
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■主催者推薦アマチュア選手決定！ 

 株式会社平和と PGMホールディングス株式会社が共同主催して、11月5日（木）～8日（日）に開催する、国内男子

ツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」（会場：総武 CC 総武コース、以下：本大会）では、～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～を大会スローガンに、ゴルフを振興する各団体との連携を強固なものとし、ゴルフ   

スポーツの健全な発展と更なる普及を図るとともに、主催者推薦枠を活用した出場選手選考会などにより、アマチュアゴルファー

への出場機会を提供しています。その取組みの一環として、本大会への出場権を懸けた大会が PGM グループゴルフ場にて  

開催され、見事 3名のアマチュア選手が主催者推薦枠で本大会出場を勝ち取りました。 

 

「PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 15-17歳男子の部」 

5月 5日（火）～7日（木）に「花の木ゴルフクラブ」（岐阜県瑞浪市）にて 

開催された『PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会 15-17歳 

男子の部』において、吉田 泰基（ヨシダ タイキ）選手が優勝しました。 

初日「68」をマークした吉田選手は、最終日まで首位を守る完全優勝で主催者 

推薦による出場権を獲得しました。 

 

「PGMメンバーズトーナメント」 

9月 11日（金）に「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市）にて 

開催された「PGM メンバーズトーナメント」において、大嶋 命（オオシマ イノチ） 

選手が優勝しました。当初予定された 2日間 36ホールズ競技は大雨により 

1日 18 ホールズ競技となりましたが、大嶋選手は OUT「36」、IN「35」、 

TOTAL「71」と終始安定したプレーで主催者推薦による出場権を獲得しました。 

 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPアマチュアゴルフ選手権」 

10月 3日（土）・4日（日）に「千成ゴルフクラブ」（栃木県大田原市）にて 

開催された『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権』において、 

小斉平 優和（コサイヒラ ユウワ）選手が優勝しました。初日「70」、2日目「68」と 

順調にスコアを伸ばした小斉平選手は、最終日「66」でラウンドし、TOTAL「-6」で 

首位に並んだ亀代順哉選手とのプレーオフで、2ホールともバーディを獲得し、主催者 

推薦による出場権を獲得しました。 

PGMだより 
 

10月号 
発行日 2015/10/8 

『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 

◆ 2015/9/10 『2015 年 8月 月次営業実績』 

◆ 2015/10/1 『「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） 

PGM グループゴルフ場として本日 10 月 1 日（木）より運営開始』 

◆ 2015/10/1 『「福岡国際カントリークラブ」（福岡県宗像市）が PGM グループ入りへ 

 株式売買に関する基本合意成立のお知らせ』 

今月の TOPICS 

 ■国内男子ツアー『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』関連情報！ 

主催者推薦アマチュア選手決定＆ジュニアイベントのお知らせ 

 ■「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 

 第 1 期工事が完了、2016 年 1月より第 2 期工事を開始予定 

■「総丘カントリー倶楽部」（千葉県富津市）、 
 「内原カントリー倶楽部」（茨城県水戸市）のプロショップをリニューアルしました！ 

 ■2015 年会員募集企画 第 2弾！『秋の正会員募集キャンペーン』を開始！ 
     期間中の入会者は、2015年の年会費が無料に！ 

吉田 泰基選手 

大嶋 命選手 

小斉平 優和選手 

国内男子ツアー『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』関連情報！ 
主催者推薦アマチュア選手決定＆ジュニアイベントのお知らせ 



 

 

■大会期間中は、数々のジュニアイベントを開催します！ 

PGM では、子どもたちにゴルフをスポーツとして楽しんでもらう機会を提供する「PGM JUNIORS プログラム」の一環として、

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の開催期間中（11 月 5 日～8 日）に、開催会場である｢総武カントリークラブ    

