︱

援活動が必要と考えます︒私

これからも引き続き多くの支

て実施していきたいと考えま
す︒

進に取り組みます︒
②ゴルフ場は適切に管理され
た里山の条件を具備した緑地
であるとの視点に立ち︑環境
保全・生物多様性の保全に対
して一層の寄与を図ります︒
③ゴルフ場が持つ多面的な効
能︑癒し効果や運動能力向上
の効果等のＰＲ︑地域緑地と
しての提供を図ります︒

極的に取り組む

おります︒

ラーなどへの対応も急がれて

であるバイオマス・メガソー

また︑再生可能エネルギー

①世界的に緊急の対応が迫ら

2︑ゴルフ界は環境問題に積

れている地球温暖化問題︒ゴ

削減効果をさ

２

わたしたちは今後もこれら
ゴルフ場の

http: //www. jgga. or. jp

★今月のトピックス

88,376

▲ 33

0.0

4,108

69,203

平成16年度

2,453

85,307

▲ 3,069

▲ 3.5

5,246

63,738

平成17年度

2,446

86,046

739

0.9

6,097

61,849

平成18年度

2,442

88,235

2,189

2.5

7,207

61,324

平成19年度

2,442

89,020

785

0.9

8,112

60,227

平成20年度

2,442

90,786

1,766

2.0

9,029

59,820

平成21年度

2,445

91,642

856

0.9

10,001

58,316

平成22年度

2,432

88,061

▲ 3,581

▲ 3.9

10,483

54,640

平成23年度

2,413

84,327

▲ 3,734

▲ 4.2

11,306

50,651

1〜3面上段＝﹁2013年ゴルフ新年会﹂開催！
3面下段＝部門別売れ筋ランキング
4〜5面＝ ジャパンゴルフフェア2013出展社一覧

2,457

ゴルフ界はグリーン・ティー・チャリティー活動︑環境問題︑

コンペ﹂の支援を実施し︑3

2011年の大震災とそれ
どもはゴルフを通じより多く

ルフサミット会議はゴルフ界
を挙げて温暖化防止対策の推

平成15年度

ゴルフ場利用税廃止運動及びゴルフ活性化に積極的に取り組む︱

1︑ゴルフ界はグリーン・テ
県で5173名︑ のゴルフ

ゴルフ関連 団体で構成される﹁日本ゴルフサミット会議﹂は1月 日︑都
内ホテルで﹁2013年ゴルフ新年会﹂を開催︒ 団体の関係者総勢600名
以上が一堂に会し︑ゴルフ市場活性化に向けて飛躍を誓い合った︒
今年度の活動のテーマは︑
﹁ゴルフ界はグリーン・ティー・チャリティーに
積極的に取り組む﹂
︑
﹁ゴルフ界は環境問題に積極的に取り組む﹂
︑
﹁ゴルフ場利
用税廃止運動の継続﹂
︑
﹁国家公務員倫理規程における﹃ゴルフ﹄の削除﹂
︑
﹁ゴ
ルフ活性化への取り組み﹂で︑数多くの意見が交換された︒

ィー・チャリティーに積極的

に伴う原発事故は︑未だに多
の方々の手助けとなるような

場の参加をいただきました︒

くの方々を苦しめておりま
支援を加盟団体が一丸となっ

に取り組む

す︒昨年度は東北ゴルフ連盟

らに効果的にすすめるための
バイオマス循環である︑堆肥

74,970

ルフ場利用税﹄の撤廃を何と

ことが認められるよう︑ＰＲ

場がより魅力ある施設である

一方︑地域においてゴルフ

ンピックも目前に迫っており

ーム選手権や2016年オリ

年の世界アマチュアゴルフチ
﹁今年の一番の課題は︑
﹃ゴ
しても実現するべく︑利用税

ます︒これらを追い風に︑ゴ

年オリンピックに向けた企画

まいります︒また︑２０１６

るエコキャップ活動の継続な

と社会貢献を同時に実現でき

を削減する努力や︑環境貢献

ナメントにおいても環境負荷

また︑ゴルフ競技会やトー

必要です︒

動を一層強化していくことが

ルフ場利用税廃止に向けた活

廃止運動に強力に取り組んで

も今後進めていく予定です︒

ど︑環境に関する普及・啓発

また︑本年は2020年の
その他にも﹃東日本大震災﹄

活動を継続し︑これらの活動
を充実して行って参ります︒
3︑ゴルフ場利用税廃止運動
の継続
昨年文部科学省の税制改正
要望にゴルフ場利用税廃止が
盛り込まれました︒これは長
年の私ども関係者が一丸とな
った運動の結果であります︒

平成 年︵2000年︶4

ける﹁ゴルフ﹂の削除

4︑国家公務員倫理規程にお

す︒

く︑運動に強力に取り組みま

尽な税金を完全廃止するべ

されます︒引き続きこの理不

関心は一層高まるものと期待

れる年であり︑スポーツへの

オリンピック開催地が決定さ

―

しかし︑本税が完全に廃止さ

化推進活動や緑化推進活動︑

▲ 2.0

更には里山の豊かな生態系を

▲ 1,766

れるまでには︑猶一層の団結

88,409

保全する活動などの推進に尽

2,460

﹁２０１３年ゴルフ新年会﹂開催！

〒101-0021 東京都千代田区外神
田6 - 11 - 11 神田小林ビル４Ｆ
発行人 馬 場 宏 之
編集人 梅 田 光 人
話（03）3832-8589・FAX
（03）
3832-8594
電

（千人） （百万円）
（％）
（千人） 前年対比（千人）

2 月号
JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION

利用税額
非課税者数
延利用者数

に対する支援活動
︵グリーン・
ティー・チャリティー︶も継
続していきます﹂
と挨拶し︑ 団体が力を合
また︑新春特別講演では︑
スポーツライターの玉木正之
氏が講演会を行った︒
︵関連記事２面・３面︶

