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「シニアの元気が日本の元気！！」 

ＰＧＡシニアツアー「ファンケル クラシック 2013」 
選手とギャラリー、地域ボランティアが一体となって夏を盛り上げる 

 

株式会社ファンケル（本社：横浜市中区、

代表取締役社長執行役員：宮島和美）は、

公益社団法人 日本プロゴルフ協会（=PGA、

所在地：東京都港区、会長：森静雄)主管競技、

PGA シニアツアー「ファンケル クラシック 

2013」を、2013年8月16～18日の3日間、静

岡県裾野市の裾野カンツリー倶楽部にて開

催いたします。 

 

昨年優勝で 2 連覇を狙う髙見和宏プロ、

2006年から同大会2連覇を果たした室田淳

プロ、2001 年の第1 回大会から 3 連覇を果

たした髙橋勝成プロ、悲願の初優勝へ燃える中嶋常幸プロ、芹澤信雄プロなど、いずれ劣らぬ強豪 90 名

（プロ 80 名、アマ 10 名）が出場予定で、今年のシニアツアーの賞金ランキングを大きく左右する、優勝賞金

1,500 万円のビッグトーナメントです。また、昨年より新設した「グランドシニア賞」（60 歳以上のプロ選手対

象）と「バーディラッシュ賞」を今年も継続し、「グランドシニア賞」は賞金を200万円から300万円に増額い

たします。これにより賞金総額が 6,300 万円となり、大会をさらに盛り上げます。 

 

今年で 13 回目を迎える本大会は、静岡県東部の夏の一大イベントとして定着しており、昨年は大会期間

3 日間で過去最高となる 23,802 人のギャラリーにご来場いただき、シニアツアーにおけるギャラリー動員数

の日本記録を更新。今年も多くの来場を見込んでおります。 

本大会は、環境に配慮した大会運営を目指しており、節電活動の推進に加え、第 10 回大会からカーボン

オフセットを導入。大会の準備期間および開催期間中（約１週間）の電力使用により排出されるＣO２の削減に

貢献してまいります。さらに、プロ選手の愛用品のオークションなど、様々なチャリティイベントを実施し、集 

まった募金は「ファンケルクラシック基金」を通じて、地元の『裾野市』、世界の食糧支援のために活動する

『国連 WFP』などに寄付する予定です。 

本大会の模様は、昨年レギュラーツアーで賞金王に輝いた藤田寛之プロを解説に迎え、8 月 17 日（土）、

18日（日）に、テレビ東京の制作によりTXN系列全6局、BSジャパンにて全国のゴルフファンの皆さまへTV

中継いたします。 

大会名  ＰＧＡシニアツアー 「ファンケル クラシック 2013」 

開催日程 

2013 年8 月16 日（金） 予選1 日目 

         17 日（土） 予選2 日目 

    18 日（日） 決勝 

賞金総額 6,300 万円 （優勝賞金：1,500 万円） 
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＜開催概要＞ 

シニアの活躍が、日本を元気に！ 

本大会は「シニアの元気なくして、日本の景気回復なし」をスローガンとし、PGA と手を携えて 2001 年

に創設したシニアトーナメントです。創設当時は、バブル不況が日本を襲い、プロゴルフツアーのスポン

サーも減少、特にシニアツアーは厳しい状況下にありました。こうした状況を受け、シニアプロが活躍する

場を広げ、その姿を見ることで多くのシニア層が奮起し、日本経済に活気を与えて欲しいとの願いを込め

て始まった、ファンケルグループ最大規模の社会貢献活動と位置付ける大会です。第 5 回大会からは、

「シニアの元気が日本の元気！！」をスローガンに掲げ、大会名を「ファンケル クラシック」へ改称。過去

12 回とも、気迫みなぎる熱戦を繰り広げるシニアのプロ選手だけでなく、ギャラリーや地域ボランティアが

一体となった盛り上がりに支えられ、今年で第 13 回を迎えるに至りました。 

 

強豪プロが多数出場、栄冠は誰の手に？ 

昨年の大会は、1 位タイでホールアウトした髙見和宏プロが、フランキー・ミノザプロ、中嶋常幸プロ

の2選手とのプレーオフの激戦を制し2度目の優勝を飾りました。今年は初優勝に燃える中嶋常幸プ

ロ、地元静岡出身の芹澤信雄プロ、過去大会 3 連覇を成し遂げた髙橋勝成プロ、同じく連覇の経験を持

つ室田淳プロ、昨年より新設されたグランドシニア賞を勝ち取った三好隆プロなど、いずれ劣らぬ強豪選

手が出場する予定です。舞台となる裾野カンツリー倶楽部は、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できる丘陵コース。グリーンはベントワングリーンで平

均 800 ㎡と広く、随所に池がありコースの戦略性が高められています。 

また、昨年より新設した、「グランドシニア賞」（60 歳以上のプロ選手対象）と「バーディラッシュ賞」を今

年も継続。さらに、今年は「グランドシニア賞」の賞金を 200 万円から 300 万円に増額し、大会をさらに

盛り上げます。霊峰富士が見守るなか、賞金総額 6,300 万円・優勝賞金 1,500 万円と、今年もシニアツア

ーの賞金ランキングを大きく左右するビッグトーナメントとして熱い戦いが繰り広げられます。 

 

