﹁２０１４年ゴルフ新年会﹂開催！
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★今月のトピックス

今︑日本は飽食時代であり︑好

きな食べ物を好きなだけ食べる人

より現代の方が低いそうです︒考

取量は終戦直後の貧しい食事の時

1〜3面上段＝﹁2014年ゴルフ新年会﹂開催！
4〜5面＝ ジャパンゴルフフェア2014出展社一覧
6面＝ 協会関連事項

が多いようです︒昨年 月に京都

レーズとして︑8月1日から

えられる理由はただ1つ︑皆が動

ーへは車でというようなことから

リモコンで︑300ｍ 先のスーパ

例えば︑テレビのチャンネルは

かなくなったことです︒

優先課題として︑
このゴルフ・

意識してこまめに体を動かせば消

14年の活動方針を討議し︑

フサミット会議﹂では︑20

連 団体が行った﹁日本ゴル

当協会も加盟するゴルフ関

万人からは大きく後退したま

90万人︒ピークの1400

よれば︑ゴルフ人口は推計7

﹁2013年レジャー白書に

1︑ゴルフの活性化をはかる

という認識のもと︑
﹃はじめ

りみんなのものにしていこう

の面白さを伝え︑ゴルフをよ

私たちが一体となってゴルフ

された﹃ゴルフ・ウィーク﹄
︒

昨年︑本会議において制定

フのムーブメントは︑私たち

て2020年東京と続くゴル

ャネイロオリンピック︑そし

手権︑2016年のリオデジ

界アマチュアゴルフチーム選

また︑本年開催されます世

なさい﹂と先生も話されていまし

早足で歩きなさい﹂
︑
﹁ご飯を食べ

費カロリーにつながります︒歩く

4つの活動テーマを決定した︒
まであり︑ゴルフの振興をは

よう！ つづけよう！ もっ

立つ成分が含まれているそうで

ネシウム・ビタミン等色々体に役

私は︑健康診断でメタボ︵腹囲

す︒

男性 ㎝ 以上 女性 ㎝ 以上︶で

2︑ゴルフ界は社会貢献に積

いたします﹂

ちにした︑スポーツ基本法の

たが︑本税はゴルフを狙い撃

現することは叶いませんでし

また︑昨年度の税制改正の

とではないと考えます︒

課税を行うことは許されるこ

時期に︑ゴルファーに対して

た︒目標を最低

勤から往復徒歩での通勤にしまし

万歩︵歩幅

あると診断され︑毎日の自動車通

極的に取り組む

精神にもとる税制でありま

ービスを行っている﹄
︑
﹃ゴル

﹃ゴルフ場には特段の行政サ

﹁スポーツは自らの健康をは

6年のリオデジャネイロオリ

審議において︑ゴルフ場利用

ンピック︑そして2020年

す︒本年︑世界アマチュアゴ
ります︒ゴルフの精神は自立

フ場があるため土地利用に制

ぐくむだけではなく︑さまざ

自戒の精神とともに︑気配り

東京と続くゴルフのムーブメ

約を受けている﹄などの理由

税を堅持すべき理由として

やエチケット︑マナーなど社

ントにより︑ゴルフへの関心

も挙げられておりましたが︑

ルフチーム選手権や︑201

会性も含めて実現されるもの

や意欲が高まるであろうこの
私たちはこのゴルフの精神

であります︒

まな効用をもたらすものであ

ゴルフの振興に努めるものと

て︑ゴルフへの関心を喚起し︑

であります︒この機会を通じ

銅・マンガン・たんぱく質・マグ

れるそうです︒その他︑お米には

力のエネルギーとして全部燃焼さ

た︒お米に含まれる糖質は脳や筋

り︑
﹁グイグイ大股で腕を振って

スピードも生存率と因果関係があ

以下︑同会議で話し合われた
かることは喫緊の課題となっ

※

内容を抜粋してお届けする︒
※

にとって大いなる飛躍の機会

※

とゴルフを！﹄をキャッチフ

※

コンチネンタルホテル東京
が開催された︒ゴルフ関連

で︑恒例の﹁ゴルフ新年会﹂
団体を代表した冒頭の挨拶
で︑ＪＧＡの安西孝之会長は︑
﹁２０１６年のオリンピック
からゴルフが正式競技として
復活︒２０２０年には︑東京
での開催が決定しており︑ゴ
ルフ競技は霞ヶ関ＣＣで行わ
れます︒その前に︑今年の９
月︑ 月には軽井沢 ゴルフ
での﹃世界アマチュアゴルフ

に則り︑社会に貢献する活動
をそれぞれの団体が積極的に

万5137歩で約265

月より実行中です︒

月

㎝︶
︑最大 万歩を歩こうと決め

昨年

は︑

ロリー︒ 月は約200㎞︑消費

㎞︑消費カロリーは8671ｋカ

カロリー6506ｋカロリーでし

もう つ︑年齢が 歳になりゴ

た︵携帯で捕捉しています︶
︒

ルフの飛距離が落ちてきたので︑

歩くことで足腰の筋肉を少しでも

付けたいと思ったからです︒ ヶ

月〜 ヶ月位続けると成果が出る

と思います︒1・9㎞を早足で歩

くと汗が出てきますので︑ 万歩

ｋカロリーでがっかりしますが︑

歩行してもカロリー消費は520

3︑ゴルフ場利用税廃止運動

においては︑本税の廃止を実

ヤマト徽章 出井久幸

ご報告いたします︒

また︑成果が出ましたら皆様に

思います︒

成果につながり満足が得られると

皆様も目標を持って挑戦すると

諦めず続けたいと思います︒

た︒残念ながら︑平成 年度

場利用税廃止が提出されまし

税制改正要望として︑ゴルフ

﹁昨年︑文部科学省より再度

の継続

進めて参ります﹂

3

2

チーム選手権﹄が開催されま
す︒この中から︑２０２０年
に活躍する選手が出てくるは
ずです︒それぞれの団体が一
致団結し︑協力し合い︑ゴル
フ界を盛り上げていきたい﹂
と挨拶︒大同団結し︑ゴル

