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2020年7月27日

今月の注目ラインアップ

【9月は海外メジャー第2戦が開幕！】

③PGAツアー年間王者が決まる！

「ツアーチャンピオンシップ」
（P.5）

①120回目の全米オープンが開幕！

「全米オープンゴルフ選手権」
「練習ラウンド生中継 全米オープンゴルフ選手権」
「速報！2020全米オープントークセッション」

（P.2～P.3）
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②国内ツアー応援宣言！
女子ツアー終盤戦をとことん1番ホール生中継！

「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」
（P.4）
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全米オープンゴルフ選手権 過去大会
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【海外メジャー】

【大会概要】
■開催日：9/17（木）～9/20（日）
■場所：ウィングドフットゴルフコース（ニューヨーク州）
■賞金総額：1200万ドル（優勝賞金：225万ドル）
■19年優勝：ゲーリー・ウッドランド（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 9/17（木）午後9：00～翌午前8：30
２日目 9/18（金）午後9：00 ～翌午前8：30
３日目 9/19（土）午後10：00 ～翌午前8：00
最終日 9/20（日）午後10：00 ～翌午前9：30
（※最大延長 [１日日]午前9：30まで [２日日]午前9：30まで

[３日日]午前9：00まで [最終日]午前10：30まで）

1895年から米国で最も権威のある大会として歴史を刻む全米オープンゴルフ
選手権。120回目を迎える今年は2006年以来6回目のニューヨーク州のクラ
シックコース、ウィングドフットゴルフコースの西コースでの開催となる。1921年、
A・W・ティリングハースト設計で開場した。ティリングハーストは昨年全米プロを
開催したベスページブラックコースや2016年全米プロを開催したバルタスロール
を設計したことでも知られる。全米オープンらしく、コースは難解の限りを極め、
前回開催された2006年、ジェフ・オギルビーはトータル5オーバーで優勝を果た
した。昨年のような10アンダー前後の優勝争いは考えにくく、強い忍耐力が要
求される。我慢強くパーパットをしのぐゴルファーに栄冠が与えられるだろう。
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＜放送日時＞
2008年大会プレーオフ 9/4（金）午後8：00～11：00
2018年大会最終日 9/12（土）午前11：00～午後2：00
2019年大会２日目 9/12（土）午後2：15～5：15

３日目 9/13（日）午前11：00～午後2：00
最終日 9/13（日）午後2：45～5：45

今年で120回目を迎える全米オープンゴルフ選手権の開幕を前に過去大会
をプレーバック。タイガー・ウッズとロコ・メディエイトによる91ホールに及ぶ歴史
的な戦いが繰り広げられた2008年大会をはじめ、ブルックス・ケプカが連覇を
果たした2018年大会、ゲーリー・ウッドランドがメジャー初制覇を果たした
2019年大会を放送予定！これを見て今年の全米オープンを予習しよう。

全米オープンゴルフ選手権
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速報！2020全米オープントークセッション
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【海外メジャー】

＜放送日時＞ ※生中継・再放送あり
前半 9/15（火）深夜0：45～3：00
後半 9/15（火）深夜3：00～翌午前5：30

今年も全米オープンの本戦前に行われる練習ラウンドを生中継でお届けす
る。この番組では、熱戦を間近に控えた選手たちがコース攻略に向けてどの
ような調整を行っているか、練習ラウンドの模様を合計4時間以上に渡って
生中継する。今年の全米オープンは昨年全米プロを開催したベスページブ
ラックコースや2016年全米プロを開催したバルタスロールを設計したことでも
知られるA・W・ティリングハースト設計のニューヨークのクラシックコース、ウィン
グドフットゴルフコースで行われる。各選手が戦略を練る風景はこの番組でし
か見られないところ。松山英樹を始めとした注目選手たちの仕上がり具合は
ここでチェック！

＜放送日時＞
9/21（月・祝）全米オープンゴルフ選手権最終日放送終了後から60分

全米オープンゴルフ選手権の放送終了直後に特別番組を生放送！ビッグトーナメントの興奮冷めやらぬタイミングで、その余韻
に浸る。世界最高峰の戦いで、勝負の分かれ目はどこにあったのか。記憶に刻まれた一打とは？！中継解説者のみならず、プロ
ゴルファーをはじめとするさまざまなゲストを迎え、2020年のメジャーを多角的に振り返る 。

