
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
        

PGM は、2016 年 9 月 5 日（月）より、熊本地震により、被害を受けたエリアの

一日も早い復興を願い、熊本県・大分県の郷土料理をメニューに取り入れた   

「ご当地応援メニューフェア」を、全国の PGMグループ運営ゴルフ場にて開催しました。 

このフェアは、熊本県で人気のご当地グルメ、『太平燕（タイピーエン）』をはじめと 

する、熊本県・大分県にゆかりのあるメニューを提供することで、ゴルフ場にご来場  

されたお客さまが、現地へ足を運ぶためのきっかけづくりや、震災の風化を防ぐ一助と 

なることを目的としています。 

PGM では、2016 年度 LPGA ツアー「NEC 軽井沢 72 ゴルフトーナメント」、   

「ニトリ レディスゴルフトーナメント」にて今季 2 勝を挙げている、熊本県出身で PGM

スポンサーシップ契約の笠りつ子プロとともに、引き続き、グループ一丸となって九州  

エリアの復興を応援します！ 
 

■「ご当地応援メニューフェア」 概要 
・提 供 期 間：2016 年 9 月 5 日（月）～10 月 15 日（土） 
・提供ゴルフ場：全国の PGM グループゴルフ場 109 箇所 
・提供メニュー：以下 4 種類のうち 2 品 
※バイキング実施ゴルフ場、運営受託ゴルフ場は除く。 

※提供ゴルフ場により、メニュー内容や金額が異なる場合があります。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2016/8/23 『「沖縄国際ゴルフ倶楽部」リニューアルプロジェクト』 

「沖縄国際ゴルフ倶楽部」（沖縄県国頭郡恩納村）のゴルフ場名称が 
2017 年 4 月より「PGM ゴルフリゾート沖縄」へ変更 

◆ 2016/9/12 「ニューキャピタルゴルフ倶楽部 ジャック・ニクラウス山岡コース」（岐阜県恵那市）が 
PGM グループ入りへ 株式売買に関する基本合意成立のお知らせ 

今月の TOPICS 

■がんばろう九州！全国の PGM グループゴルフ場で「ご当地応援メニューフェア」を開催！ 

■『PGM JUNIORS GOLF CHAMPIONSHIP 宮里 優作 CUP』の 
決勝大会が「山岡カントリークラブ」（岐阜県恵那市）で開催されました！ 

■キャンペーン期間中のご入会で“T ポイント 50,000 ポイント”当選のチャンス！ 

『2016 年秋の正会員募集入会応援キャンペーン』を開始！ 

■今年も「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）にて、 
『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

■PGM が協賛している、東日本大震災の復興支援を目的とした自転車イベント 
『ツール・ド・東北 2016』が 9 月 17 日（土）、18 日（日）にいよいよ開催！ 

■「霞ヶ浦カントリー倶楽部」（茨城県行方市）に待望のアプローチ練習場が完成！ 

■秋の行楽シーズンにオススメ！ゴルフ旅行や合宿なら PGM のゴルフ場へ！ 
プレー前後に宿泊できるゴルフ場をご紹介します！ 

がんばろう九州！全国の PGM グループゴルフ場で「ご当地応援メニューフェア」を開催！ 

PGM だより 
 

9 月号 
発行日 2016/9/14 

『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 

 
 
 
 
 
 

③ からし蓮根 
価格：400 円（税別） 

 
レンコンに辛子味噌を詰めた 

熊本県の郷土料理。400 年

近い歴史があり、明治時代に

一般家庭に広まり、特に正月

などに食されています。 

 
 
 
 

④ 一口からし蓮根フライ 
価格：600 円（税別） 

 
からし蓮根のツンとした辛さが

特徴で、特にビールのおつまみ

に最適です。 

 
 
 
 
 
 

① 太平燕(タイピーエン) 
価格：1,100 円（税別） 

 
熊本県でご当地グルメとして 

定着している、中国福建省 

福州の郷土料理。白湯スープ

に春雨（緑豆）を使用した、 

ヘルシーメニューです。 

PGM スポンサーシップ契約 

熊本県出身の笠りつ子プロ 

私、笠りつ子も 
熊本復興を 

応援しています！ 

 
 
 
 
 
 

② とり天 
価格：400 円（税別） 

 
大分県中部の郷土料理で、 

1960 年代に大分市内の 

食堂で誕生したとされており、

地元では定番料理の 

1 つとして提供されています。 



 
 
 
   

PGM で は 、 ジ ュ ニ ア ゴ ル フ ァ ー に と っ て 夢 の あ る 舞 台 を 提 供 す る こ と を 目 的 に 、 『 PGM JUNIORS GOLF 

