
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PGMグループでは、2015年 4月 1日（水）より新たに 27箇所のゴルフ場を加えた全国 70箇所のゴルフ場で正会員の

「補充会員募集」と、今までパブリック運営していた「札幌北広島ゴルフ倶楽部」を会員制運営に変更して、「新規会員募集」を
開始することから、対象ゴルフ場にご入会された方に向けて『春の正会員募集キャンペーン』を開始します。 
 
 この『春の正会員募集キャンペーン』は、キャンペーン期間中に対象ゴルフ場にご入会された方の中から、抽選で各賞合計
300 名様に賞品が当たる内容となっており、プレミアム賞品として、11 月 4 日(水)に「総武カントリークラブ 総武コース」にて
開催される、国内男子ツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」プロアマトーナメントへの参加招待権や、PGM     
スポンサーシップ契約プロのサイン入りグッズなど、PGMならではの限定賞品をご用意しています。 

 
■『春の正会員募集キャンペーン』概要 
期 間：2015年 4月 1日（水）～2015年 6月 30日（火）  
対 象：上記期間中に対象ゴルフ場にご入会された会員様  
賞 品：抽選で各賞合計 300名様に賞品が当たります。 
 

A賞.「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」プロアマトーナメント 
参加招待権/3名様 

B賞.宮里優作プロサイン入りキャディバッグ 
ブリジストンゴルフ CBG50L/3名様 

C賞.笠りつ子プロサイン入りキャディバッグ 
特 典 HONMA CB1501/3名様 

Ｄ賞.キャディバッグオウンネームサービス  
特 典 タイトリスト CB202/6名様 

 
※上記賞品が外れた方の中から、抽選で合計 285名様に 

PGM ロゴ入りオリジナルゴルフボール 1 ダースを進呈 
 

当キャンペーンの詳細は下記専用WEB ページよりご確認ください。 
http://www.pacificgolf.co.jp/m-bosyu/ 
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『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 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2015/2/10 『2015年 1月 月次営業実績』 
◆ 2015/3/11 『2015年 2月 月次営業実績』 
◆ 2015/3/12 『会員募集 対象ゴルフ場拡大のお知らせ』 

今月の TOPICS 
■会員募集の対象ゴルフ場数拡大に伴い 

4月 1日(水)より『春の正会員募集キャンペーン』を開始します！ 
■女性・若年層限定価格がある会員募集ゴルフ場のご紹介！ 
■「鉄人シェフプロデューススペシャルメニュー」 販売5周年メニュー 第 2弾！ 
フレンチの鉄人・坂井宏行氏監修による新メニューが期間限定で登場！ 
全国の PGMグループゴルフ場にて 3月 16日(月)より販売開始 

■「成田の森カントリークラブ」(千葉県香取市)のナイター照明が全灯 LED になりました！ 
より明るく、より快適に、幻想的な夜のゴルフ場でナイタープレーをお楽しみください！ 

■ナイターシーズン到来！PGM では 6箇所のゴルフ場で 18H ナイタープレーをお楽しみいただけます！ 

会員募集の対象ゴルフ場数拡大に伴い 
4月 1日(水)より『春の正会員募集キャンペーン』を開始します！ 

『春の正会員募集キャンペーン』ポスター画像 

http://www.pacificgolf.co.jp/m-bosyu/


 
 
 全国 71 箇所の PGM グループ運営ゴルフ場で実施する会員募集（補充募集・新規募集）のなかには、女性や 40 歳  
未満の若年層、シニア、ご家族、複数入会等を対象とした、お得な入会金の限定価格をご用意していますが、今回は女性と
若年層を対象とした会員募集を実施している 6箇所のゴルフ場をご紹介します。他の PGM グループ運営ゴルフ場でも、様々
な会員募集の限定価格をご用意していますので、都度お問い合わせください。 
 
                         チサンカントリークラブ銭凾 
                        （北海道小樽市 / 0134-62-4111） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/ 
                                                 
                                                 
                                                 
                                 ※2016/3/31 までの入会申込                                                  
                         札幌北広島ゴルフ倶楽部 
                        （北海道北広島市 / 011-373-1111） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/ 
                                                      
                                                
                                                
                                 ※限定 150口                                                                                             
                         新千歳カントリークラブ 
                        （北海道千歳市 / 0123-21-2111） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/ 
                                                
                                                
                                                
                                                  
                         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 / 0299-22-6000） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/ 
                                                                                               
                                                
                                                
                                                 
                         神有カントリー倶楽部 
                        （兵庫県神戸市 / 078-981-5333） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/shinyu/ 
                                                
