
 
 
 

 

 

 

 

【報道資料】 2017年 7月 4日 

 

 

 

 
   
PGM ホールディングス株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎）のゴルフ場運営 

子会社であるパシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：同所／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「PGM」）

は、PGM が運営する全国のゴルフ場の中から威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場を選定し、新たな   

ブランド「GRAND PGM (グラン ピージーエム) 」として、2017 年 7 月上旬より、全国 8 箇所のゴルフ場を対象に順次 

展開していくことを本日発表いたしました。 
 

「GRAND PGM」に選定されたゴルフ場では、既にコースの改修、クラブハウスの新築または改修等のリニューアル 

工事が概ね完了し、今後はご来場いただいたお客様にこれまで以上に豊かなゴルフライフをお愉しみいただけるよう、   

ハイグレードゴルフ場に相応しい“おもてなしの心”で質の高いサービスの提供を目指します。 

さらに、案内看板をはじめ、各種コミュニケーションツールの一部については、「GRAND PGM」のシンボルマークを      

冠したものに変更していく予定です。 
 

■「GRAND PGM」ブランドシンボル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「GRAND PGM」ブランドゴルフ場 

このたび、「GRAND PGM」として運営を開始するのは、「総武カントリークラブ 総武コース」(千葉県印西市)など   

全国 8箇所のゴルフ場（下記参照）です。 

  ① 総武カントリークラブ 総武コース （千葉県印西市） 

  ② 美浦ゴルフ倶楽部 （茨城県稲敷郡） 

  ③ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 （茨城県龍ヶ崎市） 

  ④ 千代田カントリークラブ （茨城県かすみがうら市） 

  ⑤ 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） 

  ⑥ プレステージカントリークラブ （栃木県栃木市） 

  ⑦ ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 （沖縄県国頭郡） 

  ⑧ サンヒルズカントリークラブ （栃木県宇都宮市） ※リース契約運営 

 

 

 

 

 

 

～日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。～ 

ハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND PGM」デビュー 
2017年 7月上旬より、全国 8箇所のゴルフ場を対象に順次展開 

PGMホールディングス株式会社 

〒110-0015 東京都台東区東上野一丁目 14番 7号 アイエムタワー 

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

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 PGM 広報グループ 永岡／髙野／石田／朴(パク） TEL. 03-4413-8500 

 オズマピーアール 大島／山口／宮田 TEL. 03-4531-0202 

【一般の方のプレー予約以外のお問い合わせ先】  PGMグループ 代表受付 TEL. 03-4413-8800 

【PGM公式サイト】  URL ： http://www.pacificgolf.co.jp/ 

 

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


 

■「GRAND PGM」ブランドについて 

「GRAND PGM」の「GRAND」（グラン）は、“豪奢な”  “威厳のある”（グランはフランス語読み）の意味。       

『日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。』をコンセプトに、PGM ブランド全体を牽引するシンボルとして、    

威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場に冠されるブランドです。 

 

 

 

■「GRAND PGM」ブランドステイトメント 

 

 

 

日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。 
 

日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場で 

これまでにない豊かなゴルフライフを愉しんでいただきたい。 

そんな想いのもと、PGMが保有・運営する全国のゴルフ場から 

厳選したコースで新たにご提案するのが GRAND PGM（グラン PGM）です。 

プレーする歓びを満喫できるチャンピオンコース。 

確かな気品と重厚感の中、ゆったりとくつろげるクラブハウス。 

おいしい食の時間を彩るレストラン。充実した品揃えのプロショップ。 

そしてメンバーはもちろん、ゲストの方々にいつも 

至高の時を感じてもらえるホスピタリティ。 

GRAND PGMが提供する特別なゴルフ体験を通じて、 

日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。 

PGMは日本のゴルフシーンをリードしていきます。 

 

 

 

 

■「GRAND PGM」ブランドサイトについて 

「GRAND PGM」のブランドサイト：URL ： http://www.pacificgolf.co.jp/grandpgm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「GRAND PGM」ブランドサイトイメージ 

  

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


 

■GRAND PGMゴルフ場概要 

 

 

 

多くの自然に囲まれ、美しい森と素晴らしいレイアウトが評判の

林間コース。日本プロや日本オープンなどのメジャー大会を  

はじめ、「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」など数々のトーナ  

メントが開催された、戦略性が求められるコースです。 
 
所 在 地： 千葉県印西市草深 302 

コース概要： 27ホール／10,441 ヤード／パー108 

オープン日： 1964 年 5 月 24 日 

コース設計： 富沢 誠造 

U R L：  http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/ 

 

 
 

名匠ロバート・トレント・ジョーンズ Jr.設計。男女のメジャー大会

の開催実績がある数少ないコースで、「リスクと報酬」をテーマに

仕組まれたハザードや景観の罠は、プロゴルファーにも手強い

存在となっています。 
 
所 在 地： 茨城県稲敷郡美浦村大字土浦字蔵後 2568-19 

コース概要： 18ホール／7,010ヤード／パー72 

オープン日： 1993年 10月 7日 

コース設計： ロバート・トレント・ジョーンズ Jr 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/miho/ 

 

 

 

都心から 50km 圏の良好アクセスで、四季折々の自然が楽しめ

る広大な敷地にある林間コース。分析力と決断力を要する   

トラップなど、従来のフラットなコースにはない、ダイナミックで 

緻密な戦略と技術を要求するチャンピオンコースです。 
 
所 在 地： 茨城県龍ケ崎市泉町字原口 1592-77 

コース概要： 18ホール／6,679ヤード／パー72 

オープン日： 1990年 9月 8日 

コース設計： 加藤 俊輔 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/ 

 

