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宮里藍選手引退！
それは突然、日本中、いや世界
中を駆け巡った。本当なの？　
嘘であって欲しい。
ゴルファーの誰もがそう思っ
たに違いない。

素晴らしさは、プレイだけではなかった。
社会人としての突出したマナーの良さや、質
問に対するハキハキとした清々しい受け答え
はお手本となり、リスペクトされ、スポーツ選
手の域を超えた特別な存在であった。
プロの世界は、男子ツアーの陰り、女子ツアー
も圧倒的な海外選手のパワーに押され気味で
ある。
14年前に「藍ちゃん」が出現したように、新し
いスターの出現が望まれる。
幸いなことに、「藍ちゃん」に憧れてゴルフ
を始めたジュニア世代の活躍は目覚ましい。

続々とプロ入りし、黄金時代を築くと期待す
る。
待ってばかりでなく、我々からも新しいゴル
ファーを発掘していけるかが今後の大きな課
題とも考える。
藍選手の引退を現実と受け止めるしかない。
ただ、ゴルフの引退でなくツアーからの引退
である。
今後間違いなくゴルフ業界に、新しい宮里藍
旋風を起こす事を期待したいと思います。
本当にお疲れ様でした。

（マルマン株式会社　出山泰弘）

現在のゴルフブームを築いた一番の功労者は
間違いなく、宮里選手だ。
停滞していた国内の女子トーナメントは一気
に活性化し、「藍ちゃん」に憧れてジュニア
ゴルファーが増えた。多くのOLがゴルフを始
めるようになったのも彼女の功績である。

日本ゴルフ用品協会（JGGA）は6月14日、都内ホテル
で「平成29年度通常総会」を開催した。今年も馬場
宏之会長の議事進行により、平成28年度事業報告お
よび決算報告、平成29年度の事業計画および収支予
算が発表された。

会員総数292名（平成29年5月16日）に対し、出席者47
名、委任状出席108名、合計155名が出席。定款の定

めの通り構成員数の過半数の出席をもって、同総会
は適法かつ有効に成立した。

平成29年度通常総会を開催 
幅広いゴルファーの創出とゴルフ振興を！ 

4面＝	市場活性化コーナー
6面＝企業対抗ゴルフ大会開催のご案内
7面＝女性パワーを後回しにする業界は未来に泣く
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　平成29年度通常総会は、今年も馬場宏之会
長の議事進行により、以下の審議内容で進行
された。

【審議事項】
第1号議案：平成28年度事業報告書承認の件
第2号議案：平成28年度決算報告書承認の件
第3号議案：平成29年度事業計画書承認の件
第4号議案：平成29年度収支予算書承認の件
第5号議案：役員選任に関する承認の件
　また、新理事には谷戸利行氏、尾島祐輔氏、
有賀史剛氏の3名が選任された。

【平成28年度事業報告】
　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
の事業報告で説明された要点は以下の通り。

■会員の状況
●会員数

①平成28年4月1日現在の正会員、賛助会員の数
　正会員：304名／賛助会員：9名
②平成28年度に入会された正会員、賛助会員
の数
　正会員：10名／賛助会員：1名
③平成28年度に退会された正会員、賛助会員
の数
　正会員：21名／賛助会員：2名
④平成29年度3月31日現在の正会員、賛助会員
の数
　正会員：293名／賛助会員8名

■主たる事業内容
●会員の増強と組織の活性化
（総務委員会・広報委員会）

①会員相互の連携と勧誘活動
　協会ホームページやジャパンゴルフフェア
出展期間中及びフェア会場内の協会ブースに
おいて入会勧誘活動を行ったが、正会員10社
の入会に留まった。更に、倒産、廃業、閉店など
を含め退会21社を数え、期末正会員は11社減
の293社となった。なお、賛助会員数は1社減
の8社となった。

②広報紙JGGANEWSを毎月発行（年間12回）
　協会の主催事業及び協会事業の報告、各支
部の活動報告、各委員会の活動報告、国内外の
情報、市場データの紹介、業界活性化活動の状

