
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 全国で 12 箇所目のハイグレードゴルフ場ブランド「ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ（グラン 
ＰＧＭ）」として 2 月より新たにグループ入りした「ＰＧＭ総成ゴルフクラブ」（千葉
県成田市）は、6月 15日よりWeb予約※を開始いたします。※Web予約は平日
プレーのみ可能 
ＰＧＭではこれを記念して、PGM Web からご応募すると抽選で 10 名様に  

「全日無料プレー権（1組 4名様分）」が当たるキャンペーンと、ご応募し、ご予約・
プレーいただくともれなく期間固定 T ポイント 1,000 ポイントがもらえるキャンペーンを 
ダブル開催します！この機会にぜひラグジュアリーな空間でのプレーをお楽しみください。 
 
【PGM Web予約開始記念W キャンペーン】 
応 募 期 間：2019年6月17日（月）～ 8月18日（日）  
対 象 ゴル フ場：「ＰＧＭ総成ゴルフクラブ」（千葉県成田市） 
商 品 内 容：キャンペーン①「全日無料プレー権（1組4名様分）」を 

10名様に贈呈 
            キャンペーン②Tポイント1,000ポイントを贈呈 
キャンペーンページは 6月 17日（月）以降、PGM Web よりご確認ください。 
https://booking.pacificgolf.co.jp/ 
 

■ＰＧＭ総成ゴルフクラブ 概要  
所 在 地：〒286-0827 千葉県成田市西和泉729 
電 話 番 号：0476-36-1556 
ア ク セ ス：【車利用の場合】東関東自動車道／成田ＩＣより5km 

【電車利用の場合】 ＪＲ成田線 成田駅・京成本線 
京成成田駅より、クラブバスまたはタクシーにて約10分 

コース概 要：27ホール／9,993ヤード／パー108 
ゴルフ場URL：http://www.pacificgolf.co.jp/sohsei/  

                    

最近のプレスリリース 
◆2019/5/31 「レオマ高原ゴルフ倶楽部」（徳島県三好市） 

本日 5月 31日(金)よりＰＧＭグループが運営受託開始 
 
今月の TOPICS  
■ＰＧＭ総成ゴルフクラブで PGM Web予約がついにスタート！ 
豪華ダブルキャンペーンを利用してハイグレードゴルフ場を楽しもう！  

■『ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ Challenge I～Road to CHAMPIONSHIP』 
キム・ソンヒョン選手、プロ 2年目にして逆転初優勝！  

■「ＰＧＭゴルフアカデミー銀座」で様々なレッスンプログラムを実施中！ 
梅雨の時期はインドアでレッスンはいかが？  

■世界大会に向け全国のジュニアが集合！ 
 
■ＰＧＭ九州エリア料理コンテストの王者が決定！ 
 
■早期予約でお得！9月プレー対象のWebキャンペーン開催中！ 

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 
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発行日 2019/6/4 

ＰＧＭ総成ゴルフクラブで PGM Web予約がついにスタート！ 
豪華ダブルキャンペーンを活用してハイグレードゴルフ場を楽しもう！ 

【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/ 

https://booking.pacificgolf.co.jp/
http://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/


         
2019年5月15日（水）～17日（金）に、AbemaTVツアー2019『ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ Challenge I ～Road 

to CHAMPIONSHIP』が「セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ」(茨城県かすみがうら市）にて開催されました。 
出場選手 150 名による争いの末、20 歳のキム・ソンヒョン選手が日本ツアー初優勝を飾りました。最終日、キム選手は  

首位とは 2 打差の通算 4 アンダーからスタート。結果、6 バーディ、ボギーなしの「64」でプレーし、通算 10 アンダーで見事に
逆転。キム選手はその時の心境について、「ピンチを乗り越えてのノーボギーゴルフで、しかもスコアを伸ばせて優勝争いに    
加われた。ですから後半は緊張感が強まりました。それだけに、もっとプレーに集中しようと自分に言い聞かせました」と話しました。 
本ツアーではキム選手に続き、ニコラス・ファン選手と白佳和選手が通算 8 アンダーで 2 位に、中里光之介選手、杉本   

エリック選手、永野竜太郎選手が通算 6 アンダーで 4位となりました。また、優勝したキム選手は 11月 7日（木）～10日
（日）にＰＧＭゴルフリゾート沖縄にて開催される『ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ CHAMPIONSHIP』の出場権を獲得しました。 
 
本大会の詳細は、下記『ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ CHAMPIONSHIP』大会公式 HPからご覧いただけます。  
http://heiwa-pgm-championship.jp/ 
尚、ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ Challenge Ⅱ ～Road to CHAMPIONSHIP は 9 月 18 日（水）～20 日（金）若木ゴルフ倶楽部（佐賀県武雄市）で 
開催いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
「ＰＧＭゴルフアカデミー銀座」では、ＰＧＭサポートプロがゴルフのアドバイスをする 

パーソナルレッスンと、ゴルフシミュレーター（GOLFZON VISION）で一緒にラウンドプレ
ーする「with Golf」を実施しています！また、ゴルフ初心者から上級者まで、お客様の 
レベルに合わせた様々なレッスンプログラムを実施しています。梅雨の時期はＰＧＭ認定
のインストラクターやサポートプロによる丁寧なレッスンを受けて、スキルアップを目指して 
みてはいかがでしょうか。 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『ＨＥＩＷＡ･ＰＧＭ Challenge I〜Road to CHAMPIONSHIP』 
キム・ソンヒョン選手、プロ 2年目にして逆転初優勝！ 
 