1

１月 日︑ＡＮＡインター

ています︒

します︒

強化をさらに図るものといた

ウィークにおける取り組みの

私たちはゴルフの振興を最

みが全国で実施されました︒

7日まで︑さまざまな取り組

たことは︑日本人のエネルギー摂

運動の役割﹂の講演でビックリし

大学大学院教授の﹁生活習慣病と

11
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ゴルフ人口減少を食い止めるべく︑
関連 団体が大同団結︱
17

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︑
都内のホテルで﹁2014年ゴルフ新年会﹂を開催︒ 団体の関係者総勢7
50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︑
﹁ゴルフの活性化をはかる﹂
︑
﹁ゴルフ界は社会貢
献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﹂で︑例年以上に各所で熱い意見交換が行
われた︒
17

フ界を盛り上げていくことを
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スを受けているというのは事

特別にゴルフ場が行政サービ
14年ゴルフ新年会﹂では︑

会議後に開催された﹁20

り︑ゴルフ競技は霞ヶ関ＣＣ

東京での開催が決定してお

復活します︒2020年には︑

からゴルフが正式競技として

で行われます︒その前に︑今

新春特別講演が行われ︑
﹁2

年の9月︑ 月には軽井沢

020年に向けて〜がんばれ
日本のゴルフ﹂と題して︑東

ず
﹃担税力がある﹄
などという
京2020オリンピック・パ

実誤認です︒また︑相変わら

このような誤解を解くとと

理由も挙げられております︒

不尽さを広く訴えていく必要

もに︑スポーツ課税という理
Ｏ／公益財団法人日本オリン

ラリンピック招致委員会ＣＥ
ゴルフチーム選手権﹄が開催

ゴルフでの﹃世界アマチュア

２０１４年ゴルフ新年会 新春特別講演

水野正人氏︶

﹁２０２０年に向けて〜がんばれ日本のゴルフ﹂
︵講演

致委員会理事長︶
︑水野正人

致アンバサダー︶
︑太田雄貴

氏︑猪瀬直樹氏︵前東京都知

くるはずです︒それぞれの団

氏︵オリンピアン／招致アン

行い︑

東京2020オリンピック・

では︑賀詞交換会に先立ち︑

た﹁2014年ゴルフ新年会﹂

してお届けする︒

以下より︑同講演内容を抜粋

容は多岐にわたる︒それでは

スゼロ﹂を合言葉に活動を行

致活動は︑メンバー全員が
﹁ミ

2回目に活かす︒2度目の招

の招致活動で学んだことを︑

ということです︒そして︑オ

2020年の招致活動は一体

※

ってきたという︒

※

■東京五輪招致に必要不可欠

※

※
パラリンピック招致委員会Ｃ

2013年9月7日︑アル

リンピック招致には次の6つ

﹁ようするに︑2016年と

で開催されたＩＯＣ総会︒現

ゼンチン・ブエノスアイレス

だった6つの要素
エノスアイレスで開かれた第

9月7日︑アルゼンチンのブ
125回ＩＯＣ︵国際オリン

の要素が必要不可欠でした︒

い︑東京オリンピック招致の

振りを交えたスピーチを行

プレゼンで︑大きな身振り手

ド︵スペイン︶の順番で招致

コ︶
︑東京︵日本︶
︑マドリー

トし︑イスタンブール︵トル

れないことと同じです︒

が粗悪で︑機能がなければ売

えるならば商品の品質︒それ

まずは︑
﹃計画性﹄
︒商売に例

そして︑
﹃国民・都民の支

に向けた最終プレゼンテーシ

支持率でスタートしました

ョンが行われた︒
日本のプレゼンテーター

が︑最終的には ％まで国民

演題は﹁2020年に向け

立役者となった一人︒

ピック委員会︶総会での最終

地時間午前 時半からスター

講演を行った︒水野氏は昨年

ＥＯの水野正人氏が新春特別

そう水野氏は語る︒1回目

たという訳です﹂

京オリンピック招致が成就し

必要で︑実に8年がかりで東

は︑2016年の招致活動も

リンピックを開催するために

から︑2020年に東京でオ

とは分かっていました︒です

ら見ても非常に困難というこ

ということは︑過去の歴史か

﹁1度のチャンスで招致する

と︑日本中が歓喜に沸いた︒

会のメンバーはもちろんのこ

定︒水野氏を含めた招致委員

の東京オリンピック開催が決

の通り︑同総会で2020年

閣総理大臣︶の計8名︒周知

バサダー︶
︑安倍晋三氏︵内

事︶
︑滝川クリステルさん︵招

体が一致団結し︑協力し合い︑

されます︒この中から︑20

た
︵詳細は後述︶
︒その後の
﹁賀
ゴルフ界を盛り上げましょ

20年に活躍する選手が出て

私たちは︑引き続き関係機
詞交換会﹂では︑日本ゴルフ

ピック委員会名誉委員の水野

関のご指導とご協力をいただ
協会︵ＪＧＡ︶の安西孝之会

正人氏による講演会が行われ

きながら︑引き続きこの理不

存です﹂
﹁2016年のオリンピック

17

4︑国家公務員倫理規程にお
ける﹁ゴルフ﹂の削除
﹁平成 年︵2000年︶4
月1日に施行された国家公務
員倫理規程で︑公務員の倫理
保持のためとして︑利害関係
者とゴルフをすることの禁止
等が条文化されました︒敢え
てゴルフを名指しして︑あた
かも﹃ゴルフ＝忌むべきもの﹄
としているこの倫理規程に︑

日本オリンピック委員会・竹田会長
（公財）＝公益財団法人、（公社）＝公益社団法人、（一社）＝一般社団法人
（2014年1月22日現在）

私たちゴルフ関係者は断固と
して反対を唱えるものです︒
改めて申し上げるまでもな
く︑ゴルフはオリンピックお
よび国民体育大会の競技種目
にもなっている健全な﹃スポ
ーツ﹄であり︑あえて名指し
で禁止されるような性質のも
のではありません︒
今後もゴルフ場利用税撤廃
運動と合わせてあらゆる機会
を捉え︑国家公務員倫理規程
から﹃ゴルフ﹄の3文字が削

※

除されるよう︑意見活動を行
※

ってまいります﹂
※

以上︑日本ゴルフサミット

※

会議で話し合われた2014

て〜がんばれ日本のゴルフ﹂

殿下︑佐藤真海さん︵パラリ

︵登壇順︶は︑高松宮久子妃

持﹄
︒最初は ％という低い
で︑招致に向けて必要不可欠

ンピアン︶
︑竹田恆和氏︵招

だった6つの大切な要素︑Ｉ
ＯＣ の抱える3つの懸念材

からの支持率をもらうことに

47

年度の活動計画を紹介した︒
そのほかに︑今年9月3日
マチュアゴルフチーム選手

︵水︶からはじまる﹁世界ア

10

と業界の発展を鼓舞した︒

尽な税金を完全廃止するべ

料︑招致活動の裏話など︑内

う﹂

ゴルフ関連 団体が主催し
17

長が 団体を代表して挨拶を

72

く︑運動に強力に取り組む所

があります︒

10

安西 孝之
矢野
龍
小栗 榮輝
三野 哲治
石井 信成
馬場 宏之
日枝
久
森
静雄
海老沢勝二
小林 浩美
小宮山義孝
高橋 正孝
大塚 重昭
山田 孝雄
川田 太三
荒井
聡
田村 和男
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
（公社）全日本ゴルフ練習場連盟
（一社）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
（公社）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

（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
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権﹂開催の紹介があった︒
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につながり︑スポーツ全体の
3つめは﹃若者のスポーツ

