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﹁中国ゴルフショー２０１２﹂開催

︱

中国ゴルフ市場は黎明期︑
進出は大きなチャンス
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こと︒当然︑
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人間関係

以上の年収6万元︵ 万円︶

ン施設経営者によると︑中流
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の構築も行っているだろうが︑

するエリアも存在する︒セー

を占め︑量販店が即売セール

カーが全体のスペースの半分

ビジネス向けサービスやメー

ボールメーカーなど︑ゴルフ

社︑芝刈り用の器材︑練習場

ている︒また︑コース設計会

計会社のブースも沢山あった︒

ク・ニクラウスなどコース設

ブースが多数存在し︑ジャッ

Ａ世界連合のネームがついた

スタートできる︒実際︑ＰＧ

国のそれよりも有利な状態で

るのだから︑米国の業者は他

その上で個々の業者が便乗す

ッスンにお金を払っている︒

と日本のゴルファー以上にレ

常に熱心らしい︒調べてみる

が高く︑かつ技術の向上に非

時にはレッスンを受ける割合

のこと︒実際ゴルフを始める

フを始めるボーダーラインと

程度のサラリーマンが︑ゴル

今の中国は 年前の日本
1950年代後半︑戦後と呼ばれた時代が終わ
り︑高度経済成長を迎えた日本は︑中村・小野プロによるカナダカップ︵現ワ
ールドカップ︶の優勝により第一次ゴルフブームが始まった︒富裕者から一般
市民に広がりつつある現在の中国は︑日本のゴルフ業界にとってどんな意味を
持つのか？ 中国ＰＧＡマーチャンダイズショーから見てみる︒
を伺わせる︒金曜初日の来場

ルといっても日本のゴルフ量

行ってまいりました︑オーガス

タ︒今回は現地で見たマスターズ

水曜日のパースリーコンテスト

について書かせていただきます︒

デーに初のコース入り︒あの 番

グリーンにまず感激︑全体的には

意外にアップダウンのきついコー

番︑

番グリーン周

スなんだなあという印象です︒

名物の

り︑素晴らしく美しかったです︒

今年は暖冬でアゼリアの花は咲き

終わり︑まさにグリーンと白︵バ

ンカー︶のコントラストのオーガ

私の観戦ベストポイントは 番

スタでした︒

は禁止されているが︑実態は

原則として新規ゴルフ場建設

内容で日本のレッスンのよう

ていたが︑いずれも基本的な

に何度かクリニックが行われ

までずっとすり鉢状になっている

リーンの観覧席から 番グリーン

ショートのグリーン周り︒ 番グ

﹁商談日﹂
︒これとは違い︑平

者数は6161人︵同 ％増︶

会場のメインブースでは1日
一般来場者が群がる様子はさ

地方政府が収益源確保のため

な高いクオリティは伺えな

日の金曜を自由に使える一般

中国では2004年から︑
ながら百貨店のバーゲンだ︒

にスポーツレジャー公園︑都

い︒日本のティーチングプロ

ところにある北京オリンピッ

販店の価格と変わらないが︑

クラブメーカーは中国市場

ゴルフビジネス向けの業者は

市緑地などと銘打って開発を

が進出すれば︑しっかり稼げ

で︑3日間で1万4771人

で︑ブランド数は400を超

向けの金色の派手なヘッドを

少なく︑2月に開催されたジ

進行中︒地球の裏側の米国勢

■出展社の特徴

日中でも気温0度という
える︒会場面積も2万700

競って展開︒機能よりもデザ

ャパンゴルフフェア︵ＪＧＦ︶

る土壌はあるということだ︒

は356社︵前年比 ％増︶

中︑金曜朝 時だというのに
0㎡︵同 ％増︶と拡大基調︒

インやゴージャス感が顧客の

が意欲的な営業攻勢を仕掛け

〜 日︶が開催された︒

続々と一般来場者が会場に向
ほとんどが海外からの出展で

に出展していなかったクラブ

が︑逆にＰＲチャネルが多様

れているからだと思われる

ではＰＲするチャネルが限ら

ッグメーカーの出展も︒中国

地方のアパレル︑キャディバ

メーカーの顔ぶれも︒なぜか

■来場者たち

のではと考えさせられた︒

てないとしたらかなり問題な

が転がっているのに︑気付い

開発︑設計︑運営のチャンス

4時間の日本勢はほぼ皆無︒

ているのに︑飛行機でわずか

の信頼︑ホスピタリティは知

あると思うが︑日本のモノへ

悩まされるメーカーの苦労は

はまだ黎明期である︒偽物に

ングをしたが︑中国のゴルフ

■総括

最終日はやはり 番グリーンサ

れる雰囲気が最高だと思います︒

ため歓声も響き︑一体感が感じら
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イド︑しかもピン傍の左手前近く

に陣取れれば最高です︒
︵今回早

朝から並んで前から3列目を確

保︒購入したマスターズチェアに

番では上がってくる選手をス

名刺を挟んで置いておきます︶

タンディングオベーションと拍手

で迎えます︒ただし上位組の状況

は分からない︒聞こえてくるのは

関わり方もあるのではないだ

しか出来ないゴルファーとの

いかにも富裕者ですといった

ージしていたミドルエイジの

来場者を見てみると︑イメ

の輸出は大きなチャンスがあ

など︑質の高いソフト部分で

ンツ︑レッスン︑コース運営

られているので︑特にコンテ

ウーストヘーゼン

ミ ケ ル ソ ン？ Ｂ・ ワ ト ソ ン？

はイーグル？ いやバーディー？

遠くの大歓声︒あの歓声の大きさ

ろうか？ と思われた︒

人たちとは少し違い︑一見普

のではない︑値段が高いか
ら選ぶのだ︒まだ中国の人

■米国ゴルフ産業の政治力！

︵文・写真提供 ㈱ランケイ

と想像をめ

たちに日本のゴルフの素晴

中国ＰＧＡマーチャンダイ

婦︑ 代後半のカップルが多

ア 代表取締役 森明彦氏︶

ミズノ 藤原達

に行きましょう︒

でティーアップ︑みんなでゴルフ

陽気も良し！ グリーンティー

た︑そんなマスターズでした︒

ッバ・ワトソンに女神が舞い降り

のかな︑ということ︒最終的にバ

さに〝女神〟が微笑むかどうかな

まう︒感じたことは︑勝者にはま

の差でスコアが大きく変わってし

身の一打︑落としどころ数センチ

まさに全員が〝マスター〟の渾

やため息で反応します︒

更新されるたびにパトロンが歓声

れがまた味わいがある︒ボードが

スコアボードが〝手動式〟でこ

ぐらします︒

らしさは伝わっていないの

ズショーで気になったのは︑

かったりする︒現地のレッス

ると思われた︒
が現状︒且ついいサービス

ＰＧＡ世界連合が中国ゴルフ

代前後の子供連れ夫
は広告ではなく口コミで広

協会と共催し︑全米ゴルフコ

計者協会が連携していたこと
だ︒これは米ＰＧＡが﹁羊の
皮をかぶって﹂
︑つまり中国
のゴルフ振興をサポートする
ように見せかけて︑その実︑
衰退する米国ゴルフビジネス
がアジアで儲けるための仕組
みを作ろうとしているという

