
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

株式会社平和と PGM ホールディングス株式会社が主催、一般社団法人日本ゴルフツアー機構が共催するジャパンゴルフ

ツアー『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』（以下、本大会）が、「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 3 日（木・祝）～6 日（日）に無事終了いたしました。 
 
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、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、有望な若手ゴルファーやアマチュアゴルファーなど総勢 96

名が出場しました。白熱した試合展開のなか、最終日にトップタイでスタートした谷原秀人選手が、通算 12 アンダーの 268

で並んだ池田勇太選手とのプレーオフを制し、大会連覇を飾りました。 
 
ベストアマチュア賞は、本大会予選 2 日目を終えて通算 1 アンダーの 12 位タイと好位置につけ、アマチュアでただ一人  

決勝ラウンドに進んだ、16 歳の池田悠希選手（熊本・秀岳館高校）が獲得しました。 
 
また、今年も予選 1 日目から最終日までの 4 日間を通して、BS 朝日でのテレビ生放送やインターネット生放送を     

行ないました。なお、今大会では、コース外でも大会をお楽しみいただけるよう、ギャラリープラザ内にサテライトスタジオを設け、

インターネット放送の様子をオーロラビジョンで放映し、好評を博しました。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 14,353 名様にご来場いただきました。 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2016/10/14 「ニューキャピタルゴルフ倶楽部」（岐阜県恵那市） 

PGM グループゴルフ場として本日 10 月 14 日（金）より運営開始 

◆ 2016/10/20 PGM グループが初めて新設した外来型ゴルフ練習場施設が完成 
「インペリアルゴルフガーデン」（茨城県稲敷市） 
2016 年 10 月 21 日（金）にグランドオープン 

今月の TOPICS 

■『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』開催終了の御礼とご報告 

■「伊勢原カントリークラブ」＆「大秦野カントリークラブ」リニューアル情報！ 

■「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」は今年の冬もエバーグリーンのフェアウェイ！ 

千葉エリアの PGM7 コース共通スタンプラリーも同時実施中！ 

■「ニューキャピタルゴルフ倶楽部」（岐阜県恵那市）PGM グループ新規加入記念！ 

PGM Web にて『PGM グループスタートアップ W キャンペーン』を実施します！ 

PGM だより 
 

11 月号 
発行日 2016/11/8 

『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 

優勝トロフィを掲げる 谷原秀人選手 
 

ベストアマチュア杯を受け取る池田悠希選手 

インターネット放送の様子 

18 番ホール ギャラリースタンドの様子 

インターネット放送 サテライトスタジオ チャリティオークションの様子 



 
 
 
 
 
 
 
■「伊勢原カントリークラブ」 ついに 18H 乗用カート営業スタート！！ 

「伊勢原カントリークラブ」（神奈川県伊勢原市）では、カート道改修工事が完了

し、11 月 1 日（火）より、乗用カートプレーを開始しました。このカート道の新設に  

ともない、旧大山コースを『アウトコース』、旧アウトコースを『インコース』、旧インコースを

『南コース』に名称変更し、『南コース』を除く 18H を乗用カートプレーで営業しています。

また、2017 年 2 月には、新たに GPS ナビの導入により、セルフプレーもお楽しみ    

いただける予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「伊勢原カントリークラブ」のリニューアルの詳細は、下記専用 Web ページよりご確認ください。 
http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/renewal 
 

■「大秦野カントリークラブ」 クラブハウス内の改修とカート導入でさらに快適に！ 
「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市）では、クラブハウスを中心に、プロショップ、男性用バスルームを改修し、  

館内絨毯・レストランテラス内人工芝張替えや、全乗用カートの入れ替えを行い、充実した施設環境を整えました。     

また、2017 年 1 月には、GPS ナビの導入およびカート道の改修工事を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
「大秦野カントリークラブ」のリニューアルの詳細は、下記専用 Web ページよりご確認ください。 
http://www.pacificgolf.co.jp/ohatano/renewal/ 
 
■伊勢原 CC&大秦野 CC『T ポイント 1,000 ポイントプレゼントキャンペーン』同時実施中！ 

PGM Web にて 2 ゴルフ場を対象に、『T ポイント 1,000 ポイントプレゼントキャンペーン』を、2016 年 11 月 30 日（水）

まで実施しています。キャンペーンにご応募の上、対象期間でご予約いただき、プレーされた方にもれなく T ポイント 1,000  

ポイントをプレゼント！ 
 
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 http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/isehara/161101/ 

・大秦野カントリークラブ http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/ohatano/161101/ 

大秦野 CC 名物ホール！ 
≪絶景！アウトコース 8 番ホール≫ 
 
秦野市街を見渡せる、 

眺望の良い打ちおろしのロングホール。 

晴れている日は、相模湾と大島を望みながら 

ナイスショット！ 

 

