
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
  
PGM が運営する総合アウトドアリゾート施設「OUTDOOR SPORTS PARK」（埼玉県吉川市）では、2014 年 6 月の 

グランドオープン以降、クラブハウス屋上「BAR-BE-CUE スペース」において、スタイルや食材の異なる 2 種類の BBQ コースを 
導入して、お客さまに本格的な BBQ を手ぶらでお楽しみいただいています。 
そして、この 2 月より、お客さまからのご要望にお応えして、既存 2 種類の BBQ コースの中間価格となる新しいメニュー   

『スタンダード BBQ コース』（3,600円/お一人様）を作り、合計 3種類からなる BBQ コースのご提供をはじめました。 
「OUTDOOR SPORTS PARK」では、本格BBQメニューを、ゴルフプレー後のコンペパーティや、BBQのみのご利用を含め、

幅広い用途でご利用いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BBQ メニューについての詳細は、下記公式Web サイトよりご確認下さい。 
http://www.pacificgolf.co.jp/osp/bbq.asp 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2016/1/12 『2015 年 12月 月次営業実績』 

今月の TOPICS 
■総合アウトドアリゾート施設「OUTDOOR SPORTS PARK」（埼玉県吉川市） 
人気の BBQ メニューに、ボリューム満点の新コースが登場！ 

■PGM グループ運営ゴルフ場の会員さま向け特典プログラム『P-CAP』がさらに充実！ 
優待料金プログラムで「総武 CC」が利用可能に！海外提携コースも 3 箇所追加！ 

■PGM グループ運営ゴルフ場 4箇所にて、次世代自動車充電器を設置！ 

■PGM千葉南エリアのゴルフ場でプレーしてビンゴに挑戦！ 
スタンプを集めて豪華賞品がもらえる新春企画「ラウンドビンゴ」を実施中！ 

■【オススメ特集】 便利な乗用カートが導入されている PGM のゴルフ場でプレーしよう！ 

PGMだより 
 

2月号 
発行日 2016/2/4 

『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 

総合アウトドアリゾート施設「OUTDOOR SPORTS PARK」（埼玉県吉川市） 
人気の BBQ メニューに、ボリューム満点の新コースが登場！ 

「OUTDOOR SPORTS PARK」スタッフ 「OUTDOOR SPORTS PARK」クラブハウス 

新メニュー『スタンダード BBQ コース』、オススメですよ～！ 

4 月以降の BBQ予約も受付中です！ 

 

 

『ジャングリラ BBQ コース』 

（4,800円（税込）/お一人様） 

『カジュアル BBQ コース』 

（2,500円（税込）/お一人様）

様） 

New! 『スタンダード BBQ コース』 

（3,600円（税込）/お一人様） 

http://www.pacificgolf.co.jp/osp/bbq.asp


 
 
 

 
  
現在 PGM では、全国で運営している会員制ゴルフ場 108 倶楽部に所属する、    

約 18 万人の会員さまに向けて、PGM ならではのスケールメリットを活かした多彩な    

会員さま向け特典プログラム『P-CAP（読み方：ピーキャップ）』をご提供していますが、 

この度、「P-CAP 優待料金プログラム」で 1 箇所、「海外提携コース 優待予約サービス 

プログラム」で 3箇所の提携ゴルフ場を新たに追加いたしました。 

「P-CAP 優待料金プログラム」では、今まで利用対象外であった「総武カントリークラブ」（千葉県印西市）が新たに利用 

可能となり、「総武カントリークラブ 総武コース（27H）、印旛コース（18H）、北コース（9H）」の全 3 コース※が優待料金

でプレーいただけることになりました。また、「海外提携コース 優待予約サービスプログラム」では、ハワイ、タイ、韓国で 5 箇所の  

海外提携ゴルフ場に加え、「オンワード・マンギラオ・ゴルフクラブ」（グアム）と「オンワード・タロフォフォ・ゴルフクラブ」（グアム）、 

「サンライズゴルフ&カントリークラブ」（台湾）と新たに提携し、海外の人気ゴルフ場 8 箇所を優待料金でご予約、プレーできる

ようになりました。PGM は引き続き、会員さまの更なる満足度向上を目指し、質の高い”メンバーライフ”をご提供できるように  

努めてまいります。 
※ゴルフ場により利用可能日が異なります。 

 
≪「P-CAP優待料金プログラム」≫ 
全国に広がる 130箇所以上の PGM グループ運営ゴルフ場を優待料金で 
プレーできる制度です。 
 
■新対象ゴルフ場 
・適用コース：「総武カントリークラブ」（千葉県印西市） 
「総武コース（27H）」、「印旛コース（18H）」は平日のみ優待料金でプレー可能 
「北コース（9H）」は全日を通して優待料金でプレー可能  
※「印旛コース（18H）」は、夏季・冬季期間、土・日・祝日の優待料金を 

設定する場合があります。 

・利用開始日：2016年 2月 1日～ 

 

≪「海外提携コース 優待予約サービスプログラム」≫ 

ハワイ・韓国・タイなど、海外の人気ゴルフ場を優待料金でご予約、プレーできる制度です。 
 
■新提携ゴルフ場 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『P-CAP』の詳細は下記 URLよりご確認ください。 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/pcap/ 