通の

がるという中国富裕者の特

ース管理者協会︑全米支配人
らしている今の日本のゴル
フツーリズムとインバウン
ド︒まずやるべきことは彼
ら と も っ と 交 流 し︑ 伝 え︑
生の声を吸い上げること︒
アジア各国が出展する
中︑日本の観光ブースが無

協会中国支部︑全米コース設

性︒種のない畑に日光を照

主催者︑出展社にもヒアリ

な日本だからこそ︑ＪＧＦで

日本の出展社もあったが︑

かっている︒日本のゴルフフ

選択基準であることを物語っ

のゴルファーが多いようだ︒
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あり︑中国市場に対する期待

中国人はお金の使い方を
周りの人に見せることによ
り︑自身の経済力を誇示す
る︒街中を走る車を見ても
ＢＭＷ︑ＡＵＤＩなら最高
級クラスだけが走ってい
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JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION

発行所 社団法人 日本ゴルフ用品協会

〜震災から１年〜

協力
日本ゴルフ場事業協会

矢野経済研究所
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都道府県別来場者比較一覧（対前年同期増減数及び比率）
都道府
県地域
区分

平成22年4月〜6月

平成23年4月〜6月

ゴルフ
ゴルフ
来場者数（人）
来場者数（人）
場数
場数

対前年同期
増減数（人）

対前年
同期
比率
（％）

㈳日本ゴルフ場事業協会調べ

対前年 平成22年10月〜12月 平成23年10月〜12月
対前年同期
同期
対前年同期
増減数（人）
増減数（人） 比率
ゴルフ
ゴルフ
ゴルフ
ゴルフ
（％）
来場者数（人）
来場者数（人）
来場者数（人）
来場者数（人）
場数
場数
場数
場数
平成22年7月〜9月

平成23年7月〜9月

平成23年度
合計

対前年
対前年
同期
対前年同期
同期
増減数（人） 比率
比率
（％）
（％） 来場者数（人） 来場者数（人）

都道府
県地域
区分

岩手

25

126,868

26

82,443

−44,425 −35.0

26

195,835

26

186,020

−5.0

26

203,688

26

190,662

−13,026

−6.4

26

13,654

26

10,445

−3,209 −23.5

540,045

469,570

−70,475

−13.0

岩手

宮城

44

298,596

44

120,726

−177,870 −59.6

44

360,650

44

297,503

−63,147 −17.5

44

397,102

44

362,186

−34,916

−8.8

44

136,147

44

94,013

−42,134 −30.9

1,192,495

874,428

−318,067

−26.7

宮城

福島

63

480,339

63

239,945

−240,394 −50.0

63

504,041

62

356,562 −147,479 −29.3

63

477,716

62

362,838 −114,878 −24.0

63

125,940

62

155,087

1,114,432

−473,604

−29.8

福島

2,443

23,166,246

2,434

20,124,876 −3,041,370 −13.1

2,442

23,871,709

2,436

2,442

25,510,563

2,434

2,437

15,655,413

2,429

全国計

23,878,198

−9,815

平成23年1月〜3月
平成24年1月〜3月
対前年
対前年同期
同期
増減数（人）
比率
ゴルフ
ゴルフ
（％）
来場者数（人）
来場者数（人）
場数
場数

平成22年度
合計

6,489

0.0

25,279,903 −230,660

−0.9

※ ここに掲げる数字は、3月から翌年2月までの利用行為に係る利用税の課税状況から算出した数である。
（平成23年4月〜6月欄の数字は、3月〜5月までのゴルフ場利用行為の合計入場者数である）