2012年12月（一社）
日本ゴルフ場事業協会
（NGK）
資料より

※ 年度＝３月〜翌年２月

17

を通じ﹁震災復興支援ゴルフ

１月 日︑ＡＮＡインター
コンチネンタルホテル東京で︑
恒例の
﹁ゴルフ新年会﹂
が開催
された︒ゴルフ関連 団体を
代表した冒頭の挨拶で日本ゴ

ゴルフ場数
年 度

と努力が必要です︒2014

ここ2年延べ利用者はマイナス。だが非課税者は一貫して増加している。

力する所存です︒

過去10年間のゴルフ場利用税課税状況

等に努めてまいります︒

ルフ協会の安西孝之会長は︑

CO

71

11

17

平成14年度

月1日に施行された国家公務

12

11

17

わせていくことを誓った︒

17
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発行所 社団法人 日本ゴルフ用品協会

2020年のオリンピック招
致合戦が激しさを増している︒
候補地はイスタンブール︑マド
リード︑東京の3都市にまで絞
られており︑9月の﹁ＩＯＣ総
会﹂で決定の運びとなる︒
2016年のリオデジャネイ
ロ五輪から︑ゴルフが正式競技
になることもあって︑当業界と
しても東京への招致には大きく
期待を寄せている︒ただ実際に
は︑開催地支持率が他の2都市
に比べかなり低いようで︑どう
やらそこが成否の鍵を握りそう
だ︒反対意見の上位を占める費
用の問題︵震災復興や災害対策
にお金をかけるべき︶は︑もち
ろん理解できるが︑なんとか日
本中が一つになって大いに盛り
上がって欲しいものである︒
オリンピックは︑開催国の国
力や文化を国内外にアピールす
る世界一の大舞台であり︑特に
開会式の注目度はいうまでもな
い︒昨年のロンドンオリンピッ
クでも︑さすがはイギリスと思
わせる演出が随所に見られ︑さ
ぞかし英国民は誇らしかったろ
うと思う︒
開催の意義は︑国際的な地位
向上や︑経済効果と言われてい
るが︑世界に向けての巨大な広
告宣伝と言っても良いかもしれ
ない︒日本を︑日本製品を︑そ
して日本人を猛烈に売り込むの
である︒そこで伝えるポイント
は︑文化や歴史︑技術や気配り
などであろう︒
また︑来日する訪問客に最高
の﹁ホスピタリティ﹂を提供す
ることでも︑日本の素晴らしさ
は世界中に伝わっていくと思
う︒今の東京ならば︑世界中を
唸らせるオリンピックが開催で
きると信じているし︑自信に溢
れた日本の復活をも予感させて
くれる︒
開催に向け︑個人として何か
できるわけではないが︑一人で
も多く支持者が増えることを望
んでいる︒チャンスは︑そうあ
るものではない︒
グローブライド 増本嘉伸

