
BILLIARDS!
That's 

ビリヤードがより楽しくなる!  
初心者のためのプレーマニュアル付き
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Intro 1ビリヤードは世界中で楽しまれている
競技&生涯スポーツ
　ビリヤードは手軽に楽しめるレジャーとして、また、プロ・アマに限らず競技スポーツ
としても世界中の数多くの国々でプレーされています。その歴史を紐解くと、起源につ
いては諸説がありますが、紀元前のギリシャではすでに、ビリヤードの原型とも言われ
る屋外スポーツが行われていたとも言われています。
　ビリヤードが屋外スポーツから現在の室内型のスポーツに変化したのは中世のヨー
ロッパ。その後貴族のスポーツとして親しまれてきたビリヤードは、テーブルやキュー
などの道具の進化とともに様々なスタイルを持つようになっていきました。
　現在、IOC（国際オリンピック委員会）に連なる国際競技団体であるWCBS（世界
ビリヤードスポーツ連合）は、世界の主要なビリヤード種目であるポケットビリヤード
（プール）、キャロム、スヌーカーの３つを「キュースポーツ」として統括していますが、
もちろんこの３種目以外にも、それぞれの国によって独自なスタイルを持ったビリヤー
ドが盛んに行われています。
　日本にビリヤードが初めて上陸したのは江戸末期の出島で、本格的に一般にも幅広
くプレーされ始めたのは明治時代に入ってからのことです。まずはポケットのないテー
ブルでプレーするキャロムビリヤードが定着し、大正〜昭和初期にかけては松山金
嶺、桂正子といった世界的な名選手を輩出するまでに人気を博しました。
　その後第二次世界大戦が終わると、アメリカで生まれたポケットビリヤードが関西
を中心にして徐々に浸透していき、'80年代後半に訪れたプールバーブームをきっかけ
に、ポケットビリヤードが日本の中でのビリヤードのスタンダードとして認識されるよ
うになっていきました。
　現在、日本のビリヤード場ではポケットビリヤード、キャロム、スヌーカーの主要3種
目が盛んにプレーされていますが、手軽なレジャー、生涯の趣味、さらにはプロスポー
ツまでと、人それぞれに幅広く楽しまれています。

ビリヤードはスタイリッシュで
手軽に楽しめるインドアゲーム

老若男女、誰もがいつでも
始められる生涯スポーツ

現代の若者達に男女問わず「ビリヤードのイメージ
は？」と聞いてみると、まず最初に出て来る言葉は「カッ
コイイ」がほとんど。大昔の少し影のあるイメージはこ
の30年で大きく変わり、誰がプレーしてもスタイリッ
シュで様になるスポーツ、遊び、インドアゲームとして幅
広く受け入れられています。

ビリヤードをプレーする時に必要なのは、構えて、キュー
を振って、手球を撞くという動作だけ。特別な筋力や身
体能力は必要ありません。子供からお年寄りまでの誰も
が、いつでも始められて、ずっと続けられる最高の生涯
スポーツとして付き合っていくことができます。

ビリヤードが他のスポーツと大きく異なっているのは、
ビリヤード場に行くだけで、道具や服装や他の準備を全
くしないでも、すぐにプレーができてしまう点。必要な
設備や道具はビリヤード場が準備していて、さらにレン
タル料金も不要。手ぶらで普段着で、一人でも大人数で
も楽しめるのがビリヤードです。もちろん、今では同時
に飲食が楽しめるお店も多いので、ビリヤード場は極上
のアミューズメント空間としても幅広い層に親しまれて
います。

st Part
That's Billiards !

Cool Indoorgame !

Lifelong sport !

