
 

 

 

 

 

報道関係者各位 

2015年（平成 27年）7月 13日 

 

「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 2015」 
第 15回を迎え、シニアの巧みなプレーが裾野を沸かす 

 
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：倉本昌弘)主管競技、ＰＧＡシニアツアー

「ファンケル クラシック 2015」を、2015年 8月 21～23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。 

 

「シニアの元気が日本の元気！！」の

スローガンのもと、毎年熱戦が繰り広げら

れる本大会は、静岡県東部の夏の一大イ

ベントとして定着しており、毎年多くのギャ

ラリーの方々にご来場いただいております。 

昨年は大会期間中3日間で 21,286人もの

ギャラリーにご来場いただきました。 

昨年 2 連覇を果たした羽川豊プロ、悲

願の初優勝へ燃える中嶋常幸プロ、地元

静岡で優勝を目指す芹澤信雄プロ、第 1

回大会より連続して出場する髙橋勝成プ

ロ、三好隆プロなどいずれ劣らぬ強豪 75

名（プロ 70名、アマ 5名）が出場予定で、

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、シ

ニアの活躍の場をさらに広げるために 60 歳以上のベストスコア選手に授与する「グランドシニア賞」（300

万円）を今年も継続。大会を一層盛り上げます。 

大会運営面では、3日間延べ 700名以上の地元を中心としたボランティアスタッフとともに、約 500名の

当社従業員が全国から裾野に集結し、ホスピタリティを体現する場としてギャラリーの皆さまをおもてなし

いたします。さらに環境にも配慮し、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。また、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し、「ファンケル クラシック基金」を通じて地元の『裾野市』や

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。 

シニアの熱戦の模様は、8月 22 日（土）、23 日（日）の 2 日間、ＢＳジャパンにて今回初となる生中継で

全国のゴルフファンの皆さまへお届けいたします。 

＜開催概要＞ 

 

大会名  ＰＧＡシニアツアー 「ファンケル クラシック 2015」 

開催日程 2015年 8月 21日（金）・22日（土）・23日（日） 

賞金総額 6,300万円 （優勝賞金：1,500万円／グランドシニア賞：300万円） 

会場 裾野カンツリー倶楽部 （静岡県裾野市） 

横浜市中区山下町 89-1 〒231-8528 

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

(株)ファンケル 

本社：神奈川県横浜市中区山下町 89-1 

代表取締役社長執行役員：宮島 和美                            本件に関するお問い合わせ 

設立：1981 年 8 月                                      社長室 広報グループ ：045-226-1230

                                           



シニアの元気が日本の元気！！ 

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、その姿を見る多くのシニア層の奮起につなげ、日本経済に活気を与えたいとの願いを込めて

本大会を始めました。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。今年で 15 回目を迎えますが、シニアツアーの数も創設当初の 6 試

合から 13試合にまで増加し、シニアが元気に躍動する場がさらに広がっています。 

 

強豪プロが多数出場、栄冠は誰の手に？ 
昨年の第 14 回大会は、首位タイに 4 選手が並ぶ大混戦の最終日、髙見和宏プロが一時は後続に 3

打差をつける立ち上がりで、独走かと思われましたが、中盤から一気に追い上げた一昨年覇者の羽川

豊プロが 15番、16番を連続バーディとし、4バーディ 1ボギーの「69」をマーク。通算 7アンダーで混戦

を抜け出し、大会連覇の快挙を飾りました。 

今年は、3 連覇を狙う羽川豊プロに加え、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、

第 1回大会より連続出場の髙橋勝成プロ、三好隆プロなど、いずれ劣らぬ強豪選手が出場予定です。 

また、昨年大会から予選カットをなくし、3 日間を通したトーナメントに変更したことで、お目当ての選手

の匠の技をじっくりと堪能できるようになりました。 

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

ながらプレーできる丘陵コース。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。 

2012 年に新設した、60 歳以上のベストスコア選手に授与

する「グランドシニア賞」 (300 万円)を今年も継続。大会をさ

らに盛り上げます。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

本大会。一昨年世界文化遺産登録された霊峰富士のもと、

熱戦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 

今年で 15 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 14 回大会は、3 日間で延べ

21,286人ものギャラリーが来場され、レギュラーツアー以上に盛り上がる大会となりました。 

同大会では、試合自体の盛り上がりに加え来場者にファンケル製品などのプレゼントもご用意。さらに、

会場にはファンケル化粧品の主力製品をご体験いただける「洗顔クリーム＆スキンケア体験コーナー」や、健

康カウンセラーによる「血管チェックコーナー」などを設置いたします。また、プロによる「サイン会」や「ゴルフ

クリニック」「プロ愛用品オークション」、動物とふれあえたり、お絵かきやオリジナルキーホルダーづくりが

楽しめる「こども広場」など、ご家族でお楽しみいただけるイベントも実施いたします。 

今年も 20,000 人以上の来場を見込む本大会。大会の運営にあたっては、地元の方を中心に 700 人以上

（3 日間延べ）のボランティアの方々にご協力いただくとともに、全国からファンケルグループの従業員約 500

名が集結し、最高のホスピタリティでギャラリーの皆さまをお迎えいたします。 

 

 



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」を通じて全額を寄付 

「ファンケル クラシック」は、第 1 回大会より収益金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 グループＣＥＯ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、当社の社会活動方針である 

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に基づき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）特定非営利

活動法人『国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会』の 3団体に寄付させていただく予定となっております。 

 

 

【2014年寄付先および寄付金額】 

寄付先 寄付金額 

裾野市 705,628円 

社会福祉法人 訪問の家 705,628円 

特定非営利活動法人 

国際連合世界食糧計画ＷＦＰ協会 
705,628円 

特定非営利活動法人 

ウォーターエイドジャパン 
705,628円 

寄付金額 合計 2,822,512円 

 
※第 14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 2,822,512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。 

 

 

熱戦の模様を今年から生放送で全国へ 

「ファンケル クラシック」の模様は、今年からＢＳジャパンにて全国のゴルフファンのもとへ生中継で  

お届けします。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。テレビ中継

にもぜひご注目ください。 

 

＜放送概要＞ 

◇2015年 8月 22日（土） 12:00～14:30 / 23日（日） 12:00～15:00 ※23日（日）は延長あり 

◇ＢＳジャパン<ＢＳ-Ｊ> 

◇中継ホール（予定）： No.10～No.18 

◇制作著作： ＢＳジャパン 

 
 

 

 

 

 

 

 



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おります。 
 

◆前売通し券：3,000円 [3枚綴り] 

当日券：1,000円 [21日（金）] 2,000円 [22日（土）、23日（日）] 

※チケットはすべ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。 

◇発売場所／裾野カンツリー倶楽部 URL: http://www.susono-cc.co.jp 

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 URL: http://l-tike.com/ （L コード：35746） 

サークル K・サンクス （P コード：683-912） 

ゴルフパーク URL： http://golfpark.jp/ 

 

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 

※裾野 I.C.料金所から 4.5km、約 5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＞ 

21日（金）・22日（土）・23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おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 広報グループ 

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

 

http://www.susono-cc.co.jp/
http://pia.jp/t
http://l-tike.com/
http://golfpark.jp/


 

＜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 

2013年 羽川 豊プロ -10 室田 淳プロ 

2014年 羽川 豊プロ -7 倉本 昌弘プロ 

※2014年大会 グランドシニア賞： 髙橋 勝成プロ 

 

 

 
【ギャラリー数の推移】 
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