
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

PGM では、2016 年度、JGTO 選手会長に就任した宮里 優作選手を含む、合計 6 名のプロゴルファーおよびツアープロ

コーチとスポンサーシップ契約を締結しました。スポンサーシップ契約を締結した 6 名は今シーズン、「PGM」のロゴが入った   

キャップ・ウエアを着用、キャディバックを使用して活動いただく他に、PGM グループのイベント・キャンペーン、ゴルファー育成に 

関するプロジェクトにもご協力をいただきます。また、PGM グループは、全国で運営するゴルフ場を 6 名の練習の場として   

無償で提供し、更なる活躍をサポートしてまいります。なお、PGM オフィシャルサイトでは、6 名の応援サイトを開設     

（下記 URL 参照）していますので、こちらもぜひご覧になってください。 

PGM は 2016 年度、スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチが活躍できるよう、全力で応援してまいります。 
 
■PGM スポンサーシップ契約プロゴルファー・ツアープロコーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PGM だより 
 

4 月号 
発行日 2016/4/7 

『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 

◆ 2016/3/10 『2016 年 2 月 月次営業実績』 

◆ 2016/4/1  『「沖縄国際ゴルフ倶楽部」リニューアルプロジェクト 

「沖縄国際ゴルフ倶楽部」（沖縄県国頭郡恩納村） 
ハイビスカスコース（9 ホール）改修工事完了のお知らせ』 

◆ 2016/4/5  『「ザ・インペリアルカントリークラブ」（茨城県稲敷市） 

開場 20 周年事業として、PGM グループ初となる外来型ゴルフ練習場施設を新設』 

今月の TOPICS 

■2016 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 

■全国の 73 ゴルフ場で会員募集を実施中！ 
4 月 1 日（金）より『春の正会員募集キャンペーン』を開始しました！ 

■＜期間限定！＞PGM でしか味わえない、“鉄人シェフ＋PGM”の特製ソースで愉しむ 
贅沢厚切りステーキ「ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ」の提供を開始！ 

■ナイターシーズン到来！ナイターゴルフは PGM 運営のゴルフ場で決まり！ 
「ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース」、全 18H ナイター照明 LED 化工事を着工中！ 

■PGM では、新規参入ゴルフ場の設備投資を積極的に実施しています！ 

2016 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 

女子プロゴルファー 
笠 りつ子（りゅう りつこ） 

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

 

男子プロゴルファー 
宮里 優作（みやざと ゆうさく） 

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

男子プロゴルファー 
宮里 聖志（みやざと きよし） 

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

女子プロゴルファー 
岡村 咲（おかむら さき） 

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

ツアープロコーチ 
内藤 雄士（ないとう ゆうじ）

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

女子プロゴルファー 
辻 梨恵（つじ りえ） 

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

http://www.pacificgolf.co.jp/ryu/
http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato/
http://www.pacificgolf.co.jp/miyazato_k/
http://www.pacificgolf.co.jp/okamura/
http://www.pacificgolf.co.jp/naito/
http://www.pacificgolf.co.jp/tsuji/


 

 

   
 

現在、PGM グループでは、会員制ゴルフ場の活性化を目指し、全国の保有   

ゴルフ場にて会員募集を実施していますが、新たに補充会員募集を開始・再開  

するゴルフ場、新規2次募集を開始するゴルフ場、パブリック運営から会員制運営

へ変更することに伴い新規会員募集を開始するゴルフ場が追加され、    

2016 年 4 月より、会員募集実施ゴルフ場は、全国 73 箇所となりました。 
 
会員募集ゴルフ場一覧 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/course.asp 
 

また、4 月 1 日（金）より、PGM が実施している会員募集によりご入会   

された方を対象に、『春の正会員募集キャンペーン』を開始しています。 
 
■『春の正会員募集キャンペーン』概要 
期間：2016 年 4 月 1 日（金）～7 月 31 日（日） 
内容：期間中に PGM が実施している会員募集によりご入会された方を対象に、 

抽選で合計 216 名様に「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」プロアマ 
トーナメントへのご招待や、スッコティキャメロン・ゴルフボール等をプレゼント。 

 
『春の正会員募集キャンペーン』 専用 Web ページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/spring2016/ 
 