●住所：愛知県名古屋市西区菊井 2-19-19
● TEL：052-563-1956　● FAX：052-541-7357
● URL：http://www.nittama.co.jp
● MAIL：nippon.tamadai@nifty.ne.jp

ポケットビリヤード（
プール） キャロム スヌーカー

  
有限会社 K s Link ケイズリンク

●住所：北海道札幌市北区北 29 条西 11 丁目 4-1-B1　● TEL：011-716-0505　
● URL：http://ks-link.net/ ● MAIL：info@kslink.co.jp

北海道 アミューズメント用品 総合代理店ビリヤード・ダーツ・ゲーム レンタルリース・販売



子供から高齢者まで、適度なエクササイズとしても、脳
の老化防止や集中力や分析力などを鍛える頭脳スポー
ツとしても、さらにコミュニケーションツールとしてもと
ても優れたビリヤード。現在では日本各地の高齢者施設
や地域のコミュニティ、学校などへの普及も進められて
います。

シャフト

ジョイント

グリップ

バット

ティップ（タップ）

株式会社三木　
●住所：群馬県富岡市岡本 1238 － 4
● TEL ： 0274-62-6651　● FAX： 0274-63-5875
● URL：www.miki-mezz.com ／www.exceedcue.com

株式会社 MECCA
●住所：神奈川県横浜市中区若葉町 1−2−2 ハイランド 4F
● TEL：045-261-9351 　● FAX：045-261-9353
● URL：http://www.mecca-web.jp　● MAIL：info@mecca-web.jp

プロトーナメントから
国際競技大会まで、
ワールドワイドな競技スポーツ

ポケットビリヤードが285名、キャロムが80名（いずれ
も'13年3月現在）。日本国内でもビリヤードのプロプレ
イヤーがオープン戦やプロツアーなど、年間に数多くの
試合を行っています。中でもポケットビリヤード、スリー
クッションの全日本選手権はそれぞれ45年、70年と世
界的に見ても長い伝統を誇るトーナメントとして知られ
ています。

現在、アジア、アメリカ、ヨーロッパを中心にして、世界
中の国々で、プロトーナメントから国の代表として戦う
国際競技大会まで、様々な形でビリヤード競技が行わ
れています。世界的に見ると、ビリヤードはプレイヤー、
ファン人口共に多いスポーツなのです。国内でももちろ
ん、プロからアマチュアまで、全国で数多くのトーナメン
トが行われています。

1st Part
That's Billiards !

Intellectual sport !

Competitive sport !

2nd Part
ビリヤードの

道具
キュー

キューとは手球を撞く棒のことで、現在のキューの多くは構造
的にバットとシャフトに分かれます。この２つを繋いでいるの
が金属や樹脂製のジョイントと呼ばれるパーツです。シャフト
には先端部に革製のティップ（タップ）が付いていて、ティッ
プは木を保護するための先角（フェラル）に接着されていま
す。一方利き手で握る方のバットには、糸や革で巻かれたグ
リップがあり、プレーする際にはここを持つ事になります。

Cue

手球と的球

キューで撞く白いボールが「手球」です。現在はこのように6ヶ
所に赤いドット（点）が付いたものが主流です。 的球は1番
ボールから15番ボールまでの15個です。１番から黄色、青、
赤、ピンク、オレンジ、緑、薄茶色、そして８番が黒、その後は
また９番から黄色、青、赤、ピンク、オレンジ、緑、薄茶色でス
トライプの入ったボールとなります。これらのボールをゲーム
の種類によって使い分けます。

Cue Ball & Object Ball

チョーク

チョークはティップに塗る滑り止めです。ショット毎に使う大
切な道具です。

Chalk

メカニカル・ブリッジ

手球が遠くにあって、通常のフォームではショットしにくい時
に補助的に使う道具です。レストとも呼びます。先端の窪みの
部分にシャフトを乗せてショットすることで、ブリッジの代わ
りをします。

Mechanical Bridge



頭と顔はキューの真上にして、両目で真っ直ぐに
ボールを見るようにします。この時に、グリップして
いる右手、右肘、右肩の全てが同じようにキューの
真上に来るように意識します。

スタンダードブリッジ オープンブリッジ

キューを握る側の手と腕は、無理なく前後に動かせ
るように、肘から下が自然にぶら下がっている状態
にします。この形を基本にして、キューの重さを感じ
ながら力まないようにして、肘をできるだけ動かさ
ないようにキューを振ります。

キューのグリップ部分を、生卵を軽く持つくらいの
力で深くやさしく握ります。力を入れすぎてしまう
と、キューを振る時に上下左右にブレやすくなって
しまいます。キューを持つ位置は、構えてキューの
先端が手球に一番近付いた時に、肘から下とキュー
が90度になるくらいを目安にします。

