
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 現在、PGM グループ各ゴルフ場で個々に販売している人気のお土産 6 品を集めて 『PGM お土産   
セレクション』として、5月 20日（水）より全国の PGM グループゴルフ場にて順次販売を開始します。 
この『PGM お土産セレクション』の導入により、地域によって今まで購入することのできなかった人気の
お土産の味を、全国の皆さまにお楽しみいただけるようになります。 
なお、今後も PGM では『PGM お土産セレクション』の定期的な新商品導入を予定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGMだより 
 

５月号 
発行日 2015/5/12 

『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 
◆ 2015/4/13 『2015年 3月 月次営業実績』 
◆ 2015/4/13 『「広島紅葉(こうよう)カントリークラブ」（広島県廿日市市） 
ゴルフ場運営委託契約を締結、2015年 5月 1日（金）より運営開始』 

◆ 2015/4/16 『「内原カントリー倶楽部」（茨城県水戸市）が PGM グループ入りへ 
株式譲渡契約を締結』 

◆ 2015/4/21 『「福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部」（佐賀県唐津市）の 
ゴルフコース管理業務に関するコンサルティング契約を締結』 

今月の TOPICS 
■各ゴルフ場で人気のお土産を、全国の皆さまへ！ 
全国の PGM グループゴルフ場で｢PGM お土産セレクション｣の販売を開始します！ 

■『2015年 PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』決勝大会が終了し、 
各部門の日本代表選手が決定しました！ 

■PGM グループ北海道エリアの個性豊かなゴルフ場をご紹介します！ 

各ゴルフ場で人気のお土産を、全国の皆さまへ！ 
全国の PGMグループゴルフ場で「PGM お土産セレクション」の販売を開始します！ 

⑤田崎真也 プレミアム ワインケーキ 

1,500円（税抜） 

世界最優秀ソムリエ田崎真也が贈る
大人のデザート。ワインの香りが漂う 
魅惑の味わい深さをご堪能ください。 

全国菓子大博覧会､入賞商品｡ナッツ
をホワイトチョコで包んだ、その食感と 
上質な味わいお楽しみください。 

⑥和風ぴーかんなっつチョコ 
852円（税抜） 

②林檎と洋梨の贅沢パイ 
1,000円（税抜） 

鉄人・坂井宏行と日本橋の洋食名店  
｢たいめいけん｣のコラボ商品。りんごと洋ナシ
の２つの果実をつつみこんだ､贅沢パイ。 

6年連続(2010年～2015年) 
ミシュラン２つ星に輝く祇園の名店
が贈る逸品、和風パウンドケーキ。 

④祇園 ささ木 パウンドケーキ 
（抹茶あずき） 

1,000円（税抜） 
 

『PGM お土産セレクション』ロゴ 

ミネラル分を多く含み、健康食材として 
評価の高いカラス麦(オーツ麦)の素材の
良さを鉄人が最大限引き出したクッキー。
サクサク感と程良い甘さの調和は絶品。 

全国菓子大博覧会にて金賞に輝く
揚げせんべいの逸品。厳選したもち米
をぱりっと油で揚げ、その歯ごたえと 
醤油の香ばしさがたまらない銘品。 

①坂井宏之のからす麦クッキー 
1,200円（税抜） 

 

③銀座餅 
1,000円（税抜） 



   
 
   

PGM では昨年同様、今年も国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA）と株式会社ビーエスフジが主催する『2015 年 PGM
世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』の冠スポンサーとして特別協賛し、予選大会 9 大会（北海道/東北/関東
①②③/東海・関西/中国・四国/九州/沖縄）と決勝大会、計 10 大会の全てを PGM グループゴルフ場にて開催し、    
U-6、7-8 歳、9-10歳、11-12歳、13-14 歳、15-17 歳（男・女）の計 12 部門、総勢 962 名のジュニアゴルファーが
参加いたしました。 

 
そして U-6(男・女)※を除く、各部門の予選大会を勝ち抜いた合計 187 名が、「花の木ゴルフクラブ」（岐阜県瑞浪市/  

5 月 5 日(火)～7 日(木)）にて開催された決勝大会に挑み、各部門の上位 1～3 名の合計 26 名が、            
アメリカのサンディエゴで 7月に開催される本大会へ日本代表選手として出場する権利を得ました。 
※U-6（男・女）は決勝大会「亀山ゴルフクラブ（亀の子ショートコース）」（三重県亀山市/3月 15日（日））のみの開催。 
 
 決勝大会最終日である 5 月 7 日(木)の表彰式前には、PGM スポンサーシップ契約の宮里優作プロが会場に来場し、   
ドライビングレンジでのデモンストレーションショットが行われ、その後のトークショーでは自らの世界ジュニア出場時の体験談など、
決勝大会に出場したジュニアゴルファーたちへ熱いエールが贈られました。 
  
また、15-17 歳男子の部で見事な優勝を遂げた吉田 泰基選手（徳島県・私立香川西高 3 年）には、株式会社平和

と PGM が共同主催し、11 月 5 日（木）～8 日（日）に「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市）で開催  
される国内男子ツアー『HEIWA･PGM CHAMPIONSHIP』の主催者推薦枠として出場権利が与えられました。 

