
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

旧年中は一方ならぬご愛顧に与かり誠にありがとうございました。 
本年も一層のサービスの向上とゴルフ業界の発展を目指し、 

広報グループ一同誠心誠意努める覚悟でございますので 
何卒倍旧のご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 
PGM ホールディングス株式会社 広報グループ 

 

 

 

 昨年 4 月の圏央道・木更津東 IC～東金 JCT 間の開通により、都心からのアクセスが抜群に良くなった PGM 千葉南

エリア 5 箇所のゴルフ場では、1 月 6 日（月）～4 月 6 日（日）までの 3 ヶ月間、対象ゴルフ場でプレーする度にスタンプ

を貯め、配布されるスタンプカード内でビンゴを達成すると賞品がもらえる「ラウンドビンゴ」を実施しています。 

 「ラウンドビンゴ」では、最大 8 ラインのビンゴを達成することができ、お一人様で「全日 4 名様プレー無料券」などを  

含む、最大 7 点※の豪華賞品を必ず進呈させていただく企画です。 
 ※7 ライン揃えると自動的に 8 ラインのビンゴとなるため、最大で 7 点の賞品となります。 
 

■「ラウンドビンゴ」 対象ゴルフ場 （住所／TEL） 

・丸の内倶楽部 （千葉県長生郡長柄町／0475-35-3111） 

・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／0475-46-3333） 

・ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース （千葉県茂原市／0475-26-5500） 

・ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース （千葉県市原市／0436-37-8855） 

・ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース （千葉県市原市／0436-89-2211） 
 

■「ラウンドビンゴ」 賞品 

上記の対象ゴルフ場で期間中に配布している右記のスタンプカードに、 

来場ごとにスタンプを集めると、揃えたビンゴのライン数により 

豪華賞品を必ず進呈します。 
 

・1 ライン ： 2 個入りオリジナルボール 

・2 ライン ： プロショップ 1,000 円割引券 

・3 ライン ： ムーンレイク鶴舞ホテル 1 名宿泊券 

・4 ライン ： 平日 1 名様プレー無料券 

・5 ライン ： 全日 1 名様プレー無料券 

・6 ライン ： 平日 4 名様プレー無料券 

・8 ライン ： 全日 4 名様プレー無料券 
 ※プロショップ割引券とプレー無料券は当キャンペーン実施ゴルフ場 5 箇所でのみご利用いただけます。 

 ※当キャンペーンでは、アーリーバード、トワイライト、ナイタープレーは対象外です。 

 ※スタンプカードの対象ゴルフ場は、初回配布ゴルフ場によって内容が異なります。 

『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 PGM だより 2014/1 月号 

最近のプレスリリース一覧 

◆2013/12/12 『「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」 第 2 回大会の開催が決定』 
◆2013/12/25 『「島根ゴルフ倶楽部」 ゴルフ場事業賃貸借契約に関する解約精算合意書締結のお知らせ』 
◆2014/1/8   『「あさひヶ丘カントリークラブ」が PGM グループへ 
          本日 2014 年 1 月 8 日（水）、株式譲渡契約を締結』 

今月の TOPICS 

○ PGM 千葉南エリアのゴルフ場でプレーしてビンゴに挑戦！ 
  スタンプが揃えば必ず賞品がもらえる「ラウンドビンゴ」を実施中！ 
○ 2014 年度 補充会員募集のお知らせ 

謹賀新年 

PGM 千葉南エリアのゴルフ場でプレーしてビンゴに挑戦！ 
スタンプが揃えば必ず賞品がもらえる「ラウンドビンゴ」を実施中！ 

「ラウンドビンゴ」スタンプカード（見本） 



 

 

 PGM グループでは、2013 年度より継続して補充会員募集を実施している 25 箇所のゴルフ場に加え、2014 年 1 月 

より新たに 5 箇所のゴルフ場が追加され、全国合計 30 箇所のゴルフ場にて補充会員募集を実施いたします。 

 なお、2014 年度も、名義変更料を預託金の全額もしくは一部が充当可能な「預託金充当制度」のご利用が引き続き

可能です。また、「預託金充当制度」と併用可能で、名義変更料が減額される「減額プラン」につきましては、     

2013 年 12 月末日で終了を予定していましたが、ご好評につき 2014 年 3 月末日まで期間を延長して実施いたします。 

 PGM は、今後も会員数減少の傾向にあるゴルフ場の補充会員募集を検討するとともに、より多くの会員の皆さまに 

ゴルフ場へご来場いただき、今まで以上にお楽しみいただける倶楽部ライフの場をご提供してまいります。 

 

