
 
2021 年 2 月 17 日 

報道関係各位 

ダイキンオーキッドレディス ゴルフトーナメント 

新型コロナウイルス感染症対策における特別取材規定 
 

ダイキンオーキッドレディス広報事務局 
■はじめに 

本大会では、ゴルフ関連 5 団体新型コロナウイルス対策会議が作成する「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対策に関するガイドライン（以下、「5 団体ガイドライン」といいます。）」および「JLPGA ト
ーナメント新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」の方針に基づき、出来る限りの感染予防対策を講じ、メディア
の皆様の取材を受け入れさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  
■現地取材登録について 

プレスルーム、カメラマンルーム内におけるソーシャルディスタンス確保の観点およびゴルフトーナメントというスポーツ競
技の性格上、大会会場への入場（現地取材登録）にあたっては、下記の各項目にあてはまる方、及び原則として
スポーツ報道セクションの記者・カメラマンのみの入場/取材登録受付とさせていただきます。下記項目にあてはまらな
いメディアは、リモート取材 ID 登録のみの受付とさせていただきます。予めご了承ください。 

 
現地取材登録は、 

●JLPGA 発行の「ワーキングメディアパス」保持社で、 
【紙媒体、WEB メディア】 1媒体につき 2名まででご調整をお願いします。 
（※記者、カメラの内訳は各社のご判断にお任せいたします） 
【テレビ局】 1系列局につき 1 クルー（３名まで）でご調整をお願いします。 

 
（※JLPGA ワーキングメディアパス︓日常的に女子ツアーを取材し、年間 13 試合以上の取材実績がある媒体） 

 
上記以外では、下記の地元メディア枠を設けさせていただきます。 
●【新聞】沖縄タイムス、琉球新報  各紙 ２名まででご調整をお願いします。 
●【テレビ】RBC 琉球放送、QAB 琉球朝日放送、OTV 沖縄テレビ 
各局 1 クルー（３名まで）でご調整をお願いします。 

 
★上記の規定で、定員以上の現地取材登録者があった場合は、カメラ代表撮影などの調整をお願いさせていた  

だく場合もありますので、予めご了承下さい。 
 
 
■現地取材にあたって 
①＜問診票のご提出＞ 
来場日 2 週間前（2/16～3/1）および大会期間中、終了後 1 週間の検温、体調チェック、行動履歴を記録した
問診票の提出をしていただきます。また、来場予定日の初日から起算して 7 日以内に実施された検温で 2 日連続
して 37.5℃以上の発熱が確認された場合は、入場をお断りさせていただきます。予めご了承ください。 

 
＜ご提出方法＞ 
■問診票①（海外渡航歴、体調チェック表）および問診票②（事前 2 週間検温、行動記録表） 

事前にお送りした用紙をプリントアウトして捺印の上、初来場時に報道受付でメディア担当者にご提出ください。 
■問診票③（期間中・事後記録表） 

期間中の検温、大会終了後 1 週間の検温を記録し、エクセルデータにご記入の上、3月 15日（月）にメディ
ア担当者・成願（jogan@mcpr.co.jp）へ、メールでご提出ください。 

mailto:jogan@mcpr.co.jp


②＜PCR検査の実施＞ 
ＰＣＲ検査を受検し、陰性が証明された方以外は会場内への立入りはお断りさせていただきます。 
未受検の方は、来場前に必ずＰＣＲ検査を受けてください。 
※2 月 22 日（月）以降の PCR 検査で陰性を証明できるものがある方は、そのまま来場できることとします。個
人で PCR 検査受診される方は、2 月 22 日以降の検査済を証明できるものの持参をお願いします。 
事前に各自で検査を受けられない方は、申請用紙にて必要事項をご記入の上、大会で実施する以下の検査に
ご参加ください。 
 
＜大会指定検査日＞ 
・2月 27日（土）９︓００～１４︓３０ 
・2月 28日（日）９︓００～１４︓３０ 
・3月  １日（月）９︓００～１４︓３０ 
場所︓琉球ゴルフ倶楽部 特設会場 