保持のためとして利害関係者

員倫理規程で︑公務員の倫理

をスローガンに2004年

続けよう︑もっとゴルフを﹂

全成長に向けた﹁はじめよう︑

ゴルフ需要創造とゴルフの健
ただ参加すればいいというだ

2016年オリンピックには

も今後進めていく予定です︒

けではなく︑私共並びに日本
プロゴルフ協会︑日本女子プ
ロゴルフ協会︑日本ゴルフツ

2013年ゴルフ新年会 新春特別講演

たちゴルフ関係者は断固とし
その他に︑8月の第1週を
﹁ゴ

年度の活動計画を紹介した︒

会議で話し合われた2013

対する支援活動︵グリーン・

の他にも﹃東日本大震災﹄に

きたいと思っております︒そ

強化などを積極的に行ってい

オリンピックに向けての選手

ったというエピソードがあり

勝したということを知らなか

まで自分がオリンピックで優

中でもアボットは︑亡くなる

身のつま﹄だったわけです︒

を開催するという︑いわば
﹃刺

玉木正之氏︶

て反対を唱えるものです︒改
ルフウイーク﹂とする決議が
ティー・チャリティー︶も継

アー機構の3団体と連携して

めて申し上げるまでもなく︑
なされた︒会議後に開催され

︵講演

﹁ゴルフの魅力を広げるために ﹂

とゴルフをすることの禁止な
月より活動している︒

どが条文化されました︒敢え
てゴルフを名指しして︑あた
※

ゴルフはオリンピックおよび
た﹁2013年ゴルフ新年会﹂

ます︒万国博覧会の中でゴル

以上︑日本ゴルフサミット

※

※

※

かも﹁ゴルフ＝忌むべきもの﹂

国民体育大会の競技種目にも

フというスポーツ競技大会が

としている同倫理規程に︑私

なっている健全な﹁スポーツ﹂
と語った︒

今後もゴルフ場利用税廃止
その後のパーティーでは日本

会が行われた
︵詳細は後述︶
︒

ターの玉木正之氏による講演

っていたそうです﹂

出場して優勝したとずっと思

あって︑ゴルフが得意だから

運動と合わせてあらゆる機会
ゴルフ協会会長の安西孝之氏

に﹂と題して︑スポーツライ

を捉え︑国家公務員倫理規程

拶で︑

ブランデージでシカゴの建設

﹁彼は︑米国人のアベリー・

会長の名を見つけたという︒

柱に貴族の肩書きがない歴代

た際にアテネの神殿をまねた

るオリンピック博物館を訪ね

前︑スイス・ローザンヌにあ

大会だったと語っている︒以

ックというのは︑その程度の

玉木氏は︑初めはオリンピ

から﹁ゴルフ﹂の3文字が削
っていきます︒

しても実現するべく︑利用税

﹁今年の一番の課題は︑
﹃ゴ

廃止運動に強力に取り組んで

ルフ場利用税﹄の撤廃を何と

会生活基本調査では︑若年層
まいります︒また︑2016

昨年発表された総務省の社
のゴルフ参加率の低下がみら
年オリンピックに向けた企画

スポーツ評論家︒

ターなど幅広く活動している

組のレギュラー・コメンテー

刊誌に連載を持ち︑テレビ番

て教壇に立つ傍ら︑新聞や週

木氏は︑大学の客員教授とし

が新春特別講演を行った︒玉

木正之氏︵スポーツ評論家︶

催されました︒その後︑19

一回アテネオリンピックが開

クーベルタン男爵により︑第

﹁1896年にピエール・ド・

と語った︒

全体像﹂をまず知ってほしい

たのだから﹁オリンピックの

ルフが正式競技として選ばれ

016年に112年振りにゴ

講演の冒頭で玉木氏は︑2

全体像について

本でも広まり称えられたとい

﹃アマチュアリズム﹄は︑日

う過去があります︒そんな中︑

ツをして欲しくなかったとい

族達が一般に自分達のスポー

時スポーツ界の中心だった貴

めて使われた言葉であり︑当

ズ川でレガッタをした時に初

830年頃にロンドンのテム

す︒
﹃アマチュア﹄とは︑1

強烈に推し進めたといえま

は︑
﹃アマチュアリズム﹄を

会長在任中のブランデージ

会社を営んでいました︒国際

演題は﹁ゴルフの魅力を広

00年のフランス大会にてゴ

う経緯があります︒例を挙げ

※

げるために﹂で︑来る201

ルフが正式競技になるわけで

オリンピック委員会︵ＩＯＣ︶

6年から正式競技となるゴル

すが︑ ホールを2日間にか

■オリンピックが生まれた

フが選ばれた背景やオリンピ

が国際的な団体になるにはに

ーツとは何なのか︑ゴルフ界

月にかけて行われ︑万国博

した︒フランス大会は︑5〜

サンズ︑アボットが優勝しま

けて行い︑男女共アメリカの

5位が郵便配達員などで失格

選選考会があった際︑1位〜

ンピックに向けたマラソン予

れば日本でアントワープオリ

にわたる︒
以下同講演内容を抜粋する︒

覧会の間にスポーツ競技大会

となり︑6位の明治大学の学

ついての話など︑内容は多岐

で︑賀詞交換会に先立ち︑玉

ックが生まれた全体像︑スポ

た﹁2013ゴルフ新年会﹂

が 団体を代表した冒頭の挨

（公財）＝公益財団法人、（公社）＝公益社団法人、（一社）＝一般社団法人、（社）＝社団法人
（2013年１月15日現在）

除されるよう︑意見活動を行

ありません︒

続していきます﹂

※

では︑新春特別講演が行われ︑

※

﹁ゴルフの魅力を広げるため

※

であり︑あえて名指しで禁止

ゴルフ関連 団体が主催し
17

されるような性質のものでは

11

孝 之
龍
晋 三
哲 治
信 成
宏 之
久
静 雄
勝 二
浩 美
義 孝
正 孝
重 昭
孝 雄
太 三
聡
和 男

れ︑また︑高齢化社会移行に

5︑ゴルフ活性化の取り組み

17

伴う将来のゴルフ人口減少が
懸念されております︒私たち
はゴルフという魅力的で健全
なスポーツの振興のためにＧ
の取り組みを通じて︑ゴルフ

（順不同）

「日本ゴルフサミット会議」、「ゴルフ新年会」
主催ゴルフ関連17団体

ＭＡＣ参加団体を中心に下記
活性化に努めてまいります︒
①ジャパンゴルフフェアのセ
ミナーを通じての啓発活動
②﹁ゴルフ場での 代︑ 代
活性化対策﹂
の企画コンペ
︵Ｎ
ＧＫ︶
③﹁115切りを目指す方へ
の上達プログラム﹂
︵Ｊ ＧＧ
Ａ︶
④関西でのＫＧＵゴルフスク
ールをＧＭＡＣ各団体がサポ
ートする取り組み拡充
※ＧＭＡＣ︵ゴルフ市場活性
化委員会︶ ＪＧＧＡ︑ＮＧ
Ｋ︑ＰＧＳ︑ＪＧＲＡ︑ＪＧ

18

30

安 西
矢 野
安 倍
三 野
石 井
馬 場
日 枝
森
海老沢
小 林
小宮山
高 橋
大 塚
山 田
川 田
荒 井
田 村
会 長
会 長
理事長
会 長
会 長
会 長
理事長
会 長
会 長
会 長
会 長
理事長
会 長
会 長
理事長
会 長
会 長
（公財）日本ゴルフ協会
（公社）ゴルフ緑化促進会
（一社）日本ゴルフ場事業協会
（公社）日本パブリックゴルフ協会
（社）全日本ゴルフ練習場連盟
（社）日本ゴルフ用品協会
（一社）日本ゴルフトーナメント振興協会
（社）日本プロゴルフ協会
（一社）日本ゴルフツアー機構
（一社）日本女子プロゴルフ協会
日本ゴルフ関連団体協議会
ＮＰＯ日本芝草研究開発機構
全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会
全国ゴルフ場関連事業協会
日本ゴルフコース設計者協会
日本ゴルフジャーナリスト協会
日本ゴルフ場支配人会連合会

20

Ａを構成団体とするあらたな

10

平成25年２月１日発行（ 2 ）
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ということがあったそうで

生がオリンピックに参加した
ク・ニクラウスとアニカ・ソ

れなかったのですが︑ジャッ
フこそ﹃スポーツ﹄だという

以外何物でもなく︑正にゴル

1964年には東京でオリ
ゴルフ界は︑男女共世界ラン

参入運動を支援したのです︒

レンスタムが世界大使として
■ゴルフ界が国際的な

言い方ができるのです﹂

す︒
ンピックが開催されました
キング1〜 位までの有名選

力があったから開催すること
人︑合計 人のゴルファーが

手を招集することと各国2
になってほしいというコメン

ルフ界はもっと国際的な団体

講演の最後に玉木氏は︑ゴ

団体になるには

が︑フレッド・和田による尽
ができたと言っても過言では

部門別売れ筋ランキング
月1日〜

月

日

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ
＝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