価値が下がってしまう︒
離れ﹄
︒これは非常に切実で︑

大切といえるのではないだろ
様においても︑これらの要素

うか︒当協会の会員企業の皆
を大切に活動していると思う

3つめは﹃国内外の広報活

成功しました︒
動﹄
︒自分たちの考えを︑国

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

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット

順位

PUTTER BEST５

アクシネット

内のみならず︑国外にも訴求︒

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

我々が次世代の若者たちに︑

アクシネット

4

が︑オリンピック招致という

スチール

ブリヂストン

東京でオリンピックを開催す
＝矢野経済研究所＝

AP2 714

3ピース

スポーツの楽しさを教え︑伝

5

キャロウェイ

異なる舞台においても同じこ

アクシネット

WHITE HOT PRO SERIES

ることの素晴らしさをアピー

30

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

VOKEY COLD FORGED

3

えていかなくてはなりませ

4

ダンロップスポーツ

とがいえるということだ︒

ダンロップスポーツ

3ピース /
4ピース

ル︒

11

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︑

カーボン

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

ん︒国内のゴルフも高齢化が

XXIO7 LADIES

3

■ＩＯＣが抱く3つの懸念

4

キャロウェイ

4つめは﹃立候補地の査定

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︶

キャロウェイ

VERSA SERIES

進み︑若年層ゴルファーが減

MACK DADDY 2 Wedge

2

っています︒このような現状

3

ダンロップスポーツ

過去︑オリンピックにおけ

体としては前年同

ダンロップスポーツ

3ピース

るゴルフ競技は︑1900年

期実績を割り込む

スチール

XXIO SUPER XD PLUS

評価向上﹄
︒ＩＯＣ委員が東

4シリーズ﹄やヤマハ﹃イン

XXIO7

2

京に訪れた際︑査定評価を上

プレスＲＭＸシリーズ︵20

結果となりまし

移したものの︑全

ジュニア競技の増加︑スナッ

た︒ 月に発売さ

3

キャロウェイ

﹁ 月はタイトリスト﹃71

グゴルフを広める活動をする
14︶
﹄など新製品が好調に

ダンロップスポーツ

METAL-X SERIES

を踏まえ︑日本のゴルフ界も

開催されている︒その後︑長

推移したことで前年同期比プ

Cleveland 588 RTX
SERIES

1

と1904年の2回にわたり
らくオリンピック競技から除
などして︑ジュニアゴルファ

2

アクシネット

げてもらえるような対応をと
5つめは﹃プレゼンテーシ
ーを増やす活動を続けていま

テーラーメイド

アクシネット

るということ︒
外されていたが︑2016年

テーラーメイド

のリオデジャネイロ・オリン

ROCKETBALLZ STAGE2
RESCUE SERIES

ョン﹄
︒ＩＯＣに対するプレ

5

ゼンテーションを5月︑6月︑

キャロウェイ

れる新製品の〝待

チタン

ち〟も少なからず

RAZR FIT XTREME

ラスとなりましたが︑ウッド

5

は新製品ブリヂストン﹃ツア

テーラーメイド

す︒このような活動でボトム

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

アップを図り︑それが︑未来

4

ピックから復活することが決

アクシネット

定︒国際ゴルフ連盟によれば︑

チタン

7月︑そして最終の9月と計

913D3

4回行いました︒

4

あるようです﹂

キャロウェイ

ーステージ Ｘ ︱ドライブＧ

X HOT SERIES FW

Ｒ︵2014︶
﹄が好調に推

3

の金メダリストを生み出すこ

テーラーメイド

とにつながっていくと信じて

別で行っていた新年会を︑ひ

チタン

リオ大会では4日間ストロー

とつにまとめ上げた先人たち

フ競技で︑日本人の金メダリ

SLDR SERIES

クプレーを実施︒出場資格は︑

いる︒
の努力がある︒ もの団体が

ストをみてみたいと思うのは

ダンロップスポーツ

最後に﹃ロビイング﹄
︒い

﹁ゴルフが正式種目として復

一堂に会し︑業界全体の課題

日本は世界でみても︑確固

自然だろう︒2020年に向

3

ゴルフ新年会は今年で 回

てもらうということが必要で
活し︑2020年東京オリン

を話し合うことで一丸とな

たるゴルフ大国です︒減少し

け︑業界全体がいかに協力し

XXIO7 FW

います﹂︱ ︒

す﹂
ピックでは︑
﹃霞ヶ関カンツ

り︑それが業界の発展につな

たといっても︑800万人ほ

合い︑盛り上げるかがこれか

2

わゆるロビー活動です︒10
外の各国最大2名までの合計

以上︑6つの要素を紹介し
リー倶楽部﹄での開催が決ま

目︒以前は各団体・協会が個

たが︑これをゴルフ業界と置
っております︒これを機会に︑

媒体での紹介などにつながる

﹃広報活動﹄は広告・宣伝や

どのゴルフ人口があって︑約

ブリヂストン

世界ランク上位 名とそれ以

一人一人に話をして東京オリ
名が参加する予定となって

き換えるならば︑
﹃計画性﹄

がっていく︒やはり︑日本で

し︑﹃プレゼンテーション﹄﹃ロ

2000コース以上が存在し

らの課題といえそうだ︒

開催するオリンピックのゴル

ビイング﹄は︑商品を購入す

