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アジア最大級のゴルフショー

会期：２０１５年２月 日（金）〜 日（日）

「ジャパンゴルフフェア２０１５」実施概況

日本ゴルフ界最大のイベント
「第 回ジャパンゴルフフェア２０１５」
が２月 日
（金）
今年のゴルフフェアは大雪に見舞われるも４万７９３６人が来場。新規参入企業の出

〜 日
（日）
の３日間、国際展示場
（東京ビッグサイト西棟１・２ホール）
で開催される。

13

また、今年も大手クラブメ
ーカーを始めとした様々なゴ
ルフ用品メーカー、練習場関
連、健康器具、飲料、サプリ
メントなど、多様な業種の企
業・団体が出展しました。
出展社数は、１７８社で、
昨年に比べて、 社多い出展

★今月のトピックス

フ競技が開催され、スポーツ

の舞台で１１２年ぶりにゴル

トを行うのか以下より紹介し

今年は主にどのようなイベン

アに取り入れておりますが、

１〜２面＝ ジャパンゴルフフェア２０１５実施概況
３面＝「第一回日本ゴルフビジネスフォーラム」開催報告
５面＝ 部門別売れ筋ランキング・リアルマーケットレビュー２

としてのゴルフが見直される

な行動を実施

●ゴルフ活性化に向けた活発

ていきましょう。

さらに、２０１７年にはゴ

絶好の機会を迎えます。

求める来場者とその来場者に

ルフフェアの開催会場がパシ

を頂きました。新しい情報を
プロモーションを仕掛ける出

た。それでは今年の実施概況について紹介しよう。

展社の熱意で会場内は熱気に

野球やサッカーには、学生時

「楽しさを伝えたい」

代の部活動などによって、早い

段階で経験する入り口がありま

すが、ゴルフはそういった入り

口が少ない状況です。その為、

ゴルフを始めたきっかけは家族

からの勧め・社会人になってか

らの知人の勧めなどが多くなり

満ちています。

ます。もっと多くの人にゴルフ

け付けたせいか、前年に比べ、

一部の出展社と主催者がス

７５２９人増加する結果とな

ペースを提供して、ＥＶＥＮ

社のビジネスチャンスを積極

フィコ横浜に移転することが

的に支援。多くのゴルフビジ

決定しております。今後は、

当協会が主催するアジア最

の楽しさを伝えるためにはどう

大級のゴルフショー
「第 回

＆楽園ゴルフが主催運営する

りました。

国際化を意識しつつ、より多

ネス関係者、報道関係者そし

ョン

ゴルフはいつ始めても早くな

く、いつ始めても遅くない生涯

ス ポ ー ツ で す。 さ ま ざ ま な 年

代・性別などに合わせた入り口

の用意が出来れば、それだけ多

くの人にゴルフの楽しさを伝え

を通じて健康になれる事、健康

じます。シニア層ならばゴルフ

健康と仲間がキーワードと感

られる事になるでしょう。

ィジカルトレーニング」

だからゴルフができる事で長く

日時：２月 日
（金） 会場内

内容：
「ゴルフにとってのフ

すれば良いのでしょう？

今回の開催にあたり、ゴル

ジャパンゴルフフェア２０１
ＪＧＦにおける主な一般来

「ゴルフアパレル販売」
を行い

場者は、スコア 前後以下の

49
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月 日
（金）
〜 日
（日）
の３日

くのゴルファーを巻き込んだ

てゴルフファンの来場を目指

ゴルファーが ・５％、 代

クスを起点に景気が大きく回

ＪＧＦの魅力は、家族で気

●オリンピックトークセッシ

フ用品協会の馬場宏之会長は

５」（ＪＧＦ）
は、平成 年２
しております。ちなみに、２

以下の来場者は ・５％にの

復し、経済環境も好転する中、

きていると感じています。ゴル

軽に参加できる多彩なイベン

功させ、いいスタートダッシュ

ンゴルフフェア２０１５』を成

ドラコン・ニアピンチャレン

ら、ジュニアでも挑戦できる

す。大人気の試打コーナーか

めています。今ＪＧＦでは、

の大切さはかなり注目され始

も
「フィジカルトレーニング」

最近では、ゴルフにおいて

会を作ることも大切でしょう。

やマナー、エチケットを学ぶ機

ゴルフを楽しんでいただきた

を切りたいと思います。

ジ、お馴染みのツアープロの

筑波大学スポーツ医学教授の

イベントステージ

フェアの主役である出展社

トークショーまで、魅力あふ

白木仁氏を中心に、ゴルフの

トが用意されていることで

の皆様が納得して活動してい

れる企画が満載です。

ただけるよう、ジャパンゴル

魅力をあらためて実感してい

れる多くのファンにゴルフの

ァッションショーを継続して

を加味したゴルフアパレルフ

き、機能性にファッション性

また、今年も前回に引き続

プアスリートのフィジカル面

す。トークショーでは、トッ

交えてトークショーを行いま

にオリンピックメダリストを

オリンピック強化選手、さら

促進していきたいです。

プレー期間の延長と新規参入を

に参加した 名の協力を得

ルフインダストリーカッ
プ」に参加した１８６名と

フフェアは情報発信や共感醸

行う予定となっております。

のケアを紹介。また、生涯ス
て実施し、回答を得たもの。

ェア２０１５』は、ゴルフ界
とゴルフフェアにとって大き
な動きのある２年間に向け
て、基礎をしっかりと見直す
年になります。具体的には、
２０１６年にゴルフフェア
は、 周年という大きな節目
を迎えます。また同じ年に、
オリンピックという世界最高