ストロークプレーを行うこと

4日間にわたって ホールの
日本からもメッセージを発し

﹁ゴルフのルールを作る時︑
﹁タイトリスト﹃913シリ

取材で紐解いてゆきたいと

を切った要因はこれからの

爆発的なロケットスタート

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︑

ありません︒彼は中南米へ歴
を主張しました︒ゴルフは世
ーズ﹄の爆発的なロケットス

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︶

訪し︑各国のＩＯＣ委員に東

タートに市場の話題は集中し

3

XXIO7

チタン

ダンロップスポーツ

3

XXIO 7 FW

ダンロップスポーツ

4

913D2

チタン

アクシネット

4

XXIO 7 UT

ダンロップスポーツ

5

ROCKETBALLZ SERIES

チタン

テーラーメイド

5

RESCUE 11

テーラーメイド

2

CG16 SERIES

ダンロップスポーツ

3

S3 MAX

スチール

コブラ - プーマ

3

Callaway FORGED
WEDGE

キャロウェイ

4

R11 IRONS

カーボン

テーラーメイド

4

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット

5

XXIO7

スチール

ダンロップスポーツ

5

D-030

フォーティーン

メーカー名

順位

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

1

METAL-X SERIES

キャロウェイ

トを残した︒

京へのオリンピック招致に向
て欲しいと思います︒柔道界

WHITE ICE iX SERIES

はシドニーオリンピックで篠

5

界的に行われているスポーツ

キャロウェイ

だから選ばれたと表向きでは

3ピース

けて協力を依頼したのだそう

E・R・C

です︒そこでＩＯＣ委員会の

5

RAYLOR GHOST SERIES
（2011）

思いますが︑論理的な理由だ

4

けでは説明できないほどの

ブリヂストン

ています︒Ｄ2︑Ｄ3シリー

3ピース /
4ピース

ズ合計で5000本を超える

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

原氏の判定が間違いではない

4

かとＩＯＣに抗議しました

アクシネット

言っていますが︑先述の企画

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

を主張したことによりＩＯＣ

3

投票で過半数を獲得し︑東京

アクシネット

オリンピックの開催が決定し

2ピース

数字であり︑ある業界関係者

HVC SERIES

の﹃タイトリストは今が〝モ

テーラーメイド

テ期〟
﹄という言葉に妙に納

3

販売数を記録しましたが︑発

ROCKETBALLZ RESCUE

得させられました﹂

テーラーメイド

質 週間でこれだけの数字を

2

叩き出したことになります︒

キャロウェイ

売日は 月 日でしたので実

なるルール改正ばかりである

WHITE RIZE iX SERIES

が︑日本の柔道界には英語か

と言うけれど︑日本人がルー

2

フランス語で抗議する文章を

日本においては︑身体を使
ルを作るのに参加していない

テーラーメイド

ドライバー1位＝913D3

キャロウェイ
アクシネット

による賛同を得ることがで

ったものが主体の﹁フィジカ
からではないでしょうか︒ル

30
3ピース /
4ピース

き︑ゴルフが選ばれたと私は

ルスポーツ﹂だけをスポーツ
ールは﹃守るもの﹄であり︑

スチール

PUTTER BEST５

テーラーメイド
PRO V1 SERIES（2011）

たというエピソードがありま

ュアリズム﹄が撤廃になり︑
とみなす傾向がある︒そのよ
スポーツマンが﹃作るもの﹄

11

2

す︒

プロでもオリンピックに参加
うな考え方について玉木氏は

であると思います︒ゴルフ界

チタン

作れる人がいなかったという

することができるようになり
語る︒

においては︑日本からも情報

R11S

思っております﹂

ました︒その一方で︑女子選
﹁
﹃スポーツ﹄の語源はラテ

を発信できる団体になってほ

2

テーラーメイド

その後︑オリンピックの運

手の参加も増えていき︑19
ン語の﹃ｄｅｐｏｒｔａｒｅ ﹄

1

のが現状です︒日本に不利に

64年の東京オリンピックで
で﹃日常生活から離れる﹄と

しいと思います︒

アクシネット

■スポーツとは何か

は5133人中683人しか

また︑ゴルフは障害者にと

チタン

営が﹃ナチュラル﹄になって

いなかった女子が去年のロン
いう意味があるとのことで

って非常に有効なスポーツで

R11 IRONS

アクシネット

23

913D3

きて︑1972年に﹃アマチ

ドンオリンピックではあらゆ
す︒アジア大会では囲碁が正

子スポーツ団体を保有しなけ

式競技となっていますが︑思

ればいけないという事が法律

る国から女子が参加しまし

技も存在していたという記録

で決まっています︒日本では

た︒そして︑男女の比率が5

ゴルフと7人制ラグビー

が残っています︒人間とは︑

障害者スポーツ団体等をサポ

あるという認識がヨーロッパ

が︑2016年及び2020

肉体と精神によって成り立っ

ートしない団体が多々見受け

ではあります︒イギリスでは

年のオリンピック正式種目に

ていますので︑肉体のスポー

られますが︑イギリス︑ヨー

考力といった頭脳を主体とす

採用されるまでについての背

ツの他に精神的なスポーツも

ロッパのスポーツ団体から見

るものもスポーツに含まれる

景を玉木氏は次のように語

行わないといけないという理

ると許せない団体という事に

割ずつになり︑女子ボクシン

る︒

由からアートスポーツが始ま

なるのです︒

グも始まったのです﹂

﹁コペンハーゲンで行われた

ったのです︒その後︑芸術は

これから日本のゴルフ団体

スポーツ団体を保有する時に

ＩＯＣ総会でゴルフというも

争うことではないという理由

が世界に向かって行く際には

は︑障害者スポーツ団体︑女

のが再びオリンピックの正式

でオリンピック競技から無く

先に述べた事が一つの座標軸

のです︒昔のオリンピックで

競技に選ばれるようになった

なりましたが︑肉体︑精神両

になるのではないかと思いま

2

SRIXON Z-STAR SERIES
（2011）

は︑油絵や彫刻などの芸術競

わけですが︑一回目の投票で

面で行われることが正に﹃ス

1

構造

■ゴルフが選ばれた背景

は7人制ラグビーが真っ先に

ポーツ﹄なのだと思います︒
ゴルフは一回目の投票で

︒

ダンロップスポーツ

1

決まりました︒

す﹂

︱
よって︑ゴルフは﹃スポーツ﹄

カーボン

11

1

ROCKETBALLZ FW
SERIES

72

は︑野球と共に2票しか得ら

XXIO7

BALL BEST５

15

60

11

メーカー名
1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE（2012）

順位

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

1

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

第363号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成25年２月１日発行

第363号（毎月１日発行）

平成25年２月１日発行（ 4 ）

ジャパンゴルフフェア2013出展社一覧
※1月17日確認分までを掲載（順不同、敬称略）

コマ位置

会社名

セールスポイント

コマ位置

A‑44

キンジヨ

汗・雨に滑りにくいグリップ

D‑13

久我修一ゴルフアーティスト

ゴルフの絵画やイラストレーションの展示と3日間とも絵画制作の実演を行います

A‑36

グラファイトデザイン

TOUR AD の次期軽量モデルとアイアンの NEW カラーを展示

C‑2、SS9

グランプリ

NEW モデル登場！

D‑11

クリエイトミュー

はいていることを忘れる快適なはき心地、ベストスコアに誘うソックス

D‑40

ソフトで手にフィット感を与える

日本の精密鍛造にこだわる軽擊区

京葉サンビーム

ティーショットで紛失しない。小さなプレゼントにも最適。長持ちでユニークな商
品。

ケーディースポーツ

ゴルフ練習場の「設計・施工・リニュアル・メンテナンス」信頼と実績で御提案致
します

A‑11

ゴールドコースト観光局

オーストラリア No1ゴルフリゾート、ゴールドコーストのゴルフ場・滞在情報を提
供

B‑17

ココミィ合資会社

hand made で丁寧に製作した、お洒落で大胆ハイクオリティーなゴルフ用品

R‑9

コスモ・イーシー

千葉県成田市に開場予定の花葉カントリークラブに是非ご来場下さい。

D‑54

ゴルナビ

「ゴルナビ」は WEB で遊びながらゴルフを学べ、交流できるサイトです。

R‑1

ゴルフ & フィットネスポイント芝
世界初！
浦、東海海運㈱、十和田精密工業㈱

A‑45

ゴルフエスエムエス

今年、初めてオリジナルグッズをご紹介致します。ぜひ、見に来て下さい！

A‑25

ゴルフギャレーヂ

シャフトのあらゆる検査測定ができるマルチアナライザー・アングル測定器は必
見！

D‑55

ゴルフ ストーリー

The grip for swing weight balance.

