
 

 

 

 

報道関係者各位 

2021年 7月 15日 

 

ＰＧＡシニアツアー「ファンケル クラシック」 

無観客で 2年ぶりに開催 

プロの活躍が医療従事者を支援 
 
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 ＣＥＯ：島田和幸）は 2021年

8 月 20 日（金）～22 日（日）の 3 日間、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」を静岡県裾野市の裾野

カンツリー倶楽部で開催します。 

2020 年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で大会を中止しましたが、今年は 2 年ぶりに「無観客」

で開催します。「シニアの元気が日本の元気！！」をスローガンに、シニアプロの活躍を通じて世の中に

元気を届けるとともに、今回はシニアプロの活躍が感染症対策の最前線でご尽力いただいている医療従

事者の皆様の支援となる取り組みを行います。 

 

 

大会期間中にシニアプロが記録した総バーディー

数に応じて、大会が開催される静岡県内の医療従

事者に免疫機能の維持を助ける当社サプリメント

「免疫サポート」を寄贈します。シニアプロの活躍

が、日本の元気と医療従事者の支援につながり

ます。 

 

大会開催にあたっては、ガイドラインに則った感染

予防対策を講じます。大会関係者にはＰＣＲ検査を実

施するなど、安心・安全な大会運営を目指します。 

 

シニアプロの熱戦は、8月 21日（土）、22日（日）の 2日間、ＢＳテレビ東京にて生中継で放映する予定

です。 

 

＜開催概要＞ 

 

※「日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイルス感染症対策に関するガイドライン」に則った感染予防対策

を講じます。 

※政府および自治体の見解や新型コロナウイルスの感染状況などによって、大会開催の可否を含めて内容を変更する場

合があります。 

 

 

 

 

大会名  ＰＧＡシニアツアー 「ファンケル クラシック」 

開催日程 2021年 8月 20日（金）・21日（土）・22日（日） 

賞金総額 6,000万円 （優勝賞金：1,500万円） 

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   

【本件に関するお問い合わせ】 株式会社ファンケル 経営企画室 広報部 



 

「シニアの元気が日本の元気！！」を大会スローガンに掲げ、今年で 20回目 

本大会は「シニアの元気なくして、日本の景気回復なし」を掲げて、ＰＧＡと手を携えて2001年に創設し

たシニアトーナメントで、今回で 20 回目を迎えます。創設当時は、バブル経済崩壊による不況が日本を

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。 

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大によって、本大会の開催を中止したほか、シニアツアーの数も

8 試合まで減少しました。今年は原点に立ち返り、このような状況だからこそ、シニアの活躍を通じて日本

に元気を伝えたいと考え、無観客で開催することとしました。 

大会関係者にはＰＣＲ検査のほか、免疫機能の維持を助ける当社サプリメント「免疫サポート」などを提

供し、ファンケルならではの安心・安全な大会運営を目指します。 

 

シニアプロの活躍を通じて、「医療従事者」を支援 

新型コロナウイルスのワクチン接種は進んでいるものの、感染拡大にいまだ予断を許さない状況で、

最前線で尽力されている医療従事者の方々を支援することが必要です。 

20 回目を迎える「ファンケル クラシック」ならではの支援方法として、大会期間中にシニアプロが記録

した総バーディー数に、20 回大会にちなんで、20 倍した数の当社サプリメント「免疫サポート」を静岡県

の医療従事者に寄贈します。シニアプロの活躍が、医療従事者の支援につながる取り組みです。 

 

「ファンケル クラシック基金」を通じて全額を地域の皆様へ寄付 

「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に寄付してまいりました。

第 7回大会からは「ファンケル クラシック基金」を設立。大会を通じた社会貢献活動も行っています。 

「ファンケル クラシック」は、10 年連続で大会期間中に 20,000 人を超えるギャラリーが集まる大会に成

長しました。今年は、大会開催地として毎年安全な大会運営へのサポートをいただいている「裾野市」に対し、

感謝の気持ちを込めて寄付をいたします。 

例年の「ファンケル クラシック基金」に加え、従業員が任意で加入する「もっと何かできるはず基金」 

からも寄付を行います。 

 

「ファンケル クラシック基金」運営委員 

池森 賢二 大会名誉会長 ・ 株式会社ファンケル 名誉相談役 ファウンダー 

髙橋 勝成氏 プロゴルファー 

二宮 清純氏 スポーツジャーナリスト 

寄付先選定基準 

当社の社会活動方針 ①地域とのつながり ②ハンディキャップを持つ方々との交流 に基づく 

 

