
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
株式会社平和（以下、平和）と PGM ホールディングス株式会社（以下、PGM）が主催、一般社団法人日本ゴルフ  

ツアー機構が主管・共催するジャパンゴルフツアー『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』（以下、本大会）が、PGM グループ
が運営する「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市）にて、11 月 5 日（木）～8 日（日）に無事開催終了 
いたしました。ありがとうございました。  
本大会では、“～夢のある開かれた日本最大のプロゴルフトーナメントを目指して～”をコンセプトに掲げ、PGM スポンサー  

シップ契約プロで大会ホストプロである宮里聖志選手・宮里優作選手を含むトッププロだけでなく、チャレンジトーナメント
「HEIWA・PGM Challenge～Road to Championship」や、「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権」
の優勝者など、主催者推薦枠を活用した本戦出場機会の提供、また、主催者である平和およびPGMの特別推薦による有望
な若手ゴルファーやアマチュアゴルファーなどを含めた総勢 96 名が出場しました。白熱した試合展開のなか、3 日目から首位に 
抜け出した谷原秀人選手が、通算 11 アンダーで本大会の 3代目チャンピオンに輝きました。  
また、ベストアマチュア賞には、今年 10 月 3 日（土）・4 日（日）に PGM グループの「千成ゴルフクラブ」（栃木県    

大田原市）で開催された「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権」でプレーオフまで勝ち残り、今大会の
主催者推薦選手として出場した亀代順哉選手（大阪学院大学 3年）選手が獲得しました。  
本大会では、今年も、11月 5日（木）予選 1日目から 11月 8日（日）最終日までの 4日間を通して、BS朝日での

LIVE テレビ放送や、LIVE インターネット動画配信を行ない、昨年に引き続き好評を博しました。 
また、開催期間中のギャラリー数は、本大会過去最高となる合計 12,968名様にご来場いただきました。   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
大会ホストプロの宮里優作選手 
最終日ティショットの様子 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2015/10/13 『2015年 9月 月次営業実績』 

今月の TOPICS 
 ■『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』開催終了の御礼とご報告 
 ■「鉄人シェフスペシャルメニュー」 販売 5周年メニュー 第 4弾！ 
 フレンチの鉄人・坂井 宏行氏監修の新メニューを 11月 16日（月）より販売開始！ 
■「伊勢原カントリークラブ」、「大秦野カントリークラブ」 

PGM グループ新規加入記念として、Web キャンペーンを実施中！ 
 ■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市） 

今年の冬も鮮やかなエバーグリーンの天然芝でプレーをお楽しみいただけます！ 
 ■年末年始は PGM の“天然温泉”が楽しめるゴルフ場で湯（ゆ）ったり温泉ゴルフ！ 

18番ホール ギャラリースタンドの様子 大会ホストプロの宮里聖志選手 
初日ホールアウト時の様子 

 

賞金パネルを受け取る 谷原秀人選手 
 

ベストアマチュア杯を受け取る亀代順哉選手 インターネット動画配信ブースの様子 
 

PGMだより 
 

11月号 
発行日 2015/11/10 

『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 

『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』開催終了の御礼とご報告 



 

 

 

 
  
PGM グループゴルフ場レストランにて好評販売中の「鉄人シェフスペシャルメニュー」ですが、販売 5 周年メニューの 
第4弾として、フレンチの鉄人・坂井 宏行氏監修による新メニューの販売を、11月16日(月)より開始します。 
今回販売する新メニューは、柔らかな豚肉と茸の豊かな香りで秋の味覚をご堪能いただける「アンデス高原豚の 

ソテー ムッシュ坂井のクレーム・ド・シャンピニオン」と、特製ソースに漬け込んだ鶏肉が日本人好みの和風フレンチを
お楽しみいただける「桜姫鶏のオーブン焼き～ムッシュ坂井の和風スタイル～」の 2 品で、いずれも“食欲の秋”を  
ご満喫いただけるメニューに仕上がりました。 

 
■「鉄人シェフスペシャルメニュー」 新メニュー 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
※ゴルフ場により、販売メニューが異なる場合があります。  