                                                
                                                
                                 ※49歳以下の女性限定                                                                   
                         富岡カントリークラブ 
                        （群馬県富岡市 / 0274-63-1100） 
                                 http://www.pacificgolf.co.jp/tomioka/ 
                            
                            
 
                          
 
                                                 
                                 ※20歳時または 25歳時、1年間の入会申込み 

 
 

                            
 
 
 
 

通常価格                  女性限定価格 

150,000円（税抜）    ⇒      100,000円（税抜） 

通常価格                  女性限定価格 

325,000円（税抜）    ⇒      227,500円（税抜） 
 

通常価格                   20歳・25歳限定価格 

325,000円（税抜）    ⇒      162,500円（税抜） 
 

通常価格                  女性限定価格 

180,000円（税抜）    ⇒      90,000円（税抜） 

通常価格                  女性限定価格 

150,000円（税抜）    ⇒      100,000円（税抜） 
 

通常価格                  女性限定価格 

450,000円（税抜）    ⇒      400,000円（税抜） 
 

通常価格                  女性限定価格 

150,000円（税抜）    ⇒      120,000円（税抜） 
 

【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/ 
 
 
 

女性・若年層限定価格がある会員募集ゴルフ場のご紹介！ 

http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/
http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/
http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/
http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/
http://www.pacificgolf.co.jp/shinyu/
http://www.pacificgolf.co.jp/tomioka/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/


 
 
 
 
 
全国の PGM グループゴルフ場レストランにて好評販売中の「鉄人シェフプロデューススペシャルメニュー」ですが、販売 5周年

メニューの第 2 弾として、フレンチの鉄人・坂井宏行氏監修による新メニューを、3 月 16 日(月)より、全国の PGM グループ  
ゴルフ場にて、2 ヶ月間の期間限定で販売します。 

  
今回販売する新メニュー『オマール海老と帆立貝のフレンチＤＯＮ～ソースアメリケーヌ～』は、フランス料理では高級食材 

として扱われるオマール海老を、カジュアルな丼にアレンジしたムッシュ坂井の逸品です。濃厚な旨みが特徴のオマール海老と、
甘さたっぷりの帆立貝が、美味しさの感動を与えてくれます。ソースアメリケーヌ特有のコクと旨みをご堪能ください。 

 
■「鉄人シェフプロデューススペシャルメニュー」 新メニュー 
『オマール海老と帆立貝のフレンチ DON～ソースアメリケーヌ～』 
販 売 価 格   1,780円(税抜) / スープ、デザート付 
販 売 期 間   2015年 3月 16日(月)～5月 15日(金)予定 
販売ゴルフ場  全国の PGM グループゴルフ場 
 ※一部のゴルフ場では取り扱いがございません 

 
「鉄人シェフスペシャルメニュー」詳細は、下記専用Web ページよりご確認ください。 
※3月 16日（月）よりご確認いただけます 
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ 
 
 
 
 
 
 
  

3 月 1 日（日）より、「成田の森カントリークラブ」(千葉県香取市）では、ご来場いただくお客さま満足度の向上と、消費電力
や発電に伴い発生する二酸化炭素、およびランニングコストの削減のため、18ホールのナイター照明を全灯 LED化しました。 
ナイター照明を LED 化することで、従来の照明（水銀灯）と比較して空間全体の照度が上がり、特に隣接ホールとの境界線が   

はっきりと見えることで、よりボールが見えやすく、探しやすくなりました。また、4 種類の照射角度の使用により、隅々まで照らすため、
ナイターゴルフでは比較的困難であったグリーン上のラインも読みやすくなりました。さらに、光源寿命が約50,000時間と、従来
の照明より４～5 倍の長寿命となり、今までの約 1/4～1/5 の電力で既存照明と同等以上の明るさを確保する事が可能と 
なり、ご来場いただくお客様には、より快適なナイタープレーをお楽しみいただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        「成田の森カントリークラブ」 竹嶋 博史支配人 コメント 
                        「LEDは世界で活用されている新時代の光です。 
                         ナイター照明の LED化は、当倶楽部の経費軽減はもとより、エコな取り組みとして 
                         環境保全に寄与できます。また、照明の照射角度を 4種類使用しているので、 

 打球視認がスポット（局所的）から広範囲へと向上しました。 
 これを機にナイターゴルフの楽しさを満喫して頂きたく、 
 皆さまのご来場をお待ちしております。」 

 
■「成田の森カントリークラブ」について 
所 在 地  千葉県香取市山倉 2628-4         連 絡 先 TEL:0478-79-1000/FAX:0478-79-1010 
ア ク セ ス 東関東自動車道 大栄 IC より約 20分  ホームページ http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/ 