ます︒ですから︑2020年

チタン

0名ほどいるＩＯＣメンバー
ンピック開催を理解・応援し

は水野氏がいう商品開発につ
ばいけません︒

ゴルフ界が一丸とならなけれ

るエンドユーザーへのＰＲ

に向けて若者を育て︑成果を

ダンロップスポーツ

X-DRIVE GR（2014）
ピン
SCOTTSDALE TR SERIES
5
ダンロップスポーツ

ながる︒
﹃支持率﹄はブラン

や︑アフターフォローにつな

出す必要が日本のゴルフ界に

スチール

メーカー名

ドの人気度やシェアの向上︒

がる︒特に︑
﹃ロビイング﹄

はあるのです﹂

XXIO7 UT

ドライバー2位

2ピース

について水野氏はこう語る︒

ROCKETBLADEZ

3ピース /
4ピース

5

﹁ロビイングで一番重要なの

2

PRO V1 SERIES（2013）

SRIXON DISTANCE
（2011）

そう水野氏は力説するが︑
ＩＯＣはスポーツ全体に対し

1

1

TOURSTAGE V-10
SERIES（2012）

は︑委員の話に耳を傾け︑話
を聞くということ︒委員との

﹁1つめは﹃ドーピング﹄
︒

て︑3つの懸念材料があると

日本ではあまりみられないで

いう︒

やはり何事にもおいて︑重

友情を深め︑信頼を高めるこ

要なのはコミュニケーショ

すが︑世界的にみると増加傾

とが理解につながるのです﹂

ン︒一方的に意見を述べるの

向にあります︒
これが行き過ぎると︑八百長

2つめは﹃違法な賭け﹄
︒

ではなく︑話を聞き︑受け入
れ︑それを商品開発などにフ
ィードバックしていくことが

ダンロップスポーツ

WEDGE BEST５

17

15

11

カーボン

構造

メーカー名
順位
メーカー名
シャフト

メーカー名
XXIO7

BALL BEST５

4

1

2

IRON BEST５
順位

ダンロップスポーツ

TOURSTAGE X-DRIVE GR
（2014）

チタン
1

17

メーカー名
FW ＆ UTILITY BEST５

60

12

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

順位

11

順位

XXIO7

メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

第375号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成26年２月１日発行

第375号（毎月１日発行）

平成26年２月１日発行（ 4 ）

ジャパンゴルフフェア2014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

会社名

セールスポイント

B‑5

ガレリア

ゴルフシューズに付けられるオシャレで機能的なマーカー

D‑22

北側物産 PROTEC 事業部

ワーナー・ブラザース ライセンス ゴルフ用品の企画・販売

D‑31

キャディバッグ刺繍ドットコ
ム

市販のキャディバッグにネーム・オリジナルロゴ等お好みのレイアウト通り刺繍しま
す。

C‑10

キャスコ

新製品スパーハイテンドライバーと追加ラインナップした大好評のドルフィンウェッ
ジ。

R‑12

アイリスソーコー

C‑13、SS‑12

キャロウェイゴルフ

2014年の新製品コンセプトは、ずばり「飛距離」
。ご期待ください。

D‑41、SS‑14

アクシネットジャパンインク

A‑12

久我修一ゴルフアーティスト

ゴルフ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‑48、S‑4

ACCESS

3D スイング解析センサーFullmiere、新製品 Fullmiere パターの展示

A‑38

グラファイトデザイン

2014モデル MT シリーズを始め、新規 UT 専用シャフトなどを展示

A‑5

アザスゴルフ

今回フェアで初めてお披露目する新作を是非、ご覧ください。

C‑3、SS‑9

グランプリ

試打コーナーも完備しております。ぜひブースにお越しください。

D‑45、S‑9

朝日ゴルフ用品

ゴルフ上達ツール GPS ゴルフナビ

R‑16

ケーディースポーツ

ケーディータワーシステムをはじめ、ゴルフ練習場の総合設計施工

A‑31

アビリス

一般医療機器 BLACK EYE 搭載のアビリスを是非手にとって体感して下さい。

B‑29

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最適。長持ちでユニークな商品。

B‑6

有賀園ゴルフ

フェアー会場とデックスお台場店のＷ来店で特典あり！

A‑29

GOSTAR SPORTING
GOODS

上質な素材と高い技術で仕上げたゴルフグッズを提供します。

B‑25

アルク

益々、使い易くなった商品の数々。

C‑8

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

B‑14

アンバージュ

豊富なカラーとサイズ、ゴルフウェアの概念を覆す斬新なデザインによる新ブラン
ド。

R‑3

コスモ・イーシー

千葉最大のゴルフプロジェクト、キャスコ花葉 CLUB に是非ご注目下さい。

A‑60

イーイーエスコリア

革新的なパターホイールは、パッティング３原則を確実に取得できる教習具である。

A‑20

ゴルナビ

「ゴルナビ」は WEB で遊びながらゴルフを学べ、ゴルフ仲間と交流できるサイトで
す。

D‑6

イオミック

2014年新商品として、可変式ゴルフクラブ対応の LTC グリップ発表。

B‑13

いちかわ地域活性化協議会

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を展示

A‑44

ゴルフエスエムエス

新しいオリジナルグッズをご紹介致します !!

