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一 致団結してゴルフ界の振興を！
目前に迫るゴルフの変化に万全の準備を
別府幹弘

中尺・長尺パターで近年よ

副会長
く見られた、顎、胸、腹など

馬場宏之

でパターの一部を固定しての

長

日本、西日本）では更な

や各支部（東日本、中部

パッティング（アンカリング

会

る連携強化を念頭におい

したストローク方法）の禁止
中尺・長尺パターが使えな

です。

改革が実現いたしました。
新年明けましておめでとう

ていただき、さまざまな
昨年のゴルフフェアは
記録的な降雪で来場者が

を維持し、所得、雇用環境の

企業収益は緩やかな回復基調

りお喜び申し上げます。

で新年をお迎えのことと心よ

かれましては、新たな気持ち

ございます。会員の皆様にお

新年あけましておめでとう

会ではホームページのリニュ

改訂を致しました。広報委員

低価格化に着手しテキストも

また、講習会も日程短縮や

を裏付けるものでした。

大きな存在となっていること

ゴルフシーズン幕開けを飾る

れはゴルフフェアが定着し、

者で熱気に包まれました。こ

の、約４万８０００人の来場

があります。

代の躍進には目を見張るもの

勝を成し遂げるなど、若い世

ロゴルフ選手権での最年少優

木愛選手も９月の日本女子プ

アー最年少優勝を果たし、鈴

アの勝みなみ選手は４月にツ

ました。女子でも、アマチュ

の日本人最年少優勝を果たし

ナメントを制し、米ツアーで

手が６月のメモリアル・トー

昨年の男子は、松山英樹選

を目前にして、ゴルフ用品業

しれない、そんな大きな畝り

ププロの勢力図が変わるかも

り、ルール改正により、トッ

てオリンピックに復帰が決ま

若い力が台頭し、競技とし

が必要になると思われます。

界もルール変更に応じた準備

とを考えれば、ゴルフ用品業

リングと密接な関係があるこ

が、それらのパターがアンカ

その打ち方に対する規制です

くなるということではなく、

改善傾向がみられました。
一方、
ーアルなどで情報提供の充

ございます。

個人消費は消費税増税後の落
実、活性化では、若年層の需

せん。
来月には第 回「ジャパン

２０１６年といえば、ゴル

の皆様の益々のご活躍を祈念

ゴルフフェア」が開催されま

フ用品業界にも少なからず影

しております。

ような若い力の活躍に期待し

用具ルールに関する課題の整

響のあるルールの改正があり

た成果であり嬉しく思います。

策の立案実行が確実になされ

連携そして躍動の年

最後になりましたが、会員

りましたが、ゴルフ界の将来

た。そのような状況下ではあ

結束を更に高め、またゴルフ

ン代の高騰等の影響もあり全

て公共料金の値上げ、ガソリ

哲也

参加人口の増加策に関するさ

一致団結してゴルフ界の振興

関連 団体との連携を深めて

般的には伸び悩み傾向、あわ

梶

ま ざ ま な 議 論 が 活 発に 行 わ

に取り組みたいと思います。

せて「先行き不透明感」が払

副会長

れ、また具体的な対策が始ま

特に日本のゴルフの将来を

今年は、当協会内の連携、

った、まさに活性化元年とな

担う次世代ゴルファーの創造

拭できない状況にあります。

に向けた市場活性化、ゴルフ

りうる年であったと思います。

は急務であり、魅力あるスポ
動を具体的におこなっていく

一方、
「レジャー白書２０１
４」によりますと、参加人口
の推移は、 歳以上のゴルフ
支援をお願いし、新年のご挨

今年もよろしくご指導、ご

干の駆け込み需要も見られた

費税増税に伴い、増税前の若

く環境については、４月の消

スポーツ市場全般としては減

ァーの活性化の傾向が見られ、

昨年のゴルフ業界を取り巻

ものの、増税後の反動に加え

ゴルフ市場環境は依然厳し

ーツであるゴルフを広める活

新年明けましておめでとう

れましては積極的かつ献身的

必要を感じております。

ございます。

いですが、会員の皆様におか

だき、ありがとうございまし
講習会、広報、ジュニア、ゴ

拶とさせていただきます。

少傾向の中、ゴルフ場、練習

ルフ市場活性化、製造渉外等）

た。各委員会（ゴルフフェア、

に協会活動に取り組んでいた
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５万人を割り込んだもの

ち込みからの回復が緩慢であ

来年の２０１６年リオオリ

昨年は、円安・株高により

りました。今年に向けて個人

ンピックでは、ゴルフが正式

界も奮起をしなければなりま

