
募集総額
募集期間
募集対象

寄附に係る優遇措置のご案内（法人様用） 寄附金控除のご案内（個人様用）

2020東京オリンピックを機会に国際舞台で継続して活躍できる選手を数多く輩出するために、
新しい「選手強化プログラム」の構築をし、

将来の日本のゴルフのレベル向上とゴルフ振興に寄与するため、協賛金および特定寄附金を広く募集しております。
皆様のご支援をお願い申し上げます。

「選手の育成・強化と日本代表支援」に関わる協賛金の募集
詳細は「協賛金の募集に関するお願い（PDF）」をご覧ください。

協賛金の募集に関するお願い（PDF）

「選手の育成・強化と日本代表支援」に関わる寄附金の募集
300,000,000円
2017年7月1日～2020年3月31日
(1) 選手強化プログラムの構築
(2) 国際競技への日本代表選手の派遣や強化合宿の実施
(3) 指導者育成強化プログラムの構築

この寄附金につきましては、税法上の優遇措置があります。下記のご案内をご参照ください。

WEB申し込みはこちら ※決済システム会社のサイトに移行します。

寄附金申込書（PDF)はこちら 寄附金申込書（Microsoft Word）はこちら

募集対象事業の詳細は「特定寄附金の募集に関するお願い（PDF）」をご覧ください。

特定寄附金の募集に関するお願い（PDF）

特定寄附金のお申込みにつきましては、下記の方法をお選びください。

１．WEBからお申し込みされる方は、下記ボタンよりお進みください。

２．ご郵送またはファックスでお申し込みされる方は、下記の寄附金申込書をダウンロードしてお送り願います。
特定寄附金の
お申し込み

http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/deduction_company.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/deduction_personal.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/images/sponsorship_request_1807.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/images/sponsorship_request_1807.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/images/sponsorship_request_1807.pdf
https://congrant.com/credit/form?project_id=273
https://congrant.com/credit/form?project_id=273
https://congrant.com/credit/form?project_id=273
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.docx
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.docx
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_application.docx
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_20170701.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_20170701.pdf
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/pdf/jga_donation_20170701.pdf


三菱商事株式会社

青森カントリー倶楽部 一般社団法人我孫子ゴルフ倶楽部 ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ
有限会社 S&P International 株式会社青梅ゴルフ倶楽部 大利根カントリークラブ
一般社団法人関西ゴルフ連盟 関東ゴルフ会員権取引業協同組合 一般社団法人関東ゴルフ連盟
喜々津カントリー倶楽部 グリーンパークカントリークラブ 一般社団法人群馬県ゴルフ振興基金
祁答院ゴルフ倶楽部 芥屋ゴルフ倶楽部 一般社団法人国際スポーツ振興協会
株式会社国分商店 一般社団法人相模カンツリー倶楽部 サンコー72カントリークラブ
シスココンサルティング株式会社 株式会社シナテック 芝軽粗材株式会社
一般社団法人白菊 株式会社シントクゴルフ 株式会社仙台南ゴルフ倶楽部
株式会社袖ヶ浦カンツリー倶楽部 株式会社大相模カントリークラブ 一般社団法人鷹之台カンツリー倶楽部
一般社団法人田辺カントリー倶楽部 千葉カントリークラブ 中部ゴルフ連盟
株式会社ディーイーシー・マネージメントオフィス 一般社団法人東京ゴルフ倶楽部 東松苑ゴルフ倶楽部
東北ゴルフ連盟 長岡カントリー倶楽部 西那須野カントリー倶楽部
株式会社ニッソーグリーン 日本ゴルフ場支配人会連合会 公益社団法人日本プロゴルフ協会
野村ホールディングス株式会社 鳩山カントリークラブ 株式会社日高カントリー倶楽部
株式会社大夢 富士通株式会社 ホウライカントリー倶楽部
北信テレネックス株式会社 程ヶ谷カントリー倶楽部 公益社団法人程ヶ谷基金
株式会社マイプラザ 丸子会 株式会社南秋田カントリークラブ
武蔵カントリークラブ 山田産業株式会社 嵐山カントリークラブ
リゾートトラスト株式会社 株式会社龍ヶ崎カントリー倶楽部 琉球法律事務所
レークスワンカントリー倶楽部