29,147

23.1

1,588,036

15,258,830 −396,583

−2.5

88,203,931

84,541,807 −3,662,124

−4.2 全国計

指摘する声も挙がっており︑

それに伴い行き過ぎた価格競

争の是正を求める声がいまま

で以上に大きくなっているよ

が﹃マークダウン品の販売低

ゴルフ産業市場動向速報

下﹄という現象を引き起こし

うに感じる︒

いることが分かった︒これは︑ ︵1084店︶の実売実績の

ているという指摘を耳にする

さらに︑値引き競争の激化

集計であり﹃市場全体﹄の数

するデータは︑
﹁主要小売店

値ではないこと﹂
︑
﹁小売店実

比べ3県とも大きく下回って

震災の影響が大きく左右して

機会も増えている︒これは主

ゴルフ場来場者数からみる市

いることはいうまでもない

に﹃プロパー品が安く買える

24

場動向︵ＮＧＫ調べ︶

社団法人日本ゴルフ場事業

売ベースの数値であり︑矢野

ようになったことで︑従来の

経済研究所が対外的に発表し

マークダウン品の価格訴求力

が︑興味深いのは︑震災から

ている﹃メーカー出荷ベース

1年経過した﹁平成 年1月

の市場規模﹄とは算出基準が

が低下している﹄という理由

協会︵ＮＧＫ︶は先頃︑
﹁都

〜3月期﹂の数値︒同期東北

によるものである︒本サマリ

道府県別来場者比較一覧︵対

3県の来場者数をみてみると︑

異なること﹂をご了承願いた

※

い︒それでは以下︑同調査内

※

ー上で度々﹃価格競争の激化

による反動﹄を懸念する主旨

※

※

の文章を掲載してきたが︑こ

前年同期増減数及び比率︶
﹂

26

容を抜粋してお届けする︒

﹁当期︵2012年4月期︶

ているように感じる﹂

こにきてその反動が顕在化し

テゴリー別販売数量・金額実

ＹＰＳゴルフデータの商品カ

以上が震災から1年経過し

た現在のゴルフ産業市場動向

の速報値を発表した︵※同調

︶

44

■岩手県︵ゴルフ場数

︶

︶

1万445人︵同 3209

・5％減︶

■宮城県︵ゴルフ場数

23

査内容は速報値のため︑今後︑

22

人減／同

30

23

年度

24

修正する可能性有り︶
︒

調査内容は︑平成

︵ 年4月〜 年3月︶と平

23

9万4013人︵同 4万2

■福島県︵ゴルフ場数

134人減／同

成 年度︵ 年4月〜 年3

月︶の都道府県別にみた来場

62

平成24年６月１日発行（ 2 ）

23 22

・9％減︶

者の増減数を算出したもの︒

15

績は以下の通りとなった︵別

売実績︶の速報値︒なにも苦

︵ゴルフ場来場者数︑用品販

掲の表を参照︶
︒

当期も前期に引き続き︑比

・1％増︶

較対象となる前年同期比︵2

23

万5087人︵同 2万9

だった︒実は震災から1年

しい状況はゴルフ産業に限っ

147人増／同

経過し︑落ち着きを取り戻し

たことではない︒このような

びに総務省自治税務局都道府

県課の協力を得て︑全国ゴル

011年4月︶が東日本大震

23

これはＮＧＫが︑都道府県並

フ場の実態について公表する

災の影響を大きく受けていた

かない訳であるが︑業界にと

ているかと思われていたが︑

現状を受け入れながら進むし

をはかる指標としては大きな

前年比を上回ったのは福島県

ため︑前年同期実績は市況感

70

もので︑ 年度の全国来場者

数は︑8454万1807人

のみ︒全国的にみても︑北海

っては今年が本当の正念場と

いえるのではないだろうか︒

道︵同 ・9％減︶
︑青森︵同

10年4月︶の実績と

万2124人減︶であること

6％減︶など壊滅的に落ち込

比較したところ︑各カ

カテゴリーによって

48

︵前年比4・2％減／366

んでいる地域が散見される︒

テゴリーの数値は以下

多少のバラツキはある

ᢙ㊂䊔䊷䉴 ㊄㗵䊔䊷䉴 ᐔဋታᄁଔ
㪈㪇㪇㪅㪌㩼
㪐㪎㪅㪈㩼
㪳㪄㪈㪃㪇㪌㪉
㪈㪇㪇㪅㪋㩼
㪐㪋㪅㪇㩼
㪳㪄㪎㪏㪇
㪈㪇㪊㪅㪍㩼
㪏㪐㪅㪎㩼
㪳㪄㪈㪃㪐㪐㪐
㪐㪋㪅㪎㩼
㪏㪋㪅㪏㩼
㪳㪄㪊㪇
㪐㪐㪅㪐㩼
㪐㪉㪅㪋㩼
㪳㪄㪎㪐㪎
㪐㪊㪅㪊㩼
㪏㪐㪅㪉㩼
㪳㪄㪎㪉㪈
㪐㪎㪅㪏㩼
㪐㪉㪅㪐㩼
㪳㪄㪍㪋
㪐㪊㪅㪈㩼