」の立ち上げとレンタルク

要創出に向けて「ゴルマジ！
ラブの無料貸し出しなどで全

競技に採用されます。彼らの

消費回復に期待がされるもの

面的に協力を致しました。

の、日本国債格下げのニュース
もあり、景気先行きはまだま

理、
並びに模倣品対策の対応な

ます。

す。御来場をお待ちしており

どを行いました。
これらはＰＤ

ましょう。

兆しが見えましたが、物販市

と、ゴルフ場入場者は回復の

ＣＡサイクルを回した改善対

ます。

影響を受けた１年でありまし

さらに、
製造渉外では、
特に

だ予断を許さない状況です。

20

況は天候不順や消費税増税の

我々のゴルフ界を顧みます

49
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年の２つの大会の成功に向け

います。我々業界関係者は、

た礎となる重要な年と考えて

未来のスターを育てることも

場ともに増加傾向であり、明

現在、約８６０万人といわ

るい兆しも感じられます。

れるゴルファー人口ですが、

競争と協調の精神で

最近面白いデータを見つけ
含め、各関連団体の連携のも
ピーク時には約２倍の規模で
た。矢野経済研究所調査による
と、本腰をいれ若手ゴルファ
したので、休眠されているゴ
高反発ドライバーの販売数量推
ーの参入につなげ、さらに市
ルファーの多さを物語ってい
移である。それによると二〇〇
場活性化を図っていかなけれ
ます。
八年のＳＬＥルール施行直後の
ばなりません。
この休眠ゴルファーを、「い
二年間は落ち込んだものの、二
〇一一年あたりから徐々に販売
「ゴルフ」が、老若男女、誰
かにゴルフ場、練習場に呼び
数量が増え続けているのだ。パ
もが楽しむことができる、他
戻すことができるか」
、ゴル
ネル店が年毎に異なるため時系
に類を見ない素晴らしい特長
フ業界活性化のひとつの切り
列での単純比較はできないとい
をもった「スポーツ」として
口であることは間違いないで
う こ と で は あ る が、 少 な く と
も、今なお高反発クラブを求め
躍動を始める、いよいよその
しょう。
るゴルファー層が確実に存在す
時が訪れようとしています。
また、来年２０１６年はゴ
るのは事実である。
我々会員それぞれが、それ
ルフがオリンピックに１１２
ゴルフを含めて、競技スポー
ぞれの持ち味を最大限に生か
年ぶりに正式競技として復活
ツのルールはもちろん遵守すべ
し、これまで以上に連携し、 きである。だが、どんなスポー
し、２０２０年の東京オリン
躍動の年としていきましょう。 ツにも、余暇を楽しむレジャー
ピックへとつながる歴史的な
と し て の 側 面 が あ る。 競 う よ
本年もご指導ご支援の程、
年となります。
り、純粋にプレーそのものを楽
よろしくお願い申し上げます。 し む。 ゴ ル フ も ま た 然 り で あ
２０１５年はこの先行き５
る。猛スピードで高齢化する日
本において、年々増える高反発
クラブの販売量という数字は何
東日本支部長 米山 勉
を語るのか。
ゴルフの最大の楽しみは誰が
事を心からお祈り申し上げま
何 と 言 お う と 絶 対 に「 飛 び」
す。
だ。コース攻略がどうの、パッ
ティングがこうのと言っても、
昨年は、アベノミクスの成
結局飛ばせなければレジャーと
長戦略継続で、
「円安・株高」
しての楽しみは半減する。年齢
と経済環境が変化しました。
を重ねても楽しめるスポーツで
３月までは増税前の駆け込み
ありながら、年齢を重ねたが故
に飛ばせなくなり、ゴルフがつ
需要により比較的堅調だった
新年明けましておめでとう
まらなくなって遠ざかる人も少
ものの、４月からの消費税８
ございます。
なくない。そんな状況の中で、
％への増税による消費低迷が
会員の皆様におかれまして
「飛びを諦めたくない」と願う
ゴルフ業界にも影響し、大変
は大いなる希望を抱かれ、新
人たちが、全国のショップで高
反発クラブを手に取っている。
厳しい状況下での活動でし
たな年を迎えられた事と存じ
コースに出てティーショットの
た。
ます。本年が会員の皆様にと
飛距離に破顔する。その様子が
その中にあって、ゴルフ業
って成果のある年となります
販売量推移の数字の向こうに見
えるのだ。
いくつになってもゴルフが楽
しく、コースに出る日は前の晩
からワクワクする。そんな喜び
を提供できるゴルフクラブを製
造することもまた、メーカーの
責務だと私は思う。またそれが
ゴルフ業界全体を牽引する活力
ともなるのではないだろうか。
（データ出典：矢野経済研究所
小 売 店 実 売 動 向 調 査「 Ｙ Ｐ Ｓ
ゴルフデータ」
）
カタナゴルフ 梅田光人



