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３面＝「2017ゴルフ市場活性化セミナー」
4面＝	「R&A用具規則フォーラム」
7面＝関連団体のゴルフ活性化の取組み（PGA）

今回のジャパンゴルフフェア
(JGF)は3月にパシフィコ横浜で開
催し3日間56,163名と過去最高の
来場者を記録し、更に一般来場
者の58.8%が初めての来場である
ことはJGFの持つ大きな魅力を

当協会が主催する「第 51 回ジャパンゴルフフェ
ア 2017 in Yokohama」（JGF、パシフィコ横浜、
3 月 24 ～ 26 日）が閉幕した。過去最高の入場者
5 万 6163 名を得て盛況に終わったことは、先月号
で紹介した。また、多くのゴルフ関連団体も参加
して、それぞれ会議・集会やセミナーを開催。半
世紀を経て、ゴルフ界が一堂に会する場となった。 
 
その集大成ともいえるのが、ゴルフ産業 5 団体か
ら構成されるゴルフ市場活性化委員会（GMAC、
馬場宏之委員長）が行なった GMAC セミナー。
もはや JGF の恒例行事となった観があり、今回

えて行く必要が有る。
そもそも当協会が存在する意義は企業1社ではでき
ない共通の目的達成や問題解決を図る為の事業活
動を行う事で有る。
過去からゴルフ用品の科学的基礎知識を習得しレ
ベルアップを図る為に講習会を開催し、団体ＰＬ
保険の加入促進、更にはJGGA共通の模倣品対策ラ
ベルの開発・普及などもその一環である。直近で
は会員の物流コストの削減と地球温暖化対策を考
慮した共同配送や大学のゴルフ授業の充実を図る
ための連携協力事業も進めている。
逆にJGFは一般来場者を受入れ始めてからは、需要

喚起事業としてある意味ゴルフ業界全体の一大事
業としての役割も持っている。その為には協会全
体でのこのイベントの盛上げを図るという意識を
持って協力して行く事が大変重要で有ると考える。
今回も初めての会場の集客に対して会員各社や関
連団体がチラシ配布やバナー告知、メディア対応
などで全員が一丸となり協力してくれた事は本当
に心強かった。
来年の横浜での2回目のJGFはゴルフに関連した全
ての企業や団体、そしてゴルファーが積極的に活
用するイベントと成る様に更なるご協力をお願い
します。　　　　　 （日本ゴルフ用品協会　蓋 孝）

具現化してくれた証と考える。約50年前に開催さ
れたゴルフ用品見本市は24社が参加してスタート
し、長い年月を経て現在ではその商談機能を残し
ながらユーザー向けのマーケティングイベントの
機能を拡大しつつある。このJGFを協会、そして出
展企業がどのように位置づけて行くのか改めて考

のお題は「ゴルフ業界は、『スポーツの成長産
業化』にどの様に対応するのか！！」というも
の。各分野からパネリスト 8 名が参加して、ゴル
フを媒介にした新ビジネスの創出など、闊達な
討論が展開された。その様子は 3 面で詳述する。 

活性化施策の実証例が一堂に会
したGMACセミナー 
新規出展80社で活況呈したJGF
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　今年のJGFは昨年を14社上回る186社が参
加した。大手クラブメーカーの不参加が相次
ぎ、「魅力半減」を危惧する声も多かったが、
そんな前評判を覆して活況を呈したのは新規
出展が80社を数えたことにもよる。これら
ニューカマーは何を目指して出展したのか？　
各社に狙いを聞いてみよう。

「結果にコミット」で急成長を遂げたライザ
ップは、新規事業のライザップゴルフで石川
遼と契約を交わし、ゴルフスクール事業への
本腰を明らかにした。今年1月にジーンズメ
イトを買収するなど規模拡大を図り、多角化
経営を加速させる。スポーツ市場で最大規模
のゴルフ市場に意欲を見せるのも当然で、今
年JGFに初出展した。
　現在、ライザップゴルフは東京、大阪、福
岡で計6施設を運営するが、5月には銀座、
梅田、神戸店を一気に開業。年内20施設の
青写真を描く。同事業チームの常澄裕一リー
ダー次のように説明する。
「出展の目的はライザップゴルフを業界に認
知してもらうことと、一般来場者へのアピー
ルです。意外なことに、ライザップのゴルフ
スクールを知らないひとが非常に多く、認知
不足を実感しました」
と、PR効果に力を注いだ。同社は年内に20
店舗まで広げる予定で、これを実現するには
大量のインストラクターを補充する必要があ
ることから、JGFへの出展は業界での認知度
を高める狙いもあった。
　新規出展で目立ったのはハイテク機器の存
在もある。『スキルモニター』『スカイトラッ

