
若い世代にゴルフへの関心をということで３年前にスタートした画期的な企画のゴルマジ。練習場やゴルフ場で多くの若い
ゴルファーが活用され、着実な成果が出ています。４年目の今年度は今まで以上に業界団体も積極的に協力させていただき
、盛り上げたいと思います。

2017年4月3日

19・20歳限定、ゴルフプレーが無料！
『ゴルマジ！ ～GOLF MAGIC～』が4月3日（月）よりスタート

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）に設置された観光に関する調査・
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！』）を実施することをお知らせします。 今
年で4シーズン目を迎える『ゴルマジ！』は、19・20歳を対象に、全国230以上（2017年4月3日時点）のゴルフ場とゴルフ
練習場の利用料金を無料にし、より多くの若者へゴルフを楽しむきっかけを提供していきます。なお、2017年4月3日（月）
より『ゴルマジ！』の会員登録、また各施設を利用することができます。
『ゴルマジ！』サイト：https://golf-jalan.net/golmaji20/ 

JRCは、国内旅行・レジャー市場の活性化を目的に活動しています。若年層の行動支援プラットフォーム「マジ☆部」アプ
リを通じて、19歳限定でスキー場のリフト券を無料にする『雪マジ！19』や19～21歳限定で全国の立ち寄り温泉入浴料を
無料にする『お湯マジ！』など、“若者限定×無料”の様々な体験を展開しています。
国内のゴルフ人口は、1992年の約1500万人をピークに、その後は減少傾向が続いています。特に10~20代は参加率が低く、
その理由として、若者にとってゴルフはお金のかかるスポーツというイメージが強いため、気軽に始められないということ
が調査からわかりました（※2）。一方、10～20代は他の世代に比べて参加意向は高く、将来的にゴルファーを増やすこと
への鍵になる年代であることも調査からわかりました（※2）。
JRCは各ゴルフ業界と協力し、若者にゴルフを気軽に始めてもらえるきっかけ作りとして、また生涯スポーツとして楽しん
でもらえるよう、2014年から『ゴルマジ！』をスタートしました。今シーズンは、19・20歳の方であれば、ゴルフ場92施
設のプレー料金が無料、またゴルフ練習場140施設の利用が無料になります（2017年4月3日時点）。
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
公益社団法人ゴルフ緑化促進会／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 「ゴルフ市場に関する実態調査」（JRC調べ）

『ゴルマジ！』実施背景と企画概要

全国230以上の施設において無料でゴルフが楽しめる

■特徴・19歳、20歳の方は、スマートフォンで「マジ☆部」アプリをダウンロードし『ゴルマジ！』へ会員登録（無料）
するだけで利用可能です（※3）

・ゴルフ場でのマナーや揃えておきたいアイテムなどをアプリ内で紹介
・クラブをレンタルできる「ゴルマジ！専用宅配クラブレンタル」サービスも利用できる（※4）

■対象者：2017年度19歳男女（1998年4月2日～1999年4月1日生まれ）
2017年度20歳男女（1997年4月2日～1998年4月1日生まれ）

■対象期間（ゴルフ場・ゴルフ練習場）：2017年4月3日（月）～2018年3月31日（土）

■参画施設：ゴルフ場92施設／ゴルフ練習場140施設（2017年4月3日（月）時点、5月15日（月）まで順次追加予定）
施設名は別紙を参照ください

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

■会員登録開始日：2017年4月3日（月）

※3 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（50球）の利用料金を無料にすることを保証します。
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
※4 レンタル料と送料（2,000円＋税）は自己負担になります

『ゴルマジ！』詳細

ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）委員長・馬場 宏之氏メッセージ



『ゴルマジ！』利用までの流れ

事前にやること

STEP３
ゴルフ場・
ゴルフ練習場を検索

『ゴルマジ！』を
利用できる施設を検索

施設情報を確認し、
訪問可能日や
付帯条件を確認

STEP6
事前予約

（ゴルフ場のみ）

ゴルフ場を利用する際には、
ネットまたは電話にて「ゴ
ルマジ」プランの事前予約

が必須。同行者情報
（人数）なども入力

STEP7
スマホアプリ
「マジ☆部」で
無料クーポン発行

アプリ上の「ゴルマジ！クーポン＋会員証」
画面と、写真付き身分証明書を施設の
フロントで提示

STEP8
ゴルフを楽しむ

当日施設でやること

事前にやること

App Store/
Google Playから
ダウンロード
（無料）

「マジ☆部」とは

JRCは、若年層の行動支援プラットフォームとして「マジ☆部」を創りました。若年層需要活性施策『雪マジ！19』『Jマジ！』『お湯マ
ジ！』などを、「マジ☆部」を通じて会員に向けて展開してきました。今後も「マジ☆部」に入れば、さまざまな楽しい体験を無料で出
来るという世界観を目指し、国内旅行の需要創出につながる施策を企画、実施していきます。