78

意味をなしていない︒

別掲の表は︑同調査内容か

この理由をＮＧＫは次のよう

の通りとなった︵別掲

北地方などは︑クローズする

䉡䉾䊄
䉝䉟䉝䊮
䊌䉺䊷
䊗䊷䊦
䉲䊠䊷䉵
䉨䊞䊂䉞䊋䉾䉫
䉫䊨䊷䊑
ว⸘

・1％減︶
︑新潟︵同 ・

ら震災の影響が特に大きいと

にコメント︒

の表を参照︶
︒

ゴルフ場が多かったためで

横ばいから微減傾向︑

ものの︑数量ベースで

の影響を受けたゴルフ場が多

金額ベースでは全カテ

す︒関東︑甲信越地方も積雪

かったようです︒逆に積雪の

っていることが分か

る︒つまり︑市況とし

ゴリーでマイナスにな

ては〝パッとしない状

少ない九州地方は軒並みプラ

続いて︑矢野経済研究所協

スに転じています﹂

力の下︑用品市場の速報値
︵2

況〟が続いているとい

うことになる︒一部小

売店からは︑昨年から

顕在化している値引き

競争の〝効力低下〟を

012年4月期︶を紹介する︒

用品市場からみる市場動向

︵矢野経済研究所調べ︶

まず始めに︑これから紹介

当期（2012年4月）販売実績の前々年同期（2010年4月期）比較

が分かった︒

思われる東北3県︵岩手︑宮

﹁今冬は記録的な厳冬で︑積

23

そこで︑前々年同期︵20

城︑福島県︶を抜粋したもの︒

雪がすごく︑特に北海道や東

県別の合計来場者数︵平成

万9570人

46

年度︶をみてみると︑

■岩手県

︵対前年同期増減数 7万4

・0％減︶

87

75人減／対前年同期比率

31

13

万4428人

万8067人減／

・7％減︶

26

■宮城県

同

万3604人減／

47

■福島県 111万4432

人︵同

・8％減︶

■全国計 8454万180

同

7人︵同 366万2124

人減／同 4・2％減︶

という結果で︑全国平均に

29

︵同

第355号（毎月１日発行）

２０１２年 ゴルフ場利用税廃止運動の実施について

れます︒そのような状況下︑
フ競技団体のある市区町村︑

︵ゴルフ場利用税廃止運動推進本部・日本ゴルフ関連団体協議会︶
当協会も参加しているゴル

栄冠はどのチーム？ アベレージゴルファー大集合！

誰でも楽しめるチーム対抗形

②男子シニア部門︵昭和 年

﹁ ２０１２年 経済産業大臣杯全国チーム対抗戦﹂参加チーム募集！
日本ゴルフ場事業協会︵Ｎ

月 日以前に生まれた者︶

男子シニア︑男子一般部門と

①新ペリア方式︵ダブルパー

︻競技方法︼

③男子一般部門

式のゴルフ大会︒レディス︑

年経済産業大臣杯全国チーム

いう3つのカテゴリーを設

ＧＫ︶が主催する﹁2012

・実施団体 都道府県ゴルフ

け︑全国 のゴルフ場で予選

政府機関等

の税制は︑世界からも批判を
対抗戦﹂の予選大会参加チー

スポーツに課税を行う我が国

部・日本ゴルフ関連団体協議
ムを募集します︒

一方︑今般の消費税増税議

協会・連盟︑市区町村ゴルフ

は︑2012年度のゴルフ場
※ツアープロ等も参加予定
拡大と新しい競技の楽しみ方

技志向の薄いゴルファー︶の

ー︵特に︑プレーはするが競

同大会の趣旨は︑ゴルファ

して全国決勝大会に進出︒

ームが経済産業大臣杯を目指

大会を開催︒各部門の上位チ

︻決勝大会︼

なし︶

カット・算出ハンディの上限

論を踏まえたとき︑本年はゴ
ルフ場利用税廃止に向け動き
③ 啓発・広報活動

利用税の概要を以下の通り決
定いたしましたので︑ここに
1 ポスター及び啓発用グッ
性化の一環として実施するも

の提言であり︑ゴルフ市場活

適用する︵距離計測器使用

ール及びＪＧＡゴルフ規則を

会場コースのローカル・ル

01

ＴＥＬ

月2日︵金︶

︱3864 ︱67

㈳日本ゴルフ場事業協会

︻問い合わせ先︼

日程

︵福岡県小郡市︶

会場 小郡カンツリー倶楽部

出す重要な年と位置づけられ
ズの制作

可︶
︒

︻競技規則︼

ます︒
2 コラムニスト・評論家等

ので︑協力団体は以下の通り︒

そこで︑ゴルフ場利用税廃
止運動推進本部では︑本税廃
後援 経済産業省

都道府県ゴルフ協会・連
盟︑日本ゴルフ協会︑北海道
への発言依頼や執筆依頼

︻プレー条件︼

3 トーナメント会場及びイ

協賛 ゴルフ市場活性化委員

止に向けた運動をスポーツた
ベント等におけるゴルフ場利

るゴルフを愛する国民の声と
位置づけ︑関係諸団体の協力

関東ゴルフ連盟︑中部ゴルフ
連盟︑関西ゴルフ連盟︑中国

① Ｈ・ストロークプレー

ゴルフ用品協会︑日本ゴルフ

日本ゴルフ練習場連盟︑日本

本パブリックゴルフ協会︑全

協会︑ゴルフ緑化促進会︑日

ルフ連盟︑日本ゴルフ場事業

の連携の強化をはかる︒

■アマチュアスポーツ団体と

的な廃止運動の推進を行う︒

■地方との連携の強化と一体

る︒

定し︑集中的な活動を展開す

動推進本部・日本ゴルフ関連

名称 ゴルフ場利用税廃止運

ます︒

ァーの皆様へ情報提供いたし

ターネット上に公開︑ゴルフ

場利用税廃止への賛否をイン

見解をアンケートし︑ゴルフ

︻大会概要︼

習場連盟

との組み合わせ︒

ー﹂を共通のスローガンとし

なお︑ＧＭＡＣでは東日本
②4人1組の団体戦︵上位3

会︵ＧＭＡＣ︶
︑㈶日本ゴル
フ協会︑
︵公社︶
日本パブリッ

大震災復興支援策である﹁グ

用税廃止キャンペーンの展開

リーン・ティー・チャリティ

④ 本税についての国会議員

名のネットスコアの合計︶

のもと︑強力に展開していく

③各チーム2名ずつ他チーム

所存であります︒

クゴルフ協会︑㈳日本ゴルフ

九州ゴルフ連盟︑日本ゴルフ

用品協会︑㈳全日本ゴルフ練

トーナメント振興協会︑日本
■団体間の連携強化による運

団体協議会

ゴルフ場利用税についての

プロゴルフ協会︑日本ゴルフ
■広く国民への関心を喚起す

動の推進をはかる︒

■廃止運動一斉行動の日を設

ツアー機構︑日本女子プロゴ