㈱二木ゴルフ／二木一成

ーに伝えていきましょう。

ている楽しさを、ノンゴルファ

これからもゴルファーが知っ

ます。

地道な活動がやはり必要となり

事する方々が１人１人に伝える

もある事から、ゴルフ業界に従

いのが、現在のゴルフの特徴で

るきっかけをつかめない事が多

誰かに勧められないと、始め

必要としています。

み方の多様性にあわせた変化を

はさまざまです。ゴルフの楽し

しくゲームをするなど、楽しさ

的に仲間とエンジョイ志向で楽

ポーツとしてのゴルフや、健康

技術向上の楽しみを感じるス

「 西 日 本 企 業 ゴ ル フ 大 会」

成を図ってまいります」

当協会はこれまで、時代性

ポーツであるゴルフをいつま
事は次のように話す。

ゴルフ用品協会の蓋孝専務理
は「年に２、３回開催して

「
『第 回ジャパンゴルフフ

とめたものを抜粋して紹介

今回は、各調査項目をま

ことができた。

たくさんの意見をいただく

る枠を作ってほしい」など、

入社員、初心者が参加でき

スで開催してほしい」
、
「新

ほしい」
、
「今後も名門コー

大会に参加した選手から

また、今回の開催にあたり、

を反映した企画をゴルフフェ

を通じてコミュニケーション力

造り。子供たちにはゴルフ仲間

フを楽しみたい』と思える仲間

い。
『家族と一緒にもっとゴル

ただけるよう、そして来場さ

２０１５年は、
『第 回ジャパ

フ業界もその流れに乗るべく、

ベント

「ＪＧＦ２０１５」
開催予定イ

ます。売上収益金は、当協会

０１４年の来場者数は、大雪

ぼることがアンケート調査

２０２０年の東京オリンピッ

展示会として再出発を図り、

に見舞われるも４万７９３６

（ＪＧＦ２０１４実績）
から分

ど、日本を元気にする流れが

ク・パラリンピック開催決定な

次のようにコメント。

間、
東京ビッグサイト西棟１・
人を記録しました
（ビジネス

かり、テレビ番組での紹介を

が積極的に行う
「ゴルフの活

２ホールで開催いたします。
関係者１万５０４０人、報道

はじめメディアへの露出に関

ゴルフの活性化に向けたさら

出展募集を９月初旬から開始
関係者５７８人、一般来場者

「２０１３年からのアベノミ

していますが、お陰さまで申
３万２３１８人）
。特に、最

性に向けた活動」
に運用して

込み状況は例年に比べ順調な

しても、総数で３８７件と注

なる活発な展開を模索してい

滑り出しをみせております。
終日は、初日、２日目に来場

目度も増しています。

いきます。

毎年ＪＧＦは、世界が注目
できなかったゴルファーが駆

きます」︱ 。

するゴルフショーとして出展

とまった。

ンケート調査がこのほどま

日本ゴルフ企業大会」のア

トリーカップ」
、第３回「西

「ジャパンゴルフインダス

当協会が主催する第４回

40

同 調 査 は、
「ジャパンゴ
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展が目立つなど、ビジネスフェアとしての位置づけは、まだ健在であることを印象づけ
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発行所 一般社団法人日本ゴルフ用品協会