「ＰＧＭゴルフアカデミー銀座」で様々なレッスンプログラムを実施中！ 
梅雨の時期はインドアでレッスンはいかが？ 

右から JGTO青木会長、キム選手、 
ＰＧＭ代表取締役社長 田中 

キム選手とキャディーのお父様 プレー中のキム選手の様子 

志賀友香プロ 中島世衣良プロ 桒原えりかプロ 

岡村咲プロ 市川里奈プロ 

■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/ 
 
パーソナルレッスン（50分）マンツーマンでドライバーの飛距離アップやアイアン精度の向上などを丁寧に指導いたします。  
グループレッスン（50分）お客様のレベルに合わせて最大 4名様でレッスンができます。打ち方の基本から指導いたします。  
ワンポイントレッスン（20分）ご希望のお客様にワンポイントレッスンを行います。練習時のサポートとしてご活用ください。  
同伴ラウンドプレー「with Golf」（50 分）プロ 1 名に対して最大 3 名様でラウンド用ゴルフシミュレーター（GOLFZON VISION）を利
用した同伴ラウンドができるサービスです。 

ＰＧＭ女子サポートプロ   ＰＧＭ男子サポートプロ 

 ＰＧＭインストラクター 

秀島寛臣プロ 吉本侑平プロ 

佐々木悦生 藤河努 古川亨 

http://heiwa-pgm-championship.jp/
http://www.pacificgolf.co.jp/indoor/


       
7月に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る「IMGA世界ジュニアゴルフ選手権」

に出場する、ＰＧＭ日本代表選手団の代表合宿が「成田の森カントリークラブ」（千葉県香取市）で 6 月 8 日（土）  
から 9日（日）に行われます。 
この合宿の参加選手は、今年 2 月から 4 月の間に全国のＰＧＭ運営ゴルフ場で開催された『ＰＧＭ世界ジュニアゴルフ  

選手権 日本代表選抜大会』の各予選・決勝大会で優勝・準優勝したジュニアゴルファーで、昨年の世界大会では優勝者も
出たほどの実力者が揃っています。合宿では、練習ラウンド、講義のほか、「トラックマン」を使用した、ヘッドスピードやスピン量、
飛距離などの専門的な数値の測定や、「パットラボ」によるパッティング診断など、個人の強み・弱みを徹底的に洗い出し、  
世界大会へ向けた最終調整を行います。ご取材も可能なのでご希望の方はぜひご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
ＰＧＭでは、九州エリアのうち 14 コースのゴルフ場で腕を振るう料理人を対象に、

2019 年 2 月 26 日（火）に別府ゴルフ倶楽部（大分県杵築市）で九州エリア料理
コンテストを開催しました！審査員は、九州エリアのエリアディアレクターと支配人などで、 
料理の審査を行いました。 
最優秀賞を受賞したのは、若木ゴルフ倶楽部（佐賀県武雄市）の料理長 中村 崇

彦が考案した「大根おろしの冷やし五島うどんと有田鶏のソースかつ丼」です。日本三大 
うどんの一つとされる長崎県五島列島の「五島うどん」はかぼすの香りを楽しめる一品。  
丼ものは、佐賀県産の有田鶏を使用し、ふっくらとジューシーな味わいです。最優秀賞に 
ふさわしいご当地食材のメニューになっています。 
 
メ ニ ュ ー：大根おろしの冷やし五島うどんと有田鶏のソースかつ丼 
料 金：1,300円～1,600円（税抜・セット内容によって価格が異なります） 
メニュー考案者：若木ゴルフ倶楽部 料理長 中村 崇彦 
販 売 期 間：2019年 6月中旬より販売開始 
対象 ゴルフ場：九州エリアのＰＧＭグループゴルフ場 10 コース※一部ゴルフ場を除く 
 
        
 期間中にPGM Webからキャンペーンにご応募の上、ご予約＆プレー 
していただいたお客様に、プレー人数×期間固定Tポイントをプレゼントい
たします。6月中のご予約なら200ポイント、7月中のご予約なら100ポイ
ントとなりますので、早期予約がお得です。たくさんのご予約、お待ちして
おります。 
 
応 募 期 間：2019年6月3日（月）～ 7月31日（水）  
プレー対象期間：2019年9月1日（日）～ 9月30日（月）  
対 象 ゴル フ場：全国のＰＧＭグループゴルフ場 ※一部ゴルフ場を除く 
商 品 内 容：プレー人数×期間固定Tポイント 
            ※ポイントはＰＧＭグループゴルフ場でのみ利用可能 
キャンペーン URL：https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/earlybooking/201906/ 

世界大会に向け全国のジュニアが集合！ 

トラックマンを利用した
計測（昨年合宿） 

 

パットラボを利用した計測（昨年合宿） 集合写真（昨年世界大会） 
 

ＰＧＭ九州エリア料理コンテストの王者が決定！ 

早期予約でお得！9月プレー対象のWebキャンペーン開催中！ 

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/earlybooking/201906/

