
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PGM では、会員の皆さまに対する付加価値向上の取り組みとして、以下の通り様々なイベントやキャンペーンを  

実施します。 

 

①『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』プロアマ戦

（11 月 4 日開催予定） 

出場権を賭けた『PGM メンバーズカップ』 

 

 

②『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』本戦

（11 月 6 日～9 日開催） 

出場権を賭けた『PGM メンバーズトーナメント』 

 

       

 

株式会社平和と PGM の共同主催で 2014 年 11 月 6 日（木）～11 月 9 日（日）に「美浦ゴルフ倶楽部」（茨城県稲敷郡   

美浦村）にて開催する男子ツアートーナメント「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」（以下、「本大会」）の、プロアマ

戦の出場権を獲得できる『PGM メンバーズカップ』と、本戦の出場権を獲得できる『PGM メンバーズトーナメント』を全国

の PGM グループゴルフ場会員の皆さまを対象に 6 月から実施します。 

 この『PGM メンバーズカップ』と『PGM メンバーズトーナメント』は、PGM グループのゴルフ場会員権を保有されている

方だけがご参加いただける特別なイベントで、会員の皆さまに対する様々な付加価値向上の取り組みの一つとして  

実施します。 

 『PGM メンバーズカップ』は全国 6 会場で行われ、各会場の優勝者（6 名）には本大会のプロアマ戦出場権が与えられ、

『PGM メンバーズトーナメント』は全国 12 会場で行われる一次予選を通過し、最終予選の優勝者（1 名）に本大会への 

本戦出場権が与えられます。 

また、『PGM メンバーズカップ』は、参加された会員の皆さまの中より、特別賞として抽選で PGM とスポンサー契約を  

締結している岡村咲プロによる同伴プレー権、ツアープロコーチ内藤雄士氏によるレッスン参加権をはじめ、PGM     

ならではの特別な賞品を揃えています。 
 

・『PGM メンバーズカップ』・『PGM メンバーズトーナメント』専用 WEB サイト 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/tournament/memberthanks/ 

PGM だより 2014/5 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 
◆2014/4/18 『移植医療の啓発活動「グリーンリボンキャンペーン」を PGM グループの 

CSR（企業の社会貢献活動）として 2014 年 4 月以降も活動支援の継続を決定』 

◆2014/4/25 『「越谷ゴルフ倶楽部」（埼玉県吉川市）リニューアルプロジェクト続報 

「KOSHIGAYA GOLF CLUB」『OUTDOOR SPORTS PARK』 グランドオープン 6 月 13 日（金） 

に向けて 4 月 26 日（土）より新ゴルフ場名称で一部リニューアルオープン 

～オープンした新クラブハウスのフロントエリアでゴルフ場のチェックイン/アウトが可能に～』 

今月の TOPICS 
○ 全国の PGM ゴルフ場会員さまに向けて、更なる満足度向上を目指したイベントやサービスを続々と展開！ 

①「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」プロアマ戦出場権を賭けた『PGM メンバーズカップ』 

②「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」本戦出場権を賭けた『PGM メンバーズトーナメント』 

③ 貯まったスタンプ数に応じて、ゴルフ場で利用できる割引券がもらえる 

「PGM Stam-P!（ピージーエムスタンピィ）」 

④ 旅行予約サイト「Expedia（エクスぺディア）」と提携。 

PGM web 経由からのホテル予約で T－POINT がもらえる。 

○  2014 年度 第 1 四半期決算概要のお知らせ 

○  『2014 年 PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』決勝大会が終了し、 

各部門の日本代表選手が決定しました！  

 

全国の PGM ゴルフ場会員さまに向けて、更なる満足度向上を目指した 
イベントやサービスを続々と展開！ 

PGM メンバーズカップ＆PGM メンバーズトーナメント 

専用 WEB サイト画像 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/tournament/memberthanks/


■ 『PGM メンバーズカップ』 

【めざせ HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦プロアマ戦出場】概要   
・主 催 ： パシフィックゴルフマネージメント株式会社 
・競技方法 ： 18 ホールズストロークプレー（ダブルぺリア競技） 
・参加資格 ： PGM グループ保有ゴルフ場のアマチュア資格のある会員 

※年間会員、運営受託ゴルフ場会員の方はご参加いただけません。 
・応募人数 ： 各会場 10 名～15 組 60 名（計 300 名） 
・賞 品 ： 各会場から優勝者 1名の計6名に、『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』のプロアマ戦出場権。 
             PGM グループゴルフ場優待券、ゴルフ用品他、全員に参加賞あり。 
・特 別 賞 ： 参加者の全員の中より抽選で、岡村咲プロ同伴プレー権 

