
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
PGM Web のスマートフォンサイト（以下、スマホサイト）がリニューアルされ、さらに便利に

使いやすくなりました！PC 版で大好評の「My カレンダー」機能が、スマホサイトでもご利用 

いただけるようになるなど、便利な機能が充実しました。 
 
■新スマホサイトの便利ポイント 
①My カレンダー機能がスマホでも利用可能に！ 
 

My カレンダーとは？ 
メンバー登録またはお気に入り登録したゴルフ場を、カレンダーの日付を選択するだけで、 
簡単に空き枠検索、プラン比較、予約できる機能。 

 
✔ 日付を選ぶだけで複数ゴルフ場のプラン比較ができる！ 
✔ 時間帯ごとのプラン空き枠数が一目瞭然！ 
✔ 検索、比較、予約を My カレンダーだけで簡単に行える！ 

 
②予約完了までのステップが短縮されより簡単に！ 
 
③お知らせ機能を追加！ 
 
④全国ゴルフ場一覧ページを追加し各ゴルフ場ページへ簡単アクセス！ 
 

詳細は下記専用 Web ページでご確認いただけます。 

http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/prpage/20161216/ 
 

■新機能リリース記念 

『「My カレンダー」も「新スマホサイト」も使ってみよう！キャンペーン』実施中！ 

「My カレンダー」機能追加、「新スマホサイト」のリリースを記念し、期間固定 T ポイントが

当たるお得な Web キャンペーンを実施しています！ 
 

詳細は下記専用 Web ページでご確認いただけます。 

http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/release_201612/ 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2016/12/16 株式会社平和と PGM ホールディングス株式会社が共同主催 

2017 年度 ジャパンゴルフツアー ツアートーナメント 

『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』第 5 回大会の開催が決定 

◆ 2016/12/20 PGM ホールディングス株式会社が 2017 年度も大会冠スポンサーとして特別協賛 

『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 

2017 年 2 月 25 日（土）～4 月 23 日（日）、PGM グループゴルフ場にて開催 

◆ 2017/1/10  『「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） 

デイゴコース（9 ホール）改修工事完了のお知らせ 

今月の TOPICS 

■PGM Web のスマホサイトがリニューアル！さらに便利に、使いやすくなりました！ 

■プレーに行ったら一度は食べたい！長年愛され続ける PGM ロングセラーメニュー特集！ 

■T ポイント総額 100 万ポイントが合計 1,500 名様に当たる！！2017 新春スピードくじを開催中！！ 

■伊勢原カントリークラブ＆大秦野カントリークラブに待望の GPS ナビが導入！！ 

カジュアルなセルフプレーもお楽しみいただけるようになりました！ 

■スタンプを集めてお得な商品をゲットしよう！PGM 茨城・千葉エリアでスタンプラリーイベント開催中！ 

PGM だより 
 

1 月号 
発行日 2017/1/11 

『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 

PGM Web のスマホサイトがリニューアル！さらに便利に、使いやすくなりました！ 

リニューアルしたスマートフォンサイト画面 

http://booking.pacificgolf.co.jp/htmls/prpage/20161216/?tp_sb
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/release_201612/


 
     

ゴルフはプレーだけでなく、おいしい食事も楽しみのひとつ。今回は、プレーに行ったら一度は食べたい、PGM グループの   

ゴルフ場で長年愛され、提供し続けている、自慢のロングセラーメニューをご紹介します！ 
 

■PGM ロングセラーメニュー 
 

   桂ゴルフ倶楽部            大日向カントリー倶楽部          サンヒルズカントリークラブ 
（北海道苫小牧市/0144-57-5757）     （栃木県さくら市/028-686-2561）       （栃木県宇都宮市/028-665-4111） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 京カントリークラブ            大秦野カントリークラブ           茨木国際ゴルフ倶楽部 

（千葉県山武郡芝山町/0479-77-2222）  （神奈川県秦野市/0463-75-1616）      （大阪府茨木市/072-643-5931） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
神有カントリー倶楽部          大山アークカントリークラブ        相良カントリー倶楽部 

（兵庫県神戸市/078-981-5333）     （鳥取県西伯郡伯耆町/0859-63-0555） （静岡県牧之原市/0548-54-1116） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレーに行ったら一度は食べたい！長年愛され続ける PGM ロングセラーメニュー特集！ 

「味噌カレーラーメン」 
・価 格：1,280 円（税別） 
・提供年数：5 年 
味噌 ラー メン を ベ ー ス にし たカレ ー   
風味。オリジナルの隠し味を使用した
香辛料が効いたスープはやみつきに  
なり、何度でも食したくなります。 

「石焼じゅうじゅう牛肉ステーキ」 
・価 格：1,700 円（税別） 
・提供年数：10 年 
その名のとおり、“じゅうじゅう”という音が
食欲を刺激する名物料理。溶岩板の
上で仕上げることで、旨みを逃がすこと
なく、ジューシーな味わいに。 

「ニラとモヤシの中華そば」 
・価 格：1,150 円（税別） 
・提供年数：9 年 
シャキシャキのもやしの食感とにらの  
風味が後を引く極上の一杯。シンプル
な味付けながら、また食べたくなる  
味わいに、リピーター続出。 

