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２０１５年春夏コレクション
展示受注会 続々開催
るという。またパンツ類には、

発注の精度を上げる狙いがあ
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１９２３年発祥と歴史も古
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レインウエアと傘、レインキ

のメインはレインアイテム。

ルが展開する「ビバハート」
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レートの股上に合わせること

設の動きも見逃せない。

中、新ブランド・新ライン創

各ブランドがしのぎを削る

ィングで人気を博している。

すさを考慮した独自のカッテ

学）を導入、昨今では動きや

エアロダイナミクス（空気力

ウエアブランドとして初めて
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ルエットは同ブランドらしい

ゴルフラインは 年ＳＳよ

春夏コレクションでは、ポ
円）は、前作の『ＫＧ５１２』

シューカット、１万５０００

特に『ＫＧ５２２』
（タイト

を６年ぶりにリニューアル。

年ＳＳ展示会で定番ボトム

ＥＤＷＩＮ ＧＯＬＦは、

す。

ブランドファン拡大を目指

た日本オリジナルの企画で、

とから、今回はバリエーショ

ハットの消化率が高かったこ

イリングを提案している。

くラウンドできるようなスタ

グとともに、雨の日でも楽し

ゴルフ場で映えるカラーリン

めのドット柄を取り入れた。

回は新たな試みとして、大き

ョンとの連動性はないが、今

ンは、通常のウエアコレクシ

で、２月からの販売を予定し

ようやく形になったアイテム

発・調整には約７年を要し、

減できるという。同製品の開

め担ぎラウンドでの疲れが軽

負えるほか、安定性も高いた

ワンアクションでバッグを背

シングルストラップのため、

を担げる設計になっている。

Ｏ社の特許で、簡単にバッグ

ＥＲ ＳＴＲＡＰ』
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“機能とデザインの究極の融
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ていくという。
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スタートさせる。今後はイタ