でも楽しんでいただくための
要素として、アマチュアの方

●ＰＧＡ、ＬＰＧＡ、ＪＧＴ

Ｏのブースイベント
プロゴルファーを組織する

●
「日本プロツアー

年の記

録」（協力：日本ゴルフ写真家

アベレージゴルファーの祭典

営者協会が主催する「２０

今大会には、予選（７予

特別協賛：大塚食品株式会社

連盟（敬称略）
）

表彰式では北海道経済産

熱した戦いとなった。

せで親睦を深めながらも白

２０１４年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦決勝大会

１４年経済産業大臣杯全国

今年１月、日本ゴルフ写真

協会）

われた国内外のトーナメント

業局経済産業部長、札幌エル

各団体がブースに打席を設

にもおおいに参考になる話を

での記録写真展。 年に亘る

ムカントリークラブ理事長

展開していく予定です。
スンを行います。また、様々

を勝ち抜いた出場者１５０

選会、合計４１７３名参加）

ドラコンイベント、ニアピン

今年も主催者による恒例の

松山英樹や石川遼など海外で

樋口久子、岡本綾子の他に、

功・尾崎将司・中嶋常幸）
や

ます。若き日のＡＯＮ
（青木

ゴルフ場サービスの向上、ゴ

産業の振興、
発展を目指して、

同大会の趣旨は、ゴルフ

で開催された。

カントリークラブ西コース

月１日、日本ゴルフ場経

なコミュニケーションイベン
ペ ア 対 抗 戦 決 勝 大 会」 が、

家協会の 周年行事として行

内容：
「ボディコンディショ

北海道恵庭市の札幌エルム

け、来場者への積極的なレッ

ニング講座」
トーナメント会場の雰囲気や

イベントを行います。また、
活躍している選手まで幅広く

日

日々、ゴルフを楽しむため
出展社が自社の新製品クラブ
紹介していきます。

組（計

組（計 名）

日本ゴルフ場経営者協会よ

り大会趣旨およびゴルフ人

口拡大には若年層ゴルファ

ーの育成が必要であること

り参加しやすい大会とすべ

たもの。一昨年より魅力があ

優勝したのは、一般の部が

コアの合計で争われた。

戦で、ペア２名のネットス

クプレー。２名１組のペア

るなど、当初の目的を達成。

を深め、翌年の再会を約束す

全国各地から出場選手が交友

依頼があった。

誘っていただけるようにと

から、友人、家族をゴルフに

く、競技方法は２人１組の

九州支部の田代寿博、金井裕

選手並びに大会に携わったす

競技は ホールストロー

名）

■レ デ ィ ス の 部 ：

■一般の部：

内訳は次の通り。

から祝辞を頂戴した。また、

プロ達の表情を紹介していき

日
（ 土）
、

に最も大切だといわれている
を試すための設備として、今

名、 組がエントリー。その

●豊富な打席設備を用意

日時：２月

（日） 時間未定

ボディコンディショニングの
年も 打席を超えるネットブ

講師：石渡俊彦プロ

秘訣を伝授。対象は性別年齢

毎年、アジア最大級のゴル

ペア戦に変更。
「一般の部」
、

和ペア
（チームスコア１３８・

べての皆様に謝意を表し、来

ルフ人口の拡 大 を目 的 とし

を問いません。どの年代の人

フショーという位置付けであ

「レディスの部」に分けて開

４ストローク）
。レディスの

年度は今年以上の参加者が得

※

るＪＧＦには、世界各国から

催された。優勝ペアに経済

部が関西支部の斉藤正美、山

●ゴルフ場自慢のお土産市

ョーが開催されます。

レクションのファッションシ

メンズ・レディスの春夏コ

れ以外にも、ジュピターゴル

接点の機会を提供します。そ

放し、ユーザーとのより広い

ェ）
」
などを出展社に無料で開

ールマガジン
（ゴルファーカフ

らの
「公式ＷＥＢサイト」
、
「メ

今年のＪＧＦは、ドラコン

負しております。

できているのではないかと自

ルフ業界活性化に大きく貢献

も多く来場することから、ゴ

場活性化委員会（日本ゴル

協賛：ＧＭＡＣ＝ゴルフ市

る。協力団体は以下の通り。

ラウンドを行い、スポーツツ

選手は、前日より観光や練習

４年経済産業大臣杯全国ペ

月１日に実施された「２０１

※

イトを越えたＰＲ機会を提供
たくさんの関係者が集まりま

産業大臣賞、準優勝ペアに

口純子ペア（チームスコア１

昨年よりスタートし、大好

大会やパッティングコンテス

ーリズムを実践していた。大

●出展社に３日間のビッグサ

今年からスタートした
「フ
す。また、ビジネスチャンス

商務情報政策局長賞を授与

られるよう充実させることを

評だった企画です。今年は、
画も提供する予定です。

フネットワークを活用した企

フ協会、日本パブリックゴ

ア対抗戦決勝大会」の模様を

プレー終了後の懇親会は、

ェイスブック」
、それに従来か
を掴みたいと願う新規参入者

しており、本年で 回目とな

宣誓し、大会を締めくくった。

さらに魅力を増して規模も大

トなど、各社工夫を凝らした

お知らせした。

使ったスイング解析機やＧＰ

金井

裕和

154

15.6

138.4

茂

佐藤

泰晃

168

27.6

140.4

第3位

関東 ・ 東北

高田

伸二

大久保

勇

162

20.4

141.6

第4位

九州

井上

勘昭

伊賀倉

実

149

7.2

141.8

第5位

中部

五十川康雄

勝治

153

9.6

143.4
ベストグロス

関東・東北

地区名

選手

選手

グロス合計

HDCP

ネット

優勝

関西

斉藤 正美

山口 純子

156

13.2

142.8

準優勝

九州

岩切マリ子

松尾 賢子

157

13.2

143.8

第3位

沖縄

森口 裕子

宮城 靖子

169

24.0

145.0

第4位

中部

岩間 智子

池戸いずみ

167

21.6

145.4

第5位

中部

田島 和美

石川 孝子

165

19.2

145.8
ベストグロス

九州

松尾 賢子
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決勝大会参加者データ

【一般の部】

最高

最低

平均

年齢

75歳

10歳

57.32歳

スコア（18H）

69ストローク

107ストローク

85.09ストローク
【レディースの部】

最低

平均

73歳

36歳

56.96歳

スコア (18H)

72ストローク

105ストローク

88.16ストローク

10

最高

年齢

後援：経済産業省

きくして開催する予定です。
●会場内のインターネット環

会当日は天候にも恵まれ、各

く、来場者にアピールしてい

Ｓ距離計測器、レーザー距離

ネット

以上、簡単ではあるが、

具体的には、昨年は取扱いが

ペアは他地域との組み合わ

これまで未整備だったイン

るメーカーには長蛇の列がで

良くすると同時に、多くの来

計など、ゴルフ用品のデジタ

※ 同ネットの場合、ペアの内年齢が高い人上位

ルフ協会、日本ゴルフ用品

※

98

72

協会、全日本ゴルフ練習場

ターネット環境が、会場内の

きるなど、新しい動きが見て

場者による
「フェイスブック」

ル機器も多数展示されていま

【レディスの部】26組52名参加

体感系イベントに注目が集ま

全ての場所で整備されます

取れました。また、スマホを

などによるＪＧＦからの情報

HDCP

登場。その他にも
「試食」
もで
●関連団体などが、セミナー

きるようにしていきます。

出展社のビジネス環境をより

（一部通信会社の制限あり）
。

性化委員会、その他ジュニア

フ練習場連盟、ゴルフ市場活

発信にも期待しています。

当協会の他に、全日本ゴル

育成協議会などが、活発なセ

寿博

矢島

35/34

を会場周辺で実施

ミナー活動を予定しています。

ＪＧＦでは、これからも、

田代

良博

した。

九州

関東 ・ 東北

田中

先述したイベントや企画、チ
ャリティー販売など、ゴルフ
産業活性化のために活用して
いただける場として展開して
いきます。関係者皆様のご協
力あってのものですので、引
き続きご支援賜りますよう宜
しくお願い申しあげます。

