
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
新名神高速道路（以下、新名神）が 3 月 17

日（日）に開通し、該当するＰＧＭゴルフ場への  
アクセスが大変便利になりました！ 
新名神沿いに多くゴルフ場があるＰＧＭでは、   

新名神開通記念として特別プランもご用意しています。
新しいアクセスを利用してお得にゴルフをお楽しみ   
ください！ 

 
 
 
■新名神「新四日市⇔亀山西」開通記念特集ページ 
https://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/201903/theme03.html 
 
■新名神開通でアクセスが便利になるゴルフ場 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

        

最近のプレスリリース一覧  
◆2019/3/13    「レオマ高原ゴルフ倶楽部」（徳島県三好市）の譲渡に関する 

基本合意契約締結のお知らせ 
 

◆2019/3/29 ＰＧＭが 2名の女子プロゴルファーをサポート 
西木 裕紀子選手、幡野 夏生選手とスポンサーシップ契約を締結 
 

◆2019/4/9 ＰＧＭが 3名の男子プロゴルファーをサポート 
大槻 智春選手、嘉数 光倫選手、香妻 陣一朗選手とスポンサーシップ契約を締結 

今月の TOPICS  
■新名神開通！便利になったアクセスを利用してもっとゴルフを楽しもう！  
■『アジアパシフィック オープンゴルフ チャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019』   

5月 9日（木）より総武カントリークラブ 総武コースで開催！   
■2019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！   
■ゴールデンウィークのゴルフで T ポイント最大総額 100万ポイントを山分け！  
■四国ナンバー１のＰＧＭシェフ考案メニューが４月より販売開始！ 

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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新名神開通！便利になったアクセスを利用してもっとゴルフを楽しもう！ 

亀山ゴルフクラブ（三重県亀山市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/ 

 
 

 
 
 
 

 
 

滋賀ゴルフ倶楽部（滋賀県甲賀市）
http://www.pacificgolf.co.jp/shiga/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

近江ヒルズゴルフ倶楽部（滋賀県蒲生郡）
http://www.pacificgolf.co.jp/ohmihills/ 

 
 

 
 
 
 

 
 

名阪チサンカントリークラブ（三重県伊賀市）
http://www.pacificgolf.co.jp/meihan/ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ドッグレッグや池などの変化
が感じられるコースは、 
初心者から上級者まで楽
しめます。名物の東コース
6 番ホールは池のある谷
越ショートで、力みすぎると
池に吸い込まれるので要
注意。 

ショットの飛距離と正確さ
が求められる攻略性に富
んだ伊賀コースと、全体的
にフラットでのびのびとプレ
ーができる景観が美しい
阿山コース。それぞれ違っ
た味わいをお楽しみいただ
けます。 

2008年には関西オープン
で石川遼プロが初優勝を
かざり、記念モニュメントや
コースレコードを記したプレ
ートの設置があります。丘
陵地に広がる戦略的なコ
ースはゴルフの醍醐味を存
分に味わえます。 

鈴鹿国定公園のふもとに
つくられたコースは、豊富
な自然樹と隣を気にせず
打てる圧倒的な広さが特
徴。カートの「フェアウェイ
乗入走行プレー」で広い
敷地でも快適にゴルフを
お楽しみいただけます。 

https://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/201903/theme03.html
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/
http://www.pacificgolf.co.jp/shiga/
http://www.pacificgolf.co.jp/ohmihills/
http://www.pacificgolf.co.jp/meihan/


          
2019年5月9日（木）～12日（日）、総武カントリークラブ 総武コース  
（千葉県印西市）にて 『アジアパシフィック オープンゴルフ チャンピオンシップ ダイ
ヤモンドカップゴルフ 2019』が開催されます。 
 今回の開催地である総武カントリークラブ 総武コースは、ハイグレードゴルフ場    
ブランド「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ」として運営しており、過去には㈱平和及び当社 
共同主催のHEIWA・PGM CHAMPIONSHIP（2015年2016年）、日本プロ
ゴルフ選手権大会や日本オープンゴルフ選手権競技、サントリーオープンゴルフ   
トーナメントなどのビッグトーナメントを開催した実績があります。 
なお、本大会では、今年度から優勝者には全英オープンの出場権が与えられる

等、より見逃せない内容となっております。是非ご来場いただき、トーナメントの様子
を目の前でお楽しみください！ 
 
大会の詳細は、下記 URL よりご確認いただけます。 
■『アジアパシフィック オープンゴルフ チャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019』 
https://www.ktv.jp/golf/index.html 
■大会前売り券情報 
https://www.ktv.jp/golf/ticket.html 
        