ワープ バイ エネーレ）
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ブランド「ＴＨＥ ＷＡＲＰ

ョンより、新ゴルフアパレル

ルは２０１５年ＳＳコレクシ

は本国イタリアを中心に、ベ

たコレクションを展開。現在

カッティング技術を融合させ

ってきたテクニカル素材及び

リアデザインと、スキーで培

る。

め７名のプロと契約を締結す

ドアルド・モリナーリをはじ

コンスタンチノ・ロッカ、エ

するプロゴルファーである、

りスタート。イタリアを代表

グリップインターナショナ

ロシャツ、パンツがメインア
比で後ろ股上を２㎝プラス、
ンを増やして展開。リバーシ

ている。

きは、キャディバッグのスト

新ブランド・新ライン続々

シューカットとストレートの
２タイプがあったが、股上が

２０１５年春夏コレクション
細身ながら、練習場に着てい

異なったため、今回からスト

の展示受注会が都内各地で開
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レンドはどういったものにな

イテム。その差別化を図るべ
裾口を１・５㎝狭めに変更し、
ブルで晴雨に対応できるハッ

るのか？ その様子をリポー

く、各社工夫を凝らしている。
マーケットトレンドに対応。
トなどアイディアが詰まった

のオリジナルファブリックを

の注目スタイルは、アロハ柄

活かしたデザインとなり、左

ックポケットのディテールを

ポケットもリニューアル。バ

そのほか、ＵＶ対策商品など、

やすい価格帯と言えそうだ。

となっており、単品で購入し

る。いずれも４０００円前後

商品もラインアップに加え

のキャディバッグは、 年Ｓ

また、
「Ｊ．
リンドバーグ」

するなど、新たな試みが多い。

めてスパイクシューズに挑戦

クスウエア）
」では、今回初

ＫＳＷＥＡＲ（トゥルーリン

ブランド「ＴＲＵＥ ＬＩＮ

同時に展示されたシューズ

でにないデザインが目を惹

にもこだわりを見せ、これま

時やスイング時のデザイン美

なウエアでありながら、着用

い素材を使用するなど機能的

くという。ストレッチ性の高

の日本の文化を融合させてい

にしつつ、伝統的で本物志向

合”
。イタリアの感度を大切

た。

の展示会模様をリポートし

以上、ゴルフアパレル各社

※

を拡大中。

オーストラリア、中東へ販路

Ｓより日本をはじめ、北米、

ブルグなどで販売され、今Ｓ

ルギー、オランダ、ルクセン

ザイン

工夫を凝らしたオリジナルデ

トしたい。

キューブが展開する「マー
また、
「ＥＤＷＩＮ ＧＯＬ

転写したポロシャツ。左胸の
後方ポケット上部にはヘッド

夏の売れ筋アイテムも充実し

今ＳＳはクラシックなイタ

ク＆ロナ」のテーマは「トロ
Ｆ」の象徴ともいえるサイド

アイアンスカルはクリスタル
カバーホルダー、同右にはテ

ている。

ーズが好評だったことから、

Ｓで発表したモノグラムシリ

ＯＬＭＡＲ（カルマー）
」を

ゴルファーへのきっかけ作り

また、グリップインターナ
ショナルが展開する「Ｊ．リ

同ブランドはスキーブラン

待が持てそうだ。

〒160－0008 東京都新宿区三栄町25－7 太田ビル2Ｆ TEL03－3351－1501（担当・安岡）

また、 年ＳＳで、レイン

ピカルサーカス」で、今ＳＳ

のラインストーンを使用し、
ィーホルダーが新たに設けら

※

高級感を演出。
「マーク＆ロ
れた。

※

ナ」のタトゥーが入る水着女

「アドミラルゴルフ」を展開

ウエアと連動性を持たせたグ

に役に立つのではないかと期

他のスポーツウエアをゴル
するヤマニは、最近オンライ

レーとネイビーの新たなカラ

日本市場で展開する。

フへと展開するブランドが出
ンでの販売が増加傾向にある

ーリングに挑戦。日本オリジ

グレンコーポレーションは
ことから、サイズをイメージ

ナル企画だが、最近ではブラ

く。

しやすくするため、今回から

強化アイテムは多種多様

サイズサンプルを用意した。

ドで名を馳せており、現在も

15

されているこだわりようだ。

レインやサイズイメージな

ナショナルチームウエアとし

てきたのが見逃せない。ノン

ど、充実を図るポイントは各

ンド本国がキャディバッグ等

年ＳＳから、イタリアの
「Ｃ

ンドバーグ」では、今回新た

に興味を示しているそう。日

担ぎやすい「アドミラルゴルフ」のキャディバッグ

定番ウエアだけではなく、

にカジュアルなラインを発

ＭからＸＬまでのサイズを同

14

一アイテムで見せることで、
カジュアルラインを発表した「Ｊ.リンドバーグ」

グリップインターナショナ

「ビバハート」のレインウエア

社で異なる模様。

カルグラフィックがデザイン

性とヴィンテージ調なボタニ

14

15

表。直営店等のリクエストを
受け、パイル地やスウェット

スキーブランド「COLMAR」のゴルフウエア

10

10

（公社） 日本プロゴルフ協会主催

２０１４ ＰＧＡ Ｈａｎｄａ Ｃｕｐ

課題が見えてきた『ゴルマ

