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株式会社ニトリ
一般社団法人日本ゴルフツアー機構

ニトリ

エキシビションゴルフ

インターネット中継「ABEMA」で生中継のお知らせ
株式会社ニトリ（以下、ニトリ） 主催は、 一般社団法人日本ゴルフツアー機構（以下、JGTO）共
催で開催する『ニトリ エキシビションゴルフ』におきまして、テレビ＆ビデオエンターテインメ

ント「ABEMA（アベマ）
」の「SPORTS」チャンネルにて、2020 年 11 月 25 日（水）
、26 日（木）の
2 日間にわたり独占生配信をすることになりましたのでお知らせいたします。
なお、今大会は無観客にて開催、大会関係者も最小限での大会運営をさせていただく方針であるこ
とから、会場内にはメディアの皆様のご入場はできませんが、大会情報については、指定練習日、初
日、最終日の３日間にわたって、JGTO がオフィシャルとして成績上位者を中心とした選手の写真、コ
メントを各メディアの皆さま方に配信、ご提供させていただきますので、是非ご活用いただけると幸
いです。
※今大会はリモートでの会見は実施いたしません。
本大会にご期待いただきますとともに、 一層のご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。

【大会に関するお問い合わせ】
一般社団法人日本ゴルフツアー機構
広報部 大西 曽我 青木 TEL:03-3585-7381
株式会社ニトリパブリック
旅行事業部 イベント部門 チーフ
蔵川(くらかわ）

TEL:03-3903-7070

株式会社ニトリホールディングス
広報部 TEL:03-6741-1213
ニトリホールディングス：https://www.nitorihd.co.jp/

2020 年 11 月 18 日
報道関係者各位
株式会社 AbemaTV

男子プロゴルフ「ニトリ エキシビションゴルフ」を 2020 年 11 月 25 日（水）から
2 日間にわたり「ABEMA」で独占生中継決定
石川遼選手をはじめとした約 100 名もの選手が出場

テレビ＆ビデオエンターテインメント「ABEMA（アベマ）」は、「SPORTS」チャンネルにて千葉県成田ヒルズ
CC で開催する男子プロ出場のツアー外競技「ニトリ エキシビションゴルフ」を 2020 年 11 月 25 日（水）から
2 日間にわたり独占生配信いたします。

本大会は、株式会社ニトリが主催、一般社団法人日本ゴルフツアー機構（以下 JGTO）が共催するエキシ
ビション大会で、プロゴルファーの石川遼選手をはじめとしたジャパンゴルフツアーのツアートーナメント、
AbemaTV ツアーに出場する選手ら約 100 名が出場し、36 ホールのストロークプレーで賞金総額 3,000 万
円（優勝賞金 540 万円）を競います。
出場選手としては、石川遼選手の他には今年国内ツアーで優勝している星野陸也選手、稲森佑貴選手、
香妻陣一朗選手が参戦する他、時松隆光選手、池田勇太選手、小鯛竜也選手など錚々たるジャパンゴル
フツアーを代表する選手の参戦が決定しています。
また、ABEMA のゴルフ中継では初解説となる宮里聖志プロが、２日間にわたって男子プロゴルフの熱戦
を解説します。
このたび、「ABEMA」では 2020 年 11 月 25 日（水）から開催する本大会を 2 日間にわたり独占生配信いた
します。「ニトリ エキシビションゴルフ」を存分にお楽しみいただける様々なオリジナル企画もご用意しており
ますので、ぜひゴルフ中継と共にお楽しみください。

■「ニトリ エキシビションゴルフ」 概要
『ニトリ エキシビションゴルフ 1 日目』
配信日程：11 月 25 日（水） 午前 7 時 50 分～午後５時（予定）
配信チャンネル：SPORTS
番組 URL： https://abema.tv/channels/world-sports/slots/EkJ2n3LPVj1g2j
解説：宮里聖志プロ
解説およびラウンド解説：田島創志プロ
実況：古川ちえ
『ニトリ エキシビションゴルフ 2 日目』
配信日程：11 月 26 日（木） 午前 7 時 50 分～午後５時（予定）
配信チャンネル：SPORTS
番組 URL： https://abema.tv/channels/world-sports/slots/9QWA7AEbu1Ub3D
解説：宮里聖志プロ
解説およびラウンド解説：田島創志プロ
実況：古川ちえ

