
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

旧年中は一方ならぬご愛顧に与かり誠にありがとうございました。 

本年も何卒倍旧のご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 

PGMホールディングス株式会社 広報グループ 
 
 

 
 
  
 

PGM では、ゴルフ場プレー予約の自社サイトである PGM Web にて、年間を 

通して様々なキャンペーンを実施していますが、本日 1 月 7 日（木）より、全国

の PGM グループゴルフ場を対象とした、『PGM サプライズキャンペーン』を開始   

しました。 

このキャンペーンは、予約代表者が PGM Webにてキャンペーンに応募し、対象

ゴルフ場ごとに設定している「キャンペーンプラン」でプレー予約をすると、ご来場  

いただいた全ての方※の中から、抽選で 600 名さまのプレー当日のプレーフィが  

精算時に“無料”となるサプライズな内容となっています。 

さらに、W チャンスとして、応募者全員を対象に、抽選で 8 名さまにタイトリスト

のドライバーやスコッティキャメロンのパターなどのゴルフギアをプレゼントいたします。 
※予約代表者・同伴者を含む、「キャンペーンプラン」でご来場の全ての方が対象。 

 

■『PGM サプライズキャンペーン』概要 

・応 募 期 間：2016年 1月 7日（木）～3月 31日（木） 
・プレー対象期間：2016年 2月 1日（月）～3月 31日（木） 
・応 募 資 格：PGM Web でユーザーご登録いただいた方 
・応 募 条 件：予約代表者が応募期間中にキャンペーンへ応募、 

その後、『キャンペーンプラン』をご予約の上、プレー来場された方 
 
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://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/surprise/201601/ 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2015/12/10 『2015 年 11 月 月次営業実績』 

◆ 2015/12/15 『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 

2016 年度ジャパンゴルフツアー ツアートーナメント 

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」第 4 回大会の開催が決定』 

◆ 2015/12/24 『PGM ホールディングス株式会社が 2016 年度も大会冠スポンサーとして特別協賛 

「PGM 世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会」 

2016 年 1 月 5 日（火）～4月 24 日（日）、PGM グループゴルフ場にて開催』 
 

今月の TOPICS 

■プレー当日の精算時に当選発表！合計 600 名のプレーフィが“無料”になる！ 
PGM Web 限定『PGM サプライズキャンペーン』を実施中！ 

■「PGM お土産セレクション」に、陳 建太郎氏監修の“ロールケーキ”が新登場！！ 

■PGM グループゴルフ場最大級プロショップ誕生！ 
「千葉国際カントリークラブ」（千葉県長生郡長柄町）プロショップを大幅リニューアル！ 

■PGM限定企画「ブリヂストン ウィンターキャンペーン」 
 全国の PGM グループゴルフ場プロショップにて好評実施中！！ 

■PGM クラブメンバー“日本一”の称号は誰の手に！？ 

 『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2016』を開催します！ 

PGMだより 
 

1月号 
発行日 2016/1/7 

『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 

謹賀新年 

キャンペーンイメージ画像 

プレー当日の精算時に当選発表！合計 600名のプレーフィが“無料”になる！ 
PGM Web限定『PGM サプライズキャンペーン』を実施中！ 

http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/surprise/201601/


 

 

 
 

現在、全国の PGM グループゴルフ場にて、各ゴルフ場で人気のお土産 6 品を集めて

「PGM お土産セレクション」として販売していますが、この度、陳 建太郎氏監修の    

“ロールケーキ”2 種を新たにラインナップの中に加え、全 8 品にて全国の PGM    

グループゴルフ場で販売を開始しました！ 

新商品の“ロールケーキ”は、濃厚な生クリームと杏仁豆腐を合わせた新たな食感の

味わいが絶品の「杏仁ロールケーキ」と、マンゴーの風味を見事に活かした「マンゴーロール 

ケーキ」の2種類をご用意しました。また、「PGMお土産セレクション」での販売の他に、

ゴルフ場レストランにて販売している「陳 建一氏の鉄人シェフスペシャルメニュー」の

セットデザートとしても提供を開始しました。 

※一部販売・提供していないゴルフ場がございます。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
昨年 9月に PGMグループ入りした「千葉国際カントリークラブ」（千葉県長生郡長柄町）では、プロショップの運営が直営化

されたことに伴い、クラブハウス内プロショップの大幅な改修工事が行われ、広々として開放感のあるクラブハウスエントランスと広い

壁面を有効活用したプロショップに生まれ変わりました！ 

新たに生まれ変わったプロショップの売り場面積は、PGM グループゴルフ場プロショップの中でも最大級の広さで、10 ブランド 

約 800点の商品を取り揃え、中でもレディース商品は 7 ブランド約 400点と充実した品揃えになっています。 

また、壁面には LED 照明を設置した陳列棚を増やすことで、明るくゆったりとした雰囲気の中でお買い物をお楽しみいただけ 

ます。併せて、クラブハウス１階エントランスとロッカールームの床面は落ち着いた色を基調としたカーペットに全て新調しました。 

PGM では、ご来場いただくお客さまの満足度向上のため、引き続き、運営ゴルフ場への積極的な設備投資を行って      

まいります。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「千葉国際カントリークラブ」概要 
所在地 ： 〒297-0231 千葉県長生郡長柄町山之郷 754-32 
連絡先 ： TEL0475-35-4325 / FAX0475-35-3128 
コースガイドページ ： http://www.pacificgolf.co.jp/chibakokusai/ 