は、８月４日のスタート以降、

今回の市場活性化コーナー

いて立地以外の工夫をまとめ

調に増加している各施設につ

者数に差があり、来場者が好

る。また、施設により、来場

ーション策を実施する。さら

ベントで、会員登録のプロモ

０００名の学生が来場するイ

ルする。同イベントは、約６

れた。上達までに時間がかか

来期の検討ポイントが発表さ

『ゴルマジ！ 』事務局より

いです」

Ｖｏｌ．

ジ！ 』の経過についてお届

市場活性化コーナー

子理事は、

会場：若洲ゴルフリンクス
「今年もフィランスロピー大

フィランスロピー障害者ゴルフ大会
当協会が後援し、日本プロ
ゴルフ協会（ＰＧＡ）が主催
情報提供をする予定。その他

のマーケティング授業に絡め

に、都内私立大学５校程度で

期間の見直し、第２期の開始

ることを考慮した対象年齢と

会が盛況に行われました。結
て、苦戦している他の施設へ

果も去年以上に健闘してお
■賛同施設：

する「２０１４ ＰＧＡ Ｈ
けする。

ａｎｄａ Ｃｕｐフィランス
ゴルフ練習場 １７４施設

ゴルフ場

時期を４月ないし５月の早期

り、表彰式では出場者の皆さ

て『ゴルマジ！ 』の紹介と

んの来年への意気込みが伝わ

また、賛同施設向けのゴル

練習場１００球を含め無料対

すること、ゴルフ場９ホール、

などによる魅力の拡大につい

象の企画内容やキャンペーン

に実施できるスケジュールと

以外の特典要望も多く出てお

マジ通信では、ゴルフクラブ
の破損に関して、下記のとお

ＰＲを実施する予定。

拡大と告知協力を図っていく。

り、会員限定の優待措置等の

施設

月７日、若洲ゴルフリンク
■ゴルマジ登録会員数：３４

合計２７０施設

り注意喚起をしている。

て検討していきたいとの提案

今後のプロモーション活動
は、ボールを打つ爽快感が共

があった。当協会としても引

■延べ来場者数：２８７１人

「クラブを貸し出される際に

１２人。

は、ドライバーではなくアイ

業協力のもと、大会は無事に
通しているとして、野球、テ

り、抽選で選ばれた１００名
●アキラプロダクツ、アクシ

セット保管

場 施設／レンタルセットク

■ゴルフクラブ貸出し：練習

告を配信して誘引する予定。

ターゲットに対してＳＮＳ広

いことがわかってきたので、

扱いに慣れない状態でドライ

います！ 初心者がクラブの

アンの貸し出しをお勧めして

き続き、拡散につとめていく。

ラブ

（日）に開催される、日本最

また、ティーアップを知ら

てしまうことがございます。

バーを振り、強く地面にあて

コ、グローブライド、ゴルフ・

ない方もいるので、見受けら

競技方法は、新ぺリア方式に
フ、デサント、二木ゴルフ、

拡散傾向にあると分析してい

部』ブースを出展してアピー

れたら指導いただけますと幸

ィキャップは１ホールダブル

ー、部門別の個人戦。ハンデ
ツ、ミズノ、ヤマト徽章、ヤ

ャパン、ブリヂストンスポー

日本シャフト、ピンゴルフジ

（計 社）

浜ゴム、ヨネックス

マニ、ヤマハ、山本光学、横

パーカットにて算出、上限
。当日、プロ 名、学生
56

名のボランティアが参加し、

54

大会を盛り上げた。


フフェアの会場が２０１７年

に開催しているジャパンゴル

当協会が主催し、毎年２月

２０１７年３月 日（金）～

る。２０１７年の開催日は、

も ２ 月から３ 月に変更とな

ル１３５０㎡

■付帯設備：アネックスホー

全ホール合計２万㎡

０ 年 ま での４ 年 間 はパ シ フ

回以降、少なくとも２０２

国内外商品等の見本市、展示

物の企画、誘致及び開催

会議及び文化・学術等各種催

■主な事業内容：国際・国内

に開催される東京オリンピッ

ィコ横浜にて開催すること

日（ 日） の ３ 日 間。 第
クに伴う事前工事などの影響

から変更になる。２０２０年

により、２０１８年から東京

会の企画、誘致及び開催
を調査した。会場の規模、ア

際平和会議場

■会社名：株式会社横浜国

駐車場等の運営管理

る施設の賃貸及び運営管理

会議施設、展示場、商談室、
クセス方法、立地、設備、貸

■英文社名：ＰＡＣＩＦＩ

損害保険代理業

【パシフィコ横浜概要】

切りによるメリットなどを総

ＬＡＺＡ ＹＯＫＯＨＡＭＡ

Ｃ ＣＯＮＶＥＮＴＩＯＮ Ｐ

る２０１７年より会場をパシ
フィコ横浜に移し、開催時期

区みなとみらい１ 丁目１ 番

■住所：神奈川県横浜市西

地下鉄 桜木町駅から徒歩

合］
：ＪＲ京浜東北線・市営

■交通アクセス［電車の場

宿泊施設及びこれらに付帯す

合的に判断し、神奈川県横浜

なる。そこで、代替えの会場

が確定している。

51

24

ビッグサイトが使用できなく

26

市にある「パシフィコ横浜」
２０１５年の第 回、２０
１６年の第 回の記念フェア
は、例年通り東京ビッグサイ
トにて開催する。第 回とな
51

■
［車の場合］
：首都高速神奈

みらい駅から徒歩３分。
川１号横羽線 みなとみらい

分、みなとみらい線 みなと

■株主：横浜市、神奈川県他