「成田の森カントリークラブ」(千葉県香取市)のナイター照明が全灯LEDになりました！ 
より明るく、より快適に、幻想的な夜のゴルフ場でナイタープレーをお楽しみください！ 

「鉄人シェフプロデューススペシャルメニュー」 販売5周年メニュー 第2弾！ 
フレンチの鉄人・坂井宏行氏監修による新メニューが期間限定で登場！ 
全国のPGMグループゴルフ場にて3月16日(月)より販売開始 

グリーン上のラインも、しっかり読める！ 隣接ホールとの境界もハッキリ見える！ LED化で空間照度が上がった18番ホール 

『オマール海老と帆立貝のフレンチDON～ソースアメリケーヌ～』 

http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ｘｘｘｘｘｘｘｘ
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/


 
 
  

PGM グループでは、「成田の森カントリークラブ」を含め、18 ホールにナイター設備を完備しているゴルフ場を、全国で 6 箇所運営 
しています。お仕事終わりの練習や、初心者の方のコースデビュー、ナイターデートなど、様々なシーンでお楽しみいただけます。また、 
6 箇所全てのゴルフ場でシューズやクラブレンタルも行っているため、手ぶらで来場してもプレーが可能です。日中とは全く違った雰囲気
で楽しめるナイタープレー、この魅力を知っている方は何度も利用するナイタープレー、未体験の方は是非一度お試しください！ 
 
※ナイター料金・スタート時間につきましては、シーズンによって異なりますので、都度お問い合わせください。 
 
ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース    ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース    ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/   http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/  http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/ 
(千葉県市原市/0436-37-8855）        (千葉県茂原市/0475-27-2228)       (千葉県市原市/0436-89-2211)                                  
成田の森カントリークラブ           亀山ゴルフクラブ                  ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース     
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/   http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/   http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/ 
(千葉県香取市/0478-79-1000)       (三重県亀山市/0595-82-6513)        (福岡県鞍手郡鞍手町/0949-42-8200)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ナイタープレー後に利用できる、併設ホテル 
 
・成田の森カントリークラブ 
森林の緑に映えるリゾートスタイルの瀟洒(しょうしゃ）な佇まい。 
クラブハウスからホテルまで渡り廊下で繋がる利便性の良い施設。 
和室や宴会場、カラオケルームも備えています。 
 
・ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
ゴルフ場に隣接するホテルは、北欧スタイルの部屋のほか、 
会議室や麻雀ルームも備えています。 

スタート時間 16：30～20：00 
(1R最終スタート 19：00） 
亀山 IC直近の好アクセス。初心者か
ら上級者まで楽しむことのできる   
東コースでは、GPS ナビ付乗用カート
でナイターでも快適かつ積極的な   
プレーが楽しめる。 
 

スタート時間 15：00～19：30 
(1R最終スタート 16：30） 
自然を巧みに活かした丘陵コースで 
美しい池を巧みに配し、起伏に富んだ
フェアウェイと、戦略性に富んだコース 
レイアウトが特徴。最新の GPS ナビ付
乗用カートで快適にプレーが楽しめる。 

スタート時間 14：30～21：00 
(1R最終スタート 20：00) 
広大な丘陵地帯に作られており、距離
もたっぷりあるため、思い切りのいいショ
ットが打てる。コースはアップダウンが少
ないため、GPSナビ付きカートで女性で
もプレーしやすく、コンペでも人気。 

スタート時間 14：30～20：00 
(1R最終スタート 19：00) 
あるがままの自然を活かしたコースレイ
アウトで、要所に巧みな池やバンカーが
配されているので戦略性が高い。一年
中緑の天然芝でプレーでき、GPS ナビ
付きカートも魅力。 

成田の森カントリークラブ ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
 

スタート時間 14：30～20：00 
（1R最終スタート 20：00） 
フラットでバンカーも少ないレイアウト
は、初心者から上級者まで人気が  
高い。LED のナイター照明でさらに  
明るく、GPS ナビ付乗用カートで快適
にプレーが楽しめる。 

ナイターシーズン到来！ 
PGMでは6箇所のゴルフ場で18Hナイタープレーをお楽しみいただけます！ 

スタート時間 14：30～21：00 
(1R最終スタート 18：30) 
圏央道・茂原北 IC から 4 キロ、全体
的にフラットで見渡しの良いコースは、
初心者の方や女性にも最適！さらに
GPS ナビ付乗用カートでらくらくプレー
が楽しめる。 

http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/

