
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

仙台駅から一番近いホテル＆ゴルフリゾート「仙台ヒルズホテル」は、2019 年 2 月より実施していた改修工事が完了し、 
4 月より新しく生まれ変わってリニューアルオープンいたしました！今回のリニューアルでは、レストランやバー、一部客室が改修 
され、より高級感が漂う仕様となっています。これに伴いレストラン「KANON」のランチビュッフェでは、これまでのスタイルを変更
し、お好きなメイン料理をお選びいただけるプリフィックス・スタイルとなりました。変更後も、前菜やサラダ・ホットミール・デザート・
ドリンク等は 90 分間ご自由にお召し上がりいただけます。ご宿泊以外のお客様でもご利用いただけますので、ぜひお気軽に 
ご利用ください。 

 
■仙台ヒルズホテル 
住 所：宮城県仙台市泉区実沢中山南 25-5 
T E L：022-719-8711 
レストラン直通：022-277-9788 
ア ク セ ス：【車 の場 合】東北自動車道・仙台宮城 IC から約 10分 

【電車の場合】ＪＲ仙台駅よりタクシーにて約 20分 
ホームページ：https://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel/ 
 
■レストラン「KANON」（税別） 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

今月の TOPICS  
■「仙台ヒルズホテル」のレストランと客室フロア（10F）がリニューアルオープン！ 
ゴルフ＆宿泊でラグジュアリーな一日はいかが？  

■『PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 
東西 2ブロックの決勝大会が終了し、各部門の日本代表選手が決定！   

■初めてのゴルフでも思い切り楽しめる！ 
名阪チサンカントリークラブで“ラージカップ”導入！  

■ボリュームアップして帰ってきた！人気のPGMサマーギフト、今年も発売！ 
 
■お 1人様分のWeb表示料金がポイントで返ってくる？！ポイントバックキャンペーン開催！ 
 
 
 
 
 
 

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 

 
5月号 

発行日 2019/5/8 

「仙台ヒルズホテル」のレストランと客室フロア（10F）がリニューアルオープン！ 
ゴルフ＆宿泊でラグジュアリーな一日はいかが？ 

【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/ 

※1 大人 1人につき幼児 2人まで無料 
※2 小学生、幼児のランチはビュッフェのみの料金。メインディッシュご希望の際は追加 800円（税別） 

 

営業時間 大人 小学生 幼児
朝食 6：30～9：30 1,260円 1,000円 無料※1

ランチ 11：30～15：00 1,800円 1,000円※2 500円※2

https://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/


          
今年で 6 年目の開催となる『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』

は、4月 20日（土）、21日（日）の東日本決勝大会開催をもって幕を閉じました。   
本大会は 5つのエリア（北海道・東北/関東/関西・東海/中国・四国/九州・沖縄）

で予選大会を行い、東西の決勝大会を含む全日程を PGM グループゴルフ場で開催  
しました。出場選手は U-6 の部～15-18 歳の部の計 12 部門（男・女）に分かれて
予選大会※1 に参加し、成績上位選手は「滋賀ゴルフ倶楽部」 （滋賀県甲賀市）、
「美浦ゴルフ倶楽部」（茨城県稲敷郡美浦村）でそれぞれ開催された東西の決勝  
大会に進出し、合計 30 名※ 2 が、7 月にアメリカ・サンディエゴで開催される     
「IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権」（以下「アメリカ本大会」）に、日本代表選手  
としての出場権を獲得しました。 
アメリカ本大会は世界のトップゴルファーへの登竜門として認知されており、過去には 

ゴルフ界のスーパースター「タイガー・ウッズ」も出場し、1984年に当時最年少カテゴリーで
あった 9-10歳カテゴリーでの優勝を皮切りに、全カテゴリーで 6回優勝を飾っています。 
また、各決勝大会では、優勝者への副賞として、15-18 歳 男子の部で、国内男子ツアー『HEIWA・PGM 

CHAMPIONSHIP』（11 月 7 日～10 日／ＰＧＭゴルフリゾート沖縄）の本戦出場権、13-14 歳 男子の部では、
AbemaTV ツアー『HEIWA・PGM ChallengeⅠ・Ⅱ～Road to CHAMPIONSHIP』（5 月 15 日～17 日／     
セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ、9 月 18 日～20 日／若木ゴルフ倶楽部）の本戦出場権が、それぞれ与えられました。 
PGM グループでは今後も｢PGM JUNIORS｣をはじめとする活動に加え、積極的にジュニアゴルファー向けの活動を推進 
してまいります。 
※1U-6（男・女）の部は、決勝大会のみ実施。 
※2アメリカ本大会への出場は、出場シード権を獲得している 10名を含む、総勢 40名を予定。 
 
『PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』大会結果の詳細は、一般社団法人 国際ジュニアゴルフ育成協会
のホームページよりご確認いただけます。 
http://www.ijga.or.jp/ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』 
東西 2ブロックの決勝大会が終了し、各部門の日本代表選手が決定！ 
 

西日本決勝大会選出 
日本代表選手 

（7-8歳、9-10歳、11-12歳の部） 

西日本決勝大会選出 
日本代表選手 

（13-14歳、15-18歳の部） 

西日本決勝大会 
優勝副賞を獲得した、 

亀井 壮汰選手(15-18歳の部) 
吉田 京介選手(13-14歳の部) 

 

東日本決勝大会選出 
日本代表選手 

（13-14歳、15-18歳の部） 

東日本決勝大会選出 
日本代表選手 

（7-8歳、9-10歳、11-12歳の部） 

東日本決勝大会 
優勝副賞を獲得した、 

竹原 佳吾選手(15-18歳の部) 
吉沢 己咲選手(13-14歳の部) 

 

http://www.ijga.or.jp/


          
名阪チサンカントリークラブ（三重県伊賀市）では、2019年 6月 1日（土）  

より１か月間、伊賀コースにおいて２グリーンのうち高麗グリーンのみ、直径 37cm
のラージカップを導入します。 
ラージカップでのプレーは、ビギナーでもゲーム感覚でプレーを楽しんでいただけます。 

期間中に見事ラージカップでホールインワンされた方には、記念品を進呈いたし   
ます！また、PGM Web もしくはお電話でご予約し、条件を達成された方には期間
限定の特典もご用意しておりますので、是非お試しください！ 
 
【開催概要】 
開 催 日：2019年 6月 1日（土）～6月 30日（日） 
ゴ ル フ 場：名阪チサンカントリークラブ（三重県伊賀市） 
該当コース：伊賀東コース、伊賀中コース、伊賀西コース 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/meihan/ 
特 典 ①：期間中ラージカップでホールインワンされた方には記念品をプレゼント  
特 典 ②：ラージカップ使用された PGM web 予約者、お電話でのご予約者

が、ラージカップの良さを SNS（Facebook Twitter LINE 
Instagram 限定）でご投稿いただきフロントで見せていただくと、        
お一人様１日１回限定でボール１スリーブプレゼント！！ 

         
 毎年ご好評をいただいているサマーギフトを、６月１日（土）～６月２５日（火）
に全国の PGM グループゴルフ場※で販売します。今年はラインナップが増え、カタログ 
タイプとなって新登場！カタログには、ご当地のグルメや有名店のギフトをご用意して 
おりますので、ご挨拶やお祝いのみならずご自宅用としても満足いただけること間違い
なし。是非ご利用くださいませ。 
 
【2019サマーギフト概要】 
販 売 期 間：2019年 6月 1日（土）～6月 25日（火） 
お届け期間：2019年 7月 10日（水）～7月 25日（木） 
申 込 方 法：PGM ゴルフ場の受付カウンターでお申し込みください 

※一部取り扱いのないゴルフ場がございます。 
         
 期間中に、PGM Webからキャンペーンに応募しご予約、プレーしていた
だいたお客様に抽選で、お1人様のWeb表示料金と同額の期間固定 
Ｔポイントをプレゼントします！キャンペーンで贈呈されたTポイントは全国
のPGMグループゴルフ場でご利用いただけますので、Web予約でお得に
ゴルフを楽しんでみてはいかがでしょうか。 
※Web表示料金とはPGM Webに表示されている税別の料金と 
なります。 
 
応 募 期 間：2019年4月22日（月）～ 6月30日（日）  
プレー対象期間：2019年5月7日（火）～ 6月30日（日）  
対 象 ゴル フ場：全国のPGMグループゴルフ場 ※運営受託ゴルフ場を除く 
商 品 内 容：お1人様分のWeb表示料金と同額のTポイントを贈呈 
            ※ポイントはPGMグループゴルフ場でのみ利用可能 
キャンペーン URL：https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/201905/ 

初めてのゴルフでも思い切り楽しめる！ 
名阪チサンカントリークラブで“ラージカップ”導入！ 

ボリュームアップして帰ってきた！人気の PGM サマーギフト、今年も発売！ 

お 1人様分のWeb表示料金がポイントで返ってくる？！ポイントバックキャンペーン開催！  
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