練習ラウンド生中継 全米オープンゴルフ選手権

©Getty Images
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ゴルフ用品専門店「ゴルフ5」を運営する株式会社アルペンの主催で行われ
る大会で今年は25回目の開催。舞台は、2年ぶりにゴルフ5カントリーみずな
みコース。昨年は、首位タイからスタートしたイ・ミニョンが安定したプレーでツア
ー5勝目を挙げた。1番ホールは391ヤードのパー4。フェアウェイが左に傾斜
しているため、フェアウェイ右サイドにある松の木のあるバンカー方向狙い。グリ
ーンも、フェアウェイ同様左に傾斜しているため、ピン位置がどこになるか次第
だが、右サイドから狙うのがセオリーか。

【大会概要】
■開催日：9/4（金）～9/6（日）
■コース：GOLF5カントリーみずなみコース（岐阜県）
■賞金総額：6000万円（優勝賞金：1080万円）
■19年優勝：イ・ミニョン（韓国）

©Getty Images

【国内ツアー】

ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント

≪とことん1番ホール生中継≫
２日目 9/5（土）午前7：00～11：00
最終日 9/6（日）午前7：00～10：00
（※最大延長 [最終日]10：30まで）

ぎゅっと週刊国内ツアー

＜放送日時＞
＃１５２ 9/7（月）午後11：00～11：30
＃１５３ 9/14（月）午後11：00～11：30
＃１５４ 9/21（月・祝）午後11：00～11：30
＃１５５ 9/28（月）午後11：00～11：30

3シーズン目を迎えた「ぎゅっと週刊国内ツアー」は今年も番組尺は30分で

スタート！どこよりも詳しい大会ハイライトに加え優勝者を含めた選手インタ

ビューも充実。優勝キャディーに聞いた選手とラウンド中に交わした知られざ

る会話や恒例の優勝セッティング紹介するWITBなどゴルフファンにとってはう

れしい情報もお届け！
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【PGAツアー】
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【大会概要】
■開催日：9/4（金）～9/7（月）
■場所： イーストレイクゴルフクラブ（ジョージア州）
■賞金総額：賞金なし
■19年優勝：ローリー・マキロイ（北アイルランド）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 9/4（金）深夜2：00～翌午前7：00
２日目 9/5（土）深夜2：00～翌午前7：00
３日目 9/6（日）深夜2：00～翌午前8：15
最終日 9/7（月）深夜1：00～翌午前7：15
（※最大延長 [３日日]午前9：00まで [最終日]午前9：30まで）

シーズン最終戦はジョージア州イーストレイクゴルフクラブで開催 、“球聖”ボビ
ー・ジョーンズがホームコースとしていた名門コース。 昨年からBMWチャンピオン
シップまでのランキングでストローク差をつけるハンディキャップ制を導入。ランキン
グ1位は10アンダーからのスタートとなり、この大会の優勝者が年間王者となる
。昨年は首位と1打差の2位で最終日をスタートしたローリー・マキロイが通算
18アンダーで逆転。2016年以来3年ぶり2度目の年間王者に輝き1500万
ドル（約16億円）のボーナスを手にした。今季の年間王者は果たして…。

ツアーチャンピオンシップ

©Getty Images

【大会概要】
■開催日：9/10（木）～9/13（日）
■場所：シルバラードリゾート＆スパ（カリフォルニア州）
■賞金総額：-（優勝賞金：118.8万ドル）
■19年優勝：キャメロン・チャンプ（米国）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 9/11（金）午前5：00～8：00 
２日目 9/12（土）午前5：00～8：00 
３日目 9/13（日）午前7：00～10：15
最終日 9/14（月）午前7：00～10：15
（※最大延長 [最終日]午後0：00まで）

ツアーチャンピオンシップが終わったのも束の間、2020-21年シーズンが開幕！
舞台は2014年から開催コースとなっている、カリフォルニアワインの産地として名
高いナパ、シルバラートリゾート＆スパ。細長い盆地になっているナパは極度の乾
燥と強風が有名で、過去には大会中に800平方キロ以上を焼く山火事が発
生するほど。カリフォルニア特有の「サンタアナ風」と「悪魔の風」と呼ばれる強く乾
燥した風を攻略することがカギとなる。コースの象徴ともなっているマンションは南
北戦争を戦ったジョン・ミラー将軍の邸宅として1870年代に建てられ、現在はカ
リフォルニア州のランドマークにもなっている。