◆2014 年 1 月より新たに補充会員募集を実施するゴルフ場一覧 （5 箇所） 

No. 
ゴルフ場名 

（住所 / TEL） 

募集 

口数 

募集会員 

種別 

販売金額 

（税別） 

年会費 

（税別） 

会員数※1 

（人） 

募集 

開始日 

名義変更

停止日 

1 
プレステージカントリークラブ 

（栃木県栃木市/0282-31-1111） 
200 正会員 800,000 円 50,000 円 1,751 2014/1/1 無し 

2 
SGM クラブ ※2 

（千葉県印西市/0476-46-5080） 
200 

共通週日 

会員 
1,800,000 円 40,000 円 544 2014/1/1 無し 

100 正会員 800,000 円 20,000 円 
3 

三木の里カントリークラブ ※3 

（静岡県周智郡/0538-89-0020） 50 ニュー正会員 500,000 円 20,000 円 
852 2014/1/18 無し 

4 
チサンカントリークラブ御船 

（熊本県上益城郡/096-282-3411） 
200 正会員 300,000 円 20,000 円 1,097 2014/1/1 無し 

5 
宮崎国際ゴルフ倶楽部 

（宮崎県宮崎市/0985-73-1606） 
150 正会員 100,000 円 20,000 円 1,650 2014/1/1 無し 

 

◆2013 年度より継続して補充会員募集を実施しているゴルフ場一覧 （25 箇所） 

No. 
ゴルフ場名 

（住所 / TEL） 

募集 

口数 

募集会員 

種別 

販売金額 

（税別） 

年会費 

（税別） 

会員数※1 

（人） 

募集 

開始日 

名義変更

停止日 

1 
新千歳カントリークラブ 

（北海道千歳市/0123-21-2111） 
30 正会員 150,000 円 20,000 円 393 2013/4/1 無し 

2 
チサンカントリークラブ銭凾 

（北海道小樽市/0134-62-4111） 
200 正会員 150,000 円 24,000 円 934 2013/7/1 無し 

3 
パーシモンカントリークラブ 

（福島県伊達市 024-586-1100） 
70 正会員 350,000 円 30,000 円 947 2013/8/23 無し 

4 
大日向カントリー倶楽部 

（栃木県さくら市/028-686-2561） 
50 正会員 200,000 円 27,000 円 1,074 2013/1/1 無し 

5 
スプリングフィルズゴルフクラブ 

（茨城県筑西市/0296-57-9811） 
100 正会員 800,000 円 20,000 円 461 2013/2/1 無し 

6 
笠間カントリークラブ 

（茨城県笠間市/0296-72-1211） 
50 正会員 350,000 円 32,000 円 242 2013/1/1 無し 

7 
飯能くすの樹カントリー倶楽部 

（埼玉県飯能市/042-972-1177） 
100 正会員 1,200,000 円 36,000 円 998 2013/1/1 2013/1/1 

8 
花の木ゴルフクラブ 

（岐阜県瑞浪市/0572-68-9111） 
200 正会員 1,200,000 円 42,000 円 284 2013/8/1 無し 

9 
関西空港ゴルフ倶楽部 

（大阪府和泉市/0725-54-2022） 
100 週日会員※4 1,000,000 円 36,000 円 618 2013/1/29 無し 

10 
枚方国際ゴルフ倶楽部 

（大阪府枚方市/072-858-8311） 
50 正会員 400,000 円 36,000 円 1,756 2013/11/16 無し 

         

2014 年度 補充会員募集のお知らせ 



         