総武コース｣（千葉県印西市）にて、昨年に引き続き、今年もジュニアイベントの「ゴルフ体験会」と「社会科見学」を     

実施します。 
 

≪ゴルフ体験会≫ 

「ゴルフ体験会」は 11 月 8 日（日）に開催会場へご来場いただいたお子さま（6 歳～18 歳※2）を対象に、ジュニア用   

ゴルフクラブ・ゴルフボールを使用し、会場内の打撃練習場にて、全国の PGM ゴルフ場で「PGM JUNIORS」の活動を担当 

している“PGMジュニアコーチ”による「親子でアプローチゲーム」と「ショット体験」を実施します。 

この機会に、“ゴルフ”の楽しさを知ってもらい、『ゴルフスポーツの発展と更なる普及』を目指します。 
 
・「ゴルフ体験会」概要 

開催日時：2015年 11月 8日（日）  大会最終日   10:00～13:00（最終受付 12:30）※1 

場   所：会場内、打撃練習場 

対 象：開催会場にご来場いただいた 6歳～18歳※2のお子さま 

参 加 費：無料（1人何回でも参加が可能） 

参加方法：会場内ジュニアイベント専用受付にて申し込み 

実施内容：①親子でアプローチゲーム  ②ショット体験※3 

 
※1 大会の進行状況により、開始時間を変更する場合がございます。 
※2 6 歳以下のお子さまは保護者の付き添いが参加条件。 
※3 初心者には、PGMのジュニアコーチが親切・丁寧にスイングの基本をお教えします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
≪社会科見学≫ 

「社会科見学」は 11 月 5 日（木）～6 日（金）に、印西市に所在する 2 校の小学生を対象に、開催会場である    

「総武カントリークラブ 総武コース」へ招待し、プロスポーツの迫力や興行の成り立ちについて見学してもらい、ゴルフに興味を 

持ってもらうこと、および将来の自身の進路にも役立ててもらうことを目的として実施します。 
 
・「社会科見学」概要 

開催日時：2015年 11月 5日（木）～6日（金） 大会 1日目・2日目  9:00～11:30※（予定） 

対 象：印西市に所在する 2校の小学 6年生（一部 5年生） 合計 131名を予定 

実施内容：①放送センター見学 『テレビ番組の裏側』 ②プレスルーム見学 『取材・原稿作りの風景』 

③トーナメント観戦 『18番ホール』等 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
・「PGM JUNIORS」のジュニアイベント専用WEB ページで、過去のイベント実施時の様子がご覧いただけます。 

http://juniors.pacificgolf.co.jp/event/hpcup2013/ 

昨年のトーナメント観戦の様子 昨年のプレスルーム見学の様子 昨年の放送センター見学の様子 

昨年の「ゴルフ体験会」実施の様子 

http://juniors.pacificgolf.co.jp/event/hpcup2013/


 

 

 
 

 
 
現在、PGM グループが運営する「茨木国際ゴルフ倶楽部」（大阪府茨木市）では、クラブハウスの新築工事を第 1 期と 

第2期の工期（クラブハウスを半分ずつ）に分けて着工していますが、9月30日（水）をもって第1期工事が完了しました。 

この第１期工事完了に伴い、10月7日（水）より、新築した、ロッカー室、浴室、カート庫、屋外機置場、従業員スペース

等が含まれる“ロッカー・浴室棟”を使用して営業を開始しています。 

なお、2016年1月より第2期工事を着工して、ロビー、フロント、レストラン、厨房、ラウンジ、コンペルーム等の“レストラン棟”

を新築し、同年 11月にグランドオープンを予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

■「茨木国際ゴルフ倶楽部」 概要 

所 在 地 ： 〒567-0051 大阪府茨木市宿久庄 98 
連 絡 先 ： TEL072-643-5931 / FAX072-643-5935 
ア ク セ ス ： 【車利用の場合】名神道 茨木 IC より約 5km 
ア ク セ ス ： 【電車利用の場合】JR茨木駅よりタクシーで約 15分 
コース概 要 ： 27ホール／9,672 ヤード／パー108 
            【東コース】9 ホール／3,182ヤード／パー36 
            【西コース】9 ホール／3,130ヤード／パー36 
            【北コース】9 ホール／3,360ヤード／パー36 
コース設 計 ： （東・西）佐藤 儀一 
コース設 計 ： （ 北  ）上田 治 
オープン日 ： 1960年（昭和 35年）9月 14日 
ホームページ ： http://www.pacificgolf.co.jp/ibaraki/ 