始めており、具体的にはセンシング技術を活
用した採点システムの開発です。従来は演技
中に目視で採点していたので、採点内容をメ
モするために目を離すと見逃してしまう。こ
れを改善するのが目的で、体操以外では競輪
選手の動きなども分析しています」
　JGFに出展した目的は、
「体操競技は市場規模が小さいため、ゴルフ
に可能性を見出そうと考えたのです。ゴルフ
業界は現在、弾道計測とクラブの挙動解析が
中心なので、次は身体の動作解析が必ず来る
という思いで出展しました。ゴルフ市場への
販売代理店を募集中なので、興味がある会社
は連絡をください」
　発売は3月、12項目の解析ソフトからなる
システム一式で300万円だという。女子ツア
ーの「富士通レディース」でも来場者向けに
診断サービスを行っている。
「ゴルフボディへの意識を高めて、活性化に
役立ちたい」
　と話すのは、ペガサスの青野晃与社長であ
る。同社の業務は不動産業に風水コンサルテ
ィング、店舗プロデュース、ストレッチ用品
の販売など幅広い。初出展の今回はゴルフ用
『ストレッチパット』の販売が目的だ。青野
社長に意気込みを聞いた。
「一般ゴルファーは自分の身体への意識が薄
いと感じたのが参入の理由です。ゴルフショ
ップのプロデュースを手掛けた経緯の中で
『ストレッチ＆ゴルフ』という考えに行き着
いたところ、相模ゴム工業の製品と出会い、
フィットネス向けの『ストレッチマット』を
知りました。周囲のゴルファーの使用評もよ
かったので、ゴルフ用の『ストレッチパット』
を販売することになったのです。ブースに来
て『どうやって使うの？』という反響があり
ましたし、いくつかの企業に興味をもっても
らえました」
　ゴルフボディへの意識を高めてもらいたい
と強調する青野社長。身体へのケアはプレー
寿命の延伸につながるだけに、活性化商品の
ひとつといえる。
　次に登場するのはアールイーの大森利弘社
長である。出展は2回目で、昨年3月に女性

新規出展率43％のJGFが担うべき今後の役割 
ク』『ギアーズ』や『アプローチスイングJ』
といったように、弾道やスイング解析だけで
はなく、骨格や心理状態も可視化できる最新
機器に溢れていた。
　そのひとつが日本写真印刷だ。商品名は『シ
ュアビジョン』で、脳波センサーを搭載した
ウエアラブルデバイス。ライフイノベーショ
ン事業部の柴山史明マネージャーが初出展の
理由をこう話す。
「技術の進歩は日進月歩で、新技術の登場に
よって市場が一変する可能性があります。そ
こで過去10年、研究してきたのが生体セン
サーです。体内の電気信号は五感に関連して
おり、脳波を発することからセンシングでき
るため、この技術をゴルフで活かそうと考え
ました。業界関係者と接点を設けることが出
展の理由です」
　この製品、面白い機能をもっている。一言
でいえば、人間の精神状態を可視化できるも
ので、テニス選手が頭に巻くようなヘッドバ
ンドを着けると、導電繊維が内蔵されて脳波
を測定できる。頭に巻いてパッティングする
と脳波の様子が送信機を経てタブレットやス
マホに送られるものだ。計測項目は①集中度、
②リラックス度、③ポジティブ度、④ネガテ
ィブ度で、画面上に集中やリラックスの度合
いがグラフで示される仕組み。メンタルトレ
ーニングの新アイテムとして業界に提案した
いと熱意を込める。

体操競技は市場が小さい

　富士通関西中部ネットテックも初出展で、
スイング解析システムの『スキルモニター』
を出品した。これは、スイング中の骨格の動
きを数値化＆可視化できるもので、身体の動
きを3Dの赤外線ステレオカメラで認識する。
センサーから赤外線を発すると、その反射で
右肩、左肩、右手首、左手首、右肘、左肘な
ど、各要素を3次元で測定でき、画面上にリ
アルタイムで再現される。ビジネスイノベー
ショングループの中村公治シニアマネージャ
ーによれば、
「2015年頃から日本体操協会と取り組みを



2017年版

創刊６年目を迎えたPCMは、これからの組み立て技術や
フィッティングの在り方を探求していきます。
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球の『極プレミアム』を出品していたのがイ
デアジャパンの土橋信慶社長。設立は2015
年6月と若い会社で、JGFには初出展。1ダー
ス5000円で勝負を挑む。いわゆる初速違反
の「高反発ボール」は各社から発売されてお
り、おっとり刀の印象があるが、土橋社長に
よれば「世界初のウレタンカバー3ピース初
速違反球」で商機はあると踏んでいる。
同氏はゴルフパートナーで商品開発課長を務
めた経歴の持ち主で、クラブ以外のPB開発
に従事していたとか。
「PBは当時、安物しか売れないという定説
があって、開発の幅が限られました。いつし
か自由な発想で開発したいとの思いが強くな
り、起業に踏み切ったのです。『極プレミア
ム』は飛距離だけではなく、アプローチで止
まる高反発球。そこを訴求したいですね」
　PBの「開発課長歴」が長かった土橋社長
は製造工場とのパイプが太く、工場関係者と
折衝を重ねて自社の開発費をゼロに抑えたと
か。それだけではない。JGFのブース壁面は
ホームセンターで板材を購入して自作。商品
展示用の什器も自作して、1台当たりの費用
は2500円ほど。節約を重ねての出展で涙ぐ
ましい努力が伺える。
　また、ゴルフ専用ソックスを出品したイイ
ダ靴下の河野翼氏（事業統括責任者）も初出
展。JGFには着圧設計とテーピング効果のゴ
ルフソックス『ランテージ』を出品した。「上
がり3ホールに違いが出る」を売り文句に過
去3年、2700円と高額ながら3万足を販売し
ている。
「今回のメインは3000円の『アスリートラ
ウンドプロV2』です。足裏に隙間がないほ
うがショット時の衝撃吸収性が高くなるた

