
「陳建一の担担麺」 
価格：1,510円（税別）※半ライス・ザーサイ・杏仁豆腐付 

四川料理の父と云われた先代 陳建民から受け継がれた四川伝承の味。 
芝麻醤（チーマージャン）と甜麺醤（テンメンジャン）がスープに奥行きのある芳醇
な旨味を醸し出し、そこにこだわりの四川飯店特性のラー油を加えることで、絶妙な
辛さに仕上げています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        

PGM グループでは中華の鉄人・陳建一氏プロデュースの新メニュー「陳建一の木犀肉（ムースゥルー）」を 2018 年 1 月
23日（火）より販売開始しました！ 
木犀肉（ムースゥルー）とは、ふんわりと炒めた卵が、金木犀の咲き乱れている様子に似ているところから名付けられた   

中華料理を代表するメニュー「豚肉と木耳の玉子炒め」です。コリコリとした木耳の食感とふんわり卵、味の浸みた柔らかい豚肉
が絶妙にマッチし、ご飯との相性も抜群です。 

 
■鉄人シェフスペシャルメニュー「陳建一の木犀肉（ムースゥルー）」 概要  
 
・価 格：1,5０0円（税抜） 

※基本セット（ライス・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐付） 
・販 売 期 間：2018年 1月 23日（火）～3月 31日（土） 
・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 
 
新メニューの詳細は、下記専用Web ページでご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ 

 
 

 
【陳 建一氏 プロデュースメニュー その他ラインナップ】 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2018/1/31 「赤穂国際カントリークラブ」（兵庫県赤穂市） 

本日 2018年 1月 31日（水）を以て運営受託を終了 

今月の TOPICS 
■鉄人シェフスペシャルメニュー に、中華の鉄人・陳 建一氏の“新メニュー”が登場！ 
■「東京ベイサイドゴルフコース」（千葉県富津市） 

4月 1日（日）より、待望の 18Ｈスループレー（一部）をスタート！！  
■「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」出場権を勝ち取れ！ 
今年もチャレンジトーナメント２試合を、平和と共同主催します！ 

■PGM Web お得な T ポイントキャンペーン好評実施中！ 
 

PGMだより 
 

2月号 
発行日 2018/2/1 

『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 

「陳建一の麻婆豆腐」 
価格：1,510円（税別）※半ライス・ザーサイ・杏仁豆腐付 

四川料理を代表する、陳建一の“原点”とも言えるメニュー。 
唐辛子の辛さや、山椒の刺激を追求し、深みのある味わいです。 
 

鉄人シェフスペシャルメニュー に、中華の鉄人・陳 建一氏の“新メニュー”が登場！ 

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


 
      

 
 

   
 「東京ベイサイドゴルフコース」（千葉県富津市）では、2018 年 4 月 
1 日（日）より、一部ラウンドスタイルを変更し、18Ｈスループレー    
（午前・午後の 2 部制）を導入します！これにより、お昼休憩を挟む  
従来のプレースタイルだけでなく、午前スルー・午後スルーとお客さまの   
ライフスタイルに合わせたプレーをお楽しみいただけるようになります。 
PGM グループ関東エリアで、1 年を通して 18Ｈスループレーを実施して
いるゴルフ場は、「KOSHIGAYA GOLF CLUB」（埼玉県吉川市）に  
続き、「東京ベイサイドゴルフコース」が 2箇所目となります。 
 

■コース概要 
住 所：千葉県富津市竹岡 4277-2 
T E L：0439-67-2611 
ア ク セ ス：【車の場合】館山自動車道・富津竹岡ＩＣから約 3キロ 

【電車の場合】ＪＲ内房線・上総湊駅よりタクシーにて約 10分 
コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/tokyobayside/  
 

■「東京ベイサイドゴルフコース」 大井 孝之支配人 コメント 
「当ゴルフ場は、アクアライン川崎浮島 JCTから約40分、また東京湾フェリーの 
金谷港も至近で、都内や神奈川県からのアクセスが抜群のゴルフ場です。 
また、スペイン瓦を使用したおしゃれなクラブハウスや、コースから東京湾の大パノラマを 
一望できる眺望など、リゾート感覚あふれるコースは女性ゴルファーにも人気で、 
PGMグループ内でもトップを誇る女性来場比率となっています。 
今回の 18Ｈスループレーの導入により、ぜひ多くの方にご来場いただき、カジュアルな 
スループレースタイルをご体験いただけると嬉しく思います。」 
 