る施策の実施︒

①レディス部門

ます︒

団塊の世代が 代に入った

協会へ︑

現在︑参加者を募集中︒詳
いま︑ゴルファーの拡大にも

88︒

いうものです︒
活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶が

︵ＰＧＳ︶主催︑ゴルフ市場

本年度はＰＧＳ加盟 コー

このような大会が必要です︒
スで予選を開催︒東・中部・
西日本地区にて各地区決勝大
会︵個人戦のみ︶を開催いた

課税である﹁ゴルフ場利用税﹂

増進をはかるゴルファーへの

より︑スポーツを実施し健康

ツ基本法が制定されたことに

② ゴルフ場利用税廃止全国

モンドカップ2012など︶

ワールドレディース︑ダイヤ

名コーナー設置︵サロンパス

※男女プロツアー会場での署

店及びゴルフ練習場等

す税金︒一部非課税︵ 歳以

在する都道府県が利用者に課

円︶によって︑ゴルフ場の所

800円／人︑最高1200

用の日ごとに定額︵標準税率

ゴルフ場の利用に関し︑利

︻参考
︵ ゴルフ場利用税とは︶
︼

フを﹂の部分にも合致するだ

ある﹁続けよう︑もっとゴル

ＧＭＡＣのスローガンでも

競技です︒

わせたものになるユニークな

ィキャップは年齢と歩数を合

をテーマに開催され︑ハンデ

り入れた新たな競

と〝遊び心〟を取

か︒同世代の仲間

広がっていくので

で︑ゴルフの輪が

て参加者を募ってもらうこと

します︒ゴルフ関係者が奮っ

の本質的矛盾が一層明確にな

一斉陳情活動

学校教育︶及び都道府県が定

をシニアの人たちに︑もっと

けではなく︑ゴルフの楽しさ

いかがでしょう︒

を楽しんでみては

技方法で︑ゴルフ

︱3563 ︱23

しくは日本パブリックゴルフ
東 京 都 港 区 新 橋 6 ︱7 ︱1

住所 〒105 ︱0004

後援する﹁ドリーム・エイジ
︱3431 ︱45

同大会は︑ 歳以上のゴル

がスタートしました︒

ゴルフ大会﹂の地区予選大会

日本パブリックゴルフ協会

﹁ドリーム・エイジゴルフ大会﹂参加者募集！

２０１２ ＰＧＳ主催

て同大会をサポートしていき

ルフ協会︑ＮＰＯ日本芝草研
︻活動計画︼

ＴＥＬ

︵日本芝草研究開発機構内︶

︻種目別︼

究開発機構︑全国ゴルフ会員
① ゴルフ場利用税廃止を求

アマチュアゴルファーなら

権取引業団体連絡会︑全国ゴ
める署名運動

︱3431 ︱46

ファーを対象とした﹁ゴルフ

りました︒2016年からは

日までの﹁ゴルフウィーク﹂

もっと味わっていただこうと

70

める軽減税率があります︒

18

はないでしょう

ゴルフがオリンピックの正式

info@gorenkyo.net の楽しさ﹂︑﹁元気で長生き﹂

24

上︑ 歳未満︑障害者︑国体︑

年には日本で世界アマチュア

都道府県︑ゴル

・陳情先

30

ゴルフチーム選手権が開催さ

47

http://www.gmao.jp/
index.html

●ＧＭＡＣホームページ

http://www.pgs.or.jp/
user/top.do

●ＰＧＳホームページ

03

60

︻問い合わせ先︼

ルフ場関連事業協会︑日本ゴ

6月の2ヶ月間

40

70

︵順不同・敬称略︶

・実施場所 全国ゴルフ場2

ＭＡＩＬ

03

03

・実施日 7月 日〜8月5

ＦＡＸ

︻運動主旨︼

420ヶ所︑ゴルフ用品販売

・実施期間 平成 年5月︑
24

種目に復帰し︑また2014

昨年︵平成 年︶にスポー
23

65

ゴルフジャーナリスト協会

ルフコース設計者協会︑日本

ゴルフ連盟︑全国高等学校ゴ

へのアンケートの実施

ゴルフ連盟︑四国ゴルフ連盟︑

ゴルフ連盟︑東北ゴルフ連盟︑

議加盟 団体

競技団体︑ゴルフサミット会

フ場利用税廃止運動推進本

27

受けるものと思われます︒

31

会︵本部長・会長小宮山義孝︶

12

お知らせいたします︒

36

︻運動方針︼

03

17

場支配人会連合会︑日本学生

18

11

47

︻参加団体︼

第355号（毎月１日発行）
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震災復興支援

ガン撲滅︑グリーン・ティー・チャリティー

﹁ ２０１２ＪＧＧＡゴルフ大試打会﹂

名古屋

と未加盟の4団体は︑
﹁日本ゴル

会議において︑ゴルフ関連 団体

会も加盟する日本ゴルフサミット

開催を希望する以下ゴルフ場とす

ルフ場事業協会加盟ゴルフ場で︑

ゴルフ協会加盟ゴルフ場︑日本ゴ

協会加盟倶楽部︑日本パブリック

①開催地区に所在する日本ゴルフ

2︑事業開催施設

に支援する︒

伝費200万円を東北ゴルフ連盟

③当該事業開催を告知する広告宣

盟が負担する︒

当し︑不足の場合は東北ゴルフ連

・過の場合は再度ＧＴＣ募金に充

東北ゴルフ連盟で行う︒

前の4月 日︵土︶
︑大江グ

会﹂が︑ゴールデンウィーク

12Ｊ ＧＧＡゴルフ大試打

チャリティー︵ＧＴＣ︶20

ン撲滅︑グリーン・ティー・

が主管する中部地区での﹁ガ

会︑㈳全日本ゴルフ練習場連

ジャパンゴルフツアー選手

㈳日本女子プロゴルフ協会︑

会︑㈳日本ゴルフツアー機構︑

後援は㈳日本プロゴルフ協

︵事務局中村正典専務理事︶

﹁ゲームコーナー﹂では 名

しみ販売コーナー﹂を実施︒

ッズなどが購入できる﹁お楽

やトーナメントオリジナルグ

ナー﹂
︑ツアープロの愛用品

で賞品が貰える﹁ゲームコー

として︑ドラコンやニアピン

フ界合同・震災復興支援チャリテ

る︒

ディス試打も好評でした﹂

ィープログラム﹂の立ち上げを発

当協会主催︑中部日本支部

表いたしました︒同プログラムの

平成 年4月4日︵月︶
︑当協

in

ーガンは﹁日本のゴルフが︑日本

ャリティー﹂
︵ＧＴＣ︶で︑スロ

復興支援 グリーン・ティー・チ