め、土踏まず部分にアーチサポート設計を採
用。母指球で地面をグリップするため、特殊
シリコンの配置も研究するなど、店頭での『説
明商品』に仕上げました。今回のブース装飾
は地味でしたが、来年からはブランドイメー
ジの訴求に徹します」
　と、次回の出展を約束している。
　以上、新規出展組を中心に話を聞いてみた
が、各社ともゴルフ市場の未来に期待してお
り、それぞれの領域で培ったノウハウをマー
ケットに持ち込もうと懸命だ。出展の理由は
「販路開拓」と「商品PR」に集約される。
JGFを起点にして、これら新規参入組が成功
することを期待したい。

ゴルファー用ソックスの『Neerg＆Co』を
発売して参入した。本業はファッション誌、
ゴルフ誌等のレイアウトデザインだが、売上
比率1割のソックス事業を5割超に育てたい
との展望を語る。大森社長の話。
「女性ゴルファーを見て疑問に思うのは、ウ
エアが派手でもソックスは黒や紺など地味な
点です。彼女たちに聞いてみたら『それしか
ない』という返事だったので、ゴルフ専用ソ
ックスをやってみようと。ブランド立ち上げ
から1年で見えた課題は、派手なソックスを
作ってもコーディネートの仕方がわからない
から買わない。ほかのブランドとのコーディ
ネートをメディアに取り上げてもらうのは難
しいので、実際に履いてもらい、写真を撮っ
てSNSで拡散していきたい」

節約に節約を重ねて出展

　まだある。コーナーの小スペースに高反発

2017ゴルフ市場
活性化セミナー

　JGFの初日、ゴルフ市場活性化セミナーが
開催された。パネリストはスポーツ庁参事官
付の松山大貴参事官補佐、武蔵野美術大学の
北徹朗准教授、カゴハラゴルフの奥富昭彦代
表、カヌチャベイリゾートの白石武博代表、
有馬CCの谷光高代表、ダンロップスポーツ
マーケティングの平野敦嗣部長、鹿沼72CC
の福島範浩代表、矢野経済研究所の油井智研
究員という8名で、司会は日本ゴルフ場経営

者協会の大石順一専務理事が務めた。
　タイトルは「ゴルフ業界は、『スポーツの
成長産業化』にどの様に対応するのか！！」。
昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略」に
おいて「官民戦略プロジェクト10」の一つ
として「スポーツの成長産業化」が盛り込ま
れた。スポーツ庁は「国民、スポーツ団体、
民間事業者、地方公共団体、国等が一体とな
ってスポーツ立国を実現できるよう、国が責
任を持って取り組む」ことを明言。今回のセ
ミナーで各所の成功事例を紹介した。
　登壇者が多いため、討論には発展しなかっ
たが、代表的な施策を紹介しよう。

松山氏　ゴルフ人口は減少中だが、スポーツ
全体の考え方で根本的な問題がある。例えば
五輪はメダルを取ることが目的とされるが、
そうではなく、スポーツが新たな価値を生み
出し、その価値を見直すことがレガシーだと
考えるべき。スタジアムアリーナ構想もその
一つで、スポーツはコストが掛かるという発
想からプロフィットセンターに切り替えて、
スポーツで稼ぐ発想の循環モデルを作ること
が不可欠だ。その際、異分野との融合も大事
で、観光戦略や人口減が止められない地方と
の融合など、不真面目に考えて真面目に行動
することが大事。ゴルフ界も業界内外との連
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目的：ゴルフクラブ及びゴルフ用品の科学的
基礎知識を修得し、理論に基づいた販売技術
の向上を推進すると共に、消費者へのサービ
スの向上と、ゴルフ用品産業のレベルアップ

に貢献することを目的とする。
講習期間：平成29年8月21日（月）～8月24
日（木）まで4日間
講習会場：株式会社LMJ東京研修センター
〒113-0033 文京区本郷1-11-14小倉ビル
TEL 03-5842-6690　FAX 03-5842-6691
講習科目：14科目（講習時間20時間40分）
認定試験：1,000点満点（合格は700点以上）
講習科目
①ボール／②ゴルフ用具／③ウェア／④ゴル
フシャフト／⑤ゴルフクラブの基礎知識／⑥
ゴルフクラブの進化／⑦クラブフィッティン
グ／⑧ゴルフ用具規則／⑨ゴルフコンディテ
ィニング理論／⑩ゴルフ用品市場動向／⑪公

正競争規約／⑫ツアープロのクラブサポート
／⑬接客技術／⑭店頭の活性化
受講料：会員78,000円／非会員98,000円 (
税込 )
募集人数：60名（定員になり次第締め切ら
せて頂きます）
申込期間：平成29年5月1日 (月 )より6月30
日 (木 )
申込先：一般社団法人日本ゴルフ用品協会
TEL：03-3832-8589　FAX：03-3832-8594　
Email：info@jgga.or.jp
人材開発支援助成金：この講習会は助成金の
対象となりますので、資料確認の上各社でお
申込み下さい。

