
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      

PGM グループが運営する、仙台ヒルズゴルフ倶楽部に隣接する仙台ヒルズホテルでは、7月 1日（日）～7月 31（火）まで 
期間限定スカイラウンジ「Starlight Beer hall（スターライトビアホール）」を開催します。仙台を一望できる仙台ヒルズホテルの 
最上階にて、仙台の夜景と星空、アルコールを共に楽しめる、ワンランク上の贅沢な時間をお楽しみ下さい！ 

   
■「Starlight Beer hall」 概要 
・開 催 期 間：7月 1日（日）～ 7月 31（火） 
            ※宴会予約がある場合を除く 
・営 業 時 間：18：00～22：00（4h）※ラストイン 21：30 
・会 場：仙台ヒルズホテル 13Ｆヘリオス 
・料金（税別）：大人料金：お一人様 3 ドリンク     2,000円 

宿泊者料金：お一人様 3 ドリンク   1,800円 
[オプションプラン] 
飲み放題(90min)：お一人様           3,000円 
宿泊者飲み放題(90min)：お一人様        2,800円 
※すべてのお客様におつまみ（ナッツ、チョコ、ドライフルーツ等）1 セット付 

「スターライトビアホール」の詳細は、仙台ヒルズ公式ホームページでご確認いただけます。 
http://www.pacificgolf.co.jp/sendaihills/hotel/ 

 
「 仙台ヒルズホテル＆ゴルフ倶楽部 」 7月・8月のお得なプランをご紹介 
  
  
  
  
  

 
 

今月の TOPICS 
■仙台の夜景とアルコールのマリアージュ。 
期間限定スカイラウンジ 「Starlight Beer hall」 開催！ 

■女性ゴルファーに人気の東西ゴルフ場ランキング！ 
■鉄人シェフスペシャルメニュー に、中華の鉄人・陳 建一氏の“新メニュー”が登場！ 
■柔らかく煮込んだ牛肉とあっさりスープの上品な味わい！！ 
『辛味上湯牛肉麺』を全国の PGM グループゴルフ場で販売開始！  

■７月プレー限定！ 夏にピッタリ！キリンキャンペーン開催！！ 
■『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』2018 プロアマトーナメントへ出場・参加の 
チャンス！今年も“会員様限定”スタンプキャンペーン実施！ 

PGMだより 
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『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 

仙台の夜景とアルコールのマリアージュ。 
期間限定スカイラウンジ 「Starlight Beer hall」 開催！ 
 

【宿泊料金】（税別・朝食付） 
平日     シングル：6,500円 ／ ツイン：5,500円 
土日祝  シングル：7,500円 ／ ツイン：6,500円 

【ゴルフ宿泊パック】（税別・朝食付） 
  平日プレー/平日宿泊      シングル：12,000円 ／ ツイン：11,500円 
  土日祝プレー/土日祝宿泊  シングル：17,500円 ／ ツイン：17,000円 
※宿泊料金、ゴルフ宿泊パックのツインは、1部屋 2名様で宿泊の場合の 1名様当りの料金となります。 

ツイン 客室内 
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一昔前までは、“男性のスポーツ”というイメージの強かったゴルフ。最近はカップルゴルフや女子会ゴルフが増え、徐々に女性

のゴルファーも増えてきました！そこで、女性来場比率が 20％前後と、女性から高い支持を得ているコース東西ランキング
TOP3 を、人気の理由と一緒にご紹介します！ 
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１ 大宝塚ゴルフクラブ 
大阪市内から近い好立地で、車の運転もストレス無く来場可能。レディース
ティの距離がやや短めで、女性に優しいレイアウトです。クラブハウスはホテル
のように豪華で女性用のロッカースペースと浴室が広く、リラックスできると  
好評です！女性のメンバー様が多いことも理由のひとつです。 
 ■コース概要 （宝塚ICより10km 15分） 
所在地：兵庫県宝塚市切畑字長尾山 19  TEL：0797-91-1361 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/daitakarazuka/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

神有カントリー倶楽部 

■コース概要 （西宮北ICより3km 10分） 
所在地：兵庫県神戸市北区八多町吉尾 991-1  TEL：078-981-5333 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/shinyu/ 

大阪市内から 35分と、何と言っても
アクセス抜群！ゴルフ場に付きものの
山道がないので、車の運転が苦手な
女性もストレスなく、街中からその  
ままクラブハウスまで到着。さらに、 
レディースティの距離の短さも女性 
から支持されている理由のひとつ。 