・場所：パシフィコ横浜アネックスホールF204
・講師：スティーブ・オットー氏（R&A）
・受講者数：58名

③ゴルフ用品業界への信頼向上、
活性化への取り組み（製造渉外委員会）
◯ワーキンググループ（以下WGと記す）によ
る活動
　用具ルールWG、標準化WG、模倣品対策WG
により以下の活動を実施した。各WGの開催
は、2016年4月7日～ 2017年3月9日の期間
に計12回。また、製造渉外委員会全体会議は、
2016年5月12日～ 2017年3月9日の期間に計
5回。

（1）用具ルールWG
　近年ゴルフ用品ルール適合外品が市場で流
通している現状に対し、用具を供給する側の
立場として、適合外品に関するルール上の問
題や疑念が生じないように、適合外品が製造・
販売される場合には、当該製品が適合外品で
あることを明確に表示し、必要に応じて適切
な説明を加えることをJGGAの取り組みとし
て継続して行っている。
　会員企業の皆様に協力を呼びかけるため、
「適合外クラブヘッドの識別に関するガイド
ライン」を作成し2015年12月10日に全会員
企業に発信し、このガイドラインを業界全体
および一般ゴルファーへ周知を図り店頭や競
技の現場で現物による確認ができるような環
境にするための活動を行ってきた。

（2）標準化WG
　各社毎に異なった「測定方法・表示」がされ
ている「ゴルフクラブのスペック表示」を標
準化して「より安心して購入できる」「メーカ
ー間の比較検討が容易になる」環境を整える
べく活動中。
 2015年11月に発行した「ゴルフクラブのス
ペック測定に関するガイドライン」の導入を
促進するために、現状調査の一環として2016
年4月に、製造渉外委員会メンバー企業10社
に導入の予定についてヒアリングした。その
結果、導入時期を決定された会員企業は1社
のみで、導入時期・項目については検討中、あ
るいは当面は現状の自社基準にJGGA基準を
併記する予定という回答が6社、審議はして
いるが現時点でまだ未決定という回答が3社
あった。

況など幅広い情報の中から、毎月開催される
広報委員会において編集作業を行い適宜掲載
した。また会員に対してJGGANEWSの送付手
段については要望を聞き、WEBでの閲覧の広
がりを進めた。19番ホールについては引き
続き理事に協力を求め寄稿してもらった。

③オフィシャルハンドブック
（会員名簿）の発刊
　平成28年はOFFICIAL HAND BOOKを発行
せず翌平成29年に発行する予定であること
も告知した。なお、住所、TEL、ホームページ、
Eメールアドレスの確認、修正は随時行い発
行時に反映させる。

④ホームページ（HP）の有効活用
　ジャパンゴルフフェア、JGGANEWSの紹
介、事業内容の紹介、業界情報のリンクバナー
による紹介、製造渉外委員会で検討した各種
取り決め情報などの他、新着情報は「お知ら
せ」でタイムリーに掲載した。またHPの更新
頻度を高め閲覧者の増加、情報発信の強化が
図られた。

■教育・研究事業

①第41期ゴルフ用品販売技術者講習会を開催
（講習会委員会）
・講習期間：平成28年8月22日（月）～ 8月25
日（木）の4日間
・講習会場：LMJ東京研修センター（文京区本郷）
・受験者数：68名
・認定試験合格者数：68名
・累計合格者数：3821名

②セミナーの開催
（1）ゴルフ用品セミナー
「世界のゴルフ用品市場規模と動向」（2014
～ 2016年）」
・日時：2017年3月24日
・場所：パシフィコ横浜アネックスホールF206
・講師：三石茂樹氏（（株）矢野経済研究所）、ジ
ョン・クルジノウェック氏（ゴルフデータテッ
ク社）
・受講者数：77名

（2）R&Aセミナー
「R&A用具規則フォーラム」
・日時：2017年3月25日
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（3）模倣品対策WG
　2012年より推進している模倣品対策ラベ
ルは5年を経過し、国内外29社のメーカーが
参加、年間400万枚～ 500万枚のラベルを発
行し、順調に推移しているが、中国市場におい
て、模倣品クラブに偽物の対策ラベルが貼付
されていることが確認されたことを踏まえて
新規ラベルの開発を進めた。