１ ―２１２１（営業部）

ランプより約３分。

■電話番号：０４５ ―２２

■展示ホール：Ａ、
Ｂ、
Ｃ、
Ｄ

１号

12

に決定した。
49

18

運営をサポートした山元久

23

36

２０１７年よりゴルフフェア会場変更

よる ホールストロークプレ

13

現在の数字。

片マヒ障害９名、視覚障害全

大の合同学園祭『ＡＧＥＳＴ

また、両国国技館で 月 日

ネットジャパンインク、アシ

参考数値）

ニスが好きな 歳と相性が良

終了した。賞品協賛企業は以

また、今回も多くの会員企

る熱気でした」― 。

ロピー障害者ゴルフ大会」が
ス（東京都江東区）にて開催

20

（当初カウントに漏れ有り、

念されたが、台風一過の晴天

された。台風による影響も懸

20

ＯＣＫ２０１４』に『マジ！

いずれも平成 年 月 日
20

夏休み終了後に会員登録者

ーツ、カタナゴルフ、キャス
10

数と来場者数が伸びており、

覚障害 名、内部障害６名、

55

88

ドゥ、ダンロップスポーツ、

16

23

つるや、テーラーメイドゴル

11

18

24

盲７名、視覚障害弱視 名。

26

ックスジャパン、イオンスポ

【賞品協賛企業（ 音順）
】

下の通り。

に恵まれた。
大会は、募集人数を大きく

8

には、利用料金、プレー料金

20

が出場した。参加者は、上肢

上回る１４０名の応募があ
50

障害 名、下肢障害 名、聴

20

10

96
50
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ダンロップスポーツ
2

SLDR S

チタン

テーラーメイド

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

X2 HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

3

X2 HOT SERIES FW

キャロウェイ
4

SLDR SERIES

チタン

テーラーメイド

4

X2 HOT SERIES UT

キャロウェイ
5

R1 SERIES

チタン

テーラーメイド

5

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
メーカー名

順位

月１日〜

月 日

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

アクシネット

2

WHITE HOT PRO
SERIES

キャロウェイ
3

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

3ピース /
４ピース

ブリヂストン

3

WHITE RIZE iX SERIES

キャロウェイ
4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

4

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2014）
5

SCOTTSDALE TR
SERIES
ダンロップスポーツ

アクシネット
2ピース

ダンロップスポーツ
1

XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

1

Cleveland 588 RTX
SERIES

WEDGE BEST５

メーカー名

2

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

2

VOKEY DESIGN SM5
WEDGE（2014）

アクシネット
3

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

3

DJ-11

フォーティーン
4

SLDR IRONS N.S

スチール

テーラーメイド

4

RM-12

フォーティーン
5

AP2 714 DG

スチール

アクシネット

5

MACK DADDY2 TOUR
GRIND WEDGE

キャロウェイ

シリーズ⑭

リアルマーケットレビュー ２

場は、各メーカーより新製品

今年の秋のゴルフクラブ市
す。更にこれから 月にかけ

けでもこれだけの数になりま

主なものをざっと挙げただ

いうよりも「過去に例を見な

ません。
「昨年に比べて」と

に投入されるのは間違いあり

豊作の秋？

が続々と発売されています。

■ビッ
 グバーサアルファ８１
５（キャロウェイ）

ては、

しれません。

いほどの“大豊作”
」と表現

過去に例を見ないほどの新

する方が正しい表現なのかも

■リミックス （ヤマハ）

この原稿を執筆している時点
る一部のモデルはいずれも好

１４年９月度のゴルフクラブ

外にも新発売のモデルが幾つ

示されていませんが、これ以

ります。現時点では情報が開

といったモデルが発売とな

なるのが既存品の流通在庫で

ものですが、その一方で気に

ニズムは非常に分かりやすい

