
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PGM の「クリアビューゴルフクラブ&ホテル」(千葉県野田市)では、1 月 23日(金)より、PGM グループ初の取り組みとして、

次世代自動車充電設備を 2台導入して充電サービスを開始しました。 
環境対応のニーズが高まりをみせる昨今、各自動車メーカーは、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)等、

大気汚染物質の排出が少ない次世代自動車の普及を進めていますが、日本ではこの充電設備のインフラ整備が、まだまだ
小規模にとどまっており、社会的な課題のひとつとなっています。「クリアビューゴルフクラブ&ホテル」ではEV・PHV用の普通充電
設備をいち早く導入することで、低炭素化社会の実現に貢献し、お客さまの利便性向上はもちろん、充電に掛かる時間  
(4時間～7時間)を、ホテル宿泊やゴルフに利用できるなど、多様化するお客様の様々なニーズに対応していきます。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「クリアビューゴルフクラブ&ホテル」について 
所在地 〒278-0012 千葉県野田市瀬戸 548 
連絡先 TEL：04-7138-2111(ホテル代表番号）／FAX：04-7138-1384 
コースガイドページ http://www.pacificgolf.co.jp/clearview/ 

PGMだより 
 

2月号 
発行日 2015/2/6 

『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 

クリアビューゴルフクラブ&ホテル(千葉県野田市)にて、 
PGMグループ初の次世代自動車充電サービスを開始しました！ 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2015/1/９  『「千葉国際カントリークラブ」（千葉県長生郡長柄町）の民事再生手続きにおける 

スポンサー基本契約締結のお知らせ』 
◆ 2015/1/13 『2014年 12月 月次営業実績』 
◆ 2015/1/23 『「総丘カントリー倶楽部」（千葉県富津市）が PGM グループ入りへ株式譲渡契約を本日締結』 
◆ 2015/1/29 『「茨木国際ゴルフ倶楽部」（大阪府茨木市）クラブハウス新築工事着工のお知らせ』 
◆ 2015/2/2  『「伊勢原カントリークラブ」（神奈川県伊勢原市）「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市） 

再生支援に関するスポンサー基本合意成立のお知らせ』 

今月の TOPICS 
■クリアビューゴルフクラブ&ホテル(千葉県野田市)にて、PGMグループ初の次世代自動車充電サービスを開始しました！ 
■春の訪れが待ち遠しい！PGM のゴルフ場でお花見ゴルフはいかがですか？ 
■日本一の PGM クラブメンバー王者を決める大会 
『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2015』を開催します！ 

 

PHV で充電サービスを利用している様子 
 

導入した次世代自動車充電設備 
（EV・PHV用普通充電器） 

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


 
 

 

PGM には、春の訪れを告げる桜の開花と共に、お花見ゴルフをお楽しみいただけるゴルフ場が全国にたくさんあります！   
そこで、今月の「PGM だより」では、全国 128 箇所ある PGM グループ保有・運営ゴルフ場の中から、厳選した 6 箇所の   
“桜のきれいなゴルフ場”を写真付きでご紹介させていただきます。 
春のお花見ゴルフ特集など、掲載のご予定がございましたら是非お声かけください！ 
 

■“桜のきれいなゴルフ場”厳選 6箇所  
仙台ヒルズゴルフ倶楽部          ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎            皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース 
(宮城県仙台市/022-278-0736)         (茨城県龍ヶ崎市/0297-64-0110）       (栃木県鹿沼市/0289-64-5181)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

岸和田カントリー倶楽部             近江ヒルズゴルフ倶楽部             別府ゴルフ倶楽部 
(大阪府岸和田市/072-479-1551)      (滋賀県蒲生郡日野町/0748-53-1177)    (大分県杵築市/0977-44-6002)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■“桜のきれいなゴルフ場”オススメ 21箇所  

ゴルフ場名 
（所在地／TEL） 

チサンカントリークラブ銭凾 
(北海道小樽市/0134-62-4111) 

パーシモンカントリークラブ 
(福島県伊達市/024-586-1100) 

エヴァンタイユゴルフクラブ 
(栃木県栃木市/0282-25-1001) 

プレステージカントリークラブ 
(栃木県栃木市/0282-31-1111) 

ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 
(栃木県日光市/0288-26-0011) 

千代田カントリークラブ 
(茨城県かすみがうら市/0299-59-3030) 

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

長太郎カントリークラブ 
(千葉県成田市/0476-73-7711) 

岡部チサンカントリークラブ 
(埼玉県深谷市/048-585-2411) 

新城カントリー倶楽部 
(愛知県新城市/0536-26-1181) 

名阪チサンカントリークラブ 
(三重県伊賀市/0595-43-0735) 

亀山ゴルフクラブ 
(三重県亀山市/0595-82-6511) 

中峰ゴルフ倶楽部 
(新潟県新発田市/0254-32-1200) 

枚方国際ゴルフ倶楽部 
(大阪府枚方市/072-858-8311) 

