
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

PGM は、昨年に引き続き今年も「2015 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、「2015 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    
『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』に出場した結果、畑岡 奈紗選⼿（15－17 歳⼥⼦の部個⼈戦）、梶⾕ 翼選⼿
（11－12 歳⼥⼦の部個⼈戦）、⽮野 仁貴選⼿（7－8 歳男⼦の部個⼈戦）、清⽔ ⼼結選⼿（U-6 ⼥⼦の部  
個⼈戦）の 4 名が⾒事優勝し、史上最多となる4 部⾨で世界⼀に輝く快挙となりました。また、15-17 歳⼥⼦の部団体戦で
は、畑岡 奈紗選⼿、⼩倉 ひまわり選⼿のペアが優勝を飾るなど、PGM ⽇本代表選⼿団が⼤活躍しました。 

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 だより ８⽉号
発⾏⽇ 2015/8/5

『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 
◆ 2015/7/10 『2015 年 6 ⽉ ⽉次営業実績』 
◆ 2015/7/16 『「フォレスト市川ゴルフ倶楽部」（兵庫県神崎郡市川町）の 

譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ』 

今⽉の TOPICS 
 ■『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』 PGM ⽇本代表選⼿団が個⼈戦4 部⾨、15－17 歳⼥⼦団体戦で世界⼀に！
 ■全国の PGM グループゴルフ場、および各プレイガイドにて 
 「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の前売券販売を開始します！ 
 ■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』にて 

PGM グループ｢岡部チサンカントリークラブ｣（埼⽟県深⾕市）が⾒事初優勝！ 
 ■PGM グループの『地産霊園』 永代供養墓「いにしえ」を増設して販売開始！ 
 ■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市） 

イルミネーション装飾を開始して、ナイターゴルフをより幻想的に演出！ 
 ■「アバイディングクラブゴルフソサエティ」(千葉県⻑⽣郡⻑南町) ガーデンテラスに BBQ エリアを新設！ 

『IMGA 世界ジュニアゴルフ選⼿権』
PGM ⽇本代表選⼿団が個⼈戦 4 部⾨、15－17 歳⼥⼦団体戦で世界⼀に！ 

11-12 歳⼥⼦の部で優勝した梶⾕ 翼選⼿PGM ⽇本代表選⼿団 15-17 歳⼥⼦の部で優勝した畑岡 奈紗選⼿

7-8 歳男⼦の部で優勝した⽮野 仁貴選⼿ U-6 ⼥⼦の部で優勝した清⽔ ⼼結選⼿ 15-17 歳団体戦⼥⼦の部で優勝した 
⼩倉 ひまわり選⼿(左)、畑岡 奈紗選⼿(右)



 

 

「総武カントリークラブ」のクラブバスが、 
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」仕様に⼤変⾝！！ 
 
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」が開催される 
「総武カントリークラブ 総武コース」および「総武カントリークラブ 印旛コース」で 
定期運⾏しているクラブバスが、⼤会仕様の特別ラッピングに⼤変⾝！！ 
特別ラッピングのクラブバスは⼤会終了まで毎⽇運⾏し、⼤会を盛り上げます。 

 

 

 

株式会社平和と PGM ホールディングス株式会社が共同主催する、国内男⼦  
ツアートーナメント「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」（以下、「本⼤会」）の  
第３回⼤会が、第１回、２回開催の会場であった「美浦ゴルフ倶楽部」（茨城県
稲敷郡美浦村）から、「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印⻄市）に 
会場を移して、11 ⽉ 5 ⽇（⽊）〜8 ⽇（⽇）に開催されます。 

この、本⼤会の前売券の販売が、8 ⽉ 14 ⽇（⾦）より全国の PGM グループ  
ゴルフ場（⼀部ゴルフ場を除く※）および、各プレイガイドにて開始されます。 

前売券の内容は、⼤会各⽇で使⽤できる 3 枚つづりの前売券セットと、     
前売バラ券の 2 種類を販売します。前売券セットには、購⼊特典として、全国の
PGM グループゴルフ場プロショップで 3,000 円(税別)以上の商品をご購⼊いただくと
1,000 円割引となる『PGM プロショップ優待券』が付いています。 