第42期ゴルフ用品販売技術者講習会 受講生募集要項

携を考える必要がある。最近は「合宿ビジネ
ス」が注目されているが、合宿とゴルフの融
合も可能性がありそう。
北氏　大学ゴルフ授業研究会の設立以後、ゴ
ルフ業界との連携が増え、以下の6項目にお
いて成果があった。①ゴルフ場での教育が可

能になった、②教具（クラブ）が充実した、
③教本や指導マニュアルが示された、④ウエ
ブサイト・情報共有網が強化、⑤正課ゴルフ
授業の新設が相次いだ、⑥産業界から大学教
育・大学体育全般への注目が高まった。今年
は課外教育としての「Gちゃれ」を最低12回
全国のゴルフ場で開催したい。
谷氏　昨年12月、有馬CCで「Gちゃれ」を
開催した。関西でゴルフ授業を採用している
12大学を調べたところ、年間約500人の学生
が受講しており、「Gちゃれ」参加者へのア
ンケートでも「広くて爽快」「趣味にしたい」
など前向きな回答が多かった。今年も有馬
CCで開催するが、一般プレーヤーと異なる
時間帯での利用や金銭面の優遇、道具と人員
の提供、安全への配慮を業界ができればプレ

ー人口の増加に寄与できると思う。
白石氏　ツーリズムの観点で、沖縄の文化・
観光をキーにしてインバウンドゴルフを手掛
けている。日本のコースは閉鎖的。IGTMが
毎年1000名の業者に対してゴルフのマッチ
ングツアーを企画しているが、日本のゴルフ
場は世界で殆ど認知されていない。2019年
はラグビーのワールドカップがあり、これと
関連してゴルフツアーをやりたい。
福島氏　当コースは単に安くではなく、普段
のゴルフ場と違う体験をしてもらっている。
宿泊、ゴルフ、食事をセットにして、夕方か
ら3ホールの体験プレー、地元の焼肉屋で食
事を楽しんで宿泊、翌日市内の温泉巡りとい
ったように。市内には中小企業が多いので、
相互に協力しながら盛り上げたい。

R&A用具規則フォーラム
　JGFの2日目に「R＆A用具規則フォーラム」
が開催され、用具規則最高責任者のスティー
ブ・オットー博士がクラブ長を46インチに
制限する方針を示した。現状、ゴルフ規則で
は「パターを除いて48インチ（1.219m）を
超えてはならない」（付属規則Ⅱ、1c）とあ
るが、なぜ、2インチ短くすることが検討さ
れているのか。オットー博士が次のように説
明する。
「現状では何も決まっておらず、我々の立ち

位置を検討中の段階だ。R＆Aは日本市場を
重視しており、調査会社に日本のドライバー
の現状について調査を依頼。多分、48イン
チの使用者は数％だが、46インチになると
使用率が高まるため影響は出ると考えられ
る。45.75あたりでは適合・不適合の混乱が
生じる可能性もある。
　46インチを上限と考えた根拠は飛距離の
データで、平均的な男子ツアー選手は46か
ら48インチになると8ヤード伸びる。規則変
更の場合は6月頃に告知して、来年初旬にメ
ーカーと話し合うつもり。4社からの回答は
公開しないが、導入されれば2％のゴルファ

ーに影響が出るとの声が多かった」
　施行されれば工房でのグリップ・シャフト
交換にも神経を使うが、工房に対しては、
「JGGAに働き掛けてもらいたい」―。
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「ゴルマジ！」「楽ゴル」JGF2017での活動状況市場活性化コーナー

　当協会が協力する若年層ゴルファー創出プ
ログラム「ゴルマジ！」および「楽ゴル」の
活動を周知させるため、ゴルフフェア期間中
に広報活動を行った。場所は、JGGAブース
に隣接するスペースを利用。
　3日間の活動を通して、この活動の認知度
の低さを痛感。特に対象年齢者の親世代に周
知ができていない。しかし、この特典内容を
紹介すると「是非利用させたい」「子供たち
を誘えばゴルフを始めさせるきっかけとな
る」とプロジェクトに対するポジティブな声

が多く寄せられた。
　今後も認知向上の必要があるとともに、施
設の拡大にむけた努力も継続的な課題である。

◆ゴルマジ！
〇出展目的：一般ゴルファーおよびゴルフ場、
ゴルフ練習場などへの認知度UP
〇ターゲット
①関連企業および一般ゴルファー（特に該当
者の親世代）
②ゴルフ場・練習場経営者
③「マジ☆部」および「ゴルマジ！」会員
〇実施内容：来場者に「パターゴルフチャレ
ンジ」を実施。3回挑戦して、1回でもカッ
プインしたら粗品をプレゼント。
【告知物の配布】
一般顧客…親世代向けゴルマジ告知チラシ
ビジネス顧客…ゴルマジ概要書、参画申込書
〇来場人数：3日間で約500名（最多は25日
（土）約250名）
〇来場者の声：「うちの子供が対象年齢なの