スタンスの幅は肩幅よりやや広いくらいにします。
構える際にはまず軸足（右利きの場合は右足）の
位置を決めてから、反対側の足を開き、斜め前方に
出すようにします。フォームの土台となるスタンスが
決まって、そのまま上体を倒すと、フォームもキレイ
に作る事ができます。

シャフトを支えるブリッジと手球までの距離はおよ
そ20〜25センチくらいにします。この時ブリッジを
組む左腕は自然に伸ばすようにします。ブリッジは
正確なショットのために重要な部分で、最もオーソ
ドックスなスタンダードブリッジの他にも、状況に
応じて様々な形を使い分けます。

強いショットでもキューをしっか
りと安定させることができます

初心者にも作りやすく、スタンダー
ドブリッジと共によく使われます

日本玉台中国産業株式会社
●住所：広島県広島市南区西霞町 18−12
● TEL：082-254-8090　● FAX：082-254-5825
● URL：http://www.nittama-ntc.co.jp/　● MAIL：info@nittama-ntc.co.jp

3rd Part
ビリヤード
簡単プレーマニュアル

01
基本となるフォームを
覚えよう！
どんなスポーツもフォームが基本。ビリヤード
は少し特別な形ですが、誰でも簡単に、カッコ
良くて、基本に忠実なフォームが作れます。こ
こでは、ビリヤードを楽しくプレーするための
ポイントを紹介してみましょう。

腕と肘
頭と顔

グリップ ブリッジ

スタンス

Elbow and arm

Head and face

Grip
Bridge

Stance

●住所：千葉県千葉市中央区松波 4−20−9
● TEL：043-252-0123　● FAX：043-284-0446
● URL：http://www.newart.co.jp
● MAIL：info@newart.co.jp



キッチン

フットスポット センタースポット

ヘッドライン

短クッション 長クッション ポイント

サイドポケットコーナーポケット

フットライン ロングライン

ヘッドスポット

ニッケ商事株式会社　
●住所：大阪府大阪市中央区瓦町 3−3−10 ニッケビル
● TEL ： 06-6233-1435 　● FAX： 06-6233-1430
● URL：http://www.nikkeshoji.co.jp　● MAIL：t-tamura@nikkeshoji.co.jp

02　ボールの動きの基礎を知っておこう！

角度のある的球の狙い方

手球の回転と動き 的球に当たった後の手球の動き

的球をポケットするための狙い方には様々なものがありますが、シュートが入る原理を含め、最も基本的でわかりや
すいのが「イメージボール（イマジナリーボール）」を使って狙いを決める方法です。角度のある的球を狙う場合、ま
ず入れようとするポケットの中心と的球の中心を結ぶラインをイメージします（A）。そしてライン上で的球の真後ろ
の場所に、想像上のボールを並べます（B）。これがイメージボールで、実際に手球をこの位置にショットできれば的
球はライン上を走って行き、ポケットされることになります（C）。

手球の中心を撞くと、手球は滑るように無回転のまま
滑走し、その後ラシャとの摩擦の影響で前進回転を
始めます（A）。上を撞くと、最初から手球は前進回転
となり（B）、下を撞くと、最初は逆回転で進み、その
後一旦無回転で滑走して前進回転に移ります（C）。
的球に衝突した瞬間の手球の状態によって、その後の
手球が動くコースは変わってきます。

手球と的球に角度がなく真っ直ぐな時、手球が前進
回転で当たると、手球は的球を追い掛けるように動き
（A）、無回転で当たると手球はその場に止まります
（B）。また、逆回転で当たると、手球は撞いた方向
とは逆にバックするように動きます（C）。ビリヤード
ではAのようなショットを「押し球」、Bを「ストップ
ショット」、Cを「引き球」と呼びます。

手球が的球のどこに当たるとポケットできるのか、キューで撞かれた後の
手球がどのように動くかなど、ビリヤードをプレーする上で重要なボール
の動きは全て物理法則に従っています。ここでは基礎となる「的球の狙い
方」や「手球の動き」を紹介します。

