
●１部：新規顧客集客ＵＰ マーケティングセミナ― ～他業界の事例をもとに～（50分） 

        企業が実施しているマーケティング手法、最新の情報発信事例のほか、 

      じゃらんリサーチセンターが実施する地域活性事例や、スノーアクティビティ市場 

      活性化プロジェクト「雪マジ！19」での気づきを交え、ゴルフ業界で転用できる 

      アイディアをご紹介いたします。 
 

●２部：「ゴルマジ！20 ～GOLF MAGIC～」1期目報告会（40分） 

    新規ゴルファーを創出する企画「ゴルマジ！20」。若者はゴルフに行ったのか？ 

    施設を選ぶ際のポイントは何なのか？など、振り返り調査をもとにお話しします。 
 
●ゴルフ市場活性化施策についての意見交換など（20分） 

・ゴルフ場関係者の方々、ゴルフ練習場関係者の方々 

・ゴルフ用品関係者の方々を中心とした、ゴルフ市場の再活性化 ならびに 未来の需要創出に 

ご関心をお持ちの皆様 

 セミナー内容  120分 （途中休憩10分含む）  講師：じゃらんリサーチセンター研究員 

 主催・運営 

 参加費 無料 

「ゴルフ市場活性化」マーケティングセミナー ２０１５ 

      同時開催 ゴルマジプロジェクト１期目報告会 

 拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

 昨年全国10会場で開催をさせていただきました「ゴルフ市場活性化」マーケティングセミナ―を
今年も開催させて頂くこととなりました。ゴルフ市場は団塊世代のゴルフ現役リタイアによってゴ
ルフ対象人口の減少する2015年問題に直面しております。対象人口減少の際には、目の前のお客様
にサービスの提供（セールス）をするだけではなく、新たな顧客の開拓（マーケティング）が求め
られます。今回、他業界や他スポーツ産業の事例をもとに、今求められているマーケティングにつ
いてのお話しをさせていただき、ゴルフ関連施設様の今後の発展の一助になればと考えております。
また、全国のゴルフ場、練習場有志の277施設の皆様と2014年8月からスタートしている、若者需要
創出5ヶ年プロジェクト「ゴルマジ！20～GOLF MAGIC～」の1期目結果報告会も同時に開催させ
て頂きます。ゴルフ市場の再活性化、施設集客にご興味ご関心のある皆様、是非ご参加をお待ちし 