活動名称は︑ご存知の通り﹁震災

・基本的に開催を希望するゴルフ

ルフ連盟に報告する︒

するか否かの調査を行い︑東北ゴ

・各県連を経由の上︑開催を希望

4︑今事業の支援活動

費を各県連に支給する︒

前記事業広告計画を受け︑その経

・東北ゴルフ連盟は︑各県連より

市︶で開催された︒

ランドゴルフ︵愛知県名古屋

ピターゴルフネットワーク︑

ルファー育成協議会︑㈱ジュ

盟で︑ＮＰＯ日本ジュニアゴ

れた︒

3500円の寄付金がよせら

しみ販売コーナー﹂では3万

が参加し8600円︑
﹁お楽

同練習場は1階111打

にも役立てるために支援金の募金

は1回限りとする︒

・但し︑各ゴルフ場での事業開催

以内を条件とする︒

・事業規模は 名以上︑150名

場の全てでの開催とする︒

主催 開催ゴルフ場または全日本

5︑コンペ実施要領︵案︶

の経済活動に寄与できる︒

③商品券が被災地で使われ︑被災地

ので更なる支援に繋がる︒

②参加料の一部を支援金に充当する

①ゴルフ場の集客になる︒

﹁当日は︑昨年に続き朝から

が参加した︒

282名の熱心なゴルファー

ー

年より2社増のトップメーカ

のゴルフ練習場︒今年は︑昨

スボールを使用︒地元で人気

席を誇り︑練習球はツーピー

であるガン撲滅︑ＧＴＣ企画

トを試打と同時に開催︒趣旨

また︑今年も様々なイベン

癌研究基金に寄付される︒

は︑ＧＴＣ及び︑㈶高松宮妃

ティイベントによる寄付金

席︑2階 打席の計141打

活動とチャリティーグッズの販売

②全日本ゴルフ練習場連盟東北支

雨模様と低温にて試打会参加

なお︑今回行われたチャリ

を行っております︒経費等を差し

部として︑福島︑宮城に於いて︑

共催 震災復興支援グリーン・テ

ゴルフ練習場連盟

東北地区のゴルフ再活性化に役立

資金を東北ゴルフ連盟に支援する︒

て︑賞品として商品券を購入する

①上記事業が行われる施設に対し

3︑支援策

ならないよう︑ある程度幅を持っ

※時期が集中して参加者が少なく

を目標として各県連で調整

開催時期 8月のゴルフウィーク

連盟︑その他マスコミや協力会社

後援 東北ゴルフ連盟︑県ゴルフ

ィー・チャリティー支援委員会

が多く見受けられました︒レ

の機会に真剣に選ぶユーザー

分︑自分にあったクラブをこ

ースを回り︑参加者が少ない

しかし︑そんな中でも各ブ

した︒

者の出足が鈍いという状況で

3県で1万人動員を目標に行うチ

同コンペは岩手︑宮城︑福島の

ルフ練習場連盟東北支部に支給す

北支部が行う事業分は︑全日本ゴ

但し︑全日本ゴルフ練習場連盟東

連に商品券購入資金を支給する︒

下5位刻み飛び賞︑ＢＢ︑ＢＭ賞︑

賞 優勝︑準優勝︑3〜 位︑以

者を上位とする︶

︵同ネットスコアの場合は︑高齢

順位決定 ネットスコア上位者

プレー︵ダブルペリア方式︶

その他特別賞の設置は自由

0円程度の物を最低限とする︶
︑

キャスコ㈱

キャロウェイゴルフ㈱

グローブライド㈱

㈱シャフトラボ

テーラーメイドゴルフ㈱

藤倉ゴム工業㈱

ブリヂストンスポーツ㈱

マグレガーゴルフジャパン㈱

㈱マスターズ

マルマン㈱

ミズノ㈱

ヤマハ㈱

全16社

ＧＴＣでは被災地のゴルフ復興

引いたそれらの収支差額の総額は

各々上記事業を1回開催すること

ててもらうために︑東北ゴルフ連

・賞品として商品券を購入する総

て決める︒

ャリティーコンペで︑ゴルフ場の

る︒

細を東北ゴルフ連盟に通知する︒

盟が中心となってまとめた︑
﹁被

額は2700万円とする︒

競技方法

その結果︑今回は被災地である

災地区ゴルフ支援チャリティーゴ

・東北ゴルフ連盟は︑開催希望ゴ

で検討してまいりました︒

ルフコンペ事業﹂の賞品︵商品券︶

ルフ場を県連ごとにまとめ︑各県

ホール・ストローク

に役立てることが適当との結論と

集客になると同時に︑参加料の一

②各ゴルフ場への商品券購入資金

なりました︒

部が支援金に充てられるため更な
る支援に繋がります︒

内容で行う︒

参加賞︵商品券1000円︑50

・支給金額は参加者1名当たり2

の支給は事業規模に応じて以下の

使われることにより︑被災地の経

施設に一任

済活動にも寄与できるものです︒

参加費 一律2000円︵100

プレー代 プレー代ほかは各事業
目処︶
︒

0円は賞品に充当︑1000円は

700円とする︵総参加者1万人

・事前に事業規模を報告し︑支給

つきましては︑以下より概要をお
知らせいたします︒

金額を受け︑事後にコンペ集計表

ＧＴＣ募金に充当︶

以上

表彰式 開催の有無は自由とする

を基に精算し︑過不足調整を県連
と行う︒
・全ての事業終了後の過不足金は

アクシネットジャパンインク

16

40

︻被災地区ゴルフ場支援チャリテ
ィーゴルフコンペ事業概要︼

東日本大震災被災3県︵福島︑

1︑支援先︵開催地区︶

宮城︑岩手︶

（50音順）

ゴルフ大試打会参加企業

社が参加︵別表参照︶
︒

約3000万円︵2012年5月

とし︑同東北支部は上記事業の詳

もと開催された︒

大江グランドゴルフの協力の

40

現在︶となり︑この使途について

ダンロップスポーツ㈱

支援委員会のワーキンググループ

のチカラに︒
﹂です︒

14

30

16

また︑賞品の商品券が被災地で

10

㈱カタナゴルフ
282名の熱心なゴルファーが参加！

18

ヨネックス㈱

レディス専用試打コーナーは今年も好評だった

23

﹃グリーン・ティー・チャリティー﹄の支援金使途について

平成24年６月１日発行（ 4 ）
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データで見る
マーケット状況
中国 2万190本
台湾 8887本
シンガポール 8793本
マレーシア 5472本