D‑7

インタープランニング ウィ
ンウィンスタイル事業部

ニューデザインバッグの展示を中心に、2014最新カタログを配布いたします。

VIP グローバル

5分で5km の懸命歩行に匹敵！

A‑40

アーク・クエスト

今までの医療機器とは違い、デザイン性、機能性に優れた商品展開を見に来て下さ
い。

D‑48

アートレイ

自社製ハイスピードカメラとソフトウェアを全てのスポーツ動画解析向けにご提供し
ます

B‑26

アイシム医療器

アルファダック治療器にて、腰痛・肩こり・神経痛等の治療体験をしていただきます。

タイトリスト、フットジョイ共に 体感 をテーマに取り組んでおります。

EAGLE VISION 〜 TOUCH 〜新登場！

ゴルフが楽しくなる、見に来てネ♪

A‑3、S‑7

ゴルフネットワーク

ヨーロッパ #1 MDGolf, Aston Martin, 超性能弓シャフト製品

D‑36

ゴルフバディージャパン

世界中で使える最新距離測定器

B‑16

B‑27

ゴルフ用品界社

『月刊ゴルフ用品界』2014年3月号無料配布及び定期購読のお申込みを承ります。

D‑38

ウッディ

ゴルフ練習場施設のスムーズな運営とコスト削減の為のシステムをご紹介致します。

D‑30

コンフォート ゴトウ

53ゴルフシューズは職人が日本の工場で一足づつ製作していく純日本製のシューズで
す。

A‑46

エーエースグリーン

人工樹木（エントランス）・日本初芝生ソファー・芝生椅子ご覧ください

D‑29

H&R トレーディング

2014年 golden ratio 新アイアン・ウエッジ

R‑9

サイパンラオラオベイゴルフ
& リゾ−ト東京案内所

ジュニアゴルフ合宿のご案内、ゴルフレッスンツアーのご案内

D‑23

エイワンプランニング

女性ゴルファーのためのオシャレグッズ、キラキラアクセサリー、化粧品の紹介

D‑3

サソーグラインドスポーツ

100年間変わる事の無かった歴史を覆す世界初の革新的なディンプルで飛距離アップ。

A‑10

STM

S‑1ハイブリットグリップ、凹凸あるがルール適合。今までにない方向性を極めた。

R‑4、S‑12

エスプリ・ゴルフ トラベル

世界中の名門コースなど、魅力あるゴルフツアーをご紹介します！ ご相談大歓迎！

C‑9

X-GOLF JAPAN

体験された皆様から圧倒的な支持を頂いております。弊社ブースで是非ご体験くださ
い。

C‑10

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‑28

FST Japan

新商品 KBS Tour V を発表します。

R‑1

エフコム東日本

世界初！ 地下ボール供給方式

A‑53・54

エプソン販売

スキルアップのお役にたてる、次世代スイング解析機器を体感できます

B‑30

M&M エンタープライズ

可愛いデビル達のヘッドカバー。日本初、クリップロックでヘットカバーの脱落防
止！

B‑3

エリートグリップ

世界初360 シームレスグリップ、新型パターグリップ、ワンスピード練習機

R‑6

オニット

ゴルフ練習場経営支援システム、IC カードシステム、打席設備機器の展示

B‑17

三泰國際有限公司

表面を特別処理したコンポジット織物

A‑52

サンズ

ドラコン選手のスウィングと飛距離を生で見てください。

A‑14

GL

世界のトッププレーヤーが使用し、多彩なカラーバリエーションを誇る G／FORE

A‑17

ジオテックゴルフコンポーネ
ント

QUELOT RE14シリーズの発表となります。計測器にもご注目ください。

B‑28

ジャスティック

2014年モデル、ニュードライバー＆アイアン等の展示

A‑39、S‑3

シャフトラボ

ATTAS5GoGo をはじめとする、USTMamiya ブランドシャフトのご紹介！

A‑15

ジョイライフ

体幹を強化し、バランスを整え、足・腰・ひざの負担をやわらげる 不思議なインソ
ール

A‑19

ジョウショウゴルフジャパン

NEW モデルを展示しておりますので、ぜひご覧下さい。

B‑15

ショットナビ

GPS ゴルフナビ「ショットナビ」シリーズ製品等の展示

R‑1

スポーツマインド

