
参加日：2022年11月17日●木～20日●日
締切日：2022年10月14日●金

※本年も16日（水）のプロアマトーナメントのギャラリー入場は不可となりますので、
ボランティア業務の募集も行っておりません。

募集案内

2022 ダンロップフェニックストーナメント2022 ダンロップフェニックストーナメント

FAX申込書

トーナメントスタッフ大募集！トーナメントスタッフ大募集！

【個人情報の取扱いについて】
ご記入頂きました個人情報は、（株)ダンロップスポーツエンタープライズが厳正に管理し、「2022 ダンロップフェニックストーナメント」及び他トーナメントやゴルフイベントに関するご連絡や情報案内、ボランティア案内、ボランティア
イベントに関する案内、ボランティア管理、大会パンフレット等の掲載、のために利用いたします。ボランティア参加者の写真及び映像については、ウェブサイト及びSNSやボランティア募集媒体及び雑誌への掲載、関係者への配付、TV
番組での放映に利用させて頂きます。事前にご了解なく他の目的で利用・提供することはありません。但し、緊急時において医療機関や行政機関への連絡のため、書面もしくは口頭にて医療機関や行政機関に提供いたします。また、
個人情報の委託を行う場合は、当社の厳正な管理の下で行います。枠内につきましては全項目をご記入ください。尚、ご本人の個人情報の提出は任意です。ただし、正しく提出されない場合は、当社からの情報・ボランティア案内がで
きない場合があります。個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用停止・消去及び第三者提供の停止につきましては、恐れ入りますが下記までお申し出ください。
【遵守事項について】　１．誠実にボランティア活動を遂行すること。　２．機密情報及び個人情報（以下「情報」という。）の保護をすること。　３．情報の含まれた書面、記録媒体等を無断で会場外へ持ち出さないこと。
４．ボランティア活動上知り得た情報は、一切第三者に漏らさず、また、資料も作成しないこと。　５．ボランティア活動後においても、ボランティア活動中に知り得た情報は第三者に対して開示・漏洩しないこと。
【本件及び個人情報についてのお問い合わせ先】　株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ ダンロップフェニックス ボランティア事務局  TEL03-6890-0165　平日10：00 ～ 17：00（土･日･祝･年末年始は休み） 
【個人情報保護管理責任者】　株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ   管理本部　副本部長
【苦情・相談窓口】　株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ  管理本部内  苦情・相談窓口　TEL 0797-31-1618 ＊平日10：00 ～ 17：00（土･日･祝･年末年始は休み）　
【個人情報の取扱いについて】【遵守事項について】 にご同意の上、ご応募ください。

販売価格：1着3,000円（税込）　 レンタル価格：1着1,000円（税込）
※貸出時は、補償金を含めて、3,000円お支払いいただきます。返却時に差額2,000円を返金いたします。

ボランティアスタッフウェアについて
2018年よりボランティアスタッフウェアが変更となりました。

ご購入されない方は、レンタルをお願いします。

● 11月17日（木）～20日（日）のいずれか、なるべく2日以上のご参加をお待ちして
おります。（1日の参加も可）。

●業務・競技の進行状況によって多少異なりますが、業務時間は5～8時間程度
の予定です。

●業務終了後、他の業務のお手伝いをして頂くのは大歓迎ですので、お時間に余
裕のある方はお願いします。係員までお申し出ください。

●業務により、定員がありますので、ご希望に添えない場合があります。また、担当
していただく組、場所は指定できませんので予めご了承ください。

●業務により、受付後、業務開始までの時間が若干空いたり、昼食の時間が前後
する場合もございますので予めご了承ください。

●申込用紙はコピーして使って頂いても結構ですので、ぜひご友人をお誘いください。
●ボランティア参加者の写真（顔写真含む）を使用する権利は、トーナメント事務
局に帰属させていただき、ボランティア募集や大会告知等で利用させていただく
場合があります。