■補充募集を開始したゴルフ場  

No. ゴルフ場名（住所 / TEL） 募集口数 募集会員種別 販売金額（税別） 年会費（税別） 募集開始日 

1 
「大博多カントリー倶楽部」 

（福岡県筑紫郡 / 092-952-3811） 
250 正会員 200,000 円 36,000 円 3 月 1 日(火) 

2 
「琴平カントリー倶楽部」 

（香川県三豊市 / 0875-74-7221） 
100 正会員 200,000 円 30,000 円 4 月 1 日(金) 

 
■補充募集を再開したゴルフ場  

No. ゴルフ場名（住所 / TEL） 募集口数 募集会員種別 販売金額（税別） 年会費（税別） 募集開始日 

1 
「パーシモンカントリークラブ」 

（福島県伊達市 / 024-586-1100） 
100 正会員 350,000 円 30,000 円 4 月 1 日(金) 

2 
「あさひヶ丘カントリークラブ」 

（栃木県栃木市 / 0282-23-7181） 

100 正会員 250,000 円 35,000 円 
4 月 1 日(金) 

100 平日会員(月－土) 125,000 円 26,600 円 

3 
「京カントリークラブ」 

（千葉県山武郡 / 0479-77-2222） 
50 正会員 500,000 円 36,000 円 4 月 1 日(金) 

 
■新規会員募集を開始したゴルフ場  

No. ゴルフ場名（住所 / TEL） 募集口数 募集会員種別 販売金額（税別） 年会費（税別） 募集開始日 

1 
「三島ゴルフ俱楽部」 

(静岡県駿東郡 / 055-987-1515) 
800 正会員 280,000 円 30,000 円 4 月 1 日(金) 

 
■新規 2 次募集を開始したゴルフ場  

No. ゴルフ場名（住所 / TEL） 募集口数 募集会員種別 販売金額（税別） 年会費（税別） 募集開始日 

1 
「札幌北広島ゴルフ倶楽部」 

（北海道北広島市 / 011-373-1111） 
500 正会員 210,000 円 24,000 円 4 月 1 日(金) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国の 73 ゴルフ場で会員募集を実施中！ 
4 月 1 日（金）より『春の正会員募集キャンペーン』を開始しました！ 

会員募集ポスター画像 

《会員募集を実施しているゴルフ場ごとに、各種入会割引を実施中！》 
 

現在 、 会員 募 集 を 実施 し てい るゴ ル フ 場 で は 、通 常 募集 金 額 よ りも お 得 に 会 員権 を ご 購入 い た だ くた め 、          
「周年記念キャンペーン割引」や、「会員紹介割引」、「同時入会割引」、「レディス割引」、「ご家族割引」等、ゴルフ場ごとに  
ご案内しています。そこで、各種入会割引を代表して、「ザ・インペリアルカントリークラブ」（茨城県稲敷市）が実施している 
『開場 20 周年記念会員募集キャンペーン』をご紹介します。 
 
■ザ・インペリアルカントリークラブ 『開場 20 周年記念 会員募集キャンペーン』概要 

対象期間：2016 年 4 月 1 日（金）～9 月 30 日（金） 
割引内容：通常入会金が 75 万円（税別）のところ、キャンペーン期間中は 65 万円(税別)でご案内。  
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/membership/seikaiin/imperial/ 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/course.asp
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/spring2016/
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/imperial/


 
 
 
 
 
  

