
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
        
 
 

PGM グループが運営する、ゴルフ場レストラン※に、新メニュー『北海道 苫小牧風かれー拉麺』が 4 月 20 日（木）    

より登場します！  

『北海道 苫小牧風かれー拉麺』は、北海道で長年愛される名物メニュー『味噌カレーラーメン』を、PGM 共通メニュー   

として万人向けにアレンジしたオリジナルメニューです。これまで北海道でしか味わうことのできなかった人気メニューが、全国の 

ゴルフ場でお楽しみいただけるようになりました。 

※バイキング営業、レストラン委託コースを除く 
 

■『北海道 苫小牧風かれー拉麺』 メニュー概要 
・メ ニ ュ ー 名：「北海道 苫小牧風かれー拉麺」※半ライス・ザーサイ付 

・販 売 価 格：1,350 円（税別） 

※販売価格はゴルフ場により異なります 

・提 供 期 間：2017 年 4 月 20 日（木）～ 

・対象ゴルフ場：全国の PGM グループ運営ゴルフ場 111 箇所 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ポイントは、こだわり味噌と 数種類のスパイスをブレンドした“特製カレー味噌”！ 

（料飲管理グループ メニュー開発チーム：鈴木 良夫） 
 
鶏と豚の W スープに味噌とカレー粉を合わせ、さらに数種類のスパイスをブレンドした 

特製スープは、旨味やコク、刺激をバランスよく醸しだしています。 

また、厳選したもちもち感のある太麺は、スープとの相性も抜群で、 

ほどよい辛味が後を引く逸品です！ 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2017/4/7  『「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）新クラブハウスが完成 

ゴルフ場名称を「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」に変更して 

2017 年 4 月 8 日（土）より営業開始 

 

今月の TOPICS 

■カレーとラーメンの絶妙なハーモニー！！ 

『北海道 苫小牧風かれー拉麺』を全国の PGM 運営ゴルフ場で販売開始！ 

■ゴルフ場運営におけるお客さま満足度の向上・「地域一番店」を目指して！ 

『2016 年度 PGM 全国支配人会議』を開催！ 

■2017 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 

■PGM のクラブメンバーNo.1 を決める大会 

『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2017』を開催！ 

■4 月 1 日（土）より『2017 春 正会員入会応援キャンペーン』を開始！ 

■「気軽に！楽しく！」がコンセプト！都市型プレースタイルのナイタープレーを楽しもう！ 

PGM だより 
 

4 月号 
発行日 2017/4/11 

『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 

カレーとラーメンの絶妙なハーモニー！！ 
『北海道 苫小牧風かれー拉麺』を全国の PGM 運営ゴルフ場で販売開始！ 

【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/山口/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/ 

 

 

 

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


 
      
 

2017 年 3 月 27 日（月）に『2016 年度 PGM 全国支配人会議』（以下「本会議」）を開催しました。 

本会議では、2017 年度の会社方針や目標の共有、エリアの決起表明のほか、売上やサービス等、ゴルフ場運営において

総合的評価の高いゴルフ場を東日本・西日本エリアより選出した『2016 Course of the year』、『エリア優秀賞』、    

『特別賞』の発表・表彰を行いました。 

PGM は、ご来場いただくお客さまの更なる満足度向上および「地域一番店」を目指したゴルフ場運営に取り組んで     

まいります。 
   

 
 
 
 
 
 
   
■『2016 Course of the year』 受賞ゴルフ場 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
■『エリア優秀賞』 受賞ゴルフ場一覧 
 

エリア ゴルフ場（所在地） エリア ゴルフ場（所在地） 

北海道 
東北 

松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース 
（宮城県宮城郡松島町） 
http://www.pacificgolf.co.jp/matsushima_m/ 

中部 
新城カントリー倶楽部（愛知県新城市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/shinshiro/ 

関東北 
内原カントリー倶楽部（茨城県水戸市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/ 

関西 
関西空港ゴルフ倶楽部（大阪府和泉市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/kanku/ 