 
※ 「⾚穂国際カントリークラブ」（兵庫県⾚穂市）、 

「広島紅葉カントリークラブ」（広島県廿⽇市市）は、対象外となります。 
 
■前売り券概要 
 
【前売券セット】 
・料 ⾦：5,400 円（税込） 
・内 容：①各⽇共通券 3 枚 

②PGM プロショップ優待券※（1,000 円）1 枚 
※ 利⽤期間：2015 年 12 ⽉ 1 ⽇〜2016 年 3 ⽉ 31 ⽇まで 

【前売バラ券（各⽇共通）】 
・料 ⾦：2,000 円（税込） 
 
・販売期間：8 ⽉ 14 ⽇（⾦）〜11 ⽉ 4 ⽇（⽔） 
・購⼊⽅法：全国の PGM グループゴルフ場（⼀部ゴルフ場を除く） 

または各プレイガイド 
 

■「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」⼤会公式ホームページ 
http://heiwa-pgm-championship.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 年度⼤会ポスター 

観戦券前売バラ券 

PGM プロショップ優待券（1,000 円）

観戦券前売券セット 

【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       髙野/⽯⽥/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/ 

全国の PGM グループゴルフ場、および各プレイガイドにて 
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の前売券販売を開始します！ 



 

 

 
 

 
 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、8⽉3⽇（⽉）
に東京ゴルフ倶楽部で開催されました。 
 この決勝競技に参加した 23 倶楽部のうち、PGM からは、昨年 3 位⼊賞
によりシードの｢総武カントリークラブ｣(千葉県印⻄市)と、ブロック⼤会を  
勝ち抜いた「扶桑カントリー倶楽部」(茨城県笠間市)、「岡部チサンカントリー
クラブ｣(埼⽟県深⾕市)、「秦野カントリークラブ」(神奈川県秦野市)、   
｢富⼠チサンカントリークラブ｣(静岡県富⼠宮市)の合計 5 倶楽部が決勝に
出場しました。 

気温 35 度を超える猛烈な暑さの中で⾏われた決勝は、１チーム 6 名  
(今年 55 歳以上の A クラス 3 名、年齢制限なしの B クラス 3 名)の     
23 倶楽部 138 名で⾏われ、「岡部チサンカントリークラブ」が⾒事⼤会   
初優勝を果たしました。  
■『関東倶楽部対抗決勝競技』 PGM グループ出場ゴルフ場 競技結果 
・優勝  「岡部チサンカントリークラブ」（埼⽟県深⾕市） 
・7 位  ｢総武カントリークラブ｣（千葉県印⻄市） 
・13 位  ｢富⼠チサンカントリークラブ｣（静岡県富⼠宮市） 
・15 位  「扶桑カントリー倶楽部」（茨城県笠間市） 
・16 位  「秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市） 
 
 

 
 
 
 
    
『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=2015&no=4 
 
 
 
  
 PGM グループはゴルフ場の保有・運営事業以外に、NEXCO ⻄⽇本の⾼速
道路にてサービスエリア 3 箇所の運営をしている「サービスエリア事業」、墓地の 
建設・分譲を⾏う「霊園事業」などを⾏っています。この度、お客様のニーズに
お応えして、｢霊園事業｣の『地産霊園』における永代供養墓「いにしえ」を、 
既存のおよそ倍にあたる 1218 ⼾・2034 体に増設して販売を開始しました。 
 

『地産霊園』は昭和 42 年 11 ⽉に開園、平成 15 年 10 ⽉に PGM     
グループ⼊りとなり、扱うお墓の種類は今回拡張する永代供養墓の他に、  
⼀般墓地、ガーデニング墓地、ペット共葬型墓地と取り揃えており、       
宗派を問わずご利⽤いただけることから、現在約 13,000 件のお客様や、  
地域の⽅々にご⽀持いただいています。 
 
■永代供養墓「いにしえ」 概要 
・販売価格※：単独型 300,000 円/夫婦型 540,000 円 
※販売価格には永代供養墓使⽤料・供養料・管理料を含みます。 
 
■地産霊園 概要 
・事業主体・販売管理：PGM プロパティーズ株式会社 
・所 在 地：埼⽟県⼊間郡越⽣町⼤字古池 
・連 絡 先：049-292-2384 
・ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.chisanreien.jp/ 