【一般の部】49組98名参加

14

優勝

準優勝

松本

グロス合計
選手
選手
地区名

69

りました。企業規模に関係な

※

49

各地域より決勝進出した

ースが会場内に登場します。

26

75

トを展開していく予定です。

●ゴルフセミナー

30

30

30

４２・８ストローク）だった。

40

境を整備

日

にとっても聞き逃せない情報
ばかりです。
日
（ 土）
、

●ファッションショー

日時：２月

18

15
15

なかった
「冷蔵・冷凍品」
が新

（日） 時間未定

14

52

14

10
入賞者

平成26年12月１日発行（ 2 ）
第385号（毎月１日発行）

「第一回 日本ゴルフビジネ
送網スポーツ局チーフプロデ

・新井直彦氏（日本テレビ放

●スピーカー

本での知名度を上げたいとい

一方、アジアの新興企業で日

催の賛同を得られない。その

たが、これでは株主総会で開

役立ち、来年には累計参加者

て始まったが、人間形成にも

ゴルフを触れさせる機会とし

ァーストティは当初、若者に

的に見れば成長している。フ

０００％に達しており、長期

たプレー人口は現状、その３

させた。当社の活性化策につ

ん新製品を出して市場を疲弊

ため、あるメーカーがどんど

話をすれば、性能差が少ない

過渡期にある。クラブ市場の

ミズノ 松下真也氏「業界は

ディスカッションを行った。

各 名が出場し、 ホールス

７月時点の世界ランクで男女

輪の競技形式は、２０１６年

ＪＧＡ 山中博史氏「リオ五

専務理事より説明された。

たかの経緯が、ＪＧＡの永田

関カンツリー倶楽部に内定し

日本ゴルフビジネスフォーラム」

スフォーラム」が 月、都内
ューサー）

ゴルフメディアの連合イベントで「明るい未来」は語られたか？

で開催された。発起人はジュ

や刺激を得る機会を提供する

者が様々な意見からの気づき

スカッションを通じて、参加

ルバの島崎陽社長。

ェスト社の木村玄一社長、ア

石田純哉社長、ゴルフダイジ

也社長、ゴルフパートナーの

ェスト・オンラインの石坂信

石井政士社長、ゴルフダイジ

メディアパートナーズスポー

・横溝健一郎氏（博報堂ＤＹ

ー）

・横田真一氏（プロゴルファ

アー機構理事）

・山中博史氏（日本ゴルフツ

パートナーズ取締役）

・橋本友彦氏（電通スポーツ

フ協会会長）

・倉本昌弘氏（日本プロゴル

ディングス取締役）

・神田有宏氏（ＰＧＭホール

ピング、駐車場など、ギャラ

個で２～３万円。警備、ロー

字になる構造。簡易トイレ１

営は１万人以上収容すると赤

ＰＧＡ 倉本昌弘氏「大会運

が、ＪＧＴＯは放映権がない」

ら彼らの国に中継したいのだ

手の３分の１が外国人。だか

心理として当然だが、出場選

るという懸念は、スポンサー

人選手が勝つと視聴率が下が

ＪＧＴＯ 山中博史氏「外国

う需要はありそう」

役社長）

ア統括プレジデント代表取締

（キャロウェイゴルフ東アジ

・アレックスＭボーズマン氏

●スピーカー

性化に向けて」

「ゴルフ用品界からゴルフ活

■パネルディスカッション

《第二部》

が、今は解決に向かっている」

を調べなかったのは失敗だ

み。これまで継続や離脱率等

が１０００万人に達する見込

ても業界は変わらないので、

る。メーカーが個々に頑張っ

を聞けばニーズも細分化す

っているのだから、彼らの声

我々の給料はゴルファーが払

購 入 し や す く な る か ら だ。

いい面もある。価格が下がり

のモデル数は増加傾向だが、

クス・ボーズマン氏「クラブ

キャロウェイゴルフ アレッ

広げることだと思っている」

をさせ、関連会社や取引先に

いては、まずは社員にゴルフ

大きな改修の必要もなく、一

た。約 万坪の敷地があり、

ベルに達していると評価され

ＩＧＦが視察に訪れ、五輪レ

スを使う。２０１２年 月に

口豪氏「東京五輪では東コー

霞ヶ関カンツリー倶楽部 原

継続されるかは未定だ」

ある。この方式が東京五輪で

ては１名だけになる可能性も

ヶ国最多２名まで。国によっ

う。世界ランク 位以内は１

トロークプレーの個人戦で競



ピターゴルフネットワークの

こと。また、将来に向けた新
ツ・エンタテイメントビジネ

当日は業界関係者２６８名
●モデレーター

ネス２部部長）

ス局局長代理兼スポーツビジ

場者は増やしたいが諸問題と

回れば負担も増えるため、入

円も掛かる。目標入場者を下

リー関連の経費だけで約１億

・水野隆生氏（ダンロップス

ャパンインク代表取締役社長） 「オリンピック ゴルフ成功

・中村孝氏（アクシネットジ

スポーツ取締役専務執行役員）

・楳本富男氏（ブリヂストン

●スピーカー

に向けて」

■パネルディスカッション

で活動する必要がある」

業界全体がひとつのビジョン

だけが集まった会だからこ

の石坂信也氏は「業界関係者

応できると考えている」

日２万５０００人の収容に対

ることだった。

・石井政士氏

ポーツ取締役専務執行役員兼

務めたが、これを合わせて登

ぞれのセクションで進行役を

数である。発起人５氏がそれ

最大の特徴は、登壇者の人

ＰＧＭ 神田有宏氏「国内ツ

ントを列記する。

された。以下、興味深いコメ

ら抱える問題や反省点が議論

皮切りに、それぞれの立場か

増えないのか」という質問を

やしていく中で、なぜ男子は

集総責任者）

ェストカンパニーズ会長兼編

ンデナスト社 ゴルフダイジ

・ジェリー・ターディー氏
（コ

・石坂信也氏

●スピーカー

を探る」

・三石茂樹氏（矢野経済研究

・石田純哉氏

●モデレーター

ゴルフ事業・広報宣伝担当）

・松下真也氏（ミズノ取締役

ィング代表取締役社長）

ダンロップスポーツマーケテ

対策本部２０２０東京準備委

会 オリンピックゴルフ競技

・山中博史氏（日本ゴルフ協

ー倶楽部副理事長）

・原口豪氏（霞ヶ関カンツリ

会専務理事）

・永田圭司氏（日本ゴルフ協

も、このフォーラムは合格点

立つことが果たせただけで

と努力する意識、同じ土俵に

きた。共通認識を持ってもっ

に集中して議論することもで

など業界内で解決すべきこと

そ、協会・団体やゴルフ人口

フォーラム終了後、発起人

※

が会場に詰めかけたが、参加