＊模倣品対策セミナー開催
　2017年3月24日に「ジャパンゴルフフェア
2017」で一般ユーザーの皆様及びゴルフ用品
業界の皆様に向けた「模倣品対策セミナー」
を開催した。

＊関連団体との協業

・USGMC（Unitted States Golf Manufacturers 
Council）とのミーティング
　2016年7月27日、米ニュージャージー州に
おいて先方Glove委員長と模倣品対策担当の
Gingrich氏と模倣品ラベルに関する協業内容
（範囲）について協議した。
・R&Aとのミーティング
　2017年3月25日、ジャパンゴルフフェア会
場でR&Aとのミーティングを行い、2016年
10月17日付のR&Aからのレター「パターを
除くクラブの最大長の変更案」について意見
交換した。

④製造物責任法（PL法）に係る
製造安全対策の推進
（1）消費生活用製品の製品事故、製品苦情情

報への対応
（2）ゴルフクラブ及びゴルフクラブシャフト
の統一取り扱い説明書の周知徹底と有償頒布
を行った。

（3）団体PL保険契約（東京海上日動）
新規入会会員への紹介を継続し昨年より2社
増加し15社と契約更新した。

⑤物流の共同化に向けた研究（流通委員会）
　ゴルフ用品業界の流通の効率化を諮り各社
のコストダウン、並びに地球環境配慮の可能性
を探るべく「共同物流（共同配送・共同倉庫）化」
をテーマとして委員会での検討を開始した。
（1）共同配送進捗報告
　2016年2月から1社が利用し、9月にもう1

平成28年4月1日～平成29年3月31日

正味財産増減計算書
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市場活性化コーナー

　四年制大学は全国で782校あり、延べ約
580の大学体育授業に「ゴルフ」が採用されて
いる。
　年間数人～ 10万人の学生が受講している
が、練習だけで「コースラウンド」が実施され
ていない、指導技術の普及に足る十分な教本
が用意されていない、授業で使用するゴルフ
クラブが古く、安全面の問題や数量も足りな
いなど、多くの課題によりゴルフ授業後の
「ゴルファーとしての定着」が十分な状況で
はない。

　これらを改善する為に「公益社団法人全国
大学体育連合」と「公益社団法人日本プロゴ
ルフ協会（PGA）」、「ゴルフ市場活性化委員会
（GMAC）」において「大学のゴルフ授業充実に
向けた産学連携協定」を平成28年6月27日に
鈴木大地スポーツ庁長官の立ち合いの元に締
結し、活動を開始した。
　具体的には、大学のゴルフ授業修了者を対
象にした課外授業プログラム「Gちゃれ」の試
験的な実施が行われ、ゴルフ授業テキスト及
びワークブックの編纂も行われた。

　当協会は、大学ゴルフ授業で使用するゴル
フクラブの無償配布を行うために、会員メー
カー各社にクラブの提供協力を呼びかけた。
その結果、「大学ゴルフ授業研究会」からの
申請に基づいて、約1年間で45大学へ約1,500
本のゴルフクラブを無償配布した。

◇ゴルフクラブ配布先大学
平成28年度…28大学（順不同）
電気通信大学／滋賀大学／日本獣医生命科学
大学／岐阜薬科大学／関西学院大学／甲南大
学／中京大学／明治学院大学／北海道武蔵女
子短大／大阪体育大学／日本福祉大学／大東
文化大学／都留文科大学／福岡工業大学／金
城大学短期大学部／東京大学／流通経済大学
／武蔵野美術大学／名桜大学／日本大学工学
部／日本大学文理学部／武庫川女子大学／学
習院大学／国際基督教大学／目白大学／日本
大学松戸歯学部／早稲田大学／首都大学東京

社が利用を開始した。現在利用している会員
企業は2社。物流コストは、共同配送便の活用
により従来より約▲20％を超えるコストの
削減効果が表れている。

（2）共同配送の仕組み
　これまでメーカー各社が同じ得意先（小売
店）に送っていた荷物を集約し、各店舗への
配送を共同で行う仕組みで、JGGAではこの
事業を「ゴルフ共配便」と命名しJGGA推奨事
業としている。第一段階としてまずは出荷先
を関東地区（1都6県）に地域を限定し、複数の
メーカーの荷物量が多い量販店26社・約670
店舗を対象として共同配送を実施している。
なお、対象地区・店舗は順次拡大していく予定
である。

