
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PGM 九州エリアの「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）では、このたび、全 27H のうち、ナイタープレーがお楽しみいただける、 

東コース 9H、西コース９H の合計 18H のナイター照明を全灯 LED 化し、     

3 月 18 日（金）より 2016 年のナイター営業を開始します。 

PGM グループにおけるナイター照明の LED 化は、昨年 3 月に導入した   

「成田の森カントリークラブ」（千葉県香取市）に続き２箇所目となり、九州  

エリアでは初となる LED 照明によるナイターゴルフをお楽しみいただけるゴルフ場と 

なります。 

今回、導入した LED パネルは約 700 台、照明数は約 14 万灯で、従来の水銀灯と比較して照度が約 1.5 倍に上がり、  

また、空間全体の照度が上がることで、コース内を光が照らす範囲が広くなり、ボールが見えやすく、探しやすくなりました。さらに、

長寿命でわずかな消費電力で高い照度を確保できることから、年間にかかる電力や燃料費などのランニングコストが、       

約 1/3 削減できます。PGM では、ご来場いただくお客さま満足度の向上と、消費電力や発電に伴い発生する二酸化炭素、 

およびランニングコストの削減のため、引き続き、ナイター照明の LED 化を積極的に導入してまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース」概要 

・所在地 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 1331   ・連絡先 TEL.0949-42-8200 

・WEB ページ http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/ 

・ナイタースタート時間 17：00～19：30（予約受付 19：00 迄） 

・ナイタープレー料金（9 ホール） 3,200 円～4,300 円（税込） 

 

 

 

 

最近のプレスリリース一覧 

◆ 2016/2/9 『2016 年 1 月 月次営業実績』 

◆ 2016/3/1 『PGM が期待の若手女子ツアープロとスポンサーシップ契約を締結 

女子プロゴルファー 辻 梨恵(つじ りえ)選手とスポンサーシップ契約を締結』 

今月の TOPICS 
■九州エリア初！「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） 

ナイタープレーが可能な 18 ホールのナイター照明を LED 化しました！ 

■ゴルフ場における最大の商品 “コース”のさらなる品質向上を目指して！ 
『2015 年度 PGM 全国グリーンキーパー会議』を 7 年ぶりに開催しました！ 

■「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市）のプロショップ改修工事完了 
クラブハウス館内のカーペットも張り替えて、装いも新たに営業中！！ 

■待ちに待った春がやって来た！北海道・新潟・長野エリアで冬季クローズのゴルフ場が続々オープン！ 

PGM だより 
 

3 月号 
発行日 2016/3/8 

『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 

九州エリア初！「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） 
ナイタープレーが可能な18ホールのナイター照明をLED化しました！ 
 

【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     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/ 

 

 

コース内を光が照らす範囲が広くなりました！ 

 

ティショットのボールの軌道もはっきり！ 照度が上がり、ラインもしっかり読めます！ 

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


 

 

 
 

PGM は、全国の運営ゴルフ場のグリーンキーパー（GK）を対象に、相互交流を図るとともに、これまで培ってきたゴルフコース

や芝草管理の知識を技術的な成功事例や、分科会による新技術の共有を行うことで、効率かつ生産性の高い管理技術を 

修得し、モチベーションを向上させることを目的として、2016 年 2 月 17 日（水）～18 日（木）の 2 日間に渡り、   

『2015 年度 PGM 全国グリーンキーパー会議』を開催しました。 

プログラム内容は、一日目に、2016 年度の会社方針や部門目標の共有、エリアの決起会を行い、二日目には、各エリアの

GK や、本社関連部門スタッフ、協力会社による分科会を 5 会場に分かれて開催し、各エリアにおける特徴的な事例を基に、

GK 同士の知見共有を行いました。 

PGM では、今後もご来場いただくお客さまの満足度向上や、ゴルフ業界のさらなる発展に貢献するため、引き続き、ゴルフ場

の一番の商品である“コース”における品質の向上に注力して参ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

■コース管理チーム優秀賞 受賞ゴルフ場（全国 14 ゴルフ場 受賞） 

＜関東エリア＞ 
「阿見ゴルフクラブ」（茨城県稲敷郡阿見町） 

＜関東エリア＞ 
「岡部チサンカントリークラブ」（埼玉県深谷市） 

顧客満足度、従業員満足度の  

どこをとってもバランスが良く、年間 

6 万人の来場者を維持しつつ、  

高いグリーンコンディションも評価。 

 

特色の異なる 18 ホール×2 コース

（岡部コース・美里コース）を、  

通年で高いコンディションを維持し、

日本一暑い地域でベントグリーンの

夏越しに成功した点も評価。 

＜関西エリア＞ 
「木津川カントリー倶楽部」（奈良県奈良市） 

＜中国・四国エリア＞ 
「広島国際ゴルフ倶楽部」（広島県東広島市） 

ベント、高麗の２グリーンを駆使して

年間を通じて高いコンディションを 

維持し、通年で高い顧客満足度も

評価。 

 

エ リ ア 内 で も 屈 指 の グ リ ー ン      

コンディションを誇っており、エリア内で

行うグリーンの品評会で 2 年連続 

優勝している品質も評価。 

 