■特別対談「アメリカの現状

の板挟みで頭を抱えている」

※

費は無料。発起５社が開催費
「女子ツアーが試合数を増

・島崎陽氏

壇者は計 名。構成は下記の

時間にわたり話し合った。

用を負担して、ゴルフ界の問

11

15

題点と未来像を４部構成、５

40

開催の目的は、活発なディ

たな取組み、連携や業界が抱

72

える課題解決の手掛かりにす

60

10

「第一回

第385号（毎月１日発行）
通りだが、全員が男性。女性

る。すると開催目的は宣伝効

アーの収支は当然、赤字にな

長がデータを示しながらアメ

ズのジェリー・ターディー会

ルフダイジェストカンパニー

特別対談では、来日中のゴ

基づくゴルフ用品市場につい

究所三石部長より、データに

スの選定について、なぜ若洲

議論の中心でもある開催コー

最後のセッションは、現在

で表面化した問題もあるだろ

事者が登壇し、話し合うこと

が抱えるそれぞれの問題を当

セッションは、矢野経済研

・木村玄一氏

●モデレーター

れたフォーラム。ゴルフ業界

約１年の構想を経て開催さ

をあげてよいと思う」

目線の欠如は否めないが、ゴ

果と言い切るしかないが、現

てプレゼンテーションがあ

員会副委員長）

ルフ界が抱える問題点を縦横

状の視聴率で効果はあるの

り、その後主要メーカーの社

所 スポーツ事業部部長）

《第一部》

ジェリー・ターディー氏「１

リカのゴルフ事情を説明した。

う。今後の進展に期待したい。

活発な議論が交わされた会場

ゴルフリンクスではなく霞ヶ
「オリンピック ゴルフ成功に向
けて」のディスカッション

長、責任者が登壇してパネル
「ゴルフ用品界からゴルフ活性化
に向けて」のテーマに登壇した面々

９６０年代に５００万人だっ
「アメリカの現状を探る」米ゴルフダイ
ジェスト ジェリー・ターディー氏（右）

に討論した。

か。過去の経緯を振り返ると、

「国内男子ゴルフツアーの将来像」
を語る登壇者

いうタニマチ文化が支えてき

ゴルフ文化にコミットすると

来像」
発起人の左から島崎氏、木村氏、
石坂氏、石田氏、石井氏

■パネルディスカッション

21

「国内男子ゴルフツアーの将

（ 3 ）平成26年12月１日発行

ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権

第 回「ジャパンゴルフインダストリーカップ」

当 協 会主催の第３回「西

第

なり厳しい」が合計で１２３
日本企業ゴルフ大会」のアン

（ ％）
、「少し我慢」
および
「か
は、
『ゴルマジ！ 』の経過

今回の市場活性化コーナー

やりたいけど諸事情により我
９月
日、鳴 尾 ゴルフ 倶 楽

まった。これは、２０１４年

ケート調 査がこのほどまと
慢している参 加 者が 多 数い

りたいけど諸 事 情により 我
ゴルフ場： 施設

■賛同施設：

についてお届けする。

なり 厳しい」が合 計で

慢している参加者が多数いる

（ ％）となり、ゴルフをや

ップ」のアンケート調査がこ
ことが分かった。
部にて開 催された同大 会中
●
『ゴルマジ！

ることが分かった。

ゴルフ練習場：１８２施設

９８人。

合計２８０施設

当 協 会が加 盟しているＧ

』について

に行ったもの。
ＭＡＣが積 極 的に支 援して

社

ゴルフ用 品 用 具メーカー

を行った。参加企業概況は、

た。

ことをうかがわせる結果だっ

Ｖｏｌ．

・付帯練習場があること。

・電話予約が可能である。

・レッスンができること。

・施設名称に地名がある。
●練習場

・ＩＣからの時間 分以内。

・駅名表記があり、 分以内。

・利用対象時間が 時間以上。

・ＮＧな時間帯がない。

・レンタルまたはレッスンが
ある。

・施設名称に地名がある。

は、ゴルフ場が 回、練習場

施設ごとの最多利用回数

・更衣室がある。
徐々に会員登録者数と来場

数に差があるので、各施設の

にあるが、施設により来場者

者数が伸びており、拡散傾向

現在の数字。

いずれも平成 年 月 日

参考数値）

（当初カウントに漏れ有り、

■ゴルマジ登録会員数：４４

名の選 手 が 参 加。

今 大 会は、ゴルフ関 連 企

ては、 名（ ％）が「知っ

らない」と回答。業界内への
社、ゴルフショップ２社、ア

らない」
と回答。関東に比べ、

ている」
、 名（ ％）が「知

浸透が、比較的進んでいるこ
パレル関連３社、部品メーカ

確に記載されている。

市場活性化コーナー

名

回「西日本企業ゴルフ大会」
アンケート調査結果

当協会主催の第４回「ジャ
名（ ％）となり、ゴルフを

アンケート調査結果

パンゴルフインダストリーカ
のほどまとまった。これは、

当協会が加盟しているＧＭ

●
『ゴルマジ！ 』について

２０１４年 月７日、大利根
カントリークラブにて開催さ
れた同大会のアテスト終了後
業

会）が積極的に支援している

ＡＣ（ゴルフ市場活性化委員

今大会は、ゴルフ関連企業
男子スクラッチ部門（ チー

に行ったもの。

ム）
、アンダーハンディ部門

■延べ来場者数：４４０５回

１３５名（ ％）が「知って

『ゴルマジ！ 』については、
いる『ゴルマジ！ 』につい

社２団体、計１９５名の選
（ チーム）に分かれて競技

れて競技を行った。以下にて、
とをうかがわせる結果だっ

「年１回開催」が 名（

●大会の開催について

が３０１回だった。
【今後の予定】

・ 月 日より、会員向けネ
アンケートの郵送。

ット調査および賛同施設向け

立地以外の工夫をまとめて情
報提供する。また、最初に簡

・ 月 日頃、会員向けネッ

名

単な手ほどきやレッスンをし

％）
、
「２年に１回 開 催」

ている施設はリピート率が高

名

開催」を希望する声が大多

％）
、
「 年 ２ 回 開 催」 が

9

が ４ 名（ ５ ％）と「 年 １ 回

●開催日について

数。

（

11

手が参加。スクラッチ部門、
いる」
、 名（ ％）が「知

各調査項目を抜粋して紹介す
た。
ー ５ 社、 練 習 場 関 連 ２ 社、

アンダーハンディ部門に分か

る。

アクセサリー関連３社、メデ
２団 体。以下にて、各 調 査

ィア２社、ゴルフ連盟・協会
項目を抜粋して紹介する。

【アンケート調査結果】

56

業界内への浸透が遅れている