 
※大会指定の PCR 検査受診希望の方は、別紙の取材申請書に必要事項をご記入の上、 
申込期日︓２月２５日（木）１６︓００までに申し込みをお願いいたします。 

※上記、大会指定の PCR 検査費用は、大会主催者が負担させていただきます。 

※各日の検査結果は、翌日の夕方以降に判明する予定です。検査結果が判明するまでは、会場内に入ること 
ができませんので、ご注意ください。 

 
③＜各日、検温、体調チェックの実施＞ 

各日、会場への入場の際に体調チェック、検温を必ず受けていただきます。その際に 37.5℃ 以上の発熱があっ
た場合は、入場をお断りします。 

 
■メディアセンター（プレスルーム）について 

メディアセンター（プレスルーム）は、1 番ティ横に設置予定です。 
開設期間︓3 月 2 日（火）指定練習日～3 月 7 日（日）最終日 
3 月 2 日（火）8:00～17:00 
3 月 3 日（水）8:00～17:00 
3 月 4 日（木）第 1 組スタート 90 分前から最終組ホールアウトもしくは最終取材終了後、約 90 分を目安に 
3 月 5 日（金）第 1 組スタート 90 分前から最終組ホールアウトもしくは最終取材終了後、約 90 分を目安に 
3 月 6 日（土）第 1 組スタート 90 分前から最終組ホールアウトもしくは最終取材終了後、約 90 分を目安に 
3 月 7 日（日）第 1 組スタート 90 分前から表彰式終了後、約１２０分を目安に 

※メディアセンター（プレスルーム）には、最低限の設備のみ（テレビモニター、スコア速報、電源、机、イス、WI-FI）
準備し、共有物などは極力削減します。 

※掲示物などは極力削減し、「Dropbox」を利用して、大会情報や主要選手のコメントなどをアップロードします。 
各社、「Dropbox」から必要な情報をダウンロードください。 

※メディアセンター（プレスルーム）の密集をさけるため、競技終了後の業務は、各自宿泊ホテルで行ってください。 
各日、取材の状況を見ながらクローズ時間を設定いたしますので厳守ください。 

 
■メディア駐車場について 

クラブハウス前駐車場となります。メディア専用ではなく、関係者と共用の駐車場となります。 
駐車場係員の指示に従ってお停めください。 

 
■お食事、飲料について 

メディアセンター内に昼食弁当、ドリンクをご用意いたします。 
※朝食については、各自ご準備ください。 

 
 



■会場内でのお願い 
○会場内では指定されたエリア以外は入ることは出来ません。 

○会場内では、選手導線とメディア導線を分けたエリアもございます。スタッフの指示に従い通行ください。 

○会場内では、人との間隔は、出来るだけ２ｍ（最低１ｍ）空けてください。 

○クラブハウスに入場することはできません。また来場の際は、必ずマスクをご準備いただき着用してください。 

○手洗い、うがい、各所出入り口のアルコール消毒を必ず行ってください。 

○選手への接触は極力避けるように心がけてください。握手などは禁止します。 

○大会報道以外の取材（雑誌・TV の企画・レッスン物、連載物、他大会の事前取材等）はお断りします。 

■コース内での注意事項 

○現地取材メディアは、コース内（全ホール）に入ることは出来ますが、記者の方は、ロープ外からの取材を遵守し
てください。フォトグラファーの方は、ロープ内に入ることができますが、必ずロープ際を移動して下さい 。 
撮影はロープより 1～2ｍの範囲内で、選手へは 20mより近づかないようにして下さい。 
ただし、指定のフォトエリア内ではその限りではありません。 

○打球事故には十分ご注意ください。また、コース内スタッフも必要最小限となります。万が一、コース内で体調不良
の場合は、競技に支障のない範囲で大会本部に連絡を入れてください。 

