
 

 

 

 

 

 

東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を

お祈り申し上げます。被災地域の PGM ゴルフ場の営業につきまして、施設・設備・コース状態、お客様       

および従業員の安全確保、お客様からのプレーのご要望、節電協力を総合的に考慮し、これら全てに    

合致するゴルフ場に限定して順次営業を再開しております。また、電力供給会社が今後実施を計画している

停電またはその見込みによっては、現在営業中もしくは営業を再開する予定のゴルフ場であっても、当社の

判断において、休業または営業中止とする可能性がございます。同震災の影響による当社ゴルフ場の    

営業状況は以下の通りです。最新情報はウェブサイトにて常時更新中です。http://www.pacificgolf.co.jp/gc_info/ 
 
■当社ゴルフ場営業状況一覧 （4 月 8 日現在）  ※以下に掲載のないゴルフ場は、通常営業をしております。 

都道府県 ゴルフ場名 営業状況 

グレート仙台カントリー倶楽部 4 月 2 日（土）より営業再開中 

松島チサンカントリークラブ（松島・仙台コース） 営業再開日未定 

松島チサンカントリークラブ（大郷コース） 営業再開日未定 

利府ゴルフ倶楽部 営業再開日未定 

グレースリッジカントリークラブ 4 月 20 日（水）より営業再開決定 

宮城県 

仙台ヒルズゴルフ倶楽部 
4 月 15 日（金）より営業再開決定 

クラブハウスの利用制限あり、中山・八乙女コース 18H 営業 

パーシモンカントリークラブ 
4/8（金）より営業再開中 

クラブハウスの利用制限あり、東・中コース 18H 営業 福島県 

ローレルバレイカントリークラブ 4/7（木）より営業再開中（クラブハウスの利用制限あり） 

那須チサンカントリークラブ 営業中（クラブハウスの利用制限あり） 

大日向カントリー倶楽部 営業中（クラブハウスの利用制限あり） 
栃木県 

千成ゴルフクラブ 
営業中（クラブハウスの利用制限あり）  

4/28（木）までは、前金制 18H スループレー 

勝田ゴルフ倶楽部 4/28（木）までクローズ、4/29（金・祝）以降営業再開予定 

カントリークラブ ザ・レイクス 
4/15（金）までクローズ、4/16（土）以降営業再開決定  

クラブハウスの利用制限あり、アウト・NEW コース 18H 営業 
茨城県 

玉造ゴルフ倶楽部 若海コース 4/28（木）までクローズ、4/29（金・祝）以降営業再開予定 

成田の森カントリークラブ 営業中（ナイター営業は当面中止） 
千葉県 

ムーンレイクゴルフクラブ 営業中（ナイター営業は当面中止） 

PGM だより 2011/4 月号 
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最近のプレスリリース一覧 

◆ 2011/3/14   東日本大震災に対する義援金拠出について 

◆ 2011/3/14   東日本大震災の影響に関するお知らせ 

◆ 2011/3/15   2011 年 2 月 月次営業実績 

◆ 2011/3/23   PGM ホールディングス株式会社 役員就任発表 

◆ 2011/3/31  「新玉村ゴルフ場」運営委託契約満了 

◆ 2011/3/31   東日本大震災被災地の復興支援を目的とする義援金活動「PGM ワンプレー＝ワンラブ」 

◆ 2011/3/31   東日本大震災の影響に関するお知らせ（第 2 報） 

今月の TOPICS 
○   東日本大震災による当社ゴルフ場営業状況 
○   PGM グループ義援金活動について 
○   東日本大震災によるイベント開催中止のお知らせ 
○  『富貴貸切レディス杯』のネーミングが『富貴ローズカップ』に決定！ 
○  『PGM ジュニアズ』、アドバンスジュニアズシリーズや、子どもの日イベント開催！ 

東日本大震災による当社ゴルフ場営業状況 



 
  
  
 
 

PGM グループでは、東日本大震災により被災された方々に向け、被災地の一日も早い復興を目指し、以下のような   

義援金活動を現在行っております。 

これらの義援金活動によって集まった義援金の総額、支援内容および寄付先については、近日中に、PGM ホームページ

およびゴルフ場にて公表いたします。 

PGM は 2011 年 3 月 28 日に創業 10 周年を迎え、全国に広がる PGM ファミリーがひとつになる「One PGM」を掲げて      

まいりました。こういう時にこそ PGM グループがひとつになり、「One PGM」を発揮し、被災地の一日も早い復興に少しでも

お役に立てるよう、様々なアイディアと企画で震災復興支援をしてまいります。 

 