日に開催される「第 回中部
実業団対抗ゴルフ」への協賛

性化を図る」との会員の皆様
の思いが表れた結果だと思い

界とリクルート社とが提携し
た、若年層に向けたゴルフへ
事業、４月 日の「２０１５

生太郎財務大臣からも前向き

中、 月４日の参議院予算委

れている。そのような背景の

県に３５４億円の交付が行わ

５０７億円。そのうち都道府

なったので、年間で 兆６０

７０００億円、税率が８％に

は、
「消費税１％アップで２兆

白石 彰

員会にて松沢成文議員が質問

００億円の税収が見込めます。

消費税の分配は国が ％（約

兆円）
、地方が ％（約８兆

うか。今やプレー料金は全国

的理由はどこにあるのでしょ

「ゴルフのみに課税する合理

れにしても、廃止を反対され

財源には充分でしょう。いず

は５００億円を埋めるだけの

円）なので、消費税のアップ

に立った。

平均で６０００円です。ゴル

ない環境作りが大切です」

問題」の年を迎えることとな
そのような中、ゴルフ市場

ファーは、消費税４８０円と

りました。
活性化に向け各団体が様々な

利用税の８００円。つまり利

フ団体へ理解を求めた。

と、総会に参加した各ゴル

施策を実施してきています。

用料の ％以上に相当する額

また、
「ゴルマジ！ 」がス
タートしました。新しい若い

大きな前進と思われた矢

「文部科学省としてはゴルフ

文部科学大臣は

状態。国民の約１割が親しむ

ることは国際的にも恥ずべき

る。五輪種目に課税されてい

五輪から正式種目に復帰す

先、総選挙へと突入し足踏み

の税金を払わなければプレー

場利用税の廃止を総務省に要

できないのです。これではゴ

ゴルファーを取り込むチャン

望します。関係団体等とも連

生涯スポーツに対する課税撤

スです。

ます。そのためにはこれまで

る取り組みを推進してまいり

携してゴルフ場利用税廃止へ

皆様におかれましては新た

目線、ゴルフ未経験者目線で

のゴルフ概念を捨てて、若者

の理解を求めたい」

状態だが、ゴルフは国体にも

レースでは外国勢に押されっ

考えることが、より大切にな

採用され、２０１６年のリオ

ぱなしでしたが、
「十代アマ

ってきていると感じています。

この質問に対し、下村博文

に対しても駆使していただけ

旋風」の一年でした。彼女た

ゴルフは老若男女楽しめ、

ルフ振興はままなりません」

れば、ゴルフ業界も好転する

ちに共通するのは、２０２０

心身共に健康になることがで

西日本支部も関連団体と協

と思われます。小企業の黒字

年の東京オリンピックでメダ

きるスポーツです。この素晴

力し、若年ゴルファーに対す

化ができ始めなければなりま

ルを取りたいとの想いです。

らしいゴルフをより多くの人

な希望をいだき新年を迎えら

せん。黒字化が現れ始めるに

頼もしいかぎりです。男子ゴ

に広めるためにも、市場活性

昨年の女子ゴルフは、賞金

は、
「パイのプラス化」が必

ルフも負けずに若い芽がどん

上げます。

要です。

どん育って活躍して欲しいも

年にしようではありません

などにより、業界は依然とし

伸び悩みや急激な円安の影響

年頭のご挨拶とさせていただ

い年になりますよう祈念し、

となるときだろう。

廃に向け、今こそ業界は一丸

ゴルフ業界でいえば、ゴル

ございます。

経済環境は一部に改善の兆

フクラブが上市された時だと

て厳しい状況下にあります。

会を行い、懸案となっている

単におさらいすると、 歳未

ゴルフ場利用税について簡

衰退するかもしれません。商

満および 歳以上、障害者等

18

のゴルファーを除き、全国の

70

と回答。安倍晋三総理、麻