 
 
 
 
 
 
 

コバルトブルーの太平洋、コースの緑と空の

青が織りなす開放感あふれるコース。 

コース設計：ロビンネルソン 

コース概要：18 ホール／6,904 ヤード／

パー72 

【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/ 

 

 

 

PGMグループ運営ゴルフ場の会員さま向け特典プログラム『P-CAP』がさらに充実！ 
優待料金プログラムで「総武 CC」が利用可能に！海外提携コースも 3箇所追加！ 

南国の花々と湖面に映るグリーンが、 

リゾート気分を満喫させるコース。 

コース設計：PGA プレーヤー9 名 

コース概要：18 ホール／6,702 ヤード／

パー72 

「オンワード・マンギラオ・ゴルフクラブ」 
（グアム） 

「オンワード・タロフォフォ・ゴルフクラブ」 
（グアム） 

「サンライズゴルフ＆カントリークラブ」 
（台湾） 

豪華なクラブハウスが特徴の 

リゾート感あふれる台湾を代表するコース。 

コース設計：ロバート・トレント・ジョーンズ Jr. 

コース概要：18 ホール／7,200 ヤード／

パー72 

New! 

 

New! 

 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/pcap/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/


 
 

 
 

現在、全国 4 箇所の PGM グループ運営ゴルフ場では、敷地内の駐車スペースに、次世代自動車充電器を設置し、     

ご来場されるお客さまに充電サービスをご利用いただいています。 

昨年、PGM グループ初となる電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)用の普通充電器を設置した     

「クリアビューゴルフクラブ&ホテル」（千葉県野田市）をはじめ、「木津川カントリー倶楽部」（奈良県奈良市）、「大宝塚  

ゴルフクラブ」（兵庫県宝塚市）でも次世代自動車充電器を設置したほか、今年に入り、「総武カントリークラブ 総武コース」

の駐車場にも、EV・PHV用普通充電器を“20基”設置いたしました。 

EV・PHV 用の普通充電設備を導入することで、低炭素化社会の実現に貢献し、お客さまの利便性向上はもちろん、   

ゴルフラウンドやホテル宿泊に費やす時間(4 時間～7 時間)で充電を完了させるなど、これから多様化するお客さまの    

様々なニーズに対応していきます。 
 

■次世代自動車充電サービス提供ゴルフ場 

ゴルフ場名 設置時期 設置基数 ゴルフ場 URL 

総武カントリークラブ 総武コース（千葉県印西市） 2016 年 1 月 20 基 http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/ 

大宝塚ゴルフクラブ（兵庫県宝塚市） 2015 年 11 月  2 基 http://www.pacificgolf.co.jp/daitakarazuka/ 

木津川カントリー倶楽部（奈良県奈良市） 2015 年 9 月  2 基 http://www.pacificgolf.co.jp/kizugawa/ 

クリアビューゴルフクラブ&ホテル（千葉県野田市） 2015 年 1 月  2 基 http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    
 

 

PGM 千葉南エリア 7 箇所のゴルフ場では、1 月 5 日（火）～      

4月8日（金）までの3ヶ月間、対象ゴルフ場でプレーする度にスタンプを

貯め、配布されるスタンプカード内でビンゴを達成すると賞品がもらえる  

「ラウンドビンゴ」を実施しています。 

「ラウンドビンゴ」は、最大 8 ラインのビンゴを達成することができ、    

全日 1 名プレー無料券＆ゴルフ場併設ホテル宿泊券※や、プロショップ  

割引券（1,000 円分）などの賞品を進呈します。さらに、8 ライン達成者

の中から、抽選で 14名様に高級和牛肉をプレゼントします。 
 

■「ラウンドビンゴ」対象ゴルフ場 

・丸の内倶楽部（千葉県長生郡長柄町） 

・アバイディングクラブゴルフソサエティ（千葉県長生郡長南町） 

・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） 

・千葉国際カントリークラブ（千葉県長生郡長柄町） 

・総丘カントリー倶楽部（千葉県富津市） 
 
※無料券や割引券のご利用は当キャンペーン実施ゴルフ場に限ります。 
※アーリーバード、トワイライト、ナイタープレーは対象外です。 
※スタンプカードの対象ゴルフ場は、配布場所により内容が異なります。 
 
 

PGMグループ運営ゴルフ場 4箇所にて、次世代自動車充電器を設置！ 

PGM千葉南エリアのゴルフ場でプレーしてビンゴに挑戦！ 

スタンプを集めて豪華賞品がもらえる新春企画「ラウンドビンゴ」を実施中！ 

「ラウンドビンゴ」スタンプカード（見本） 

EV・PHV用普通充電器 
（総武カントリークラブ 総武コース） 

充電サービスを利用している様子 
（総武カントリークラブ 総武コース） 

http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/
http://www.pacificgolf.co.jp/daitakarazuka/
http://www.pacificgolf.co.jp/kizugawa/
http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/


 
 
 

 
  