シリーズ⑧

リアルマーケットレビュー
﹁ゴルフ場という﹃プレーの

⑤ ２ プロツアースポーツ ︵岡山県岡山市︶
プロツアーカップについて
草野行浩 専務
場﹄でお客様と社員とがコミ

ミャンマー 5200本

前号に引き続き︑プロツア

ュニケーションを図れること

％減だった︒前年との比較で目立

ースポーツの草野専務に話を

が大きいと思う︒つくづく感

■輸入クラブ

これ以外ではスイス︵2232

伺います︒今回は同社が開催

米国 4997本

しているコンペ﹁プロツアー

った増減は︑先月号で詳報したマ

本︶
︑タイ︵3847本︶など︑

レーシア製ボールの﹁激減﹂があ

計 ヶ国・地域へ輸出された︒

当月は 万9733本で︑前年

るが︑これ以外の変動は伺えない︒

同月比 ・4％減︒累計は173

国別の輸入状況は︑

※

※

得意のお客様でも︑店で見る

じるのだが︑当社にとって上

※

※

万954本となり︑前年同期比9・

当月は 万3239㌤で︑前年

■輸出ボール

カップ﹂についてです︒

2％減だった︒別掲の棒グラフに
万7034㌤

の一助ともなる︒今後このよ

万3899㌤

うな考え方に基づき地元を盛

米国

顔とゴルフ場で見る顔はまる

中国

で違う︒ゴルフ場にいる時は

あるように︑東日本大震災の発生

貴社にて運営している﹁プ

後︑輸入クラブは急落した︒翌4

ロツアーカップ﹂開催のきっ

り上げていきたいと思う﹂

同月比 ・8％増︒累計は119

心の底から楽しんでいるのだ

万2754㌤

カナダ 1万8820㌤

中国 4万5127㌤

韓国 4万9363㌤

英国 8万164㌤

米国

別の輸出状況は︑

万317㌤で︑前年同期比 ・5

ろう︒そのような場面で︑社

万7606㌤

かけについてお聞かせ下さい︒

インドネシア

﹁開催自体は2001年から

■輸出クラブ

ど計8ヶ国・地域から輸入された︒

当月は 万3359本で︑前年
万

8997本で︑前年同期比 ・8

マレーシア 7460㌤

同月比 ・9％増︒累計は

これ以外ではメキシコ︵396

だが︑累計ではほぼ2割減という

％減だった︒当月に限れば大幅増

ヶ国・地域へ輸出された︒

フリカ︵4100㌤︶など︑計

㌤︶
︑ドイツ︵4605㌤︶
︑南ア

これ以外ではタイ︵4728

2本︶
︑台湾︵1199本︶
︑韓国

ークな形状を描いており︑垂直立

万4985本

ち上げともいえる急上昇︒
韓国
香港 2万2913本

年間300回超︑参加者数は

トだったが︑現在の開催数は

初は県内数会場からのスター

したい﹄という思いから︒最

レーする場〟
〝遊ぶ場〟を提供

お買い上げ頂いた商品で〝プ

ト︒経緯は︑﹃自店のお客様に︑

事業﹄と大体同じ頃にスター

なので︑
﹃クラブステーション

ではなく︑
﹃お客様を買う気

て頂く﹄という受け身の姿勢

いけないが︑
﹃お客様に買っ

い︒
﹃押し売り﹄になっては

員は社内でも営業成績が良

から商売に結び付けられる社

るのが大きなメリット︒そこ

てお客様と接することができ

員も﹃いちゴルファー﹄とし

ませんね︒では最後に︑
﹁ゴ

十分にあるといえるかもしれ

一つの﹁解﹂となる可能性は

いが︑ゴルフがそれに対する

少し飛躍しているかもしれな

と﹁市民の健康維持︑促進﹂
︒

最大の課題は︑
﹁地域活性化﹂

る地方都市の自治体にとって

化が都市部以上に加速してい

も十分にあり得る︒少子高齢

内のみならず︑他県への展開

ルフ業界の今後の発展のため

にさせる﹄のが我々専門店の

に﹂という視点で︑ゴルフ用

腕の見せ所︒それと︑
﹃ゴル
年間300回超！ つまり

ファーが集まる﹄現場に頻繁

品協会に対するコメントを︒

に足を運ぶことによって得ら
れるものも大きく︑それが他

うことになりますね︒開催内
容はその都度変えたりしてい

るが︑協会が何をやっている

﹁我々のような﹃地方部の専

のかよく分からないので︑活

門店﹄にとって︑用品協会な

最近目指しているのが﹃ゴ

動に対して肯定も否定もしよ

店との差別化に繋がっている

ルフを通じて地域活性化に貢

うがない︒会費は支払ってい

面もある︒有形︑無形で様々

献する﹄ということ︒具体的

るけど﹃自分たちにはあまり

るのでしょうか？

心者・未経験者のみが集まっ

には︑コンペ賞品として地元

関係がない﹄という意識があ

﹁開催内容は基本的に変えて

て4人1組で回った場合︑一

の農水産物や特産品を使用

る︒改善するためには︑
﹃相

どの業界団体は接点がなく正

体どれだけ時間が掛かるのか︑

し︑﹃地産地消﹄
を目指すもの︒

互理解の場﹄を設けることが

直に言って﹃遠い存在﹄
︒こ

ルールやマナーは誰がどこで

商工会議所にも出向いてアピ

必要だと思う︒それが実現で

なメリットがあると考えてい

どうやって教えるのか︑それ

ールも行っている︒実は岡山

きれば自分達の﹃立ち位置﹄

る︒運営するのは本当に大変

を受け入れてくれるゴルフ場

県内でも﹃地元の人の間では

や﹃すべきこと﹄も見えてく

おらず︑具体的にはオープン

があるのか︑など開催に向け

有名だけれど︑他の地方の人

る︒是非そのような場を地方

コンペ形式の開催︒初心者︑

た課題が多く実施には至って

には知られていない﹄特産品

れは我々自身の理解不足もあ

いない︒ただ︑これからの市

が沢山ある︒それをアピール︑

部の会員にも広げて欲しいと

だが︵笑︶
︒

場では我々専門店がそういっ

思う﹂

に社内で議論しているが︑初

た役割も担っていかなければ

認知させる場としてゴルフが

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

機能すれば︑コンペ自体の付
加価値も上がるし地域活性化

コンペ開催による貴社のメ
リットは？

ならない︑という自覚はある﹂

未経験者向けの企画なども常

﹁ほぼ1日に1回開催﹂とい

延べ1万4000人程度﹂

それは素晴らしい︒岡山県

一︑前年実績を上回った項目︒国

％増だった︒3ヶ月間の累計で唯

18

これ以外ではタイ︵3万285

万1363㌤

24

︵961本︶など︑計9ヶ国・地
■輸入ボール

域から輸入された︒

当月は 万9621㌤で︑前年
同月比 ・0％減︒累計は217
万811㌤で︑前年同期比 ・6
13

19

85

14

3月度輸出入実績

25

月から6月が大底だったが︑今年
はどの程度の巻き返しとなるの
か？ このあたりが注目点といえ

万4163本

そう︒国別の輸入状況は︑
中国
米国 2万2532本
ベトナム 2万 本

46

33

23

13

豪州 7240㌤

タイ 1万6590本
58

19

28

16

85

︑韓国
︵ 1万5998 ㌤︶な
6 ㌤︶

台湾

18 19 29

57

11

51

推移︒そのため︑棒グラフはユニ

第355号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成24年６月１日発行

協会関連事項
製造渉外委員会
同ハガキが委任状になります

返送ください︒欠席の場合は︑

第4号議案 平成 年度収支

計画書承認に関する件

ご多忙の折とは存じますが︑
たします︒

ので︑必ずご返送をお願いい

第5号議案 役員改選承認に

予算承認に関する件

会﹂を開催いたします︒大変

区︶にて﹁平成 年 通常総

万障お繰合わせの上︑ご出席

が議長となり議事進行︒議事

会を開催した︒山口副委員長

ＪＧＧＡ会議室にて標記委員

会﹂を予定しておりますので︑

親睦を深めるため﹁会食懇親

総会終了後には会員相互の

い申し上げます︒

いただきますよう宜しくお願

ますよう重ねてお願い申し上

ます︒どうか必ずご返信頂け

更の承認を是非賜りたく存じ