○プレーの妨げにならないよう、また進行に支障をきたすことのないよう、ご配慮下さい。 

○ホール間では選手へ近づかないように留意してください。 

○コース取材時も人との距離（ソーシャルディスタンス）を取って頂くようにお願いします。 

○ティーイングエリア、グリーン、バンカー、フェアウェイへの立ち入りは禁止します。 

○プレーのライン上、特にプレーのライン後方からの撮影はご遠慮下さい 。 

○記者、フォトグラファーによる動画撮影は禁止します。 

○競技中は、フラッシュ撮影を禁止します。 

○選手がアドレスのルーティンに入ってからインパクトまでは、絶対にシャッターをきらないでください。 

○競技中に撮影した写真画像および映像を、競技を終えていない選手およびそのキャディに見せることは禁止します。 

○ドローンを使用した撮影は、原則として禁止します。 

○トーナメントに出場する選手のトーナメント会場内での写真、映像に関する肖像権は、 JLPGA が有しています。
肖像の利用については、JLPGA のオフィシャルホームページ https://www.lpga.or.jp/ に掲載されている
「トーナメントに出場する選手の肖像権について」を熟読の上ご使用ください。 

 
■選手インタビューについて 

①共同公式記者会見（現地取材メディア、リモート取材メディア対象） 
メディアセンター内に共同記者会見場を設け 1 日最大 5 名程度の選手インタビューを実施いたします。 
※出来る限りの感染対策を取り、選手の前にはアクリル板を設置。記者側の質問はスタンドマイクで行います。 
※対象選手につきましては、運動記者クラブゴルフ分科会・幹事社・JLPGA 広報と調整して選定します。 

②共同公式記者会見以外の選手取材（現地取材メディア対象、リモート取材メディア対象） 
公式記者会見以外の選手取材は、全てリモート取材で対応させていただきます。 
※選手とメディアの皆様の安全確保のため、密になりやすい対面での囲み取材エリアは、今回は設けません。 

予めご了承下さい。 
※リモート対象選手につきましては、リクエストに応じて出来る限りセッティングいたします。 
※地元沖縄選手など個別にインタビューを希望する場合もリモート取材で対応させていただきます。 

リクエストがある場合は、大会広報・JLPGA 広報担当にお伝えください。 
   

https://www.lpga.or.jp/


③共同公式記者会見、リモート選手インタビューについての共通事項 
○1 選手につき 20 分間と時間を制限させていただきます。 

○テレビ、ペンともにリクエストがある選手については、合同記者会見とさせていただきますが、 
前半 10 分テレビ用、後半 10 分をペン記者用に分けさせていただきます。 
前半 5 分（テレビ幹事・代表質問）⇒5 分（テレビ各局質問） 
後半 5 分（ペン幹事・代表質問）⇒5 分（各紙質問） 

○公式記者会見の選手オフィシャルコメントシートは「Dropbox」にアップロードします。 
それ以外の選手コメントシートはオフィシャル提供いたしません。予めご了承ください。 

○共同記者会見、リモート取材以外の選手への個別取材、インタビューは禁止とさせていただきます。 

○上記以外の選手コメントは、大会広報もしくは JLPGA 広報が代表コメントを取得し、リリースいたします。 

○開幕前のインタビューは、1 選手につき 1 回と限定させていただきます。 
 
■リモート取材 ID申請について 

選手のリモート会見のほか、大会情報や主要選手コメントなどをメディアの皆様にオンラインで提供させていただきます。 
JLPGA 取材規定に基づき、下記の各項目にあてはまる方、及び原則として「スポーツ報道」を目的とした取材につい
てのみリモート取材 ID 申請を受付させていただきます。 

 
 ＜リモート取材申請枠＞ 
 ①JLPGA 発行の「ワーキングメディアパス」保持社 
  ★1 媒体につき最大３名までの ID 申請とさせていただきます。 
 ②JLPGA 発行の「ワーキングメディアパス」保持社以外では、 

原則として下記の加盟団体／カテゴリーに属している方からのみ受け付けします。 
 ★１社につき１名の ID 申請とさせていただきます。 

・運動記者クラブ   ・日本民間放送連盟会員社 
・写真記者協会   ・スポーツニュース協会 加盟社 
・ゴルフ専門番組   ・ゴルフ雑誌記者協会 加盟社 
・日本ゴルフジャーナリスト協会（ JGJA ）会員の方  
（媒体社からの申請が必要になります） 