セーフウェイオープン
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【PGAツアー】
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【大会概要】
■開催日：9/24（木）～9/27（日）
■場所：コラレスゴルフクラブ（ドミニカ共和国）
■賞金総額：-（優勝賞金：54万ドル）
■19年優勝：グレアム・マクドウェル（北アイルランド）

＜放送日時＞ ※全ラウンド生中継・再放送あり
１日目 9/24（木）午後11：30～深夜2：30
２日目 9/25（金）午後11：30～深夜2：30
３日目 9/26（土）深夜3：00～翌午前6：15
最終日 9/27（日）深夜3：30～翌午前6：15
（※最大延長 [３日日]午前7：00まで [最終日]午前8：30まで）

ドミニカ共和国のリゾート地、プンタカナで開催される大会。3月開催予定だっ
たが、日程の変更によって9月開催となった。新進気鋭のルーキーや円熟味あ
るベテランたちがPGAツアーシード権を賭けて戦いを繰り広げる。舞台は2010
年にオープンしたばかりのコラレスゴルフクラブ。海岸沿いを進む6ホールを中心
に、上り3ホールは「悪魔の肘（Devil`s Elbow）」と呼ばれる難関ホールが
待っている。

コラレスプンタカナリゾート＆クラブチャンピオンシップ

PGAツアーハイライト～今日の松山英樹～

【放送日】
※放送する大会はゴルフネットワークホームページよりご確認下さい。

世界最高峰の舞台PGAツアーに挑む松山英樹。ゴルフネットワークでは出場試合に独自カメラを導入、その日のプレーハイライ
トを速報でお届けします。
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チャールズ・シュワブシリーズ
at バスプロショップス ビッグシーダ―ロッジ

【PGAツアーチャンピオンズ】

【大会概要】
■開催日：8/24（金）～8/26（日）
■場所：オザークナショナルゴルフコース（ミズーリ州）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：-ドル）
■新規大会

8月にミズーリ州リッジデールのビッグシーダ―ロッジで9日間に渡って行われる54ホールのトーナメント、“チャールズ・シュワブシリー
ズ”。第2戦はオザークナショナルゴルフコースで行われる。

チャールズ・シュワブカップ
at オザークナショナル

8月にミズーリ州リッジデールのビッグシーダ―ロッジで9日間に渡って行われる54ホールのトーナメント、“チャールズ・シュワブシリーズ
”。第1戦はバッファローリッジゴルフコースで行われる。

【大会概要】
■開催日：8/19(金）～8/21（日）
■場所：バッファローリッジゴルフコース（ミズーリ州）
■賞金総額：300万ドル（優勝賞金：-ドル）
■新機大会

＜放送日時＞
１日目 9/2（水）午後5：00～6：30
２日目 9/3（木）午後7：00～8：30
最終日 9/3（木）午後8：30～10：00 

＜放送日時＞
１日目 9/8（火）午後5：00～6：30
２日目 9/9（水）午後7：00～8：30
最終日 9/10（木）午後7：00～8：30 
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サンフォードインターナショナル

【PGAツアーチャンピオンズ】

【大会概要】
■開催日：9/18（金）～9/20（日）
■場所：ペブルビーチゴルフリンクス（カリフォルニア州）
■賞金総額：220万ドル（優勝賞金：31.5万ドル）
■19年優勝：カーク・トリプレット（米国）

風光明媚なペブルビーチゴルフリンクスが舞台の今大会。プロとジュニアがそれぞ
れ78名ずつ、計156名が参加するユニークな大会。プロの個人戦とは別に、プ
ロとジュニアがチームを組むラウンドも同時開催されるゴルフの魅力が詰まった見
応えのある大会だ。昨年はカーク・トリプレットがビリー・アンドラ―デとのプレーオ
フを制しツアー8勝目をマーク。プレーオフ3戦3勝と強さを見せた。

©Getty Images

ピュアインシュランスチャンピオンシップ

ツアー終盤戦、チャールズ・シュワブカップのランキングにも大きな影響を
及ぼす戦い。サウスダコタ州に本社を構えるサンフォードヘルスが冠スポ
ンサーとなり、大会ホストに全米オープンを2度制したアンディー・ノース
、アンバサダーにジャック・ニクラスを迎え開催される。開催コースはミネ
ハハカントリークラブ。1990年から2001年まではウェブドットコムツアー
のダコタ・デューン・オープンが開催されていた。

