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PGM グループ初のインドアゴルフ施設が
2018 年 10 月 1 日（月）にグランドオープン！

「PGM ゴルフアカデミー銀座」
最新鋭の設備を導入し、練習だけでなく PGM サポートプロによる本格的なレッスンも対応、
PGM の“情報発信拠点”として展開
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下
「PGM」）は、インドアゴルフ施設「PGMゴルフアカデミー銀座」を、本日2018年10月1日（月）にグランドオープンいたし
ました。
「PGMゴルフアカデミー銀座」はPGMグループ初となるインドアゴルフ施設で、東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座」駅
から徒歩1分のアクセス抜群の立地にあります。幅広いニーズに対応し、すべてのゴルファーの要望にお応えすること
を運営コンセプトとし、定額打ち放題の練習場としての機能のほか、初心者から上級者まで対応できるレッスンやグル
ープラウンドも行うことが可能です。特にレッスンにおいては、PGM認定インストラクターによるレッスンだけでなく、
「PGMサポートプロ」（※1）によるレッスンもご用意し、プロの見地からのアドバイスや、プロの技を目の前で見て技術向
上にお役立ていただける同伴ラウンドも提供いたします。また、スクールレッスンを来春開始する予定です。
設備面では、オープンレンジを6レンジ、プライベートレンジを2レンジ、完全個室のVIPルームを2ルーム、計10打席を
ご用意しております。GOLFZONの最新ゴルフシミュレーター「VISION PLUS」を日本で初めて導入し、VIPルームでは
「VISION PLUS」の性能を最大限に引き出せる設備を導入いたしました。さらに、最新グッズを取り揃えたプロショップも
完備しています。
また、10月1日（月）から31日（水）までオープニングキャンペーンとして、打席料の割引を行います。
「PGMゴルフアカデミー銀座」では、PGMグループゴルフ場のイベント情報や会員権情報などの発信、そしてPGMス
ポンサーシップ契約プロやPGMサポートプロとの交流イベントなども今後実施予定で、PGMの“情報発信拠点”として
展開してまいります。
※1「ＰＧＭサポートプロ」とは、主に男女プロゴルフツアー本格参戦を目指す選手ならびにプロテスト合格を目指す選
手で、PGMが練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートしている選手のことをいいます。

「PGM ゴルフアカデミー銀座」
（左）エントランス （右）オープンレンジ

■「PGM ゴルフアカデミー銀座」概要
所在地

〒104-0045 東京都中央区築地 1-13−1 銀座松竹スクエア ２F
東京メトロ日比谷線・都営浅草線 「東銀座」 駅 5 番出口より徒歩 1 分

アクセス

東京メトロ銀座線「銀座」駅 B1 出口より徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線「新富町」駅 1 番出口より徒歩 5 分

店舗面積
打席数
営業時間
ウェブサイト

176.53 坪（583.58 ㎡）
10 打席（オープンレンジ：6 レンジ／プライベートレンジ：2 レンジ／VIP ルーム：2 ルーム）
平日 7:00～23：00 （最終受付 22:30）
土日祝日 8：00～20：00 （最終受付 19:00）
http://www.pacificgolf.co.jp/indoor/

■「PGM ゴルフアカデミー銀座」施設写真
プライベートレンジ

VIP ルーム

受付・プロショップ

オープンレンジ

■「PGM ゴルフアカデミー銀座」提供サービス
・定額打ち放題の練習
最新ゴルフシミュレーターで本格的な練習が可能です。また、グループでのご利用もできます。なお、定額打ち放題の
ため、球数を気にする必要もありません。平日の営業時間は7:00から23：00までですので、朝の出勤前や終業後にも
気軽に立ち寄ることができます。
また、じっくり練習したい、ラウンド前の調整が目的のお客様には、ゴルフシミュレーター「GOLFZON GDR」や、
「TRACKMAN」（※別料金／要予約）をご用意しており、データに基づいた実践的な練習も行うことができます。
・グループでのラウンド
グループでのラウンドを楽しみたいお客様には、国内外合計161コースを収録のGOLFZON VISIONをご用意していま
す。なお、PGMグループの中でも威厳と品位を兼ね備えたハイグレードゴルフ場「GRAND PGM」コースも随時収録予
定です。また、複数ブースを利用してパーティーを開催することも可能です。
・本格的なレッスン
初心者から上級者まで対応できる、PGMオリジナルレッスンプログラムをご用意しております。それぞれのゴルフスキル
に合ったレッスンを受けることができます。また、PGMが練習環境の提供やプロゴルファーとしての活動をサポートして
いる選手「PGMサポートプロ」によるレッスンもご用意しており、プロの見地からのアドバイスや、プロの技を目の前で見
て技術向上にお役立て頂くことも可能です。
■料金表（税込）

