
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ（グランＰＧＭ）初のオリジナルグッズの販売
を 8 月中旬より開始します。今回販売するものは、ＰＧＭのハイエンド
ゴルフ場ブランドＧＲＡＮＤ ＰＧＭのみで購入できる限定グッズです。
全アイテムにゴールドとシルバーで彩られたロゴが飾られ、シンプルながら
もシックで風格のあるデザインになっています。 
キャップには各ゴルフ場名の刺繍が入っているので、お気に入りのゴル

フ場のキャップはもちろん、全 12 コースのキャップをコレクションすることも
一つの楽しみですね！また、パターカバーには同じロゴがついたマーカーが
付属しているので、カバーとお揃いのマーカーを使用して、統一感がある
スマートなプレーを演出できます。 
 ＧＲＡＮＤ ＰＧＭのアイテムを使用して、上質でスタイリッシュな 
ゴルフライフをお楽しみください。 

 
販売開始日：2019年8月中旬より 
販売ゴルフ場：ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ 全12コース  
販 売 商 品：ヘッドカバー（ドライバー・フェアウェイ・ユーティリティ）・ パターカバー ・ 

ポーチ ・ トートバッグ ・ タオル ・ キャップ ・ マーカー 
 U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/grandpgm/goods.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最近のプレスリリース 
◆2019/7/13 「レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース」（群馬県富岡市）がＰＧＭグループ入りへ 

本日株式譲渡契約を締結 
 
今月の TOPICS  
■ハイエンドゴルフ場ブランド “ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ” のオリジナルグッズ販売！   
■ＰＧＭ日本代表選手団が世界一に！ 

IMGA世界ジュニアゴルフ選手権にて 2部門で優勝！！  
■夏こそナイターゴルフ！夜の快適プレーはいかが？ 
 
■札幌オープンゴルフ チャリティートーナメント 桂ゴルフ倶楽部にて開催！ 

  
■ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ 

ＰＧＭだより 
『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 

 
8月号 

発行日 2019/8/1 

ハイエンドゴルフ場ブランド “ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ” のオリジナルグッズ販売！ 

【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/石井 TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール 大島/及川 TEL. 03-4531-0285 
【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]】 http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/ 
【ＰＧＭ公式Facebook】 https://www.facebook.com/PGMFB/ 
【ＰＧＭ公式Instagram】 https://www.instagram.com/PGM.official/ 

総武カントリークラブ 総武コース 
 

ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 
 

桂ゴルフ倶楽部 
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 ＰＧＭが冠スポンサーとして特別協賛した、「ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ
選手権日本代表選抜大会」で選出されたＰＧＭ日本代表選手団が、 
7 月 9 日～12 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 
パインズゴルフコース他で開催された『IMGA 世界ジュニアゴルフ選手権』に
出場し、個人戦 12 部門中、2 部門（7-8 歳の部女子、9-10 歳の部
女子）で世界一に輝く快挙を成し遂げました！ 
 ＰＧＭでは、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、
様々な取り組みの中で、積極的に支援を行ってまいります。 
 
『IMGA世界ジュニアゴルフ選手権』の結果詳細については、下記サイトよりご確認いただけます。 
■大会公式ホームページ 
http://juniorworldgolf.com/ 
 
 
     
各地で梅雨が明けいよいよ夏本番…、暑い夏でも季節を問わずにプレーを楽しみたいですよね。そんな方にはＰＧＭの  

ナイターゴルフがおすすめです！日中に比べて気温が低くなり、日やけも気にせずに快適にプレーすることができます。また、  
お休みの「朝はゆったりしたい」、「午前中は予定が…」という方にもナイターゴルフはぴったり。時間を有効活用しながら、夏の夜
ならではの雰囲気を試してみてはいかがでしょうか？ 

 
■ＰＧＭナイターゴルフ特集ページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/selection/night_game/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏こそナイターゴルフ！夜の快適プレーはいかが？ 

ＰＧＭ日本代表選手団が世界一に！ 
IMGA世界ジュニアゴルフ選手権にて 2部門で優勝！！ 

9-10歳の部女子 優勝 
根田 うの 選手 

 

7-8歳の部女子 優勝 
重原 純奈 選手 

 

亀山ゴルフクラブ 
 
本格的な西コースと初心者から上級
者まで楽しめる東コースの 36 ホール 
 
住所：三重県亀山市小川町 83 
http://www.pacificgolf.co.jp/k
ameyama/ 

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース 
 

昼夜で異なる表情が楽しめる、攻略
性に富んだ 18 ホール 
 
住所：千葉県茂原市長尾 1647 
http://www.pacificgolf.co.jp/
moonlake_m/ 

成田の森カントリークラブ 
 
都心から 80分の宿泊施設があるコース 
 
住所：千葉県香取市山倉 2628-4 
http://www.pacificgolf.co.jp/n
aritanomori/ 

ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース 
 
自然を巧みに活かし、攻めのプレーを
主眼に設計されたコース 
 
住所：福岡県鞍手郡鞍手町八尋 1331 
http://www.pacificgolf.co.jp/
moonlake_k/ 

ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 
 

ロングドライブが楽しめる丘陵コース 
 
住所：千葉県市原市小草畑 577 
http://www.pacificgolf.co.jp/
moonlake_t/ 

ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース 
 
緩やかな起伏に富んだ 18 ホール 
 
住所：千葉県市原市新生 603 
http://www.pacificgolf.co.jp/
moonlake_i/ 
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2019 年 8 月 17 日（土）～18 日（日）に、札幌オープンゴルフ     