で誘ってみる」、「よく行く練習場でポスター
見て知ってるよ」、「若いゴルファーを増やす
のは、いいね！　頑張って下さい」

◆楽ゴル
　ゴルフ市場活性化を目的とした以下の内容
を中心に来場者へPRした。
〇活動内容：配布物、動画、SNS用撮影フレ
ーム、ポスターなどでサービスを訴求。楽ゴ
ル・1人予約・チェックイン・Masters優勝
者予想キャンペーン・アマチュアゴルファー
ズ選手権エントリーなど
〇実施内容：100名をターゲットにポイント
やボール等をプレゼントする抽選会を実施。
〇告知実績数：告知チラシキット1,200セット
○抽選会：延べ800名（金曜日3回300名、
土曜日3回300名、日曜日2回200名）
〇来場者の声：「初めて1人予約を使った。
孫くらいの年齢の男性2人とラウンドするこ
とができ楽しかった」、「20歳になる娘をゴ
ルフデビューさせたい」

　平成29年4月8日（木）、協会事務所内にて
標記委員会を開催し、下記の各ワーキンググ
ループ (WG)の活動状況を確認した。

(1)用具ルールWG
市場においてゴルフルール適合外品に関する
問題や疑念が生じないような環境作りを促進
するため、2015年12月10日に発行しました
「適合外ゴルフクラブヘッドの識別に関する
ガイドライン」の普及・促進に引き続き取り
組んでいます。
　また、ゴルフフェア期間中の3月25日にR
＆Aとのミーティングを行ない、昨年10月
17日付のレター「パターを除くクラブの最
大長の変更案」について意見交換を実施。変
更案については、同日午後に開催されたR＆
A用具規則フォーラムでも説明があり、最終
決定ではなく引き続きR＆Aにて調査・検討
を行っていく旨確認できました。
(2)標準化WG
「ゴルフクラブのスペック測定に関するガイ

ドライン」をホームページにも掲載してほし
いとの要望があり、1月20日に掲載（日本語、
英語訳共）。また、ガイドラインに関して業
界誌2社からの取材があり、GEW（ゴルフ用
品界）4月号及び工房向け専門誌PCM春号に
記事掲載されました。今後も普及促進のため
このような活動を積極的に行っていきます。
(3)模倣品対策WG
①2017年秋商品より変更予定の次期模倣品
対策ラベルの最終仕様も決まり、昨年12月
に最初の発注をスタート致しました。今後は、
ユーザー企業様への年2回（3月、9月）の発
注予測数量の確認を行いながら、年4回（5月、
8月、11月、2月）の発注後約2ヶ月での納品
サイクルで運営を予定しておりますので、今
迄以上に活用し易くなると思われます。また、
「模倣品対策ラベルリニューアルのご案内」
のチラシ（A4版）を新たに作成し、3月のゴ
ルフフェアで配布をスタート致しました。今
後はラベルの普及活動にこのチラシを活用し
ていく予定です。

②製造渉外委員会ではこの度のゴルフフェ
アで一般ユーザー及びゴルフ用品業界に向
けた「模倣品対策セミナー」を開催致しまし
た。業界全体で模倣品クラブ対策の一環とし
て、専門家の立場より講演していただき、今
後の模倣品対策の一つの糧としていただき
ました。当日は、経産省模倣品対策室の脇野
俊二氏をお招きして、「1.知的財産制度の概
要」「2.模倣品の被害状況」「3.模倣品対策（権
利者／消費者）」「4.日本政府における取組み」
について実例を踏まえた内容で約1時間の講
演をしていただきました。講演後も参加者か
ら模倣品サンプルを見ながら活発なご意見
やご質問がなされ有意義なセミナーになり
ました。
　尚、模倣品対策ラベルリニューアルのチラ
シ及び模倣品セミナーで使用された資料は当
協会ホームページにあります ”模倣品につい
て ”というページの「模倣品対策ワーキング
グループの主な活動」にて掲載しております。
合わせてご覧ください。

製造渉外委員会



（ 6 ）平成29年5月1日発行 第414号（毎月1日発行）

「3月も多くのカテゴリーで数量ベースマイナス
となりましたが、唯一パター市場のみ前年同期
実績を上回りました（105.9％）。パターの販売
数量が前年同期を上回ったのは本当に久し振り
ですが、オデッセイの新製品『オー・ワークス
シリーズ』や、ピンの新製品『シグマ Gシリーズ』
の初動が順調だったこと、それら新製品発売に
伴うマークダウン品の販売が堅調だったことが
主要因です」

順位 DRIVER BEST５ ヘッド素材 メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 GBB EPIC STAR チタン キャロウェイ 1 GBB EPIC STAR FW キャロウェイ