市場が活性化する。このメカ

ファーの購買意欲が刺激され

製品が発売されることでゴル

（ウッド及びアイアン）市場

かあるという話も聞いていま

■９１５（タイトリスト）

は４月の消費増税以来６か月

境下にあったクラブ市場も賑

れるなど、ここまで厳しい環

クラブの特集が大々的に組ま

どといったタイトルで新製品

ラブ市場は“豊作の秋”
」な

専門誌では「今年の秋のク

カーサイドに“２０１５年春

を受けて、小売店側よりメー

「４月以降の厳しい市場環境

―

き が 主 流 と な り つ つ あ る」

合わせて新製品を発売する動

「ＵＳＰＧＡツアーの開幕に

くの新製品が発売されるのか。

なぜ今年の秋にこれだけ多

ってゆく」― 。

消費されず古米、古古米とな

気が高いが、滞留米は一向に

「今年は新米の出来が良く人

作付けした」― 。

にもかかわらず大量の新米を

「貯蔵米の在庫が大量にある

回のケースは、

ましたが、お米に例えれば今

なぞらえて「豊作」と表現し

Ｓゴルフデータ」では、２０

ぶりの前年同期比プラス成長

わいを見せ始めています。

新製品発売前倒し”の要請が

す。今回は新製品を農作物に
す。

ここでは９月から発売され

も考えられます。
「前年を上

。

ているモデルを「秋新製品」

あった」― 。

回る販売を記録した」という

という状態になっていると

と定義することにしますが、

などといった話が聞こえて

製品と既存品の在庫バランス

きますが、真偽の程は定かで

が果たして適正なレベルとな

売されている新製品は、

在するなど単純比較できない

っているのか、気になって仕

事実に水を差すようで気が引

面はありますが、主要モデル

方がありません。

けるのですが、発売される新

だけで比較してみても今年の

はありません。２年置きにモ

秋に発売される新製品のモデ

デルチェンジを行う商品が存
■Ｊ７
 １５（ブリヂストン）

プ）

■スリ
 クソンＺ （ダンロッ

ロウェイ）

■ビッ
 グバーサベータ（キャ

〈矢野経済研究所・三石茂樹〉
の秋と比較するとほぼ３倍も

■ｉＤ
 ナブラ ＲＳ（プロギ
ア）

■ビッ
 グスーパーハイテンＴ
ＡＲＯ（キャスコ）

業界商習慣の中での比較なの

らが「翌年の春新製品」なの

何時の時期に発売された商

イド）

■マジ
 ェスティロイヤルブラ
ック（マルマン）

数値は区切り方によって変わ

の数に上ります。

■グロ
 ーレＦ（テーラーメイ
ド）

に比べて大量の新製品が市場

るのかもしれませんが、昨年

で「前年のほぼ３倍」という

か、その定義が明らかでない

品が「秋新製品」で、何時か

■ロイ
 ヤルＤＴＰ（ヨネック
ス）

■オノ
 フ クロ（グローブラ

ル数は、昨年（２０１３年）

■Ｇ （ピン）

ドライバー市場でこれまで発

げ役を果たしています。

を果たしており、市場の底上

社小売店実売動向調査「ＹＰ

（ 月中旬）で発売されてい
調な販売を記録しており、弊

11

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳ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

XXIO8 FW

15

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、

2

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

「８月は西日本地方を中心に降雨量が多かった

VERSA SERIES

こともあり、需要は上向かずに終了した感が強

1

かった。小売店は９月以降に発売される新製品

ブリヂストン

群に期待を寄せており、現時点（９月末）で発

ドライバー1位＝ XXIO8
ピン

2ピース

HVC SERIES

14

31

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

売されているモデルはほぼ期待通りの初動とな

1

10

8
メーカー名
PUTTER BEST５

っているようである。しかしながら例年以上に

ダンロップスポーツ

シャフト

順位
メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

『秋新製品』が多く、小売店にとっては『売り

チタン

分け』を如何に行うかが課題ともなっているよ

XXIO8

IRON BEST５

うだ」

1

順位

メーカー名
順位

FW ＆ UTILITY BEST５
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位
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8
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⑤「出展営業報告」について
く、所属先の勧め、身近に有

