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今月の TOPICS
■PGM LADIES DOUBLES 2022 予約申込を受付中︕
■ラウンド楽々♪フェアウェイ乗り入れ OK なゴルフ場特集
■夏のスタミナグルメ ステーキを食べるならココ︕
■お盆のＰＧＭポイント山分けキャンペーン開催︕
■千葉国際カントリークラブ、ＰＧＭ富岡カントリークラブ ノースコースで新規会員を募集
■ＰＧＭグループゴルフ場の特選お土産

PGM LADIES DOUBLES 2022 予約申込を受付中︕
女性アマチュア限定のイベント「PGM LADIES DOUBLES」は今年で 6 年目を迎え、今年から開催回数を増やし、全国
7 コースで開催しています。女性２名１チームによるスクランブル方式のため、ハイスコアが出たり、ペアファッションも楽しめる
人気のイベントです。5 月よりスタートし、多くの方にご参加いただいている本イベント。まもなく予約を開始する 2 コースの情報
をお届けします︕
予約開始直前の大会情報

仙台ヒルズゴルフ倶楽部（宮城県）

東広島カントリークラブ（広島県）

予約受付：2022 年 7 月 4 日（月）開始

予約受付：2022 年 8 月 8 日（月）11:00 開始予定

開 催 日：2022 年 9 月 2 日（金）

開 催 日：2022 年 10 月 7 日（金）

所 在 地︓宮城県仙台市泉区実沢字中山南 25-5

所 在 地︓広島県東広島市志和町志和東 10671-29

募集人数：先着 20 チーム（40 名）

募集人数：先着 30 チーム（60 名）

現在は 7 月 22 日（金）ライオンズカントリー倶楽部（兵庫県）、8 月 5 日（金）内原カントリー倶楽部（茨城
県）の予約申し込みを受付中です。ぜひこの機会にご参加ください！詳しくは下記 URL をご欄ください。
URL： https://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/ladiesdoubles/220314/

【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/桑原/馬場
【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/

ラウンド楽々♪フェアウェイ乗り入れ OK なゴルフ場特集
年々暑くなる夏には、カートのフェアウェイ乗り入れ OK なゴルフ場で、夏ゴルフを楽しみませんか︖プラス料金を払えば快適なプ
レーを楽しめる、フェアウェイ乗り入れ OK なおすすめのゴルフ場をご紹介します。掲載ゴルフ場は、8 月以降に順次「Cool Cart」
導入予定なので、さらに快適にゴルフが楽しめます︕
茨城県

千代田カントリークラブ

コースの高低差がわずか3メートルという
フラットな林間コース。豊かな自然と戦
略性豊かなコースをお楽しみください。

料金︓お一人様＋1100 円（税込）
https://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/

高知県

土佐山田ゴルフ倶楽部

栃木県

サンヒルズカントリークラブ

自然の起伏を巧みに生かし、挑戦意欲
と爽快感を与える R.T.ジョーンズ Jr の
設計による３６ホールのゴルフ場です。
料金︓2 人乗り１台 4620 円（税込）
https://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/

広島県

広島国際ゴルフ倶楽部

7,117 ヤードのチャンピオンコース。トッ
プからビギナーの方まで、存分に堪能し
ていただけるコース設計となっています。

思い切りの良いショットが楽しめ、コース
内には大小 7 か所の池があり、造形
美と戦略性に満ちている 18 ホール。

ＧＲＡＮＤ ＰＧＭ 14 コース
https://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada/

KOSHIGAYA GOLF CLUB (埼玉県)
https://www.pacificgolf.co.jp/hiroshimakokusai/

料金︓お一人様＋770 円（税込）

料金︓お一人様＋550 円（税込）

埼玉県

ＰＧＭ武蔵ゴルフクラブ

ゴルフのレベルにより様々なゲームメイク
を楽しめるコースです。美しいコースの
景観もお楽しみください。
料金︓1 台 4620 円（税込）

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

佐賀県

若木ゴルフ倶楽部

山水画を思わせる芸術性の高いコース。
ゴルフ発祥の地の名物ホールが生かされ
た、美しく活挑戦的な 18 ホール。
料金︓お一人様＋550 円（税込）
https://www.pacificgolf.co.jp/wakagi/

