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株式会社ファンケル（本社・横浜市中区、成松義文社長）と社団法人日本プロゴルフ協会（=PGA、所

在地・東京都港区、松井功会長)は、８月２２－２４日の３日間、静岡県裾野市の「裾野カンツリー倶楽部」で

PGA シニアツアー第２戦 『第８回 ファンケル クラシック』を開催します。出場選手数は 90 名（プロ

80 名、アマ 10 名）を予定しており、優勝賞金 1,500 万円・賞金総額6,000 万円と、シニアツアーの賞

金ランキングを大きく左右するビックトーナメントです。大会期間に使う電力は、風力、水力など自然

エネルギーで発電した「グリーン電力」を使用し、環境にも配慮致します。さらに、大会では、プロ選

手の愛用品のオークションなど、さまざまなチャリティイベントを実施。集まったお金は、ファンケルク

ラシック基金を通じ、世界で食糧難に直面している人々を支援するために寄付する予定です。 

 

 本大会は、ファンケルが「シニアの元気は日本の元気！」をスローガンとし、PGA と手を携えて創

設したシニアトーナメントで、第5回大会より、“元気溢れるシニア世代はもはや「シニア」ではない”と

いうことから「ファンケル シニア クラシック」から『ファンケル クラシック』へ改称。過去７回ともシニア

ツアーの枠を超えた熱戦が繰り広げられてきました。 

直近２回の大会では、室田淳プロが優勝しており、今年は、大会三連覇に挑みます。一方、レギュ

ラーツアーでも活躍する中嶋常幸プロ、過去三連覇を達成している高橋勝成プロ、実力派の湯原信

光プロ、渡辺司プロなど、いずれ劣らぬ強豪選手が出場予定で、今年も霊峰富士が見守るなかで、

熱い戦いが期待されます。大会も 8 回目を迎え、地元静岡県や神奈川県を中心に認知が広がり、昨

年は３日間で延べ９６１９人のギャラリーが来場するなど、年々注目度が高まっており、今年は一万人

超の来場者を目指します。 

   「シニアの元気が日本の元気！」 

第８回 ファンケルクラシック 裾野カンツリーで開催 

   霊峰富士が見守るなか、強豪プロが熱戦を展開 
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ファンケルでは、人材派遣会社「ファンケルスタッフ」などを通じてシニアの活躍を支援する取り組

みを行ってまいりました。本大会も数年後から続々とシニアツアー入りが予定されている著名プロの

積極的な参加を促進し、国内シニアゴルフを再び隆盛へと導くトーナメントに発展させ元気なシニア

の活躍の場を提供したい、との願いが込められております。 

また、本大会開催は、環境との共生や社会貢献にも積極的に取り組んでおり、大会で使用する電

力は全てグリーン電力（後述）を利用しております。大会当日にはチャリティイベントとして、出場プロ

愛用品のオークションなどを実施。収益金は昨年に新設した「ファンケル クラシック基金」（後述）に

て管理運用され、今年は、世界で食糧難に直面している人々を支援する活動に取り組む団体に寄

付する予定です。さらに、本大会にご来場いただいたギャラリーの皆様全員にファンケル商品がプ

レゼントされます。 

 

 なお、本大会の模様は、8月２３日（土）、２４日（日）、テレビ東京の制作によりTXN系列全6局にて

全国のゴルフファンへ TV 中継します。また、BS ジャパンでも同時間の放映を予定しております。 

 

 

 「グリーン電力証書」の導入について 

 

  『ファンケル クラシック』は、第 6 回大会より、環境に対する施策として国内のスポーツイベントで

初めて、「グリーン電力証書」を導入しております。これにより、大会当日に

使用される電力は、全てグリーン電力を利用しております。「グリーン電力

証書」を導入することで、ＣＯ２排出削減に貢献するととともに、環境対策の

啓発を行いたいと考えております。 

 グリーン電力証書システムは、自然エネルギーによって発電された電力

の省エネルギー・CO２排出削減などといった価値を「グリーン電力証書」と

いう形で具体化することで、省エネルギー・環境対策のひとつとして利用で

きるようにするシステムです。本大会では、「グリーン電力証書」発行会社の

1 つである日本自然エネルギー株式会社（本社：東京都中央区、三野浩紀

社長）より購入いたします。発電電力量は、２３０００㌔㍗で、内訳はバイオ

マス発電が１７０００㌔㍗、水力が３０００㌔㍗、風力が３０００㌔㍗で、いずれ

も今年の１月から３月までに発電されました。 

 グリーン電力導入をきっかけとして、元気なシニアを応援する「ファンケル クラシック」は、今後も更

なる社会貢献の取り組みを積極的に行って参ります。 

 

