
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      

PGM ゴルフアカデミー銀座では、12月にプロゴルファーが来店するスペシャルイベントを行います。 
12月 5日（水）には、イ・ボミプロを招き、“5分間イ・ボミプロを独り占め！”できる「ファンとの交流イベント」を開催。 12月
16 日（日）には、丸山 茂樹プロを招き、小学校 1～4 年生を対象にしたシミュレーションゴルフでのラウンド、ドラコン、   
ニアピン大会などを行う「丸山茂樹ジュニアファンデーション Xmas Golf for Kids in PGM ゴルフアカデミー銀座」を開催。   
そして、12 月 22 日（土）には、上田 桃子プロ、有村 智恵プロ、笠 りつ子プロを招き、熊本地震の復興支援として、  
レッスン会、シミュレーションゴルフでのプロとの対決、スペシャルチャリティーオークションを行う、「女子プロゴルファー熊本復興  
チャリティーイベント」を開催いたします。 
【スペシャルイベント概要】 
■イ・ボミプロ「ファンとの交流イベント」 
・開催日時：12月 5日（水）14:00～16:20 
・イベント内容：イ・ボミプロとファンとの交流イベント 
（イ・ボミプロによるワンポイントアドバイス/お土産用キャップにサイン/トークショー 
記念撮影※3名以上での撮影） 
・参加賞：HONMA キャップ（イ・ボミモデル）イ・ボミプロのサイン入りゴルフボール 
・料金：\10,000／1枠  ※1枠 2名まで参加可能 
・定員：16枠（8枠/部 最大 32名） 
※応募は終了しております。 
・キャンペーン URL：http://www.pacificgolf.co.jp/indoor/event/event_details/20181205.asp 

■「丸山茂樹ジュニアファンデーションXmas Golf for Kids in PGMゴルフアカデミー銀座」 
・開催日時：12月 16日（日）13:30～16:30 
・イベント内容：小学校 1～4年生を対象にした、シミュレーションゴルフを使用しての 
ラウンド、ドラコン、ニアピン大会など 
・参加プロ：丸山茂樹プロ、内藤雄士プロコーチ、渡邉彩香プロ、稲森佑貴プロ 
・料金：無料 
・定員：24名 
・応募方法：定員に達した為、応募は締切ましたが、キャンセル待ちを受け付けております。 
キャンセル待ちをご希望の方は、事務局まで連絡をお願い致します。 
・キャンペーンURL：https://www.maru-junior.com/outline/tour_18christmas.html 

■「女子プロゴルファー熊本復興チャリティーイベント」 
・開催日時：12月 22日（土）13:00～17:30 
・イベント内容：ファミリーの部 レッスン会/プロと対決！ミニゲーム/記念撮影&サインコーナー  

大人の部    レッスン会/プロと対決！ミニゲーム/記念撮影&サインコーナー/ 
トークショー＆サイングッズ抽選会 

・参加プロ：有村智恵プロ、笠りつ子プロ、上田桃子プロ 
・料金：ファミリーの部 （無料 15組限定)   

大人の部（5,000円 80名限定 軽食・ドリンク・抽選券 2枚付） 
・応募方法：下記 URL よりチケット購入可能（12月 12日（木）24:00迄 ※定員に達し次第終了） 
・キャンペーン URL：https://peatix.com/event/487117/view?k=8b7921f4a406b1fcdbd4c44455d6bd3408c91cb6 

最近のプレスリリース一覧 
◆2018/11/6  「レイクウッド総成カントリークラブ」、「レイクウッド大多喜カントリークラブ」が PGM グループ入りへ株式譲渡契約締結 

◆2018/11/9  PGM グループ全ゴルフ場に「ピンクティー」を導入 
様々なゴルファーの技量に対応する最大６つのティーイングエリアを設置 

今月の TOPICS 
■「PGM ゴルフアカデミー銀座」12月プロ来店！ スペシャルイベントのご紹介！！ 

■鉄人シェフスペシャルメニューに、フレンチの鉄人・坂井 宏行氏の“新メニュー”が登場！ 

■冬の贅沢プレミアムメニュー！ 『仙台黒毛和牛のステーキ重』、『伴助 縞ほっけの干物御膳』が 
GRAND PGM ゴルフ場で販売開始！！ 

■「PGM ゴルフアカデミー銀座」で女子プロと 
パーソナルレッスン&同伴ラウンドプレー（with Golf）が出来る！！ 

■「PGM Web」×「PGM ゴルフアカデミー銀座」 合同キャンペーン開催！ 

■PGM特別企画「ブリヂストン ウインターキャンペーン」 開催！ 

PGMだより 
『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 
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PGM グループでは、フレンチの鉄人・坂井宏行氏プロデュースの新メニュー

「根菜入りスパゲッティボンゴレ 若布のフライ添え」を 12 月 16 日（日）から
販売開始します！ 
鉄人特製のボンゴレは、あさりの旨味が凝縮されたスープと,その旨味を   

纏いモチッとした生パスタが特徴の坂井シェフオリジナルメニューです。サクサクの
若布（わかめ）フライやシャキシャキの根菜といった意外な組み合わせの食材
たちが織りなす美味しさをお楽しみください。 