詳細はこちら：https://majibu.jp/

STEP4
条件確認

STEP２
会員登録（無料）

STEP１
スマホで

「マジ☆部」アプリを
ダウンロード（無料） 必要情報を入力し、

『ゴルマジ！』の
会員になる

STEP5
マナー・エチケット

特集の確認

ゴルフ場予約前や、練習場
検索前などで、ゴルフのマ
ナー・エチケット講座ページ

を閲覧
※ゴルフ場の初回予約前には

必ずマナークイズに回答



『ゴルマジ！』 ゴルフ場参画施設一覧（2017年4月3日（月）時点）

県 施設名

北海道

帯広カントリークラブ

札幌エルムカントリークラブ ミニコース

函館シーサイドカントリークラブ

フォレスト旭川カントリークラブ

ユニ東武ゴルフクラブ

青森県

津軽高原ゴルフ場

夏泊ゴルフリンクス

八甲田ビューカントリークラブ

びわの平ゴルフ倶楽部

宮城県 松島国際カントリークラブ

福島県

会津高原たかつえカントリークラブ

棚倉ステークスカントリークラブ

ヘレナ国際カントリー倶楽部

栃木県

足利カントリークラブ 飛駒コース

足利カントリークラブ 多幸コース

エヴァンタイユ ゴルフクラブ

鹿沼カントリー倶楽部

鹿沼７２カントリークラブ

ジュンクラシックカントリークラブ

栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部

栃の木カントリークラブ

那須カントリークラブ

那須ちふり湖カントリークラブ

群馬県 太田双葉カントリークラブ

中沢ヴィレッジ 森のゴルフ場 アイアンコース

茨城県

ジュンミニゴルフ

那珂カントリー倶楽部

ニッソーカントリークラブ

埼玉県

大宮国際カントリークラブ

鴻巣カントリークラブ

長瀞カントリークラブ

千葉県

北谷津ゴルフガーデン

キャメルゴルフリゾート

東我孫子カントリークラブ

東京都 ＧＭＧ八王子ゴルフ場

山梨県 丘の公園清里ゴルフコース

北の杜カントリー倶楽部

長野県 鹿島南蓼科ゴルフコース

志賀高原カントリークラブ

新潟県

妙高カントリークラブ

湯沢中里ファミリーショートコース

ヨネックスカントリークラブ

県 施設名

静岡県
修善寺カントリークラブ
ハマニシゴルフクラブ

富士御殿場ゴルフ倶楽部

岐阜県

明世カントリークラブ

こぶしゴルフ倶楽部

日吉ハイランド倶楽部

美岳カントリークラブ

愛知県 ニッケゴルフ倶楽部 弥富コース

平尾カントリークラブ

三重県
長島スポーツランド ガーデンゴルフコース

名阪チサンカントリークラブ

ローモンドカントリー倶楽部

滋賀県 皇子山カントリークラブ

名神栗東カントリー倶楽部
大阪府 高槻ゴルフ倶楽部

兵庫県

青野運動公苑アオノゴルフコース

有馬ロイヤルゴルフクラブ

大岡ゴルフ倶楽部

北六甲カントリー倶楽部 西コース

ダンロップゴルフコース

ダンロップパースリーコース

妙見富士カントリークラブ

ヤシロカントリークラブ
湯村カンツリークラブ

吉川インターゴルフ倶楽部 ＭＥＣＨＡ

奈良県 奈良パブリックゴルフ場
和歌山県 小倉カントリー倶楽部

鳥取県
神田ゴルフクラブ

米子ゴルフ場

島根県 出雲空港カントリー倶楽部

島根ゴルフ倶楽部

岡山県
長船カントリークラブ

水島ゴルフリンクス

美作カントリークラブ

広島県
尾道カントリークラブ 宇根山コース
リージャスクレストゴルフクラブグランド

リージャスクレストゴルフクラブロイヤル

山口県 宇部７２カントリークラブ 阿知須コース

福岡県

勝山御所カントリークラブ

ザ・クラシックゴルフ倶楽部

皐月GC竜王コース

西日本カントリークラブ

佐賀県 佐賀クラシックゴルフ倶楽部

フジカントリークラブ

熊本県
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ

くまもと中央カントリークラブ

百花園ゴルフ場

鹿児島県
グリーンヒルカントリークラブ

南九州カントリークラブ
沖縄県 カヌチャゴルフコース



『ゴルマジ！』 ゴルフ練習場参画施設一覧（2017年4月3日（月）時点）

県 施設名

北海道

大空ゴルフ練習場
札幌テイネゴルフ倶楽部

ＰＡＳＳＩＯＮＡＴＥ ＧＯＬＦ ＡＴＨＬＥＴＥＳ（Ｐ・
Ｇ・Ａ）

フォレスト旭川カントリークラブ

宮城県
グリーンスポーツ

名取ゴルフガーデン

宮城ゴルフガーデン