■PGM ホールディングスとして義援金 2 千万円を寄付 

3 月 14 日（月）に、PGM ホールディングス株式会社として、この度の東日本大震災における被災者の方々の救援や   

被災地の復興に役立てていただくための義援金 2 千万円を寄付することを決定いたしました。義援金 2 千万円のうち     

1 千万円は、PGM より「日本ゴルフ雑誌記者協会」に既に寄付いたしました。残り 1 千万円につきましては、現在、検討中の

寄付先を通じて、日本赤十字社等へ寄付する予定です。 

 

 

■「PGM ワンプレー＝ワンラブ」 

4 月 1 日（金）から 5 月 31 日(火)の期間中に、ご予約をいただき、かつプレー

をしていただくと、お客さまの 1 プレーに付き 100 円を、PGM グループの売上金 

より日本赤十字社等へ寄付をする義援金活動「PGM ワンプレー＝ワンラブ」を、

現在、実施しております。 

http://www.pacificgolf.co.jp/1play_1love/ 

 

 

■各ゴルフ場・事業所に「義援金募金箱」を設置  

被災地の支援活動にお役立ていただくため、被災地を除いた全てのゴルフ場・

霊園・各事業所、および東京本社に「東日本大震災 義援金募金箱」を設置し、

お客さまに直接、募金のご協力を呼びかける活動を行っています。皆さまから  

お預かりした募金は、日本赤十字社等に寄付する予定です。 

http://www.pacificgolf.co.jp/gienkin/ 

 

 

■「PGM ファミリー募金箱」 

今回の震災により、かけがえのない家族や親戚を失った従業員、また    

住み慣れた家屋が全壊・半壊などの被害を受けた、東北地方の PGM グループの

従業員とそのご家族に向けて、「PGM ファミリー募金箱」を PGM グループ     

全事業所に設置しました。全国に広がる PGM グループの従業員から被災地  

従業員に向けての、「One PGM」ファミリーとしての義援金活動です。 

 

PGM グループ義援金活動について 

義援金活動「PGM ワンプレー＝ワンラブ」

義援金募金箱 



 
 
 
 
 
 

 地震災害による影響や、現状もなお続く余震・ライフラインの制限など、様々な国内の状況を憂慮した結果    

『ニチレイレディス チャレンジカップ 2011』および『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』の開催を中止   

することを決定いたしました。ご取材をご検討いただいておりました関係各社様には、大変ご迷惑をお掛けし、   

お詫びいたしますとともに、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

尚、当社が運営する女性ゴルファー向けの WEB サイト『PGM Angel Golf』内でも、両イベントの開催中止に関して、

お知らせしております。 
 

『ニチレイレディス チャレンジカップ 2011』開催中止のお知らせ 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/nichirei_cc.html 
                        

『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』開催中止のお知らせ 

http://www.pacificgolf.co.jp/angelgolf/campaign/mixws.html 

 

＜開催を中止したイベント＞ 
 
■ 『ニチレイレディス チャレンジカップ 2011』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ 『PGM ミックスダブルス presented by Callaway』 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 4 月 4 日（月）に女性だけをお迎えして開催した「富貴ゴルフ倶楽部」（埼玉県）の女性貸切オープンコンペ       

『富貴レディス杯』は、3 月にネーミングを募集し、コンペ当日の参加者の皆様の投票により、名称を『富貴ローズカップ』に

決定いたしました。次回は、8 月と 12 月の開催を予定しております。 詳細は以下ウェブサイトをご参照ください。 
『富貴レディス杯』特設ウェブサイト  http://www.pacificgolf.co.jp/kanto/gunma_saitama/Campaigns/fuki_ladies/ 
 
■「富貴ゴルフ倶楽部」 

所 在 地  埼玉県比企郡吉見町大字江綱 817-5 

連 絡 先  TEL ： 0493-54-7511 / FAX ： 0493-54-7500 

コース概要 OUT 9H, P36, 3333Y / IN 9H, P36, 3333Y 

オープン日 1992 年 10 月 10 日 

コース設 計 黒沢 長夫 

ホームページ http://www.pacificgolf.co.jp/fuki/ 

 