  
※上記の加盟団体／カテゴリーに属していない方については、大会広報事務局に事前申請があり、許可された場

合に限ります。 
 
※上記の加盟団体／カテゴリーに属している方であっても、スポーツ報道以外を目的とした取材については、リモート

取材 ID は発行致しません。 
 
※メディアからの派遣ではないフリーランサー、メディアの事業局・広告局関係者、ゴルフ関係諸団体・企業関係者等

へのリモート取材 ID は発行致しません。 
 



■リモート取材 IDで利用できるツール 
リモート取材 ID では、下記のツールをご利用いただけます。 
①情報提供ツール（Dropbox）の利用 

   ストレージサービス「Dropbox」を利用して、大会情報や主要選手のコメントなどをアップロードします。各社、
「Dropbox」から必要な情報をダウンロード出来ます。 

②リモート記者会見への参加 
「Zoom」を使用したリモートでの公式記者会見（選手インタビュー）を行います。対象選手につきましては、東京
運動記者クラブゴルフ分科会・幹事社と調整して選定します。 

 
・リモート記者会見へのアクセスは、最大 100 名となります。 
※JLPGA 発行の「ワーキングメディアパス」保持社で最大３名まで申請している社の接続は、 

1 媒体につき 2 名以内でご調整をお願いいたします。 
 
★リモート記者会見時、「Zoom」利用についての注意事項 

・リモート記者会見は 「Zoom」を使用して行います。「Zoom」を使用できる環境を各自で整えてください。 

・リモート記者会見の内容は JLPGA にて録画・保存しますのでご了承ください。 
・プレスルーム内でリモート記者会見に参加する場合は、必ずイヤホンを使用してご参加ください。 
・リモート会見の録画データ提供について（テレビ局対象） 

テレビ局の皆様に対しては、入室時に Zoom からの直接録画できるよう許可をいたします。もし許可されていない
ようでしたら、JLPGA 事務局までお申し出ください。 
なお、録画データの提供は JLPGA から行いません。予めご了承下さい。 

・テレビ局が録画した映像を使用する場合、前半 10 分のテレビパート部分のみに限らせて頂きます。 
ご利用の際は、「JLPGA」もしくは「日本女子プロゴルフ協会」とクレジットを入れてください。なお動画素材を、イン
ターネットサイトの記事に動画としてアップすることは禁止します。 

・リモート記者会見「Zoom」入室 URL は別途、リモート取材 ID 申請をしたメールアドレスにて参加者へお知らせ
いたします。表示名は媒体名＋氏名とし、アルファベットの羅列や省略など不明瞭なものは不可とします。 

・質問される場合は、「Zoom」画面より「参加者」をクリックし参加者画面を表示させ、一番下の「手を挙げる」ボタン
を押してください。 

・ご自身が発言する際は、お顔が見える状態（ビデオ ON）にしてください。 
・ご自身が発言する時間以外は、音声をミュートにしてください。 
・取材メモ用の録音は可といたしますが、撮影（画面キャプチャーを含む）は一切不可といたします。 
・リモート記者会見の情報解禁は記者会見終了 10 分後とします。 

 
■事前取材登録申請書の返信先 

ダイキンオーキッドレディス広報事務局 株式会社エムシーピーアール 
申請先ＦＡＸ番号︓０３－６２７７－８７６８ 
申請先メールアドレス︓ kubo@mcpr.co.jp 
取材登録締切日 ２月２５日（木）1６:00  
※PCR検査を希望する場合は、締切日以降の現地取材人員の変更は、対応不可となります。予めご了承ください。 

 
★個人情報の取り扱いについて 

広報事務局では、皆様からご申請いただいた個人情報については、ダイキンオーキッドレディスに関するリモート取材
のご案内やお問合せに関するご返信の利用目的以外では利用いたしません。本トーナメント終了後、速やかに且つ
適正に削除・廃棄いたします。 

 
 

 

＜取材に関するお問い合わせ先＞ 
■ダイキンオーキッドレディス大会広報事務局 株式会社エムシーピーアール 

担当︓成願（じょうがん）、久保 
TEL︓03-6277-8760（10:00～17:00） 
携帯︓090-2447-1069 E-mail︓jogan@mcpr.co.jp / kubo@mcpr.co.jp 
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