【大会概要】
■開催日：9/11(金）～9/13（日）
■場所：ミネハハカントリークラブ（サウスダコタ州）
■賞金総額：180万ドル（優勝賞金：27万ドル）
■19年優勝：ロコ・メディエイト（米国）

＜放送日時＞
１日目 9/15（火）午後7：30～9：00
２日目 9/16（水）午後6：30～8：00
最終日 9/17（木）午後4：30～6：00 

＜放送日時＞
１日目 9/22（火・祝）午後7：30～9：30
２日目 9/23（水）午後7：00～9：00
最終日 9/24（木）午後7：00～9：00 

©Getty Images



ギア猿
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
チーム孔明による9ホールのマッチプレートーナメントを開催！
9/2（水）午後9：00～10：30

ゴルフ真剣勝負 the MATCH
～チーム孔明 ３マッチトーナメント～

2016年4月に放送をスタートし、これまで50組（2020年7月
現在）のマッチプレーを放送してきた「ゴルフ真剣勝負 the
MATCH」。8月から4名のプロによる3試合のミニトーナメントを開
催！優勝者には賞金50万円が贈呈される。8月～10月放送
は、チーム小田孔明から選ばれし4名のプロが登場！9月は予選
MATCH②で秋吉翔太プロと北村晃一プロが対決。10月の決
勝MATCHに進むのは果たして…？！

＜放送日時＞
～ドライバーをサルベージ（3）～カチャカチャを使いこなせ

9/4（金）午後11：00～ 深夜0：00

ゴルフネットワークが独自の切り口でお届けするギア番組。“QPプ
ロ”ことティーチングプロの関雅史とカリスマクラブフィッターである鹿
又芳典、そして本業の漫才並みにゴルフに取り組む2014THE
MANZAI優勝者「博多華丸・大吉」の博多華丸の3人が毎月ゴ
ルフギアのアレコレを面白おかしく、ときに真剣に取り上げる。



TEAM SERIZAWA

稲村亜美のゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ！」
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃５４ 9/7（月）午後11：30～深夜0：30

“神スイング”でおなじみの稲村亜美がMCを務めるゴルフ情報番組
。ゴルフネットワークのおすすめ番組情報や最新ゴルフニュース、レッ
スンやゴルフ場のお得情報など中心に紹介。また、人気ゴルフコーチ
のレッスン、クラブフィッターのギア解説などゴルフファン必見のコーナー
もお届けしていく。運動神経・スタイル抜群でいつでもフルスイングの
稲村亜美があなたのゴルフスイッチをONにする。

＜放送日時＞
＃３８５ 9/8（火）午後10：00～10：30
＃３８６ 9/22（火・祝）午後10：00～10：30

2004年にスタートしたゴルフネットワークを代表する長寿番組。芹澤信雄
プロを中心に藤田寛之プロ、宮本勝昌プロ、上井邦弘プロ、西山ゆかりプ
ロらトッププロと若手有望プロを擁するチームセリザワのモットーは、「ゴルフは
楽しく真剣に！」。そんなチームセリザワメンバーが月替わりで登場！プロの
技やコースマネージメントを紹介するだけでなく、真剣なプレーあり、軽快な
トークありと見所満載。9月は先月に引き続き静岡県グランフィールズカン
トリークラブで久しぶりのラウンド！同コース所属の高木優奈プロが出演予
定。



ひとりゴルフ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
佐藤信人 9/9（水）午後10：00～11：00
北田瑠衣 9/23（水）午後10：00～11：00

あすゴル！ゴルフ部

＜放送日時＞
＃１２８ 9/6（日）午後10：00～10：15 ＃１２９ 9/13（日）午後10：00～10：15
＃１３０ 9/20（日）午後9：00～9：15 ＃１３１ 9/27（日）午後10：00～10：15

プロゴルファーの大和笑莉奈、高橋恵、小楠梨沙、アマチュアの萩原菜
乃花、加藤みなみがあすゴル！ゴルフ部に入部！ツアー優勝を目指す
現役プロゴルファー、プロテスト合格を目指すレッスンプロ、トップアマへの
道を歩むゴルファーなど、それぞれが抱く大志を胸に、部員それぞれが設
定する目標達成に向け、ツアープロコーチの内藤雄士がサポート。各部
員のスイングの特徴やプレースタイルなどを考慮して、必要なスキルを指
導する。毎週日曜はこれを見れば上達間違いなし。