⑥需要開発事業
（1）ジャパンゴルフフェアの開催
（ゴルフフェア委員会・実行委員会）
　ジャパンゴルフフェアは、日本のゴルフの
活性化を最大の目標としつつ、さらに国際性
を追求し、アジアを代表するインターナショ
ナルなゴルフショーを目指す。
　今年は昨年同様、“ゴルフのすべてを見る、
触れる。”をテーマに、2017年3月24日（金）
～ 26日（日）の3日間、パシフィコ横浜で開催。
来場者は5万6163名を数え、過去最高を記録。
期間中は様々なチャリティイベントや協会支
援活動を実施。

（2）ペアスクランブルゴルフ大会の開催
（支部実行委員会）
　2016年7月18日、東我孫子カントリークラブ
（千葉県我孫子市）で、当協会東日本支部のペ
アスクランブルゴルフ大会を開催した。参加
は50チーム100名（うち女性41名）を数えた。
　2016年8月22日、当協会中部日本支部は緑
が丘カンツリークラブ（名古屋市守山区）で
同大会を開催。参加80チーム160名（うち女性
63名）を数えた。
　2016年7月28日、当協会西日本支部はよみ
うりゴルフウエストコース（兵庫県神戸市）
で同大会を開催。50ペア100名（うち女性31
名）を集めた。

（3）インダストリーカップの開催
　ゴルフ業界に関わるものが一同に集い、自
らのゴルフのプレーを率先して行い業界内の

活力と活性化につなげるために、「ジャパン
インダストリーカップ」として東日本大震災
後の2011年より開始しており、平成28年も東
日本支部、西日本支部、中部日本支部の3カ所
で開催した。

【決算報告】

　平成28年度決算報告書については別表を
参照。なお、平成29年度の事業計画及び収支
予算書ともに承認された。
■平成29年度事業計画の主な内容は以下の
通り。
●会員の増強と組織の活性化

●教育・研究事業
①「第42期ゴルフ用品販売技術者講習会」の
開催
②ゴルフ用品セミナーの開催
③製造渉外委員会ワーキンググループ（WG）
による活動
③ゴルフ規則に関する適切な対応
④「製造物責任法（PL法）」に係る安全対策
の推進
⑤共同物流の研究と開発事業

●需要開発事業
①「第52回ジャパンゴルフフェア2018」の開催
②2017JGGAペアスクランブルゴルフ大会の
開催
③「ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会」の開催
④関連団体に対する協力事業など

　以上、平成28年度の通常総会の内容及び平
成29年度主な事業計画の内容を紹介した。

　総会に引き続き開催された懇親会では、馬
場会長挨拶のあと、新しく理事に就任した谷
戸利行氏（ヤトゴルフ）、尾島祐輔氏（ダンロッ
プスポーツマーケティング）、有賀史剛氏（有
賀園ゴルフ）が改めて紹介された。続いて楳
本富男副会長（ブリヂストンスポーツ）より
乾杯の発声とともに終始和やかな雰囲気のも
と、各社交流を深めた。
　会員が一同に集まる貴重な機会であり近況
報告、情報交換の場として有意義なものとな
った。しばらく歓談の後、米山勉副会長（ヨネ
ックス）が中締めの挨拶をし、各自解散とな
った。
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「ドライバー市場は前期までと変わらず『エピッ

ク』と『M2』が市場を牽引しています。ウッド、ア

イアン市場の総販売数量は前年同期比で80％台

前半という非常に厳しいものとなっていますが、

詳しく分析していくとマークダウン品の販売数

量が大幅に減少（ウッドで前年同期比30％台、ア

イアンで40％台）していることが主要因となっ

ています。新製品を中心としたプロパー品の需要

は底堅いですが、マークダウン品以外でどうやっ

て“数を稼ぐか”が課題となっているように思い

ます」

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 コンポジット キャロウェイ 1 XXIO9 UT ダンロップスポーツ