オープンレンジ（1～4名）
打席利用

7：00～18：00

3,600円

18：00以降

4,200円

終日

4,200円

平日

（50分／1レンジあたり）
土日祝日
プライベートレンジ（1～4名）

終日

5,400円

終日

10,000円

パーソナルレッスン

PGM認定インストラクター

10,000円

（50分／1人あたり）

PGMサポートプロ

12,000円

PGM認定インストラクター

3,000円

（50分／1人あたり）

PGMサポートプロ

4,000円

ワンポイントレッスン

PGM認定インストラクター

2,000円

（20分／1回あたり）

PGMサポートプロ

3,000円

（50分／1レンジあたり）
VIPルーム（1～6名）
（50分／1ルームあたり）

レッスン

グループレッスン

その他

レンタルクラブ

無料

レンタルシューズ

無料

クラブ預かり(月額制)

5,000円

計測機器 TRACKMAN (50分)

3,000円

■「PGM ゴルフアカデミー銀座」の PGM サポートプロ
秀島 寛臣（ひでしま ひろたか）／
日本ゴルフ協会 トーナメントプロ
所属先：フリー
生年月日：1992 年 11 月 24 日
出身地：長崎県
吉本 侑平（よしもと ゆうへい）／
JGTO ツアープロ
所属先：フリー

秀島

寛臣プロ

吉本

侑平プロ

生年月日：1994 年 7 月 1 日
出身地：佐賀県

「PGM ゴルフアカデミー銀座」オープニングキャンペーン
「PGMゴルフアカデミー銀座」のオープンを記念し、オープニングキャンペーンとして下記の期間中に打席料の割引を
行います。
期間： 10月1日（月）から31日（水）まで
キャンペーン価格（税込）：

打席

オープンレンジ

土日祝日
（50分／1レンジあたり）
VIPルーム
（50分／1ルームあたり）

キャンペーン価格

7：00～18：00

￥3,600

￥3,000

18：00以降

￥4,200

￥3,600

8：00～20：00

￥4,200

￥3,600

終日

￥5,400

￥4,800

終日

￥10,000

￥8,000

平日

（50分／1レンジあたり）
プライベートレンジ

通常金額

日程／時間

※最終受付時間は、平日は 22：30 まで、土日祝日は 19：00 までです

■パシフィックゴルフマネージメント株式会社について
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（以下「PGM」）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、全国で 139 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 は「Love Life. Love Golf.ゴルフは、もっと、素晴らしい。」を信念として、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。

■パシフィックゴルフマネージメント株式会社 会社概要

商号

パシフィックゴルフマネージメント株式会社

本店所在地

東京都台東区東上野一丁目 14 番 7 号 アイエムタワー

役員

代表取締役社長

田中 耕太郎

取締役

古畑 利宏

取締役

宮城 安伸

取締役

石原 慎也

取締役

嶺井 勝也

取締役

諸見里 敏啓

取締役

兼次 民喜

取締役

石橋 保彦

監査役

坂本 雅夫

設立
事業内容
資本金
従業員数

1986 年 10 月 1 日
ゴルフ事業の経営管理、ゴルフ事業に係る子会社の株式保有、
ゴルフ場の運営及び運営受託
100百万円（2018年3月31日現在）
【連結】9,276名 ※臨時使用人数（平均人数）含む
（2018年3月31日現在）

年商

【連結】81,286百万円（2018年3月31日現在）

事業年度

4月1日から3月31日

ゴルフ場保有

139ゴルフ場 （18ホール換算 170コース） （2018年10月1日現在）

または運営状況

※保有137ゴルフ場 / 運営受託1ゴルフ場 / リース運営1ゴルフ場

【報道関係の方のお問い合わせ先】
PGM 広報グループ

大嶋／伊藤／田中

TEL. 03-4413-8500

オズマピーアール

大島／宮田

TEL. 03-4531-0285

PGMグループ 代表受付

TEL. 03-4413-8800

【一般の方のプレー予約以外のお問い合わせ先】

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