■その他 受賞ゴルフ場一覧 

エリア ゴルフ場（所在地） エリア ゴルフ場（所在地） 

北海道エリア 札幌北広島ゴルフ倶楽部(北海道北広島市) 中部エリア 亀山ゴルフクラブ(三重県亀山市) 

東北エリア グレート仙台カントリー倶楽部(宮城県仙台市) 関西エリア 三日月カントリークラブ(兵庫県佐用郡佐用町) 

関東エリア 

皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース(栃木県佐野市) 中国・四国エリア 大山アークカントリークラブ(鳥取県西伯郡伯耆町) 

グランドスラムカントリークラブ(茨城県常陸太田市) 
九州エリア 

北九州カントリー倶楽部(福岡県飯塚市) 

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース(千葉県茂原市) 入来城山ゴルフ倶楽部(鹿児島県薩摩川内市) 

ゴルフ場における最大の商品 “コース”のさらなる品質向上を目指して！ 
『2015年度 PGM全国グリーンキーパー会議』を7年ぶりに開催しました！ 

＜集合写真＞全国から 118 名の GK が大集結しました！！ 

分科会の様子 会場内、機械展示の様子 2016 年度会社方針説明の様子 



 

 

 
 

 

昨年 10 月に PGM グループ入りした「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市）では、クラブハウス内プロショップの    

改修工事を行いリニューアルしました。 

新しくなったプロショップの照明には全て LED 照明を使用、床面も白と茶色を基調としたカーペットに一新したことで、クラブ   

ハウスの高い吹き抜けから差し込む光も手伝い、今まで以上に明るい印象のプロショップに生まれ変わりました。また、ロッカーへ 

続く通路の壁面にも商品棚を増設したことで広々としたレイアウト空間を実現し、より多くの商品陳列が可能になりました。    

ご来場いただく幅広い層のお客様に対応できる約 1,000 点の商品ラインナップをはじめ、女性のアクセサリー類など、充実の  

レディスグッズもご用意しています。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。   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
■「大秦野カントリークラブ」概要 

・所 在 地 神奈川県秦野市横野 500 

・連 絡 先 TEL.0463-75-1616 

・WEB ページ http://www.pacificgolf.co.jp/ohatano/ 
 

 

 
 
PGM グループの冬季クローズしている北海道・長野・新潟エリアのゴルフ場が、3 月から

4 月にかけ続々とオープンします！ 

待ちに待った春を控え、プレオープンやオープンに向けての準備が整い、該当エリアに 

お住まいのお客様はもちろん、ご旅行先でもゴルフをお楽しみいただけるようになりました。 

なお、冬季クローズゴルフ場のオープン情報は PGM Web でもご紹介しておりますので、 

是非ご覧ください。  

■オープンゴルフ場一覧 

エリア ゴルフ場（所在地） プレオープン日 オープン日 

新潟県 
中峰ゴルフ倶楽部（新潟県新発田市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/nakamine/ 

3 月 12 日（土） 
3 月 13 日（日） 

3 月 16 日（水） 

長野県 
中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部（長野県伊那市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/ 

3 月 19 日（土） 3 月 26 日（土） 

北海道 

グレート札幌カントリー倶楽部（北海道千歳市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/greatsapporo/ 

3 月 26 日（土） 4 月  1 日（金） 

新千歳カントリークラブ（北海道千歳市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/ 

3 月 26 日（土） 4 月  9 日（土） 

サンパーク札幌ゴルフコース（北海道北広島市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/sun-park/ 

4 月  1 日（金） 4 月  9 日（土） 

桂ゴルフ倶楽部（北海道苫小牧市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/katsura/ 

― 4 月  9 日（土） 

札幌北広島ゴルフ倶楽部（北海道北広島市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/ 

3 月 28 日（月） 4 月 16 日（土） 

チサンカントリークラブ銭凾（北海道小樽市） 
http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/ 

4 月 11 日（月） 4 月 23 日（土） 

※プレオープン：完全オールセルフ営業、18H スループレー 

※積雪状況によりオープン日が変更になる場合がございます。 
 
北海道・長野・新潟エリアのオープン情報についての詳細は下記 PGM Web URL よりご確認ください。 
http://pgm.hk/2016op 

待ちに待った春がやって来た！ 
北海道・長野・新潟エリアで冬季クローズのゴルフ場が続々オープン！ 

「大秦野カントリークラブ」（神奈川県秦野市）のプロショップ改修工事完了 
クラブハウス館内のカーペットも張り替えて、装いも新たに営業中！！ 

改修後、広く、明るくなった店内 充実の商品ラインナップ 改修前のプロショップ 

http://www.pacificgolf.co.jp/ohatano/
http://www.pacificgolf.co.jp/nakamine/
http://www.pacificgolf.co.jp/haregamine/
http://www.pacificgolf.co.jp/greatsapporo/
http://www.pacificgolf.co.jp/shinchitose/
http://www.pacificgolf.co.jp/sun-park/
http://www.pacificgolf.co.jp/katsura/
http://www.pacificgolf.co.jp/kitahiroshima/
http://www.pacificgolf.co.jp/zenibako/
http://pgm.hk/2016op

