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RIZAP 史上初のゴルフトーナメント 

「RIZAP GOLF Grand Prix 2018」開催決定 

５月 2１日(月)よりエントリー開始 
 

当社子会社である RIZAP イノベーションズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健）は、スコアコミ

ット型ゴルフレッスンスタジオ「RIZAP GOLF」の会員へ向けたサービスとして、RIZAP 史上初のゴルフトーナメント「RIZAP GOLF 

Grand Prix 2018」の開催を決定いたしました。2018 年 5 月 21 日(月)より RIZAP GOLF 全店にてエントリーを開始いたし

ます。 
  

 

「RIZAP GOLF Grand Prix 2018」はスコアのみで

勝敗を競う通常のコンペとは異なり、ゲスト自身のコミッ

ト目標に向けて挑戦し、RIZAP GOLF 入会前と比べ

てどれだけ変わることができたかを証明する場です。 

RIZAP GOLF は、インドアで行う「シミュレーターレッ

スン」と、データ分析システムを駆使したサービス

「RIZAP GOLF LESSON System」、この二軸を事

業スキームとしています。自主練習をサポートするオンラ

インドリルを通じ、ゲストとトレーナーが日々コミュニケーシ

ョンをとるなかで目標に向けた細やかな変化を定性・定

量の両面で把握していきます。さらに、上達の段階もす

べてデータとして蓄積するため、さまざまな変化を分析・

可視化し、ゲストの上達を二人三脚でサポートしており

ます。 

 

 

 

本グランプリでは、エントリー後に一次審査、エリア大会を経てグランプリファイナル (2018 年 11 月)開催を予定しております。グ

ランプリファイナルでは、ゲストがどんな想いや経験をしてきたのか、どんな理由があってコミットを決意したのかなど、普段は公にならな

いリアルな想いを表現する場として、ゲストの心に寄り添う RIZAP GOLF が最高の舞台をご用意いたします。 

これまで RIZAP GOLF が数多くのゲストのコミットを支えてきた中で、挑戦することの素晴らしさや、達成感、感動を共有したい

というゲストの声を受け、この度のグランプリ開催に至りました。 “「人は変われる。」を証明する” という RIZAP グループの理念のも

と、RIZAP GOLF は、ゴルフを通じて、挑戦するゲストを応援し、健康で輝く人生をサポートしてまいります。 
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RIZAP GOLF Grand Prix 2018 開催概要 

【全体フロー】 

① エントリー 

・エントリー期間：2018 年 5 月 21 日(月)～7 月 31 日(火) 

・エントリー方法：RIZAP GOLF 各店にてお申し出ください。 

・エントリー後、エントリーシートにゴルフへの思いや目標スコア等をご記入いただきます。 

② 一次審査 

・審査時期：2018 年 8 月上旬 

・審査基準：エントリーシート内容や、シミュレーターのスコア計測数値等をもとに事務局にて総合的に審査いたします。 

・一時審査をクリアされた約 500 名様には、エリア大会への出場権利を付与いたします。 

③ エリア大会 

・2018 年 8～9 月予定 

・関東、中部、関西、福岡の各エリアのゴルフ場にて開催します。 

・審査基準：ラウンドスコアおよびエントリーシート内容をもとに約 100 名様を選出しグランプリファイナル出場権を付与します。 

④ グランプリファイナル大会 

・開催日：2018 年 11 月 24 日(土) 

・開催場所：平川カントリークラブ(千葉県千葉市) 

・ラウンドスコア、エントリーシート内容をもとに受賞者を決定し、表彰いたします。 

 

【参加資格】 

・RIZAP GOLF 会員で、ゴルフの上達を通じて、人生を変えることを決意された方。また結果を出された方。 

※当社または他社の広告モニター参加者、トレーナーは除く 

 

【表彰部門】 

●【ベストチェンジ部門】入会時と、審査時とで比較し、減らせたスコアの上位者を表彰します。 

※スコアレベルによって難易度が異なるため、削減スコアを RIZAP GOLF の審査基準によりポイントに換算いたします。 

●【ベストスコア部門】審査時のラウンドスコアの上位者を表彰します。 

※RIZAP GOLF の審査基準でハンディキャップを付与し、ラウンドスコア順位を競います。 

 

【エリア大会】 

・開催場所：関東、中部、関西、福岡にて開催予定 

・日程：2018 年 8 月～9 月予定 

 

【グランプリファイナル】 

開催場所：平川カントリークラブ(千葉県千葉市緑区平川町 405) 

日程：2018 年 11 月 24 日（土） 

 

 

RIZAP イノベーションズ株式会社 
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【RIZAP GOLF とは】 

https://www.rizap-golf.jp/ 

RIZAP GOLF はゲストを短期集中で徹底的に鍛えあげるスコアアップコミット型ゴルフスタジオです。RIZAP GOLF ではご

入会にあたりゲストの悩みを引き出すカウンセリング、その悩みを解決するための一人一人に合わせたセッション、そのセッション

内容を身体に覚えさせる自主練習をサポートするオンラインドリルにより短期間での上達を実現させます。 

ゴルフを楽しみたい、けれどもなかなか上達できない方のために RIZAP GOLF はゲストにゴルフへの自信、期待を上回る感

動、夢中になれるゴルフライフを提供いたします。 

RIZAP グループでは、今後「スポーツ×テクノロジー」分野の強化を進めてまいります。2018 年 4 月には、科学的に可視

化されたデータ解析に基づき、お客様のそれぞれの目標達成に向けた最適なレッスンを提供できるサービス「RIZAP GOLF 

LESSON System」を導入しました。今後も「スポーツ×テクノロジー」分野への本格展開を加速させ、生涯を通じてスポーツ

を楽しめる社会づくりへの貢献を目指してまいります。 

現在、合計 16 店舗を運営。（2018 年 5 月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F 

設立日 ： 2010 年 5 月 7 日 

資本金 ： 8 億 8500 万円(2017 年 9 月 30 日現在) 

代表者 ： 代表取締役社長 瀬戸 健 

事業内容： 健康に関する研究、ボディメイク事業等 

 

RIZAP 株式会社 

 

会社概要 

https://www.rizap.jp/ 

「結果にコミットする。」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ) 」を運営。2012 年 2 月の 1 号店オープン以来、店

舗拡大とともに急成長を続ける「RIZAP」は、一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持った

トレーナーを厳選。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理

想の体型の実現を全力でサポートするプロ集団です。黒と金のロゴと rise up には、どんなに暗闇の中でも必ず光り輝くことができ、そして

高く高く昇っていける、という想いを込めています。その輝きであり、輝きを与える存在が RIZAP です。大きな変化の中での苦難にも立ち向

かい、更なる高みを目指し、一致団結してゲストの結果にコミットし続けます。 

現在、合計 124 店舗を運営。新規獲得会員数は累計 10 万 3 千人を超えています。（2018 年 5 月時点） 
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