「鉄人シェフスペシャルメニュー」新メニューの詳細は、11月 16日（月）より下記専用Web ページでご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ 
    

 
 
 

PGM では、10 月 1 日より「伊勢原カントリークラブ」（神奈川県伊勢原市）と「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市）が、 
新たに PGMグループ入りしたことを記念して、PGM Webにて『PGMグループ新規加入記念Wチャンスキャンペーン』を実施しています。
このキャンペーンでは、対象期間中に PGMWeb 内にて、「伊勢原カントリークラブ」および「大秦野カントリークラブ」の各ゴルフ場を    
「お気に入り登録」していただくと、抽選で期間固定Tポイント※5,000ポイントが当たります。またWチャンスとして、予約代表者さまに限り、
プレーするごとに期間固定Tポイント※1,000ポイントと、さらに抽選で3名さまにドライバーをプレゼントするキャンペーンも同時に実施して
います。 

 
■新規加入記念キャンペーン概要(2 ゴルフ場共通) 
期 間：2015年 10月 1日（木）～12月 27日（日）  
対 象：A. PGM Web サイト内、伊勢原カントリークラブ、大秦野カントリークラブに 

それぞれ「お気に入り登録」をされた方 
B. PGM Web からご予約＆プレーし、キャンペーンに応募された予約代表者さま  

賞 品：A. 抽選で 200名さまに、期間固定Ｔポイント※5,000 ポイントをプレゼント 
B. 1回のご予約&プレーごとにもれなく期間固定Ｔポイント※1,000 ポイント 
＋抽選で 3名さまにドライバーをプレゼント 

 
当キャンペーンの詳細は下記専用Web ページよりご確認ください。 
・「伊勢原カントリークラブ」 新規加入記念キャンペーン 
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/2015102/  
・「大秦野カントリークラブ」 新規加入記念キャンペーン 
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/2015101/              

「桜姫鶏のオーブン焼き 
～ムッシュ坂井の和風スタイル～」 

・販売価格：１,280円～（税抜） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肉質が柔らかく、ビタミン E と旨味成分たっぷりの桜姫鶏を使用。 
日本人好みに絶妙にブレンドした特製ソースでじっくり漬け込み、 
オーブンで香ばしく焼き上げました。程よい辛味がアクセントの 

お箸で食べる和風フレンチにアレンジしました。 
 
 

「鉄人シェフスペシャルメニュー」 販売 5周年メニュー 第 4弾！ 
フレンチの鉄人・坂井 宏行氏監修の新メニューを 11月 16日（月）より販売開始！ 

「アンデス高原豚のソテー 
ムッシュ坂井のクレーム・ド・シャンピニオン」 

・販売価格：１,480円～（税抜） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

自然豊かな環境で育てられた、チリ産「アンデス高原豚」を使用。 
ホワイトマッシュルームをふんだんに使ったソースに、 

3種の茸をトッピングしました。 
茸の豊かな香りと濃厚な味わいを堪能いただけます。 

 
 
 

「伊勢原カントリークラブ」、「大秦野カントリークラブ」 
PGMグループ新規加入記念として、Web キャンペーンを実施中！ 

「伊勢原カントリークラブ」キャンペーンページ画像 

「大秦野カントリークラブ」キャンペーンページ画像 

※ 期間固定 T ポイントとは 
・指定期間（2016年1月26日（火）～3月31日（木））内にPGMグループゴルフ場でのご精算時のみご利用可能なポイントとなります。 
・期間固定 T ポイントは、PGM グループゴルフ場でご精算の際に、自動精算機またはフロントでご利用いただけます。 
・PGM グループゴルフ場では、通常の T ポイントと合算して期間固定 T ポイントの残高をご確認いただくことができます。 
期間固定 T ポイントと通常の T ポイントをお持ちの場合は、期間固定 T ポイントから優先してのご利用となります。 
・期間固定 T ポイントの残高は、PGM Web ではご確認いただけません。 

http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/2015102/
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/2015101/


 

 

    
  