外出自粛が余儀なくされ、過去の試合や自宅でのレッスン動画などでゴルフを楽しんでいる多くのゴルフファンに、芝が緑になった
この時期のゴルフ場の爽快な映像で気持ちを癒してもらおう！そんなコンセプトを持った番組。ゴルフの楽しさ、奥深い面白さを
伝え、ドローンカメラで撮影することでゴルフ場の景色、コースの特徴も紹介しながらひとりのゴルファーの9ホールのラウンドを紹介
する60分。



ゴルフ６
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
６R 9/15（火）午後10：00～10：30

2017年、「4日間・72ホールのストロークプレー」という従来の伝統を捨
て、全く新しいフォーマットでの公式戦がヨーロッパで産声を上げたのをご
存知だろうか。【ゴルフシックス】。この大会は、6ホール勝負のマッチプレー
で行われ、ゴルフを新たな領域へと導いた。そして、2020年日本でまだ
馴染みのないフォーマットで新たな歴史そして伝統が始まっていく。独自
路線を常に追求し挑戦をし続け、自らの信念を曲げることなく自分自身
や後世の為に進むべき道を切り開いてきたタケ小山が6ホールマッチプレ
ーそしてゴルフ全体の普及の為に立ち上がった。タケ小山が挑戦状をた
たきつけてきた腕に自信のあるゴルファーを迎え撃つ。「プロゴルファーのプ
ライドとして、負けることは許されない」。「アマチュアでもプロに勝つことが
出来ることを証明したい」。お互いの強い想いがぶつかったとき、どんな化
学反応が起こるのか。そして、6ホールでのマッチプレーは、どんなドラマを
生み出すのか。

debut！～限界を押し上げる、ロマロの真価～

ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情
報番組「debut！」。今回は、昨年発売された「RomaRo Ray αシ
リーズ」に新たに追加発売された「Ray α BLACK DRIVER」を紹介
する。今までのロマロ製品を良く知る鹿又芳典がロマロ創始者である
小林賢司社長から妥協を許さないロマロの物づくりを探りながら「Ray 
α BLACK DRIVER」と新製品「Vシリーズ」のV1、V2のFWとUTを
深堀りしていく。また、おなじみQPこと関雅史と菅原太一が実際にイン
プレッションを行い「Ray α BLACK DRIVER」、「Vシリーズ V1・V2
FW&UT」を徹底的に分析、検証する。

＜放送日時＞
9/1（火）午後8：00～8：45
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【オリジナル番組】

鳴尾ゴルフ倶楽部100年の旅路

＜放送日時＞
9/12（土）午後11：00～深夜0：00

プロゴルファー・倉本昌弘、水巻善典、写真家・宮本卓。3人の男が、今、改めて向き合う100年を迎えた鳴尾ゴルフ倶楽部。か
つてこの場所で、苦しみの末、栄光を掴んだ男は、新たなステージを求め。この場所を背負い戦って来た男は、その伝統と熱を次
の世代へと紡ぐために。そして、伝説という形なきものに抗い、挑んできた男は、この場所に自分の世界を築くために。歴史・伝統、
そして、思い。すべてを包み込む鳴尾ゴルフ倶楽部。この場所の魅力と魔力を３人の男たちが、紐解き、語り合う。

Giver ゴルフの息吹

＜放送日時＞
～第1部 日本男子ツアーに注ぐ情熱～ 9/26（土）午後6：15～6：30
～第2部 日本男子ツアーの明日～ 9/27（日）午後0：15～0：30
～第3部 日本男子ツアー記憶の1枚～ 9/28（月）午後10：30～10：45

日本男子ツアーの激闘や魅力をあまねく世に伝えるオフィシャルフォトギャラリー・JGTO Images。そのすべてを監修するのが、世
界を股にかけるゴルフフォトグラファーの第一人者・宮本卓。切り取られた一瞬に息吹と意味を与えるアルケミストが、1枚の写真を
皮切りに何を語るのか？飛距離や技だけでなく、様々な魅力を持つ選手が数多く存在する日本男子ツアー。彼らの本当の魅力
を写真を通じてお伝えする。