ＰＧＭでは、今年新たに西木裕紀子選手、幡野夏生選手、大槻智春選手、嘉数光倫選手、香妻陣一朗選手の    

5 名を迎え、合計 12 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ました。契約選手は、    
「ＰＧＭ」のロゴが入ったゴルフウェアを着用し、2019 年度の試合に参戦します。また、ＰＧＭグループが全国で保有・運営
するゴルフ場を練習の場として無償で提供し、全面的に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応援サイト
を開設しており、2019 年度も活躍できるよう、全力で応援してまいります。 

 
ＰＧＭスポンサーシップ応援サイト  
http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ 
 
■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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『アジアパシフィック オープンゴルフ チャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2019』 
5月9日（木）より総武カントリークラブ 総武コースで開催！ 

2019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） 

女子プロゴルファー 
小倉 ひまわり（おぐら ひまわり） 

女子プロゴルファー 
西木 裕紀子（にしき ゆきこ） 

女子プロゴルファー 
幡野 夏生（はたの なつき） 

男子プロゴルファー 
宮里 優作（みやざと ゆうさく） 

男子プロゴルファー 
宮里 聖志（みやざと きよし） 

男子プロゴルファー 
日高 将史（ひだか まさし） 

ツアープロコーチ 
内藤 雄士（ないとう ゆうじ） 

男子プロゴルファー 
大槻 智春（おおつき ともはる） 

男子プロゴルファー 
嘉数 光倫（かかず てるみち） 

男子プロゴルファー 
香妻 陣一朗（こうづま じんいちろう） 

女子プロゴルファー 
田村 亜矢（たむら あや） 

https://www.ktv.jp/golf/index.html
https://www.ktv.jp/golf/ticket.html
http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/


        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
期間中に、PGM Web からキャンペーンに応募＆予約をし、スマートチェックインの上、プレーしていただいたお客様に、  

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します！今年のゴールデンウィークはお得にポイントをゲットしながら、
ゴルフ場でプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。スマートチェックインは、ゴルフプレー時にフロントでの受付票の記入が不要
で、T カードを提示するだけでチェックインができる大変便利なサービスです。 
※ＰＧＭグループのゴルフ場で初めて T カードをご利用いただく際は、所定の申込書のご提出が必要となります。 

 
・応 募 期 間：2019年 3月20日（水）～ 5月6日（月・祝） 
・プレー対象期間：2019年 4月27日（土）～ 5月6日（月・祝） 
・対 象 ゴ ル フ 場：全国のＰＧＭグループゴルフ場 

※広島紅葉カントリークラブ（広島県）は対象外となります。 
・商 品 内 容：Tポイント 100万ポイントを対象者全員で割り、小数点以下を切り捨てたポイント数 
・キャンペーン URL: https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/201903/ 
 

        
ＰＧＭでは、7 コースある四国エリアのゴルフ場で腕を振るう料理人を対象に、2019 年 1 月 25 日（金）に松山国際   

ゴルフ倶楽部（愛媛県東温市）で四国エリア料理コンテストを開催しました！今回は昨年に続き 2 回目の開催で、中国・
四国エリアのエリアディアレクターと四国エリアの支配人など総勢 25名が審査員となり、料理の審査を行いました。 
今年の優勝メニューは、土佐山田ゴルフ倶楽部（高知県香美市）の三宮 文昭料理長が考案した「鶏もも肉のスパイス

焼き～２種のソース～」です。優勝メニューは４月８日よりＰＧＭ四国コースで販売します。四国ナンバー１の味をご賞味 
くださいませ。 
 
・メ ニ ュ ー：鶏もも肉のスパイス焼き～２種のソース～ 
             ガーリックトースト・スープ付 
・料 金：1,400円（税抜） 
            ※チサンカントリークラブ北条のみデザート付で 1,600円（税抜） 
・メニュー考 案 者：土佐山田ゴルフ倶楽部の三宮 文昭料理長 
・販 売 期 間：2019年 4月8日（月）～ 5月31日（金） 
・対 象 ゴ ル フ 場：四国エリアのＰＧＭグループゴルフ場 
 

ゴールデンウィークのゴルフで Tポイント最大総額 100万ポイントを山分け！ 

【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/石井 TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール 大島/及川 TEL. 03-4531-0285 
【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]】 http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/ 
【ＰＧＭ公式Facebook】 https://www.facebook.com/PGMFB/ 
【ＰＧＭ公式Instagram】 https://www.instagram.com/pgm.official/ 

四国ナンバー１のＰＧＭシェフ考案メニューが４月より販売開始！ 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/201903/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/

