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PGM ホールディングス株式会社のゴルフ場運営子会社、パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：   

東京都港区高輪／代表取締役社長 田中耕太郎、以下「PGM」）は、PGM 創業 10 周年を記念して、日頃のお客様 

からのご愛顧に感謝し、PGM グループが全国に保有するゴルフ場の内、85 箇所※1 の会員制ゴルフ場において、

『2011 年名義変更入会プラン』を 2011 年 2 月 1 日（火）から年間を通じて実施することを、本日発表いたしました。 
 

『2011 年名義変更入会プラン』には、「預託金充当プラン」と「名義変更料減額プラン」の２つのプランがあり、ゴルフ

場によって実施するプランが異なります。「預託金充当プラン」は、会員権購入者が名義変更料の全額または一部の 

支払いに、預託金の全額または一部を充当できるプラン※2 で、PGM グループ会員制ゴルフ場の内、66 箇所のゴルフ

場において実施し、さらに一部のゴルフ場では、名義変更料も併せて減額されます。一方、「名義変更料減額プラン」

は、名義変更料の減額を行うプランで、19 箇所のゴルフ場において実施いたします。 
 

PGM では昨年 2010 年 7 月 1 日から年末までに 61 箇所の PGM ゴルフ場にて、名義変更、登録者変更、相続、

生前譲渡の変更料が平均で約 40％の値下げとなる『名義変更入会キャンペーン』を実施いたしました。同キャンペーン

を実施したゴルフ場では、多くのお客さまからご支持をいただき、キャンペーン期間中の 6 箇月間で、件数にして 

対前年比 650 件増、154%という名義変更によるご入会をいただくことができました。 
 

このたび発表した『2011 年名義変更入会プラン』は昨年の同キャンペーンをさらに発展させ、名義変更をさらに促進

するための入会プランとして新たに実施するものです。『2011 年名義変更入会プラン』を実施することで、名義変更  

による会員権購入にかかる支出が減額軽減されることにより、ゴルフ場会員権の購入を希望する方が購入しやすい

環境が整備されます。名義変更による入会が進むことにより会員の皆さまのご利用によるゴルフ場の活性化が促進

され、購入希望者の増加につながり、これに伴い会員権相場の上昇が見込まれ、会員権売却を検討される会員の

皆さまもご売却いただき易くなることが期待されます。 
 

PGM では、今年 2011 年に創業 10 周年を迎えるにあたり、『2011 年名義変更入会プラン』のような施策によって、

会員の皆さまのご利用によるゴルフ場の活性化を促し、活発な会員コミュニティ作りに貢献することで、ブランドビジョン

である「ゴルフのある人生を、一人でも多くの人々へ。」の実現に向け、更なる顧客満足度の向上と、会員の皆さまの 

より充実したゴルフライフ創出を目指します。 

※1 実施ゴルフ場数のカウント方法は、「松島チサンカントリークラブ（松島・仙台コース）」と「松島チサンカントリークラブ（大郷コース）」、「ピートダイ  

ゴルフクラブ VIP コース」と「ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース」、「玉造ゴルフ倶楽部 若海コース」と「玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース」、および

「皐月ゴルフ倶楽部 天拝コース」と「皐月ゴルフ倶楽部 竜王コース」を、それぞれ一つのゴルフ場として数えています。 

※2 実施ゴルフ場ごとに充当できる金額の上限が設定されています。 

＜パシフィックゴルフマネージメント株式会社＞ 

PGM 創業 10 周年を記念して 
PGM ゴルフ場会員権の名義変更をさらに促進するための、入会プランを新たに実施 

『2011 年名義変更入会プラン』を発表 
2011 年 2 月 1 日（火）から受付開始 

PGM ホールディングス株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪 1-3-13 NBF 高輪ビル

URL: http://www.pacificgolf.co.jp/ 
東証１部： 証券コード 2466

【報道関係の方のお問い合わせ先】 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. 03-3403-0284 

【一般の方のお問い合わせ先】 PGM ナショナルメンバーサービス部  TEL. 03-6408-8520 

【一般の方のプレーのご予約・ご相談 （関東地区）】  PGMカスタマーサービスセンター TEL. 03-6408-8888 

【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. 03-6408-8800 

【PGMについてもっと知りたい方は、公式サイトまで】  URL: http://www.pacificgolf.co.jp/  



 
 