【アンケート調査結果】
「年１回開催」が１４６名

催」を希望する声が大多数。

が２名（１％）と「年１回開

名（ ％）
、
「２年に１回開催」

（ ％）
、
「年２回開催」が

●大会の開催について

※同調査での回答者数は１８
６名（男性１６２名／女性
●回答者の性別

名）
１名（スクラッ

名、アンダーハンデ
名

※同 調 査での回 答 者 数は

「 平 日 開 催 希 望」 が

名（ ％）
、
「どちらでも良

（ ％）
、
「休日開催希望」が

料金以外の特典要望も多く出

いという。利用料金、プレー

・ 月 日頃、賛同施設向け

ト調査結果のまとめ。

10

男性１
チ：
「平日開催希望」が１１２

●参加者の年齢分布

男性 名、女性４名。

●回答者の性別

●開催日について

名（ ％）
、
「休日開催希望」
が 名（ ％）
、
「どちらでも
良い」が 名（ ％）と、今

79

い」が 名（ ％）となった。

12

ており、会員限定の優待措置

・２０１５年１月～２月 第

アンケート結果の分析。
２期セミナー開催。

・２０１５年３月、第２期申

員登録スタート。

・２０１５年４月、第２期会

込み締切り。
●ゴルフ場

２０１５年１月 日（水）
、

―

るゴルフサミット会議が主催

◆内容：

◆会費：１万円／１人

坂１ ―
する「２０１５ゴルフ新年会」

アの才能を開花させるチャレ

①新春特別企画講演「ジュニ
とおり。

②賀詞交換パーティ

ァンド会長盛田正明氏

（公財）盛田正明テニス・フ

財）日本テニス協会名誉会長、

ンジ ―錦織選手の場合 ―」（公

「ギャラクシー」
、
「プロミネ

コンチネンタルホテル東京

◆開催場所：ＡＮＡインター

（水）

◆開催日：平成 年１月 日

が開催される。詳細は以下の

ゴルフ関連 団体で構成され

ンス」
（Ｂ１）東京都港区赤

２０１ 年ゴルフ新年会開催のご案内

・ＩＣからの距離が近く、明

た。

練習場の傾向も明らかになっ

また、会員が好むゴルフ場、

等も必要との報告があった。

12

ィ： 名）
。女性 名（スク
ラッチ： 名、アンダーハン
ディ： 名）
。
名（

名（

32

代が一番多く

代 が一番 多 く

％）
、次いで 代が 名（

「５～ 回」の回答が 名

●参加者の年間プレー回数

に参 加 するゴルフ業 界 関 係

25 13

●参加者の年齢分布

年から変更された平日開催を
支持する声が多いことがあき

代が９名（ ％）
、 ～ 代

％）
、 代が 名（ ％）
、

推移となる。

の８ 名（

参加者からは、
「運営面も

らかとなった。
含めて素晴らしく、感謝して

％）が 参 加 者の

いる」
、
「業界内で横のつなが
りができて良かった」
、
「ハン

（ ％）
、
「 ～ 回」が 名

年 代 も、月に１～２回 程 度

者は、概ねよくプレーしてい

21

62

10

98

68

14

11
43
参加者の年齢分布

％）
、次いで 代が 名（
％）
、 代が 名（ ％）
、
●参加者の年間プレー回数

代が 名（ ％）
。
「 ～ 回」の回答が 名

ディ戦があり、楽しめた」と

（ ％）
と最も多く、続いて
「５
クラッチ部門、アンダーハン

おおむね高評価だった。
その他には「新入社員、初

～ 回」が 名（ ％）
。ス
ディ部門ともにどの年代とも

心者が気軽に参加できる枠が
「小売の参加増を期待しま

ることが分かった。

％）となっている。どの

月に１～２回程度はプレーし

はプレーしており、今 大 会
す」
、
「 歳以上はシニアティ

（

ており、今大会に参加するゴ

あってもよいのではないか」
、

の設置をお願いしたい」
、
「年

プレーしていることが分かっ
●参加者のゴルフ環境につい

た。

●参加者のゴルフ環境につい

名

て
「 満 足 し て い る」 が

齢制限は必要ない」といった
名

討事項としたい。

33

60 14 20 30

ルフ業界関係者は、概ねよく

24

17

12

10

12

26

20

80
74

11

17
21

32 33

10 55

36

課題も頂戴し、次回以降の検

「 満 足 し て い る」 が

て

（ ％）
、
「少し我慢」
および
「か

%

23

17
78

25 26
20

27

12 11 50

43 17

70

15

20

20
60

37

18

70

20 26 38

79

19

60

24

10

52

3
10

36
21

40

30

29 30

31

24

16 48 73

18

5

26

47

29

20

10

7
12

12

34

11

26

4

99 72

12

23 50

24

20 26 39

98

58

21

67

73 20

48

28
40
12
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32
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G30 SERIES

チタン

ピン

2

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
3

BRIDGESTONE GOLF
J715 B3

チタン

ブリヂストン

3

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
4

913D2

チタン

アクシネット

4

913H SERIES

アクシネット
5

913D3

チタン

アクシネット

5

913F SERIES

アクシネット

1

588 RTX SERIES

ダンロップスポーツ
2

SRIXON Z545 N.S.

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

MACK DADDY2 TOUR
GRIND WEDGE

キャロウェイ
4

SRIXON Z745 DG

スチール

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDY 2
WEDGE

キャロウェイ
5

XXIO8 N.S.