フのプレー人口のプラス化、

のです。

新年明けましておめでとう
会員の皆様におかれまして

あるいは、ルールに縛られな

思います。前作より５ヤード

ゴルフ場利用税廃止に向けて

本年が皆様にとってより良

一昨年の９月にアルゼンチ

飛ぶくらいでは、新商品に興

か。

ンのブエノスアイレスで開催

しがあるものの、国内需要の

された「国際オリンピック委

きます。

の７月にオリンピックの開催

また、全てのスポーツには

フサミット会議のメンバーと

ルールがあります。ルールは

自由民主党ゴルフ振興議員

都市が東京に決定し、大いな

ていただくことが王道かと思

して、同報告会に参加した。

真摯に受け止め、製品開発し

す。

連盟は 月、同党本部にて総

の時とは、経済の成熟度が違

ゴルフ場利用税の廃止に向け
さて、中部日本支部の新年

とを報告した。当協会もゴル

て前向きに議論されているこ

るアベノミクスの第３の矢で
ある「成長戦略」が、小企業

度事業ですが、今年の４月５

品開発に期待いたします。

年前の東京オリンピック

います。邪道に靡けば業界は

る喜びとして報道されていま

そしていよいよ「２０１５年

ーが今より ヤード飛ぶゴル

化に向け力を合わせて明るい

がらも、ハンデ のゴルファ

れたことと心よりお喜び申し

ございます。

新年明けましておめでとう

西日本支部長

目線を変えて活性化に取り組もう

衛藤征士郎ゴルフ議連会長

が、代替え財源だ。

廃止に向けて課題となるの

な回答を得た。

０円が課税されている。別途

ゴルフ場を利用する際に１人

消費税もあり、二重課税とな

１日につき８００円～１２０

帯です。会員数の倍増と事業

中部日本支部は 社と小所

を計画中です。

の継続を目標に活動して参り
導とご鞭撻の程お願い致しま

ＪＧＧＡ大試打会」
、秋には、

す。

っている。税収は平成 年に

場の活性化は、ゴルフ用品協
リーカップ」を開催致します。

ます。ご支援とご協力、ご指

会の会員企業、協会関係者が
また、新たに「朝一ゴルフ会」

力で活動していきたいと思い

「第４回中部日本インダスト

界全体でゴルフ人口の増大策
協調して行うべきと考えてお
ります。そして、お客様に感

が実施されております。また
ゴルフ場利用税の廃止機運も
動して頂けるゴルフクラブ・
互いに切磋琢磨し、競争し合

高まり、競技者及びゴルフ場

って実現していかなければな

入場者の増大に良い条件が整
業界内でも市場活性化委員
らないと思います。ゴルフ業

ゴルフ用品の開発・販売は、

会の働きかけにより、ゴルフ

ってまいりました。

用品協会関係企業社員参加の
界に関わるすべての皆様と

ます。

東日本支部、中部日本支部、 「競争と協調の精神」で、全

「インダストリーカップ」が
西日本支部で開催され、史上

す。

うよろしくお願い申し上げま

本年もご協力賜わりますよ

最多の参加企業数・参加者数
を記録しました。
これは「自らが積極的に競
技に参加することで業界の活

21

61

私はゴルフ人口の増加、市

ます。

36

20

は、期待をもって新年をお迎

新 商 品 開発に期待

39

ジ！ 」の開始をはじめ、業

の新規参入促進策「ゴルマ

55

えのことと拝察申し上げま

巖

24

18

味を示してもらえません。

す。

20

員会」において、２０２０年

20

中部日本支部長 伊藤

13

11

20

20

50

いますが、安倍首相がすすめ

11
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全国ゴルフ場延べ利用者数、

ほぼ横ばいの１０００人増！
