
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
ＰＧＭがおすすめする、スループレーができるゴルフ場をご紹介します。ＰＧＭでは「午前スルー」と「午後スルー」を     

用意しており、ご自身のライフスタイルに合わせてプレー開始時間を選択できます。「午前スルー」では渋滞を避けられ、    
午後の時間を有効活用できます。「午後スルー」は早起きが苦手な方や、午前中でお仕事が終わる方にオススメ。      
スループレーでもっとゴルフを楽しみましょう！ 
その他のスループレーができるゴルフ場は下記よりご確認いただけます。 
https://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/202003/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名阪チサンカントリークラブ 
               
住 所：三重県伊賀市田中 1029 
アクセス：新名神高速道路・甲南 IC から 

約 15km、名阪国道・下柘植 
IC から約 3km 

T E L：0595-43-0735 
http://www.pacificgolf.co.jp/
meihan/ 
※スループレーは伊賀コースのみ可 

松島チサンカントリークラブ 大郷コース 
               
住 所：宮城県黒川郡大郷町川内 

字中埣山 84-1 
アクセス：三陸自動車道・ 

松島海岸 IC から約 4km、 
松島大郷 IC から約 4km 

T E L：022-359-3311 
http://www.pacificgolf.co.jp/
matsushima_o/ 

今月の TOPICS 
■休憩なしで一気に 18 ホールをプレー！ おすすめゴルフ場をご紹介！ 

■あの設計家が考えた！ ＰＧＭグループゴルフ場と有名設計家特集 

■新緑ゴルフで最新ギアをゲットしよう！ グリーンゴルフキャンペーン開催中！ 

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 

 
6月号 

発行日 2020/6/1 

休憩なしで一気に 18ホールをプレー！ おすすめゴルフ場をご紹介！ 

KOSHIGAYA GOLF CLUB 
                
住 所：埼玉県吉川市吉屋 525 
アクセス：首都高・外環道三郷 IC から 

約 9km 
T E L：048-982-2311 
http://www.pacificgolf.co.jp/
koshigaya/ 

多治見北ゴルフ倶楽部 
               
住 所：岐阜県多治見市 

北小木町 620-1 
アクセス：中央自動車道・ 

多治見 IC から約 11km 
T E L：0572-20-0221 
http://www.pacificgolf.co.jp/
tajimikita/ 

 
 
 
 

都内からのアクセスに優れなが
ら、東京湾の大パノラマを一
望できる眺望や、レンガ屋根
のクラブハウスなど、リゾート感
覚でゴルフをお楽しみいただけ
ます。海風が吹くコースのプレ
ーでリフレッシュしてみてはいか
がでしょうか。 
 

住 所：千葉県富津市竹岡 4277-2 
アクセス：館山自動車道・富津竹岡ＩＣから約 3km 
T E L：0439-67-2611 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/tokyobayside/ 
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ゴルフ場設計家は名門・人気コースの立役者！有名設計家と彼らが考案したＰＧＭグループゴルフ場を一挙ご紹介します。     

コースに織り込まれた設計家の画策を、ゴルフ場で堪能してみてはいかがでしょうか。 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ロバート・トレント・ジョーンズ Jr  
自然の地形と景観を生かしたコース設計を身上とし、芸術的なレイアウトセンスも合わせ持つ設計者。広いフェアウェイ、    

アンジュレーションが強い巨大なポテトチップ型ワングリーンなど、豪快で戦略性の高いレイアウトも特徴です。 

桂ゴルフ倶楽部 
(北海道苫小牧市) 

                
危険が大きければ報酬も大きい 
プレーヤーの技術と勇気が試される 

18 ホール 
http://www.pacificgolf.co.jp/
katsura/ 
 

サンヒルズカントリークラブ 
(栃木県宇都宮市) 