本年度で49回大会を迎えます「2022 ダンロップフェニックストーナメント」は11月に宮崎県のフェニックスカントリークラブ
にて開催されます。国内外のトッププレーヤーが集結する国内最大のゴルフトーナメントにおいて、今年度もボランティアスタッフを広く
募集させていただきます。ボランティアスタッフ活動も今年で28回目を迎えますが、皆様の協力のもとこのトーナメントをさらに盛り上げ
ていきたいと考えております。是非、ご家族、ご友人をお誘いの上ご参加ください。

お申込み方法
下記の「個人情報の取扱いについて」にご同意の上、裏面申込用紙
または、大会ホームページ（http://dpt.gr.jp）のボランティア募集
よりダウンロードした申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX
またはインターネットにてお申込みください。

本年度は大会運営において、「日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン」に則り、万全の安全策を講じてま
いります。ボランティアに参加の皆様にも何卒ご理解ご協力をお願いいたします。基本的な感染防止策の遵守（マスクの着用、手指消毒、ソーシャルディス
タンスの確保等）および大会での実施内容を遵守いただき、「新しい生活様式」に基づいた行動を徹底していただくことをご承諾の上、ご参加賜りますよう
お願い申し上げます。

■参加制限
感染症対策の一環として年齢制限は設けませんが、応募者多数の場合、
九州エリア以外の方はウエイティングとさせていただきます。
■事前健康調査票のご提出
大会２週間前から各日の検温、体調チェックと行動履歴の記録をお願
いさせていただきます。
※業務確定のご案内時に記入用紙を送らせていただきます。

■大会前に抗原検査を受検していただきます。
※詳細は業務確定時にご案内させていただきます。

■ご参加の各日集合時に検温を実施させていただきます。

事前の健康調査票の内容または事前の検査結果、当日の検温結果によって
参加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