ております！ 

主催：株式会社リクルートライフスタイル  事業創造部 じゃらんリサーチセンター 

            URL：http://jrc.jalan.net 

協力：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 

   日本ゴルフジャーナリスト協会 

 対象のお客様 

【Ａ－１】セミナーご案内 

http://jrc.jalan.net/
http://jrc.jalan.net/


 開催スケジュール・開催地    ※ご都合が合う日程でお申込みください 

＜第１回＞茨城会場 ：２０１５年２月２６日（木） 

       茨城県労働福祉会館 ５Ｆ 第１会議室 

＜第２回＞埼玉会場 ：２０１５年２月２６日（木）  

      鴻巣カントリークラブ 

＜第３回＞長野会場 ：２０１５年２月２７日（金）  

       ＪＡ長野県ビル １２Ｂ 

＜第４回＞千葉会場 ：２０１５年３月２日（月） 

       千葉市幕張勤労市民プラザ 多目的ホール 

＜第５回＞東京会場①：２０１５年３月３日（火）  

       (株)リクルートコミュニケーションズ内 ２Ｆ大ホール（イヌイビル・カチドキ） 

＜第６回＞神奈川会場：２０１５年３月４日（水） 

       技能文化会館 802大研修室 

＜第７回＞名古屋会場：２０１５年３月５日（木）  

       (株)リクルートライフスタイル内 １０階ＡＢ会議室（日土地名古屋ビル） 

＜第８回＞大阪会場 ：２０１５年３月６日（金）※開場：13：30 開演：14：00～16:00  

       (株)リクルートライフスタイル内 ３０階中ホール（梅田阪急ビルオフィスタワー） 

＜第９回＞栃木会場 ：２０１５年３月６日（金）  

       栃木県教育会館 中会議室 

＜第10回＞静岡会場 ：２０１５年３月９日（月） 

       御殿場市民会館 多目的室 

＜第11回＞兵庫会場 ：２０１５年３月１０日（火） 

       菊水ゴルフクラブ 

＜第12回＞広島会場 ：２０１５年３月１１日（水） 

         広島市まちづくり市民交流プラザ 研修室ＡＢ 

＜第13回＞福岡会場 ：２０１５年３月１２日（木） 

       福岡県中小企業振興センター ４０１会議室 

＜第14回＞東京会場②：２０１５年３月１３日（金） 

       (株)リクルートコミュニケーションズ内 ２Ｆ大ホール（イヌイビル・カチドキ） 

＜第15回＞熊本会場 ：２０１５年３月１３日（金）  

       くまもと森都心プラザ Ａ・Ｂ会議室 

＜第16回＞北海道会場：２０１５年３月１６日（月） 

       (株)リクルート北海道じゃらん アスティ４５ １４階セミナールーム 

＜第17回＞仙台会場 ：２０１５年３月１７日（火） 

       (株)リクルートライフスタイル内 仙台トラストタワー １１階 第１会議室 

全国１７会場にて、開催いたします。以下よりご都合に合わせてお選び下さい。 

開場：１２：３０  開演：１３：００～１５：００ 

※大阪会場のみ 開場： １３：３０  開演：１４：００～１６：００ 

【当日のご連絡先】０３－６８３５－６２５０（じゃらんリサーチセンター） 

＊当日のご連絡先が東京の為、各会場までの道案内は難しい場合がございます。何卒ご了承ください。 

※沖縄、その他追加でのゴルマ
ジ！20の報告会は、3月以降“じゃ
らんリサーチセンター”のホーム
ページにて順次ご案内致します。
（http://jrc.jalan.net/seminar/2015/

01/2015-b957.html） 



 セミナー会場ＭＡＰ一覧 ① 茨城・埼玉・長野・千葉・東京・神奈川 

住所：茨城県水戸市梅香2-1-39 

アクセス：「水戸」駅北口より徒歩15分、「水戸」
駅北口よりバス南町三丁目下車、徒歩5分 

URL： http://lawel.org/assembly-hall.html 

【茨城会場：茨城県労働福祉会館】 

茨城県労働福祉会館 

水戸駅 

【千葉会場：千葉市幕張勤労市民プラザ】 

住所：千葉県千葉市美浜区若葉3-1-8 

アクセス：JR｢海浜幕張｣駅より徒歩13分 

URL：http://chibaksp.jp/makuhari/ 

海浜幕張駅 

【東京会場①②：イヌイビル・カチドキ】 

住所：東京都中央区勝どき1-13-1  イヌイビル・
カチドキ  

アクセス：都営大江戸線 ｢勝どき｣駅より徒歩3分 

URL：https://www.rco.recruit.co.jp/gaiyo/map.html 

イヌイビル・カチドキ 

勝どき駅 

【長野会場：JA長野県ビル】 

住所：長野県長野市大字南長野北石堂町1177-3 

アクセス：JR｢長野｣駅善光寺口より徒歩10分 

URL： http://www.naganoken-jabill.co.jp/ 

JA長野県ビル 

長野駅 

住所：埼玉県鴻巣市関新田 2123 

アクセス：桶川北本ICから料金所を出て一般道に合
流し、すぐUターン（Uターン路あり）。鴻巣方面に
直進。白岡・菖蒲IC 料金所を出て信号一つ目を右折、
羽生、騎西方面に進む。 