関東東 
総武カントリークラブ（千葉県印西市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/ 

中国 
四国 

松山ロイヤルゴルフ倶楽部（愛媛県伊予市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/matsuyamaroyal/ 

関東西 
シルクカントリー倶楽部（群馬県富岡市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/silk/ 

九州 
沖縄 

福岡国際カントリークラブ（福岡県宗像市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/fukuokakokusai/ 

 
■『特別賞』 受賞ゴルフ場一覧 
 

エリア ゴルフ場（所在地） エリア ゴルフ場（所在地） 

中部 
相良カントリー倶楽部（静岡県牧之原市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/sagara/ 

関西 
木津川カントリー倶楽部（奈良県奈良市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/kizugawa/ 

土佐山田ゴルフ倶楽部（高知県香美市） 

http://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada/ 
 

■受賞理由 
 
売上予算をはじめとした各目標の全てを達成し、4 年連続で成長を続けて 
います。この数年間で、同エリア内の他ゴルフ場に、セールスマネージャー、 
レストランマネージャー、料理長、アシスタントグリーンキーパー等、 
数多くの幹部社員を輩出し、人材育成の面でも高い評価を獲得しました。 

エヴァンタイユゴルフクラブ（栃木県栃木市） 

http://www.pacificgolf.co.jp/eventail/ 
 

■受賞理由 
 

近年の厳しいゴルフ場環境のなか、通常のゴルフ場売上はもちろん、 
新たな付帯売上に果敢に挑戦。ランチバイキングを定着させ、 
ゴルフプレー以外のお客さまの年間来場者数 12,000 名超えを 
達成しました。 
その他、顧客満足度、従業員満足度の点においても大きく向上しました。 

ゴルフ場運営におけるお客さま満足度の向上・「地域一番店」を目指して！ 
『2016年度 PGM全国支配人会議』を開催！ 

笹川 徹 支配人（左）と田中社長（右） 

麻植 修一 支配人（左）と田中社長（右） 

＜集合写真＞ 全国から 131 名の支配人が大集結しました！ 

http://www.pacificgolf.co.jp/matsushima_m/
http://www.pacificgolf.co.jp/shinshiro/
http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/
http://www.pacificgolf.co.jp/kanku/
http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/
http://www.pacificgolf.co.jp/matsuyamaroyal/
http://www.pacificgolf.co.jp/silk/
http://www.pacificgolf.co.jp/fukuokakokusai/
http://www.pacificgolf.co.jp/sagara/
http://www.pacificgolf.co.jp/kizugawa/
http://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada/
http://www.pacificgolf.co.jp/eventail/


 
   
 
 

PGM では、今年新たに女子プロゴルファーの川岸 史果プロ、西木 裕紀子プロの両名を迎え、合計 6 名のプロゴルファー 

およびツアープロコーチとスポンサーシップ契約を締結しております。各 6 名は今シーズン、「PGM」のロゴが入った        

キャップ・ウエアを着用して活動いただく他に、PGM グループのイベント・キャンペーン、ジュニアゴルファー育成に関するプロジェクト

にもご協力をいただきます。また、PGM グループは、全国で運営するゴルフ場を練習の場として無償で提供し、更なる活躍を 

サポートしてまいります。なお、PGM オフィシャルサイトでは、それぞれの応援サイトを開設（下記 URL 参照）していますので、

こちらもぜひご覧ください。 

PGM は 2017 年度もスポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチが活躍できるよう、全力で応援してまいります。 
 
■PGM スポンサーシップ契約プロゴルファー・ツアープロコーチ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

PGM のクラブメンバーNo.1 を決める大会、『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2017』  

（以下「本大会」）を、2017 年 4 月 6 日（木）に「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市）にて       

開催しました。今年で開催 5 回目を迎える本大会では、PGM が保有・運営する会員制ゴルフ場の中から 62 クラブ    

124 名のクラブ選手権・各スクラッチ競技のチャンピオンが集まり、熱き戦いが繰り広げられました。 

PGM では、全国規模での会員の皆さまを対象とした競技大会を開催することにより、会員制ゴルフ場のクラブ競技や   

クラブライフの活性化および会員満足度の向上を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
本大会の詳細は、下記専用 Web ページでご確認いただけます。 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/club_2017/ 