■鉄人シェフスペシャルメニュー「根菜入りスパゲッティボンゴレ 若布のフライ添え」 概要  
・価 格(税別)：スープ・サラダ・デザート付セット 1,650円 

スープ・サラダ・付セット 1,450円 
単品販売 1,250円 

・販 売 期 間：12月 16日（日）～2019年３月 15日（金） 
・販売ゴルフ場：全国の PGM グループゴルフ場   ※バイキング実施ゴルフ場、レストラン委託事業所、一部クローズゴルフ場を除く。 
「根菜入りスパゲッティボンゴレ 若布のフライ添え」の詳細は、専用Web ページでご確認いただけます。
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/   ※12月 16日以降に URL更新されます。 

 
       
 
 

GRAND PGM ゴルフ場のレストランに、冬季のプレミアム新メニュー仙台黒毛和牛のステーキ重』と『伴助 縞ほっけの   
干物御膳』が 12月 16日（日）から 2019年 3月 15日（金）の期間限定で登場します！  
『仙台黒毛和牛のステーキ重』は、仙台黒毛和牛の厳選したサーロインから、贅沢にロース芯の部分だけを使用しました。

丁寧にミディアムレアに焼き上げ、お重に余す事無く美味しさを詰め込みました。添えられた 2 種類の調味料と、つけだれで  
味の変化もお楽しみいただけます。 
『伴助 縞ほっけの干物御膳』は、脂の乗った縞ほっけを吟味し使用。隠し味に、帆立エキス、魚醤を使ったオリジナルのタレ

に漬け込み独自の乾燥工程にて時間を掛けてじっくりと仕上げた、こだわりの干物です。干物本来の旨味、素材の良さを最大
限発揮した手作りの干物を、香ばしくふっくらと焼き上げました。どちらも、GRAND PGM ゴルフ場でお楽しみいただけます！ 

 
 
■「仙台黒毛和牛のステーキ重」 概要 
・価 格(税別)：4,5０0円  
・販 売 期 間：12月 16日（日）～2019年 3月 15日（金） 
・販売ゴルフ場：全国 9箇所の GRAND PGM ゴルフ場 
             ※桂ゴルフ倶楽部・PGM ゴルフリゾート沖縄は除く 
 
 
 
■「伴助 縞ほっけの干物御膳」 概要 
・価 格(税別)：2,4０0円 
・販 売 期 間：12月 16日（日）～2019年 3月 15日（金） 
・販売ゴルフ場：全国 10箇所の GRAND PGM ゴルフ場 
          ※桂ゴルフ倶楽部は除く 
 
 

 
 

鉄人シェフスペシャルメニューに、フレンチの鉄人・坂井 宏行氏の“新メニュー”が登場！ 

冬の贅沢プレミアムメニュー！  
『仙台黒毛和牛のステーキ重』、『伴助 縞ほっけの干物御膳』が 
GRAND PGM ゴルフ場で販売開始！! 
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PGM ゴルフアカデミー銀座では、PGM がサポートする女子プロによる    
パーソナルレッスン＆同伴ラウンドプレー（with Golf）が出来るサービスを 
11月 30日（金）より開始しました。 

■「パーソナルレッスン」概要 
・価 格(税別)：12,000円（50分）※別途レンジ利用料金が必要となります。 
・定 員：プロ 1名に対し最大 2名 
・使 用 レンジ：オープンレンジもしくはプライベートレンジ 
■「同伴ラウンドプレー」概要 
・価格(税別)：12,000円（50分）※別途レンジ利用料金が必要となります。 
・定 員：プロ 1名に対し最大 3名 ラウンド用ゴルフシミュレーター（GOLFZON VISION）を使用 
・使 用 レンジ：オープンレンジもしくはプライベートレンジ 

・URL: http://www.pacificgolf.co.jp/indoor/event/event_details/20181116.asp 
 
 
 
 
 
 
 

12月4日（火）～ 2019 年１月６日（日）にPGMゴルフアカデミー銀座の
LINE@に友達登録して、来店時にトーク画面をご提示頂いた方に、もれなく PGM 
Web で使えるゴルフ場予約クーポンをプレゼントします。 

■キャンペーン概要 
・キャンペーン期間：2018年12月4日（火）～ 2019年1月6日（日） 
・賞 品 内 容：PGM Webで使えるゴルフ場予約割引クーポン 1,000円分  応募者全員 
・クーポンのプレー対象期間：2019年1月7日(月)～2019年3月31(日) 
・キャンペーン URL： 
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/ginza/201812/ 
 

     
全国の PGM グループゴルフ場では、ブリヂストンの 2018 年秋冬の最新モデルのキャディ    

バッグや ボストンバッグ、シューズなどをお値打ち価格で販売する「ブリヂストン ウインター     
キャンペーン」を開催します！ぜひこの機会に、最新アイテムに買い替えを検討してみてはいかが
でしょうか？ 

【キャンペーン概要】 
・キャンペーン期間：12月8日（土）～ 2019年2月24日（日） 
・キャンペーン内容：期間中、対象商品が20～30%OFFで購入可能 
・対 象 ゴルフ場：各ゴルフ場までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 

「PGM ゴルフアカデミー銀座」、「PGM Web」と合同キャンペーン開催！ 

PGM特別企画「ブリヂストン ウインターキャンペーン」 開催！ 

【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               大嶋/伊藤/田中          TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール                大島/宮田              TEL. 03-4531-0285 
【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をご覧ください】                   http://www.facebook.com/PGMFB/ 

「PGM ゴルフアカデミー銀座」で女子プロと 
パーソナルレッスン&同伴ラウンドプレー（with Golf）が出来る！！ 

PGM サポート女子プロとは？ 
PGM が練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートしている女性選手のことをいいます。 
主にプロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選手となります。 
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