「ファンケル クラシック基金」について 

 

『ファンケル クラシック』は、第 1 回大会より収益金の一部を大会開催地である裾野市へ寄付して

まいりました。環境との共生にこれまで以上に積極的に取り組み、社会貢献活動を充実させていくた

め、昨年から、「ファンケルクラシック基金」を設立しました。基金は、大会会長のファンケル池森賢二

名誉会長、プロゴルファーの高橋勝成氏、スポーツジャーナリストの二宮清純氏の３人の運営委員

が協議のうえ、寄付先を選定いたします。 

昨年は、裾野市やピンクリボン運動など、ハンディキャップを持つ人への応援、環境保護などに取

り組む計５団体に、総額１４５００００円を寄付いたしました。 

今年は、世界で食糧難に直面している人々を支援する活動に取り組む団体に寄付する予定です。 



 PGA シニアツアー第２戦  『第８回 ファンケル クラシック』実施概要 

 

大会名称： PGA シニアツアー第２戦 『第８回 ファンケル クラシック』 

主催： 株式会社 ファンケル、社団法人 日本プロゴルフ協会 

後援： 財団法人 日本ゴルフ協会、裾野市、裾野市観光協会、 

社団法人 静岡県ゴルフ場協会、静岡県ゴルフ練習場協会、 

静岡新聞社・静岡放送、テレビ東京 

企画運営： 株式会社ロイバン・エヌ・ジェイ、株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ 

協力: 裾野カンツリー倶楽部 

 開催場所： 裾野カンツリー倶楽部 

開催期間： 2008 年８月 ２０日（水）指定練習日 

  ２１日（木）プロアマ大会、指定練習日、前夜祭 

 ２２日（金）予選ラウンド 第 1 日 

 ２３日（土）予選ラウンド 第 2 日 

 ２４日（日）決勝ラウンド 最終日 

 賞金： 賞金総額 ￥60,000,000- 

優勝賞金 ￥15,000,000- 

昨年度優勝者：  室田 淳（サメジマコーポレーション） 

競技規則： 本競技は日本ゴルフ協会ゴルフ規則、日本プロゴルフ協会競技の条件及び 

ローカルルールを適用する 

競技方法： ・54 ホール・ストロークプレー（各日18 ホール 3 日間） 

・36 ホールの予選ラウンドを終了し、50 位タイまでの選手が決勝ラウンドへ進出 

・54ホールを終了して第1位及びベストアマチュアにタイが生じた場合は、直ちに競

技委員会の指定するホールにおいてサドンデス方式のプレーオフを行い、優勝者

を決定する 

参加資格： 出場選手 90 名（プロ 80 名、アマ 10 名 予定） 

   [プロの部] 

① 2007 年度の PGA シニアツアー賞金ランキング上位 30 名 

② 2007 年度末時点での生涯獲得賞金ランキング 10 位以内者 

（レギュラーツアー及びシニアツアーの合算） 

③ 過去 3 年間の日本プロシニア選手権、日本シニアオープン選手権、及

びＰＰＴシニアの優勝者過去 3 年間の PGA シニアツアー賞金ランキン

グ第 1 位者 

④ 最近 24 ヶ月間の PGA シニアツアー競技優勝者 

⑤ 過去 5 年間の本競技優勝者 

⑥ PGA が認めた名誉会員 

⑦ 主催者の推薦する者 

⑧ PGA シニアツアー予選会のランキング第1 位者 

⑨ シニア入り 1 年目迄の者でレギュラーツアー優勝経験者 

（レギュラーツアー優勝者はシニア入り後 1 年間又は翌年度 1 年間シ

ード権が認められる） 

⑩ 実績が顕著な者で PGA 競技管理委員会が承認した者 

⑪ 2007 年度末時点での生涯獲得賞金ランキング 11 位～20 位の者 



NO YARDS PAR NO YARDS PAR

1 379 4 10 516 5
2 573 5 11 367 4
3 401 4 12 174 3
4 173 3 13 423 4
5 401 4 14 450 4
6 341 4 15 391 4
7 367 4 16 389 4
8 186 3 17 168 3
9 596 5 18 556 5