                
刻々と表情を変える男体山の景観、 
挑戦心と快感を堪能していただける 

開放的な 36 ホール 
http://www.pacificgolf.co.jp/
sunhills/ 

あの設計家が考えた！ ＰＧＭグループゴルフ場と有名設計家特集 

美浦ゴルフ倶楽部 
(茨城県稲敷郡美浦村) 

                
「リスクと報酬」をテーマに 

霞ヶ浦の温暖な地に生み出された 
珠玉のコース 

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

  
デズモンド・ミュアヘッド  
ピカソやダリを思わせる革新性の高いデザインで、「奇才」として知られるコース設計者。建築工学、造園学、園芸学を学び、  

広範な知識をバックボーンとした独自の設計哲学を活かします。 

若木ゴルフ倶楽部 
(佐賀県武雄市) 

                
地域の自然や伝統が調和し 

山水画を思わせる芸術性の高い 
18 ホール 

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

アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 
(千葉県長生郡長南町) 

                
波立つ海や島を彷彿とさせる 

自然の景観と樹木を最大限に活かした 
造形が美しい 18 ホール 

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

セゴビアゴルフクラブ  イン  チヨダ 
(茨城県かすみがうら市) 

                
魅惑の国「スペイン」をテーマに 

自然と調和し、文化的な香りが漂う 
洗練されたコース 

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

【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/ 
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富澤 誠造  
手がけたコースでは数々のトーナメントが開催され、素材・品質の良さは確実なものと保証されています。モットーは       

「Fair and Sure」。腕前に見合った攻略ルートが用意され、それぞれが楽しめるレイアウトが特徴。 

あさひヶ丘カントリークラブ 
(栃木県栃木市) 

                
広大な丘陵地を存分に使った、 
大自然と折々の顔が楽しめる 

27 ホール 
http://www.pacificgolf.co.jp/
asahigaoka/ 

大日向カントリー倶楽部 
(栃木県さくら市) 

                
日光・那須連山を一望でき、 
雄大な自然との調和を楽しめる 

丘陵地 27 ホール 
http://www.pacificgolf.co.jp/
ohinata/ 

総武カントリークラブ  総武コース 
(千葉県印西市) 

                
米国の一流コースにも匹敵すると 
いわれる、美しく攻略性の高い 

トーナメントコース 
http://www.pacificgolf.co.jp/
sohbu/sohbu/ 

 新緑ゴルフで最新ギアをゲットしよう！ グリーンゴルフキャンペーン開催中！ 

対象期間中に PGM Web からキャンペーンにご応募・ご予約(18 ホール以上/2 名様以上)し、プレーされた予約代表者様の 
中から、抽選で 300名様に最新ゴルフギアやWeb クーポンをプレゼント！Web予約でもっとお得にゴルフを楽しもう！ 
 
■キャンペーン応募期間： 

2020年 5月 25日(月)～2020年 7月 12日(日)  
■プレー対象期間： 

2020年 6月 1日(月)～2020年 7月 12日(日)  
■賞品 
ギア賞：最新モデルのギアを 15名様にプレゼント 
クーポン賞：2,000円分クーポンを 285名様にプレゼント 

 
詳細は下記 URL をご覧ください。 
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/season/202005/  

  
加藤 俊輔  
「自然から得たものは自然に帰す」を設計ポリシーとしながら、日本の美意識と芸術的感性に裏打ちされた耽美的手法が特徴。

ゴルフ場設計家の育成や評論活動も精力的に行い、日本ゴルフ界の重鎮を担っていました。 

ヤシロカントリークラブ 
(兵庫県加東市) 

                
ゴルフ理論とデザイン思考が 

描き出した 
オールドスコティッシュコース 

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

シルクカントリー倶楽部 
(群馬県富岡市) 

                
豊かな自然林が風情を漂い、 
バラエティに富んだホールがゴルフ 
本来の楽しみを引き出す 18 ホール 

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

ザ・ゴルフクラブ竜ケ崎 
(茨城県龍ケ崎市) 

                
偶然を良しとしないハザード、 

分析力と決断力を要するトラップ等 
ドラマ性に満ちた林間コース 

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