■「茨木国際ゴルフ倶楽部」 福田 朋久 支配人 コメント 
「現在、当倶楽部では、第1期と第2期の工期に分けてクラブハウス新築工事を行っていますが、
10 月 7 日（水）より、第 1 期工事で新築した“ロッカー・浴室棟”を使用して営業を開始    
いたしました。また、10 月中旬から年末にかけて、残り半分の既存クラブハウス解体工事を行い、
年明け 2016年 1月から第 2期工事が始まります。 
2016 年 11 月に完成予定となっており、その後、グランドオープンを予定していますので、皆さま 
には当倶楽部の生まれ変わる姿を、是非お楽しみにしていただければと思います。」 

「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 
第 1期工事が完了、2016年 1月より第 2期工事を開始予定 

ゆったりくつろげる浴室（男性用） 清潔感のあるロッカールーム（男性用） 広々とした脱衣室（男性用） 

新築の“ロッカー・浴室棟“ 左:解体前のクラブハウス、右:新築の“ロッカー・浴室棟”  左:新築の“ロッカー・浴室棟”、右:解体前のクラブハウス 

クラブハウス正面と再整備された駐車場イメージ 

 

270 度のパノラマビューが楽しめるレストランイメージ 

 

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


 

 

 

 

  
 PGM では、ご来場いただけるお客さまの顧客満足度向上のため、積極的に運営ゴルフ場への設備投資を行っていますが、   

この度、今年 3 月と 5 月に PGM グループ入りしたばかりの「総丘カントリー倶楽部」（千葉県富津市）と、「内原カントリー   

倶楽部」（茨城県水戸市）のクラブハウス内プロショップの改修工事を行い、それぞれリニューアルオープンしました。 

 各ゴルフ場では、お客さまにご満足いただけるよう、取り扱いアイテムの品揃えを充実させ、しっかりと商品陳列を行ったことで、 

リニューアルオープン当日から、ご来場されたお客さまにお立ち寄りいただき好評を得ています。 

 
 
「総丘カントリー倶楽部」 プロショップ概要 

 売り場スペースを拡張させ、壁面及び島什器には LED照明を配置することで店内が広く明るくなりました。商品分類別に専用

スペースを設けて見やすいレイアウトにしたことにより、お客さまが商品を手に取りやすい売り場となっています。また、各メーカーの 

メンズ＆レディスウェアはもちろん、小物も増やし、充実した品揃えと価格で販売しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「総丘カントリー倶楽部」概要 

所在地：千葉県富津市田原 1021 

連絡先：TEL. 0439-68-1351 

アクセス：館山道 富津中央 IC より約 12分 

コース概要：18ホール／6,536ヤード／パー72 

コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/ 

 
 
 
「内原カントリー倶楽部」 プロショップ概要 

 広々としたクラブハウスエントランスを活用し、販売商品がご覧になりやすい陳列スペースを新設しました。また、壁面と柱を  

利用して LED 照明を設置した陳列棚を増やしたことにより、今まで以上に明るい売り場となっています。売り場のレイアウトも、 

お客さまの導線に沿って作り、一度に多くのお客さまがお立ち寄りされても、ゆったりお買いものをお楽しみいただけます。     

また、各メーカーのメンズ＆レディスウェアはもちろん、各種シューズやキャディバッグなどの品揃えも充実させました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「内原カントリー倶楽部」概要 