「酸辛湯麺（スーラータンメン）セット」 
・価 格：1,400 円（税別） 
・提供年数：20 年 
酸味と辛味が絶妙なスープに、海老・
イカ・ホタテの海鮮とたっぷりの野菜が 
入 っ た 、 体 の 芯 か ら 温 ま る 餡 か け    
ラーメンです。 

「神有ハンバーグランチ」 
・価 格：1,450 円（税別） 
・提供年数：9 年 
地元三田牛と国産豚の粗引きミンチを
あわせた、食べ応えのある一品。熱々
の鉄板に乗ったお肉からは、旨味の 
詰まった肉汁がたっぷり！ 

「丹沢名物十割そば」 
・価 格：1,300 円（税別） 
・提供年数：10 年 
かながわ名産 100 選に選ばれた  
「石庄丹沢そば」を使用。秦野の良質
な水を使って作られたコシのある手打ち
そばは、のど越しもよく絶品です。 

「焼きビフテキピラフ」 
・価 格：1,750 円（税別） 
・提供年数：5 年 
醤油ベースに牛スジと香味野菜を   
じっくり煮込んで作った特製ソースが 
食欲をそそります。1 カ月のオーダーが
1,500 食を超える超人気メニュー。 

「アーク名物！大山鶏のにんにく焼き」 
・価 格：1,480 円（税別） 
・提供年数：10 年 
銘柄鶏「大山鶏」を使ったスタミナ満点
の人気メニュー。お肉の上にたっぷりと 
のせたニンニクの香りが食欲をそそる。 
ごはん・みそ汁・漬物付き。 

「特大メンチカツ」 
・価 格：1,500 円（税別） 
・提供年数：8 年 
直径約 30cm、総重量 450g の  
大ボリューム！じっくりと揚げたサクサク
の 衣 の 中 か ら ジ ュ ー シ ー な 肉 汁 が   
じゅわーっと溢れ出します。 



 
      

PGM グループのゴルフ場では、抽選で 1,500 名の方に総額 100 万 

期間固定 T ポイントが当たる、2017 新春スピードくじを開催しています。 

期間中、対象ゴルフ場でプレーをするとスピードくじが配布され、 

記載された番号を挑戦画面で入力すると、くじに挑戦できます。 

期間中何度でも参加できるので、プレーをするたびにチャンスが広がる 

キャンペーンとなっています。 
 
■2017 新春スピードくじ 概要 

・配布期間：2017 年 1 月 29 日（日）まで 
※スピードくじがなくなり次第終了 

・挑戦期間：2017 年 1 月 31 日（火）まで 
 

詳細は下記専用 Web ページでご確認いただけます。 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/speedkujiweb/201701/?tp_sb 

 
 
       

神奈川県の「伊勢原カントリークラブ」（伊勢原市）、「大秦野カントリークラブ」 

（秦野市）に、待望の GPS ナビが導入されます。これに伴い、今後は従来のキャディ 

付きプレーはもちろん、カジュアルなセルフプレーもお楽しみいただけます！ 

また、PGM Web では、GPS ナビ導入を記念して、PGM Web から応募のうえ、  

予約＆プレーされた方にもれなく期間固定 T ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施

しています。 

※「大秦野カントリークラブ」の GPS ナビ導入開始日は、1 月 10 日（月）～、 

「伊勢原カントリークラブ」は、2 月 1 日（水）～となります。

 

・「伊勢原カントリークラブ」キャンペーン Web ページ：http://pgm.golf/2izJJzT 
 
・「大秦野カントリークラブ」キャンペーン Web ページ：http://pgm.golf/2jdfqQn 
 
 
        

PGM 茨城・千葉エリアでは、茨城南・成田エリアの PGM グループゴルフ場 6 コースを対象にした①「平日スタンプラリー」、

千葉南エリアの 7 コースを対象にした②「ラウンドビンゴ」を開催しています。 

各イベントでスタンプを集めると、キャンペーン対象ゴルフ場で使用できるプロショップ割引券や、プレーフィー無料券などお得な

商品をもれなくプレゼントします！ 
 

①「PGM 茨城南・成田エリア 6 コース共通 平日スタンプラリー」 概要 

・実施期間：2017 年 3 月 10 日（金）まで 

・詳細 Web ページ：http://pgm.golf/2jd5I0o 

 

②「PGM 千葉エリア新春企画！！ラウンドビンゴ」 概要 

・実施期間：2017 年 4 月 7 日（金）まで 

・詳細 Web ページ：http://pgm.golf/2iXziXL 

 

【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/ 

 

 

 

T ポイント総額 100 万ポイントが合計 1,500 名様に当たる！！ 
2017 新春スピードくじを開催中！！ 

伊勢原カントリークラブ＆大秦野カントリークラブに待望の GPS ナビが導入！！ 
カジュアルなセルフプレーもお楽しみいただけるようになりました！ 

スタンプを集めてお得な商品をゲットしよう！ 
PGM 茨城・千葉エリアでスタンプラリーイベント開催中！ 

スピードくじ 

伊勢原 CC キャンペーン Web ページ 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/speedkujiweb/201701/?tp_sb
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/speedkujiweb/201701/?tp_sb
http://pgm.golf/2izJJzT
http://pgm.golf/2jdfqQn
http://pgm.golf/2jd5I0o
http://pgm.golf/2iXziXL
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