スチール

ダンロップスポーツ

5

RM-21

フォーティーン
構造

メーカー名

順位

アクシネット

2

WHITE HOT PRO
SERIES

キャロウェイ
3

XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

ダンロップスポーツ

3

WHITE RIZE iX SERIES

キャロウェイ
4

BSG TOUR B330
SERIES

3ピース /
４ピース

4

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

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

5

SCOTTSDALE TR
SERIES
ブリヂストン

シリーズ⑮

リアルマーケットレビュー ２

前回は、この秋に各メーカ
す。例えば２０１４年 月で

量構成比を集計したもので

ん。実際９月から 月にかけ

ることは言うまでもありませ

豊作の秋？ ②
ーから発売される新製品の数
で前年の約３倍ものモデルが

が多いこと（ドライバー市場

のうち９月から 月にかけて

あれば、この月の販売総本数

きは良いが、一部の商品を除

て小売店からは「新製品の動

10

ましたが、今回はその現状が

庫面の懸念についてお話しし

発売される）
、それによる在

２年が ・１％、２０１３年

す。表にあるように、２０１

比がどの程度かを表していま

発売された新製品の数量構成

挙がっています。

なくなった」という声が多く

いて既存品が輪を掛けて売れ

るために、クラブ市場におけ

今回も話を分かりやすくす

す。数量自体は２０１３年

４割弱にまで上昇していま

２０１４年は何と ・３％と

構成比は上昇していますが、

稿を執筆している時点で更に

品を列挙しましたが、この原

メーカーから発売される新製

るドライバーに焦点を絞って

による市場活性化は確かに重

が ・１％と年を追うごとに

前号で９～ 月にかけて各

どうなっているかを分析した

分析を行いたいと思います。

月比で１８６・５％、そして

要だとは思いますが、現在の

いと思います。

２０１４年秋の新製品が発売

２０１２年 月比では何と４

の小売市場におけるドライバ

プラス成長は前年に比べて倍

ます。つまり今年の秋商戦の

１８・９％という数字になり

品の量は現在の需要量、ある

り、これから発売される新製

既存品の流通在庫量を見る限

定です。魅力ある新製品発売

幾つかのモデルが追加発売予

された９月から 月にかけて
ーの販売数量を分析してみた

主要因）
。では、こうした需

はマークダウン品の販売増が

（７～８月にかけてのプラス

向いていることが分かります

に入ってから急激に需要が上

ー販売本数の推移です。９月

１４年までの各月のドライバ

表１は２０１２年から２０

今年の秋のクラブ市場が「豊

せん。タイトルにあるように

は決してマイナスではありま

り市場が活性化すること自体

発売された新製品が人気とな

になります。各メーカーから

成り立っている、ということ

以上の新製品の販売によって

近い販売、前々年比では４倍

るのか、そして更に回転率が

こまで付いてくることができ

が、果たしてゴルファーがど

ケチをつけたくはありません

で推移している現在の市場に

得ません。前年同期比プラス

いて過剰であると言わざるを

いる在庫量とのバランスにお

いは現在小売市場に流通して

いと思います。

要増に新製品がどれだけ貢献

低下するであろう既存品の在

38,513

40,974

49,423

120.6%

4月

46,416

47,201

40,025

84.8%

5月

42,670

44,945

44,285

98.5%

6月

40,760

42,095

42,062

99.9%

7月

36,129

38,384

39,924

104.0%

8月

27,705

30,691

31,068

101.2%

9月

36,186

36,246

41,978

115.8%

10月

37,500

42,413

45,526

107.3%

1−10計 373,558 391,551 402,059

102.7%

庫消化を一体どのようにして

作の秋」であることの裏付け

42,413

45,526

対前年比

−

113.1%

107.3%

新製品数量構成比

11.1%

22.1%

38.3%

であるとも言えます。

しているのかを分析したいと

3月

促進していくのか、それが心

37,500

思います。

93.1%

配でなりません。

販売数量（本）

しかしながらこうした新製

25,234

月 日

3ピース /
４ピース

11

2012年10月 2013年10月 2014年10月

品販売構成比の高さは、既存

表2

表２は、２０１２年から２

27,110

品回転率の低下を意味してい

24,213

月１日〜

ダンロップスポーツ

10
2月

部門別売れ筋ランキング 

2

10

102.5%

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

ダンロップスポーツ

10

42,534

＝矢野経済研究所＝

XXIO8 FW

38

41,492

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

1

10
43,466

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、

PRO V1 SERIES（2013）

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）

2

「９月は一部メーカーからクラブ新製品が発売

キャロウェイ

されたこともあり、３月以降久しぶりに前年同

VERSA SERIES

月比プラスにて推移しました。その中でもピン

1

１５シリーズ』のドライバーが好調なスタート

カーボン

PUTTER BEST５

ドライバー2位＝ G30
ブリヂストン

『Ｇ シリーズ』
、ブリヂストン『ＢＳＧ Ｊ７

順位

ピン

2ピース

を切っています。秋に発売される新製品の数が

ダンロップスポーツ

11

1月

30

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

非常に多く在庫面における不安はありますが、

チタン

22

０１４年の 月期におけるド

前年比
2014年
2013年
2012年

9

1

小売店各社は４月以降の落ち込みをカバーすべ

XXIO8

く、今後の商戦に大きな期待を寄せています」

1

10

ライバー市場の新製品販売数

出典：矢野経済研究所「ＹＰＳゴルフデータ」

10

（本）

表1

9

XXIO8

BALL BEST５

メーカー名
メーカー名

WEDGE BEST５
シャフト
IRON BEST５
順位

メーカー名

1

順位

30

メーカー名
順位

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

ダンロップスポーツ
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協 会 関 連 事 項
多少減少であることが報告さ