チャリティートーナメントが開催されます。今回の開催地は、先月ニッポンハム  
レディスクラシックが開催され、2 ヶ月連続のトーナメント開催となる「桂ゴルフ  
倶楽部」。北海道で行われる夏のアツい戦いをお見逃しなく！ 
 
■大会ホームページ 
https://www.sapporo-open-golf.com/ 
 
■桂ゴルフ倶楽部 概要  
所 在 地：〒059-1365 北海道苫小牧市植苗577-1 
電 話 番 号：0144-57-5757 
ア ク セ ス： 【車利用の場合】道央自動車道／新千歳空港ＩＣより7km 

  【電車利用の場合】 ＪＲ千歳線 千歳駅よりタクシーにて約20分 
コース概 要：18ホール／7,116ヤード／パー72 
ゴルフ場 URL：https://www.pacificgolf.co.jp/katsura/ 
 

        
 

 
 
 

 ＰＧＭゴルフアカデミー銀座では、企業様の貸切イベントも受付しています。 
80 名様規模での懇親会も可能で、クラブを握ったことのない初心者から
上級者まで、思いきり楽しめるチーム別シミュレーションゴルフ対戦は   
もちろん、クイズやゲーム等、ゴルフ以外の利用も歓迎！ 
 
 ゴルフクラブ・シューズの無料レンタルや、貸切に限りドリンク・フードの  
ケータリングが可能なので、幹事様の負担も軽く、みなさんで気軽に   
お楽しみいただけます。 
 
 様々な利用方法ができる都市型ゴルファーズラウンジ「ＰＧＭゴルフ  
アカデミー銀座」で皆さまの会社でも懇親イベントを開催してみてはいかが
でしょうか。ご利用お待ちしております。 
 
 
■ＰＧＭゴルフアカデミー銀座 概要  
所在地： 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 
 銀座松竹スクエア2F  
電話番号： 03-3544-4555 
アクセス： 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」 

 5番出口より徒歩1分  
U R L：http:/www.pacificgolf.co.jp/indoor/ 

 
 
  

札幌オープンゴルフ チャリティートーナメント 桂ゴルフ倶楽部にて開催！ 

ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ 

「ＰＧＭゴルフアカデミー銀座」の新しい楽しみ方をご紹介！ 
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■募集要項 
募集口数：100口 
募集金額：65万円 
募集詳細：http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/member.asp 

本会員募集の主体は、サンヒルズカントリークラブを保有するサンヒルズカントリークラブ株式会社です。  
■サンヒルズカントリークラブ 概要  
所 在 地：〒321-2112 栃木県宇都宮市上横倉町 1000番地 
電話番号：028-665-4111 
ア ク セ ス：宇都宮ICから車で約7分  
U R L：http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/  
 

ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ 前売引換券販売開始 
 

サンヒルズカントリークラブ正会員募集！ 

ＰＧＭのイベント・キャンペーンのお知らせ 

 株式会社平和とパシフィックゴルフマネージメント株式会社が主催する男子プロゴルフトーナメント、「ＨＥＩＷＡ･ 
ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ」が、今年もＰＧＭゴルフリゾート沖縄で開催されます。 
 8 月 8 日（木）より、各種プレイガイドにて 「ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ」前売引換券の
販売を開始します。当日券よりお得な前売引換券をいち早くゲットしよう！ 
 
販売開始：2019年 8月 8日（木） 
販売券種：前売引換券（来場時にギャラリー受付にて本券と引換え） 
販売価格：2,000円（2枚つづり・各日共通） 
販売窓口：チケットぴあ、ローソンチケット、e+（イープラス）、楽天チケット、CN プレイガイド、セブンチケット 
   ※ＰＧＭゴルフリゾート沖縄および全国のＰＧＭグループゴルフ場での前売券販売開始は 9月上旬を予定 
 
 

 栃木県宇都宮市にある「サンヒルズカントリークラブ」では、 新規
会員を募集しております。サンヒルズカントリークラブは、全国で 12
箇所のＰＧＭのハイエンドゴルフ場ブランドＧＲＡＮＤ ＰＧＭ
（グランＰＧＭ）の 1 つで、至高の時を感じていただける     
ホスピタリティをお約束します。 
 名匠ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr．の設計で、イーストコース
（１８ホール）、ウェストコース（１８ホール）の計３６ホール 
からなる丘陵林間コース。東北自動車道・宇都宮インターより   
わずか５ｋｍと交通の利便性に優れています。 
 ホテル、室内プール、露天風呂（天然温泉）、ショートコース、 
テニスコートなどの施設もあり、リゾートコースとして飽きることなく、 
豊かなゴルフライフが楽しめます。 
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