2 M2（2017） コンポジット テーラーメイド 2 M2 FW（2017） テーラーメイド

3 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 3 XXIO9 FW ダンロップスポーツ

4 GBB EPIC Sub Zero コンポジット キャロウェイ 4 GBB EPIC STAR FW キャロウェイ

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 inpres UD+2 IRON カーボン ヤマハ 1 MD3 MILLED キャロウェイ

2 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 2 VOKEY DESIGN SM6 アクシネット

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

4 M2（2017） スチール テーラーメイド 4 DJ-33 フォーティーン

5 Steelhead XR  N.S.PRO スチール キャロウェイ 5 VOKEY DESIGN 
FORGED （2017） アクシネット

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 DISTANCE
（2015） 2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 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 4 SIGMA G SERIES ピン

5 HVC SERIES 2ピース アクシネット 5 SCOTTY CAMERON 
SELECT SERIES（2016） アクシネット

＝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）5 月1日〜 5 月 31日

ドライバー1位＝GBB EPIC STAR

「大学ゴルフ授業」充実に
向けた産学連携協力の推進

平成29年度…17大学（平成29年6月23日現在）
星槎大学／日本獣医生命科学大学／日本福祉
大／武庫川女子大学／国際基督教大学／芝浦
工業大学／流通経済大学／東京都市大学／新
潟医療福祉大学／武蔵野美術大学／立教大学
／桜美林大学／中央大学／国士舘大学／目白
大学／学習院大学／明治学院大学

◇ゴルフクラブ提供メーカー
16社（順不同、法人商号略）
ヨネックス／キャスコ／フォーティーン／朝
日ゴルフ用品／マルマン／ピンゴルフジャパ
ン／キャロウェイゴルフ／ブリヂストンスポ
ーツ／ヤマハ／テーラーメイドゴルフ／ミズ
ノ／本間ゴルフ／アクシネットジャパンイン
ク／アキラプロダクツ／ダンロップスポーツ
／プロギア

◇保管先・入出庫場所について
　ゴルフ授業用クラブは、二木ゴルフ配送セ
ンターにてスペースを提供いただき、入出庫
作業および在庫の保管を行っている。



（ 6 ）平成29年7月1日発行 第416号（毎月1日発行）

企業対抗ゴルフ大会開催のご案内

第6回
中部日本企業対抗ゴルフ大会

〇開催日
2017年9月26日（火）
〇開催コース
涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）

〇競技方法
18ホールズフォアボールストロークプレー
（スクラッチ）に拠るチーム戦
・2人の各ホールベストスコアの合計に拠り
順位を決定する
※同スコアの場合はマッチングスコアカード
方式により順位を決定する。

〇募集人数
20チーム40名／ 1チーム2名（男女不問）
＊女性参加者歓迎
〇参加費
1チーム6,000円（パーティー代、賞品代含む）
〇プレー料金
17,000円（キャディ付プレー代、昼食ドリン
ク代ほか）

第6回
西日本企業対抗ゴルフ大会

〇開催日
2017年9月12日（火）
〇開催コース
サンロイヤルゴルフクラブ（セルフプレー）
〇表彰部門
①アンダーハンディ部門・団体戦（別掲100切
り部門）
②スクラッチ部門・団体戦
〇募集人数
40チーム80名／ 1チーム2名（男女不問）
＊女性参加者歓迎
○申込締切
7月31日（定員になり次第締切）

〇参加費
1チーム6,000円（3,000円／人：パーティー
代、賞品代含む）
〇プレー料金
当日個人精算10,180円／人（プレー代、諸税
込）昼食代1,080円補助

〇参加規程
・参加企業は日本ゴルフ用品協会会員、もしく
は主催者が認めた者とする
・選手の参加資格は1年以上勤務する企業が
認めた社員とする
・エントリーはアマチュア規定を有する者に
限る
〇距離測定器使用について
距離測定器の使用可とする（当日無料貸し出
しあり）

〇競技方法
①＜アンダーハンディ部門＞
～ 100切り部門～
・18ホールズストロークプレー
・ダブルペリア算出ハンディ＋100切りポイ
ント合計によるチーム戦
※合計が同スコアの場合上位チームの決定
は、下記の方式によるものとする。
1.年齢合計の多いチーム
2.コイントス