A:適度に引きが効いた理想的なライン

中

A

A
①のシュートライン

ポケット入り口の中心点

A

B

B

A:適度に引きが効いた理想的なライン

中

A

A
イメージボール

A

B

B

A:適度に引きが効いた理想的なライン

中

A

A

A

B

B

Aの撞点 Bの撞点 Cの撞点

A:適度に引きが効いた理想的なライン

A

B

90°

C

Aポケット入り口の中心点

 
● 住所：千葉県松戸市松戸 1111-11　ビーホームビル1Ｆ
● TEL：047-701-5071　● FAX:047-701-5072
● URL:http://www.justdoit.co.jp/ 　● MAIL:info@justdoit.co.jp

A

A

B

C

B C

A:適度に引きが効いた理想的なライン

A B C

A

前進回転で
的球に当たった時

無回転で
的球に当たった時

逆回転で
的球に当たった時

ポケット入り口の中心点

逆回転 無回転 前進回転

無回転 前進回転

手球の中心を撞いた場合

前進回転
手球の上を撞いた場合

手球の下を撞いた場合

3rd Part
ビリヤード簡単プレーマニュアル

的球に当たった後の手球の動き

ビリヤード場で楽しくプレーするために

角度のある的球に手球が衝突した時、その後
の手球は必ず的球との接線方向、つまり的球
の進行方向に対して90度の方向に動き出し
ます（90度分離の原則）。この時に手球が無
回転の状態だった場合、Bのように手球はこ
の方向に進み続けることになります。次に手
球が前進回転していた場合には、一旦90度の
方向に動き出した後、前進回転の影響でAの
ようにカーブしながら前方にコースを変え、
バックスピンしていた場合には、逆にCのよう
に後方にコースを変える動きとなります。

精密さが重要なビリヤード。たくさんの人が使うキュー、ボール、
テーブルなどの道具や設備は大事に扱いましょう。後はテーブルを
囲む皆が気持ち良くプレーできるように少しだけ周囲に気を配っ
て、ビリヤードを思う存分楽しみましょう！

03　快適プレーのために知っておきたいこと

ビリヤードテーブル（Pool Table）の各部名称
ポケットビリヤードのテーブルは、実
際にボールを置いてプレーするエリア
がゴム製のクッションによって囲まれ
ていて、コーナーに４つ、そしてサイド
に２つ、合計6つのポケットがありま
す。ポケットビリヤードは基本的に的
球をこの６つのポケットにシュートする
ことが目的となりますが、その他にも、
テーブル各部にはそれぞれに名前が付
けられています。これらの名称は、様々
なゲームをプレーする時に頻繁に使わ
れます。



ナインボールのラック

テンボールのラック

●住所：東京都千代田区神田須田町１−24
● TEL ： 03-3252-2411 　● FAX： 03-3252-2414
● URL：http://www.awajitei.co.jp
● MAIL：hiroyoshi.maeda@awajitei.co.jp

●住所：千葉県千葉市美浜区ひび野 2-4 プレナ幕張 3 階
● TEL：043-351-5888　● FAX：043-351-6655
● URL：http://www.er-sports.com　● MAIL：info@er-sports.com　

①〜⑨ボールまでの的球９個と手球を使い、ラックの先
頭に①ボール、３列目の中央に⑨ボールを配置します。そ
の他のボールは任意の位置にセットします。

Step1　ゲームの準備

プレーの権利を持っているプレイヤーは、ショットの際、
最初に必ずテーブル上に残っている最小番号の的球に手
球を当てなければなりません。①〜⑧ボールまでを全て
ポケットし終えた後に⑨ボールを入れても、ゲームの途中
で最初に最小番号の的球に当てた後に⑨を入れても勝ち
となります。

Step2　ゲームのポイント！

01　ポケットビリヤード（プール）
日本で最もよく知られ普及しているのが、手球を撞いて的球をポ
ケットに落とすことでゲームを進めるポケットビリヤードです。ナ
インボールやエイトボールの他にも、使うボールの数や勝敗を決め
るルールなどの違いによって、様々な種類のゲームがあります。