CHAMPIONSHIP 宮里 優作 CUP』を本年より開催しております。そして、その決勝大会が、9 月 10 日（土）・11 日

（日）に「山岡カントリークラブ」（岐阜県恵那市）にて行われました。 

最終日の 9 月 11 日（日）には、宮里優作プロが大会プレゼンターとして来場し、トークショーやデモンストレーションで   

選手たちを激励するなど、決勝大会を大いに盛り上げてくれました！ 

なお、決勝大会には、予選大会を勝ち抜いた、総勢 59 名のジュニアゴルファーが出場し、16-18 歳男子の部において  

優勝した柚木将吾選手は、9 月 29 日（木）～30 日（金）に「桂ゴルフ倶楽部」（北海道苫小牧市）で開催される  

チャレンジトーナメント「HEIWA・PGM ChallengeⅡ」の出場資格が与えられ、13-15 歳（男・女）の部以下のカテゴリー

の優勝者には、「2017 年度 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 決勝大会」の出場資格が与えられました。 

PGM はジュニアゴルファーに向けて様々な取り組みを行う中で、若手ゴルファーの支援を今後も積極的に行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
    

PGM グループでは、10 月 1 日（土）より、全国 77 箇所のゴルフ場にて『2016 年秋の

正会員募集入会応援キャンペーン』を実施いたします！ 

このキャンペーンでは、PGM グループ運営ゴルフ場で利用可能な「T ポイント」を抽選で

110 名の方にプレゼント！11 月までにご入会された方は、2016 年の年会費が無料となる

内容となっています。 
 

■『2016 年秋の正会員募集入会応援キャンペーン』概要 

期 間：2016 年 10 月 1 日（土）～2016 年 12 月 31 日（土） 
 
特典①：T ポイントをプレゼント 

【イーグル賞】 抽選で 10 名の方に 50,000 ポイントをプレゼント 

【バーディ賞】 抽選で 100 名の方に 10,000 ポイントをプレゼント 

【レディス賞】 期間中の女性入会者の方全員に 3,000 ポイントをプレゼント 
 
対  象：期間中に対象ゴルフ場へご入会された方で、2016 年 12 月 31 日までに 

“T カード会員”、“当社スマートチェックインサービス”の登録が完了している方。 
 
特典②：2016 年 年会費無料 
 
対  象：2016 年 10～11 月にご入会された方。 

※10 月にご入会された方は 11 月・12 月分、11 月にご入会された方は 12 月分の年会費が無料となります。 
 

当キャンペーンの詳細は、必ず下記専用 WEB ページよりご確認ください。（2016 年 9 月 16 日公開予定） 

http://www.pacificgolf.co.jp/m-bosyu/ 

 

キャンペーン期間中のご入会で“T ポイント 50,000 ポイント”当選のチャンス！ 
『2016 年秋の正会員募集入会応援キャンペーン』を開始！ 

差し替え 

『PGM JUNIORS GOLF CHAMPIONSHIP 宮里 優作 CUP』の 
決勝大会が「山岡カントリークラブ」（岐阜県恵那市）で開催されました！ 

各カテゴリー入賞者（1 位～3 位）との記念撮影の様子 宮里優作プロ デモンストレーションの様子 

＜PGM スポンサーシップ契約 宮里優作プロ コメント＞ 
 

 
この大会を通じて、子どもたちがゴルフは本当に素晴らしいスポーツだなと感じて 

もらえたら嬉しいです。また、これから先も 10 年、20 年とゴルフを続けていただき、 

ゴルフをしていてよかったなと思えるようにゴルフを好きでいて欲しいです。 

近い将来、この大会に参加したジュニアゴルファーの中から、世界に羽ばたく人材が 

輩出されることを期待しています。 

会員募集ポスターイメージ 

http://www.pacificgolf.co.jp/m-bosyu/


  
 
      

PGM グループが運営する「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）では、    

2016 年 9 月 23 日（金）～25 日（日）に、『第 44 回ミヤギテレビ杯ダンロップ  

女子オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

この『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』は、東北地方では  

数少ない女子ツアーとして、2003 年以降、毎年「利府ゴルフ倶楽部」が会場となり、

今年で 14 回目を迎えます。 

今年も例年を上回るコンディションを目指し、PGM 東北エリアのコース管理スタッフ 

総出で大会本番に向け、準備を進めております。 

 

「利府ゴルフ倶楽部」をはじめとする PGM 東北エリアの各ゴルフ場及び、以下の大会

HP では、本大会の前売通し券の販売を行っております。 
 
大会の詳細は、以下 URL よりご確認いただけます。 
 
■『第 44 回ミヤギテレビ杯 ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』 

http://www.mmt-dunlopladiesopen.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