された自治体は５程度である

フ場利用税決定基準』が変更

都道府県で定めている『ゴル

税』と名称が変更されて以降、

県８１２円（全国８位）
、石

９４５円（全国２位）
、富山

市圏近郊以外の県で、福井県

額』を見ると、首都圏や大都

１人当たりのゴルフ場利用税

ではないのか」

検討と自治体との折衝が必要

地域単位での適正化に向けた

していることと考えられる。

基準』が複雑な仕組みを採用

以上がＮＧＫ発表による

ことから、
『プレーヤー１人
川 県７ ６ ２円（ 全 国

677 -1.0

愛媛県８１２円（全国８位） 「ゴルフ場利用税の課税状況

位）
、

当たりのゴルフ場利用税額』

0.8 20,675 -2.0

の減少は、取りも直さずゴル

49,310 -1,278 -3.0 36,372

るが、利用者数の減少に対応

1,081

一般社団法人日本ゴルフ場

684 -1.4

からみたゴルフ場の数・利用

0.2

者数」の概要となる。

50,587

が高い額となっている。この

1,470 13.0

原因は『ゴルフ場利用税決定

694 -1.5

都道府県別の『プレーヤー

50,651 -3,989 -7.3 34,947 -3.5 20,991 -6.6

フプレー料金の低下である。

7.9

するために稼働ホール数を減

714 -2.4

少しているゴルフ場が ホー

0.8 23,851 -2.6

１、ゴル
 フ場利用者数につい
て

58,316 -1,504 -2.5 37,481

経営者協会（ＮＧＫ）はこの

人になった以降、一部の年度

972 10.8

ほど、平成 年度（ 年３月

で経済的な変動や震災等によ

状態であり、今後の対策次第

10,001

ル換算で昨年度だけでも６ゴ
ルフ場分発生している」

あった。したがって、全ゴル

では極めて深刻な状況と成り

者」の稼働増加と閉鎖ゴルフ

度には５２５万人（全入場者

-117 -0.1

「平成 年度のゴルフ場利用
者数は、８６７５万人と前年

者数について

３、１ゴ
 ルフ場当たりの利用

フ場利用者数に『 歳以上者』

「平成 年度に３万６０００

ゴルフ場利用税に基づく全国
り３万４０００人台に減少し

６人に１人が 歳以上のプレ
場の発生により３万６０００

に占める割合６・２％）であ
得る要素を含んでいる。

732 -1.7

〜 年２月）の「ゴルフ場利
用税の課税状況からみたゴル
度からの増減はなかったが、
『 歳未満者』が１０８万人

フ場の数・利用者数」を発表。
同調査は毎年、ＮＧＫが都道
上者』が同数増加した結果で

ゴルフ場の実態について公表
が占める割合は ％となり、
ーヤーという市場構造であっ
人台の小康状態を保っている

ルフ場数などの推移を集計し
ったが、ここ 年間で２・６

郊県において、他地域に比較

823

3.2 21,034

減少したのに対し、
『 歳以

しているもの。平成 年度の
状況を見ると、前年度から比
た。

たもの。平成 年度の全国都
倍の１３８６万人（ 年間で

して減少している傾向があ
市場拡大策等の活動を強化す

11,306

-64 -0.1 36,069

ているが、前述の「 歳以上

べて、延べ利用者数がほぼ横
『 歳以上者』は、平成 年

道府県の延べ利用者数は、８
８６１万人増）となった。全

別掲の表は、利用者数とゴ

６７４万６０００人。前年比
利用者数が一部の年度を除き

る必要があると考えられる」

注１．隣接都道府県にまたがる19ゴルフ場がある。よって、ゴルフ場数、利用者等が重複集計されていることもある。
注２．平成15年４月１日よりゴルフ場利用税の非課税措置が施行されている。

