
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

国内はもとより、海外でも注⽬される世界基準のゴルフ場として⽣まれ変わった「ＰＧＭゴルフリゾート 
沖縄」。番組では、昨年秋に完成したブーゲンビレアコース（9Ｈ）を舞台に、宮⾥優作プロと笠りつ⼦プロ・
⽊⼾愛プロによる夢の対戦を全 3 回にわたって放送します！ 

3 名の笑い声が絶えない、和気あいあいとした雰囲気のなかで⾏われた本収録。プロの素晴らしいプレーは
もちろん、改造改修を担当した⻘⽊プロによるコース解説や、沖縄の海を⼀望できるクラブハウスなど、  
「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」の魅⼒がたっぷり詰まった内容となっておりますので、ぜひご覧ください！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

■番組概要  
放 送 局：ゴルフネットワーク 
番 組 名：「宮⾥優作ｖｓ笠りつ⼦・⽊⼾愛 ドリームマッチ２ 〜ＰＧＭゴルフリゾート沖縄〜」 
内 容：「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」を舞台に、宮⾥優作 vs 笠りつ⼦・⽊⼾愛の対戦を放送 
放 送 ⽇ 時：4 ⽉ 11 ⽇（⽔）／4 ⽉ 25 ⽇（⽔）／5 ⽉ 9 ⽇（⽔）23：00〜23：30（全 3 回） 
「ＰＧＭゴルフリゾート沖縄」：http://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/ 

最近のプレスリリース⼀覧 
◆ 2018/3/1  ハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND PGM」 
 新たに 3 箇所のゴルフ場を追加して、全国 11 箇所のゴルフ場で展開 
◆ 2018/3/29  2018 年度 PGM スポンサーシップ契約 男⼦プロゴルファー・ツアープロコーチのご紹介 

今⽉の TOPICS 
■宮⾥優作プロ vs 笠りつ⼦プロ・⽊⼾愛プロの夢の対戦が実現！ 

ゴルフネットワーク特別番組「ドリームマッチ 2」が放送されます！！ 
■ゴルフも”三優”の時代？ メリット満載のナイターゴルフを楽しもう！ 
■2018 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 
■爽やかな海⾵に癒やされて・・・PGM は“フェリーでゴルフ”を提案します！ 

PGM だより 
 

4 ⽉号 
発⾏⽇ 2018/4/2 

『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 

宮⾥優作プロ vs 笠りつ⼦プロ・⽊⼾愛プロの夢の対戦が実現！ 
ゴルフネットワーク特別番組「ドリームマッチ 2」が放送されます！！ 

ハウスキャディ達も⼤活躍！ 番組オープニング画像 収録の様⼦ 

【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/⽥中/朴        TEL. 03-4413-8500 
オズマピーアール                ⼤島/宮⽥              TEL. 03-4531-0285 
【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/ 
【PGM公式Facebook「いいね！」ボタンのクリックお願いします！】 http://www.facebook.com/PGMFB/ 

差し替え 



       
昨今、⼥性が求める男性像は、“三⾼”から“三優”へと変化しつつありますが、それはゴルフにも共通しているかも・・・？  

ゴルフに対するイメージといえば、「料⾦が⾼い・格式が⾼い・難易度が⾼い」と、つい敬遠してしまいがちな“三⾼”が⽬⽴ち  
ますが、PGＭのナイターゴルフは、プレーヤーメリット満載の“三優”を兼ね備えているのです！！ 

■PGM ナイターゴルフ☆☆☆３つの“優しい”メリット！  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ナイターゴルフが楽しめるゴルフ場⼀覧 ※4 ⽉料⾦。券売機対応ゴルフ場があるため、税込表記となっています。  
ムーンレイクゴルフクラブ 市原コース 

(千葉県市原市） 
ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース 

(千葉県茂原市)  
ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース 

(千葉県市原市)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
・スタート時間  14：30〜20：00 

（1R最終スタート19：00) 
※⾦・⼟は最終0.5Ｒ21時、1.0R 20時 
・料⾦（税込）0.5R 4,000 円〜 

1.0R 7,000 円〜 
・TEL 0436-37-8855 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_i/  

 
・スタート時間  14：30〜21：00 

(1R最終スタート18：30) 
 
・料⾦（税込）0.5R 4,000 円〜 

1.0R 7,000 円〜 
・TEL 0475-26-5500 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_m/ 

 
・スタート時間  14：30〜20：00 

(1R最終スタート19：00) 
※⾦・⼟は最終0.5Ｒ21時、1.0R 20時 
・料⾦（税込）0.5R 3,500 円〜 

1.0R 7,000 円〜 
・TEL 0436-89-2211 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_t/ 

成⽥の森カントリークラブ 
(千葉県⾹取市) 

⻲⼭ゴルフクラブ 
(三重県⻲⼭市) 

ムーンレイクゴルフクラブ 鞍⼿コース 
(福岡県鞍⼿郡鞍⼿町) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
・スタート時間  15：00〜20：00 

(1R最終スタート20：00) 
・料⾦（税込）0.5R 3,500 円〜 

1.0R 6,000 円〜 
・TEL 0478-79-1000 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/naritanomori/ 
 