オリジナルゴルフマットを始め、練習場様にメリットのある商材をご案内します。

A‑26

スポーツライフプラネッツ

ロッディオシャフト

140mm ティーアップ機

D‑5、SS‑13

オノフ

2014年新製品、オノフラボスペックシャフトカスタムクラブを試打いただけます。

R‑2

オフィス・サカイ／
サインアーテック

You Frame（デジタルサイネージ）のご紹介と、ゴルフ関連への販促グッズ（ツー
ル）の紹介

A‑4

オリムピック

ツイスト打法でお馴染み「武市悦弘プロ」によるイベントを行います。

R‑8

オンワードトラベル／
オンワードライフデザインネ
ットワーク

グアムでプレーするゴルフパックツアーをご紹介します。

D‑15

カタナゴルフ

さあ、「飛び」で勝負だ。
「全・反発」ドライバーからアイアンまで。

2014newtype「S シリーズ」

A‑34

セグウェイジャパン

セグウェイはカートとしての利用や巡視に利用されています。活用事例をご紹介しま
す。

D‑19

セブン・ドリーマーズ・ラボ
ラトリーズ／スーパーレジン

宇宙分野で培った世界トップクラスの高精度の技術力でシャフトを製造し販売

R‑14

ゼロイニシャライズ

飛距離が UP する世界初バネ式ストレッチマシンを展示いたします。

D‑25

合同会社センターヴィレッジ

機能的人工芝『カバーローン』
。天然芝と絡め、芝生の保護と生育に役立ちます。

（ 5 ）平成26年２月１日発行

コマ位置
D‑11

第375号（毎月１日発行）

会社名

セールスポイント

フォーリアブリランテ

2014SS 新作の展示、受注会、特別販売会も実施致しますので、是非お越し下さいませ

D‑20、S‑11

藤倉ゴム工業

「飛ぶシャフト」とは何かを世界中に示した、Speeder がここに復活。

A‑47

プラスワン

楽しさと喜び、そして個性を追求するカラフルなゴルフウェア SHEEPASSION。

C‑5

ブラックボックス

「Ｇ・ＭＡＸ」ブランド新商品を発表！フォースパワーを備えた腕時計を披露。

R‑10

ブリヂストンゴルフアカデミ
ー本部

D‑32

FULL CHOICE
ENTERPRISE

世界中の大手ゴルフメーカーに商品を供給しています。

R‑7

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

C‑2

プロアバンセ

LAMKIN「もちもちグリップ」
（通称）、KBS・ALDILA の新製品をご案内。

A‑18

全国120施設で展開！ 現在会員数2万3千人！ 年間延べ85万人が受講！

ベルディング ゴルフバッグ
BELDING 社『HAND MADE IN U.S.A.』のこだわりの逸品。
（ヒッコリー スティック）

コマ位置

会社名

セールスポイント

A‑50

ダーツライブ

300通りの傾斜を生み出すパッティングマシン「バーディワークス」を展示。

A‑35

タイ国政府観光庁

ゴルフパラダイスタイ王国世界の人を魅了するおもてなしを存分に味わってくださ
い。

D‑46・47

ダイヤコーポレーション

小物、練習器、CB 等やボビーグレイスの展示。

A‑6

ダイレクト

今までにないロゴ入りオリジナルゴルフグッズのラインナップをご覧ください

A‑25

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数多くの用品を展示。

C‑11、SS‑10

ダンロップスポーツ

XXIO がまた、飛びの常識を変える。XXIO8をご体感ください。

A‑49

チームヨシムラ

反発係数ギリギリの究極の飛距離追及適合ヘッド。50ｇ台の超高弾性80ｔシャフト。

R‑5

中央商会

たった200Ｗで300Y 先まで照らせるＬＥＤ投光器の実力を是非ご覧ください！

B‑7

DMMP デザイン

パッティングで重要な距離感がグリップ目盛で見える、初心者や中高年にやさしいパ
ター

B‑20

テイクスインク

日本ツアーで使用者急増のツアーエッジ新商品、ＣＨＡＭＰブランドニューアイテム
多数。

D‑42

ディテクト

インパクトが見えるゴルフアナライザーの実演、各社新作ドライバーをフィッティン
グ

B‑1、SS‑3

テーラーメイド ゴルフ

B‑8

Berignano S.r.l.