■ PGM 創業 10 周年記念 『2011 年名義変更入会プラン』 概要 

 

【実施期間】 

2011 年 2 月 1 日(火) から 2011 年 12 月 31 日（土）書類受付分まで 

 

【実施内容】 

◇「預託金充当プラン」 

・会員権購入者が名義変更料の全額または一部の支払いに、預託金の全額または一部を充当できる。

ただし、実施ゴルフ場ごとに充当できる金額の上限が設定。さらに、一部のゴルフ場では   名義

変更料の減額を併せて行う。 

◇「名義変更料減額プラン」 

・名義変更料の減額を行う。 

 

【実施ゴルフ場】 ※詳しくは、次ページをご参照ください 

◇「預託金充当プラン」 

・PGM グループが全国に保有するゴルフ場の内、66 箇所の会員制ゴルフ場にて実施。 

◇「名義変更料減額プラン」 

・PGM グループが全国に保有するゴルフ場の内、19 箇所の会員制ゴルフ場にて実施。 

 

【実施概要 URL】 

http://www.pacificgolf.co.jp/Campaigns/meihen.html 
 
 

 

 

＜参考資料＞ 『2011 年名義変更入会プラン』の「預託金充当プラン」による、充当手続のしくみ 
 

名義変更による会員権購入者は、名義変更料からそれに充当する預託金の金額を差し引いた金額と、当初の  

名義変更料にかかる消費税をお支払いいただきます。また、証券は差し替えとなり、新証券の預託金の額面金額は

充当後の金額となります。 
 
 

例Ａ： 名義変更料 500,000 円（税別）、預託金 1,000,000 円、充当金額 250,000 円のお客さまの場合 

• 『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料 

500,000 円（名義変更料） － 250,000 円（充当金額） ＝ 250,000 円 

• 実際にお支払いいただく金額  

250,000 円（充当分を差し引いた名変料） ＋ 25,000 円（当初名変料の消費税） ＝ 275,000 円 

• 新証券の預託金額面 

1,000,000 円（預託金） － 250,000 円（充当金額） ＝ 750,000 円 
 
 

例Ｂ： 名義変更料 200,000 円（税別）、預託金 200,000 円、充当金額 200,000 円のお客さまの場合 

• 『2011 年名義変更入会プラン』による預託金充当後の名義変更料 

200,000 円（名義変更料） － 200,000 円（充当金額） ＝ 0 円 

• 実際にお支払いいただく金額  

 0 円（充当分を差し引いた名変料） ＋ 10,000 円（当初名変料の消費税） ＝ 10,000 円 

• 新証券の預託金額面 

無額面 

 
 



正規料金 減額料金
預託金充当金

額上限

正会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 80,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 100,000

正会員 充当プラン 157,500 100,000

平日会員 充当プラン 105,000 100,000

桂ゴルフ倶楽部 北海道苫小牧市 0144-57-5757 正会員 充当プラン 525,000 250,000

（松島・仙台コース） 宮城県宮城郡松島町 022-354-2241

（大郷コース）　       宮城県黒川郡大郷町 022-359-3311

正会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 70,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 70,000