2017 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 

女子プロゴルファー 
笠 りつ子（りゅう りつこ） 

http://www.pacificgolf.co.jp/ryu/ 

 

男子プロゴルファー 
宮里 優作（みやざと ゆうさく） 

http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato/ 

男子プロゴルファー 
宮里 聖志（みやざと きよし） 

http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato_k/ 

女子プロゴルファー 
川岸 史果（かわぎし ふみか） 

http://www.pacificgolf.co.jp/kawagishi/ 

ツアープロコーチ 
内藤 雄士（ないとう ゆうじ）

http://www.pacificgolf.co.jp/naito/ 

女子プロゴルファー 
西木 裕紀子（にしき ゆきこ） 

http://www.pacificgolf.co.jp/nishiki/ 

PGM のクラブメンバーNo.1 を決める大会 
『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2017』を開催！ 

当日のプレーの様子 各カテゴリー優勝者 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/club_2017/
http://www.pacificgolf.co.jp/ryu/
http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato/
http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato_k/
http://www.pacificgolf.co.jp/kawagishi/
http://www.pacificgolf.co.jp/naito/
http://www.pacificgolf.co.jp/nishiki/


 

 

 
 

現在、PGM グループでは、会員制ゴルフ場の活性化を目指し、積極的に  

会員募集を行っています。 

新たに補充会員募集を開始した、「福岡国際カントリークラブ」（福岡県   

宗像市）と「伊勢原カントリークラブ」（神奈川県伊勢原市）の 2 ゴルフ場が 

追加され、会員募集実施ゴルフ場は全国 80 箇所となりました。 
 
会員募集ゴルフ場一覧 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/course.asp 
 

また、4 月 1 日（土）より、『春の正会員募集入会応援キャンペーン』を     

実施しています。 
 

■『2017 春 正会員入会応援キャンペーン』概要 
期 間：2017 年 4 月 1 日（土）～6 月 30 日（金） 

対 象：本キャンペーン期間中にご入会された方 

応募方法：Web ページよりアンケートにご回答の上、希望賞品を選択 

賞 品：【A 賞：20 名様】 

Bridgestone TOUR B330X B マークエディションまたは 

Bridgestone TOUR B330S B マークエディションまたは 

PHYZ の中から 12 ダース 

※ボールの種類は同一となります。異なる種類のボールを選ぶことはできません。 
 

【B 賞：10 名様】 

ECCO COOL18（男性用）または CAGE EVO（女性用） 

※色の指定はできません。 

※賞品は事情により同等品に変更になる場合がございます。 
 
【W チャンス賞：A、B 賞の抽選に外れた方の中から抽選で 70 名様】 

T ポイント 5,000 ポイント 
 
【レディス賞：女性入会者の方全員】 

T ポイント 3,000 ポイント 
 

『2017 春 正会員入会応援キャンペーン』の詳細は、下記専用 Web ページよりご確認いただけます。 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/spring2017/ 
 

■新たに補充募集を開始したゴルフ場  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【伊勢原カントリークラブ】 
（神奈川県伊勢原市子易 132／0463-95-3095） 
http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/ 
 

＜募集概要＞ 
・募 集 口 数：250 口 
・募 集 会 員 種 別 ：正会員 
・販売金額（税別）：320,000 円 
・年会費（税別） ：36,000 円 
・募 集 開 始 日：3 月 19 日（日） 
 
 
 
 
 
 
 
 

【福岡国際カントリークラブ】 
（福岡県宗像市朝町 1470-1／0940-32-3544） 
http://www.pacificgolf.co.jp/fukuokakokusai/ 
 

＜募集概要＞ 
・募 集 口 数：200 口 
・募 集 会 員 種 別 ：正会員 
・販売金額（税別）：300,000 円 
・年会費（税別） ：30,000 円 
・募 集 開 始 日：3 月 1 日（水） 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 月 1 日（土）より『2017 春 正会員入会応援キャンペーン』を開始！ 