PGM グループのゴルフ場では、GPS ナビを搭載した乗用カートや、電磁誘導の乗用カートを

導入しているゴルフ場が全国にたくさんあります！ 

「GPS ナビ付の乗用カート」には、GPS距離計測やリーダーズボード機能はもちろん、ゴルフ場

によっては、音声による各ホールの攻略情報やグリーン形状の詳細がわかるなど、ゴルフ場に  

初めてご来場された方でもお楽しみいただける機能が搭載されています。また、「電磁誘導乗用

カート」は、リモコン操作でカートが自動的に走行するため、コース内を安全に移動することが  

できます。現在、PGMのゴルフ場プレー予約の自社サイトである PGM Webでは、「GPSナビ付」

「電磁誘導」「GPS ナビ付・電磁誘導」の乗用カートを導入しているゴルフ場を紹介する    

特設ページをお客さまにご案内しています。 

これから訪れる春のゴルフシーズンを控え、乗用カート特集などご予定されていましたら、是非、

PGM広報グループまでお声かけください。ご連絡お待ちしています。 
 

PGM Web 便利な乗用カート特集の詳細は下記 URLよりご確認ください。 

～GPS ナビ付カート編～ http://pgm.hk/gps-k 

～電磁誘導カート編～ http://pgm.hk/remote-k 
 

■便利な乗用カート導入ゴルフ場一覧 
≪GPS ナビ付乗用カート導入ゴルフ場≫ 
エリア ゴルフ場名 エリア ゴルフ場名 

関東 

あさひヶ丘カントリークラブ（栃木県栃木市） 

関東 

アバイディングクラブ ゴルフソサエティ（千葉県長生郡長南町） 

プレステージカントリークラブ（栃木県栃木市） イーグルレイクゴルフクラブ（千葉県山武郡芝山町） 

阿見ゴルフクラブ（茨城県稲敷郡阿見町） KOSHIGAYA GOLF CLUB（埼玉県吉川市） 

ザ・インペリアルカントリークラブ（茨城県稲敷市） 富岡カントリークラブ（群馬県富岡市） 

笠間カントリークラブ（茨城県笠間市） 東海 富士チサンカントリークラブ（静岡県富士宮市） 

ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース（千葉県市原市） 関西 かさぎゴルフ倶楽部（京都府相楽郡笠置町） 

ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース（千葉県市原市） 中国 たけべの森ゴルフ倶楽部（岡山県岡山市） 

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース（千葉県茂原市） 九州 ワールドカントリー倶楽部（熊本県宇城市） 

丸の内倶楽部（千葉県長生郡長柄町）   
  

≪電磁誘導乗用カート導入ゴルフ場≫ 
エリア ゴルフ場名 エリア ゴルフ場名 

東北 グレースリッジカントリークラブ（宮城県仙台市） 

東海 

北陸 

三木の里カントリークラブ（静岡県周智郡森町） 

関東 

甲信越 

サンヒルズカントリークラブ（栃木県宇都宮市） 相良カントリー倶楽部（静岡県牧之原市） 

ハーモニーヒルズゴルフクラブ（栃木県栃木市） 新城カントリー倶楽部（愛知県新城市） 

皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース（栃木県佐野市） 多治見北ゴルフ倶楽部（岐阜県多治見市） 

勝田ゴルフ倶楽部（茨城県ひたちなか市） 

関西 

枚方国際ゴルフ倶楽部（大阪府枚方市） 

玉造ゴルフ倶楽部 若海コース（茨城県行方市） 貴志川ゴルフ倶楽部（和歌山県紀の川市） 

内原カントリー倶楽部（茨城県水戸市） 法隆寺カントリー倶楽部（奈良県生駒郡斑鳩町） 

千葉国際カントリークラブ（千葉県長生郡長柄町） 

九州 

皐月ゴルフ倶楽部 天拝コース（福岡県筑紫野市） 

岡部チサンカントリークラブ（埼玉県深谷市） チサンカントリークラブ遠賀（福岡県遠賀郡遠賀町） 

秦野カントリークラブ（神奈川県秦野市） 皐月ゴルフ倶楽部 竜王コース（福岡県飯塚市） 

大秦野カントリークラブ（神奈川県秦野市） 入来城山ゴルフ倶楽部（鹿児島県薩摩川内市） 

中央都留カントリー倶楽部（山梨県都留市）  
 
  

≪GPS ナビ付・電磁誘導乗用カート導入ゴルフ場≫ 

エリア ゴルフ場名 エリア ゴルフ場名 

関東 
成田の森カントリークラブ（千葉県香取市） 関西 大宝塚ゴルフクラブ（兵庫県宝塚市） 

シルクカントリー倶楽部（群馬県富岡市） 
九州 

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） 

東海 三島ゴルフ倶楽部（静岡県駿東郡長泉町） 別府ゴルフ倶楽部（大分県杵築市） 

 

【オススメ特集】 便利な乗用カートが導入されている PGMのゴルフ場でプレーしよう！ 

電磁誘導付乗用カート 
（皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース） 

GPS ナビ付乗用カート 
（ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース） 

http://pgm.hk/gps-k
http://pgm.hk/remote-k