仙台ヒルズゴルフ倶楽部 宮城県仙台市 022-278-0736 正会員 減額プラン 315,000 210,000 0

パーシモンカントリークラブ 福島県伊達市 024-586-1100 正会員 充当プラン 262,500 250,000

正会員 減額プラン 262,500 210,000 0

平日会員 減額プラン 131,250 105,000 0

大日向カントリー倶楽部 栃木県さくら市 028-686-2561 平日会員 減額プラン 157,500 52,500 0

正会員（1回目） 充当プラン 525,000 400,000

正会員（2回目～） 充当プラン 1,050,000 800,000

ブルー（1回目） 充当プラン 105,000 100,000

ブルー（2回目～） 充当プラン 210,000 200,000

正会員 減額プラン 367,500 210,000 0

平日会員 減額プラン 157,500 52,500 0

正会員 減額プラン 262,500 105,000 0

平日会員 減額プラン 131,250 52,500 0

正会員 充当プラン 131,250 100,000

平日会員 充当プラン 78,750 70,000

特別平日 充当プラン 52,500 50,000

（ＶＩＰコース）         栃木県日光市 0288-26-4888

（ロイヤルコース）   栃木県日光市   0288-26-0011

正会員 減額プラン 367,500 210,000 0

平日会員 減額プラン 189,000 105,000 0

200,000充当プラン 262,500

松島チサンカントリークラブ

ピートダイゴルフクラブ

エリア

正会員

正会員

住所

北海道千歳市

北海道小樽市

宮城県仙台市

福島県須賀川市

那須チサンカントリークラブ

千成ゴルフクラブ

充当プラン 210,000 100,000

栃木県鹿沼市

北
海
道

東
北

栃
木

栃木県栃木市

栃木県佐野市

栃木県那須郡那須町

栃木県大田原市

プレステージカントリークラブ

皐月ゴルフ倶楽部　鹿沼コース

皐月ゴルフ倶楽部　佐野コース

グレート札幌カントリー倶楽部

グレート仙台カントリー倶楽部

ローレルバレイカントリークラブ

名義変更／一般譲渡
コース 実施プラン会員種別

チサンカントリークラブ銭凾

電話番号

0123-29-2111

0134-62-4111

022-392-3505

0248-65-3131

0282-31-1111

0283-62-4141

0287-62-0840

0287-28-1100

0289-64-5181

美浦ゴルフ倶楽部 茨城県稲敷郡美浦村 029-840-0001 正会員 充当プラン 525,000 400,000

正会員 充当プラン 315,000 200,000

平日会員 充当プラン 315,000 200,000

正会員 充当プラン 525,000 300,000

隔週会員 充当プラン 262,500 150,000

グランドスラムカントリークラブ 茨城県常陸太田市 0294-74-4111 正会員 充当プラン 157,500 150,000

正会員 減額プラン 525,000 315,000 0

平日会員 減額プラン 262,500 157,500 0

正会員 充当プラン 1,050,000 500,000

平日会員 充当プラン 262,500 100,000

正会員 減額プラン 682,500 420,000 0

平日会員 減額プラン 367,500 210,000 0

千代田カントリークラブ 茨城県かすみがうら市 0299-59-3030 正会員 充当プラン 1,050,000 500,000

（若海コース）　　茨城県行方市 0299-55-0020 正会員 充当プラン 210,000 50,000

（捻木コース）　　茨城県行方市 0299-55-3000 平日会員 充当プラン 105,000 50,000

霞ヶ浦カントリー倶楽部 茨城県行方市 0299-55-2311 正会員 充当プラン 1,050,000 500,000

茨
城

ザ・インペリアルカントリークラブ

ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

茨城県稲敷郡阿見町

茨城県稲敷市

茨城県笠間市

茨城県龍ヶ崎市

茨城県かすみがうら市セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ

玉造ゴルフ倶楽部

笠間カントリークラブ

阿見ゴルフクラブ 029-889-3636

029-892-1177

0296-72-1211

0297-64-0110

0299-22-6000

正会員 充当プラン 367,500 100,000

平日会員 充当プラン 183,750 100,000

婦人会員 充当プラン 183,750 100,000

正会員 充当プラン 315,000 100,000

平日会員 充当プラン 210,000 100,000

成田の森カントリークラブ 千葉県香取市 0478-79-1000 正会員 減額プラン 367,500 262,500 0

京カントリークラブ 千葉県山武郡芝山町 0479-77-2222 正会員 充当プラン 367,500 200,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 525,000 420,000 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

平日共通会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

川越グリーンクロス 埼玉県川越市 049-236-1211 正会員 充当プラン 210,000 100,000

富貴ゴルフ倶楽部 埼玉県比企郡吉見町 0493-54-7511 正会員 充当プラン 262,500 100,000

正会員 充当プラン 525,000 250,000

平日会員 充当プラン 262,500 250,000

埼
玉
・
群
馬

千葉県野田市

千葉県成田市

埼玉県深谷市

群馬県富岡市

千
葉

クリアビューゴルフクラブ＆ホテル

長太郎カントリークラブ

岡部チサンカントリークラブ

富岡カントリークラブ

04-7138-2121

0476-73-7711

048-585-2411

0274-63-1100

■ 『2011 年名義変更入会プラン』実施ゴルフ場 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税込み表示（単位：円） 



正規料金 減額料金
預託金充当金

額上限

エリア 住所
名義変更／一般譲渡

コース 実施プラン会員種別電話番号

正会員 充当プラン 378,000 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 378,000 157,500 100,000