・講習会の認知度は ％と高
る必要が有る。

こし、会員を獲得し利用させ

側の双方からアクションを起

ので初心者側、ゴルフ経験者

予定よりも利用頻度も少ない

議題 ―２、次回委員会の日程

１チーム、
ＧＭＡＣは２チーム。

⑥「主催者参加枠」ＪＧＧＡ

ルに記載済み。

定。表彰式司会進行マニュア

平成 年９月 日（金）
、協

歳、平均年齢は ・７歳。

・運営事務局より出展営業に
資格者が存在することが参加
向けての改善要望事項を確認。

変更事項

容の不一致があり、再考する必

議題 ―３、
「西日本ゴルフ企業

カントリー倶楽部

慎太郎）

新代表：桝本菊夫（旧・高谷

【代表者変更】

出展申込、追加営業対策につ

について

対抗ゴルフ大会」報告

会事務局内にて標記委員会を

・参加者の年齢幅は 歳～

４面：
「インダストリーカッ
ついて報告された。
のきっかけとなっている。

議題 ―２、
「第３回中部日本イ

２」を掲載予定。

科目について学ぶ機会を得られ

要がある」
「幅広い講義内容、

ボーズマン理事が担当。
７の会場変更について。

ジャパンゴルフフェア２０１
カーが挙げられた。トレーニ

候補として下記の企業、メー
トは改善の効果があり、
「やや

た満足感は高い」
。尚、テキス

平成 年９月 日（水）鳴尾
ゴルフ倶楽部にて開催
社 名参加
議題 ―４、次回委員会の日程
平成 年 月 日（月）

日（ 木）
、

第４回インダストリー
カップ委員会
年９月

【社名、住所、代表者、担当

●関西チェアー㈱（西日本支

者変更】

部／旧社名：シュアウェイジ
ャパン㈱）

新住所：〒５３６ ―００１１
―７ ―２

―６９６１ ―２０

大阪府大阪市城東区放出西３

２５

ＴＥＬ：

―６９６１ ―２０

別を盛り込むこととなった。

は提案の内容にプラスして性

０円）

会員：無料、非会員：１００

・募集人員： 名（ＪＧＧＡ

・場所：ビッグサイト会議室

平成 年 月７日（火）大利

ダストリーカップ」について

議題 ―１、
「第４回ゴルフイン

重利治子）

新代表：押田公士（旧代表：

２６

ＦＡＸ：

議題 ―１、報告事項

追加項目、削除項目に関して

番ホール」
：出山泰弘理

掲載。
●
「

事が担当。

時～ 時 分予定

●㈱ダーツライブ
（東日本支部）

６面：協会関連事項を掲載。
よりゴルフ業界以外の営業先

いて報告があり、各実行委員

平成 年 月５日（水）三好

議題 ―４、その他

３～４面：
「第 期ゴルフ用品
不満」の回答が激減した。
ア２０１５」セミナーについて

議題 ―２、
「ジャパンゴルフフェ

グ、フィットネスクラブ、ゴ

・タイトル：
「日米ゴルフ市場

平成

協会事務局内にて標記委員会
研究所）
、ゴルフデータテック社

・講師：三石茂樹氏（矢野経済

を開催した。

②「アンケートの質問事項と

・日時：平成 年２月 日
（金）

けＬＣＣ各社

の比較分析」

ング機器メーカー、スポーツ

日（ 木）
、

ＪＥＪＵ航空などのアジア向

マッサージ・コンディショニン

事を掲載。

年９月

ジャパンゴルフフェア
２０１５
 第５回実行委員会
平成
㈱大広内のプレゼンテーショ
受付システム」について

「ジャパンゴルフフェア」に

すべて提案通り了承された。

議題 ―３、次回委員会の日程

受付でのアンケートに関して

①「２０１７年の開催会場と

関する報告

ビジネスアンケートでは性別

トリーカップ」の報告記事を

日程」について

平成 年 月１日（月）

議題 ―３、次回委員会の日程
平成 年 月 日（木）

講習会委員会

年９月

日（ 木）
、

第７回
Ｊ
 ＧＧＡ活性化委員会
平成

協会事務局内にて標記委員会
を開催した。
議題 ―１、
「ＧＭＡＣ」について

根カントリークラブ（茨城県
坂東市）
①「申込み状況」について

押田公士）
【社名、住所変更】
②「ペアリング」の確認

新住所：〒５９９ ―８１１４

ジャパン）

ズ（西日本支部／㈱ハイメル

●㈲ハイメルエンタープライ

当日の変更を確認し、翌日メ

チーム１９６名参加予定。

ールにて配信。ＪＧＧＡホー

―８ ―

大阪府堺市東区日置荘西町７
―３０６

③「参加のしおり」の確認

ムページにも掲載済み。

④「運営マニュアル」の確認

メール配信、ＨＰ掲載済み。

１４９

ＴＥＬ：０７２ ―２４９ ―６

ＦＡＸ：０７２ ―２４９ ―８

『ゴルマジ！ 』の件

５３９

日（ 木）
、

マニュアルの内容調整、スタ

年９月

ッフの役割分担確認。競技の

平成

新担当：重利治子（旧担当：

３面：
「２０１５年春夏コレク

場者アンケートに関しても見

は聞かない。その他、一般来

面に記載）

コ横浜に決定した。
（詳細は４

事を掲載。
者ゴルフ大会」
、
「市場活性化

②「出展申込状況」について

４面：
「フィランスロピー障害
コーナー」
、
「ジャパンゴルフフ