※②と③の左右は任意

4th Part
ビリヤードのゲーム

ナインボール

ブレイクショットでポケットしても、ゲームの途中で偶然ポケットされても、とにかく⑨
ボールをポケットした方が勝ちという単純明快さと運の要素も盛り込まれたゲーム性
が特徴です。ナインボールは世界中のトーナメントの場でも競技種目となっています。

9-Ball

テンボール

使用する的球が１個増えて、ラックの形状が菱形から三角形に変わっ
ただけで、相手より先に⑩ボールをポケットすれば勝ちとなる基本ルー
ルはナインボールと同じです。的球の数が増えたことによってナイン
ボールより難易度はアップしています。現在は国内・海外に関わらず、
テンボールを種目としたトーナメントの数が多くなってきています。

10-Ball

ネオナインボールのラック

①〜⑮ボールまでの的球15個と手球を使い、ラックの３
列目の中央に⑧ボール、5列目の両端にローボールとハイ
ボールを配置します。その他のボールは任意の位置にセッ
トします。

Step1　ゲームの準備

自分がシュートする的球と、入れるポケットを指定する
「コールショット」ルールでゲームを進めます。自分のグ
ループボール決定後は、プレーの権利を持っているプレイ
ヤーは、ショットの際、最初に必ず自分のグループボール
に手球を当てなければなりません。自分のグループボール
を全てポケットし終えた後に、⑧番ボールをポケットすれ
ば勝ちとなります。

Step2　ゲームのポイント！

エイトボール

①〜⑦番までのローボール（ソリッド）、⑨〜⑮番までのハイボール（ストライプ）のどち
らかを自分のグループボールとして、そのボールをポケットしていくことでゲームを進めま
す。グループボールであれば、番号に関係なくどの的球からポケットしてもOKなので、狙
いやすい的球からポケットしていくことができます。エイトボールは、初心者から上級者
までが楽しめる、世界中で親しまれている最もポピュラーなビリヤードゲームです。

8-Ball

ネオナインボール

ネオナインボールは、ナインボールの形をとりながら、難しいルール上の制約をそぎ
落として、今日ビリヤードを初めてプレーしたという人でも、最大限にプレーを楽しめ
るように日本で作られたゲームです。プレー中は⑨ボール以外のどの的球からポケッ
トしてもOK。①〜⑧ボールまでを全てポケットし終えた後に⑨ボールを入れても、
ゲームの途中で最初に他の的球に当てた後に⑨を入れても勝ちとなります。

NEO 9-Ball

エイトボールのラック

LH

※5列目のローボールと
ハイボールの左右は任意



株式会社アダムジャパン
●住所：埼玉県狭山市下広瀬 744−2
● TEL：04-2969-6177　● FAX：04-2969-6188
● URL：http://www.adam-japan.com ● MAIL：adamjp@din.or.jp

 Brunswick Billiards 日本総代理店 ●住所：大阪府大阪市天王寺区上本町 9-6-13
● TEL：06-4305-8260　● FAX：06-4305-8280
● URL：http://www.nissyotei.co.jp/　
● MAIL：info@nissyotei.co.jp

ボウラードのラック

14-1のラック（オープニング）

※5列目の①と⑤の左右は任意

スクラッチ
ショットした手球が、直接または何
らかの的球に当たった後にポケッ
トに落ちてしまうファウル。ゲーム
の種類によって、その後の処理は変
わってきます。

球触り
ショットの際に手球に触れて良いの
はキュー先に付いているタップだけ
です。それ以外の部分が触れると
ファウルになります。また的球に触
れた場合もファウルとなります。

球場外
ショットされた手球がテーブル外に
飛び出した場合、ショットによって
的球がテーブル外に飛び出した場
合にファウルとなります。

2度撞き
ワンショットの間にタップが手球に
触れて良いのは一度だけです。一旦
ショットされた手球を２度以上撞く
とファウルになります。

両足が床から離れる
ショットの瞬間は、必ずどちらか片
方の足が、つま先だけでも地面に触
れていなければなりません。例えば
テーブルの上に腰掛け、両足が宙に
浮いた状態でショットするとファウ
ルとなります。