“DSEボランティア事務局”の
LINE＠に友だち登録をして
お得な情報をGETしよう！！

SNSで最新情報発信中

（株）ダンロップスポーツエンタープライズ内
ダンロップフェニックス ボランティア事務局

TEL.03-6890-0165
お申込み
に関して

フェニックスカントリークラブ内
ダンロップフェニックス 大会事務局

TEL.0985-37-9000
その他
に関して

お問い合わせ ※平日10：00～17：00（土・日・祝日は休み）

参加申込
締切日

FAX.03-6890-0300
※各業務申込多数の場合、他の業務に変更して頂く場合
　がありますのでご了承ください。

10/14金必着
FAXまたはインターネットにてご応募ください

http://dpt.gr.jp
インターネットからのお申込みも受付中です。



10/14金必着
業務割振り後

業務決定最終案内を送付
（11月上旬頃）

参加申込締切日 ダンロップフェニックストーナメント
11月17日木～20日日

FAX.03-6890-0300ダンロップフェニックス
ボランティア事務局 行

募集スケジュール

この中からご希望の業務を選択し、下記参加申込書の参加希望日に業務No.（1～6）をご記入ください。ボランティア業務内容

●トーナメント会場内において傷害・事故等が発生した場合、応急処置はいたしますがそれ以上の
補償はいたしかねますのでご了承ください。 

●反社会的勢力に関係する者及びそれに準ずると判断される場合は、ボランティアに参加できません。

ご注意

TEL（　　　　　）　　　　　　-

氏名 ご本人との
　　  関係

氏　名

所属団体及び
勤務先、学校名

緊急連絡先
（ご本人様以外）

来場手段

ご自分の携帯電話

（男／女 ）

フリガナ ID番号

漢　字

TEL（　　　　　）　　　　　　-

〒　　　-
ご自宅住所
※郵便番号は必ず
　お書きください

希望事項（帰りの時間等なにかご要望があればお書きください。）

上記の表の中からご希望の業務を選び、下記の表に業務No.（1～6）を
記入してください。  ※希望業務は必ず第二希望までご記入ください。

18（金） 19（土） 20（日）11/17（木）

※申し込み多数の場合は、希望の業務に付けない場合がございます。
　応募者多数の場合は、お断りする場合もございます。

2 × 3 5

氏名・性別・年齢・住所・電話番号はわかりやすく楷書で
漏れの無いよう記入してください。ご記入上の注意トーナメントスタッフ参加申込書

□ 車 （自分で運転）　　   □ 車 （　　　　　に同乗）（駐車券不要）
□ バイク　  □ 自転車　  □ その他 （　　      　　 　　 　　　）

記 入 例

生年月日 　  　　  年　 　    月　 　    日   （　 　    歳）（西暦）

第一希望

第二希望

緊急時連絡手段 携帯電話 メールのみ 両方

ゴルフの知識 （ゴルフ歴　　　年）有  り 無  し

※いずれか１つに□をつけてください

□ １回　　□ ２回　　□ ３回以上　　□ 接種ナシ
※いずれか１つに□をつけてください
※感染拡大状況に応じた検査体制等の判断の為、ワクチン接種回数の回答に
　ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス
ワクチン接種回数（任意）

昨年までの
参加回数

回

※参加年度に○をつけてください。

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

スタッフウェア
（男性用サイズです）

必ずいずれかに、
ご記入ください。

サイズ ※希望サイズに○を
　つけてください。 S M L LL 3L
※購入・レンタルの別については、当日変更も可能です。
購入済み

◎2018年よりボランティアウェアが変更となりました。2017年以前に購入
されたウェアは、ご着用できませんのでご了承ください。

◎販売価格：1着3,000円（税込）　◎レンタル価格：1着1,000円（税込）
※貸出時は、補償金を含めて、3,000円お支払いいただきます。
返却時に差額2,000円を返金いたします。

購　入 レンタル ※今年度は「普通救命講習」「ボランティア懇親会」は中止とさせていただきます。また、
ボランティア参加の皆様を対象にした「特別宿泊プラン」につきましても中止とさせて
いただきます。

業
務
No.

業務名 業務内容
ゴ
ル
フ
知
識

募集人数
17日（木） 18日（金） 19日（土） 20日（日）
1st 2nd 3rd Final

集合時間 募集人数 集合時間 募集人数 集合時間 募集人数 集合時間 募集人数

1 ホールマーシャル
ティーイングエリアの近辺、グリーンの周辺、ホールの
横断路などの決められた場所で、ギャラリーの整理、
選手の誘導をします。※簡易の椅子をご準備しております。

× 7：30 60名 7：30 60名 8：00 60名 7：00 60名

2 キャリングボード
決められた組の選手名とスコアを表示したボードを
持って、ギャラリーに見せながら18ホール随行する
業務です。

○

7：00 28名 7：00 28名 7：30 25名 6：30 25名

3 スコアラー 決められた組に18ホール随行し、各ホール終了する
ごとに速報本部へスコアの連絡をする業務です。 7：00 28名 7：00 28名 7：30 23名 6：30 23名

4 ドライビングディスタンス 指定ホールで全選手の飛距離を測定･記録する
業務です。

×

7：30 10名 7：30 10名 8：00 10名 7：00 10名

5 ギャラリーイベント ギャラリー向けのチャリティーイベントの受付や
抽選会などのお手伝いをしていただく係です。 8：00 5名 8：00 5名 8：30 5名 7：30 10名

6 ボランティアリーダー
ボランティア本部内の受付や各業務の説明及び
フォローなどの諸業務をお手伝い頂きます。
※ボランティア実行委員会の方のみ本業務にお申し込みください。

6：30 - 6：30 - 7：00 - 6：00 -

※ スコアラー・キャリングボード等、人数枠に制限のある業務については、多数のお申し込みがあった場合、当日抽選にて業務を決定させて頂きます。
※抽選の結果、希望の業務とは異なる業務（ホールマーシャル等）になる事もあります。予めご了承ください。