フォレスト三木ゴルフ倶楽部 

■コース概要 （三木東ICより5km 7分） 
所在地：兵庫県三木市細川町桃津 571-143  TEL：0794-82-8422 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/forest_miki/ 

コースの距離が短く、人気！女性
用のパウダールームをリニューアル
し、快適でゆったり過ごせます！ 
また、サラダや惣菜、デザートなど
種類豊富に取り揃えたランチ  
バイキングが好評です！ 

女性ゴルファーに人気の東西ゴルフ場ランキング！ 

■女性来場比率 東日本 TOP３ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

■女性来場比率 西日本 TOP３ 

KOSHIGAYA GOLF CLUB 
都心から車で 45 分とアクセス抜群！電車でも気軽に来ることが出来   
ます。常時２サム保障をしており、カートも 2 人乗りなのが、ご夫婦や   
カップルから人気を得ているポイントです。また、併設しているジャングルを 
イメージしたアメリカンスタイルのカフェも、くつろげると女性から好評です！ 

■コース概要 （三郷ICより9km 20分） 
所在地：埼玉県吉川市吉屋 525   TEL：048-982-2311 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

東京ベイサイドゴルフコース 

■コース概要 （富津竹岡ICより3km 5分） 
所在地：千葉県富津市竹岡 4277-2   T E L：0439-67-2611 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/tokyobayside/ 
 

なんと言っても、東京湾の雄大
な眺望。三浦半島、富士山、
みなとみらいが見える絶景が  
人気です！コース内にトイレが
多いのも女性に嬉しい！また、
東京湾からフェリーでゴルフ場に
来ることが出来る快適なクルー
ジングゴルフもおすすめです！ 
 

 

丸の内倶楽部 

■コース概要 （茂原長南ICより7km 10分） 
所在地：千葉県長生郡長柄町力丸 354  TEL：0475-35-3111 
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/marunouchi/ 

首都圏からのアクセス良好。   
定期的にレディースコンペを 
開催しているほか、クラブハウス
が綺麗と好評！さらにコースの
距離が短く、フラットでフェア 
ウェイが広く、飛距離に悩む女性
向けのレイアウトも魅力です！ 
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PGM グループでは、中華の鉄人・陳建一氏プロデュースの新メニュー

「陳建一の回鍋肉（ホイコーロー）」を7月１日（日）から販売開始
します！ 
鉄人特製の回鍋肉は、じっくりと熟成させた豆板醤と豆鼓醤、   

更に深みのある味の甜麺醤の 3 つの“醤”が味の決め手。さらに、   
香り高い香辣油で辛味を程よく加え仕上げました。やや濃い目の   
味付けと味を引き締める辛味が食欲を引き立て、ご飯との相性も   
抜群です。 

 
■鉄人シェフスペシャルメニュー「陳建一の回鍋肉（ホイコーロー）」 概要  
・価格(税別)：基本セット 1,5０0円 ※（ライス・スープ・ザーサイ・杏仁豆腐付）  

単品販売 1,3０0円 ※（ライス・スープ・ザーサイ付） 
・販 売 期 間：7月 1日（日）～9月 30日（日） 
・販売ゴルフ場：全国の PGM グループゴルフ場   ※バイキング実施ゴルフ場、レストラン委託事業所、一部クローズゴルフ場を除く 
「陳建一の回鍋肉」の詳細は、専用Web ページでご確認いただけます。http://www.pacificgolf.co.jp/tetsujinchef/ 

 
       
 
 

PGM グループゴルフ場のレストラン※に、新メニュー『辛味上湯牛肉麺（カラミ シャンタン ニューローメン）』が 7 月 15 日
（日）から 9月 15日（土）の期間限定で登場します！  
『辛味上湯牛肉麺』は、昨年から人気を集めだし、今年はブームになると注目度急上昇中の中国北西部の甘粛省発祥の

“蘭州拉麺”を日本人の口に合うようにアレンジした PGM オリジナルメニューです！ 
ラーメンでは一般的とされる鶏ガラや豚骨ではなく、牛骨で出汁を取った醤油ベースの澄んだスープに、柔らかく煮込んだ   

牛肉をトッピングします。ブーム目前のメニューが全国の PGM グループゴルフ場でお楽しみいただけます！ 
 
 