について説明。昨年対比では、

②「フェイスブックの進捗報

れた。

平成 年 月 日（木）

平成

年

月

日（ 月）
、

第７回インダストリー
カップ委員会
協会事務局内にて標記委員会

員長が担当。
告」
議題 ―１、
「第４回ジャパンゴ

を開催した。

広報委員会
３面：
「全国ゴルフ場延べ利用
得た人を対象に当日の来場特

日（ 木）
、

・フェイスブックから情報を

月

者数
（ＮＧＫ調べ）
」
を掲載予定。

年
４面：
「ゴルフフェア直前情

平成

について

ルフインダストリーカップ」

カタナゴルフ大会議室にて標
見があった。

典を設定してはどうかとの意

報」
、
「市場活性化コーナー」
、

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
平成 年 月７日（火）
、大

①「開催報告」

５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、
べきとの意見があった。契約

を押してもらうよう努力する
県坂東市）

利根カントリークラブ（茨城

プロゴルファーに「いいね」

「リアルマーケットレビュー
的な協力が依頼された。

プロを抱える実行委員に積極

・来場促進の仕込みとして、

２」を掲載予定。

売れ筋ランキング」を掲載予

６面：協会関連事項を掲載。

定。

「ゴルフ用品界社調べの部門別

記委員会を開催した。
月号について

１面～２面：
「第４回インダス
載。
番ホール」
：出山泰弘理

トリーカップ」開催報告を掲
●
「

千葉ＣＣ川間コース、茨城Ｇ

ＣＣ、狭山ＧＣ、日高ＣＣ、

・ＪＧＦにて『ゴルマジ！ 』

改善点をまとめる。

進をリクルートの協力を受け

認知向上の取り組みと来場促
て行う予定。

Ｃ、鶴舞ＣＣ。

者、女性が参加しやすい環境

ダーハンディの代わりに初心

平成 年 月９日（火）

議題 ―２、次回委員会の日程

・競技方法については、アン

を作るため、ペアスクランブ
ルが検討された。
・日程は２０１５年 月５日

新 入 会

●大清工業㈱（東日本支部／

正会員入会）
協会担当：清水 鉄平

代表者：清水 清

狭山ＧＣを第一候補として、

（月）～８日（木）頃、会場は

議題 ―２、
「第３回中部日本イ

神奈川県横浜市戸塚区矢部町

住所：〒２４４ ―０００２

順次確認していく。

・平成 年 月５日（水）
、三

③「ガイドブック・ゴルフスケ
く、無事に開催された。

・会員企業５組 名で開催

みよし市）

「リアルマーケットレビュー

５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、

会場変更のお知らせ」を掲載。

ナー」
、
「ジャパンゴルフフェア

執筆中の矢野経済研究所の三

た。提案を受けて、本紙にて

ではないか」との提案があっ

口を変えた掲載内容が良いの

売状況やデータといった切り

議題 ―２、審議事項

アについて報告された。

無線ＬＡＮサービス提供エリ

・運営事務局より会場内公衆

ービス提供エリア」について

④「会場内公衆無線ＬＡＮサ

告された。

・大会史上初のホールインワ

ンカー内の救済措置を入れた。

までの大雨の影響により、バ

・追加ローカルルールは前日

円程度と破格の価格となった。

り、食事等込で１万８５００

・費用はコース側の協力によ

ぼ問題となることはなかった。

平成 年 月９日（火）

議題 ―４、次回委員会の日程

名女性４名）

・参加者

尾ゴルフ倶楽部
（兵庫県川西市）

・平成 年９月 日（水）
、鳴
社 名（男性

４２７
ＵＲＬ：

Illusion

①「メインビジュアル」につ

１５」に関する審議事項

時間として有効に活用された。

・パーティ間は、他社交流の

から特別賞を頂戴した。

ン達成者が出て、大利根ＣＣ

『ゴルマジ！ 』の件

議題 ―１、
「ＧＭＡＣ」について

を開催した。

協会事務局内にて標記委員会

埼玉県富士見市ふじみ野東１

住所：〒３５４ ―００３６

部／正会員入会）

●㈱いいよねっと（東日本支

清水ゴルフパター）
Curve （
3D

取 扱 商品：パター

売部会、クラブ製造部会）

illusioncurve.com/
業態区分：クラブ製造、卸（卸

http://www.

ＦＡＸ：０４５ ―８６２ ―２

４１３

ＴＥＬ：０４５ ―８６２ ―２

５７２

ンダストリーカップ」について

ジュール広告募集」について

議題 ―３、
「第３回西日本企業

企業 ２団体）

参加者：１９５名（ チー

議題 ―４、その他

・アンダーハンディは東西別コ

ゴルフ大会」について

ム

・会議冒頭梅田委員長より、
・運営事務局よりガイドブッ

離を合わせることにより、ほ

ースでの競技となったが、距

好カントリー倶楽部（愛知県

報」を掲載。
「ＪＧＧＡＮＥＷＳの内容につ
告募集が開始されたことが報

ク、ゴルフスケジュールの広

２」を掲載。
石部長に次回以降の委員会に

「ジャパンゴルフフェア２０

心配された台風の影響もな

４面：
「２０１４フィランスロピ
増やしてはどうか。また、販

６面：協会関連事項を掲載。
請することとなった。

オブザーバーとして参加を要

いて

最後の表彰式となったスクラ

１１４

ＴＥＬ：０４９ ―２６７ ―９

番ホール」
：二木一成理

を掲載。
●
「

事が担当。

ている。

１２４

ＦＡＸ：０４９ ―２６７ ―９

net
業態区分：卸、製造
（卸売部会、

れも 月 日時点）
・レンタル用クラブの破損事

が賛同し企画を打ち出してい

・大型店、専門店などの店舗

■年末年始休業について

ＲＭＩＮ（ガーミン）

取扱商品：距離計測器 ＧＡ

用品部会）

③「２０１５年 第５回大会」

（土）から１月４日（日）まで

せていただきます。よろしく

の９日間を年末年始休業とさ
お願いいたします。

来期に向けての改善要望事項
は、 月にアンケートをとり

・今後のスケジュールを報告。

のものの認知度が低い。

当協会事務局は、 月 日

を継続することとする。

開催日、開催コース、競技

るものの、
『ゴルマジ！ 』そ

・ゴルフフェアの文字を大き

注意喚起を要請している。

故が起きており、各練習場へ

ＵＲＬ： http://www.iiyo.

り参考値）賛同練習場１７４
ヵ所、ゴルフ場 ヵ所（いず

ン数２８７１名（操作漏れ有

―７ ―６

協会担当：上坂 和久

代表者名：真鍋 陽一

運営事務局より、メインビ

員数は３４１２名、アクショ

・ゴルマジ通信によると、会

催希望日は平日開催が ％、

日（ 月）
、

ジュアルについて報告があり、

以上が残っており、入れ替え

ッチ部門の表彰時点でも 名

休日開催が ％、どちらでも

月

・
﹃ゴルマジ！ ﹄貸出クラブ

各実行委員により審議検討さ

開催について、年１回開催
希望が ％と圧倒的多数。開
案を各自が提案する。

良いが ％であり、平日開催

記の意見を反映したデザイン

背景にする。フェイスブック

・色の冴えた空とゴルフ場を

年

成 年ＪＧＧＡＮＥＷＳ広告

・次回理事会で提案される
「平

れた。

第８回
Ｊ
 ＧＧＡ活性化委員会

協力依頼」の報告。

②「アンケート結果報告」

無しの方法は奏功した。

日（ 木）
、

平成

・ＨＰアクセス状況の報告。

審議の結果、雑誌風デザイ

について破損の報告が上がっ

３面：
「第一回ゴルフビジネス

ンを採用することになった。

フェア２０１５」の実施概況

フォーラム」
の開催内容を掲載。

平成 年 月 日（木）

議題 ―５、次回委員会の日程

アンケート結果の報告記事、
「市場活性化コーナー」を掲載。



月

ジャパンゴルフフェア
２０１５
第６回実行委員会

５面：
「ＹＰＳゴルフデータ」
、

年

㈱大広内のプレゼンテーショ

平成

２」を掲載。

「リアルマーケットレビュー

27

の紹介をいれる。
くする。人物の大きさを調整

開催した。

する。

ンルームＡにて標記委員会を
議題 ―１、報告事項

検討された。

方法、参加者の見直しなどが

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

「ジャパンゴルフフェア２０

・シンプルにタイトルと会場

・開催コース候補は、大利根

20

６面：協会関連事項を掲載。
１月号の編集について

のみを表記する。

の検討について

１面～２面：
「会長、副会長３

①「出展申込状況報告」

議題 ―３、次回委員会の日程

１５」に関する報告
資料をもとに出展申込状況

名、各支部部長３名の年頭所
番ホール」
：梅田光人委

感」を掲載予定。
●
「

10
20

96

40

26
20

次回 月の実行委員会にて左

プ」
および
「西日本企業ゴルフ」

76

10

80

４面：
「インダストリーカッ

月号の編集について

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

20

36

12

26

26

10

11

23

60

25

27

１面～２面：
「ジャパンゴルフ

12

11

27

20

27

17

12

10

79

23

26

26

12

20

12

26

30

いて、店側の役に立つ情報を

事が担当。

10

10

３面：
「ウエア春夏展示会情

62

26

協賛社一覧、
「市場活性化コー

11

12

10
10

11

ー障害者ゴルフ大会」報告と

26

26

26
26

28

19
19
19
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