
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社平和（以下、平和）と PGM ホールディングス株式会社（以下、PGM）が主催、一般社団法人日本ゴルフツアー

機構（以下、JGTO ）が主管・共催するジャパンゴルフツアー『HEIWA ・PGM  CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』       
（以下、本大会）が PGM の「美浦ゴルフ倶楽部」（茨城県稲敷郡美浦村）にて、11 月 6 日（木）～9 日（日）に       
無事開催終了いたしました。ありがとうございました。 
 
本大会では、昨年に続き、“～夢のある開かれた日本最大のプロゴルフトーナメントを目指して～”をコンセプトに掲げ、

PGM スポンサーシップ契約プロで大会ホストプロである宮里優作選手などのトッププロだけでなく、主催者推薦枠を 
活用し、チャレンジトーナメント（HEIWA・PGM Challenge～Road to Championship）2 試合の優勝者 2 名への      
本戦出場機会の提供、また、主催者である平和および PGM の特別推薦による有望な若手ゴルファーやアマチュア 
ゴルファーなども含めた総勢 96 名が出場。白熱した試合展開となる中、3 日目から首位に抜け出した近藤共弘選手が
通算 20 アンダーで本大会の 2 代目チャンピオンに輝きました。 
 
また、ベストアマチュア賞には、今年7月にPGMの「利府ゴルフ倶楽部」（宮城県宮城郡利府町）で開催された、

2014年度(第99回)日本アマチュアゴルフ選手権競技で優勝し、今大会の主催者推薦選手として出場した小木曽喬
（おぎそ たかし）選手が獲得しました。 
 

本大会では、今年も、11月6日（木）の予選1日目から11月9日（日）の決勝ラウンド最終日までの4日間、      
インターネット生放送を2チャンネル（番組）で行ない、昨年に引き続き好評を博しました。また、ギャラリー数は     
11月6日（木）から11月9日（日）までの4日間で、合計9,048名様にご来場いただきました。 
 

ギャラリープラザでは、PGMグループゴルフ場の補充会員募集についてご興味を持っていただけるよう    
「PGM会員権ご案内デスク」を設け、大会期間中、約1,000人の方にお立ち寄りいただきました。 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2014/10/10 『2014 年 9 月 月次営業実績』 

今月の TOPICS 
○ 『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』開催終了の御礼とご報告 
○ ムーンレイク GC 市原コースでエバーグリーンのフェアウェイが復活！ 

同時に、PGM 千葉エリア 5 コース共通スタンプラリーも実施中！ 
○ 『PGM Premium Event 笠りつ子プロ来場ゴルフ大会 HONMA CUP』を12 月18日（木）に阿見ゴルフクラブで開催します！ 
○ 今年も「いい夫婦の日」にちなみ、ご夫婦でご参加いただけるイベント『夫婦でゴルフに乾杯！』を全国8箇所のゴルフ場で同時開催します！ 
○ PGM ホールディングス株式会社 2014 年度 第 3 四半期決算概要のお知らせ 

『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦』開催終了の御礼とご報告 

2 代目チャンピオン 近藤共弘選手 石橋保彦大会名誉会長から 
ベストアマチュア杯を受け取る小木曽喬選手 

インターネット放送ブースの様子 

大会ホストプロの宮里優作選手 
最終日ホールアウト時の様子 

18 番グリーンギャラリースタンドの様子 ギャラリープラザ内 
「PGM 会員権ご案内デスク」 

『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 2014/11 月号 



 

 

 
 

「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」（千葉県市原市）では、お客様満足度向上

のため、1 年振りに全 18 ホールのフェアウェイ、ティグラウンド、アプローチエリアの

芝に、冬に強い芝の品種、イタリアン・ライグラスをオーバーシード※して、      

冬でも緑鮮やかな美しいエバーグリーンの天然芝でプレーをお楽しみいただけるこ

とになりました。 

また、イタリアン・ライグラスをオーバーシードしたことにより、コシの強い芝が育ち、

これから訪れる冬季期間でも、ショットの際はボールが芝に浮いて打ちやすくなる  

ことに加え、コースも緑色にくっきり見え、狙いが絞りやすくなる等の利点があります。 
※オーバーシードとは、冬季休眠する夏芝の隙間に冬芝を育成させることで、年間を通して緑の 

