
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PGM では、今年から「2014 年 PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」において、冠スポンサー   

として特別協賛し、予選から決勝大会まで会場提供や運営等の全面協力を行いました。 

この、「2014 年 PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」の各カテゴリーを勝ち抜いた PGM 日本代表

選手団が、7 月 14 日～18 日にかけてアメリカ カリフォルニア州サンディエゴのトーリーパインズ GC 他で開催された

『第 47 回 キャロウェイゴルフ 世界ジュニアゴルフ選手権』に出場した結果、杉原大河選手（13-14 歳男子の部    

個人戦）が見事優勝したほか、蛭田みな美選手と永井花奈選手のペアが優勝（15-17 歳女子の部 団体戦）を    

飾るなど、世界を舞台に日本人選手が大活躍しました。 

PGMでは今後も、1人でも多くの子どもたちにゴルフをスポーツとして楽しんでもらう無料プログラム「PGM ジュニアズ

プログラム」をはじめとする様々な取り組みを行う中で、将来のゴルフ業界を担うジュニアゴルファーの育成を目指し、

積極的に支援を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

PGM ホールディングス株式会社（本社：東京都港区高輪／代表取締役社長 田中 耕太郎）は 2014 年 8 月 6 日に

2014 年度第 2 四半期の決算概要を発表いたしました。 

発表資料は、下記 PGM オフィシャルサイトにて公開しております。 
 
1） 2014 年度 第 2 四半期財務・業績概要 

http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/presentation.html 

2) 平成 26 年 12 月期 第 2 四半期決算短信 

http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/statement.html 

PGM だより 2014/8 月号 
『PGM だより』は PGM 広報グループが
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 
◆201４/7/11 『201４年 6 月 月次営業実績』 

今月の TOPICS 
○『第 47 回 キャロウェイゴルフ 世界ジュニアゴルフ選手権』にてＰＧＭ日本代表選手団の杉原大河選手 

（13-14 歳男子の部）、 蛭田みな美選手・永井花奈選手（15-17 歳女子の部 団体戦）が見事世界 No.1 に！ 
○ PGM ホールディングス株式会社  2014 年度 第 2 四半期財務・業績概要のお知らせ 
○ 夏のゴルフは夕暮れから！ナイタープレーなら PGM グループのゴルフ場へ！ 
○ 今年も利府ゴルフ倶楽部（宮城県宮城郡利府町）にて、 

『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』（9/26～28）を開催します！ 
○ 関東地区のゴルフ倶楽部の名誉をかけた『関東倶楽部対抗決勝競技』結果発表！ 

PGM グループでは、｢総武カントリークラブ｣（千葉県印西市）が 3 位入賞！ 
 

『第 47 回 キャロウェイゴルフ 世界ジュニアゴルフ選手権』にて 
ＰＧＭ日本代表選手団の杉原大河選手（13-14 歳男子の部）、 

蛭田みな美選手・永井花奈選手（15-17 歳女子の部 団体戦）が見事世界 No.1 に！ 

PGM ホールディングス株式会社 
2014 年度 第 2 四半期財務・業績概要のお知らせ 

13-14 歳男子の部で優勝した 

杉原大河選手 

15-17 歳女子の部 団体戦で優勝した 

永井花奈選手（左）、蛭田みな美選手（右） 
PGM 日本選手団 集合写真 

http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/presentation.html
http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/statement.html


 
  

PGMでは18ホールナイター設備を完備している、「成田の森カントリークラブ」（千葉県香取市）、「ムーンレイクゴルフクラブ

茂原コース」（千葉県茂原市）、「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市）、「ムーンレイクゴルフクラブ  

鶴舞コース」（千葉県市原市）の千葉県内 4 箇所と、「亀山ゴルフクラブ」（三重県亀山市）、「ムーンレイクゴルフクラブ

鞍手コース」（福岡県鞍手郡鞍手町）の、全国 6 箇所のゴルフ場で、ナイタープレーの営業を実施しています。 

ナイタープレーは、日焼けや暑さを気にせず楽しめ、また、プレー料金も日中と比べてリーズナブルなため、女性を

はじめ、ビギナーゴルファーでも気兼ねなく幻想的な雰囲気の中、カジュアルにプレーをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナイタープレー実施ゴルフ場一覧   

■「ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース」について 

所 在 地 千葉県茂原市長尾 1647 

連 絡 先 TEL：0475-27-2228(ナイター専用) 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 3,380 円（税込 4,000 円）～ 

           ・1.0R(18H) 7,084 円（税込 8,000 円）～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  21：00 まで 

           ・1.0R（18H） 18：30 まで 

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

■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」について 

所 在 地 千葉県市原市新生 603 

連 絡 先 TEL：0436-37-8855 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 3,843 円（税込 4,500 円）～ 

           ・1.0R(18H) 7,871 円（税込 9,000 円）～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  20：00 まで※ 

           ・1.0R（18H） 19：00 まで※ 

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

■「ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース」について 

所 在 地 千葉県市原市小草畑 577 

連 絡 先 TEL：0436-89-2211 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 3,380 円（税込 4,000 円）～ 