■「辛味上湯牛肉麺（カラミ シャンタン ニューローメン）」 概要 
・価格(税別)：基本セット 1,5０0円 ※鶏そぼろ丼・ザーサイ付 

単品販売 1,3０0円 
・販 売 期 間：7月 15日（日）～９月 15日（土） 
・販売ゴルフ場：全国の PGM グループゴルフ場 
※バイキング実施ゴルフ場、レストラン委託事業所、一部クローズゴルフ場を除く 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

鉄人シェフスペシャルメニューに、中華の鉄人・陳 建一氏の“新メニュー”が登場！ 

柔らかく煮込んだ牛肉とあっさりスープの上品な味わい！！ 
『辛味上湯牛肉麺』を全国の PGMグループゴルフ場で販売開始！ 

ポイントは、牛独特のコクと旨みが特徴の牛骨スープ！ 
（料飲管理グループ メニュー開発チーム：鈴木 良夫） 

 
中国は北西部に位置する蘭州地方の郷土メニューで、中国でも絶大な人気の       
「蘭州拉麺」。牛骨スープは甘味のある牛独特のコクと旨味が特徴となり、具入り辣油が
スープの味をピリッと引き締め、甘味と辛味を調和させアクセントとなります。 
別皿には相性の良い、パクチーと黒酢を添え、お好みで加えて頂く事でさっぱりと爽やかな 
清涼感もお楽しみ下さい。 

※画像はイメージです 

 

※画像はイメージです 
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6 月 18 日（月）～7 月 31 日（火）に PGM Web
からキャンペーンにご応募、7 月のプレーをご予約しプレーを 
されたお客様から抽選で 170 名様に、PGM グループゴルフ
場共通商品券、またはキリン一番搾りをプレゼントします。 
 
■キャンペーン概要 
・キャンペーン期間：6月18日（月）～ 7月31日（火） 
・プレー対象期間：7月  1日（日）～ 7月31日（火） 
・対 象 ゴルフ場：全国の PGM グループゴルフ場 

※広島紅葉カントリークラブは対象外 
・賞 品 内 容：A賞 PGMグループゴルフ場共通商品券 1万円分（5,000円券×2枚）          50名様 

有効期間：2018年9月1日(土)～2019年2月28日(木) 
B賞 キリン一番搾り、もしくは一番搾り＜黒生＞ 350ml 1ケース（24本入り） 合計120名様 

・キャンペーン URL：http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/kirin_201806/ 
 
 
 
 

 
全国の PGM グループゴルフ場の会員様へ、今年も各種

限定イベント・キャンペーンを実施しています！今回ご紹介 
するのは、“会員様限定”スタンプキャンペーン。男子ゴルフ   
ツアートーナメント『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』の
本戦前日に開催されるプロアマトーナメントへ抽選でご招待、
PGM 共通商品券を 100 名様にプレゼントなど、    
“PGMならでは”の充実した内容となっています！ 

 
【スタンプキャンペーン概要】 
・キャンペーン期間：7月 1日（日）～ 8月 31日（金） 
・プレー対象期間：7月 1日（日）～ 8月 31日（金） 
・対 象 ゴルフ場：ご自身の所属するゴルフ場※会員契約を締結しているゴルフ場 

※サンヒルズカントリークラブ（栃木県）、広島紅葉カントリークラブ（広島県）の会員・年間会員 
（友の会等）は対象外 

・賞 品 内 容：①3名様  「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP プロアマトーナメント」の１ラウンドプレーご招待。 
PGM ゴルフリゾート沖縄で 10月 31日（水）に開催予定 

②100名様 PGM共通商品券 1万円をプレゼント。 
                            プロアマの抽選に漏れたお客様の中から抽選で選出。 
・キャンペーン URL：http://www.pacificgolf.co.jp/membership/event/mevent2018/1/ 
 

７月プレー限定！ 夏にピッタリ！キリン キャンペーン開催！！ 

『HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP』2018プロアマトーナメントへ出場・参加の 
チャンス！今年も“会員様限定”スタンプキャンペーン実施！ 

【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広報グループ               大嶋/伊藤/田中          TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール                大島/宮田              TEL. 03-4531-0285 
【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をご覧ください】                   http://www.facebook.com/PGMFB/ 

http://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/extra/kirin_201806/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
http://www.facebook.com/PGMFB/