OUT 3,417 36 IN 3,434 36
TOTAL 6,851 72

（レギュラーツアー及びシニアツアーの合算） 

⑫ 2007 年度本競技の成績上位10 位以内者 

⑬ PGA シニアツアー予選会のランキング上位者 

 [アマチュアの部] 

（1）アマチュア予選会上位者 

 

「裾野カンツリー倶楽部」について 

 

 南北にレイアウトされており、18 ホール中 9 ホールまでが富士山を前面に仰ぎ見ながらプレイ出来る丘

陵コースです。ベントワングリーンのためグリーン付近が絞られ、コース全体が引き締まっています。グリー

ンは平均 800 ㎡と広く、また随所に池がありコースの戦略性を高めています。 

 アウトはまっすぐなミドルから始まり、9 番は豪快な打ち下しのロングホール。グリーン手前に   大きな

池があり、正確な第3打が要求されます。インは右ドッグのロングから始まり、13番、14番と長いミドルの難

所が続きます。17 番はグリーン手前の池に逆さ富士の映る、池越えの美しいショートホールとなっていま

す。 

 

  所在地： 〒410-1104 静岡県裾野市今里 1060 

 TEL 055-997-3030  FAX 055-997-0173 

  開 場： 昭和 60 年（1985 年）10 月16 日 

 設 計： 木村浩 

  コースレート： 72.2 

  大会ヤーテージ： 18 ホール 6,851Y パー72 

    

 



 

熱戦の模様は TX ネットワークより全国へ 

 

 『ファンケル クラシック』の模様は、後援であるテレビ東京の制作により、TXN 系列全 6 局及び BS ジャ

パンにて全国のゴルフファンのもとへお届けします。 

 テレビ東京では、制作スタッフ一同、充実した中継をお届けできるよう鋭意準備をすすめています。どう

ぞテレビ中継にもご注目ください。 

 

  ＜放送概要＞ 

放送日時（予定）：    8 月 23 日（土）、24 日（日） 16：00～17：15   

放 送 ネ ッ ト 局：     テレビ東京＜TX＞ 

テレビ大阪＜TVO＞ 

テレビ愛知＜TVA＞ 

テレビせとうち＜TSC＞ 

テレビ北海道＜TVｈ＞ 

TVQ 九州放送＜TVQ＞ 以上 6 局ネットに加え 

BS ジャパン＜BS-J＞ 

中 継 ホ ー ル（予定）： No.14～No.18 

製 作 著 作：      テレビ東京＜TX＞ 

 

 

入場券について 

 『ファンケル クラシック』では、より多くの方々にトーナメント観戦を楽しんでいただけるよう、高校生以下

と７０才以上は無料、また入場券価格をお求めやすい料金に設定させていただいています。 

 

 前売通し券： 3,000 円 [3 枚綴り] 

発売場所／ 裾野カンツリー倶楽部 

チケットぴあ＠電子チケットぴあ URL:http://pia.jp/t、 

ファミリーマート、サークルK・サンクス、ローソンチケット、ゴ

ルフパーク URL：http://golfpark.jp/ 

 当日券：  1,000 円 [２２日（金）] 

 2,000 円 [２３日（土）、２４日（日）] 

※チケットは全て消費税込みの料金です 

※高校生以下、70 歳以上は無料 

交通案内 

 

 会場までは、下記の交通手段及びルートでお越しいただくのが便利です。 

 

＜自動車＞ 

東京方面： 東名高速道路・裾野 I.C.料金所出て正面の信号を右折→道路左沿いの裾野自動車

学校を通過し T 字路を左折したら案内看板に従ってコースへ 

静岡方面： 東名高速道路・裾野 I.C.、料金所出て正面の信号を左折→道路左沿いの裾野自動

車学校を通過し T 字路を左折したら案内看板に従ってコースへ 



※料金所から 4.5km、約 6 分 

※東名高速道路・東京 I.C.より 101.4km、約1 時間 10 分 

※ギャラリー駐車場完備、大会会場までの無料送迎バスを随時運行 

 

＜電車＞ 

   東海道新幹線・三島駅下車 

→タクシー乗車（約3,800 円、30 分） もしくは 

→富士急バス須山行または下和田行→下和田入口停留所下車徒歩約3 分       

 →ギャラリー駐車場より無料送迎バスあり 

   ※新幹線ご利用の場合、東京駅から三島駅まで 1 時間です。 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

㈱ファンケル 広報グループ 

担当：野田靖、油井紀理子 

TEL 045-226-1230 FAX 045-226-1202 

 