②＜スクラッチ部門＞
・18ホールズストロークプレー
※合計が同スコアの場合上位チームの決定
は、下記の方式によるものとする。
1.個人最少グロスチーム
2.年齢合計の多いチーム
3.マッチングスコア方式の上、18番ホールか
らのカウントバック採用

昨年開催された大会の様子
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私たちCURUCURUは、女性ゴルファーに特化
したメディア・ファッションEC・クラブレン
タル・マーケティングなどを展開する企業で
す。この縮小傾向のゴルフ業界の中で、創業以
来9年連続二桁成長を続け、ゴルフをする女
性の10人に1人以上に愛用されるサービスを
展開しています。これはひとえに、熱心に女性
の声を収集し、彼女たちの「困った」を解決す
るアイディアを試し続けてきた結果と自負し
ています。この原動力は、人生を豊かにするゴ
ルフを日本中の女性が気軽に楽しめるように
なって欲しいという想いにあります。 

そんな活動の中で私たちは、様々な企業様か
ら「なぜ女性ゴルファーは増えないのか？も
っと女性を増やしたい」との相談をいただく
ようになりました。しかし、これはとても不
思議なことでした。なぜなら「ゴルフをした
いけどできない」女性が日本中に沢山いるか
らです。私たちは、この2者のギャップを解決
することで女性ゴルファーを増やせると確
信し、女性の割合を3割にすることを目標に
掲げています。 

■毎年女性ゴルファーの調査を実施

私たちは毎年何千人もの女性にアンケート
を実施し、その内容を業界に発信していま
す。今回この場をお借りして、女性のゴルフ
離脱理由について発信させていただきたい
と思います。

女性のゴルフを始める＆続けるハードルを
調査すると、1位「お金」2位「仲間や機会」3位
「腕前」4位「モチベーション」となります。こ
の中で、業界の皆さんに訴えたいのは3位の
「腕前」についてです。腕前が問題になるの
は、女性のゴルフが難しいからで、特に初心
者にとって大きな離脱原因になっています。

女性のゴルフを難しくしているのは、コース
において「男性より距離が長い」という現状
です。私たちがスコア100前後の女性に100Y
の番手を尋ねると、最も多いのが7番アイア

ンです。また、これら女性のドライバーの平
均は165Yです。この飛距離を男性と比べる
と、男性と女性の差は少なくみて1.4倍と言え
ます。これを5300Yのレディースティにあて
はめると、1.4倍は7420Yです。そう、女性は
コースデビューの日から男性のバックティ
と同じような距離を当たり前に課せられ、
「打ったら走れ・後ろが詰まっている」とプレ
ッシャーに焦りながらミスショットを繰り
返してプレーしているのです。このようなゴ
ルフを懲り懲りと思う女性がいるのも当然
です。ラウンドのお誘いを受けても、練習時
間が確保できないと辞退したり、気の知れた
メンバーでないと遠慮したりと、機会ロスも
生まれています。
この解決策は、とても簡単です。全ゴルフ場
で、レディースティより前に初心者が選べる
簡易なティーを設置することです。本人がリ
ラックスしてプレーできるだけでなく、初心
者を誘う側も気が楽ですし、スロープレーを
嫌がるゴルフ場にとってもメリットがあり
ます。 

■ゴルフクラブ選びの支援サービス  

クラブの購入ハードルも女性にとって大き
な課題です。その課題に対して私たちは「打
ちくらべセット無料宅配レンタルサービス」
を提供しています。

女性はゴルフクラブに男性ほど興味を持た
ないと言われていますが、私たちの調査では
ゴルフクラブを買いたい女性は沢山存在し
ました。しかし、小売店に行っても女性用の
試打クラブが豊富においていなかったり、そ
もそもお店で試打するのが恥ずかしくて試
打ができないという女性特有の悩みがあり
ました。

打ちくらべセットは、例えば、ドライバーを
検討したい女性の自宅に最新ドライバー 5本
セットを送って差し上げ、普段の練習場で自
分のクラブを含めて打ち比べができるサー
ビスです。ゴルフ場に持っていくこともで