キャンペーンポスター画像 

【A 賞】 Bridgestone TOUR B330X 
B マークエディション 

【B 賞】 ECCO COOL18（男性用） 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/course.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/spring2017/
http://www.pacificgolf.co.jp/isehara/
http://www.pacificgolf.co.jp/fukuokakokusai/


 

 
 
 
 

今年もナイターゴルフのシーズンがやってきました！ナイターゴルフの魅力は、なんといっても「気軽に！楽しく！」ラウンドできる

こと。お仕事帰りの方や、日差しを避けてゴルフを楽しみたい女性の方をはじめ、ゴルフ初心者の方のコースデビューに最適！ 

さらに、日中とは違った幻想的な雰囲気を楽しめるナイタープレーはゴルフデートにもオススメです。 

PGM のゴルフ場では、従来のナイター照明より高い照度が確保できる“LED”のナイター照明の導入や、お得で充実した  

ナイター特別プランを用意するなど、ナイターゴルフをより快適にお楽しみいただける環境も整えています。 

今年のナイターシーズンは、PGM のゴルフ場でナイタープレーをぜひお楽しみください！ 

 

■18 ホールにナイター照明を完備しているゴルフ場一覧 ※券売機対応ゴルフ場があるため、税込表記となっています。 
 
ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース 

(千葉県市原市/0436-37-8855） 

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース 

(千葉県茂原市/0475-27-2228)  

ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 

(千葉県市原市/0436-89-2211)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・スタート時間  14：30～20：00 

（1R最終スタート19：00) 
※金・土曜日は、0.5Ｒ21：00、 

1.0R 20：00最終スタート 
・料金（税込）0.5R 4,000 円～ 

1.0R 7,500 円～ 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/ 
 
 

 
・スタート時間  14：30～21：00 

(1R最終スタート18：30) 
 
・料金（税込）0.5R 4,000 円～ 

1.0R 7,000 円～ 
 

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

 
・スタート時間  14：30～20：00 

(1R最終スタート19：00) 
※金・土曜日は、21：00最終スタート 
・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 

1.0R 7,000 円～ 
 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/ 

成田の森カントリークラブ 

(千葉県香取市/0478-79-1000) 

亀山ゴルフクラブ 

(三重県亀山市/ 0595-82-6511) 

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/0949-42-8200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
・スタート時間  15：00～20：00 

(1R最終スタート20：00) 
・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 

1.0R 6,000 円～ 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/ 
 
 

 
・スタート時間  16：30～20：30 

(1R最終スタート19：00) 
・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 

1.0R 6,000 円～ 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/ 

 
・スタート時間  17：00～19：30 

(0.5R最終スタート19：30) 
・料金（税込）0.5R 3,300 円～ 
 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/ 

 

■ナイターゴルフをより一層お楽しみいただける企画をご紹介！ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

「ムーンレイク GC 市原コース」LED 照明導入記念！ 

『光るボール 1 球付☆ナイタープラン』実施中！ 
 
4 月 1 日より、全 18 ホールのナイター 

照明を LED 化した「ムーンレイク GC 

市原コース」では、PGM Web 限定で、 

予約代表者さま 1 名に「光るボール」を 

1 球プレゼントするプランを実施中！ 

大好評！「ナイター友の会」 

ムーンレイク GC 市原・茂原・鶴舞コース（3 コース共通）、

成田の森CC（単独）で会員募集中！ 
 
「ナイター友の会」にご入会いただくと、 

優待料金でプレーができる以外に、 

様々な特典があるため、毎年たくさんの方に 

ご入会いただいています。 

「気軽に！楽しく！」がコンセプト！都市型プレースタイルのナイタープレーを楽しもう！ 

18 ホール LED 照明 

5 ホール LED 照明 

18 ホール LED 照明 

18 ホール LED 照明 18 ホール LED 照明 

http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/