 天然芝を保つ技法。 

 

また、PGM グループ千葉南エリア 5 箇所のゴルフ場では、「ムーンレイクゴルフクラブ   

市原コース」のエバーグリーンのフェアウェイ復活を記念して、「PGM 千葉 5 コース共通   

スタンプラリー」を 12月31日（水）まで実施しています。 
 

■PGM千葉5コース共通スタンプラリー概要 

期 間： 12月31日（水）まで。 

対 象 ゴルフ場： ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース／茂原コース／鶴舞コース 

 丸の内倶楽部／アバイディングクラブゴルフソサエティ 

参 加 方 法 ： 対象ゴルフ場へご来場チェックイン時にTポイントカードをご提示ください。 

プレゼント内容： 3回来場 オリジナルボール（2個入り）、 

 4回来場 プロショップ 1,000円割引券※1 5回 来場 平日1名無料チケット※2 
※1・2 2015年1月5日～2月28日に 5コースで使用可能。 
※2  「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」のご利用が必須となります。 

 
 

 
 
 
 

PGM は、スポンサーシップ契約の笠りつ子プロを招いて『PGM Premium Event 笠りつ子プロ来場ゴルフ大会 

HONMA CUP』を、12 月 18 日（木）に、阿見ゴルフクラブ（茨城県稲敷郡阿見町）にて開催します。 

このゴルフ大会では、笠りつ子プロとティショットの飛距離を競う「笠りつ子プロと勝負！」、一緒に写真撮影やサイ

ンがもらえる「笠りつ子プロ写真撮影・サイン会」、さらに 2014 年シーズンの振り返りや来シーズンの抱負が聞ける   

「笠りつ子プロトークショー」など、盛りだくさんの内容となっております。 

また、本間ゴルフ協力のもと、最新の HONMA GOLFのクラブをお試しいただける「クラブ試打会＆フィッティング会」、

そしてお試しいただいたクラブや、その他、HONMA GOLF 製品をイベント参加者限定で、特別価格にて購入可能な

「HONMA GOLF 特別販売会」など、様々なイベントを実施予定です。 

 

■『PGM Premium Event 笠りつ子プロ来場ゴルフ大会 HONMA CUP』概要 

主 催： パシフィックゴルフマネージメント(株) 

協 力： （株）本間ゴルフ、ダンスウィズドラゴン 

開 催 日： 12 月 18 日（木） 

開催ゴルフ場： 阿見ゴルフクラブ（茨城県稲敷郡阿見町/029-889-3636） 

参 加 料 金 ： 5,000 円（税抜/表彰式飲食、賞品代） 

 ※別途お一人様のキャディ・昼食付プレー代 11,800 円(税抜)がかかります。 

募 集 人 数 ： 144 名（先着順） 

賞 品： HONMA GOLF 製品、その他アパレルグッズ等を進呈 

申 込 方 法： 阿見ゴルフクラブへお電話または特設ページにて申し込み 

詳細は下記特設ページよりご確認ください。 

特 設 ページ： http://www.pacificgolf.co.jp/event/honmacup2014/ 

『PGM Premium Event 笠りつ子プロ来場ゴルフ大会 HONMA CUP』を 
12 月 18 日（木）に阿見ゴルフクラブで開催します！ 

大会ポスター画像 

ムーンレイク GC 市原コースでエバーグリーンのフェアウェイが復活！ 

同時に、PGM 千葉エリア 5 コース共通スタンプラリーも実施中！ 

「PGM 千葉 5 コース共通スタンプラリー」
ポスター画像 

 

オーバーシード後の 18 番ホール画像 
（2013 年 1 月撮影） 

http://www.pacificgolf.co.jp/event/honmacup2014/


 

 

 