「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、今年も、全 18 ホールの   

フェアウェイ、ティグラウンド、アプローチエリアの芝に、冬に強い芝の品種をオーバーシード※して、 
冬でも鮮やかな緑が美しいエバーグリーンの天然芝でプレーをお楽しみいただけます。  
オーバーシードを施すことで、コシの強い芝が育ち、これから訪れる冬季期間でも、ショットの  

際にボールが芝に浮いて打ちやすくなることに加え、コースが緑色にくっきり見え、狙いが絞りやすく 
なる等の利点があります。また、今年は昨年以上に芝のコンディションが良く、美しい景観が期待 
できるため、撮影のロケ地としても是非ご活用ください。 
※オーバーシードとは、冬季休眠する夏芝の隙間に冬芝を育成させることで、年間を通して緑の天然芝を保つ技法。  

■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」概要 
所在地：千葉県市原市新生 603 
連絡先：0436-37-8855 
アクセス：館山自動車道 市原 IC より 7分 
コース概要：18ホール／7,031ヤード／パー72 
コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/ 
  

 
 

PGM には、“天然温泉”で、プレー後の冷えた身体をゆったりと癒してくれるゴルフ場が全国にたくさんあります！そこで、全国
132 箇所ある PGM グループ保有・運営ゴルフ場の中から、厳選した 3 箇所の“天然温泉”が楽しめるゴルフ場を、写真付きで
ご紹介させていただきます。 
冬の温泉特集や年末年始の忘年・新年会コンペ特集など、掲載のご予定がございましたら是非お声かけください！  

■“天然温泉”が楽しめる厳選ゴルフ場（3箇所） 
グレースリッジカントリークラブ        サンヒルズカントリークラブ         別府ゴルフ倶楽部 
（宮城県仙台市/022-281-6555）       （栃木県宇都宮市/028-665-4111）      （大分県杵築市/0977-44-6002） 
http://www.pacificgolf.co.jp/graceridge/  http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/    http://www.pacificgolf.co.jp/beppu/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
■その他“天然温泉”が楽しめるオススメゴルフ場（5箇所）  

ゴルフ場名 TEL コースガイドページ 
大日向カントリー倶楽部（栃木県さくら市） 028-686-2561 http://www.pacificgolf.co.jp/ohinata/ 
フォレスト三木ゴルフ倶楽部（兵庫県三木市） 0794-82-8422 http://www.pacificgolf.co.jp/forest_miki/ 
東広島カントリークラブ（広島県東広島市） 082-433-2811 http://www.pacificgolf.co.jp/higashihiroshima/ 
若木ゴルフ倶楽部（佐賀県武雄市） 0954-26-3030 http://www.pacificgolf.co.jp/wakagi/ 
入来城山ゴルフ倶楽部（鹿児島県薩摩川内市） 0996-44-3333 http://www.pacificgolf.co.jp/iriki/ 

 
 

 
 

【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/ 
 
 
 

大浴場は奥州三名湯のひとつで、
秋保温泉と同じ泉質を引いている。
ジャグジーを備えた自慢の浴室では
心身共に温まってプレー後の疲れが
癒され、老若男女問わず、気分も
ほっこり和むと評判。 
・泉質：硫酸塩泉 
・効能：筋肉痛・関節痛など 

昭和 5年開場、九州で 2番目に 
歴史あるゴルフ場。温泉はハウスと 
ロッジで楽しめ、ハウスの露天風呂 
からは鶴見岳や由布岳を、ロッジの
露天風呂からは、満天の星空を 
望むことができる。 
・泉質：単純温泉 
・効能：筋肉痛・五十肩など 

心や身体をリフレッシュできる広々と
した大浴場は、敷地内の井戸から
沸き出す温泉を利用したもの。名物
の露天風呂は、四季折々の自然を
楽しめる。ジャグジーやサウナも設置
しており、女性にも人気。 
・泉質：硫酸塩温泉 
・効能：筋肉痛・関節痛など 

 

年末年始はPGMの“天然温泉”が楽しめるゴルフ場で湯（ゆ）ったり温泉ゴルフ！ 

オーバーシード後の 7番ホール画像 
（2014年 11月撮影） 

「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市） 
今年の冬も鮮やかなエバーグリーンの天然芝でプレーをお楽しみいただけます！ 
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