女性パワーを後回しにする業界は未来に泣く
株式会社CURUCURU代表取締役　時田 由美子

き、店頭に試打が充実していないAシャフト
は常に人気です。そして、弊社は販売はして
いませんが、サービス利用者の多くがその後
クラブを買い替えます。リアルの小売店は商
圏が限られますから、私たちのようなネット
企業が日本中の少数派女性の課題を解消す
ることで、業界課題にも貢献できると考えて
います。 

■誘い手・仲間が大切

先のゴルフのハードル調査の通り、女性のゴ
ルフ継続に欠かせないのは、仲間や機会の存
在です。しかし、女性はそもそも少なく同性
の仲間を作りにくい環境にあります。大切な
のは、ゴルフに行きたいと思ってくれた時
に、誘える仲間や参加できる機会があること
です。

私たちは、2017年夏に、女性が思い立った時
に気軽にゴルフに行けるためのゴルファー
マッチングサービス「golco」をリリースしま
す。そのサービスを通じて、ゴルフに行きた
くても行けない女性のゴルフ離れを防ぐこ
とができると考えています。そして、様々な
企業様から仲間・機会づくりにつながるサー
ビスが提供されることを望んでおります。

今、人口問題を課題とする各業界が女性を取
り込もうと必死になっている中、ゴルフ業界
は女性を後回しにしすぎです。日本中に、ゴ
ルフをやりたいけれど動けていない女性、せ
っかく始めたのに楽しくないとやめてしま
う女性が沢山います。私たちは、既存ゴルフ
ァーを奪い合うのではなく、初心者や女性の
課題を解決することで、業界の女性集客の課
題も改善されていくものと信じ、今後もイノ
ベーティブなサービスを創り続けます。

時田 由美子（ときた・ゆみこ）

（株）CURUCURU	代表取締役
前職 SE時代にゴルフにはまり、女性のゴルフ環境をもっと
良くしたいとゼロから起業。2006 年、会員8万人の女子ゴ
ルフサイト「CURUCURU」を作り、女性とゴルフをつなぐを
テーマに、イノベーティブなサービスを展開中。
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　平成29年5月29日（月）、協会事務局内にて
標記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS6月号について
1～ 3面：「2017年版スポーツ産業白書　ゴル
フ用品のデータ」を掲載。
●「19番ホール」：廣田文雄理事が担当。
4面：「中部日本・西日本ペアスクランブルゴ
ルフ大会の案内」を掲載。
7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組み
（JGJA）」などを掲載。
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、JGGANEWS7月号編集について
1～ 3面：「JGF2017速報」を掲載。
●「19番ホール」：出山泰弘理事が担当。
4面：「中部日本・西日本企業対抗ゴルフ大会
の案内」を掲載。
6～ 7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組
み（時田由美子氏）」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、JGGANEWS8月号について
1～ 3面：「PGA60周年記念行事」を掲載予定。
●「19番ホール」：二木一成理事が担当。
4～ 5面：「東日本ペアスクランブルゴルフ大
会の開催報告」などを掲載予定。
6～ 7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組
み（丸毛晴恵氏）」などを掲載予定。
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、次回委員会の日程
　平成29年7月27日（木）

第3回インダストリーカップ委員会

　平成29年6月20日（木）、協会事務局内にて
標記の委員会を開催した。
議題-1、大会概要
日程：2017年10月16日（月）
場所：総武カントリークラブ　総武コース（千
葉県印西市）
人数：約180名
＊参加者申込状況(平成29年6月14日現在）

15社　計25チーム98名
・男子スクラッチ部門　8チーム(32名)
・女子スクラッチ部門　1チーム(2名)
・アンダーハンディ部門　16チーム(64名)
　女子の参加が少ないことを受け、単独チー
ムだけでなく複合チーム（2社の共同チーム）
の参加を認める事とした。
議題-2、次回委員会の日程
　平成29年8月2日（水）