熱戦の模様を生放送で全国へ 

「ファンケル クラシック」の模様は、ＢＳテレビ東京にて、全国のゴルフファンのもとへ生中継でお届け

します。 

＜放送概要＞ 

◇2021年 8月 21日（土） 12:00～14:30 / 22日（日） 12:00～15:00 ※22日（日）は延長あり 

◇ＢＳテレビ東京 

◇中継ホール（予定）： No.10～No.18 

◇制作著作： ＢＳテレビ東京 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社ファンケル 経営企画室 広報部 森 貴英・三澤 敬之 

TEL 045-226-1230 FAX 045-226-1202 ／ https://www.fancl.jp/golf/

https://www.fancl.jp/golf/


＜参考資料＞                                                 
【大会情報】 

大会名 ＰＧＡシニアツアー 「ファンケル クラシック」 

主催 株式会社ファンケル 

主管 公益社団法人 日本プロゴルフ協会 

後援 公益財団法人 日本ゴルフ協会、一般社団法人 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、ＢＳテレビ東京 

協力 裾野カンツリー倶楽部 

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 

開催期日 2021年8月20日（金）第1日（第1ラウンド） 

21日（土）第2日（第2ラウンド） 

22日（日）第3日（最終ラウンド） 

開催会場 裾野カンツリー倶楽部 

住所：〒410-1104 静岡県裾野市今里1060 電話：055-997-3030（代表） 

賞金総額 60,000,000円 

優勝賞金 15,000,000円 

優勝副賞 ・トヨタ クラウンハイブリッド  ・ワイン1年分 

・ビール1年分          ・ファンケル製品（免疫サポート、無添加メン） 1年分 

特別賞 ●ホールインワン賞（17番ホール） ：200万円（3日間/該当者全員） 

●最多バーディー賞 ：100万円（複数の場合均等割り） 

●大会ベストスコア賞 ：100万円（複数の場合均等割り） 

●元気・ドラコン賞（1番ホール） ：50万円（最終日のみ/複数の場合均等割り） 

 

【ファンケル クラシック歴代優勝者】 

  
ファンケル クラシック 

優勝スコア ＰＧＡシニアツアー賞金王 
優勝者 

2001年 髙橋 勝成選手 -15 髙橋 勝成選手 

2002年 髙橋 勝成選手 -5 髙橋 勝成選手 

2003年 髙橋 勝成選手 -6 髙橋 勝成選手 

2004年 横島 由一選手 -9 横島 由一選手 

2005年 三好 隆選手 -9 三好 隆選手 

2006年 室田 淳選手 -14 室田 淳選手 

2007年 室田 淳選手 -12 室田 淳選手 

2008年 尾崎 健夫選手 -9 飯合 肇選手 

2009年 尾崎 健夫選手 -13 尾崎 健夫選手 

2010年 髙見 和宏選手 -13 倉本 昌弘選手 

2011年 金 鍾徳選手 -16 金 鍾徳選手 

2012年 髙見 和宏選手 -9 尾崎 直道選手 

2013年 羽川 豊選手 -8 室田 淳選手 

2014年 羽川 豊選手 -7 倉本 昌弘選手 

2015年 室田 淳選手 -14 室田 淳選手 

2016年 室田 淳選手 -10 Ｐ・マークセン選手 

2017年 米山 剛選手 -7 Ｐ・マークセン選手 

2018年 Ｐ・マークセン選手 -13 Ｐ・マークセン選手 

2019年 Ｐ・マークセン選手 -9 Ｔ・ウィラチャン選手 

2020年 ― ― 寺西 明選手 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「免疫サポート」について】 
 

健康な人の免疫機能の維持に役立つ機能性表

示食品。キリンホールディングス株式会社が開発

した独自素材で、免疫の司令塔「ｐＤＣ（プラズマ

サイトイド樹状細胞）」に働きかける「プラズマ乳酸

菌」を 1,000 億個配合。「ビタミンＣ」や「ビタミンＤ」

などの必須栄養素も配合しています。剤形はチュ

アブルタイプでレモンヨーグルト風味です。当社独

自の製剤技術で、口に入れると発泡して美味しく

爽やかに口内が潤います。 

30 日分 3,100 円 

＜本体価格：2,871 円＞ 

7 日分 790 円 

＜本体価格：732 円＞ 

届出番号：Ｆ383 

30 日分（60 粒） 

 
本品には、プラズマ乳酸菌（Ｌ. ｌａｃｔｉｓ ｓｔｒａｉｎ Ｐｌａｓｍａ)が含まれます。プラズマ乳酸菌はｐＤＣ（プラズマサイトイ

ド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。 


