『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

ＰＧＭだより

1 月号
発行日 2022/1/11

最近のプレスリリース
◆2021/12/20

ＰＧＭが 2022 年大会の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』
2022 年 2 月 23 日（水・祝）～4 月 17 日（日）、ＰＧＭ運営ゴルフ場にて開催

今月の TOPICS
■非日常を味わえるロケーションにあま～いスイーツ・・・ バレンタインデートにおすすめのゴルフ場特集
■冬ゴルフはラウンド前にストレッチ！ヨガマットを貸し出しているゴルフ場特集
■ゴルフの後はサウナで“ととのう”♨
■新規会員を募集
■PGM Web でＴポイント今までありがとうキャンペーン開催中！
■ＰＧＭグループゴルフ場の特選お土産

非日常を味わえるロケーションにあま～いスイーツ・・・
バレンタインデートにおすすめのゴルフ場特集
2 月 14 日はバレンタインデー。今年は大切な人とゆっくり時間を過ごせるゴルフはいかがでしょうか。絶景を楽しめるコースや
おすすめのスイーツがあるゴルフ場など、バレンタインデーのラウンドにおすすめのゴルフ場をご紹介します。
KOSHIGAYA GOLF CLUB

東京ベイサイドゴルフコース

サンヒルズカントリークラブ

(埼玉県吉川市)

(千葉県富津市)

(栃木県宇都宮市)

カフェ レストラン「ジャングリラ」で食べられる
「フレンチトースト バニラアイス添え」は、
温かいフレンチトーストと冷たいバニラアイスの
バランスが絶品。プレー後におすすめです。

コースから東京湾が眺められる絶景のゴルフ
場。レストランからの眺望もよく、景色を楽し
みながらお食事いただけます。富津竹岡 IC
から約３分というアクセスの良さも好評。

ラグジュアリーな宿泊が体験できる「ザ・ロイヤ
ルハウス」は、ロマンチックな一日を演出できま
す。有料で２人乗りカートもご用意している
ので、デートにぴったりです。

https://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya/ https://www.pacificgolf.co.jp/tokyobayside/

https://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/

アークよかわゴルフ倶楽部

ムーンレイクゴルフクラブ 鞍手コース

ＰＧＭゴルフリゾート沖縄

(兵庫県三木市)

(福岡県鞍手郡)

(沖縄県国頭郡)

２月5日～14日の間に、昼食で一定金額
のメニューをご注文いただいた女性のお客様
に、「自家製生チョコテリーヌとチョコスフレの
生ホワイトチョコ添え」をプレゼントします！

ナイタープレーで幻想的な雰囲気のなか、
ゴルフをお楽しみいただけます。お仕事後の
ゴルフデートにぴったりです。

ターコイズブルーに輝く海に向かって打つショッ
トは当コースならではの体験になります。旅先
のリゾートゴルフとして贅沢なラウンドをお楽し
みください。

https://www.pacificgolf.co.jp/ark_yokawa/

※ナイタープレーは2022年3月より再開予定
https://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/

https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/

冬ゴルフはラウンド前にストレッチ！ヨガマットを貸し出しているゴルフ場特集
寒い季節は体の筋肉が硬直したり、怪我のリスクに不安を感じて思い切ってプレーできないという経験をされた方も
多いのでは。そこで今号ではヨガマットを貸し出しているゴルフ場をご紹介します。冬ゴルフではラウンド前・後と入念に
ストレッチをして、怪我なく良いパフォーマンスを発揮しましょう！
長太郎カントリークラブ(千葉県成田市)

御殿場東名ゴルフクラブ(静岡県御殿場市)

1 階のロッカー付近に男女
共有のストレッチ専用ルームを
完備。ス トレ ッチの後は広い
フェアウェイで思い切りスイング
できます。

男性浴室とロッカーの間に
ストレッチマットを設置（男性
専用）コースでは雄大な
富士山を眺めながらプレーを
楽しめます。

https://www.pacificgolf.co.jp/chotaro/

https://www.pacificgolf.co.jp/gotembatomei/

山岡カントリークラブ(岐阜県恵那市)

枚方国際ゴルフ倶楽部(大阪府枚方市)

サウナ特集
設定温度
〇〇℃

ご希望のお客様にヨガマット
を貸し出ししています。大阪・
京都・奈良から 30 分圏内
と、アクセスも良好のゴルフ場
です。

メンバー専用ロッカー内に
ストレッチスペースとフィットネス
マシンを設置。体を鍛えた後
はフラットで雄大なコースにチャ
レンジ！

https://www.pacificgolf.co.jp/yamaoka/

https://www.pacificgolf.co.jp/hirakata/

ゴルフの後はサウナで“ととのう”♨

サウナ特集
設定温度

90℃

運動後のサウナは短時間で身体を芯から温めて疲れを癒すことが期待できるため、
以前より多くの方にご利用いただいています。最近は“ととのう”ブームが到来。ゴルフを
楽しんだ後にサウナで“ととのえる”ゴルフ場をご紹介します。
設定温度