ばいであることが分かった。

１０００人増となり、プラス

人〜８６００万人と横這いで

73,022 -4,556 -5.9

8.5

また、首都圏及び大都市近

に転じた。ゴルフ場数に関し

り、これらの地域においての

推移出来ている要因は、元気

-19 -0.8 84,327 -3,734 -4.2

13,857

平成 年度以降、８８００万

２３８５コース（同データは、

23 2,413

1.3 12,776

ては、前年から コース減の
県境にまたがるゴルフ場を重
な 歳以上のプレーヤーに支

704 -1.4

72,889 -1,080 -1.5

複計上しているので、実際の

４、ゴル
 フ場利用税徴収税額
について

54,640 -3,676 -6.3 36,209 -3.4 22,467 -5.8

947

えられていると言っても過言

2.0 24,496 -0.7

856

「ゴルフ場利用税徴収税額は、

-407 -0.7 37,177

0.1 91,642

平成４年度に１０３６億円を

59,820

3

記録した以降減少傾向とな

917 11.3

21 2,445

ゴルフ場数よりも若干多くな

「平成 年以降のゴルフ場数

9,029
1.1
850
81,758
2.0
1,766

り、平成 年度は２分の１以

744 -1.6

0.0 90,786

下 の ４ ９ ３ 億 円 と な っ た。
（平成４年度比減少率 ・４
また、
「プレーヤー１人当

％）

0.9 24,663 -1.8

0

ではない」

は開設数を閉鎖数が上回る傾

ルフ場数は２３６６となっ

60,227 -1,097 -1.8 36,454
8,112

20 2,442

0.0

905 12.6
-120 -0.1
0.9 80,908
785

また、１ゴルフ場当たりの
人で、前年に比べ３０３人の

向で昨年度は ゴルフ場の減

た。
（統計資料では隣接自治

4.8

1

757 -2.2
2.5 81,028

る）だった。

増加。延べ利用者のうち、ゴ

全国トータルで１３８５万７

たりのゴルフ場利用税額」は、
平成５年度の１０１９円を頂
年度は６７７円となった。

点に減少を続けており、平成

482

-20 -0.8 86,746

2.7 25,112 -0.7
1,110 18.2
2,189

0.0 89,020

２、ゴルフ場数について

ルフ場利用税の非課税利用者

少となり、９ホール以上のゴ

０００人（前年比８・５％増）

体にまたがる ゴルフ場が重
複カウントされているため、
ゴルフ場数は、平成 年度

修正後の数）

％）

10,483

25 2,385

-525 -0.8 36,132
7,207
-4 -0.2 88,235

0

2.9 73,969

61,324
1.3
18 2,442

1,079
0.9 79,949

府県並びに総務省自治税務局

（一社）日本ゴルフ
場経営者協会調べ
18

70

（平成５年度比減少率 ・６

77,578 -4,063 -5.0

2,417

774 -2.8
851 16.2
739

19 2,442

平均利用者数は３万６３７２

（ 歳未満、 歳以上等）は、

を記録。５年連続で１０００
万人を突破した。
さらに、平成 年度のゴル

ゴルフ場が減少した。また、

に２４６０となって以降、

フ場利用税額は、４９３億１
した。以下、ＮＧＫが分析し

０００万円で、３・０％減少

-13 -0.5 88,061 -3,581 -3.9

-8 -0.3 86,745

1.2 25,286 -2.7
6,097
-7 -0.3 86,046

-112 -0.1
17 2,446

都道府県税課の協力を得て、

平成25年3月〜
平成26年2月

平成元年に『ゴルフ場利用

22 2,432

24 2,405

61,849 -1,889 -3.0 35,178

0.9 81,641

796 -3.1
1,138 27.7
-4 -0.2 85,307 -3,069 -3.5

16 70

70

11

63,738 -5,465 -7.9 34,777 -3.3 25,984 -7.7
5,246
80,061 -4,208 -5.0
16 2,453

増減額 増減率
額
増減数 増減率
人数

25

25

0.7
101,276 -2,294 -2.2 46,716 -7.4 47,614 -6.8 1,019
4.9 99,364 -2,961 -2.9
99
平成５ 2,127