・所在地：宮城県宮城郡利府町森郷字内の目北 3-25     ・連絡先：TEL.022-356-7311 

・アクセス：仙台北部道路 利府しらかし台 IC より約 2km    ・コース概要：18 ホール／7,076 ヤード／パー72 

・コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/rifu/ 
   
 
     

ヤフー株式会社と株式会社河北新報社が主催し、PGM も協賛パートナーとして

賛同している、自転車イベント『ツール・ド・東北 2016』が、9 月 17 日（土）、 

18 日（日）に開催されます！ 

第 4 回目となる今年は、開催日も 2 日間に拡大され、牡鹿半島を一周する  

「牡鹿半島チャレンジグループライド」が新設されるなど、充実した内容となっています。 

さらに、自転車イベント以外にも大人から子どもまで参加できる様々なイベントも 

予定されており、PGM は会場となる石巻専修大学内の協賛ブースにて、場所を  

選ばず気軽に楽しめる、「スナッグゴルフ体験ブース」を出展します。 

PGM は、今年もゴルフを通じて「ツール・ド・東北」を盛り上げ、東北地方を    

応援します！ 

 
■PGM 協賛ブース出展会場：石巻専修大学 協賛パートナーブース 

「PGM スナッグゴルフ体験ブース」 
 
■『ツール・ド・東北 2016』の詳細は、 
下記の大会公式ホームページよりご確認いただけます。 
http://tourdetohoku.yahoo.co.jp/ 

 
 

昨年の 1 番ホール（PAR4）の様子 昨年の 18 番ホール（PAR5）の様子 

大会ポスター 

『ツール・ド・東北 2016』大会ポスター 

今年も「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）にて、 
『ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント』が開催されます！ 

大会看板 

PGM が協賛している、東日本大震災の復興支援を目的とした自転車イベント 
『ツール・ド・東北 2016』が 9 月 17 日（土）、18 日（日）にいよいよ開催！ 

http://www.mmt-dunlopladiesopen.jp/
http://www.pacificgolf.co.jp/rifu/
http://tourdetohoku.yahoo.co.jp/


  
 
      

PGM グループが運営する「霞ヶ浦カントリー倶楽部」（茨城県行方市）では、かねてより多くのご要望をいただいて    

おりましたアプローチ練習場を新設し、2016 年 8 月 21 日（日）にオープンいたしました。 

新設したアプローチ練習場は、18 番ホール横の遊休地（2,200 ㎡）を利用して、グリーン 2 面とバンカー1 面を完備して

います。プレー前のウォーミングアップや、スコアを大きく左右するグリーン周りの練習にも最適です。 

このアプローチ練習場は、７月より開始している会員募集にともない、新規加入および、既存の会員さま、プレーご来場  

いただくお客さまに、｢霞ヶ浦カントリー倶楽部｣を、今まで以上にお楽しみいただくため、今回の新設に至りました。 
 
PGM は、引き続き、会員さまの充実したクラブライフの提供や、ご来場いただくお客さまの満足度向上のため、積極的な 

設備投資に取り組んでまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
・所在地：茨城県行方市芹沢 1000                ・連絡先：TEL. 0299-55-2311 

・アクセス：常磐自動車道 千代田石岡 IC より約 20km    ・コース概要：18 ホール／6,798 ヤード／パー72 

・コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/ 

 

 
      

PGMでは、ゴルフのプレー前後にゆっくり寛げるホテルや、リーズナブルにご宿泊

できるロッジを併設しているゴルフ場を全国で 10 箇所以上運営しています。 

それらの施設では、お得な食事付プランや“温泉”をお楽しみいただくことが  

できる他、社内研修や催事など、お客さまの様々なニーズに合わせて、ゴルフ 

以外の用途でも幅広くご利用いただいています。 

現在、PGM WEB では、ご家族やお仲間同士でのゆったりゴルフ旅行や、  

とことんゴルフを楽しみたいゴルフ合宿等をご検討される方に向けて、“秋の宿泊

特集”を掲載していますので、是非ご覧ください！ 
 
 

※「秋の宿泊特集」の詳細は、下記専用 Web ページよりご確認ください。 

http://pgm.golf/stay2016fw 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「霞ヶ浦カントリー倶楽部」（茨城県行方市）に待望のアプローチ練習場が完成！ 

秋の行楽シーズンにオススメ！ゴルフ旅行や合宿なら PGM のゴルフ場へ！ 
プレー前後に宿泊できるゴルフ場をご紹介します！ 

【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    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/ 

 

 

 

新設したアプローチ練習場 アプローチ練習場全景 

 

バンカー練習場も完備！ 

 

Web バナー画像 

http://www.pacificgolf.co.jp/kasumigaura/
http://pgm.golf/stay2016fw
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