C‑9

ゴルフバディージャパン

簡単操作で、世界中の約36,000コースで使用可能。

D‑12

GOLF PLUS

1. ハイレベルな炭素繊維シャフト
フトすべて台湾製

A‑46

ゴルフ用品界社

『月刊ゴルフ用品界』2013年3月号無料配布及び定期購読のお申込みを承ります。

正しいスイングを身につけ体幹強化も図る連続ショットの自動化を実現。

2. ドイツ IF デザイン賞を受賞

3. ヘッド、シャ

可動域改善に効果的なホグレルは身体の柔軟性を向上し飛距離アップにも効果抜群
です。

R‑18

是吉興業

R‑15

サイパンラオラベイゴルフリゾ
東京発着、大阪発着のツアー紹介。春休みジュニアゴルフキャンプのご案内。
ート東京案内所

B‑18

サソーグラインドスポーツ

世界初のゴルフボール。国内外の有名大学研究所での実験結果空気抵抗を約18% 減
少

D‑53

GRP ジャパン

ゴルフシミュレーターと最新ストレッチ機のコラボレーション。練習場に最適な打
席マットも展示！

D‑56

GF Japan

水と空気で装着し、すぐに使用できるグリップ。日本初上陸の二層構造グリップは
必見！

A‑6

ジオテックゴルフ
コンポーネント

GT シリーズ最新モデルの発表、工房工具などを展示いたします。

B‑14

ジャスティック

待望の2013年ニューモデルドライバー【460TOUR DEEP】の展示発表等

A‑16

シャフトラボ・USTMamiya

ATTAS 4U をはじめとする世界で戦うシャフトをご紹介！

ジョウショウゴルフジャパン

D‑20

アーク・クエスト

医療機器 Colantotte に新ブランド ColantotteX1が登場します。

D‑51

アートレイ

業界初、2カメラ同時撮影で100fps 出力ハイスピードカメラシステム

A‑34

アールエス

コンパクトサイズで置くところに困らない、パッティングマシーンをご紹介致しま
す！

B‑12

アイシム医療器

腰痛・肩こり・神経痛・その他各部位の痛み等の治療を体験していただきます。

R‑6

アイリスソーコー

B‑2、SS4

アクシネットジャパンインク

プロ V1&V1X がモデルチエンジ。913F&H、GF3Boa も出た！

A‑18、S-8

ACCESS

高性能小型センサー+ スマートフォンで自分のスイングを360度どこからでも分析可
能

D‑27

アザス ゴルフ

今回初めて紹介させて頂く新商品（シューズ・バッグ・練習器具等）を是非ご覧下
さい。

A‑2、S4

朝日ゴルフ用品

飛距離とコスメにこだわった新クラブブランド『METALFACTORY』登場！

B‑5

アトラス／ユピテル

新製品の発表と展示を行います！
す！

A‑52

アビリス

バランスアップに効果的な最先端のスポーツギアを手に取って体感して下さい。

C‑6

イーグルジャパン

レーザーを使用したパター練習機

A‑20

イオミック

2013年 NEW カラー及び NEW アイアン・ウッド・パターグリップ登場。

R‑1

池本車体工業

全自動ティーアップ機のパイオニアとしてオートセッターシステムを作っています。

A‑29

いちかわブランドＰＲ推進協議
ゴルフクラブ発祥の地兵庫いちかわの匠たちが手がけた逸品と市川の見所を展示
会

D‑17

インタープランニング
ウィンウィンスタイル事業部

ユニーク & 斬新なデザインのウィンウィンスタイル。ポップスタイルブランドも新
登場！

A‑13

VIP グローバル

5分で5Km の懸命歩行に匹敵する血行促進の爽快感をぜひ当ブースにてご体感くだ
さい

B‑11

ウィン インコーポレイティッド

The ideal grip for every golfer. 完璧なグリップ

A‑22

SM Golf
Engineering & Equipment

Golf auto tee-up machine

R‑13

エスプリ・ゴルフトラベル

世界中のより良いコースを回りたい方へ、質の高いゴルフツアーを実施しておりま
す。

D‑7

X-GOLF JAPAN

世界最高峰の精度を誇るゴルフシミュレーターを、是非一度ご体験ください。

D‑2

エッチアンドアール
トレーディング

新登場、アジアンモデル ラムキン製グリップ登場

C‑9

エドウイン

ゴルフで着る、はく、エドウイン。最新のカジュアル・ゴルフスタイルを提案しま
す。

A‑8

FSTJapan

カリスマシャフトデザイナー、キム・ブレイリー来日。

D‑4

MS WORLDWIDE SB

Light weight shock absorption golf shoes

D‑24

エリートグリップ

R‑4

オニット

1枚85円の IC カードをはじめ、練習場設備機器、システムのご提案をしております。

D‑6、SS14

オノフ

ゴルフの楽しさをオノフ独自の世界観の中に表現。試打ブースも併設しております。

R‑16

オンワードライフデザインネッ
グアム島、ゴルフパックツアーのご紹介
トワーク／オンワードトラベル

D‑25

カタナゴルフ

「進化ではない。新生である。
」VOLTiO（ヴォルティオ）

A‑12

キタガワ

有名アスリートが使用するファイテン社の技術「アクアチタン」を搭載したゴルフ
ベルト

ゆるり & せいだ

D‑49、S12

D‑43

セールスポイント

是非、ブースにお立ち寄り下さい。お待ちしております。

軽撃区

B‑15

会社名

芹澤信雄プロをゲストにイベントを実施しま

For YOU ！

シニア層をターゲットとした超高反発ヘッドを展開しております。ぜひご覧下さい。

R‑10

スポーツマインド

日本製麻から独立しました。いままでの商材は変わりなく供給させていただきます。

A‑38

スポーツライフプラネッツ

ウッド用、アイアン用シャフトの新製品をはじめ、限定商品やコンセプトモデル等
を展示

A‑3、SS-2

セガ