■18Ｈスループレーを楽しめる PGMグループゴルフ場（一例）   
 

                         （大郷コース） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「東京ベイサイドゴルフコース」（千葉県富津市） 
4月 1日（日）より、待望の 18Ｈスループレー（一部）をスタート！！ 

一部18Ｈスループレー（早朝／午後）を実施！ 

通年18Ｈスループレーを実施！ 
 

一部18Ｈスループレー（早朝／午後）を実施！ 

通年18Ｈスループレーを実施！ 

※各ゴルフ場のプレー時間・料金については広報グループまでお問い合わせください。 

■コース概要 
住所： 
兵庫県三木市 
吉川町西奥 826 
TEL：0794-73-1900 

■コース概要 
住所： 
兵庫県神戸市北区 
八多町吉尾 991-1 
TEL：078-981-5333 

■コース概要 
住所： 
埼玉県吉川市 
吉屋 525 
TEL：048-982-2311 

■コース概要 
住所： 
宮城県黒川郡大郷町 
川内字中埣山 84-1 
TEL：022-359-3311 

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


 
      

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する『HEIWA ・PGM Challenge～Road to 
CHAMPIONSHIP』 2試合が、2018年5月と9月に開催することが決定しました。各チャレンジトーナメントの優勝者2名には、
『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』（11 月 1 日（木）～11 月 4 日（日）／ＰＧＭゴルフリゾート沖縄）への主催者  
推薦枠を使用した出場権を付与する予定です。 
 
『HEIWA・PGM Challenge～Road to CHAMPIONSHIP』 開催概要 
■ 『HEIWA・PGM Challenge Ⅰ～ Road to CHAMPIONSHIP』 
 日 程 ： 2018年5月16日（水）～5月18日（金） ＜3日間競技＞ 
 開催地 ： 「鹿島の杜カントリー倶楽部」（茨城県鹿嶋市） 
 ＵＲＬ ： http://www.pacificgolf.co.jp/kashimanomori/ 
 
■ 『HEIWA・PGM Challenge Ⅱ～ Road to CHAMPIONSHIP』 
 日 程 ： 2018年9月12日（水）～9月14日（金） ＜3日間競技＞ 
 開催地 ： 「かさぎゴルフ倶楽部」（京都府相楽郡笠置町） 
 ＵＲＬ ： http://www.pacificgolf.co.jp/kasagi/ 
 
  
 
 
 

 

 

【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/伊藤/朴（パク）  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「いいね！」ボタンのクリックお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」出場権を勝ち取れ！ 
今年もチャレンジトーナメント２試合を、平和と共同主催します！ 

PGM Webお得な Tポイントキャンペーン好評実施中！！ 

 

■プレーするほどチャンスが増える！最大総額 100万ポイント！ 「冬のポイント山分けキャンペーン」 

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のうえ
プレーをされた方全員に、T ポイント最大総額 100 万ポイントを山分け 
してプレゼントするキャンペーンです。 
・応 募 期 間： 1月23日（火）～ 2月28日（水） 
・プレー対象期間： 2月1日（木）～ 2月28日（水） 
・キャンペーン URL： 
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/201801/ 

 

 

「冬のポイント山分けキャンペーン」 

■2月～4月のプレーは PGMの月初がお得！ 「Tポイント10倍キャンペーン」 

PGM Web からキャンペーンに応募＆2 月～4 月の月初（1 日～  
5 日）のプレーを予約し、スマートチェックインのうえプレーをされた予約  
代表者さまに、Tポイントを通常の10倍プレゼントするキャンペーンです。 
・応 募 期 間： 
【2月プレー分】 1月 19日（金）～2月 5日（月） 
【3月プレー分】 1月 19日（金）～3月 5日（月） 
【4月プレー分】 1月 19日（金）～4月 5日（木） 

 

 
「T ポイント 10倍キャンペーン」 

・プレー対象期間： 2月、３月、４月 の1日 ～５日 
・キャンペーン URL： 
http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/pbonus/201801/ 
 

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