           ・1.0R(18H) 6,621 円（税込 7,500 円）～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  21：00 まで 

           ・1.0R（18H） 20：00 まで 

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

■「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 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 2,528 円（税込 3,080 円）～ 

           ・1.0R(18H) 4,667 円（税込 5,540 円）～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  20：00 まで 

           ・1.0R（18H） 20：00 まで 

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

■「亀山ゴルフクラブ」について 

所 在 地 三重県亀山市小川町 83 

連 絡 先 TEL：0595-82-6513 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 3,033 円（税込 3,500 円）～ 

           ・1.0R(18H) 5,602 円（税込 6,500 円）～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  20：30 まで 

           ・1.0R（18H） 20：00 まで 

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

■「ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース」について 

所 在 地 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 1331 

連 絡 先 TEL：0949-42-8200 

ナイター料金 ・0.5R（9H） 2,732 円（税込 3,200 円）～ 

           ・1.0R(18H) 5,463 円(税込 6,400 円)～ 

最終スタート ・0.5R（9H）  19：30 まで 

           ・1.0R（18H） 16：30 まで 

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

※「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」は、金・土・祝前日の最終スタートが 0.5R（9H）21：00 まで、 

1.0R（18H）20：00 までとなります。 

夏のゴルフは夕暮れから！ナイタープレーは PGM グループのゴルフ場へ！ 
 

 
 

ムーンレイクゴルフクラブ 

茂原コース（千葉県茂原市） 

ムーンレイクゴルフクラブ 

市原コース（千葉県市原市） 

亀山ゴルフクラブ（三重県亀山市） 

http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/


 

 

 

 PGM グループゴルフ場の「利府ゴルフ倶楽部（宮城県宮城郡利府町）」では、今年も

LPGA ツアーの会場提供に協力し、2014 年 9 月 26 日（金）～28（日）に「第 42 回ミヤギ

テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」が開催されます。 

 「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」は 2003 年以降、毎年 

「利府ゴルフ倶楽部」が会場となり、女子ツアーでは東北地方唯一のトーナメントとして

開催いたします。今年も例年を上回るコンディションを目指し、万全の体制で開催に 

向けて準備を進めてまいります。また、本大会開催中は、震災復興支援活動として 

義援金の寄付などの活動も行う予定です。 

 「利府ゴルフ倶楽部」、PGM グループ東北エリアの各ゴルフ場及び、以下の特設  

HP では、本大会の前売入場券の販売を行っております。 

 大会の詳細は以下の URL よりご確認いただけます。 
 

■『第 42 回ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』 

http://www.mmt-tv.co.jp/event/golf2014/ 

 

 

 
 

 関東ゴルフ連盟が主催となり、加盟する会員制ゴルフ場の代表選手がチームとなってスコアを競う         

『関東倶楽部対抗決勝競技』が、2014 年 8 月 4 日（月）に戸塚カントリー倶楽部で開催されました。 

 決勝競技に参加した 25 倶楽部のうち、PGM からは、昨年準優勝でシードの｢富士チサンカントリークラブ｣（静岡県  

富士宮市）と、ブロック大会を勝ち抜いた｢総武カントリークラブ｣（千葉県印西市）、「皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース｣ 

（栃木県佐野市）の 3 倶楽部が出場しました。 

気温 32 度を超える暑さの中、決勝は１チーム 6 人（今年 55 歳以上の A クラス 3 人、年齢制限なしの B クラス 3 人）の

25 倶楽部 150 名で行われ、その結果「総武カントリークラブ」が堂々の 3 位入賞を果たしました。 

■『関東倶楽部対抗決勝競技』 PGM グループ出場ゴルフ場 結果 

・3 位 ｢総武カントリークラブ｣（千葉県印西市） 

・9 位  ｢富士チサンカントリークラブ｣（静岡県富士宮市） 

・22 位  「皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース｣（栃木県佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『関東倶楽部対抗競技』の結果は、以下の関東ゴルフ連盟 HP よりご確認いただけます。 

http://www.kga.gr.jp/php_user/compe/CompeBlockClub.php?year=2014&no=4 

 

 

 

今年も利府ゴルフ倶楽部（宮城県宮城郡利府町）にて、 
『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』（9/26～28）を開催します！ 

 

関東地区のゴルフ倶楽部の名誉をかけた『関東倶楽部対抗決勝競技』結果発表！ 
PGM グループでは、｢総武カントリークラブ｣（千葉県印西市）が 3 位入賞！ 

 

【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ホールディングス  広報グループ       高野/朴（パク）      TEL. 03-6408-8500 

オズマピーアール                    大島/杉浦/蔵本    TEL. 03-4531-0202 

【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/ 

【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/ 

「第42回 ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープン 

ゴルフトーナメント」ポスター 

出場選手は、PGM ロゴの入った 
キャップでプレー 

3 位入賞を果たした 
「総武カントリークラブ」集合写真 

画像提供：関東ゴルフ連盟 

 

「総武カントリークラブ」のクラブ旗 

http://www.mmt-tv.co.jp/event/golf2014/
http://www.kga.gr.jp/php_user/compe/CompeBlockClub.php?year=2014&no=4
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