 

 

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。

四季を織りなす自然の美しさに彩られた戦略性豊かなゴルフ 

コース。プレーを重ねるごとにゴルフの楽しさ、奥深さを教えてく

れる最高のクオリティを誇っています。 
 
所 在 地： 茨城県かすみがうら市上佐谷 877-6 

コース概要： 27ホール／10,262ヤード／パー108 

オープン日： 1982年 5月 9日 

コース設計： 杉本 英世 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/ 

 

 

総武カントリークラブ 総武コース 

美浦ゴルフ倶楽部 

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 

千代田カントリークラブ 

http://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/
http://www.pacificgolf.co.jp/miho/
http://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/
http://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/


 

 

 

 

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。 

個性的なホールの造形が戦略面でも視覚面でも効果を上げて   

います。また、それぞれのホールのデザインにちなんだニック  

ネームがつけられているのも特徴です。 
 
所 在 地： 茨城県かすみがうら市高倉 1384 

コース概要： 18ホール／7,056ヤード／パー72 

オープン日： 1993年 4月 20日 

コース設計： デズモンド・ミュアヘッド 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/ 
 
 

 

 

四季折々の自然が楽しめるダイナミックなアメリカンスタイルの 

林間コース。全 36 ホールあり、フラットなコースレイアウトにも  

かかわらず、各コースとも正確なショットが要求される本格的な  

チャンピオンコースです。 
 
所 在 地： 栃木県栃木市梓町 455-1 

コース概要： 36ホール／14,311ヤード／パー144 

オープン日： 1988年 7月 31日 

コース設計： ベンツ＆ポーレット社 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/ 
 
 

 

 

エメラルドグリーンに輝く東シナ海を見下ろす丘陵地にあり、 

壮大な景観を前にプレーするのは爽快。クラブハウスを新築し

て、青木功プロに 27 ホールの改造監修を依頼。2017 年 11 月

に国内男子ツアー「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」開催予定。 
 
所 在 地： 沖縄県国頭郡恩納村字冨着 1043 

コース概要： 27ホール／ヤード（現在改修中）／パー108 

オープン日： 1972 年 11 月 7 日 

コース設計： 松山桂司 ／ 改造監修：青木功 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/ 
 
 

  
 

250 ヤード以上あるドライビングレンジやバンカー練習場、夜間

照明付のショートコースも完備。木の温かみを基調としたホテル

も併設し、居心地の良いゲストルーム、旬を味わうレストラン、 

豊富に湧き出る温泉で、心からくつろげる環境が整っています。 
 
所 在 地： 栃木県宇都宮市上横倉町 1000 

コース概要： 36ホール／13,640ヤード／パー144 

オープン日： 1991年 5月 1日 

コース設計： ロバート・トレント・ジョーンズ Jr 

U R L： http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/ 

 

 

セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 

プレステージカントリークラブ 

サンヒルズカントリークラブ 
※リース契約運営 

ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 
※2017年 11月グランドオープン予定 

http://www.pacificgolf.co.jp/segovia/
http://www.pacificgolf.co.jp/prestige/
http://www.pacificgolf.co.jp/okinawa/
http://www.pacificgolf.co.jp/sunhills/


 

■PGMホールディングス株式会社について 

PGM ホールディングス株式会社は、「総合レジャー企業」を目指す遊技機メーカー大手の株式会社平和    

（東証１部上場）の連結子会社として、12 の子会社 (2017 年 7 月 4 日現在 )からなる企業グループ            

（以下PGMグループ）を統括する統括会社です。PGMグループは、「Love Life. Love Golf.ゴルフは、もっと、素晴らしい。」を

私たちの信念として、全国で 138 箇所のゴルフ場の保有または運営受託を行う他、霊園、ホテル、          

高速道路のサービスエリア内レストラン・売店等の事業を行っております。PGM グループは、様々なゴルファーの 

期待に応えるゴルフ場ネットワークを日本全国に展開し、革新的でありながらも各ゴルフ場の特長を活かした、   

常に柔軟な運営を目指しメンバーとゲストの満足度を高め、料金にふさわしい正当な価値を提供するよう        

努めています。 

 

 

■PGMホールディングス株式会社 会社概要 

 

商号 PGMホールディングス株式会社 

本店所在地 東京都台東区東上野一丁目 14番 7号 

役員 代表取締役社長 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

取締役 

社外取締役 

常勤監査役 

社外監査役 

社外監査役 

田中耕太郎 

石橋保彦 

嶺井勝也 

兼次民喜 

諸見里敏啓 

石原慎也 

松本拓生 

坂本雅夫 

吉村貞彦 

大友良浩 

設立 2004年 12月 9日 

事業内容 ゴルフ場の保有・運営を事業とする子会社の株式保有 

資本金 12,791百万円（2017年3月31日現在） 

従業員数 
【単体】5名 【連結】8,855名 ※臨時使用人数（平均人数）含む 

（2017年3月31日現在） 

年商 【連結】78,166百万円（2017年3月期） 

事業年度 4月1日から3月31日 

ゴルフ場保有 

または運営状況 

138ゴルフ場 （18ホール換算 169コース） （2017年7月4日現在） 

※保有135ゴルフ場 / 運営受託2ゴルフ場 / リース運営1ゴルフ場 

 

 


