
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
      

PGM は、今年も「PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」において、冠スポンサーとして特別協賛し、   

予選大会から決勝大会まで、会場提供や運営等、全面的にサポートしました。 

この「PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」の各カテゴリーを勝ち抜いた PGM 日本代表選手団が、   

7 月 12 日～15 日にかけて、アメリカ カリフォルニア州サンディエゴのトーリーパインズ GC 他で開催された『IMGA 世界    

ジュニアゴルフ選手権』に出場した結果、畑岡 奈紗選手（15‐17 歳女子の部）、梶谷 翼選手（11‐12 歳女子の部）

が見事大会 2 連覇を達成。さらに、梶谷 駿選手（7‐8 歳男子の部）、根本 悠誠選手（U‐6 男子の部）、     

長峰 真央選手（U‐6 女子の部）の 3 名も優勝し、昨年の実績を上回る 5 部門で世界一に輝く快挙となりました。 

また、15‐17 歳女子の部団体戦においては、畑岡 奈紗選手、小倉 ひまわり選手のペアが PGM 日本代表選手団  

として 3 連覇を成し遂げました。 

さらに、15‐17 歳男子の部において、日本代表選手団内で最上位の成績を収めた、河本  力選手が、          

11 月 3 日（木・祝）～6 日（日）に開催される国内男子ツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」への主催者   

推薦枠を使用した出場権を獲得しました。 

PGM では、1 人でも多くの子どもたちにゴルフを楽しんでもらう無料プログラム「PGM JUNIORS（ジュニアズ）」の様々な

取り組みの中で、将来のゴルフ業界を担うジュニアゴルファーの育成を目指し、積極的に支援を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

PGM だより 
 

8 月号 
発行日 2016/8/9 

『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 

『IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権』PGM 日本代表選手団が世界を舞台に大活躍！！ 
個人戦 5 部門で世界一！15－17 歳女子団体戦では 3 連覇を達成！ 
 

PGM 日本代表選手団 集合写真 

PGM 日本代表選手団として 3 連覇を果たした 
小倉 ひまわり選手(左)、畑岡 奈紗選手(右) 

U‐6 男女の部で初のアベック優勝を果たした 
根本 悠誠選手(左)、長峰 真央選手(右) 

初の姉弟同時優勝を果たした 
梶谷 翼選手（右）と梶谷 駿選手（左） 

15‐17 歳女子の部で 2 連覇を達成した 
畑岡 奈紗選手 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の 
出場権を獲得した河本 力選手 

最近のプレスリリース一覧 
◆ 2016/7/25 PGM ホールディングス株式会社、パシフィックゴルフマネージメント株式会社、 

パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社 本社移転のお知らせ 

今月の TOPICS 

■『IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権』PGM 日本代表選手団が世界を舞台に大活躍！！ 

個人戦 5 部門で世界一！15－17 歳女子団体戦では 3 連覇を達成！ 

■11 月 3 日（木・祝）～6 日（日）開催！！ 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の最新情報をお届けします！ 

■ゴルフにかける 1 日の時間を短縮！時間の有効活用ができる！ 

期間限定、18H スループレープランを実施しているゴルフ場のご案内！ 

■本社移転のお知らせ 



        
 