 
PGM グループでは今後も｢PGM JUNIORS｣をはじめとする活動に加え、外部団体とも協力し、積極的にジュニアゴルファー

向け活動を推進してまいります。 
 

『2015 年  PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』大会結果の詳細は、以下の一般社団法人       
国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA）公式サイトにてご確認下さい。 
 
・一般社団法人国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA） 公式サイト URL ： http://ijga.or.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

【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/ 
 
 
 

『2015年 PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会』決勝大会が終了し、 
各部門の日本代表選手が決定しました！ 

7-8歳、9-10歳の部 日本代表選手 11-12歳の部 日本代表選手 13-14歳、15-17歳の部 日本代表選手 

 

決勝大会最終日に行われた 
宮里 優作プロのデモンストレーションショット 

15-17歳男子の部 優勝した吉田 泰基選手と 
PGMホールディングス社長 田中 耕太郎、宮里 優作プロ 

 

U6歳の部 日本代表選手 

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


 
 

PGMグループは北海道エリアで、それぞれ趣の異なる個性豊かな 6箇所のゴルフ場を運営しています。トーナメント開催ゴルフ場、
北海道の大自然に溶け込んだ雄大なホール数を誇るゴルフ場、｢これぞ北海道！｣と感じる広々したフェアウェイのゴルフ場など、    
競技派からビギナーまでゴルフの醍醐味を思う存分に味わっていただけるゴルフ場が揃っています。道外からのリピーターも数多く   
人気のゴルフ場ばかり！これからの季節、涼しい北の大地で爽快にゴルフプレーをお楽しみください！ 
 
桂ゴルフ倶楽部                 グレート札幌カントリー倶楽部        札幌北広島ゴルフ倶楽部 
http://www.pacificgolf.co.jp/katsura/        http://www.pacificgolf.co.jp/greatsapporo/  http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/ 
(北海道苫小牧市/ 0144-57-5757）      (北海道千歳市/0123-29-2111)        (北海道北広島市/011-373-1111)                                
サンパーク札幌ゴルフコース            新千歳カントリークラブ              チサンカントリークラブ銭凾 
http://www.pacificgolf.co.jp/sun-park/       http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/    http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/ 
(北海道北広島市/ 011-372-6370)     (北海道千歳市/0123-21-2111)        (北海道小樽市/0134-62-4111)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
■大自然と一緒に満喫！北海道ゴルフの定番！屋外テラスで「ジンギスカン」が堪能できるゴルフ場のご紹介 
 PGM が運営する北海道のゴルフ場 3 箇所では、プレーの前後に屋外テラスで趣向を凝らした「ジンギスカン」がお楽しみいただけま
す！「サンパーク札幌ゴルフコース」では、道内にもファンが多い『かねひろ』ブランドのジンギスカンが堪能できます。「札幌北広島ゴルフ
倶楽部」では、プレー風景を見ながら、解放感たっぷりに楽しめる 100 名収容可能な“特設ジンギスカンテラス”があります。「チサン 
カントリークラブ銭凾」では、石狩湾を臨む高台に位置するクラブハウスの立地を活かした屋外テラスで絶景ジンギスカンが味わえます。 
北海道ゴルフの前後は、ぜひ「ジンギスカン」をご満喫ください！ 
 
 
 
 
 

18 ホール/7,116 ヤード/パー72 
 
国内でも希なティ・フェアウェイ全て   
グリーンと同様のペンクロスベントを使
用。設計は世界的に著名な R.T.ジョ
ーンズ Jr。2013年までニトリレディスゴ
ルフトーナメント開催。 

「チサンカントリークラブ銭凾」 
絶景ジンギスカンのイメージ 

「札幌北広島ゴルフ倶楽部」 
名物“特設ジンギスカンテラス” 

 

PGMグループ北海道エリアの個性豊かなゴルフ場をご紹介します！ 

18 ホール/6,850 ヤード/パー72 
 
雄大な丘陵に映えるゴルフ場。アウト 
コースは夕張連峰の眺望を、インコース
は石狩平野や恵庭岳が一望できる。 

54 ホール/19,749 ヤード/パー216 
 
自然の起伏を活かした戦略性の高い
54 ホール。クラブハウス併設の特設ジ
ンギスカンテラスは利用する価値アリ！ 

27 ホール/10,467 ヤード/パー108 
 
コースはとにかくフラット！広いフェアウェ
イは OB知らず！北海道ゴルフを思い
っきり味わえる 27 ホールのゴルフ場。 

36 ホール/13,498 ヤード/パー144 
 
レストランから臨む眺望は圧巻です！
コースは戦略性に溢れるハマナスコース
とホロカコースの 36 ホール。 

18 ホール/6,536 ヤード/パー72 
 
札幌市内や小樽市内からも 30分圏
内の好アクセス！石狩湾を眼下に望
む素晴らしい眺望は一見の価値アリ！ 

「サンパーク札幌ゴルフコース」 
『かねひろ』ジンギスカン 

 

http://www.pacificgolf.co.jp/katsura/
http://www.pacificgolf.co.jp/greatsapporo/
http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/
http://www.pacificgolf.co.jp/sun-park/
http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/
http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/