2 M2（2017） チタン テーラーメイド 2 XXIO9 UT ダンロップスポーツ

3 GBB EPIC Sub Zero チタン キャロウェイ 3 XXIO9 FW ダンロップスポーツ

4 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 4 M2 FW（2017） テーラーメイド

5 inpres UD+2 チタン ヤマハ 5 M2 RESCUE（2017） テーラーメイド

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 1 MD3 MILLED キャロウェイ

2 inpres UD+2 IRON カーボン ヤマハ 2 VOKEY SM6 SERIES アクシネット

3 M2（2017） スチール テーラーメイド 3 Cleveland 588 RTX 2.0 
SERIES ダンロップスポーツ

4 XXIO9 LADIES カーボン ダンロップスポーツ 4 Cleveland RTX-3 
SERIES ダンロップスポーツ

5 M2（2017） カーボン テーラーメイド 5 DJ-33 フォーティーン

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 1 ODYSSEY O-WORKS 

SERIES（2017） キャロウェイ

2 PRO V1 SERIES（2017） 3ピース/
４ピース アクシネット 2 ODYSSEY WORKS 

SERIES キャロウェイ

3 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 3 ODYSSEY WHITE HOT 

RX SERIES キャロウェイ

4 PRO V1 SERIES（2015） 3ピース/
４ピース アクシネット 4 SCOTTY CAMERON 

SELECT SERIES（2016） アクシネット

5 HVC SERIES 2ピース アクシネット 5 CADENCE  TR SERIES ピン

＝矢野経済研究所＝
国内大手調査会社。約 150 人の調査員が「生活周辺」「情

報通信」「ライフサイエンス」「インダストリーテクノロジー」

などの 6 万社以上を調査。スポーツ用品市場は約 450 社

を調べ、ゴルフ用品市場も緻密な調査を行っている。

（コメント：三石茂樹）3 月1日〜 3 月 31日

パター1位＝ODYSSEY O-WORKS SERIES

ペア・スクランブルゴルフ大会
参加者募集

開催日：2017年7月17日 (祝・月 )
場所：大宮カントリークラブ
〒331-0068 埼玉県さいたま市西区飯田新田40
TEL：048-624-2121　FAX：048-622-1225
競技方法：ペア・スクランブル方式によるダ
ブルペリア／それぞれがいつも通りにティー
ショットを打ち、2打目からは2人のボール
の好きな方を選びそこから2人とも2打目を
打つ。それをカップインまで繰り返すルール
です。
参加資格：アマチュア資格を有する者に限り
ます。※JGAアマチュア資格規則に準ずる。
参加費用：一般14,900円（税込）／人 
※プレー費・昼食・パーティー費・参加費を
含みます。（小中高生の方は別途料金設定が
ございます。詳細はコースへお問合せ下さい）
募集人数：2人ペア50組100名様
※18歳以下同士のペアは不可とします。定
員に達し次第締切らせて戴きます。
お申込方法：1ペア（2名様）で大会事務局
または開催コースへ直接お申込み下さい。そ
の際に2名様のお名前・性別・年齢・住所・
日中連絡可能な連絡先・チーム名を必ずご連
絡下さい。
ドレスコード：当日はペアの色かグッズ等ペア
のものをなにか1つ身につけてご参加ください！

　本大会に関するお問い合わせは、以下の事
務局又は開催コースへお問合せくださいませ。
大会事務局：一般社団法人日本ゴルフ用品協
会　東日本支部（担当：蓋、北川）
TEL：03-3832-8589　FAX：03-3832-8594
Email：info@jgga.or.jp
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　私はPGA入会してから31年目となります。
PGAは今年7月27日に、創立60周年を迎えま
す。1957年（昭和32年）7月に、日本ゴルフ
協会から分離し、わずか100名だった組織を
創立しました。その3ヶ月後に、霞ヶ関CC
で開催したカナダカップで、中村寅吉・小野
光一チームが優勝という快挙を成し遂げた年
だったのです。
　この快挙が、まさに第1次ゴルフブームと
して、スポーツゴルフが隆盛になったのです。
　プロゴルファー第1号の福井覚治氏から始
まり、現在約5500名の会員が「PGA」いう
看板を掲げ、ゴルフの伝道師として活躍して
います。こうやって日本のゴルフ界の歴史と
伝統が築かれてきました。このような節目の
年ではありますが、PGA会員がゴルフ業界に
貢献することで、ゴルフ市場の活性化につな
がることを期待しています。
　今回はそのための方策を何点か取り上げ、
今年の活動目標としていく次第です。PGAの
会員が発信力となり、ゴルフの魅力をどう共
感してもらえるかが今後の課題となります。

1． ジュニアゴルファー育成活動を通じたゴ
ルフ普及の底辺拡大
　私がPGAジュニア委員会の副委員長を務
めて3年になります。これまで、多くのジュ
ニア事業に携わってきましたが、PGAでは
「ジュニアゴルファー育成プロジェクト」を
基幹事業として、子供達にはゴルフの楽しさ
を伝えることをメインにした取り組みを続け
ています。
　全国で活動するPGA会員が中心となり、
ゴルフ未体験の子供達にゴルフの楽しさを伝
えることが目的のゴルフ普及活動です。プロ
ジェクトは、ゴルフ場でゴルフ体験をしても
らうことです。緑あふれる自然に囲まれたゴ
ルフ場での経験は、その後も子供たちの心に
深く刻まれ、ゴルフに好印象を与えることが
できるのです。各地域の教育委員会のご協力
を得ながらではありますが、各小学校へ案内
書を配布していることです。地域のサポート
を得ながら子供達にスポーツゴルフの積極的
な働きかけが可能となりました。そして、そ