「伊勢原カントリークラブ」＆「大秦野カントリークラブ」リニューアル情報！ 

新アトラクション登場！？ 
≪ゴンドラ（スロープカー）≫ 
 
乗用カートごと乗り込むゴンドラが誕生！ 

ゴンドラからの景色を楽しみながら、 

これからスタートするプレーへの 

期待感が高まります！ 

新設されたカート道 

【プロショップ】 
広々としたスペースで、 

ゆっくりと商品をご覧いただけます 

【レストラン】 
ブラウンとベージュを基調とし、 
シックな雰囲気になりました 

【男性用バスルーム】 
大きな湯船、洗い場の仕切りを新設。 

プレー後のリラックスタイムに最適な空間です 

乗用カートを全台一新！！ 

最新の乗用カートを導入 

http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/renewal
http://www.pacificgolf.co.jp/ohatano/renewal/
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/isehara/161101/
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/ohatano/161101/


 

 
 
 
    

「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、オーバーシード※を施し、年間を通して、

エバーグリーンの緑鮮やかな天然芝でプレーをお楽しみいただけます。 

また、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。 
※オーバーシードとは、寒冷気候型の芝種を秋期に撒布育成し、翌年の春期～初夏に、 

寒地型芝生から暖地型芝生に切替えることで、通年緑の芝生を維持する技法です。 

 
また、千葉県南エリアの PGM グループゴルフ場 7 コースでは、2016 年 12 月 31 日（土）まで「PGM7 コース共通    

スタンプラリー」を実施しています。スタンプ 5 個中、「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」を 1 回ご利用いただくと、プレーフィ 
割引券がもらえるほか、ゴルフボールやプロショップ割引券に加え、達成者の中から抽選でスリクソンのキャディバッグをプレゼント
します！ 
 
■「PGM7 コース共通スタンプラリー」対象ゴルフ場 

・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） 

・ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース（千葉県茂原市） 

・総丘カントリー倶楽部（千葉県富津市） 

・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） 

・丸の内倶楽部（千葉県長生郡長柄町） 

・千葉国際カントリークラブ（千葉県長生郡長柄町） 
 
「PGM7 コース共通スタンプラリー」の詳細は、下記専用 Web ページよりご確認ください。 

http://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/201610/theme04.html 

 
 
 
      

PGM Web では、11 月 16 日（水）より、新たに PGM グループ入りした  

「ニューキャピタルゴルフ倶楽部」（岐阜県恵那市）の新規加入記念として、

『PGM グループスタートアップ W キャンペーン』を実施します。 
 
■『PGM グループスタートアップ W キャンペーン』概要 

【①無料プレー権＆T ポイントプレゼントキャンペーン】 

期 間：2016 年 11 月 16 日（水）～12 月 15 日（木） 

対 象：PGM Web からキャンペーンに応募された方 

賞 品：A 賞. 抽選で 10 名さまに、「ニューキャピタルゴルフ倶楽部」全日無料プレー権（1 組 4 名さま分） 

B 賞. 抽選で 100 名さまに、PGM グループゴルフ場で使える、期間固定 T ポイント※5,000 ポイント 
※指定期間（ポイント付与日～2017 年 4 月 30 日（日））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。 

【②山分けプレゼントキャンペーン】 

期 間：2016 年 11 月 16 日（水）～2017 年 1 月 15 日（日） 

対 象：PGM Web からキャンペーンに応募・予約し、スマートチェックインでプレーされた予約代表者さま 

賞 品：キャンペーン終了後、T ポイント 20 万ポイントを対象者全員で割り、小数点以下を切り捨てたポイント数 

※応募人数に関わらず、景品表示法の規定により、本キャンペーンのお一人様あたりの最大獲得ポイントは 1 プレーあたり 

1,000 ポイントが上限となりますので、応募人数によっては総額で 20 万ポイントを下回る場合があります。 
 
キャンペーンの詳細は、11 月 16 日（水）以降、下記専用 Web ページよりご確認ください。 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/201611/ 

 

「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」は今年の冬もエバーグリーンのフェアウェイ！ 

千葉エリアのPGM7コース共通スタンプラリーも同時実施中！ 

【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広報グループ               永岡/髙野/石田/朴（パク）  TEL. 03-4413-8500 

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/ 

 

 

 

Web バナー画像 

「ニューキャピタルゴルフ倶楽部」（岐阜県恵那市）PGM グループ新規加入記念！ 
PGM Web にて『PGM グループスタートアップ W キャンペーン』を実施します！ 

オーバーシード後のコース画像 
（2016 年 11 月撮影） 

http://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/201610/theme04.html
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/playstyle/201611/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