講習会委員会

　平成29年6月20日（火）、 協会事務局内にて
表記の委員会を開催した。
議題-1　第42期ゴルフ用品販売技術者講習会
について
＊受講生申込状況（平成29年6月19日現在）
14社20名
①講習会のテキストⅠの作成状況
ゴルフ用具…初稿上がり確認中
ゴルフボール…第2稿確認中
ゴルフウェア…最終確認終了
ゴルフクラブの基礎知識…第2稿確認中
クラブフィッティング…初稿確認中
ツアープロのクラブサポート…初稿確認中
ゴルフシャフト…第2稿確認中
ゴルフクラブの進化…最終確認終了
　全科目の確認が完了次第、印刷を開始する。
②講習会テキストⅡの作成状況
ゴルフ用品市場動向（内容差替え）…編集初
稿完了
ボディコンディショニング理論（一部ページ
削除）…編集初稿完了
接客技術（一部修正）…編集初稿完了
店頭の活性化（変更なし）…編集初稿完了
③別冊テキストの作成状況
スポーツ用品公正競争規約（変更なし）…
JASPOより取り寄せ
クラブと球についての規則ガイド（変更なし）
…データを元に必要部数作成
議題-2　講習会試験問題について
　ゴルフ用品市場動向、ゴルフコンディショ
ニング理論の2科目の読合せを実施した。
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年7月10日（月）

第 4回活性化委員会

　平成29年6月20日（木）、協会事務所内にて

標記の委員会を開催した。
議題-1、ゴルフ市場活性化の動きについて
①関連企業活動状況
1. ゴルマジ4期目の会員数並びに利用状況
2.楽ゴル2017年利用状況（1～ 5月）
②大学体育授業における業界の協力状況
　大学からの要望に基づき、平成29年6月6日
までに累計38大学1,231本を無償配布した。
議題-2、ペアスクランブルゴルフ大会の開催
について
①東日本大会：平成29年7月17日(月・祝)
大宮カントリークラブ(埼玉県さいたま市)
＊定員に達したので6月14日付けで募集を締
め切った。
②西日本大会：平成29年7月26日（水）
ダンロップゴルフコース(兵庫県神戸市)
③中部日本大会：平成29年7月27日(木)
みずなみカントリークラブ（岐阜県瑞浪市）
協力：カジュアルゴルフ社・アルペン

ジャパンゴルフフェア 2018
第 1 回実行委員会

　平成29年6月21日（水）、ダンロップスポー
ツマーケティング会議室にて標記の委員会を
開催した。
議題-1、報告事項
① JGF2017の最終的収支について
② 有料入場化について
　JGF2018では見送り、出展社の確保と有料
イベントの充実を図ることで来場者増を目
指す。
議題-2、討議事項
①JGFグランドデザインと2018基本方針案の
説明
・JGFゴルフメディアコミッティ趣意書でメ
ディアとの取組方針が報告された。
・シャフトコーナー企画案の報告があった。
・試打席オープンタイプ改訂案と現状の課題
について意見交換された。
・コマ位置選択会の実施に関しての報告と意
見交換があった。
②営業対策について
③今後のスケジュール
・実行委員会開催予定の確認と、次回委員会の
日程の決定など
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年8月1日（火）

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.元々はゴルフ業界に入ることは目的ではなく、
自身のIT業務経験が求人内容にマッチしたこと
で今の会社に就職したのですが、自社で扱う製
品を身近に知ることでバックオフィスとしてもより
良い仕事ができると考え、それまではクラブの種
類も分からないほどの素人でしたが社内のスペ
シャリストに一から教わりゴルフを始めました。

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.社内の情報システムで、ネットワークシステムやサ
ーバー、パソコンの導入や運用管理をしています。
Q.年間のラウンド数は？
A.私がキャロウェイでゴルフを始めてから、主人も
積極的にゴルフをする機会が増え、主人の会社の
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仲間や友人達とのラウンドで年に15回くらいです。
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？　
A.ゴルフを始めた年齢が比較的高いので、この
先も楽しく長くゴルフが続けられるよう、体力作り
や日々のストレッチ。そして何より怪我をしないよう
気を付けています。

Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.私も月一以上ラウンドの機会はあるものの、主
人や男性のゴルフ仲間に誘われて、迎えの車に
乗って行くことがほとんどです。女性が一人でも
気軽に参加できるような企画や、女性目線の製品
作りには、やはり女性の意見が大切です。ゴルフ
業界に女性がもっと進出し活躍していけるよう共
にがんばりましょう。

キャロウェイゴルフ株式会社
Finance & IT

岡部 直美さん

先
日
の
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得
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ア
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界
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す
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