イタリアでデザインされ、熟練した職人の手によって作られたウェアとシューズ

B‑18

ホクシン交易

ウサビッチ・くまモンなどキャラクターやコンペ & ギフト用グッズが盛り沢山

A‑13

ボローニャFC 本社

ボローニャ商品をコンペ景品・クラブハウスのお土産に提案しております。

C‑7

マイコビクス

新発表2点。雨の日も滑りにくいグリップを保つ「レインミトン」
（実用新案登録済）
他

C‑4

デサント

ルコックゴルフ、マンシングウェアほか2014年新作ラインアップを紹介します。

A‑23

マインド

新発表キャディバッグはあの名門クラブ！「マンチェスター・ユナイテッド FC」

R‑11

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

D‑2

MASA

大人気の腕時計型 GPS キャディー『ザ・ゴルフウォッチ』等、新製品も発表します！

A‑43

トゥモローカレッジ

6か所以上の体の部位の動きがチェックできるゴルフ練習器具スウェーチェッカー他

A‑37

マジコゴルフ（中山式産業）

magicoGOLF のこだわりは姿勢。美スイングのロジックをサポーターで体感！

A‑16、S‑8

トゥルーテンパースポーツ

DG シリーズの新ラインアップ！ 展示、試打ブースへぜひお越しください。

D‑1

マスターズ

アストロの新ドライバー『アストロツアーS1』
・『アストロプレミアム WI460』

A‑45、S‑6

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！

D‑8

松井ニット技研

経済産業省の支援事業で生まれた、世界初のゴルフ・ウェア、ゴルフ用小物

ナイキゴルフ

A‑32

松岡手袋

握りやすさを追求し、長時間使用しても疲れにくいグローブです。

B‑12・32、
S‑13・14、
SS‑5・6

キャビティバック搭載2代目ドライバーや新ボールといったナイキの新商品を多数展
示。

A‑33

マリアナ政府観光局（サイパ
ン・テニアン・ロタ）

直行便でわずか3時間半のサイパン・ロタは冬でも常夏の海外ゴルフリゾートです！

D‑4、S‑10

二木ゴルフ

2014春夏オリジナルウェア ･ 用品の展示と販売会。クラブフィッティング会開催！

D‑21

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。

B‑19

ニチニチ製薬

機能性ドリンク「スポーツ美翔」
「レディス美翔」の試飲会、商談会を開催いたしま
す。

B‑21、S‑12、
マルマン
SS‑7

飛びを操る、新ブランド『ＺＥＴＡ（ゼータ）
』の魅力に触れてください。

B‑2、SS‑4

ミズノ

「MP」
「JPX」
「GENEM」など、こだわりの商品をラインナップ
A‑7

日研工業

ショップ向けゴルフクラブ陳列用ツールとパネル表示など販売促進用ツールの展示。

D‑10、S-15

三菱レイヨン

ディアマナ・フブキ・バサラの新製品及び商品化していないコンセプトモデルを展
示。

A‑8、S‑5

日本シャフト

ZELOS7、MODUS3、REGIO をはじめとする新製品を展示・試打でご紹介！

D‑17

ミヤマエ

ゴルフショットロボの驚異的なスイングを体感して下さい！

R‑13

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、新型ボールベンダー

A‑27

ミューラージャパン

フィットインソールは、アーチを制御し、スイング時の足指の捕まりを強くします。

D‑9

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

D‑12

ミユキグローブ

二つのコーンにより脅威のグリップ安定力を実現！ ミラクルコーンで検索！
R‑15

日本ナレッジ

取り込み・再生が簡単、スイングの上達には自己認識が一番！！

D‑26

ミライゴルフ（エム・ケイ・
トレーディング）

ミライゴルフ2014年モデルや発売予定。PROTO モデルの展示

D‑44

日本フェィウィック

2014 NEW MODEL 発表！ 世界のレッスンプロ D. レッドベター氏来場！

A‑25

MUSASHI

藤田寛之プロも愛用するアミノ酸サプリメント MUSASHI が、カラダの悩みを解決。

B‑11

日本ブラインドゴルフ振興協
会／国際スポーツ振興協会

障がい者ゴルフを国体に、パラリンピックに

D‑43

Muziik

雨でも滑らない「ドライコンパウンドグリップ」や新製品クラブ、シャフトを展示
D‑39

日本ラウドマウス販売

品はあるけど、ド派手で目立つ斬新なゴルフウェア

B‑22

Modart

究極の打感、フル CNC 加工によるアイアン・ウェッジを中心としたメーカーです。
B‑23

ノイトムテクノロジー

ゴルフスウィングのデータ記録 ｡

D‑28

ヤマト

当社オリジナル健康機器
D‑14

BUZZ GOLF

キュートなみつばちが BUZZ GOLF 最新号をブンブン配布！
2014年！ゴルファーの為の日焼け止めブランドから待望のＮＥＷアイテム誕生！！

A‑11

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、オーダー品等を提案致しま
す。

B‑10

八甲

D‑33

山本光学／SWANS

最強のホールド感・安定感を誇る新型サングラス「STRIX・I」2014春デビュー

D‑27

花田

A‑30

ユニバーサルゴルフ社

ユニバーサルカタログの web 版を4カ国語でご紹介

D‑13

パパラボ

リアルタイム及び非接触で、見たままの色をそのままモニター表示・数値化する色彩