山形県 鶴岡ゴルフガーデン

福島県

会津ゴルフガーデン
荒川ゴルフクラブ

ゴルフレンジアミーゴ

だてごるふ練習場

ＰＬＡＣＥ ＯＦ ＧＯＬＦ ５４
ベストゴルフ若松

栃木県 エヴァンタイユ ゴルフクラブ

大城ゴルフ練習場フェアウェイ

群馬県 エクセルヒルズゴルフ練習場

関根ゴルフクラブ

茨城県
エースゴルフスタジアム

ロイヤルグリーン内原
ロイヤルグリーン勝田

埼玉県

アーリーバードゴルフクラブ

岩槻オルゴゴルフガーデン

カゴハラゴルフクラブ

グリーンヒルゴルフクラブ
クリスタルゴルフガーデン東松山

江南ゴルフクラブ

鴻巣ジャンボゴルフセンター

ふたつやゴルフガーデン

弥栄ゴルフ練習場

千葉県

あさひゴルフ練習場

アネックスゴルフ
オカモゴルフ

ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ

柏井ゴルフセンター

北谷津ゴルフガーデン

ザ・ゴルファン

ジャパンゴルフスクール

ジャンボゴルフクラブ

ダイナミックゴルフ千葉

ダイナミックゴルフ成田

館山ゴルフ倶楽部

土気ゴルフセンター
ニッケゴルフ倶楽部コルトンセンター

ヒルトップバーディクラブ

フジゴルフパーク

誉田ゴルフセンター

梨香台ゴルフガーデン

東京都

加藤農園ゴルフリンクス

環七春日橋ゴルフクラブ

京王御殿山ゴルフ練習場

京浜ゴルフクラブ

ＧＭＧ八王子ゴルフ場

ジップゴルフアリーナ

スイング碑文谷
ダンロップスポーツクラブ綾瀬ゴルフスクール

千歳ゴルフセンター

ドゥワンゴルフアカデミー（インドアゴルフスタジオ）

羽村グリーンゴルフ

ビームス＆ウィンズ ステーション ゴルフ＆ランニング

馬込ゴルフガーデン

神奈川県
第百ゴルフクラブ

京王若葉台ゴルフ練習場

東急あざみ野ゴルフガーデン

長野県
ゴルフパートナー松本西リバーサイドゴルフクラブ店

シティヒルズゴルフクラブ

新潟県
加茂ゴルフセンター

湯沢中里ゴルフ練習場

ヨネックスゴルフ練習場

県 施設名

静岡県
掛川ゴルフガーデン

ハマニシゴルフクラブ
浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部

岐阜県

明世カントリークラブ

岐阜羽島ゴルフレンジ
こぶしゴルフ倶楽部
ショット ハウス
ニッケゴルフ倶楽部岐阜センター

日吉ハイランド倶楽部練習場

プリンセスゴルフガーデン

愛知県

亀崎エスティ―ゴルフ

キャスコスウィング
ゴルフ倶楽部ダイセン

桜木ゴルフクラブ
スポーツプラザ Ｂ＆Ｇ

中日ゴルフ

西尾ゴルフクラブ練習場
ニッケゴルフ倶楽部一宮センター

ニッケゴルフ倶楽部甚目寺センター

平針ゴルフセンター

ユームゴルフ練習場

三重県

ＵＰ・ＤＯゴルフガーデン津店
ＵＰ・ＤＯゴルフガーデン鈴鹿店

ＵＰ・ＤＯゴルフガーデン松阪店
山之一色ゴルフ練習場

滋賀県
多賀ゴルフ練習場

トードーゴルフセンター
美松ゴルフセンター

京都府 渕垣丹和ゴルフ練習場
ロイヤルグリーンゴルフクラブ

大阪府

青谷ゴルフガーデン

河内長野ゴルフセンター

ゴルフスミノエ

桜宮ゴルフクラブ
Ｊｕｋｅ．Ｇｏｌｆ．Ｃｌｕｂ

高槻ゴルフ倶楽部

東香里ゴルフセンター

ブリヂストングリーンアリーナ岬

星田ゴルフセンター
ユキカゼスポーツゴルフセンター

兵庫県

エブナゴルフセンター
ニッケゴルフ倶楽部加古川センター

ニッケゴルフ倶楽部京口センター
ニッケゴルフ倶楽部土山センター

和歌山県 吉備インターゴルフセンター

岡山県

パルグリーンゴルフクラブ

プロツアースポーツ岡山店

みのるゴルフ一宮
みのるゴルフ山陽

みのるゴルフ妹尾

美作カントリークラブ
リンクスランドゴルフクラブ

広島県

広谷ゴルフ練習場
広電ゴルフ

安浦シーサイドゴルフ

ラブゴルフクラブ

山口県
木屋川ゴルフセンター

ゴルフステージ ＨＢＡＣＣ
丸河内ゴルフガーデン

徳島県 紅葉ゴルフクラブ

香川県 瀬戸内ゴルフセンター
高松青春ゴルフセンター

高知県 西高知ゴルフ

福岡県

曙ゴルフガーデン

グランドゴルフセンタ―

桜ヶ丘ゴルフセンター
大善寺ゴルフガーデン

立花ゴルフセンター
Ｔ－ＳＨＯＴ

熊本県 画図ゴルフ

Ｔ－ＳＨＯＴ玉名

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press