共通正会員 充当プラン 378,000 100,000

共通平日会員 減額プラン＋充当プラン 378,000 157,500 100,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 157,500 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 78,750 50,000

正会員 充当プラン 525,000 400,000

平日会員（シングル） 充当プラン 131,250 100,000

平日会員（ツイン） 充当プラン 262,500 200,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 105,000 100,000

平日会員 充当プラン 105,000 100,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 150,000

特別平日会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 157,500 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 105,000 78,750 50,000

冬期会員 充当プラン 31,500 30,000

週一会員 充当プラン 31,500 30,000

正会員 充当プラン 315,000 100,000

週日会員（月土） 充当プラン 157,500 50,000

平日会員（月金） 充当プラン 157,500 50,000

正会員 充当プラン 525,000 300,000

準会員（月金） 充当プラン 210,000 100,000

正会員 充当プラン 105,000 100,000

平日会員（月土） 充当プラン 31,500 30,000

正会員 減額プラン 420,000 210,000 0

平日会員 減額プラン 210,000 105,000 0

無記名法人 減額プラン 630,000 315,000 0

中峰ゴルフ倶楽部 新潟県新発田市 0254-32-1200 正会員 充当プラン 262,500 200,000

長野県伊那市

静岡県牧之原市

愛知県新城市

岐阜県可児市

三重県伊賀市

神奈川県愛甲郡愛川町

山梨県都留市

静岡県周智郡森町

静岡県富士宮市

南
関
東
・
東
海

中
部
・
信
越
・
北
陸

新城カントリー倶楽部

名阪チサンカントリークラブ

中央都留カントリー倶楽部

中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部

東名厚木カントリー倶楽部

相良カントリー倶楽部

三木の里カントリークラブ

名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 ローズコース

富士チサンカントリークラブ

046-281-2121

0554-45-1261

0538-89-0020

0544-65-1011

0548-54-1116

0536-26-1181

0574-65-6060

0595-43-0735

0265-96-2922

関西空港ゴルフ倶楽部 大阪府和泉市 0725-54-2022 正会員 充当プラン 1,050,000 500,000

岸和田カントリー倶楽部 大阪府岸和田市 072-479-1551 正会員 充当プラン 367,500 50,000

正会員 充当プラン 315,000 50,000

平日会員（月土） 充当プラン 210,000 50,000

正会員 充当プラン 367,500 50,000

平日会員(月金） 充当プラン 367,500 50,000

フレンド会員 充当プラン 315,000 300,000

ファミリー会員 充当プラン 420,000 400,000

フリーダム会員 充当プラン 525,000 500,000

ニューフレンド会員 充当プラン 315,000 300,000

ニューパートナー会員 充当プラン 472,500 450,000

正会員 減額プラン 262,500 157,500 0

週日会員（月土） 減額プラン 157,500 94,500 0

平日会員（月金） 減額プラン 105,000 63,000 0

正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

平日会員（月金） 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

三日月カントリークラブ 兵庫県佐用郡佐用町 0790-79-3388 正会員 充当プラン 210,000 200,000

ライオンズカントリー倶楽部 兵庫県三木市 0794-72-1717 正会員 充当プラン 525,000 200,000

大宝塚ゴルフクラブ 兵庫県宝塚市 0797-91-1361 正会員 充当プラン 525,000 150,000

滋賀県蒲生郡日野町

兵庫県神戸市

奈良県奈良市下狭川町

奈良県生駒郡斑鳩町

京都府相楽郡笠置町

近
畿

兵
庫

神有カントリー倶楽部

近江ヒルズゴルフ倶楽部

法隆寺カントリー倶楽部

かさぎゴルフ倶楽部

木津川カントリー倶楽部 0742-95-0031

0745-75-2551

0743-95-5500

0748-53-1177

078-981-5333

正会員 減額プラン 262,500 105,000 0

週日会員 減額プラン 105,000 52,500 0

笠岡カントリー倶楽部 岡山県笠岡市 0865-65-1225 正会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 105,000 40,000

岡山国際ゴルフ倶楽部（※） 岡山県総社市 0866-99-9311 正会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 105,000 40,000