目印を付ける
ショットをする時に、自分が狙いた
い場所を特定するために、何らかの
目印を置くとファウルとなります。

ポケットビリヤード
共通のファウル

ローテーションのラック

03　キャロム

02　その他のゲーム

04　スヌーカー

日本のビリヤードの歴史において、ポケットビリヤー
ドよりも先に普及したのが、ポケットのないテーブル
を使い、手球を複数の的球に当てることで得点となる
キャロム。ヨーロッパや韓国など、キャロムが盛んな
国は多く、日本でも四ッ球が盛んに行われていた時
代を経て、現在では主にスリークッション、ワンクッ
ション（バンドゲーム）などがプレーされています。ポケットビリヤードにはその他にも様々なゲームがあります。ここではその中から日本でもビリヤー

ドトーナメントの正式種目やプロテストの実技種目に採用されているゲームを簡単に紹介します。

ポケットビリヤードのテーブルの1.5倍のプレーエリアで、ポケット
ビリヤードよりも一回り小さい手球１個と21個の的球を使ってプ
レーされるスヌーカー。日本では現在、プレーする場所がまだまだ
少ないのが現状ですが、本場であるイギリスではプロスポーツとし
ても人気が高く、アジア圏でもビリヤードと言えばスヌーカーとい
う国も多く、世界的には最もプレー人口の多いビリヤード競技とも
言われています。また、スヌーカーはプレーするだけでなく、観戦
スポーツとしても世界中に多くのファンを持っています。

スリークッション

使用するボールは白、黄、赤の３つで、手球を撞いて２つの的球に手球を当てます。その際、２つめの的球に当たる前
までに、必ず手球が３回以上クッションに入らなければなりません。ショットに成功すれば１点となります。キャロム
のメインゲームとして、世界中で広くプレーされています。

3- Cushionローテーション

最初に必ずテーブル上に残っている最小
番号の的球に手球を当てなければなら
ない点はナインボールやテンボールと同
じ。ただし⑮ボールを入れれば勝ちとい
う訳ではなく、ボールの番号がそのまま
ポイントになる点数制のゲームです。日
本ではアマチュア全国大会の正式種目に
もなっています。

Rotation

14-1

ボール番号も、ハイボール、ローボール
も関係なくどの的球から狙っても良く、
シュートを成功させている間はずっと撞き
続ける事ができるというシンプルなゲーム
です。海外では、ビリヤードの入門ゲーム
としても、ハイレベルなトーナメントゲー
ムとしても親しまれています。

Fourteen One/Straight Pool

ボウラード

10個の的球を使い、ボウリングと同じ要
領でゲームを進める一人での練習にも最
適なゲームです。どの的球からポケットし
てもよく、ブレイクショットの後にミスな
く全てポケットできたらストライク、2度目
のミスをするまでに全てポケットできたら
スペアで満点は300点。現在JPBA（日本
ポケットビリヤード連盟）のプロテストの
実技試験の種目にもなっています。

Bowlliards

スヌーカー

手球１個と21個の的球を使います。的球の内15個がレッドボール（1点）、残りの６個がイエロー（2点）、グリーン
（3点）、ブラウン（4点）、ブルー（5点）、ピンク（6点）、ブラック（７点）のカラーボールで、的球をポット（ポケッ
ト）することで得点となり、点数で勝敗を決めます。近年では、このルールを簡略化してレッドボールを6個に減らし
た「6レッドスヌーカー」も行われています。

Snooker

ワンクッション（バンドゲーム）

スリークッションと同じく、使用するボールは白、黄、赤の３つで、手球を撞いて2つの的球に手球を当てます。その
際、2つめの的球に当たる前までに、必ず手球が1回以上クッションに入らなければなりません。ショットに成功す
れば1点となります。アジア圏で行われる国際競技大会の正式種目にもなっています。

1-Cushion (band game)