全国100店舗以上に導入された本格スウィングチェック機、試打もできます。

R‑12

ゼロイニシャライズ

飛距離 UP に最適な可動域を広げる究極のストレッチマシンのご紹介をいたします。

C‑9

キャスコ

パワートルネード7代目、人気の KIRA シリーズも新色を発売。

D‑31

セントラル工商

SPALDING NEW モデルの展示。ENRICO COVERI GOLF 発表。erg インソール発
表。

C‑12、
SS13

キャロウェイゴルフ

新製品クラブ・パターを一同に体感していただくことができます。

R‑5

創機工業

グリーン上ボール排除装置の元祖「クリーンダー」
、集球具「曲板レーキ」は扱いや
すい

R‑4

喜和産業

ゴルフ練習場の総合プランナー、IC カード営業管理システムで経営をサポートしま
す。

（ 5 ）平成25年２月１日発行

コマ位置

第363号（毎月１日発行）

会社名

セールスポイント

コマ位置

C‑1、SS8

フォーティーン

新製品ウエッジ『RM-12』登場 ‼

D‑38、S15

藤倉ゴム工業

力強く掴まえて飛ばす、ROMBAX TYPE-S。

A‑37

プラスワン／LDAA

楽しくなる、明るくなる、だれもが自然と笑顔になる、SHEEPASSION

R‑7

ブリヂストンゴルフアカデミー
全国105施設で展開！
本部

D‑28

現在会員数2万1千人！

年間延べ80万人が受講！

B‑3、SS5

ブリヂストンスポーツ

進化し続けるテクノロジー、挑戦し続けるラインアップ。新 X、新 PHYZ を体感！

R‑14

プレジデントリゾート軽井沢

雄大な浅間高原に佇むゴルフ場「プレジデントカントリー倶楽部軽井沢」の紹介

A‑4

プロアバンセ

新製品グリップ、シャフトを展示。展示横の試打室で一早くご体感下さい。

D‑41

ホクシン交易／HTC ゴルフ

トイレでレッスン、トイレッスンペーパーやミニスカティーなどオリジナル商品満
載

D‑19

ボルビック

最高のスピン力と飛距離を実現した No.1 Color Ball！

A‑33

ボローニャFC 本社

お土産、コンペ景品にご活用いただいている、ボローニャデニッシュパンの紹介で
す。

B‑4、S-1

本間ゴルフ

熱意系ゴルファーが求める全てがここに。新・HONMA を体感して下さい。

タイ国政府観光庁

セールスポイント
一人に一人のキャディーは当たり前。初心者からプロまで1年中満足のゴルフ、タイ
王国

R‑1

第一ゴルフ工事

＊最新鋭の照明設備 ＊防球ネット工事

A‑48

ダイヤコーポレーション

小物、練習機、CB 等を多数展示。植村啓太プロのレッスン開催予定。

A‑47

ダイヤコーポレーション

3つのスイートスポットを持つ世界で唯一のパター「ボビーグレイス」を多数展示。

A‑21、S-6

タバタ

藤田寛之プロと開発した練習用品、ツアープロから支持されるリフトティーまでを
展示。

B‑13

WG GOLF&DRESS

2013年春から最新シューコレクションを含むすべてのラインナップをご紹介。

C‑10、
SS11

ダンロップスポーツ

13年ダンロップ新製品、サービスをこの機会に是非、御体感ください ‼

A‑36

チームヨシムラ

高反発ドライバーの高級ゴルフセット。ゴルフ用品のパーツなど

R‑3

中央商会

超薄い、軽い！
い！

C‑5

ディー・ティー・ジャパン

ポケットの中にキャディを。グリーン傾斜、残距離の測定など、多機能を搭載。

A‑32

テイクスインク

米国ツアーエッジゴルフ、米国チャンプスパイクの2013年 NEW モデルを展示

B‑1、SS3

テーラーメイド ゴルフ

C‑4

デサント

C‑8

デジタルゴルフ

「ゴルフが楽しくうまくなる！」最新デジタル機器が体験できます。

R‑8

東京ゴルフ専門学校

次世代のゴルフ業界を担う人材を育成する学校です

B‑8、S-9

トゥルーテンパースポーツ
インクジャパン

プロからレジャーゴルファーまで様々なシーンで活躍するシャフトの展示、試打が
可能。

A‑17、S-7

トライファス

アフターマーケット専用リシャフト専用シャフトメーカー！

B‑9、SS6

ナイキゴルフ

世界初。高速キャビティバックドライバー「VR̲S コバート」の発表。

A‑28

中山式産業

長年の技術にプロゴルファーやドクターの声を加えたゴルフサポーターをお試しく
ださい

VOLVIK！

マインド

前作「仮面ライダー」に続く第2弾「ウルトラマン」キャディバッグを展示・先行受
付

D‑26

MASA

GPS ナビはグリーンオン！
す！

A‑41

マスターズ

LDA 日本記録（415ヤード）を樹立した【アストロ】から新商品を展示

A‑26

会社名

腕時計型 GPS ナビ『ザ・ゴルフウォッチ』も展示しま

D‑29

松井ニット技研

経産省の支援で生まれた世界初のストライプ・リブニット・ゴルフウェア

A‑24

松岡手袋

人間工学に基づいた、人にやさしく握りやすさを追求したゴルフ手袋

A‑35

マリアナ政府観光局
日本事務所

サイパン、テニアン、ロタ島の魅力的なゴルフコースをご紹介致します。

無限大の可能性を秘めた次世代の LED 投光器を体感してくださ

ルコックゴルフ、カッター& バックほか2013年新作ラインアップを紹介します。

C‑3、SS10

マルマン

2013年モデルの初お披露目。各ブランドが明確な特徴を持った展開をしています。

C‑11、
SS12

ミズノ

「YORO JAPAN CRAFTED」こだわりの商品をラインナップ
D‑3

二木ゴルフ

2013春夏オリジナルウェアフルラインナップ！

D‑8、S13

三菱レイヨン

新製品ディマナ B シリーズを始めるとする全製品を展示。試打ブースも設けており
ます。

D‑9

ニコンイメージングジャパン

レーザー距離計ラインアップに加え、ツアー観戦に適した双眼鏡を展示いたします。

D‑39

ミヤマエ

