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21・22 歳は全国 120 の施設でゴルフが無料！       

『ゴルマジ！～GOLF MAGIC～』第８シーズン        

2021 年 6 月 30 日（水）より施設利用スタート 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘）の観光に関する調査・研

究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」（以下 JRC）は、各ゴルフ業界団体（※1）と協力し、

若年層のゴルフ需要を促進するプロジェクト『ゴルマジ ！～ GOLF MAGIC～』（以下『ゴルマジ！』）

の第 8 シーズンの施設利用を 2021 年 6 月 30 日（水）より開始することをお知らせします。 

『ゴルマジ！』サイト：https://golf-jalan.net/golmaji20/  

 

 『ゴルマジ！』の実施背景 

『ゴルマジ！』は、JRC が各ゴルフ業界団体（※1）と協力して実施する、若年層のゴルフ需要を促進

するプロジェクトです。減り続けるゴルフ人口に歯止めをかけるために、2014 年 8 月にスタートし、今

年で 8 シーズン目を迎えます。 今年度からは 21・22 歳を対象に、全国 120（2021 年 6 月 15 日（火）

時点）のゴルフ場とゴルフ練習場の利用料金が無料（※2）になります。 

昨年度は、19・20 歳の約 16,000 名が『ゴルマジ！』に参加登録しました。参加者からは「無料で出

来ることがゴルフを始めるきっかけになった。通って上達したので今後もゴルフを続けていきたい」な

どの声をいただいています。 

JRC は、『ゴルマジ！』を通して生涯スポーツとして楽しめるゴルフの魅力を伝えていくとともに、

ゴルフ関連産業およびゴルフ施設を擁する地域の活性化を支援していきます。 

 

※1 協力団体 

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会／公益社団法人日本パブリックゴルフ協会／公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟／一般

社団法人日本ゴルフ用品協会／公益社団法人日本プロゴルフ協会／日本ゴルフ関連団体協議会／NPO 法人日本芝草研究開発機構

／全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会／全国ゴルフ場関連事業協会／日本ゴルフコース設計者協会／日本ゴルフジャーナリスト

協会／日本ゴルフ場支配人会連合会 

※2 期間中、ゴルフ場の 9 ホールまたは 18 ホールプレー料金とゴルフ練習場の 30 分もしくは 50 球の利用料金が無料となり

ます。また会員は、「第三者に対する賠償責任保険」に自動で加入することになります。 

（2021 年 6 月 15 日（火）時点 ※サービス内容は今後変更する場合があります。） 

 

 

 

 

本件に関する 

お問い合わせ先 

 

https://www.recruit.co.jp/support/form/ 

https://golf-jalan.net/golmaji20/
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 『ゴルマジ！』第８シーズンの対象 

■対象者：2021 年度 21 歳男女（2000 年 4 月 2 日～2001 年 4 月 1 日生まれ） 

2021 年度 22 歳男女（1999 年 4 月 2 日～2000 年 4 月 1 日生まれ） 

■対象期間（ゴルフ場・ゴルフ練習場）：2021 年 6 月 30 日（水）～2022 年 3 月 31 日（木） 

■参画施設：ゴルフ場 42 施設／ゴルフ練習場 78 施設  

※2021 年 6 月 15 日（火）時点、順次追加予定 

■公式サイト（PC・スマートフォン）：https://golf-jalan.net/golmaji20/ 

■施設利用開始日：2021 年 6 月 30 日（水） 

 

 

 「マジ☆部」について 

JRC は、国内旅行需要を創出するための若者行動支援プロジェクト「マジ☆部」を 2014 年に立ち上

げました。「マジ☆部」は、さまざまな体験が無料でできる若年行動支援プロジェクトです。 

20 歳前後の若者に、さまざまなレジャー観光、豊かな地域を 

体験してもらうことで、地域・観光産業の将来需要を創ることを 

目的としています。地域、旅行先で、新しいレジャーでの感動を 

はじめて体験するきっかけ提供のために、『雪マジ！19』『Ｊマジ！』 

『ゴルマジ！』などを、「マジ☆部」アプリを通じ、会員に展開しています。 

スマートフォンアプリでのサービス提供で、2021 年 1 月末時点で会員数は 

累計 180 万人以上となっています。 

詳細はこちら：https://majibu.jp/ 

 

 

※おでかけの際には、自治体のホームページなどで最新の情報をご確認ください。また、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大の防止に十分ご配慮いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 リクルートグループについて 

1960 年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域におい

て、一人一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソ

リューション、人材派遣の 3事業を軸に、4万 5,000人以上の従業員とともに、60を超える国・地域で事業を展開してい

ます。2019年度の売上収益は 2兆 3,994億円、海外売上比率は約 45％になります。リクルートグループは、新しい価値

の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出

会い。』を提供していきます。 
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 『ゴルマジ！』参画ゴルフ場一覧 ※2021 年 6 月 15 日（火）時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 都道府県  施設名 都道府県 