URL：http://www.kanbun-group.co.jp/kcc/ 

【埼玉会場：鴻巣カントリークラブ】 

鴻巣カントリークラブ 

【神奈川会場：横浜市技能文化会館】 

住所：神奈川県横浜市中区万代町2-4-7 

アクセス：JR根岸線｢関内｣駅南口より徒歩5分。横浜
市営地下鉄ブルーライン ｢伊勢佐木長者町｣駅出口2 

より徒歩3分  URL： http://gibun.jp/ 

横浜市技能文化会館 

関内駅 

千葉市幕張 

勤労市民プラザ 

【当日のご連絡先】０３－６８３５－６２５０（じゃらんリサーチセンター） 

＊当日のご連絡先が東京の為、各会場までの道案内は難しい場合がございます。何卒ご了承ください。 



 セミナー会場ＭＡＰ一覧 ② 名古屋・大阪・栃木・静岡・兵庫・広島 

住所：栃木県宇都宮市駒生1-1-6 

アクセス：JR「宇都宮」駅西口、東武線「宇都宮」駅
から作新学院・駒生行きバスで「東中丸(会館前)」下車 

URL：http://www.t-rk.jp/ 

【栃木会場：栃木県教育会館】 

栃木県教育会館 

【兵庫会場：菊水ゴルフクラブ】 

住所：兵庫県神戸市兵庫区烏原町ヌク谷1番地 

アクセス：JR｢神戸｣駅より車で15分。 

また｢神戸｣駅よりクラブバス運行。詳しくはこちら
→http://www5.ocn.ne.jp/~kikusui/newpage40.htm 

URL：http://www5.ocn.ne.jp/~kikusui/ 

菊水ゴルフクラブ 

神戸駅 

三宮駅 

住所：412-0042 静岡県御殿場市萩原183-1 

アクセス：JR「御殿場」駅より車で7分。 

URL： http://gotemba-shiminkaikan.jp/ 

【静岡会場：御殿場市民会館】 

御殿場市民会館 

御殿場駅 

広島市まちづくり市民交流プラザ 

【広島会場：広島市まちづくり市民交流プラザ】 

住所：広島県広島市中区袋町6-36 

アクセス：広島電鉄｢袋町｣駅より徒歩3分 。広島電
鉄｢紙屋町東｣電停より徒歩6分。JR「広島｣駅南口 
より広電バス3・24号線｢袋町｣下車。 

URL：http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/ 

【大阪会場：梅田阪急ビル】 

住所：大阪府大阪市北区角田町8-1 梅田阪急ビルオ
フィスタワー 

アクセス：阪急･阪神｢梅田｣駅より徒歩3分。JR｢大
阪｣駅より徒歩4分。御堂筋線｢梅田｣駅より徒歩2分。
谷町線｢東梅田｣駅より徒歩2分。四つ橋線｢西梅田｣駅
より徒歩6分。JR東西線｢北新地｣駅より徒歩8分。 

URL： http://www.umedahankyu-bldg.com/ 

梅田阪急ビル 

大阪駅 

梅田駅 

【名古屋会場：日土地名古屋ビル】 

住所：愛知県名古屋市中区栄2-1-1 

アクセス：東山線･鶴舞線 「伏見」駅 直結 

URL：
http://www.nittochi.co.jp/enterprise/city/building/building_

29.html 

伏見駅 

日土地名古屋ビル 

【当日のご連絡先】０３－６８３５－６２５０（じゃらんリサーチセンター） 

＊当日のご連絡先が東京の為、各会場までの道案内は難しい場合がございます。何卒ご了承ください。 

http://www5.ocn.ne.jp/~kikusui/newpage40.htm
http://www5.ocn.ne.jp/~kikusui/newpage40.htm
http://www5.ocn.ne.jp/~kikusui/newpage40.htm


 セミナー会場ＭＡＰ一覧 ③ 福岡・熊本・北海道・仙台 

【北海道会場：北海道アスティ４５】 

住所：北海道札幌市中央区北4条西5-1 

アクセス： JR｢札幌｣駅南口より徒歩5分、地下鉄
｢さっぽろ｣駅より徒歩3分 

URL： http://www.asty45.jp/ 

北海道アスティ４５ 

地下鉄さっぽろ駅 

JR札幌駅 

【熊本会場：くまもと森都心プラザ】 

住所：熊本県熊本市西区春日1-14-1 

アクセス： JR｢熊本｣駅白川口（東口）より徒歩3分。
熊本交通センターより、熊本駅前バス停下車(所要時間
10分) 