出展規模の縮小が挙げられた。

要因としては、外資系企業の

・昨年同日実績より減少傾向。

て」を掲載。

ェア２０１７会場変更につい
５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、

れ、ＧＭＡＣ馬場委員長とＰ

・８月４日に記者発表が行わ

協会事務局内にて標記委員会
を開催した。

③「Ｆａｃｅｂｏｏｋの掲出
内容」について

●ティーティーオー㈱（東日

２」を掲載。

条件、ローカルルールについ

本支部）

新住所：〒１０５ ―００１３

【住所変更】

ＧＡ倉本会長が登壇し協力に

⑤「表彰パーティ」内容の確認

ては別途資料を揃える。

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用品

至った経緯と期待することが

・使用するロゴは「 ｔｈ」

述べられた。

６面：協会関連事項を掲載。

①受講生受講状況についての

という回数を入れることで承

販売技術者講習会」について

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

東京都港区浜松町１ ―

②講習会日程と内容について

月 日現在）であるが１月半

・登録会員数は２５１１（９

スクラッチ部門・米山支部長。

ラッチ部門・梶副会長、男子

ＦＡＸ：

００

―

開会の挨拶、スクラッチ表彰
利用状況についての報告。

・レンタル用クラブの配備と

開始時の挨拶：馬場会長。プ

報告

川崎ビル１Ｆ

・本年度の受講生は 名（男

ＴＥＬ：

・画面上で使用する写真につ

部門・別府副会長、女子スク

レゼンター：アンダーハンディ

いては、フェアの主な出展要

依頼と賛同企画について報告。

・小売店頭での協力についての

・３泊４日。遠方者多く、前

名の参加を得た。

名、女５名）
。関東以外から

１面～２面：
「ジャパンゴルフ

素であるギアの展示風景を掲
④「出展社へのＩＴ化戦略に

載することになった。
よる新広告の提案」について

１１

事が担当。

番ホール」
：二木一成理

10

３面：
「中部インダストリーカ

●
「

を掲載予定。

26

閉会の挨拶：米山支部長で決

―５７７７ ―０８

14

認された。

25

52

80

12

として少ないのではないか。

28

月号の編集について

26

フェア２０１５」の実施概況

56

39

泊者が 名いた。
ップ」開催報告

15

―５７７７ ―０８

03

「リアルマーケットレビュー

20

25

26

直し内容を確認した。

設の大きさなどからパシフィ

開催した。

ンルームＡにて標記委員会を

10

販売技術者講習会」の報告記
５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、
２」を掲載。

「リアルマーケットレビュー

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

６面：協会関連事項を掲載。
月号の編集について

37

・会場は、交通の利便性や施

１面～２面：
「第４回インダス

10

27

25

ルフアプリ、計測機メーカー、

平成 年 月 日（水）

11

議題 ―５、次回委員会の日程

26

26

84

26

26

11

ション展示受注会」の報告記

13

06

「講義によりテキストと説明内

１面～２面：
「２０１４年版レ
『ゴルマジ！ 』の状況報告、

59

●
「 番ホール」
：アレックス・

応に配慮する。

プ、西日本企業ゴルフアンケ
議題 ―２、審議事項
・アンケートより「全体的な講

ンダストリーカップ」について

階から希望が増えた場合の対

ート調査結果」
、
「市場活性化
「ジャパンゴルフフェア２０
消化不良などの見直しを希望」
、

習日程の過密さ、詰込みによる

27

協 会 関 連 事 項

コーナー」を掲載予定。
①「出展申込み、追加営業」

１５」に関する審議事項

10

広報委員会

５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、

26

22

79

34

15 27

26

18
49

13

26

26

39

・スペースの関係で案内の段

19

13

11

19

12

06

20

月号について

平成 年 月 日（月）

「リアルマーケットレビュー

26

ジャー白書」紹介記事を掲載。

・今後のスケジュールと来期に

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

開催した。

26

19

10
11
12

20

26

26

25
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