ツアープロコーチ内藤雄士氏によるレッスン参加権。 
・会場一覧 

日程 ゴルフ場名（所在地） 連絡先 料金（税込）※1 

6/18（水） 新千歳カントリークラブ（北海道千歳市） 0123-21-2111 10,228 円 

7/29（火） 若木ゴルフ倶楽部（佐賀県武雄市） 0954-26-3030 11,408 円 

8/19（水） 利府ゴルフ倶楽部（宮城県宮城郡利府町） 022-356-7311 13,182 円 

8/21（木） プレステージカントリークラブ（栃木県栃木市） 0282-31-1111 14,092 円※2 

8/27（水） 関西空港ゴルフ倶楽部（大阪府和泉市） 0725-54-2022 10,380 円※3 

9/4 （木） 東広島カントリー倶楽部（広島県東広島市） 082-433-2811 10,671 円※3 
※1 料金には参加費・キャディ付プレー代が含まれています。 
※2 プレステージカントリークラブは昼食が付いております。 
※3 関西空港ゴルフ倶楽部、東広島カントリー倶楽部はセルフプレー開催のため、キャディフィは含まれておりません。 

 

■ 『PGM メンバーズトーナメント』 

【めざせ HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦本戦出場】概要  
・主 催 ： パシフィックゴルフマネージメント株式会社 
・競技方法 ： 18 ホールズストロークプレー（スクラッチ競技） 
・参加資格 ： PGM グループ保有ゴルフ場のアマチュア資格のある男性会員。 

        ※年間会員、運営受託コースの会員の方はご参加いただけません。 
・申込方法 ： オフィシャルサイトよりお申し込みください。 
・募集人数 ： 各会場 5 組 20 名～10 組 40 名（計 300 名） 
・通 過 者 ： 各一次予選会場から上位 2 名～5 名の計 40 名～60 名に、最終予選出場権。 
・最終予選 ： 優勝者 1 名に、『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』の本戦出場権。 

 
・会場一覧 

＜1 次予選（12 会場）＞ 

日程 ゴルフ場名（所在地） 連絡先 料金（税込）※1 

6/19（木） 桂ゴルフ倶楽部（北海道苫小牧市） 0144-57-5757 9,840 円 

6/23（月） 松島チサンカントリークラブ松島コース（宮城県宮城郡松島町） 022-354-2241 10,104 円 

7/2 （水） 木津川カントリー倶楽部（奈良県奈良市） 0742-95-0031 12,451 円※2 

7/4 （金） 松山国際ゴルフ倶楽部（愛媛県東温市） 089-964-2350 10,660 円※2 

7/9 （水） 広島国際ゴルフ倶楽部（広島県東広島市） 0823-82-2550 11,416 円 

7/10（木） たけべの森ゴルフ倶楽部（岡山県岡山市） 086-722-2200 11,234 円 

7/23（水） 岡部チサンカントリークラブ（埼玉県深谷市） 048-585-2411 11,808 円 

7/24（木） 東名厚木カントリー倶楽部（神奈川県愛甲郡愛川町） 046-281-2121 12,983 円 

7/30（水） 大博多カントリー倶楽部（福岡県筑紫郡那珂川町） 092-952-3811 11,278 円※2 

8/4 （月） ライオンズカントリー倶楽部（兵庫県三木市） 0794-72-1717 12,880 円※2 

8/5 （火） 花の木ゴルフクラブ（岐阜県瑞浪市） 0572-68-9111 10,910 円※2 

9/2 （火） 総武カントリークラブ総武コース（千葉県印西市） 0476-46-7111 11,534 円 

＜最終予選＞ 

日程 ゴルフ場名（所在地） 連絡先 料金（税込）※1  

9/18（木） 美浦ゴルフ倶楽部（茨城県倉敷郡美浦村） 029-840-0001 未定※3 
※1 料金には参加費・キャディ付プレー代が含まれています。 

※2 木津川カントリー倶楽部、松山国際ゴルフ倶楽部、大博多カントリー倶楽部、ライオンズカントリー倶楽部、花の木ゴルフ倶楽部は 

昼食が付いております。 
※3 現時点で未定のため、確定次第、発表させていただきます。 



③貯まったスタンプ数に応じて、ゴルフ場で利用できる割引券がもらえる 「PGM Stam-P!（ピージーエムスタンピィ）」 
 

全国のPGMグループゴルフ場の会員様がPGM web経由でご予約＆プレーされるごとに「プレースタンプ」が貯まり、

更にPGM webでご予約＆プレーされた前回のゴルフ場の場所から次のゴルフ場の場所までの距離に応じて「ボーナス

スタンプ」が貯まるサービスを開始します。また、貯まったスタンプは PGM web からのご予約で使用できる割引       

クーポンに交換可能となります。 

 

■ 「PGM Stam-P!」 概要 

PGM web でご予約&プレーされるごとに【プレースタンプ】がもらえるほか、2 回目以降は、前回プレーしたゴルフ場の 

場所から、次回プレーするゴルフ場の場所の距離が遠いほど多くの【ボーナススタンプ】がもらえます。 

集めたスタンプは個数に応じて割引クーポンと交換できます。 

 

・プレー対象期間 ： 2014 年 5 月 12 日（月）～12 月 31 日（水） 

・特       典 ： 【プレースタンプ】と【ボーナススタンプ】の 

付与数に応じて、PGM web からのご予約で 

使用できる割引クーポンに交換可能。     

※詳細は下記専用 WEB サイトをご覧ください。 
http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/service/stamp/ 