URL： http://stsplaza.jp/ 

くまもと森都心プラザ 熊本駅 

【仙台会場：仙台トラストタワー】 

住所：宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1  

アクセス：地下鉄南北線｢仙台｣駅南2番出口より徒歩
6分、JR仙石線｢あおば通｣駅2番出口より徒歩約8分、
JR｢仙台｣駅西口より徒歩約9分 

URL： http://www.mori-trust.co.jp/sendai-tt/ 

仙台トラストタワー 

仙台駅 

【福岡会場：福岡県中小企業振興センター】 

住所：福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15 

アクセス：箱崎線｢馬出九大病院前｣駅より徒歩10分。
JR｢吉塚｣駅より徒歩1分 

URL： http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/ 

福岡県中小企業振興センター 

（福岡県中小企業復興センタービル６F） 

【当日のご連絡先】０３－６８３５－６２５０（じゃらんリサーチセンター） 

＊当日のご連絡先が東京の為、各会場までの道案内は難しい場合がございます。何卒ご了承ください。 

吉塚駅 



「ゴルフ市場活性化」マーケティングセミナー参加申込書 
（開催日時、場所、参加対象をご確認の上、希望日時の番号に○を付けてください） 

※定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。申込状況によって、1施設様の参加人数制限をさせて
いただく場合がございます。お申込後、事前に弊社よりご連絡がない場合は、ご出席いただけます。 
当日、直接会場へお越しください。満席の場合のみご連絡をさせていただきます。 

■プライバシーポリシー 

お申し込みの際にご提供いただいたお客様の個人情報につきましては、細心の注意を払い取り扱わせていただきます。お預かりした個人情報は、
本セミナーの連絡調整および本サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付に利用いたします。本サービス
においてそれぞれ必要となる項目を記入、または入力いただかない場合は、本サービスを受けられない場合があります。当社は、原則として、
ご本人の承諾なく上記目的以外に個人情報を利用または第三者に提供しません。ただし、当社は個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委
託することがあります。個人情報の取扱いに関するお問合せは下記のお問い合わせ先にご連絡ください。原則として本人に限り、「個人情報の
利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止、ならびに第三者への提供の停止を求めることができるものと
します。具体的な方法については下記の個人情報管理の問い合わせ先にご連絡ください｡ 

■個人情報管理責任者 

株式会社リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター センター長 

※お問合せは以下の担当者までご連絡ください。 

お問い合わせ先：電話番号 03-6835-6250（平日10：00～18：00）E-Mail：maji@waku-2.com 

（株）リクルートライフスタイル じゃらんリサーチセンター（担当：室田明里・勢堂ユキ） 

施設名・組織名 

（社名・自治体名・会社名・施設名など） 

氏 名 

ご連絡先お電話番号 

部課名 

メールアドレス 

ゴルフ場 ・ ゴルフ練習場 ・ ゴルフ関連施設 ・ ゴルフショップ ・ その他 

※参加申込書は、1名様に付き、1枚のご記入でお願いいたします。 

お申込みはこちらまで FAX：03-6834-8628 
※定員になり次第、締め切らせていただく場合がございます。満席の場合のみご連絡させていただきます。 

【Ａ－２】セミナーお申込書 

ご希望の 

会場に○を 

ご記入ください 

会 場 
FAX申込 

締め切り 

2/26（木） 茨城会場 2/24（火） 

2/26（木） 埼玉会場 2/24（火） 

2/27（金） 長野会場  2/24（火） 

3/2（月） 千葉会場  2/26（木） 

3/3（火） 東京会場① 3/2（月） 

3/4（水） 神奈川会場 3/2（月） 

3/5（木） 名古屋会場  3/3（火）  

3/6（金） 大阪会場 3/4（水） 

3/6（金） 栃木会場 3/4（水） 

ご希望の 

会場に○を 

ご記入ください 

会 場 
FAX申込 

締め切り 

3/9（月） 静岡会場 3/5（木） 

3/10（火） 兵庫会場 3/6（金）  

3/11（水） 広島会場 3/9（月） 

3/12（木） 福岡会場 3/10（火） 

3/13（金） 東京会場② 3/11（水） 

3/13（金） 熊本会場 3/11（水） 

3/16（月） 北海道会場 3/12（木） 

3/17（火） 仙台会場 3/13（金）  

■上記【プライバシーポリシー】に同意の上、下記参加申込書に記入し、FAXにて申し込みます。 