優勝した「岡部チサンカントリークラブ」集合写真

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』にて
PGM グループ｢岡部チサンカントリークラブ｣（埼⽟県深⾕市）が⾒事初優勝！ 

PGM グループの『地産霊園』 永代供養墓「いにしえ」を増設して販売開始！

地産霊園の景観

増設⼯事中の永代供養墓「いにしえ」

「秦野カントリークラブ」ギャラリーテントの様⼦

 

出場倶楽部のクラブ旗

「岡部チサンカントリークラブ」
キャプテンを務めた⼩川 透選⼿のコメント 
 
「この倶楽部対抗に出場して 40 年間経ちますが、
初めて優勝できました。感激しております。」 



 

 

 
 
 
 
 
 PGM の「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市）では、ご来場いただいたお客さまに、ナイターゴルフを    
より⼀層お楽しみいただくため、クラブハウス外観とコース内にてイルミネーション装飾を開始しました。 
 今回、イルミネーションを施したのは、クラブハウス正⾯エントランスをはじめとするコース内外の計 4 箇所で、約 33,000 球の
LED ライトを使⽤して、⼣暮れ以降、星空の下に光り輝くイルミネーションが｢幻想的な光の世界｣を演出します。他のゴルフ場
にはない演出のため、⼥性のお客さまを中⼼に撮影スポットとしても⼈気です！ 
 
■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」イルミネーション 概要 
・場 所：①クラブハウス正⾯エントランス 

②ナイターコース⼊⼝（レインボーアーチ） 
③6 番ホールコース売店及びカートパス 
④15 番ホールコース売店及びカートパス 

・電球数：約 33,000 球 
 
■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」ナイタープレー 概要 
・スタート時間：【1.0 ラウンド】14:30〜19:00（⽇曜〜⽊曜） 
              14:30〜20:00（⾦曜〜⼟曜・祝前⽇） 
・スタート時間：【0.5 ラウンド】14:30〜20:00（⽇曜〜⽊曜） 
              14:30〜21:00（⾦曜〜⼟曜・祝前⽇）  
・料 ⾦：【1.0 ラウンド】8,000 円〜11,000 円（税抜） 
      【0.5 ラウンド】4,000 円〜5,500 円（税抜） 
 
■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」 概要 
・所在地：〒290-0257 千葉県市原市新⽣ 603 
・連絡先：TEL.0436-37-8855/FAX.0436-37-0808 
・アクセス：館⼭⾃動⾞道 市原 IC より約 7 分 
・URL：http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/ 
 
 
 
 

PGM の「アバイディングクラブゴルフソサエティ」（千葉県⻑⽣郡⻑南町）では、プレー後にガーデンテラスで楽しめる⼈気の
BBQ パーティを、より多くのお客さまにご提供するため、クラブハウス外観のガーデンテラスに BBQ エリアを増設いたしました。増設
された BBQ エリアには、ガゼボを設置し、緑豊かな⾃然を眺めながらゆったり快適な BBQ をお楽しみいただけるようになりました。    
また、秋のコンペシーズンを前に、ゴルフプレー後の表彰式や懇親会にガーデンテラスで BBQ をお楽しみいただけるコンペプランも
引き続き実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
■「アバイディングクラブゴルフソサエティ」 概要 
・所在地：千葉県⻑⽣郡⻑南町⽵林 10 
・連絡先：TEL.0475-46-3333/FAX.0475-46-3456 
・アクセス：圏央道 茂原⻑南 IC より約 7 分 
・URL：http://www.pacificgolf.co.jp/abiding/ 

「アバイディングクラブゴルフソサエティ」(千葉県⻑⽣郡⻑南町) ガーデンテラスに BBQ エリアを新設！ 

「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市） 
イルミネーション装飾を開始して、ナイターゴルフをより幻想的に演出！ 

「アバイディングクラブゴルフソサエティ」は、撮影等の 
ロケ地としてもご利⽤いただけます。ご希望の際は、 
PGM 広報グループまでお気軽にご相談ください。 

⼯事中のガーデンテラス ガーデンテラスに増設された BBQ エリア

幻想的な雰囲気のクラブハウス正⾯エントランス 

美しく彩られたナイターコース⼊⼝付近（レインボーアーチ）