東日本大震災によるイベント開催中止のお知らせ 

開催日

4月19日（火）

5月9日（月）

5月19日（木）

5月22日（日）

5月26日（木）

5月30日（月）

会場 / 電話番号

若木ゴルフ倶楽部 （佐賀県武雄市/0954-26-3030）

大宝塚ゴルフクラブ （兵庫県宝塚市/0797-91-1361）

ニチレイレディス　チャレンジカップ　2011　

花の木ゴルフクラブ （岐阜県端浪市/0572-68-9111）

大山アークカントリークラブ （鳥取県西伯郡/0859-63-0555

ハーモニーヒルズゴルフクラブ （栃木県栃木市/0282-92-0016）

桂ゴルフ倶楽部 （北海道苫小牧市/0144-57-5757）

開催日

4月24日（日）

5月14日（土）

会場 / 電話番号

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 （茨城県竜ヶ崎市/0297-64-0110）

プレステージカントリークラブ （栃木県栃木市/0282-31-1111）

PGM ミックスダブルス presented by Callaway

『富貴貸切レディス杯』のネーミングが『富貴ローズカップ』に決定！  



  
 
 

PGMでは春休みの期間中、ゴルフ経験のない子どもたちを対象に、遊びを通してゴルフの楽しさを知ってもらう      

無料プログラム『PGMジュニアズ春休み体験プログラム』を、「ヤシロカントリークラブ」（兵庫県加東市）、          

「岡部チサンカントリークラブ」 （埼玉県深谷市）他、全国PGMゴルフ場9箇所にて開催いたしました。また、       

小学生から高校生までが有料で参加できる『2011PGMアドバンスジュニアシリーズ』は、3月30日（水）の        

「多治見北ゴルフ倶楽部」（岐阜県多治見市）を皮切りに、現在、順次開催中です。 
 

「PGMジュニアズ」プログラムでは、来たる5月5日(木・祝)子どもの日に、『PGMジュニアズ 子どもの日ゴルフ体験』を、

下記一覧の全国のPGMゴルフ場12箇所にて開催する予定です。東日本大震災により被災された方々を想い、   

被災地の一日も早い復興をお祈りして、参加した子どもたちによる寄せ書きも行われる予定です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 「PGMジュニアズ 子どもの日ゴルフ体験」 開催予定ゴルフ場一覧 ◆開催予定日： 2011年5月5日（木・祝） 

No. 実施ゴルフ場 住所 電話番号 

1 桂ゴルフ倶楽部 北海道苫小牧市植苗577-1 0144-57-5757 

2 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 栃木県佐野市船越町3183 0283-62-4141 

3 岡部チサンカントリークラブ 埼玉県深谷市山崎600 048-585-2411 

4 川越グリーンクロス 埼玉県川越市古谷本郷865-1 049-236-1211 

5 富岡カントリークラブ 群馬県富岡市星田814-1 0274-63-1100 

6 シルクカントリー倶楽部 群馬県富岡市上丹生3202 0274-60-2411 

7 多治見北ゴルフ倶楽部 岐阜県多治見市北小木町620-１ 0572-20-0221 

8 フォレスト三木ゴルフ倶楽部 兵庫県三木市細川町桃津571-143 0794-82-8422 

9 ヤシロカントリークラブ 兵庫県加東市牧野字小豆谷1860-2 0795-42-6000 

10 たけべの森ゴルフ倶楽部 岡山県岡山市北区建部町中田1046-1 0867-22-2200 

11 別府ゴルフ倶楽部 大分県杵築市山香町久木野尾1753 0977-44-6002 

12 宮崎国際ゴルフ倶楽部 宮崎県宮崎市佐土原町下田島6634-1 0985-73-1606 

 

詳しくは、右記のPGM ジュニアズホームページをご覧ください。  http://juniors.pacificgolf.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

【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グループ広報部 トンプソン/中田/山田 TEL. 03-6408-8500 

  オズマピーアール  大島/玉城/蔵本  TEL. 03-3403-0282 

【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/ 

【広報部ブログ更新中です！】 http://blog2.pgm-players.com/pressroom/ 

『PGM ジュニアズ』、アドバンスジュニアズシリーズや、子どもの日ゴルフ体験を開催！  

『PGM ジュニアズ春休み体験プログラム』の様子 

「ヤシロカントリークラブ」（兵庫県加東市） 「岡部チサンカントリークラブ」（埼玉県深谷市）


