
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

最近のプレスリリース 

◆2019/12/3     「富士御殿場ゴルフ倶楽部」（静岡県御殿場市） 

ＰＧＭグループがスポンサーとして正式に就任決定 

「御殿場東名ゴルフクラブ」の新名称で 2020年 1月 15日より運営開始予定 

 
今月の TOPICS 
 
■ＰＧＭゴルフアカデミー銀座でイベントを続々開催！ 
 
■オープンから約 50年、総武カントリークラブ 印旛コースがリニューアル！ 
 
■冬にぴったり 陳建一の新メニュー「牛肉の花椒辛味煮込み」が登場！ 
 
■ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ 

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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発行日 2019/12/4 

 

ＰＧＭゴルフアカデミー銀座でイベントを続々開催！ 

 

丸山茂樹プロによるジュニアイベントを開催します。当日は参加者の  

皆さんでチームを組み、シミュレーションゴルフを使用したラウンドやドラコン、

ニアピン大会から合計得点を競います。丸山プロ、内藤プロコーチの他、  

2名のプロをお招きしてイベントを盛り上げますので、ご期待ください！ 
 

日 時：12月 22日（日）13：30～16：30（終了時間予定） 

参加対象：小学 1年生～4年生の男女 24名 

参 加 者：丸山茂樹プロ、内藤雄士プロコーチ、時松隆光プロ、 

    渡邉彩香プロ、黒田カントリークラブ（司会） 

関連ページ：  

 

Xmas Golf for Kids in PGM ゴルフアカデミー銀座 

 

熊本地震から約 4 年、これからも復興の為の支援を継続していきた

いという想いから、今年も熊本出身の女子プロゴルファーが集いました！

当日はレッスンやミニゲーム、撮影会の開催など、皆さんにお楽しみ  

いただける内容満載になっております！ 
 

日 時：2019年 12月 21日(土) 

子供の部：12:00～13:30、大人 の部：14:30～16:30 

参 加 プロ：上田桃子プロ・古閑美保プロ・有村智恵プロ（予定） 

関連ページ：https://kumamoto-charity-2019.peatix.com/ 

 

今年も開催！ 熊本復興支援チャリティーイベント 

豪華グッズが当たる抽選会も！ 

 SERENA＆SAKI PRESENTS クリスマスゴルフイベント

https://serenasakigolfevent.amebaownd.com/posts/7206791  

https://www.maru-junior.com/outline/tour_19christmas.html 

青木瀬令奈プロ、岡村咲プロが主催するゴルフイベントを開催します。 

イベントでは、プロが直接指導するゴルフレッスンや、ニアピン大会を行う

「スペシャルレッスンの部」と、ドラコン・ニアピンや青木プロ VS 岡村プロの 

対決などを実施する「クリスマスパーティーの部」の 2 部制を予定してい  

ます。人気女子プロのクリスマスイベントは、盛り上がること間違いなし！ 
 

日 時：2019年 12月 8日(日)10：00～13：30 

参 加 プロ：青木瀬令奈プロ、岡村咲プロ 

関連ページ： 

https://kumamoto-charity-2019.peatix.com/
https://serenasakigolfevent.amebaownd.com/posts/7206791
https://www.maru-junior.com/outline/tour_19christmas.html


       

今年の 11 月に総武カントリークラブ 印旛コースのクラブハウス、及びコースの一部改修を行いました。クラブハウスは従来の

落ち着いた雰囲気、暖かみを残しながらも、1 階～3 階までの要所をイメージチェンジ。特に 3 階レストランではテーブルや  

椅子、カーペット、壁、パントリー、さらにはテラスを新調し、好天時の楽しさを演出しました。 

コース内林間においては数百本の間伐を行い、鬱蒼としたイメージから風通しの良いコースに変わりました。また、17 番  

ホールの池改修工事も行い、ビーチバンカーを復活。各ホールのヤードモニュメントも新規設置し、明るく洗礼されたコースに 

なりました。生まれ変わった総武カントリークラブ 印旛コースにぜひご来場ください！ 
 

■総武カントリークラブ 印旛コース 

所 在 地：〒270-1611 千葉県印西市造谷 495 

連 絡 先：TEL. 0476-99-1151／FAX. 0476-99-0183 

ア ク セ ス：【車利用の場合】 東関東自動車道／四街道ＩＣより 13 km 

＿＿＿＿＿＿＿【電車利用の場合】 北総鉄道・京成千葉ニュータウン中央駅、京成勝田台駅よりクラブバス運行 

オ ー プ ン 日：1968年 7月 15日 

詳 細 ペー ジ：http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/renewal.asp 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          