非課税者数

日本ゴルフ場経営者協会」調べ

25

15

増減数 増減率
人数
増減数 増減率
人数
増減数 増減率
数

16

75

25

70

ゴルフ場としては存続してい

延利用者数（千人）

70

10

14

利用税額（百万円）
ゴルフ場数

70

70

14

10

20

19

課税者数
延利用者数合計

20

１ゴルフ場 利用者１人
１ゴルフ場
当たりの
当たりの
当たりの利
利用税額
利用税額
用者数（人）
・
（千円）・
（円）・
増減率
増減率
増減率
年度

70

た内容を抜粋して紹介する。

25

18

「一般社団法人
利用税の課税状況からみたゴルフ場数、延利用者数、利用税額等の推移

12

26

25

25

25

52

33
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レゼンテーションと質疑応答

日

14

■講師：トムスタイン
（北米、

年２月 日 ： ～ ：

13
12
00
13
00

■内容：ＪＧＧＡから示され

する公聴会】

広く一般の方のご意見を伺う

たガイドライン
（案）
に対し、

日

14

南 米、 Ｅ Ｕ、 オ セ ア ニ ア）
、

30

年２月

16 27

三石茂樹（アジア）

■日時：平成

■募集定員：１００名

（土） ： ～ ：

■参加費：会員無料、非会員

１０００円

00

■募集定員： 名

■参加費：会員無料、非会員

１０００円

定方法のガイドライン』に関

【ゴルフクラブ『スペック測

15

80

ＪＧＦ２０１５直前情報

「ジャパンゴルフフェア２０

00

年２月

14 27

製造渉外委員会からの報告

理事会で報告し、
「ヒアリン

■日時：平成

■講師：スティーブ・オット

（土） ： ～ ：

00

１５」の直前情報をお届けす

る。今月は期間中に開催され

るセミナーについて。

■募集定員：１００名

13

グ調査」をＪＧＧＡニュース

月号に同封し、全会員企業

の皆様にお願いしました。

12

【各ワーキンググループ
（ＷＧ）
の活動状況報告】

①用具ルールＷＧ

国内およびアジア市場でゴ

ルフ用品ルール規格範囲外の

30

ー、クレア・ベイツ

■参加費：会員

フの魅力を伝えよう～女性目

無料、非会員２

【～未経験者＆初心者にゴル

線で考える「ゴルフ新時代」

０００円

アンケートへのご回答は１

への成功事例】

【世界のゴルフ

月 日（金）までです。ご協

力をよろしくお願い致しま

■内容：第１部・ゴルフ界再

ゴルフクラブが販売されてお

す。また、広く会員企業以外

興へのＧＭＡＣが考える戦略