たけべの森ゴルフ倶楽部 岡山県岡山市 0867-22-2200 正会員 減額プラン＋充当プラン 262,500 105,000 50,000

正会員 減額プラン 210,000 105,000 0

平日会員 減額プラン 105,000 52,500 0

正会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 105,000 40,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 105,000 40,000

尾道ゴルフ倶楽部 広島県三原市 0847-32-7121 正会員 充当プラン 210,000 80,000

大山アークカントリークラブ 鳥取県西伯郡伯耆町 0859-63-0555 正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 157,500 150,000

正会員 充当プラン 210,000 50,000

平日会員 充当プラン 210,000 50,000

週日会員 充当プラン 210,000 50,000

正会員 充当プラン 105,000 60,000

平日会員 充当プラン 105,000 60,000

週日会員 充当プラン 105,000 60,000

広島県東広島市

山口県柳井市

山口県周南市

岡山県赤磐市

岡山県岡山市

柳井カントリー倶楽部

グレート岡山ゴルフ倶楽部

広島国際ゴルフ倶楽部

徳山カントリークラブ

赤坂レイクサイド・カントリークラブ 086-957-3131

0867-22-2311

0823-82-2550

0820-28-1111

0834-88-0500

中
国

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税込み表示（単位：円） 



正規料金 減額料金
預託金充当金

額上限

エリア 住所
名義変更／一般譲渡

コース 実施プラン会員種別電話番号

琴平カントリー倶楽部 香川県三豊市 0875-74-7221 正会員 充当プラン 210,000 100,000

松山国際ゴルフ倶楽部 愛媛県東温市 089-964-2350 正会員 充当プラン 210,000 100,000

正会員 充当プラン 315,000 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 100,000

婦人会員 充当プラン 210,000 100,000

正会員 充当プラン 210,000 60,000

平日会員 充当プラン 210,000 60,000

週日会員 充当プラン 210,000 60,000

正会員 充当プラン 210,000 200,000

週日会員 充当プラン 210,000 200,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 262,500 210,000 50,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 262,500 210,000 50,000

（天拝コース）　福岡県筑紫野市 092-925-0002

（竜王コース）　福岡県飯塚市 0948-25-2000

正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 50,000

正会員 充当プラン 315,000 50,000

平日会員 充当プラン 157,500 50,000

正会員 充当プラン 262,500 200,000

副登録者付正会員 充当プラン 262,500 200,000

正会員 充当プラン 210,000 100,000

平日会員 充当プラン 210,000 100,000

別府ゴルフ倶楽部 大分県杵築市 0977-44-6002 正会員 減額プラン 210,000 157,500 0

正会員 減額プラン＋充当プラン 315,000 210,000 100,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 157,500 105,000 50,000