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について
「ABEMA」は、2016 年 4 月に本開局した、テレビ＆ビデオエンターテインメントとして展開する動画配信事業。国
内唯一の緊急・速報をはじめとした 24 時間編成のニュース専門チャンネルや、オリジナルのドラマや恋愛リアリ
ティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩な番組をお楽しみいただけます。オリジナルエピソード数は国内発の動
画サービスで日本 No.1（※1）を誇り、総エピソード数は常時 26,000 本以上を配信。登録は不要で、スマートフ
ォンや PC、タブレット、主要なテレビデバイスにも対応し、いつでもどこでも、様々なシチュエーションで利用する
ことができます。さらに、通信量を半分に削減可能な「通信量節約モード」など、利便性を高めるための取り組みも
積極的に行っています。また、月額 960 円の ABEMA プレミアムに登録すると、限定コンテンツや「動画ダウンロ
ード機能」「追っかけ再生機能」「見逃しコメント機能」が利用できるようになるなど、「ABEMA」をより一層お楽しみ
いただけます。
（※1） 2020 年 7 月時点、自社調べ
■「ABEMA」概要
名称 ：「ABEMA（アベマ）」
配信 ：ブラウザ/ Google Play /App Store / Amazon Appstore
推奨環境 ：
・ブラウザ（パソコン）
推奨 OS：Mac OS X 10.10 以降、Windows 8.1 以降
推奨ブラウザ：Chrome 最新版、Safari 最新版（Mac）、Edge 最新版（Windows）
・ブラウザ（スマートフォン/タブレット）
推奨 OS：Android 8.0 以降、iOS 11.0 以降
推奨ブラウザ：Chrome 最新版（Android）、Safari 最新版（iOS）
・Android スマートフォン／タブレット
Android 5.0 以降
・iPhone／iPad
iOS 11.0 以降の iPhone(5S 以降)、iPad(第 5 世代以降)、iPad Air、iPad mini(2 以降)
・Fire タブレット
Fire OS 5.6.0 以降
・テレビ
シャープ AQUOS
ソニー BRAVIA®
パナソニック VIERA
船井電機 funai
東芝 REGZA
・セットトップボックス
レオパレス 21 LifeStick

Amazon Fire TV 4K
Amazon Fire TV
Amazon Fire TV Stick
AppleTV （第 4 世代）
CCCAIR AIR Stick 4K
Google Chromecast (推奨環境：第 1 世代以降)
・スマートスピーカー
Amazon Echo Dot
Amazon Echo
Amazon Echo Plus
LINE Clova Desk
利用料金 ： 無料
■URL
「ABEMA」

https://abema.tv/

「ABEMA ビデオ」

https://abema.tv/video

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.abema

App Store

https://itunes.apple.com/us/app/abematv/id1074866833?l=ja&ls=1&mt=8

Amazon Appstore

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01M5DGW0G/

「ABEMA」LINE
「ABEMA」Twitter

https://line.me/R/ti/p/%40abema

（ID:ABEMA）

https://twitter.com/ABEMA

「ABEMA」Facebook

https://www.facebook.com/ABEMAofficial/

「ABEMA」YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCLsdm7nCJCVTWSid7G_f0Pg

「ABEMA」Instagram

https://www.instagram.com/abema_official/?hl=ja

※サービス名称の表記にご注意ください。
○「ABEMA（アベマ）」

×「Ameba（アメーバ）」

■本件に関するお問い合わせ先
ABEMA 広報担当

E-mail：abematv_pr@cyberagent.co.jp

TEL：03-6758-2207