札幌エルムカントリークラブ ミニコース 北海道  妙高カントリークラブ 新潟県 

フォレスト旭川カントリークラブ 北海道  ヨネックスカントリークラブ 新潟県 

函館シーサイドカントリークラブ 北海道  こぶしゴルフ倶楽部 岐阜県 

びわの平ゴルフ倶楽部 青森県  美岳カントリークラブ 岐阜県 

夏泊ゴルフリンクス 青森県  日吉ハイランド倶楽部 岐阜県 

仙台ヒルズゴルフ倶楽部 泉コース 宮城県  平尾カントリークラブ 愛知県 

那須野ヶ原カントリークラブ 栃木県  皇子山カントリークラブ 滋賀県 

ジュンクラシックカントリークラブ 栃木県  高槻ゴルフ倶楽部 大阪府 

足利カントリークラブ 多幸コース 栃木県  湯村カンツリークラブ 兵庫県 

足利カントリークラブ 飛駒コース 栃木県  ダンロップパースリーコース 兵庫県 

那須ちふり湖カントリークラブ 栃木県  ダンロップゴルフコース 兵庫県 

ピートダイゴルフクラブ ロイヤルコース 栃木県  ヤシロカントリークラブ 兵庫県 

ホテルヴィレッジ 森のゴルフ場  

アイアンコース 
群馬県  米子ゴルフ場 鳥取県 

ニッソーカントリークラブ 茨城県  長船カントリークラブ 岡山県 

ジュンミニゴルフ 茨城県  西日本カントリークラブ 福岡県 

鴻巣カントリークラブ 埼玉県  皐月ゴルフ倶楽部 竜王コース 福岡県 

長瀞カントリークラブ 埼玉県  佐賀クラシックゴルフ倶楽部 佐賀県 

北谷津ゴルフガーデン 千葉県  くまもと中央カントリークラブ 熊本県 

東我孫子カントリークラブ 千葉県  百花園ゴルフ場 熊本県 

ＧＭＧ八王子ゴルフ場 東京都  カヌチャゴルフコース 沖縄県 

志賀高原カントリークラブ 長野県  守礼カントリークラブ 沖縄県 
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 『ゴルマジ！』参画ゴルフ練習場一覧 ※2021 年 6 月 15 日（火）時点 

施設名 都道府県  施設名 都道府県 

PASSIONATE GOLF ATHLETES （P・G・A） 北海道  千歳ゴルフセンター 東京都 

P・G・A CLUB 北海道  京浜ゴルフクラブ 東京都 

フォレスト旭川カントリークラブ 北海道  一里山ゴルフセンター 神奈川 

名取ゴルフガーデン 宮城県  シティヒルズゴルフクラブ 長野県 

グリーンスポーツ 宮城県  
春日温泉 国民宿舎 もちづき荘  

ゴルフ練習場 
長野県 

会津ゴルフガーデン 福島県  リバーサイドゴルフクラブ 長野県 

ゴルフレンジアミーゴ 成川店 福島県  掛川ゴルフガーデン 静岡県 

ベストゴルフ若松 福島県  浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部 静岡県 

宝沢ゴルフビレッジ 福島県  こぶしゴルフ倶楽部 岐阜県 

猪苗代ゴルフガーデン 福島県  ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター 岐阜県 

だてごるふ練習場 福島県  ミニッツインドアゴルフ 岐阜県 

PLACE OF GOLF 54 福島県  亀崎エスティーゴルフ 愛知県 

ロイヤルグリーン勝田 茨城県  桜木ゴルフクラブ 愛知県 

鴻巣ジャンボゴルフセンター 埼玉県  中日ゴルフ 愛知県 

アーリーバードゴルフクラブ 埼玉県  平針ゴルフセンター 愛知県 

館山ゴルフ倶楽部 千葉県  スポーツプラザ B&G 愛知県 

土気ゴルフセンター 千葉県  西尾ゴルフクラブ練習場 愛知県 

梨香台ゴルフガーデン 千葉県  豊公橋ゴルフクラブ 愛知県 

ヒルトップバーディクラブ 千葉県  ニッケゴルフ倶楽部一宮センター 愛知県 

誉田ゴルフセンター 千葉県  ニッケゴルフ倶楽部名古屋センター 愛知県 

ダイナミックゴルフ千葉 千葉県  山之一色ゴルフ練習場 三重県 

ザ・ゴルファン 千葉県  美松ゴルフセンター 滋賀県 

ジャンボゴルフクラブ 千葉県  トードーゴルフセンター 滋賀県 

ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ  千葉県  多賀ゴルフ練習場 滋賀県 

オカモゴルフ 千葉県  ロイヤルグリーンゴルフクラブ 京都府 

ダイナミックゴルフ茂原 千葉県  ゴルフスミノエ 大阪府 

ジャパンゴルフスクール 千葉県  桜宮ゴルフクラブ 大阪府 

ニッケゴルフ倶楽部コルトンセンター 千葉県  星田ゴルフセンター 大阪府 

馬込ゴルフガーデン 東京都  高槻ゴルフ倶楽部 大阪府 

羽村グリーンゴルフ 東京都  Juke．Golf．Club 大阪府 

室内ゴルフ練習場 Range Box 東京都  エブナゴルフセンター 兵庫県 

加藤農園ゴルフリンクス 東京都  ニッケゴルフ倶楽部姫路センター 兵庫県 
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 『ゴルマジ！』参画ゴルフ練習場一覧 ※2021 年 6 月 15 日（火）時点 

 

施設名 都道府県 

ニッケゴルフスクール加古川 兵庫県 

ニッケゴルフ倶楽部土山センター 兵庫県 

奈良グリーン倶楽部 奈良県 

吉備インターゴルフセンター 和歌山県 

パルグリーンゴルフクラブ 岡山県 

ゴルフステージ HBACC 山口県 

木屋川ゴルフセンター 山口県 

紅葉ゴルフクラブ 徳島県 

立花ゴルフセンター 福岡県 

T-SHOT 小郡 福岡県 

大野城スカイゴルフセンター 福岡県 

大善寺ゴルフガーデン 福岡県 

フジカントリークラブ 佐賀県 

EZUGOLF 熊本県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        