 

 

④旅行予約サイト「Expedia（エクスぺディア）」と提携。PGM web 経由からのホテル予約で T－POINT がもらえる。 

PGM web 経由で旅行予約サイト「Expedia（エクスぺディア）」からホテルのご予約・ご宿泊された全国の        

PGM グループゴルフ場の会員様を対象に、ホテルご予約時の予約サイト表示価格（税・サービス料・追加ゲスト料金を

除く）の 7%を T ポイントとしてプレゼントします。 
 

■ 「Eｘpedia」提携サービス 概要 

「Expedia」との提携により、PGM web の専用ページから「Eｘpedia」にアクセスし、ホテルの予約・宿泊をして      

いただくと、ホテルご予約時の予約サイト表示価格の 7%が T-POINT としてプレゼントされるサービスです。   

「Expedia」の通常ポイントも付与されるため、全国の PGM グループ会員の皆さまにはお得な特別サービスとなって 

おります。 

 

・特 典 ： 「Expedia」の通常ポイントに加え、お支払料金の 

7%分を T-POINT でプレゼント。 
 

※詳細は下記 Web サイトをご覧ください。 
  http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/service/expedia/ 
 

 

 
 
 
 
  

 

 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  神田 有宏）は本日 2014 年       

5 月 13 日（月）に 2014 年度第 1 四半期の決算概要を発表いたしました。 

 

 2014 年度第 1 四半期決算概要に関する資料は、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 1 四半期決算概要 

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

 

          2) 平成 27 年 3 月期 第 1 四半期決算短信 

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

PGM ホールディングス株式会社 
2014 年度 第 1 四半期決算概要のお知らせ 

http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/service/stamp/
http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/service/expedia/
http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/presentation.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/statement.asp


 
 
 
 
 
 

PGM では、国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA）と株式会社ビーエスフジが主催する『2014 年 PGM 世界ジュニア  
ゴルフ選手権 日本代表選抜大会』の冠スポンサーとして特別協賛し、予選大会 7 大会（北海道/東北/関東/関西・東
海/中国・四国/九州/沖縄）と決勝大会、計 8大会の全てを PGMグループゴルフ場にて開催し、U-6、7-8 歳、9-10 歳、
11-12 歳、13-14 歳、15-17 歳（男・女）の計 12 部門、総勢 1,062 名のジュニアゴルファーが参加いたしました。 

 
そして U-6(男・女)※を除く、各部門の予選大会を勝ち抜いた合計 176 名が、「花の木ゴルフクラブ」（岐阜県瑞浪市/5

月 9 日（金）～11 日(日)開催）にて開催された決勝大会に挑み、各部門の上位 1～3 名の合計 24 名が、アメリカのサン
ディエゴで 7 月に開催される本大会へ日本代表選手として出場する権利を得ました。 
※U-6（男・女）は決勝大会「亀山ゴルフクラブ亀の子ショートコース」（三重県亀山市/3 月 16 日開催）のみの開催。 
 

 決勝大会最終日である 5 月 11 日（日）の表彰式前には、PGM スポンサーシップ契約プロである宮里優作選手が会場
に来場し、ドライビングレンジでのデモンストレーションショットが行われ、その後のトークショーでは自らの世界ジュニア
出場時の体験談など、決勝大会に出場したジュニアゴルファーたちへ熱いエールが贈られました。 
  

また、15-17 歳男子の部で見事な優勝を遂げた坂本将規選手（香川県・香川西高 2 年）には、株式会社平和と PGM
が共同主催し 11 月 6 日（金）～9 日（日）に美浦ゴルフ倶楽部（茨城県稲敷郡美浦村）で開催される国内男子ツアー
『HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』の主催者推薦枠として、出場権利が与えられました。 

 
PGM グループでは今後も｢PGM ジュニアズ｣をはじめとする活動に加え、外部団体とも協力し、積極的にジュニア  

ゴルファー向け活動を推進してまいります。 
 

『2014 年 PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』の大会結果の詳細は、以下の一般社団法人国際   
ジュニアゴルフ育成協会（IJGA）公式サイトにてご確認下さい。 
 
・一般社団法人国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA） 公式サイト URL ： http://ijga.or.jp/ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『2014 年 PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』決勝大会が終了し、 
各部門の日本代表選手が決定しました！ 

【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ホールディングス  広報グループ トンプソン/高野 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/ 

15-17 歳男子の部優勝 坂本 将規選手と 

PGM ホールディングス社長 神田 有宏 

本大会当日のプレーの様子 15-17 歳男子の部で優勝した 

坂本 将規選手のティショットの様子 

決勝大会最終日に行われた 

宮里 優作選手トークショーの様子 

15-17 歳男子の部優勝 坂本 将規選手と 

宮里 優作選手 

決勝大会出場選手と宮里優作選手の 

記念撮影の様子 

 

http://ijga.or.jp/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