の波及効果には、保護者も一緒にゴルフを始
めるきっかけや、他地区では、公立高校のカ
リキュラムとして取り入れていただいたり
と、大きな効果を生み出していることを感じ
ています。
　ジュニアへのゴルフサポートですが、まず
は人的支援として、協会がPGAプロの派遣
情報を提供し、さらにゴルフ用品業界、ゴル
フ場と一体になり、試行錯誤もありますが、
ゴルフの環境を提供し続けていければと考え
ております。新たなゴルファーへの入り口と
して、教育機関へのお願いを続けると共に、
指導者の養成や教則本作りも含め、PGAの役
割が重要です。
　全国高等学校ゴルフ連盟と共催した「PGA
ジュニア選手権　太平洋クラブカップ」は、
PGAゴルフアカデミーの会場でもある太平洋
クラブ益子PGAコースで開催しました。全
国8地区に分割し、地区委員にチーム選抜を
依頼し、中学、高校生でチームを編成しての
地区別団体戦は、日本の競技方式の新たなス
タイルをつくることができました。スポーツ
を通じた青年期の様々な経験は、素晴らしい
思い出になったのではでしょうか。今年も、
ジュニアの健やかなゴルフライフに対して、
PGA会員が、ゴルフの魅力を発信し続けるよ
うな環境を提供していきます。

2．シニアツアーの人気を継続するために
　今年のPGAシニアツアーは、昨年よりも1
試合増えて18試合の開催となります。
　6月に飯田グループホールディングス主催
の「すまいーだカップ」、さらに後援競技だ
った「佐世保シニア」がツアーに昇格しまし
た。しかし、開幕戦だった「金秀シニアオー
プン」は、今年は5月に「日本プロゴルフ選
手権　日清カップ」を開催するため、金秀シ
ニアは来年まで休みます。
　シニアツアーが注目されてきているのは、
ゴルフは生涯スポーツとして楽しめるいうこ
とが挙げられます。元気で健康的なシニア選
手たちの笑顔は、レギュラーツアーの爽やか
さにも負けない明るいイメージを与えてくれ
ます。会場では、あちらこちらで選手とギャ

ゴルフ市場の活性化に繋がる方策
一般社団法人 日本プロゴルフ協会（PGA）　槇岡 充浩

ラリーの笑い声も聞こえ、コミュニケーショ
ンを図ることができるのです。それでも選手
は試合に入ると、オンオフをしっかりと切り
替え、プロゴルファーとして魅せるゴルフに
徹する姿も見られます。健康への感謝、そし
てゴルフへのマナーをしっかりと守る道徳心
の両立と、これがシニアツアーのSHOW化で
す。「技術を見せる」「技術を習う」といった2
つの要素は、PGAだからこそ可能な活動です。
イベントの充実を提案し、PGAの持ち味をゴ
ルフファンに届けていきたいと考えています。
 
3．PGA会員の魅力をアピールする発信力を
目指して
　ゴルフ業界を再び活性化するために中心と
なるのが、PGAのプロゴルファーがキーとな
ります。ゴルフを体験したことのない人、ス
キルアップしたい人、トーナメントに行って
みたい人などに対して、多角的なアプローチ
ができるのがPGAの会員だからです。全て
の会員の活動を把握することは難しいのです
が、インターネットを利用したホームページ
やSNS、また各種媒体を通じ、相互に情報、
意見交換を積極的に進めて参りたいと考えて
います。私自身もソーシャルメディアを利用
していますが、自らの意思で情報をキャッチ
し、そして自分の思いを発信することも心が
けています。
　情報過多のこの時代では、必要な情報を見
極め、取捨選択をしなければなりませんが、
それは恵まれた時代でもあります。PGAのみ
ならず、ゴルフ業界に関わる全ての人には、
ゴルフのトレンドに対して、まずは好奇心を
持ってもらいたい。そして、溢れる情報の中
から、ひとつでもふたつでも、ゴルフの魅力
を発見して、一緒に感動を共有していきたい
と思っています。そして情報に反応していた
だければ幸いです。

槇岡 充浩（まきおか・みつひろ）

1958 年生まれ、日本大学
1986 年日本プロゴルフ協会入会
資格　トーナメントプロ、ティーチングプロA
2012 年理事就任（事業企画、ジュニア委員会委員）	
2014 年から事業企画委員会、ジュニア委員会副委員長
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　平成29年3月29日（水）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS4月号について
1面～3面：「第51回ジャパンゴルフフェアの
速報」を掲載。
●「19番ホール」：水越乙彦理事が担当。
4面：「市場活性化コーナー（ゴルマジ！、
スイング碑文谷利用状況）」を掲載。
5面：「関連団体ゴルフ活性化の取り組み
（LPGA）」を掲載。
6～7面：「ゴルフ用品セミナー」を掲載。
7面：「YPSゴルフデータ」を掲載。
8面「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー」を掲載。
議題-2、JGGANEWS5月号の編集について
1面～4面上段：「第51回ジャパンゴルフフェ
アの詳細」を掲載。
●「19番ホール」：蓋孝専務理事が担当。
4面下段：「第42期ゴルフ用品販売技術者講
習会受講生募集要項」を掲載。
5面：「市場活性化コーナー」を掲載。
6面：「YPSゴルフデータ」、「東日本ペアスク
ランブル」の開催案内を掲載予定。
7面：「関連団体ゴルフ活性化の取り組み
（PGA）」を掲載。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題-3、JGGANEWS6月号の編集について
1面～3面：「2017年版スポーツ産業白書」を
掲載予定。
●「19番ホール」：廣田文雄理事が担当。
4面上段：「中部日本、西日本ペアスクラン
ブル」案内を掲載予定。
5面：「市場活性化コーナー」を掲載予定。
6面：「YPSゴルフデータ」、を掲載予定。
7面：「関連団体ゴルフ活性化の取り組み
（JGJA）」を掲載予定。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載予定。