正会員 充当プラン 315,000 100,000

平日会員 充当プラン 157,500 50,000

ワールドカントリー倶楽部 熊本県宇城市 0964-43-5555 正会員 減額プラン 315,000 210,000 0

チサンカントリークラブ人吉 熊本県球磨郡相良村 0966-24-1511 正会員 充当プラン 105,000 100,000

正会員 減額プラン＋充当プラン 210,000 157,500 80,000

平日会員 減額プラン＋充当プラン 105,000 78,750 40,000

正会員 充当プラン 210,000 50,000

平日会員 充当プラン 210,000 50,000

熊本県上益城郡御船町

宮崎県宮崎市

沖縄県国頭郡恩納村字

福岡県飯塚市

佐賀県武雄市

大分県大分市

長崎県諌早市

愛媛県宇和島市

徳島県三好市

福岡県筑紫郡那珂川町

福岡県遠賀郡遠賀町

愛媛県松山市

正会員 充当プラン 315,000 40,000

四
国

皐月ゴルフクラブ

九
州
・
沖
縄

宮崎国際ゴルフ倶楽部

チサンカントリークラブ御船

大分富士見カントリー倶楽部

チサンカントリークラブ北条

沖縄国際ゴルフ倶楽部

大博多カントリー倶楽部

北九州カントリー倶楽部

宇和島カントリー倶楽部

チサンカントリークラブ遠賀

レオマ高原ゴルフ倶楽部

若木ゴルフ倶楽部

チサンカントリークラブ森山

089-995-0016

0895-58-3330

097-541-5252

0957-35-2211

096-282-3411

0883-86-2900

092-952-3811

093-293-2411

09496-2-2341

0985-73-1606

098-965-1100

0954-26-3030

正規料金 減額料金 預託金充当
金額上限

正会員 減額プラン 73,500 26,250 0

平日会員 減額プラン 31,500 26,250 0

正会員 減額プラン 157,500 52,500 0

ゴールド会員 減額プラン 157,500 52,500 0

シルバー会員 減額プラン 157,500 52,500 0

正会員 減額プラン 262,500 105,000 0

週日会員（月金） 減額プラン 157,500 52,500 0

実施プラン
名義変更／相続・親族間譲渡　他

茨城 扶桑カントリー倶楽部 茨城県笠間市

エリア コース 住所 会員種別

千葉 アバイディングクラブ ゴルフソサエティ 千葉県長生郡長南町

近畿 枚方国際ゴルフ倶楽部 大阪府枚方市

105,000 52,500四国 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 愛媛県伊予市 0正会員 減額プラン

072-858-8311

089-967-1211

電話番号

0296-77-7411

0475-46-3333

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※岡山国際ゴルフ倶楽部（岡山県総社市）では、2011 年４月１日より実施。 
 
 
 
 

※相続・親族間譲渡他のみ「名義変更料減額プラン」を実施するゴルフ場（一般譲渡は適用外） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

税込み表示（単位：円） 

税込み表示（単位：円） 



■PGM ホールディングス株式会社 会社概要 

PGM ホールディングス株式会社は、11 の子会社(2011 年 1 月 18 日現在)からなる企業グループ（PGM グループ）を   

統合する持株会社です。PGM グループは、「Love Life. Love Golf. ゴルフは、もっと、 素晴らしい。」をブランド信念に、

全 国 に 130 の ゴ ル フ 場 、 156.5 コ ー ス （ 18 ホ ー ル 換 算 ） ＜ 2011 年 1 月 18 日現在＞ を 保 有 ま た は        

運営受託を行い、霊園、ホテル、高速道路でのサービスエリア内での 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。 

【第 7 回「ハイ・サービス日本 300 選」に選定】  
PGM グループは、ゴルフ場再生ビジネスをビジネスモデルとして確立し、利益を生み出すサービス体制へと        
シフトできたことが評価され、サービス産業生産性協議会より生産性向上に役立つ先進的な取り組みを行っている企業を
表彰する「ハイ・サービス日本 300 選」に、2009 年 10 月 26 日にゴルフ関連企業として初めて選定されました。 
 

商号 PGM ホールディングス株式会社 

本店所在地 東京都港区高輪一丁目 3 番 13 号 NBF 高輪ビル  

役員 代表取締役社長 
取締役 
 
 
 
 
監査役 

 

草深 多計志 
田中耕太郎 
大槻智行 
高松丈久 
デービッド・ニシダ 
ヴィリリ・トニー 
織田芳彰 
斎藤十朗 

椎名武雄 

上場証券取引所 東証１部（証券コード：2466） 

設立 2004 年 12 月 9 日 

上場日 2005 年 12 月 15 日 

事業内容 ゴルフ場運営を事業とする子会社の株式保有 

資本金 127 億 411 万 1662 円 (2011 年 1 月18 日現在) 

従業員数 【単体】15 名 【連結】10,121 名 （2011 年1 月18 日現在） 

事業年度 1 月 1 日から 12 月 31 日 

ゴルフ場保有 

または運営状況 

130 ゴルフ場 （18 ホール換算 156.5 コース） (2011 年1 月18 日現在) 

※保有 122 ゴルフ場 / 運営受託 4 ゴルフ場 / リース運営 4 ゴルフ場 

 
■事業系統図 

 

  

パシフィックゴルフマネージメント株式会社 (PGM) 

代表取締役会長 氏家顕太郎 

代表取締役社長 田中耕太郎 

 

ゴルフ場運営ノウハウ・教育／人材 

ゴルフ場運営受託業務／ゴルフ場資産管理／ 

新規買収・ファイナンシング 

ソフトアセット 

PGM ホールディングス株式会社 

代表取締役社長 草深多計志 

コース・プロショップ・レストランの運営・管理 

会員権管理販売 

顧客向けサービスの開発・運用 

資産管理／新規事業推進 

パシフィックゴルフプロパティーズ株式会社 (PGP) 

代表取締役社長 草深多計志 

 

ゴルフ場資産管理 

ハードアセット 

 

 

 

資産管理 


