6742 ヤード 

ホームページ http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake/ 

 

 

 
 

PGM では、会員の皆様により良いゴルフライフを楽しんでいただけるよう、会員様限定のサービスやイベントの開催、

コミュニティの活性化等のサービスをご提供しています。2012 年 5 月 6 日（日）には、PGM グループ会員様の懇親を

目的とした『PGM メンバーフレンドリー大会』を「ピートダイゴルフクラブ VIP コース」(栃木県日光市)で開催します。

PGM グループゴルフ場の会員であればどなたでも 1 名様からお申込いただくことができます。プレー終了後には   

表彰式をかねた懇親会を開催し、他ゴルフ場会員様との親交を深めていただける場をご提供いたします。 
 

■『PGM メンバーフレンドリー大会』 開催概要 
 
【開 催 日 】 2012 年 5 月 6 日（日） 
【 会 場 】 「ピートダイゴルフクラブ VIP コース」（栃木県日光市）  
【参加資格】 ・PGM 運営ゴルフ場のメンバー 
 ・プレミアムステージメンバー 
 ・P-CAP 一時移動メンバー 
【プレー代】 11,950 円（税込） ※プレー代には、キャディフィ、昼食代を含みます。 
   ※参加費（1,500 円・税込）は含まれておりません。 
   ※上記以外の飲食代、その他実費は各自ご負担いただきます。 
【競技方法】 4 名 1 組を１チームとしたスクランブル方式による 18 ホールズストロークプレー  
【募集人数】 40 名 
 

 

 

 

 

 

「成田の森 CC」・「ムーンレイク GC」でナイター1 ラウンドプレー営業開始！ 

PGM グループゴルフ場のメンバー同士の交流を深める 

『ＰＧＭメンバーフレンドリー大会』を開催いたします 

【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/ 