議題-4、その他
　JGGAニュースの発行は、毎月発行を維持。
議題-5、次回委員会の日程
　平成29年5月29日（月）

第1回インダストリーカップ委員会

　平成29年3月8日（水）、協会事務局内にて
標記の委員会を開催した。
議題-1、「第7回インダストリーカップ大会」
について
日程：2017年10月16日（月）
場所：総武カントリークラブ（千葉県印西市）
募集人数：
男子スクラッチ　20組80名（団体戦、個人戦）
女子スクラッチ　10組20名（ベストボール
団体戦）
アンダーハンディ戦　25組100名
合計200名
料金：18,970円（キャディ付1ラウンドプレ
ー、昼食付、表彰パーティー料理・ソフトド
リンク、消費税、ゴルフ場利用税込）　
※昼食は追加料金でご選択できるメニューが
ある。
条件：貸し切りではない。一部会員の予約枠
は設けられる。3コースからのスタートする
予定で、東→中・中→西・西→東の周り順と
なる。
参加者の募集、詳細の案内については、5月
8日（月）頃より開始する。
　開催概要の確認をして手直し部分を反映さ
せて概要を再度配布する。また、競技委員長
は、ブリヂストンスポーツの月村委員が担当
する。
　他支部のインダストリーカップ開催予定は
以下の通り。
■西日本支部
日程：平成29年9月12日（火）
会場：サンロイヤルゴルフクラブ (兵庫県加
東市 )
■中部日本支部
日程：平成29年9月26日（火）
会場：涼仙ゴルフ倶楽部　（三重県いなべ市）
　過去の東日本支部開催コースは以下の通
り。
2011　第1回　「サンヒルズゴルフ＆リゾート」

（栃木県宇都宮市）
2012　第2回「石岡ゴルフ倶楽部」
（茨城県小美玉市）
2013　第3回「レイクウッドゴルフクラブ」
（神奈川県中郡大磯町）
2014　第4回「大利根カントリークラブ」
（茨城県坂東市）
2015　第5回「狭山ゴルフ・クラブ」
（埼玉県入間市）
2016　第6回「茨城ゴルフ倶楽部」
（茨城県つくばみらい市）
議題-2、次回委員会の日程
　平成29年4月27日（木）

変更事項

【社名・担当社変更】
●三菱ケミカル (株 )　コンポジット製品事業
部旧社名：三菱レイヨン (株 )
●担当：国司　祐希（旧担当者：伊藤　成就）
【代表者変更】
●ガーミンジャパン (株 )
代表者：Leon Teng（旧代表者：真鍋　陽一）
【住所変更】
● (株 )スポーツインダストリー（賛助会員）
新住所：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎
殻町1-6-3

協会からのお知らせ

【平成29年通常総会】
　平成29年6月14日（水）11時より、東京ガ
ーデンパレス（東京都文京区）にて「平成
29年通常総会」を開催する予定です。
　大変ご多忙の折とは存じますが、万障お繰
合わせの上、ご出席いただきますよう宜しく
お願い申し上げます。
＜総会開催日＞
期日：平成29年6月14日（水）
時間：11:00～12:00（総会）
12:30～14:00（懇親会）
場所：東京ガーデンパレス3階　平安の間
（東京都文京区湯島1-7-5）
TEL　03-3813-6211

協会関連事項

広報委員会

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.学生時代はテニス部に所属しており、体を動
かすことが大好きでした。スポーツの素晴らし
さ、楽しさをたくさんの人に発信できる仕事に就
きたいと思い、ゴルフ好きの父に影響されたこと
もあってゴルフ業界を選びました。

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ゴルフの広報サポート及び社内広報を担当し
ています。メディアへのゴルフクラブの貸出対応
や、自社製品の媒体、Webの掲載実績管理、
社内報の作成など行っています。

Q.ゴルフ経験について教えてください。
A.ゴルフは社会人になってから始めました。月3

vol.5

回程、自社のスクールに通っています。ラウンド
数は2回ですが、上達すべく、今後もコースに
積極的に出たいと思っています。
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.情報収集です。他社情報はもちろん、社内の
情報を集めて社内報で発信することで、社員の
モチベーション向上を目指しています。

Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフといえば「男性社会」のイメージですが、
だからこそ女性の新たな目線で華やかな業界に
していきたいと思っています。ラウンドやレッスン
を通じて、ゴルフは個人競技にも関わらす人と
のコミュニケーションを深めることができるスポ
ーツだ！ということをアピールしていきましょう。

ブランド・広報・宣伝室

樋渡 眞子さん
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