①お得にトーナメント観戦しよう！前売券が販売スタート！ 

 
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する、国内男子 

ツアートーナメント「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」（以下、本大会）の   

第 4 回大会が、昨年に引き続き、「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県  

印西市）で、11 月 3 日（木）～6 日（日）に開催されます。 

この、本大会の前売券（3 枚つづり・各日共通）の販売が、8 月 8 日（月）

より各プレイガイドにて、8 月末より全国の PGM グループ運営ゴルフ場（一部   

ゴルフ場を除く※）にて開始される予定です。 

また、購入特典として、全国の PGM グループ運営ゴルフ場プロショップで   

1,000 円割引となる『PGM プロショップ優待券』が付いています。 
 
※ 「赤穂国際カントリークラブ」（兵庫県赤穂市）、 

「広島紅葉カントリークラブ」（広島県廿日市市）は、対象外となります。 

 
■前売り券セット 概要 

・料 金：5,000 円（税込） 

・内 容：①各日共通券 3 枚 

②PGM プロショップ優待券※（1,000 円）1 枚 
※利用期間：2016 年 12 月 1 日～2017 年 3 月 31 日まで 

・販売期間：8 月 8 日（月）～11 月 4 日（金） 

・購入方法：全国の PGM グループ運営ゴルフ場（一部ゴルフ場を除く） 

または各プレイガイド 
 
■「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」大会公式ホームページ 

http://heiwa‐pgm‐championship.jp/ 
 
 
②優勝者は本大会の出場権をゲット！ 
『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権』を開催！ 

 
『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権』を、10 月 9 日

（日）、10 日（月・祝）に「千成ゴルフクラブ」（栃木県大田原市）にて開催 

します。この大会は、23 歳未満の若手アマチュアゴルファーを対象にしており、   

優勝者には、国内男子ツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の主催者  

推薦枠として、本大会の出場権が付与されます。 

本大会のコンセプトである～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～に基づき、主催者推薦枠を活用した出場選手選考会を開催する  

ことで、若手ゴルファーやアマチュアゴルファーへの出場機会を提供し、将来の日本 

ゴルフを背負う人材の発掘・育成を行う環境づくりに貢献してまいります。 
 

■『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権』 概要 

・開催日程：2016 年 10 月 9 日（日）、10 日（月・祝） 

・開催会場：千成ゴルフクラブ（栃木県大田原市） 

・出場資格：2016 年 11 月 6 日（日）時点で 23 歳未満の 

アマチュアゴルファー 

・特典：優勝且つ、トータルスコアが『147 ストローク(36H)』以下の選手に対して、 

本大会への主催者推薦権を付与 
 

『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP アマチュアゴルフ選手権』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/event/hpcama/2016/ 

 

11 月 3 日（木・祝）～6 日（日）開催！！ 
「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」の最新情報をお届けします！ 

2016 年度大会ポスター 

本大会ロゴ 

PGM プロショップ優待券（1,000 円） 

千成ゴルフクラブ 18 番ホール 

http://heiwa-pgm-championship.jp/
http://www.pacificgolf.co.jp/event/hpcama/2016/


 
         

現在、PGM が運営する全国のゴルフ場では、期間限定で 18 ホール

のスループレープランを実施しています。 

時間を有効活用できるスループレーは、日が長いこの季節にピッタリの

おすすめプランです。快適な早朝プレーや、お昼すぎからのプレーも良し、

さらに、朝起きて、急に思い立っても午後からプレーできる、当日予約  

可能なゴルフ場もあります！ 

今年の夏は、お客様のご希望にあったプランをお選びいただき、PGM の  

ゴルフ場で 18 ホールのスループレーをお楽しみください！ 

また、18 ホールスループレープランを実施しているゴルフ場の詳細は、

下記、PGM Web でご紹介していますので、是非ご覧ください。 

 

※スループレー特集【東日本版】 

http://pgm.golf/through_e 

 

※スループレー特集【西日本版】 

http://pgm.golf/through_w 
 
 
 
 
 
 

PGM ホールディングス株式会社、ゴルフ場運営子会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社、及びゴルフ場資産

管理子会社であるパシフィックゴルフプロパティーズ株式会社は、2016 年 7 月 25 日（月）より、本社を東京都台東区   

東上野のアイエムタワー（1F～12F）に移転しました。本社移転に伴い、広報グループの代表電話番号、FAX 番号が共に

変更となりましたので、ご取材・ご掲載依頼のご連絡の際は、下記、新電話番号、新 FAX 番号までお問い合わせください。 

 

■移転先詳細 
 

・新住所 

〒110‐0015 東京都台東区東上野一丁目 14 番 7 号 アイエムタワー 
 

・広報グループ 新電話番号／FAX 番号 

電話：03‐4413‐8500（代表）／FAX：03‐3837‐2612 
 
 

・PGM 新本社のご紹介 

 http://www.pacificgolf.co.jp/corporate/pgm‐office/ 
 

・交通アクセス  

JR 山手線・京浜東北線「御徒町駅」 北口より徒歩 3 分 

東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」、東京メトロ銀座線「上野広小路駅」 

都営大江戸線「上野御徒町駅」 Ａ8 出口より徒歩 1 分 

 

 

 

 

ゴルフにかける 1 日の時間を短縮！時間の有効活用ができる！ 
期間限定、18H スループレープランを実施しているゴルフ場のご案内！ 

【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. 03-4413-8500 

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/ 

 

 

 

本社移転のお知らせ 

Web バナー画像 

http://pgm.golf/through_e
http://pgm.golf/through_w
http://www.pacificgolf.co.jp/corporate/pgm-office/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