料理の鉄人として知られる陳建一氏が考案した「牛肉の花椒辛味煮込み」を、

12月 16日（月）より全国 94 のゴルフ場で提供します。 

「牛肉の花椒辛味煮込み」は、水煮牛肉とも呼ばれる本格四川料理です。

一口大に切った牛肉を油入りの汁で煮込んだ一品で、唐辛子と辣油の程よい 

辛味、花椒の爽やかな痺れが特徴です。牛肉のコクと旨味を白菜がまとい、オイ

スターソースで調和したとろみ付きスープ仕立てとなっています。ぜひご賞味下さい。 
 

■販売価格 

1,380円（税抜）（ライス・スープ・ザーサイ 付） 

1,580円（税抜）（ライス・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐 付） 

＊十円単位の端数はゴルフ場毎に差が生じます。 
 

提供ゴルフ場など、詳細は16日よりご確認いただけます。 http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/chin/ 

 

 

 

 

 

 

オープンから約 50年、総武カントリークラブ 印旛コースがリニューアル！ 
 

冬にぴったり 陳建一の新メニュー「牛肉の花椒辛味煮込み」が登場！ 

牛肉の花椒辛味煮込み 

【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/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/ 

http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/inba/renewal.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/chin/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/


       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 PGM Webからキャンペーンにご応募・ご予約し、プレー

された予約代表者様に期間固定 T ポイント 200 万  

ポイントを山分けしてプレゼント！年末年始のゴルフを   

楽しんでポイントもゲットしよう！ 
 
詳細は下記 URL よりご確認いただけます。 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/sha

re/201912/ 
 
■キャンペーン概要 

応 募 期 間：2019年 11月 29日（金）～ 

2020年 1月 13日（月・祝） 

プレー対象期間：2019年 12月 23日（月）～ 

2020年 1月 13日（月・祝） 

賞 品 内 容：期間固定 T ポイント 200 万ポイントを 

対象者全員で割ったポイント数 ※小数点以下切り捨て 

  

正会員になってもっとプレーを楽しもう！正会員募集キャンペーン開催中！ 

 

2020名に当たる！新春開運キャンペーン 

ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ  

ＰＧＭでは、全国のゴルフ場で正会員募集キャンペーンを開催しています。今回は期間中に入会した会員様全員

に、もれなく入会ゴルフ場の優待プレー券を 1 枚プレゼント。さらに、抽選で 202 名様にＰＧＭグループゴルフ場で  

使用できる 10,000円分の商品券を贈呈します。この機会にＰＧＭグループゴルフ場の正会員になろう！ 
 
キャンペーン期間：2019年 12月 1日（日）～2020年 1月 31日（金） 

応募方法：キャンペーン期間中に募集により入会（会員資格を取得）した時点で応募完了 

対象ゴルフ場：全国のＰＧＭ正会員募集中ゴルフ場 

※相良カントリー倶楽部、大博多カントリー倶楽部、北九州カントリー倶楽部を除く 
 
賞品詳細①：入会者 1名分の 1 ラウンドセルフ優待プレー券 1枚（昼食代、利用税別） 

利用可能ゴルフ場：入会したゴルフ場 

プレー対象期間：2020年 2月 16日（日）～2020年 4月 30日（木） 
 
賞品詳細②：抽選で 202名様にＰＧＭグループゴルフ場共通商品券 10,000円分 

利用可能ゴルフ場：全国のＰＧＭグループゴルフ場 

※早朝、薄暮、ナイタープレー、総武カントリークラブ北コース、広島紅葉カントリークラブ、レオマ高原ゴルフ倶楽部を除く 
 

有 効 期 限：2020年 2月 16日（日）～2020年 5月 15日（金） 

当選発表：当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

詳細は下記 URL よりご確認いただけます。 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/ss2020/  

Tポイント山分けキャンペーン開催！ 

 PGM Webからキャンペーンにご応募・ご予約し、プレー

された予約代表者様から抽選で 2020名様に、ＰＧＭ

グループゴルフ場で使える商品券や、グルメギフト、ゴルフ

ボール等をプレゼント！2020 年、皆様に福があります 

ように。 
 
詳細は下記 URL よりご確認いただけます。 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/sea

son/201912/ 
 
■キャンペーン概要 

応 募 期 間：2019年 12月 4日（水）～ 

2020年 1月 31日（金） 

プレー対象期間：2019年 12月 16日（月）～ 

2020年 1月 31日（金） 

賞 品 内 容：PGM 共通商品券 60 名様、選べる 

グルメギフト 40 名様、ゴルフボール 60 名様、ビール  

60名様、PGM Web クーポン 1,800名様 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/201912/
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/201912/
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/ss2020/
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/201912/
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/201912/