所在地：茨城県水戸市鯉淵町 6798 

連絡先：TEL. 029-259-2500 

アクセス：常磐自動車道 友部 S.A.スマート I.C.より約 5分 

コース概要：18ホール／6,860ヤード／パー72 

コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/ 

ロッカールームへ続く通路にもディスプレイ クラブハウスエントランスを活用したことにより、売り場スペースが広くなりました。 

改修前のプロショップ 改修後、広くなったプロショップ 改修後、LED照明により明るくなった店内 

「総丘カントリー倶楽部」（千葉県富津市）、 
「内原カントリー倶楽部」（茨城県水戸市）のプロショップをリニューアルしました！ 

http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/
http://www.pacificgolf.co.jp/uchihara/


 

 

 

 

 

 

 現在、PGM グループでは、全国 73 箇所のゴルフ場にて会員募集を実施していますが、2015 年会員募集企画の      

第 2弾として、10月 1日（木）より期間限定で、『秋の正会員募集キャンペーン』を開始しました。 

 この『秋の正会員募集キャンペーン』では、期間中に対象ゴルフ場へ入会された方全員の“2015 年 年会費”が無料となる  

【ご入会特典】と、女性の入会者全員に、甘い香りが楽しめる人気のバス用品セットをプレゼントする【LADIES（レディース）

特典】をご用意しています。さらに抽選で、全国の PGMグループ運営ゴルフ場でご利用いただける「お一人様プレー無料券」や、

PGM ロゴ入りボール（「BRIDGESTONE GOLF JOKER」1 ダース）をプレゼントいたします。 
 

■『秋の正会員募集キャンペーン』概要 

期 間：2015年 10月 1日（木）～2015年 12月 31日（木） 
 
対 象：期間中に対象ゴルフ場へ入会された方 
 
特 典：【ご入会特典】2015年 年会費無料 
 ※10 月～11 月のご入会者様のみ。 
       ※12 月に入会された方は、当初より 2015 年の年会費は発生しません。 

【LADIES（レディース）特典】LUSHギフト 
 ※女性の入会者全員に進呈。 
 
賞 品：抽選で各賞合計 400名様に賞品が当たります。 
 

A賞.全国の PGM グループ運営ゴルフ場で利用可能な 

お一人様プレー無料券（2枚）/300名様 
 

B賞.PGM ロゴ入りゴルフボール 

BRIDGESTONE GOLF JOKER 1 ダース/100名様 
 
 

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/ 

 
 
PGM会員様特典プログラム『P-CAP』とは？ 
PGM グループ運営ゴルフ場にご入会いただくと、日本全国 120 箇所以上のゴルフ場を展開
するスケールメリットを活かした会員様特典プログラム『P-CAP』をご利用いただけます。  
『P-CAP』には、多彩な 4 つのプログラムがあり、会員様にご満足いただける質の高い     
倶楽部ライフを提供しています。 
 
①P-CAP優待料金制度 
全国に広がる 120箇所以上のゴルフ場を P-CAP優待料金でプレーできる制度です。 
 
 
②所属クラブ一時変更制度 
引越し先周辺の PGM ゴルフ場に所属クラブを一時的に変更し、メンバー様と同等の利用料金でプレーできる制度です。 
 
 
③名義変更料割引制度 
ご本人またご親族が PGM ゴルフ場の会員権購入時に名義変更料が 50％割引になる制度です。 
 
 
④パートナーシップ・ネットワーク 
海外のゴルフ場や多種多彩な企業との提携により、さまざまな特典を提供します。 
 
詳しくは下記専用WEBページよりご確認下さい。 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/pcap 

 
 
 
 
 
 

 

『秋の正会員募集キャンペーン』チラシ画像 

2015年会員募集企画 第 2弾！『秋の正会員募集キャンペーン』を開始！ 
期間中の入会者は、2015年の年会費が無料に！ 

 

【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/石田/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/ 

 

 

 

http://www.pacificgolf.co.jp/m-bosyu/
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/pcap
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