ゴルフクラブ & ボール & シャフトの研究開発用 ROBO-10の試打実演に驚愕！

D‑52

ニチニチ製薬

10個の特許を取得した乳酸菌「FK-23」は免疫系、美容系で今話題の商品です。

A‑30

ミライゴルフ エム・ケイ・
トレーディング

ミライゴルフ2013年モデルを手に取ってご覧下さい！

R‑2

日本シー・エー・ディー

チェイン式横コンベア、新型操作タワー

D‑10

日本シグマックス

様々なニーズに応えるザムストサポーターと10分でできるカスタムインソールをご
紹介
N.S.PRO Regio シリーズから FW が新登場！

D‑48

ミューラージャパン

アーチの動きを制御する Fit インソール
防

A‑9、S-3

日本シャフト

A‑15

明治

ブースにて水無しでそのまま飲めるスーパーヴァーム顆粒のサンプリングを実施し
ます。

R‑17

日本ナレッジ

スイング分析ソフトのご紹介です。運用指導もお任せください。

D‑34

ヤマト

1台で身体全体に使用可能な管理医療機器の紹介

D‑32

日本フェィウィック

大好評のニオンシリーズがバージョンアップ ‼

D‑15

ヤマト徽章

イベントや表彰でのプライズ商品、ゴルフアクセサリー、オーダー品等を提供致し
ます。

B‑7

日本ブラインドゴルフ振興協会
障がい者ゴルフを国体に、パラリンピックに
& 国際スポーツ振興協会

D‑22

山本光学（SWANS）

ゴルファーから大絶賛の「アイスブルーレンズ」搭載スポーツ用サングラスを多数
展示。

A‑42

パー七十二プラザ

GPS ゴルフナビ「Shot Navi」シリーズの展示および、後継機種を展示予定

B‑6

BUZZ GOLF

月刊 BUZZ GOLF（バズゴルフ）最新号を配布！

全てのゴルファーに特化した日焼け止めブランドが、2013年新商品を加えて初公開

D‑16

ユニバーサルゴルフ社

B‑10、S5、
ヨネックス
SS7

関節部位を初期化、スポーツ障害を予

二木ゴルフ限定販売用品展示。

最新保存版総合カタログ刊行

試打でお試しください。

イベントも盛りだくさん ‼

D‑1

八甲

新製品 i-EZONE ドライバーの飛びをご体感下さい。

D‑14

花田
バホ デザイン
バリューゴルフ

「1人予約ランド」で気軽にゴルフを！

A‑10

パワービルト／モメンタム

世界最大級革命的ウェッジ・チッパーの発表とプレミアムブランド「モメンタム」
の復活

D‑5

阪神交易

起伏も読めるレーザー距離計ピンシーカーを見て触って体感下さい！

C‑7

ピージーエヌ

カチャカチャ機能を搭載した NEW ドライバーヘッド P-tune PG313を初公開

ヒルトン・グランド・
バケーション・クラブ

ハワイ・グアム・沖縄旅行が当たるキャンペーン実施中

A‑14

ライト

ゴルフ やる気スイッチ ON ！（イイネ！グッズが色々）

D‑33

D‑45

ラウドマウスゴルフ

品あるコーディネートで楽しいゴルフライフを提案します。

A‑43

D‑30

リクルートライフスタイル

限定グッズプレゼント中！

A‑7

リロバケーションズ

1泊2食付1,500円から箱根・南房総・伊豆リゾート体験宿泊のご案内！

ぜひブースまでお越し下さい。

D‑37

リロバケーションズ
マーケティングユニット

1泊2食付1,500円から箱根・南房総・伊豆リゾート体験宿泊のご案内！

A‑40

リンクス

ハイエンドのマスターモデルシリーズと、ユーザー意見を集約した HT ウエッジ新
登場

D‑36

A‑23

レアック・ジャパン

ジュニアゴルファーウェアー

A‑1、SS1、
ピンゴルフジャパン
S2

D‑18

レザックス

福岡ソフトバンクホークスのゴルフ用品の販売

D‑44

レベルコ・IP4

ワンピースゴルフ新商品やダマスカスパター・カラーボールなど楽しいアイテム多
数展示

A‑31

ワイケイワイ

今までにない素敵なゴルフショップの店舗施工を、観て頂けましたら幸いです。

White Elephant

デビューです。

A‑5

白

のメンテはラナパーレザークリーナーで！

キラキラベルトでご好評いただいている BAHO DESIGN から、新商品をご紹介！
プレー券が当たるイベント開催中です！

試打打席、イベントを多数ご用意。PING のクラブをぜひ体験してください。

ファインワン

飛距離の増加。フック、スライスの減少。2011RE／MAX 世界長打大会で優勝。

B‑16

ファミリーゴルフジャパン

認証（JSA 機関）付きサインに写真を組み合わせたオリジナル作品を展示販売しま
す。

A‑27

ファンケル

ゴルフ専用サプリメントでゴルフに必要なメンタルとパフォーマンスをサポート

D‑23

フォーサイトスポーツ

高度なテクノロジーを使ったゴルフボールとクラブヘッド運動の解析機器

フフェア2013出展社一
覧﹂を掲載︒
6面 ﹁協会関連事項﹂
︑
﹁ジ

年1月

日︵ 水︶
︑

議題 ︱5︑次回委員会の日程
平成
時〜 時 分︑協会事務局

経済産業省

︻後援︼

5団体

ゴルフ市場活性化委員会構成

︻主催︼

※以上の内容は変更されるこ

て

規則ガイド﹂の改訂版につい

3︑
﹁クラブと球についての

の規則変更案を含む︶

ラブの﹁アンカリング禁止﹂

た︒

現状の進捗状況が報告され
︻募集定員︼

円︑非会員 5000円

関連5団体会員

平成 年2月 日︵土︶
︑

︻日時︼

とがあります︒

4000

︻受講料︼

・
﹁ゴルフアパレルチャリテ

■﹃ゴルフ用品セミナー﹄

東京ビッグサイト会議棟内

︻会場︼

まで︶

副委員長︑吉本実行委員︑嶋

・天満実行委員長︑西本実行

に主催者ブースにおける各開

・中村専務理事より資料を基

①会期中の実行委員の役割に

東京ビッグサイト会議棟内

︻会場︼

平成 年2月 日︵金︶
︑

日︵ 木︶
︑

4面〜5面上段 2012市
田実行委員︑酒井実行委員