全国の PGM グループ運営ゴルフ場のレストランでは、PGM でしか味わえない、   

“鉄人シェフ＋PGM”の特製ソースで愉しむ贅沢厚切りステーキ「ブラックアンガス    

ダイヤモンドカット◆ステーキ」の提供を、4 月 15 日（金）より期間限定で開始    

します！ 

この「ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ」は、ゴルフコースの芝刈り手法  

であるダイヤモンドカット（クロスカット）をイメージして加工を施した、米国産牛肉の   

最高峰ブラックアンガス牛を、中華の鉄人・陳 建一氏の「香味ラー油ソース」、     

フレンチの鉄人・坂井 宏行氏の「洋風柚子からしソース」、そして PGM シェフの    

「和風シャリアピンソース」の 3 種類の特製ソースでお召し上がりいただけます。 

贅沢に厚切りにしたジューシーなブラックアンガス牛は、肉質が柔らかく、赤身と脂身の

バランスが絶妙な味わい豊かな牛肉で、ダイヤモンドカットが施されることでより     

食べやすく、幅広い年齢層のお客さまにお愉しみいただける一品となっています。 
 

【ダイヤモンドカットとは？】 

食材を厚めにカットし、ダイヤモンド型にスリットカット加工することです。 

ダイヤモンドカットすることで、肉厚のステーキが切りやすくなり、ご年配のお客様にも食べ

やすく、また、特製ソースがしっかりと絡みやすくなるため、より味わいが豊かになります。 
 
 
■「ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ」概要 

・メ ニ ュ ー 名 ：ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ（170g） 

・価 格：【ラ イ ス ・ ス ー プ 付】 1,690 円（税別） 

・価 格：【ライス・スープ・サラダ付】 1,850 円（税別） 

・提 供 期 間：2016 年 4 月 15 日（金）～約 2 ヵ月間 

※期間限定メニューのため、食材が無くなり次第提供終了 

・対象レストラン：全国の PGM グループゴルフ場レストラン 

※一部、ビュッフェ実施ゴルフ場、レストラン業務委託ゴルフ場等を除く 

・特製ソース（3 種）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
「ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ」の詳細は、4 月15 日（金）以降、下記専用Web ページにてご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ 
 
 
 
 
 
 
  

③ 坂井 宏行氏 特製 
『洋風柚子からしソース』 

口の中でほんのり柚子からしの香る、
温かい洋風ソース 

 

【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       永岡/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/ 

 

 

 

＜期間限定！＞PGM でしか味わえない、“鉄人シェフ＋PGM”の特製ソースで愉しむ 

贅沢厚切りステーキ「ブラックアンガス ダイヤモンドカット◆ステーキ」の提供を開始！ 

ポスター画像 

メニュー画像 

② PGM シェフ 特製 
『和風シャリアピンソース』 

お肉の旨みが引立つ、あっさりとした
和風玉ねぎソース 

① ② ③ 

① 陳 建一氏 特製 
『香味ラー油ソース』 

ピリッとしたラー油の辛さの効いた、 
四川風の香味ラー油ソース 

 

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


 
 
 
 
 

今年もナイターゴルフのシーズンがやってきました！PGM は、全国で 6 箇所（千葉県 4 箇所、三重県 1 箇所、      

福岡県 1 箇所）のゴルフ場で 18 ホールにナイター照明を完備してナイターゴルフの営業を実施しています。 

また、このナイターゴルフ営業を実施しているゴルフ場では、お客様満足度向上と、ランニングコスト削減のため、従来から 

設置している水銀灯のナイター照明に比べて空間全体の照度が上がり、長寿命で少ない消費電力を使用して高い照度が 

確保できる“LED”のナイター照明を続々と導入しています。 

現在、「ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース」（千葉県市原市）では、PGM として 3 箇所目となる、全 18 ホールと    

パッティンググリーンのナイター照明を LED 化する工事を行い、4 月中旬に工事が完了する予定です。 

ナイターゴルフは、ゴルフ初心者の方をはじめ、日差しを避けてゴルフを楽しみたい女性の方や、1 日の時間を有効活用  

されたい方にピッタリなプレースタイルで、幻想的な雰囲気の中、日中とは違ったゴルフをお楽しみいただけます。 
 

■18 ホールにナイター照明を完備しているゴルフ場一覧 ※券売機対応ゴルフ場があるため、税込表記となっています。 

ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース 

(千葉県市原市/0436-37-8855） 

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース 

(千葉県茂原市/0475-26-5500)  

ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 

(千葉県市原市/0436-89-2211)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スタート時間  14：30～20：00 
（1R最終スタート19：00) 

・料金（税込）0.5R 4,000 円～ 
1.0R 8,000 円～ 

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

・スタート時間  14：30～21：00 
(1R最終スタート18：30) 

・料金（税込）0.5R 4,000 円～ 
1.0R 8,000 円～ 

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

・スタート時間  14：30～20：00 
(1R最終スタート19：00) 

・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 
1.0R 7,000 円～ 

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

成田の森カントリークラブ 

(千葉県香取市/0478-79-1000) 

亀山ゴルフクラブ 

(三重県亀山市/0595-82-6513) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・スタート時間  15：00～20：00 
(1R最終スタート20：00) 

・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 
1.0R 6,000 円～ 

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

・スタート時間  16：30～20：00 
(1R最終スタート19：00) 