※天候、コース状態によっては、乗り入れ不可の場合があります。記載金額はカート乗り入れの価格です。
その他、カート乗り入れができるゴルフ場は、右記 URL をご欄ください。https://booking.pacificgolf.co.jp/tokusyu/monthly/202107/

夏のスタミナグルメ ステーキを食べるならココ︕
夏バテ対策には、栄養たっぷりの食事が大切です。なかでも栄養価の高い牛肉は、夏バテ、熱中症予防に効果があるとされて
います。そこで、夏でもガッツリステーキが食べたい方におすすめの、ＰＧＭゴルフ場 3 選をご紹介します︕
大日向カントリークラブ（栃木県）

石焼じゅうじゅうステーキ
2,090 円（税込）

大日向カントリー倶楽部人気 No.1メニ
ュー︕溶岩プレートの遠赤外線効果で
柔らかくジューシーな仕上がり。
https://www.pacificgolf.co.jp/ohinata/

KOSHIGAYAGOLF
GOLF CLUB（埼玉県）
CLUB (埼玉県)
KOSＨIGAYA

サーロインステーキ オリジナルステーキ
ソース ライス付き 1,920 円（税込）
程良い柔らかさの赤身と旨味のある脂
身をもった米国産牛ストリップロイン。
こだわりのオリジナルステーキソースです。
https://www.pacificgolf.co.jp/koshigaya
/

チサンカントリークラブ北条
(愛媛県)
ＰＧＭゴルフリゾート沖縄（沖縄県）

サーロインステーキ

3,080 円（税込）

ブラックアンガスビーフをグリルで焼き
上げた逸品。肉本来の旨味が楽しめ
ます︕
https://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/

お盆のＰＧＭポイント山分けキャンペーン開催︕
ＰＧＭ Ｗｅｂからキャンペーンにご応募・対象期間中にプレーをご
予約し、18 ホール／2 名以上でスマートチェックインの上プレーされた
ＰＧＭロイヤルティプログラム会員の予約代表者様に、プレー回数に
応じてＰＧＭポイント総額 100 万ポイントを山分けしてプレゼント
いたします。
※ポイントの獲得には、ＰＧＭ Ｗｅｂのユーザー登録が必要となります。

■応 募 期 間︓2022年7月11日(月)～2022年8月16日(火)
■プレー対象期間︓2022年8月6日(土)～2022年8月16日(火)
■賞 品 内 容︓ＰＧＭポイント100万ポイントを対象プレーで割り、
小数点以下を切り捨てたポイント数
■付 与 時 期︓2022年9月末までに付与
■利 用 期 限︓2022年11月末まで
詳細は、下記キャンペーンページにてご確認ください。※7 月 11 日よりアクセス可能
https://booking.pacificgolf.co.jp/campaign/share/202207/

千葉国際カントリークラブ、ＰＧＭ富岡カントリークラブノースコースで新規会員を募集
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。
7 月 1 日から 2 箇所にて正会員の補充募集を開始します。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。
千葉国際カントリークラブ

ＰＧＭ富岡カントリークラブ ノースコース

所 在 地︓千葉県長生郡
口
数︓100 口
募集金額︓495,000 円
年 会 費︓正会員 39,600 円

所 在 地︓群馬県富岡市
口
数︓200 口
募集金額︓385,000 円
年 会 費︓正会員 26,400 円

ＵＲＬ:
https://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/
chibakokusai/

ＵＲＬ:
https://www.pacificgolf.co.jp/membership/seikaiin/
tomioka_n/
※募集金額は入会金のみの金額。料金は全て税込価格。

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、東日本・西日本の1コースずつご紹介します。
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！

ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース（千葉県）

相良カントリー倶楽部（静岡県）

千葉 行木牧場のモナカアイス

くずシャリシャリ

1個 345円（税込）

牧場から直送される、着色料無添加の濃厚なアイスで
す。夏季限定（5月～9月中旬頃まで、延長の可能
性あり）なので来場されたらぜひお買い求めください！
ミルク・いちご・ごま・あずき・抹茶の5種類展開
https://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/

1本 220円（税込）

くずとフルーツを使用しており、シャリシャリのアイスからゼ
リーのようなプルプル食感に変わる溶けないアイスです︕
5月～10月までの夏季限定発売です。
苺みるく、もも、フルーツ、みかん、抹茶の5種類展開
https://www.pacificgolf.co.jp/sagara/