 
・スタート時間  16：30〜20：30 

(1R最終スタート19：00) 
・料⾦（税込）0.5R 3,500 円〜 

1.0R 6,000 円〜 
・TEL 0595-82-6513 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/kameyama/ 

 
・スタート時間  17：00〜19：30 

(0.5R最終スタート19：30) 
 
・料⾦（税込）0.5R 3,300 円〜 
・TEL 0949-42-8200 
・コースガイドページ 
http://www.pacificgolf.co.jp/moonlake_k/ 

ゴルフも”三優”の時代？ メリット満載のナイターゴルフを楽しもう！ 

LED 照明 LED 照明 LED 照明 

LED 照明 LED 照明 

財布に”優しい”！ メリット 
１ レギュラータイムに⽐べて、 

プレーフィが断然お得！ 

例）ムーンレイクGC 茂原Cの場合 
4 ⽉平⽇プレー料⾦※が、レギュラー
9,000 円 （ 税 別 ） の と こ ろ 、  
ナイター（18H）7,000円（税込）
と、約 2,000 円以上もお得！  
※1Ｒセルフプレーの料⾦となります。 

⽬に”優しい”！ メリット 
2 全国5箇所のゴルフ場で、

ナイター照明を LED 化！ 

⽔銀灯に⽐べて約 1.5 倍の明るさ
のため、暗い夜でも明るくコースを 
照らし、昼間と変わらずプレーを 
楽しめます！⾒えにくい林間の  
ボールも探しやすく、グリーンの芝⽬
もしっかり読めるので快適！ 

進⾏に”優しい”！ メリット 
3 レギュラータイムに⽐べて、

快適に回れる！ 

レギュラータイムに⽐べ、スループレー
で快適に回ることができるため、  
ビギナーゴルファーの練習はもちろん、
仲 間 と の エ ン ジ ョ イ ゴ ル フ に も  
おすすめ！お客様満⾜度も⾼く、 
来場者は昨年⽐最⼤120％増に！ 

 



   
 
 

PGM では、今年新たにプロゴルファーの⽥村 亜⽮選⼿、⼩倉 ひまわり選⼿、⽇⾼ 将史選⼿の 3 名を迎え、合計 7 名
のプロゴルファーおよびツアープロコーチとスポンサーシップ契約を締結しました。契約選⼿には、今シーズン「PGM」のロゴが  
⼊ったキャップ・ウエアを着⽤して活動していただく他に、PGM グループのイベント・キャンペーン、ジュニアゴルファー育成に関する
プロジェクトにもご協⼒をいただきます。また、PGM グループは、全国で運営するゴルフ場を練習の場として無償で提供し、  
更なる活躍をサポートしてまいります。なお、PGM オフィシャルサイトでは応援サイトを開設しており、2018 年度もスポンサー 
シップ契約プロ・ツアープロコーチが活躍できるよう、全⼒で応援してまいります。 
 
 全⼒サポート！PGM スポンサーシップ⼀覧 

http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/ 
 
■PGM スポンサーシップ契約プロゴルファー・ツアープロコーチ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     

千葉県と神奈川県を約 40 分で横断できる東京湾フェリー。PGM グループのゴルフ場
には、東京湾フェリーで⾏けるゴルフ場が３箇所あり、⾦⾕港よりクラブバスも運⾏して 
います。この春は、仲間と快適なクルージングゴルフはいかがでしょうか？  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 年度、PGM スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチのご紹介！ 

男⼦プロゴルファー 
宮⾥ 優作（みやざと ゆうさく） 

男⼦プロゴルファー 
宮⾥ 聖志（みやざと きよし） 

男⼦プロゴルファー 
⽇⾼ 将史（ひだか まさし） 

ツアープロコーチ 
内藤 雄⼠（ないとう ゆうじ） 

⼥⼦プロゴルファー 
笠 りつ⼦（りゅう りつこ） 

⼥⼦プロゴルファー 
⽥村 亜⽮（たむら あや） 

⼥⼦プロゴルファー 
⼩倉 ひまわり（おぐら ひまわり） 

差し替え 

爽やかな海⾵に癒やされて・・・PGM は“フェリーでゴルフ”を提案します！ 

東京ベイサイドゴルフコース 
http://www.pacificgolf.co.jp/tokyobayside/ 

総丘カントリー倶楽部 
http://www.pacificgolf.co.jp/sohkyu/  

南総ヒルズカントリークラブ 
http://www.pacificgolf.co.jp/nansohills/ 

住所：千葉県富津市⽵岡 4277-2 
・TEL：0439-67-2611 
・アクセス： 
⾦⾕港よりクラブバス・⾞で約 10 分 
（館⼭道 富津⽵岡 IC より 3km） 

・住所：千葉県富津市⽥原 1021 
・TEL：0439-68-1351 
・アクセス： 
⾦⾕港よりクラブバス・⾞で約 30 分 
（館⼭道 富津中央 IC より 10km） 

・住所：千葉県富津市⽥倉 865-1 
・TEL：0439-68-1131 
・アクセス： 
⾦⾕港よりクラブバス・⾞で約 30 分 
（館⼭道 富津中央 IC より 10km） 