社団法人移行に対する定款変

行に対する定款変更承認の件

第6号議案 一般社団法人移

日︵ 木︶
︑

名だった︒
録署名人には飯泉︑藤村両委
引き続きご出席くださいます

年4月

5面 ﹁データで見るマーケ
員が選出され協議に入る︒
ようご案内申し上げます︒

平成

ット状況﹂
︑
﹁リアルマーケッ
議題 ︱1︑ＪＧＧＡの組織変

議題 ︱5︑
本委員会の新組織・

等の活動方法の確認

︻総会議題︼

開催日時 平成 年6月 日

︻開催詳細︼

関する件

トレビュー﹂を掲載︒プロツ
更及び新組織における本委員

なお︑今年度総会は︑一般

アースポーツ紹介等︒

年 5 月 2 日︵ 水︶
︑
6面 ﹁各委員会議事録﹂
︑﹁第

報告書承認に関する件

第1号議案 平成 年度事業

事前にお送りいたしましたご

いて
綱領・注意事項の会員・協会

︵水︶
︑ 時 分〜 時 分

メルパルク大阪

︱6350 ︱21

原4 ︱2 ︱1
ＴＥＬ
11

ます︒そこで今年 月︑第2

切な目的のひとつとなってい

■開催コース 石岡ゴルフ倶

日︵月・祝日︶貸切開催

﹁第２回 ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権﹂開催
昨年3月 日に発生した東

し︑ゴルファーの方々にゴル

中で自ら率先してゴルフを

わる人間として︑この逆風の

た︒しかし︑ゴルフ業界に携

大きなダメージを与えまし

申し上げております︒大会詳

様のご参加・ご協力をお待ち

ご理解・ご賛同いただき︑皆

ました︒是非︑同大会趣旨に

回大会を開催する運びとなり

■募集人数

ンディ部門︵団体戦のみ︶

部︑女子の部︶
︑アンダーハ

︵団体戦＆個人戦︑各男子の

■競技部門 スクラッチ部門

楽部︵茨城県小美玉市︶

ｆ Ｉｎ ｄｕｓｔｒｙ

Ｃｕ
第2回 ゴルフ関連企業
対抗ゴルフ選手権

ｐ

組144名

細は以下の通りです︒

月︑当協会主催のゴルフ関連

Ｇｏ ｌ

︻実施概要︼

支部︶

ＧＭＡゴルフ事業部︵東日本

■名称 Ｊａｐａｎ

フの楽しさを強くアピールす

ルフ大会﹂
︑
﹁2012ゴルフ

・スクラッチ部門男子の部

チーム︵1チーム4名︶

・スクラッチ部門女子の部

8チーム︵1チーム2名︶

・アンダーハンディ部門

■参加費 スクラッチ部門男

チーム︵1チーム4名︶
●大会会長・馬場宏

■組織

チーム／2万円︶
︑アンダー

之︵日本ゴルフ用品協会会

ハンディ部門︵1チーム2万

Ｇｏ ｌｆ

場利用税廃止運動の実施につ

回 Ｊａｐ ａ ｎ

福岡杉夫
︵同副会長︶
︑●主催・

円︶

子の部︵1チーム／4万円︶
︑

日本ゴルフ用品協会︑●後援・

＋昼食＋表彰式︶

ゴルフ市場活性化委員会︵Ｇ

※参加規程︑競技方法︑各部

■プレー料金 1万5000

パンゴルフインダストリーカ

門の表彰などについては︑別

円︵1Ｒキャディ付プレー費
ップ実行委員会︑ ●大会事務

途ご連絡させていただきま
す︒

●実施事務局・㈱ボーイズ
■開催日 2012年 月8

局・ 日 本 ゴ ル フ 用 品 協 会︑

フ倶楽部︑ ●企画運営・ジャ

スクラッチ部門女子の部︵1

を開催いたしました︒

Ｉｎ ｄｕｓｔｒｙ

これは︑競技ゴルフを通じ
て︑ゴルフ関連企業の相互理
解を深め︑日本のゴルフ産業
の活性化と発展を目指したい
と考えているからです︒
また︑ゴルフ業界全体で行
っている東日本大震災復興支
援活動﹁グリーン・ティー・
チャリティー﹂を同大会を通
じて普及させていくことも大

ＭＡＣ︶
︑ ●協力・石岡ゴル

弘
︵同副会長︶
︑●実行委員長・

企業対抗ゴルフ選手権﹁第1

日︵ 水︶
︑

長︶
︑ ●大会副会長・別府幹

東京都江戸川区西葛西6 ︱

このような状況から昨年

なりません︒

に元気を与えていかなくては

ると同時に︑ゴルフ業界全体

日本大震災はゴルフ産業にも

13

住所 大阪府大阪市淀川区宮

︵新大阪︶5階 カナーレ

開催場所

20

平成
協会事務局内にて標記委員会

げます︒

を開催した︒事務局中村が議
会の名称・位置付けの確認
議題 ︱2︑本委員会の綱領︑

第2号議案 平成 年度決算

技大会﹂
︵中部日本支部後援︶

報告書承認に関する件

には小崎︑増本両委員が選出
案内状に同封されていた返信

開催報告記事を掲載︒参加者
用ハガキにて6月8日︵金︶

135名︑賞品協賛 社︒今

注意事項の最終案の確認

され協議に入る︒

議題 ︱4︑本委員会の活動内

議題 ︱3︑本委員会の組織︑

議題 ︱1︑5月号の反省
後︑トップレベルの大会での

第3号議案 平成 年度事業

賞品協賛の検討を︒

1Ｐ ﹁中国ゴルフショー2
関係への発信

Japan Golf Industry Cup

までに当協会事務局必着でご

1〜2面 ﹁ゴルファーズア
容及びワーキング・グループ

012﹂開催報告記事を掲載︒

メンバー確認

ンケート2012﹂報告記事
議題 ︱2︑6月号の編集につ

を掲載︒
設に求めるもの﹂
︒すでに3
※原稿及び写真提供は︑㈱ラ

本年度のテーマ﹁ゴルフ施
月2日に各会員様には配布
済︒
議題 ︱6︑その他

● 番ホール 藤原委員

ンケイアの森明彦氏に依頼︒

の模様を掲載︒

12

湯川 仁孝

●株式会社プロアバンセ︵東

︻代表者変更︼

旧代表

新代表

日本支部︶

ら検証︒

11

山本 裕之

変更事項

● 番ホール 小崎委員が担

当︒ゴルフと絆についての結

2Ｐ ﹁東日本大震災後︑1

●写真 ﹁中国ゴルフショー﹂

●写真

年経過のゴルフ産業動向﹂
︑

西日本支部試打会︑

岡山会場の模様を掲載︒46

びつき︒

0名が参加︒
用品関連︑ゴルフ場関連等か
3〜4Ｐ ﹁経済産業大臣杯

24

36

3〜4面 ﹁第 回Ｊ ＧＦ2
012来場者アンケート集計

30

06

23

23

24

10

Ｃｕｐ ﹂

新住所 〒134 ︱0088

年6月

メルパルク大阪︵大阪市淀川

平成

︻平成 年 通常総会開催︼

協会からの
お知らせ

︱5676 ︱57

︱5676 ︱57

ＳＥスクエアビル1Ｆ
ＴＥＬ

︱

本大試打会開催報告﹂を掲載︒

77

支援金使途﹂
︑
﹁中部及び東日

いて﹂
︑
﹁震災復興支援グリー

●ティーティーオー株式会社

︻所在地変更︼

27

ン・ティー・チャリティーの

2ＰＧＳドリーム・エイジゴ

全国チーム対抗戦﹂
︑
﹁201

結果発表﹂報告記事を掲載︒
︻一般来場者編︼ 東京都
区︑埼玉県︑千葉県からの来
場者で6割を占めることが分
かった︒ネットでの認知のほ
か︑ダイレクトメールの活用
を今後も進める︵例 近郊交
通の中吊り広告などでの露出

5Ｐ ﹁データで見るマーケ

を高める等︶
︒
︻ビジネス来場者編︼ 満足

ＦＡＸ

年 6 月 5 日︵ 火︶
︑

78

ット状況﹂
︑
﹁リアルマーケッ

平成

議題 ︱3︑次回委員会の日程

掲載︒

ストリーカップ開催概要﹂を

委員会報告﹂
︑
﹁第2回インダ

6Ｐ ﹁協会関連事項﹂
︑
﹁各

トレビュー﹂を掲載︒

度は﹁期待以上﹂＋﹁普通﹂
で8割以上︒より多くのアパ
レルメーカーの出展を求める
声があった︒フェアについて
は公共交通機関の有効活用
を︒
4面 ﹁Ｊ ＧＧＡ大試打会
岡山﹂の報告記事を掲載︒参

協会事務局内にて開催︒

10

14

大変恐縮ですが︑ご出欠を

回中部実業団対抗ゴルフ競

広報委員会

24

24

事進行を務め︑議事録署名人

24

03

17

14

26

13

23

in

18

19

19

加企業 社︑来場者は460

10

24

03

24

46

11

52

24

17

24
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