サンヒルズカントリークラブ

90℃

（栃木県宇都宮市）

（千葉県長生郡）

天然温泉が自慢の浴室
にサウナを完備。ホテル・
コテージ・ロイヤルハウスと
宿泊施設もあり、本格的
な焼肉も楽しめる複合リ
ゾート施設です。
■収容人数 男性：8 名 女性：4 名

■水風呂 男性のみ

https://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/
設定温度

100℃

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)
奇才デズモンド・ミュアヘッ
ドがスペインをテーマに設
計したチャンピオンコース。
男女ともにサウナ・水風呂
があり、”ととのう”には最適
な環境です。

■収容人数 男性：5 名 女性：5 名

■水風呂 男女あり

https://www.pacificgolf.co.jp/segovia/

千葉国際カントリークラブ
何度訪れても飽きがこな
い、45 ホールの丘陵コー
ス。12 月からサウナを再
開しています。「日頃のス
トレス解消に最適」など、
お客様からも好評です。

■収容人数 男性：7 名 女性：4 名

■水風呂 なし

https://www.pacificgolf.co.jp/chibakokusai/
設定温度

95℃

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎
（茨城県龍ケ崎市）
都心から 50km の恵まれ
た立地に優雅なクラブハウ
スでお出迎え。サウナには
珍しく大きな窓があるた
め、開放的な気分でリラッ
クス効果も高まります。

■収容人数 男性：8 名 女性：なし

■水風呂 男性のみ

https://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、収容人数や営業状況に変更がある場合がございます。

新規会員を募集
ＰＧＭグループゴルフ場では多彩な特典プログラムをご利用いただける会員を募集しております。1 月から 2 箇所にて正会員
の募集を開始します。この機会に是非ワンランク上のゴルフライフをお楽しみください。
岡部チサンカントリークラブ

玉造ゴルフ倶楽部

所 在 地：埼玉県深谷市
口
数：80 口
募集金額：660,000 円
年 会 費：39,600 円

所 在 地：茨城県行方市
口
数：100 口
募集金額：385,000 円
年 会 費：39,600 円

詳細は下記 URL をご覧ください。
https://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/
※募集金額は入会金のみの金額。料金は全て税込価格。

PGM Web でＴポイント今までありがとうキャンペーン開催中！
2022 年 4 月 1 日より「PGM ポイント」が始動します。
2022 年 3 月 31 日まででポイントの付与・ご利用が
終了する T ポイントに、これまでの感謝を込めて
「T ポイント今までありがとうキャンペーン」を開催中！
奮ってご応募ください。
■キャンペーン応募期間：～2022年1月31日(月)
■プ レ ー 対 象 期 間：～2022年1月31日(月)
■賞
品：Ｔポイント300万ポイントを対象プレー回数で割り、小数点以下を切り捨てたポイント数
※対象プレー回数にかかわらず、本キャンペーンの1プレーあたりの最大獲得ポイントは1,000ポイントが上限となります。
キャンペーンによるポイント付与および付与されるポイントには条件があります。詳細は下記キャンペーンページにてご確認ください。

https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/tpoint/202201/

新連載

ＰＧＭグループゴルフ場の特選お土産
ＰＧＭグループゴルフ場で取り扱っているお土産を、今月から東日本・西日本の1コースずつ連載
でご紹介します。地場のお土産や、ここでしか買えない限定品など、要チェックです！

美浦ゴルフ倶楽部（茨城県稲敷郡）

ヤシロカントリークラブ（兵庫県加東市）

つくばぷりん ふじ屋のカタラーナ
3個入り ￥1,280（税込）

黒田庄和牛コロッケ
8個入り ￥1,188（税込）

茨城県産の卵（奥久慈卵）と筑波山麓の牛乳を
使用し、オリジナルレシピで作られたカタラーナ。無添
加 で 独 自 の製 法 、低 温 長時 間 焼 成 に こ だわ り、
手作りされています。半解凍で食べるのがおすすめ。
https://www.pacificgolf.co.jp/miho/

近隣西脇市黒田庄町で大切に育てられた黒田庄和
牛を使ったコロッケです。地元、県立社高等学校の生
活科学科がプロデュースした「黒田庄和牛ぎゅぎゅっと
カレー」も人気。
https://www.pacificgolf.co.jp/yashiro/

【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/今井
オズマピーアール
大島/及川/桑原
【報道関係者様向けサイト[プレスルーム]】
【ＰＧＭ公式Facebook】
【ＰＧＭ公式Instagram】

TEL. 03-4413-8500
TEL. 03-4531-0285
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
https://www.facebook.com/PGMFB/
https://www.instagram.com/pgm.official/