青柳 隼夫 赤嶺 秀之 阿川 健志 淺川 雅夫 安達 和芳 天矢 昭彦 新井 陽一
安西 孝之 安藤 倫子 井植 貞雄 池谷 順子 池谷 正成 石川 喬 泉 憲一
市川 晴久 伊藤 幸一 伊藤 登茂徳 伊藤 美輝 乾 民治 井上 正之 植松 貴明
内田 裕一郎 宇都宮 嘉忠 内海 陽子 裏辻 邦夫 大久保 蕃 大久保 利勝 大瀧 一喜
岡崎 真雄 岡田 光史 岡本 綾子 沖野 和章 小倉 正 小黒 正義 加藤 重正
金井 実 金子 源司 金田 清司 上山 吉秀 河内 啓市 川口 省吾 川口 文夫
川島 徹 川又 眞三 神田 功 木嵜 邦久 北湯口 公夫 木下 幸一 木下 千恵子
熊谷 信太郎 熊田 善和 黒木 健 古賀 敏己 小鳥 以稚彦 小林 尚徳 小林 宗光
小山 豊 近野 博 斉藤 和行 酒井 淳 酒井 透 榊田 剛 坂本 伸氏
櫻井 武志 佐々木 孝佳 佐々木 義彦 佐藤 憲一 佐藤 幸子 佐藤 敏明 佐藤 治庸

特定寄附金にご支援いただいた方々（50音順・敬称略）
ご支援いただいた方々に厚く御礼申し上げますとともに、感謝の意を込めてご芳名を掲載させていただきます。
なお、公表を希望されない方については掲載しておりません。

ご寄附いただきました金額に応じて、
御礼をご用意させていただいております。

ゴルフチームジャパンサポーターバッヂ

本件に関するお問い合わせ
（公財）日本ゴルフ協会 総務・管理部
〒104-0031 東京都中央区京橋1-12-5 京橋YSビル2階
TEL：03-3566-0003（平日：9:30～17:30、土日祝日：休み）
FAX：03-3566-0101

フライヤーのダウンロードはこちら

「選手の育成・強化と日本代表支援」に関わる
寄附金の募集についてのフライヤーをダウン
ロードできます。
右の画像をクリックしてPDFをダウンロード
してください。

ご支援いただいきました寄附金の使途につきましては配分委員会（仮称）において決定し、毎年度、決算報告させていただきます。

協賛金にご支援いただいた方々（50音順・敬称略）

団体

個人

https://www.mitsubishicorp.com/
https://www.mitsubishicorp.com/
http://www.jga.or.jp/jga/html/donation/images/JGA_donation_B5.pdf
SATO
長方形



里深 真弓 佐野 文範 澤田 康夫 柴田 浩史 嶋田 喜継 嶋田 悦昌 嶋田 憲人
清水 正一 下西 勝雄 末広 正輝 杉本 竜彦 住吉 浩人 関根 秀幸 関谷 均
髙木 圭一 髙橋 正孝 田草川 萬里子 田草川 満 田草川 陽子 竹田 恆正 竹花 英文
田中 康文 田中 聖 田村 和男 塚田 陽亮 塚本 隆一郎 土屋 良一 露木 実
土城 敏彦 常盤 知生 戸高 明人 戸張 捷 長尾 博文 中島 篤志 中島 敏一
中嶋 規夫 永田 圭司 中西 正一 中村 泰紀 新沼 井一郎 西井 敏郎 西 悦男
新田 量二 貫井 忠彦 野口 晃 萩生田 健二 橋詰 則明 長谷川 友善 馬場 純子
引地 理策 平野 貴久 平山 伸子 廣澤 一成 福田 大介 藤本 賢治 古川 斎
穂坂 光雄 細谷 健 堀口 勝行 丸市 剛 三木 恵美子 三島 淳二 水上 健
水谷 清伸 水野 正人 溝口 まち子 村津 敬介 村野 治茂 村松 吉則 百田 秀司
森 惟夫 森岡 繁幸 森口 祐子 森島 弘道 森脇 光治 師岡 勝 諸戸 精孝
八木 順一 八木 正昭 山崎 政弥 山下 眞一 山田 博行 山田 益弘 山中 治
山中 健太郎 山野辺 泰夫 山本 幸司 山本 善一 吉田 公明 吉田 悟 吉田 恒昭
吉田 裕明 吉野 次郎 吉村 佐喜子 鷲巣 雅一
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