計

B‑4

ユピテル

新製品の発表とプロゴルファー等をゲストにイベントを実施します！

C‑1、SS‑8

ヨネックス

新構造 デュアルタングステンパワーの EZONE XP の飛びをお試しください！

A‑41

バリューゴルフ

「1人予約ランド」で行きたいときにゴルフに行こう！ クイズに答えて景品ゲッ
ト！！

A‑9

ライト

「楽しいゴルフにお役にたちたい」がポリシーです。

D‑43

パワービルト / トライアル

最大飛距離の高反発クラブや新設計ウェッジなど、ゴルファーが望む新しいギアを提
案。

C‑6

リーダーメディアテクノ

直進性が高く、ミスショットに強い高弾道設定。飛不動祈祷済 困ったときの神頼み

A‑61

リロバケーションズ

1泊2食付き1500円〜、箱根・京都などに体験宿泊が出来る無料抽選会を実施。

D‑16

阪神交易

プロ御用達。起伏も読めるレーザー距離計、ピンシーカーを体感する絶好のチャン
ス。

A‑51

リンクス

マーク金井氏とのコラボクラブとハイエンドモデル

A‑42

ピージーエヌ

カチャカチャ機能を搭載した第二弾ドライバーPG414，フェアウエイウッドを初公開

D‑24

レイシス

初心者も空振りせず打てるガイドレールを利用したプレーンスイング練習器具を展示

D‑35

ヒルトン・グランド・バケー
ションズ

新しいバケーションスタイル「タイムシェア」のご紹介

B‑9

レザックス

福岡ソフトバンクホークス・埼玉西武ライオンズのゴルフ用品の販売

D‑34

レベルコ・IP４

最新のゴルフグッズや新技術のゴルフギアなどプレーが楽しくなるアイテム満載。

A‑1・2、S‑1・
ピンゴルフジャパン
2、SS‑1・2

試打打席をご用意。PING クラブをぜひ体験してください。

D‑40

ロイヤルコレクション

6代目 BBD に飛びのチタン FW が登場。この春からスタートする新ブランドも発表。

A‑36

ファイテン

多くのプロゴルファーに愛用して頂いている商品をブースで体感して頂けます。

白 のメンテは、ラナパーレザークリーナーで！

A‑3、S‑7

ワールドゴルフ

ヨーロッパ No.1Golf メーカ MDGolf 製品、弓シャフト製品展示・試打

D‑18

フォーサイトスポーツ

初回は GC2、昨年は HMT、今年はタッチパネルやカメラを一体にしたキオスク！

A‑21

ワイケイワイ

宇宙でゴルフをテーマにしたショップを提案させて頂きます。ご高覧下さいませ。

C‑12、SS‑11

フォーティーン

激飛びドライバー。圧倒的な飛距離アップを追求！ゲロンディー・CT‑214誕生。
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︑
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フ新年会﹂の模様を掲載︒

Ｇ︶の活動状況報告︼

15
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13 26

行っています︒
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13
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︑
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︑
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4月のアンケート調査の

︻主催︼

議題 ︱3︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
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を開催した︒梅田委員長が議
機感を持っているとのことで

②標準化ＷＧの進捗報告

長を務め議事進行︒議事録署
した︵質問1︶
︒そのような

日︵ 水︶
︑

20 14

改めて認識いたしました︒

19

ルフ市況トピック・市場動向

番ホール﹂ 水越理事
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月

15

26

を掲載予定︒

年

20

名人には瀧川︑加瀬両委員が

15

任命され協議に入る︒

平成

99

●
﹁

30

議題 ︱1︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

25

Ｇ Ａ ダブルスゴルフ中部大

66

19

39

26

12

15

︻会場︼

まで︶

時〜 時︵最大延長 時 分

14 26

係者
︻受講料︼

新家康一︶

・新担当者 長浜裕三︵旧

支部︶

●グローブライド㈱︵西日本

︻担当者変更︼

変更事項

︱3832 ︱8589︒

ゴルフ用品協会事務局へ︑

関しての問い合わせは︑日本

※以上︑すべてのセミナーに

100名

︻募集定員︼

員 2000円︵1名︶

Ｊ ＧＧ Ａ 会員

無料︑非会

ゴルフ用具製造・卸・小売関

︻受講対象︼

トディレクター︶

ントスタンダードアシスタン

レア・ベイツ氏︵エキップメ

究・試験ディレクター︶
︑ク

スティーブ・オットー氏︵研

︻講師︼

︵605会議室︶

東京ビッグサイト会議棟内

14

13

12

1面〜3面上段 ﹁2014

62

26

30

25

ータ﹂を掲載︒

60

03

19

19
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