日本ゴルフ用品協会︑講習会

年1月

場動向トピック︵矢野経済研
・事務局中村専務理事

委員会

平成

サミットの模様︒
究所調べ︶を掲載︒

について

催日の担当が決定された︒

入る︒

本実行委員が任命され協議に

議題 ︱3︑次回委員会の日程

がされた︒

ミナーの実施についての報告

智英氏︵ＧＦＫライフスタイ

金子昇氏︑大槻琢也氏︑山本

︻講師︼

︻主催︼

︵605会議室︶

4月号ＪＧＧＡニュースで

議題 ︱1︑報告事項

②会期中実施されるセミナー

用品部門別売れ筋ランキング
は馬場会長と広報委員関係者

ついて

①最新の出展申し込み状況に

ー﹄

■﹃ゴルフ市場活性化セミナ

場内出展レイアウト﹂につい

②﹁ブース位置図面﹂と﹁会

体を含めて報告された︒

︻日時︼

ーを活性化しよう〜

〜休眠率5割の若年ゴルファ

青い鳥を眠らせるな

︻タイトル︼

載︒

︻会場︼

無料︑非会

2︑現在関心のある分野︵ク

針︶

分化論﹂へのＲ＆Ａの基本方

規則を分けるべきという﹁2

具規則の意義︵技量に応じて

1︑ゴルフゲームにおける用

︻議題︼

Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム

︻タイトル︼

ム﹄

■﹃Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ

100名

︻募集定員︼

員 1000円︵1名︶

Ｊ ＧＧ Ａ 会員

︻受講料︼

トイ ビジネスユニット︶

ルトラッキング㈱スポーツ・

の座談会を実施して記事とし

平成 年2月 日︵木︶

の片山社長︒

・中村専務理事より︑資料を

出席者及び進行等 広報委員

て

・
﹁ファッションショー﹂の

東京ビッグサイト会議棟内
︵607・608会議室︶

ゴルフ用具製造・卸・小売関
係者・マスコミ関係者
︻受講料︼

無料︑非会

員 2000円︵1名︶

Ｊ ＧＧ Ａ 会員
︻募集定員︼
100名

※以上︑すべてのセミナーに

関しての問い合わせは︑日本

ゴルフ用品協会事務局へ︑

︱3832 ︱8589︒

変更事項

●株式会社スポーツインダス

︻所在地変更︼
トリー︵東日本支部︶

新住所 〒103 ︱0027

東京都中央区日本橋1 ︱2 ︱

︱6214 ︱25

東洋ビル5階
ＴＥＬ
82
ＦＡＸ
83

︱6214 ︱25

︻代表者変更︼

●マルマン㈱東日本支部

・代表者 出山泰弘︵旧 大
隅宏昭︶
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協会関連事項
広報委員会

時〜 時︵最大延長 時 分

︻タイトル︼

200名

の報告がされた︒

2012年のゴルフ用品小売

︻講師︼

︵605会議室︶

ィー販売コーナー﹂について
④﹁オリンピック関連企画﹂

市場と今後の展望

スティーブ・オットー氏︵研

内にて開催︒

日︵ 水︶
︑

進捗状況について

︻概要︼

究・試験ディレクター︶
︑ク

ャパンゴルフフェアセミナー

月

⑤﹁スナッグゴルフ﹂の実施

・ゴルフ用品小売市場の全体

紹介﹂などを掲載︒

年

について

動向

協会事務局内にて標記委員会

⑥﹁ステージイベント﹂利用

レア・ベイツ氏︵エキップメ

ジャパンゴルフ
フェア２０１３

スケジュールについて

ントスタンダードアシスタン

議題 ︱3︑3月号の編集につ

㈱大広内のプレゼンテーショ

・クラブ︑ボールの動向

トディレクター︶

を開催した︒梅田委員長が議

ンルームＡにて標記委員会を

⑦﹁チャリティー販売﹂の申

・アクセサリー︑
ウエアの動向

回実行委員会

が担当︒
開催した︒

︻日時︼

第

1︑2面 新年の年頭所感
︵会
●
﹁写真﹂ 2013ジャパ

込状況について

3面 ﹁全国ゴルフ場延べ利
5面下段 ﹁ＹＰＳゴルフデ
・運営事務局9名

・中村専務理事より︑各種セ

番ホール﹂ 黒子委員

長︑副会長3名︑支部長3名︶
︒

議題 ︱2︑審議事項

用者数﹂について︵ＮＧＫ調
ータ﹂を掲載︒

り︑議事進行︒議事録署名人

﹁写真﹂ ジュニアゴルフ
●

べ︶
︑
﹁ジュニアゴルファー育
6面 協会関連事項の中で︑

には︑西本実行副委員長︑吉

時〜 時 分

成活動﹂
︵2012年3ツア
各委員会議事録を掲載︒

ついて

ーズ会場︶報告を掲載︒
議題 ︱4︑その他

30

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

﹁第
●

時より開催︒

ェア﹂について

回ジャパンゴルフフ

て扱う︒

1︑
﹁Ｊ ＧＦ2013﹂出展

タイトル ﹁業界の活性化に

ュー﹂を掲載︒

向 け た 課 題 と 具 体 的 対 策﹂

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
6面 協会関連事項の中で︑

場所 東京ビッグサイト会議

基に現状の出展社数が後援団

状況報告

棟内︵601号室︶

︵案︶司会はゴルフ用品界社

いて

日時 平成 年2月 日︵土︶

会より梅田委員長︑嶋崎委員︑

③﹁ファッションショー﹂の

開催セミナー概要

1面〜3面上段 ﹁2013

黒子委員︑瀧川委員で決定︒

出品状況及び﹁ゴルフアパレ

時 分〜 時

題材及び進行については︑梅
山社長と再検討︒

ルチャリティー販売﹂の出展
状況について運営事務局より

時 分〜 時 分
※今後は︑他委員会との意見

●
﹁

平成 年2月 日︵金︶
︑

模様を掲載︒

交換の場所を設け実施するこ

ータ﹂を掲載︒

3面下段 ﹁ＹＰＳゴルフデ

番ホール﹂ 増本委員

玉木正之氏︶の報告記事を掲

が担当︒

出品状況について

20 15

力を広げるために﹂
︵講演

ゴルフ新年会﹂
︑
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