
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビジターの方お一人でも、専用メールマガジンにご登録いただくだけで、WEB上からプレー予約をしていただける

『PGM1人予約』が実施エリアを拡大して本格稼働しています。 
 

 『PGM1人予約』では、会員・ビジターにかかわらず、1人予約専用のメールマガジン『PGM 1 Bag Club』に      

ご登録いただくことで、平日に対象ゴルフ場に限りお一人でも予約をお申し込みいただけます。お好きな日付や  

コースを選んで予約をし、1人予約の申込者数が設定人数に達するとプレーをお楽しみいただけます。申込者数が  

2～4人に到達するとプレー可能ですが、一部対象コースでは条件などが合えば1人でもプレーをお楽しみいただけます。 
 

 関東エリア8コースを対象に今年10月からスタートした同サービスですが、サービス開始から1ヵ月を待たず   

『PGM 1 Bag Club』のメールマガジン登録者数は1,000人を突破。ご好評に応え、関西エリアと九州エリアのゴルフ場を

新たに追加し、サービスをご提供しています。 
 

 各ゴルフ場の空き枠や設定人数の到達状況は、メールマガジンやブログ、『Twitter 』上で随時配信。       

「1人でもとにかくゴルフがしたい！」「急に休暇が取れたから、ゴルフで息抜きを！」といったゴルフフリークのみなさまの

ご要望に柔軟にお応えしていきます。 
 

※ その他詳細は、『PGM1人予約』特設ページへ 

 http://www.pacificgolf.co.jp/onebag/index.html 

 

『PGM1人予約』 対象コース一覧 

ハーモニーヒルズ ゴルフクラブ（栃木県栃木市） フォレスト市川ゴルフ倶楽部（兵庫県神崎郡市） 

エヴァンタイユゴルフクラブ（栃木県栃木市） 神有カントリー倶楽部（兵庫県神戸市） 

ピートダイゴルフクラブ VIPコース（栃木県日光市） 茨木国際ゴルフ倶楽部（大阪府茨木市） 

ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース（栃木県日光市） 岸和田カントリー倶楽部（大阪府岸和田市） 

玉造ゴルフ倶楽部 若海コース（茨城県行方市） 貴志川ゴルフ倶楽部（和歌山県紀の川市） 

玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース（茨城県行方市） 法隆寺カントリー倶楽部（奈良県生駒郡） 

スプリングフィルズゴルフクラブ（茨城県筑西市） 

関

西

名阪チサンカントリークラブ（三重県伊賀市） 

シルクカントリー倶楽部（群馬県富岡市） 大分富士見カントリー倶楽部（大分県大分市） 

アバイディングクラブ ゴルフソサエティ（千葉県長生郡） 

九

州 別府ゴルフ倶楽部（大分県杵築市） 

総武カントリークラブ 北コース（千葉県印西市） 

関

東 

中央都留カントリー倶楽部（山梨県都留市） 

 

PGM だより 2010/11 月号 
『PGM だより』は PGM 広報部が
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 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2010/10/08   「北方ゴルフ倶楽部」株式会社ナンノ HD へ株式譲渡 
◆ 2010/10/12   PGM ホールディングス「2011 年株主優待制度」発表 
◆ 2010/10/14 2010 年 9 月 月次営業実績 
◆ 2010/11/8 PGM ホールディングス株式会社 2010 年度第 3 四半期 財務業績概要  
 

今月の TOPICS 
○  お一人さまでも予約Ｏ.Ｋ！ 『PGM1 人予約』本格稼働中 
○  大好評企画『Xmas ゴルコン』＠イーグルレイク GC 今年も開催！ 
○  PGM 広報部ブログがパワーアップ！ 「Twitter」と連動した情報発信も 

お一人さまでも予約Ｏ.Ｋ！ 『PGM1 人予約』本格稼働中 



 

 

 