関西空港ゴルフ倶楽部 
(大阪府和泉市/0725-54-2022) 

フォレスト三木ゴルフ倶楽部 
(兵庫県三木市/0794-82-8422) 

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) 

柳井カントリー倶楽部 
(山口県柳井市/0820-28-1111) 

松山ロイヤルゴルフ倶楽部 
(愛媛県伊予市/089-967-1211) 

皐月ゴルフ倶楽部 天拝コース 
(福岡県筑紫野市/092-929-3111) 

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

春の訪れが待ち遠しい！ 
PGMのゴルフ場でお花見ゴルフはいかがですか？ 

 

入場門からクラブハウスまでの
1.4kmにおよぶ桜並木や、コース内
に咲き誇る桜は見逃せません。 
時期：3月下旬～4月上旬 
種類：ソメイヨシノ・ヤマザクラ 

”桜のトンネル”をくぐり抜け、急斜面
の先にある「しゃくなげコース 1番」
は、コース全体が見渡せる絶景。 
時期：4月上旬～中旬 
種類：ソメイヨシノ 

「鶴見コース 9番」は、 
ティグランドから桜並木を見下ろせる 
絶景ポイント。 
時期：4月上旬～中旬 
種類：ソメイヨシノ 

桜のアーチの中を進む「泉コース７
番」。その他各所で満開の桜が 
お客さまをお迎えします。 
時期：4月中旬～4月下旬 
種類：ソメイヨシノ 

両サイドを桜に囲われた「アウト   
コース3番」ティグラウンドからのドライ
バーショットは、まさに贅の極み。 
時期：4月上旬～中旬 
種類：ソメイヨシノ・ヤマザクラ 

コース内に咲き誇る 300本以上の
桜の下でお花見プレーが楽しめる。
「北コース 2~4番」の絶景は圧巻。 
時期：4月上旬～中旬 
種類：ソメイヨシノ・ヤマザクラ 

 



 
 

 
 PGM では、日本一の PGM クラブメンバー王者を決める大会『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 
2015』を、2015年 3月 24日(火)に「総武カントリークラブ 総武コース」(千葉県印西市)にて開催いたします。 
 今年で開催3年目を迎える本大会では、PGMが全国で保有・運営する87箇所ある会員制ゴルフ場の、クラブ選手権をは
じめとする 2014年度の各スクラッチ競技の優勝者が集まり、全国の PGM ゴルフ場スクラッチ競技チャンピオンを決定します！ 
 PGM では、全国規模での会員の皆さまを対象とした競技大会を開催することにより、会員制ゴルフ場の倶楽部競技やクラブ
ライフの活性化および会員満足度の向上を目指してまいります。 
 

■『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2015』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 ブリヂストンスポーツ株式会社、大塚製薬株式会社 
 
日 時 2015年 3月 24日（火） 
 
会 場 総武カントリークラブ 総武コース 

 （千葉県印西市/0476-46-7111） 
 
参加予定人数 90～100名（見込み） 
 
競技方法 18 ホールズストロークプレー(スクラッチ競技) 
 
競技規則 JGA競技規則ならびに「総武カントリークラブ 総武コース」競技ルール 
 
開催部門 1）クラブ選手権の部  2）シニア選手権の部  3）レディース選手権の部 
 4）スクラッチ競技(64歳以下)の部   5）スクラッチ競技(65歳以上)の部 
 
出場資格 PGM直営ゴルフ場の正会員対象各スクラッチ競技の優勝者 
 1）2014年度クラブ選手権優勝者 2）2014年度シニア選手権優勝者 
 3）2014年度レディース選手権優勝者 4）2014年スクラッチ競技優勝者 
 5）2014年度『PGM クラブチャンピオンシップ』各カテゴリーの優勝者 
 
表彰・賞典 【クラブ選手権の部／シニア選手権の部／レディース選手権の部】 
   ・カテゴリー別 優勝者 ： チャンピオンブレザーとトロフィを贈呈 
   ・カテゴリー別 準優勝、第 3位 ： トロフィを贈呈 
 【スクラッチ競技(64歳以下)の部／スクラッチ競技(65歳以上)の部】 
   ・カテゴリー別 優勝者 ： チャンピオンブレザーとトロフィを贈呈 
   ・カテゴリー別 準優勝 ： トロフィを贈呈 
 ※優勝者記念品として「大会オリジナルチャンピオンエンブレム」を進呈いたします。 
 ※参加者全員に参加記念品として「大会オリジナルエンブレム」を進呈いたします。 

 本大会の詳細は右記の特設サイトにてご確認いただけます。 http://www.pacificgolf.co.jp/club_2015/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本一の PGMクラブメンバー王者を決める大会 
『PGMクラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2015』を開催します！ 

【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       髙野/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/ 

大会ポスター 

総武カントリークラブ 総武コース 

昨年大会の各カテゴリー優勝者 昨年の大会の様子 

http://www.pacificgolf.co.jp/club_2015/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