4th Part
ビリヤードのゲーム



小林伸明
Nobuaki Kobayashi

'74年、'84年
世界スリークッション
選手権優勝

1942年3月26日生まれ
出身地：和歌山県
所属：JPBF

奥村健
Takeshi Okumura

'94年
世界ナインボール
選手権優勝

1952年4月24日生まれ
出身地：神奈川県
所属：JPBF ※優勝時はJPBA所属

高橋邦彦
Kunihiko Takahashi

'98年
世界ナインボール
選手権優勝

1969年３月４日生まれ
出身地：長崎県
所属：JPBA

肥田緒里恵
Orie Hida

'04年、'06年、'08年
世界女子スリークッション
選手権優勝

10月4日生まれ
出身地：東京都
所属：JPBF

梅田竜二
Ryuji Umeda

'07年
世界スリークッション
選手権優勝

1968年10月22日生まれ
出身地：東京都
所属：JPBF

赤狩山幸男
Yukio Akagariyama

'11年
世界ナインボール
選手権優勝

1975年３月13日生まれ
出身地：大阪府
所属：JPBA

東内那津未
Natsumi Higashiuchi

'12年
世界女子スリークッション
選手権優勝

2月8日生まれ
出身地：フランス
所属：JPBF

北海道支部
東北支部（秋田）
関東支部（新潟・山梨・長野）
埼玉支部
千葉支部
神奈川支部
静岡支部
中部支部
北陸支部
関西支部
中国支部
四国支部
九州支部
沖縄支部

公益財団法人 日本オリンピック委員会

特定非営利活動法人 日本ワールドゲームズ協会 公益財団法人 日本レクリエーション協会
NRAJ

社団法人日本ビリヤード協会（NBA）　URL：http://www.nba.or.jp/
日本のビリヤード界の統括組織としてビリヤードの普及発展事業を展開。2005年にJOCに正式加盟。

日本プロポケットビリヤード連盟（JPBA）　URL：http://www.jpba.ne.jp/
1965年に日本プロポケットビリヤード連盟（NPP）として発足したポケットビリヤードのプロ組織。

日本プロビリヤード連盟（JPBF）　URL：http://www.jpbf.net/
1925年「日本撞球協会」として設立したキャロムビリヤードのプロ組織。

日本アマチュアポケットビリヤード連盟（JAPA）　URL：http://japa.jp/
1994年にNBA加盟。全国47都道府県に支部を持ち、アマチュアポケットビリヤード公式戦を開催。

特定非営利活動法人 日本スヌーカー連盟（JSA）　URL：http://www.snooker.or.jp/
2005年に設立。日本のスヌーカーを代表する組織。全日本選手権など各種大会も開催。

特定非営利活動法人 日本車椅子ビリヤード協会（JWBA）　URL：http://www.jwba.jp/
バリアフリースポーツとしての車椅子ビリヤードの普及を目的として設立。2005年にNBA加盟。

http://www.bcj-billiards.com/

私たちはスポーツビリヤードを応援します！

日本ビリヤード商工連合会

5th Part
7人の日本人世界チャンピオン
現在、競技ビリヤードの最高峰の大会はポケットビリヤード、キャロム、スヌーカーな
ど様々なカテゴリーで行われている世界選手権ですが、日本のビリヤードプレイヤー
のレベルは世界的に見ても非常に高く、40年の間にポケットビリヤード3名、キャロ
ム4名の計7名の世界選手権チャンピオンが誕生しています。

ビリヤード関連団体一覧

BCJ加盟各社一覧

北海道
（有）K's LINK

群馬県
（株）三木

埼玉県
（株）アダムジャパン

新潟県
On the hill!

富山県
（株）ジャストドゥイット

広島県
日本玉台中国産業（株）

兵庫県
（株）大阪玉台 東京都

（株）淡路亭
（有）イーエスピー
（株）クラシックプロダクツ
（株）BABジャパン
（有）毛利工房
（有）山本春也商店

千葉県
（株）イーアール・スポーツ
（有）ニューアート

神奈川県
（株）OTAエンタープライズ
（株）MECCA

U.K.corporation

愛知県
（株）日本玉台本社
（株）日本玉台
（株）水文

大阪府
ニッケ商事（株）

（株）日勝亭
（株）リズム

徳島県
森興産（株）

福岡県
北谷商店

（有）フォックス

World champions seven



cooperation
NBA / WPA / JPBA / JPBF / JAPA / JSA / Matchroom Sport / JP Parmentier / ART AGENCY / Billiard Club MARS

Presented by Billiards Congress of Japan

楽しみ方は自由!
生涯付き合える究極のインドアスポーツ

Billiards Guide Book