「マンゴーロールケーキ」 
・販売価格：1,000円（税抜） 
マンゴープリンをイメージし、マンゴーの 

芳醇な香りを生かしたクリームを 

たっぷり巻き上げたロールケーキ。 

「杏仁ロールケーキ」 
・販売価格：1,000円（税抜） 
濃厚な杏仁の風味が鼻に抜け、洋ナシ、 

桃、チェリーをたっぷりと巻きこんだ、 

まさにロール状の杏仁豆腐です。 

充実した品揃えのレディース商品 

売り場面積は PGM グループ最大級！ 

PGMグループゴルフ場最大級プロショップ誕生！ 
「千葉国際カントリークラブ」（千葉県長生郡長柄町）プロショップを大幅リニューアル！ 

「PGM お土産セレクション」に、陳 建太郎氏監修の“ロールケーキ”が新登場！！ 

壁面の広さを有効活用した商品陳列 LED照明を配置し、店内が広く、明るく！ 

■陳 建太郎氏 プロフィール 

1979 年東京都生まれ。祖父は四川料理の神様・陳建民、父は中華の鉄人・陳建一。本場、四川省成都の名店、「采根香」にて修行を

重ねた後、父・建一から赤坂・四川飯店の経営を三代目として継承する。また、料理教室やイベント、TV 出演などの活動も精力的に   

行っている。 

 

リニューアル後のプロショップ リニューアル前のプロショップ 

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


 

 

 
 
現在、全国 110 箇所の PGM グループゴルフ場プロショップにて、2 月 29 日（月）まで、PGM   

限定企画「ブリヂストン ウィンターキャンペーン」を実施しています！このキャンペーンは、キャディバッグや

シューズを中心とした、最大 14 アイテム 27 種類の『ブリヂストンゴルフ』の商品を、お得にお買い求め 

いただけるキャンペーンとなっています。 
 

■「ブリヂストン ウィンターキャンペーン」概要 

・対 象 期 間：2016年 2月 29日（月）まで 

・対象アイテム：『ブリヂストンゴルフ』のキャディバッグ、シューズ、アクセサリー類 

・対象ゴルフ場：全国 110箇所の PGM グループゴルフ場 

（運営受託・冬季クローズ、その他一部のゴルフ場を除きます。） 
 
＜全国の PGM グループゴルフ場プロショップにて好評実施中！！＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGMでは、日本一の PGMクラブメンバーを決める大会『PGMクラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2016』

を、3月 25日（金）に「総武カントリークラブ 総武コース」(千葉県印西市)にて開催いたします。 

今年で開催 4 年目を迎える本大会では、PGM が全国で保有・運営する 95 箇所の会員制ゴルフ場がその対象となり全国

の PGM ゴルフ場スクラッチ競技チャンピオンを決定します。 

PGM では、全国規模での会員の皆さまを対象とした競技大会を開催することにより、会員制ゴルフ場のクラブ競技やクラブ  

ライフの活性化および会員満足度の向上を目指してまいります。 
 
■『PGM クラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2016』開催概要 

・日 時 ：2016年 3月 25日（金） 

・会 場 ：「総武カントリークラブ 総武コース」（千葉県印西市/0476-46-7111） 

・競技方法 ：18 ホールズストロークプレー(スクラッチ競技) 

・開催部門 ：1）クラブ選手権の部  2）シニア選手権の部  3）レディース選手権の部 

 4）スクラッチ競技(64歳以下)の部  5）スクラッチ競技(65歳以上)の部 

・出場資格 ：PGM直営ゴルフ場の正会員対象各スクラッチ競技の優勝者 

 1）2015年度クラブ選手権優勝者    2）2015年度シニア選手権優勝者 

 3）2015年度レディース選手権優勝者 4)・5）2015年度各スクラッチ競技優勝者 

※2015年度『PGM クラブチャンピオンシップ』各カテゴリー優勝者 

本大会の詳細は下記特設サイトにてご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/club_2016/ 

 
 
 
 

PGM クラブメンバー“日本一”の称号は誰の手に！？ 
『PGMクラブチャンピオンシップ BRIDGESTONE GOLF CUP 2016』を開催します！ 

【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/ 

 

 

千葉国際カントリークラブ 

PGM限定企画「ブリヂストン ウィンターキャンペーン」 
全国の PGMグループゴルフ場プロショップにて好評実施中！！ 

キャンペーンポスター画像 

大会ロゴ 

松島チサンカントリークラブ 松島・仙台コース 

大会バナー 

ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース 柳井カントリー倶楽部 

名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 ローズコース 

岸和田カントリー倶楽部 

http://www.pacificgolf.co.jp/membership/campaigns/club_2016/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