PGM では、2012 年より夫婦の記念日である 4 月 22 日の「よい夫婦の日」、11 月 22 日の「いい夫婦の日」に、   

ご夫婦でお楽しみいただけるイベントを全国の PGM グループゴルフ場でそれぞれ開催し、ご参加いただいた皆さま

から大変ご好評いただきました。 

そこで、今年も「いい夫婦の日」にちなみ、ご夫婦でご参加いただけるイベント『PGM Special Event 夫婦でゴルフに乾杯！』を、

11 月 20 日（木）に全国 8 箇所のゴルフ場で同時開催いたします。このイベントの競技方法は、ご夫婦それぞれが  

ティショットを打ち、良い地点のボールを選択してその地点よりそれぞれが 2 打目を打つ、PGM オリジナル      

スクランブル方式による 18 ホールストロークプレーのため、ご夫婦同士でコミュニケーションをとりながら、気軽に  

お楽しみいただけます。 
 

■『PGM Special Event 夫婦でゴルフに乾杯！』 開催概要 

主 催： パシフィックゴルフマネージメント株式会社 

協 賛： キリンビール株式会社、ブリヂストンスポーツ株式会社 

 株式会社ポーラ、株式会社韓国人参公社ジャパン 

 株式会社ボローニャ FC 本社、日本レロイ株式会社 

日 程： 2014 年 11 月 20 日（木） 全ゴルフ場同時開催 

参 加 条 件： ゴルフを楽しむアマチュア夫婦（2名でのお申し込みとなります） 

参加申込方法： 開催ゴルフ場へお電話または特設ページにて申し込み 

詳細は下記特設ページよりご確認ください。 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/fuufu141120/ 

 

■開催ゴルフ場一覧 

会場 
プレー 
料金 

会場 
プレー 
料金 

グレート仙台カントリー倶楽部（宮城県仙台市） 
TEL：022-392-3505 

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

満員 
御礼 

皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース（栃木県鹿沼市） 
TEL：0289-64-5181 

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

満員 
御礼 

玉造ゴルフ倶楽部 若海コース（茨城県行方市） 
TEL：0299-55-0020 

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

満員 
御礼 

岡部チサンカントリークラブ 岡部コース（埼玉県深谷市） 
TEL：048-585-2411 

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

9,800
円 

名古屋ヒルズゴルフ倶楽部  ローズコース（岐阜県可児市） 
TEL：0574-65-6060 

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

満員 
御礼 

フォレスト三木ゴルフ倶楽部（兵庫県三木市） 
TEL：0794-82-8422 

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

7,900
円 

広島国際ゴルフ倶楽部（広島県東広島市） 
TEL：0823-82-2550 

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

7,750
円 

ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース（福岡県鞍手郡） 
TEL：0949-42-8200 

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

満員 
御礼 

※上記プレー料金は、全て税抜表記となっています。 

 

 

 

 

PGM ホールディングス株式会社（本社：東京都港区高輪／代表取締役社長  田中  耕太郎）は、           

2014 年度第 3 四半期の決算概要を発表いたしました。 
 

2014 年度第 3 四半期決算概要に関する資料は、下記 PGM オフィシャルサイトにて公開しております。 
 
1） 2014 年度 第 3 四半期決算概要：http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/presentation.asp 
 
2) 平成 27 年 3 月期 第 3 四半期決算短信： http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/statement.asp 

 

 

 

 

 

今年も「いい夫婦の日」にちなみ、ご夫婦でご参加いただけるイベント 

 『夫婦でゴルフに乾杯！』を全国 8 箇所のゴルフ場で同時開催します！ 

『PGM Special Event 夫婦でゴルフに乾杯！』 
ポスター画像 

 

【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       高野/朴（パク）      TEL. 03-6408-8500 

オズマピーアール                    大島/杉浦/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「いいね！」ボタンのクリックお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 

PGMホールディングス株式会社 2014年度 第3四半期決算概要のお知らせ 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/fuufu141120/
http://www.pacificgolf.co.jp/greatsendai/
http://www.pacificgolf.co.jp/kanuma/
http://www.pacificgolf.co.jp/wakaumi/
http://www.pacificgolf.co.jp/okabe/
http://www.pacificgolf.co.jp/nagoyahills/
http://www.pacificgolf.co.jp/forest_miki/
http://www.pacificgolf.co.jp/hiroshimakokusai/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/
http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/presentation.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/company/ir/materials/statement.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