シニアツアー最大規模、2 万人以上のギャラリーが来場見込み 

今年も 13 回目を迎えるファンケルクラシックは、観客動員数において、国内シニアツアーとしては最大

規模、全ツアーの中でも上位に位置付けられる大会です。昨年の第 12 回大会は、3 日間で延べ 23,802

人ものギャラリーが来場され、シニアツアーにおけるギャラリー動員数の日本記録を更新いたしました。

同大会では、ゴルフの試合自体の盛り上がりに加え、プロによる「サイン会」や「ゴルフクリニック」「愛用品

オークション」などゴルフファンに喜んでいただけるイベントはもちろん、ゴルフファンの方以外やご家族

連れでも楽しめるように、動物とのふれあいコーナー、輪投げやわた飴づくりが楽しめる「こども広場」、美

と健康に関する「カウンセリングコーナー」など、来場者にご満足いただけるようなイベントを積極的に実

施。また、来場者にファンケル製品などのおみやげをプレゼントしております。 

今年も国内シニアツアーで最大規模となる 20,000 人以上の来場を見込んでおり、大会の運営には、地

元の方を中心に 800 人以上（3 日間延べ）のボランティアにご協力いただくほか、弊社の従業員も約 400

人（同）が運営をサポートいたします。 

 

環境に配慮した大会運営 

同大会では、ＣＯ２排出削減に貢献するとともに、環境対策の啓発を行いたいと考えております。2010

年から続けているカーボンオフセットを今大会でも導入し、環境にやさしい大会を目指してまいります。     

また、会場ではゴミ分別の徹底や、クラブハウス内をはじめ会場各所で節電を実施し、環境対策の取り

組みを積極的に行ってまいります。 

 

 

 



「ファンケルクラシック基金」を通じ、全額を社会貢献へ寄付 

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などへ寄付してまい

りました。社会貢献活動をさらに充実させていくため、第 7 回大会からは「ファンケルクラシック基金」を設

立。基金は大会会長でファンケル代表取締役会長執行役員（創業者）の池森賢二、プロゴルファーの髙

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、①地域とのつながり 

②ハンディキャップを持つ人々の応援③環境保護を 3 つの柱に寄付先を選定いたします。 

 

今年も、大会期間中に実施されるプロの愛用品オークションの売上金やギャラリーの皆さまからの募金な

どを、ⅰ）大会を長年支えていただいている『裾野市』 ⅱ）社会福祉法人『訪問の家』 ⅲ）世界の食

糧支援のために活動する『国連 WFP』 ⅳ）安全な水と健全な衛生環境を世界中の人々へ提供す

るために活動する『WaterAid』の 4 団体に寄付を行う予定となっております。 

 

【2012 年度寄付先および寄付金額 】 

寄付先 寄付金額 

裾野市 687,459 円

社会福祉法人 

訪問の家 

687,459 円

特定非営利活動法人 

国際連合世界食糧計画 

WFP 協会 

687,460 円

Water Aid 687,459 円

寄付金額 合計 2,749,837 円

 

※第12 回ファンケル クラシック期間中に行ったチャリティオークションの収益やギャラリーの皆さまからの募金など、 

合計2,749,837 円を「ファンケルクラシック基金」を通じて全額寄付いたしました。 

 

 

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、昨年レギュラーツアーで賞金王に輝いた藤田寛之プロを解説に迎え、後

援であるテレビ東京の制作により、TXN 系列全 6 局ならびに 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進めて

います。どうぞテレビ中継にもご注目ください。 

  

＜放送概要＞ 

◆2013 年8 月17 日（土）、18 日（日） 16：00～17：15   

  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 

 

◆2013 年8 月17 日（土）、18 日（日） 21：00～22：15  BS ジャパン<BS-J> 

 

◇中継ホール（予定）： No.14～No.18 

◇制  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 歳以上の方は無料。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/ 

ローソンチケット（L コード 39552） 

サークル K・サンクス（P コード 683-149） 

ゴルフパーク URL：http://golfpark.jp/ 

 当日券：  1,000 円 [16 日（金）] 

 2,000 円 [17 日（土）、18 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 歳以上の方は無料。 

 
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.料金所を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.料金所を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5,000 円、40 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約1 時間です。 

 

＜無料シャトルバス：三島駅北口②番乗り場から＞ 

   16 日（金）・17 日（土）・18 日（日） 6：30～12：30（予定）  30 分間隔で運行予定   

   ※シャトルバスをご利用いただくことで、CO２削減にご協力いただいたお客様にプレゼントをご用意

するなど、シャトルバスの利用促進を図ってまいります。 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

株式会社ファンケル 社長室 IR・広報グループ 

三澤敬之 ・ 佐藤竜介 

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



＜参考資料＞                                                 

 ファンケル クラシック優勝者 優勝スコア PGA シニアツアー賞金王 

2001 年 髙橋 勝成プロ -15 髙橋 勝成プロ 

2002 年 髙橋 勝成プロ -5 髙橋 勝成プロ 

2003 年 髙橋 勝成プロ -6 髙橋 勝成プロ 

2004 年 横島 由一プロ -9 横島 由一プロ 

2005 年 三好 隆プロ -9 三好 隆プロ 

2006 年 室田 淳プロ -14 室田 淳プロ 

2007 年 室田 淳プロ -12 室田 淳プロ 

2008 年 尾崎 健夫プロ -9 飯合 肇プロ 

2009 年 尾崎 健夫プロ -13 尾崎 健夫プロ 

2010 年 髙見 和宏プロ -13 倉本 昌弘プロ 

2011 年 金 鍾徳プロ -16 金 鍾徳プロ 

2012 年 髙見 和宏プロ -9 尾崎 直道プロ 

※2012年大会 グランドシニア賞： 三好 隆プロ ／バーディラッシュ賞： 尾崎 直道プロ 

 

シニアトーナメント日本記録更新 ⇒【ギャラリー数の推移】 

シニアトーナメント日本記録樹立 ⇒