・料金（税込）0.5R 3,500 円～ 
1.0R 6,500 円～ 

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

・スタート時間  17：00～19：30 
(0.5R最終スタート19：00) 

・料金（税込）0.5R 3,200 円～ 
 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/ 

   

ナイターゴルフをより一層お楽しみいただくため、ゴルフ場ごとに様々な企画を実施中！ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ナイターシーズン到来！ナイターゴルフは PGM 運営のゴルフ場で決まり！ 

「ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース」、全 18H ナイター照明 LED 化工事を着工中！ 

18 ホール LED 照明工事中 
（4 月中旬完了） 

「ナイター友の会」会員募集中！ 

ムーンレイク GC 市原・茂原・鶴舞コース 

成田の森 CC で毎年人気の友の会。 
 
「ナイター友の会」にご入会いただくと、 

優待料金でプレーができる以外に、 

様々な特典があるため、毎年たくさんの 

方にご入会いただいています。 

ナイタープレー限定プランを好評ご案内中！ 

『光るボール 1 球付 ムーンレイクナイタープラン』 
 
「ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース」 

の人気プラン！LED ライトが内蔵された 

「ライトアップゴルフボール」を 

1 名につき 1 個進呈。通常のゴルフと 

違って、盛り上がること間違いなし！ 

18 ホール LED 照明 

LED イルミネーション 
実施中 

5 ホール LED 照明 

18 ホール LED 照明 

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/


 
 
 
  

PGM では、新規でグループ入りしたゴルフ場に対して、積極的な設備投資を継続して行っていますが、このたび、昨年 PGM

グループ入りした「総丘カントリー倶楽部」（千葉県富津市）と「福岡国際カントリークラブ」（福岡県宗像市）において、  

コース内のカートパス改修や、プロショップのリニューアルをはじめとする、既存施設や設備を一新いたしました。 

PGM はこれからも、新規グループ入りしたゴルフ場および、既存運営ゴルフ場において、ご来場いただくお客様の満足度  

向上のため、積極的な設備投資に取り組んでまいります。 
   

所在地：千葉県富津市田原1021 ／ 連絡先：TEL. 0439-68-1351 
コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/ 

 
老朽化したカートパスを改修し、誘導線を埋設して新たに電磁誘導カートを導入しました。 
さらにコース内に防球ネットを新設して安全性を向上、さらに最新型 GPS ナビの導入やクラブバスのリニューアル等、 
より快適にプレーをお楽しみいただけるようになりました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

所在地：福岡県宗像市朝町1470-1 ／ 連絡先：TEL. 0940-32-3544 
コースガイドページ：http://www.pacificgolf.co.jp/fukuokakokusai/ 

 
プロショップのリニューアルやフロントカーペットの新調、最新型 GPS ナビの導入など、 
お客様にさらに快適にお過ごしいただけるような環境を目指し、クラブハウス内外の施設・設備を大きく改善しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGM では、新規参入ゴルフ場の設備投資を積極的に実施しています！ 

【改修したカートパス】 
カートパスを整備し、より安全で 
スムーズな進行が可能になりました！ 

【新設した電磁誘導カートパス】 
全ホールに誘導線を埋設。リモコン 
操作の自動走行で快適プレーが実現！ 

【コース内 4 箇所に新設した防球ネット】 
1H-3H 間、2H グリーン奥、2H-3H 間 
6H-8H 間に新設し、プレー時の安全性 UP！ 

【最新型 GPS ナビ付電磁誘導カート】 
新車の電磁誘導カートを全60台導入！ 
タッチパネル液晶の最新型GPSナビも搭載！ 

 

【リニューアルしたクラブバス】 
クラブバスをリニューアル、38 名乗りで、 
フェリー来場需要にも対応！ 

【改修したフロント】 
シックで落ち着きのある内装に 
生まれ変わりました！ 

【新調したカーペット】 
茶を基調としたカーペットに新調し、 
重厚感のあるエントランスに。 

【リニューアルしたプロショップ】スペースを拡張し、アイテム数も増えてさらに充実！ 

【最新型 GPS ナビ付自走カート】 
新車 85 台を含む全カートに GPS ナビを設置！ 
リーダーズボード機能付で大型コンペに最適！ 

【リニューアル前のプロショップ】 

【駐車スペース拡張・白線引き直し】 
駐車スペースを拡張し、 
白線も引き直しました！ 

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