葭葉ルミと森末慎二のらく･ごる

スター☆ゴルフマッチⅡ
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃６８ 9/8（火）午後9：30～10：00 ＃６９ 9/22（火・祝）午後9：30～10：00

国内女子ツアーNo.１の飛ばし屋・葭葉ルミとロサンゼルス五輪の男子
体操金メダリスト・森末慎二のゴルフ番組。葭葉ならではの「飛ばしを極
める」メソッドを紹介するなど、ゴルフレッスンからくすっと笑えるゴルフバラエ
ティ番組。笑いと一緒にゴルフを楽しく考えて行きましょう！！

＜放送日時＞
＃２９ 9/1（火）午後10：00～10：30

芸能界やスポーツ界のゴルフ好き同士がペアを組んで真剣勝負を繰り広
げる「スター☆ゴルフマッチ」。この番組では、ティーショットからパッティングま
で、普段、テレビドラマやトーク番組では見ることのできない「生」の姿を余
すところなくお届けする。



ゴルフ★パラダイス

牧野裕のEnjoy Golf
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
9/1（火）午後11：00～11：30 9/8（火）午後11：00～11：30 
9/15（火）午後11：00～11：30 9/22（火・祝）午後11：00～11：30
9/29（火）午後11：00～11：30

初心者から上級者まで、年齢性別を問わず幅広い方に、牧野裕による
ワンポイントレッスン、ホール戦略のアドバイスなどを分かりやすく紹介する
。楽しみながらゴルフを学べる番組。

＜放送日時＞
＃３５ 9/1（火）午後11：45～深夜0：00 ＃３６ 9/8（火）午後11：45～深夜0：00
＃３７ 9/15（火）午後11：45～深夜0：00 ＃３８ 9/22（火祝）午後11：45～深夜0：00
＃３９ 9/29（火）午後11：45～深夜0：00

ゴルフ界の元祖アイドル・松澤知加子プロによる本格レッスン。アベレ
ージゴルファーと初心者の二人が上達を目指します。ゴルフが今より上
手くなってもっと楽しめるようになるためにはどうすればいいの？？「島根
ゴルフ倶楽部」「クラシック島根カントリークラブ」の2コースを舞台に、ゴ
ルフの楽しみ方を追求していきましょう！



エバーグリーンクラブ

橋本マナミのLeader`s GOLF
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【オリジナル番組】

＜放送日時＞
＃９８ 9/1（火）深夜0：00～0：30 ＃９９ 9/8（火）深夜0：00～0：30
＃１００ 9/15（火）深夜0：00～0：30 ＃１０１ 9/22（火・祝）深夜0：00～0：30
＃１０２ 9/29（火）深夜0：00～0：30

女優の橋本マナミが進行役を務め、各界のリーダー達、そして一流プロと
のトークやラウンドを通じて、「成功者達に共通しているものは何か？」を
模索していく番組。この番組では、企業の代表者やアスリート、アーティ
ストなど各界のリーダーを毎回ゲストに迎えて、実力派プロゴルファーとベ
ストスコア方式で対戦する。ゴルフの持つゲーム性の高さや、戦いの駆け
引きによって垣間見えるリーダーたちの意外な性格や人間性とは！？

＜放送日時＞
＃１５ 9/1（火）深夜0：30～0：45 ＃１６ 9/8（火）深夜0：30～0：45
＃１７ 9/15（火）深夜0：30～0：45 ＃１８ 9/22（火・祝）深夜0：30～0：45

ゴルフライフを豊かにする様々な情報を紹介する新番組。こんなゴルフの
楽しみ方があってもいいよね？といった新しいゴルフライフの提案を、スタイ
リッシュな映像でお届け。ハル常住と田中雄介がこのコースに行ってみた
い、このコースでプレーしたい、といった旬の情報をゴルファー目線で紹介
します。

※本資料で使用している写真、チャンネルロゴのデータが必要な方は、下記担当者までご連絡ください。

報道関係の方
ジュピターゴルフネットワーク株式会社
編成部/マーケティング企画部 PR担当
TEL： 03-5500-5102
FAX： 03-5500-3406

一般の方
ゴルフネットワークカスタマーセンター
ＴＥＬ：0120-562-034

http：//www.golfnetwork.co.jp

http://www.golfnetwork.co.jp/