昨年初開催で大好評をいただいた PGM が贈るクリスマス特別企画『PGM Angel Golf Xmas ゴルコン』を、     

2010 年 12 月 19 日(日)、「イーグルレイクゴルフクラブ」（千葉県山武郡）にて開催することが決まりました。 
 

同イベントは毎年、PGM が運営する女性ゴルファー向け WEB サイト『PGM Angel Golf』とイベント企画会社との   

コラボレーション形式で開催していますが、今年は、都内でお見合いパーティーや異業種交流会などを主催する

「PREMIUM STATUS」（運営：株式会社フュージョン アンド リレーションズ）とのコラボレーションで贈る、      

クリスマス限定“ゴルコン”（ゴルフ合コン）企画となっています。 
 

初開催となった昨年は、男女各20名合計40名の参加募集枠が、早々に定員に到達。“ゴルフ”という共通点がある ことで

プレーヤー間に自然と会話しやすい雰囲気が生まれ、お互いを知るきっかけとなるなど、打ち解けやすい環境の中で

ゴルフをエンジョイしながら親睦を深めていただきました。 
 

2008 年に、トライアル企画として、「イーグルレイクゴルフクラブ」にて    

開催したゴルコンでは成婚者が 1 組誕生、その実績をふまえて昨年初開催した

『PGM Angel Golf Xmas ゴルコン』も大盛況となり、多くの参加者にご満足いただける

イベントとなりました。今年も、クリスマスを控え、出会いの場を求める男女を 

対象に、『PGM Angel Golf Xmas ゴルコン』を通じてPGMだからこそ提供できる

コミュニケーションの場をご用意します。 

※ その他詳細は、Xmas ゴルコン特設ページへ 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/xmas_golcon.html 
 

『PGM Angel Golf Xmas ゴルコン』 イベント概要 

開催日 2010 年 12 月 19 日（日） 

「イーグルレイクゴルフクラブ」 
開催場所 

住所：千葉県山武郡芝山町境字五丈 201    Tel：0479-78-6200 

7:00 東京駅集合 

8：30 ゴルフ場到着 

9：30～ 前半ラウンド 

13：00～ 後半ラウンド 

17：00～ パーティー開始 

ゴルコンの流れ（予定） 

19：00 ゴルフ場出発、東京駅にて解散 

参加資格 
① 20 歳以上の男性・女性で独身の方 
② ラウンド経験がある方、または現在ゴルフスクールに通っている方 

人数 各 40 名（男性 20 名、女性 20 名） 

プレー方法 
男女 2 名ずつ 1 組になり 18 ホールをラウンド 
前半 9 ホールと後半 9 ホールで男女ペアを入れ替え 

料金 
プレー費用： 16,800 円（昼食付） 
会費： 男性 9,000 円  女性  6,000 円 

 
■ 「イーグルレイクゴルフクラブ」 について 

所 在 地  千葉県山武郡芝山町境字五丈 201 

連 絡 先  TEL：0479-78-6200 / FAX：0479-78-6201 

オープン日  2008 年 5 月 31 日 

コース設 計  新井 剛 

ホームページ  http://www.pacificgolf.co.jp/eaglelake/

大好評企画『Xmas ゴルコン』＠イーグルレイク GC 今年も開催！ 

去年の Xmas ゴルコンの様子 



 

 

 

 

 PGM 広報部のオフィシャルブログ『PGM 広報部ブログ』が 11 月 1 日（月）にリニューアルオープンしました。 

 

 プレスリリースやニュースレター『PGMだより』ではお伝えし切れないPGMの 新情報や取材裏話などを「広報部の視点」

から様々な切り口で発信することを目的に今年 5 月に開設した同ブログ。プレスリリースやニュースレターのように    

企業活動上のニューストピックスをお伝えすることに留まらずに、私たち広報部員が日頃の業務の中で感じていることや       

小さな発見など様々な情報を多彩な切り口とカジュアルなスタイルで発信しています。 

 

 そんな『PGM 広報部ブログ』今まで以上に、ご覧いただきやすくパワーアップしました。今までサムネイル程度にしか

小さくお見せできなかった掲載写真が、クリック無しで大きくお見せできるようになりました。また、巷で話題の     

WEB コミュニケーションサービス「Twitter」と連動した情報発信もスタート。「Twitter」上の PGM 広報部アカウント

『@PGM_press』において 新の記事更新状況をツィートとしてご確認いただけます。 

 

 広報部員が日々持ち回り制で記事を書きできるだけタイムリーな情報をアップしていますので、「twitter」上での   

更新ツィートなどを参考にしながら、皆さまの「ネタ帳」としてチェックしていただければ幸いです。多くの皆さまの     

アクセスお待ちしております！ 

 

■PGM 広報部オフィシャルブログ 

 http://blog2.pgm-players.com/pressroom/ 

 本ブログは、『PGM プレスルーム』（URL：http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/）からもご覧いただけます。 

 新の更新状況をツィートとして確認できる PGM 広報部公式 twitter アカウント：http://twitter.com/PGM_press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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グループ広報部 トンプソン/中田/山田 TEL. 03-6408-8500 

  オズマピーアール  大島/玉城/蔵本  TEL. 03-3403-0282 

【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/ 

【広報部ブログ更新中です！】     http://blog2.pgm-players.com/pressroom/ 

PGM 広報部ブログがパワーアップ！ 「Twitter」と連動した情報発信も 