No. 
ゴルフ場名 

（住所 / TEL） 

募集 

口数 

募集会員 

種別 

販売金額 

（税別） 

年会費 

（税別） 

会員数※1 

（人） 

募集 

開始日 

名義変更

停止日 

11 
木津川カントリー倶楽部 

（奈良県奈良市/0742-95-0031） 
50 正会員 300,000 円 36,000 円 1,860 2013/11/10 無し 

12 
ライオンズカントリー倶楽部 

（兵庫県三木市/0794-72-1717） 
100 正会員 800,000 円 42,000 円 1,043 2013/3/1 2013/3/1 

13 
かさぎゴルフ倶楽部 

（京都府相楽郡/0743-95-5500） 
50 

フレンド 

会員 
450,000 円 36,000 円 748 2013/4/1 無し 

14 
三日月カントリークラブ 

（兵庫県佐用郡/0790-79-3388） 
50 正会員 150,000 円 30,000 円 2,063 2013/3/1 2013/3/1 

15 
赤坂レイクサイド・カントリークラブ 

（岡山県赤磐市/086-957-3131） 
200 正会員 300,000 円 32,000 円 786 2013/9/1 無し 

16 
たけべの森ゴルフ倶楽部 

（岡山県岡山市/0867-22-2200） 
200 正会員 400,000 円 32,000 円 977 2013/9/1 無し 

17 
尾道ゴルフ倶楽部 

（広島県三原市/0847-32-7121） 
100 正会員 

250,000 円 

(2014 年 3 月末まで

消費税 5％込) 

24,000 円 1,724 2013/8/1 無し 

18 
東広島カントリークラブ 

（広島県東広島市/082-433-2811） 
200 正会員 350,000 円 28,000 円 1,084 2013/8/1 無し 

19 
レオマ高原ゴルフ倶楽部 

（徳島県三好市/0883-86-2900） 
150 正会員 380,000 円 18,000 円 828 2013/4/1 無し 

20 
チサンカントリークラブ北条 

（愛媛県松山市/089-995-0016） 
50 正会員 ※5 300,000 円 18,000 円 1,502 2013/7/15 無し 

21 
宇和島カントリー倶楽部 

（愛媛県宇和島市/0895-58-3330） 
100 正会員 250,000 円 24,000 円 1,560 2013/7/1 無し 

22 
土佐山田ゴルフ倶楽部 

（高知県香美市/0887-52-3161） 
100 正会員 850,000 円 24,000 円 1,314 2013/7/1 無し 

23 
別府ゴルフ倶楽部 

（大分県杵築市/0977-44-6002） 
200 正会員 350,000 円 18,000 円 1,017 2013/7/1 無し 

24 
チサンカントリークラブ遠賀 

（福岡県遠賀郡/093-293-2411） 
150 正会員 200,000 円 30,000 円 1,646 2013/7/1 無し 

25 
チサンカントリークラブ森山 

（長崎県諌早市/0957-35-2211） 
100 正会員 250,000 円 30,000 円 1,932 2013/7/1 無し 

 

※1： 上記会員数は、2013 年 12 月時点の会員数となります。 

 

※2： SGM クラブとは、総武カントリークラブ総武コース内にサービスセンターを置く会員組織です。 

    総武カントリークラブ（総武コース・印旛コース・北コース）、スプリングフィルズゴルフクラブ、及び PGM 運営外

の中山カントリークラブ、川越カントリークラブ、武蔵野ゴルフクラブの月曜日から金曜日までの平日において

共通会員としてプレーできる権利がある会員権です。 

 

※3： 三木の里カントリークラブの会員種別で、正会員は、準会員を登録（別途、登録料 10 万円・税別が必要）できる 

    会員権です。ニュー正会員は、記名人本人のみの登録が可能な会員権です。 

 

※4： 関西空港ゴルフ倶楽部の「週日会員」は、国民の休日を除く月曜日から土曜日まで利用できる会員権です。 

 

※5： チサンカントリークラブ北条の補充会員募集は、既存会員の 2 親等以内の親族を対象とします。 

【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ホールディングス 広報グループ トンプソン/高 野 TEL. 03-6408-8500 

 オズマピーアール 大島/玉城/蔵本 TEL. 03-4531-0202 

【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/ 

【PGM公式Facebookに「いいね！」をお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 