〈ゴルフ場〉
〈ゴルフ練習場〉
都道府県
ゴルフ場名
都道府県
ゴルフ場名
都道府県
ゴルフ練習場名
都道府県
ゴルフ練習場名
都道府県
ゴルフ練習場名
都道府県
ゴルフ練習場名
札幌エルムカントリークラブ 東京都 GMG 八王子ゴルフ場
大空ゴルフ練習場
オカモゴルフ
丸子橋ゴルフ練習場
尼崎テクノランドゴルフ練習場
函館シーサイドカントリークラブ
小田原城カントリー倶楽部
函館シーサイドカントリークラブ
ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ
横須賀グリーンゴルフ
アルバゴルフスマウラ
神奈川県
早来カントリー倶楽部
神奈川県 鎌倉パブリックゴルフ場
P・G・A
柏井ゴルフセンター
湯河原カンツリー倶楽部
エブナゴルフセンター
北海道
北海道
フォレスト旭川カントリークラブ
湯河原カンツリー倶楽部
P・G・A CLUB
北谷津ゴルフガーデン
LINX 新川崎
かしまレークゴルフ
兵庫県
星野リゾートトマムゴルフコース 山梨県 北の杜カントリー倶楽部
フォレスト旭川カントリークラブ
ゴルフパートナー千葉練習場
湯沢中里ゴルフ練習場
菊水ゴルフクラブ練習場
新潟県
ユニ東武ゴルフクラブ
長野県 志賀高原カントリークラブ
ユニ東武ゴルフクラブ
ゴルフリゾートSOGA
ヨネックスゴルフ練習場
グリーンアリーナ神崎
青森県 夏泊ゴルフリンクス
湯沢中里ファミリーショートコース
グリーンスポーツ
ゴルフリゾート花見川
豊岡ゴルフ
御殿場ゴルフセンター
宮城県
新潟県
宮城県 松島国際カントリークラブ
ヨネックスカントリークラブ
宮城ゴルフガーデン
ジャパンゴルフスクール
西神戸ゴルフ場
ハマニシゴルフクラブ
静岡県
秋田北空港クラシックゴルフ倶楽部 静岡県 富士御殿場ゴルフ倶楽部
浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部 奈良県 香芝ダイナミックゴルフ
秋田県 羽後カントリー倶楽部
ダイナミックゴルフ千葉
富士御殿場ゴルフ倶楽部
ゴルフパートナー岡山練習場
秋田県 秋田プレステージゴルフ倶楽部
明世カントリークラブ
山形県 鶴岡ゴルフガーデン
ダイナミックゴルフ成田
岡山県
羽後カントリー倶楽部
明世カントリークラブ
ゴルフパートナー倉敷練習場
こぶしゴルフ倶楽部
荒川ゴルフクラブ
ダイナミックゴルフ茂原
千葉県
会津高原たかつえカントリークラブ 岐阜県 日吉ハイランド倶楽部
岐阜羽島ゴルフレンジ
ゴルフレンジアミーゴ
館山カントリークラブ
KSP ゴルフガーデン
サラブレッドカントリークラブ
こぶしゴルフ倶楽部
ゴルフパートナー福山練習場
美岳カントリークラブ
宝沢ゴルフビレッジ
館山ゴルフ倶楽部
広島県
白河国際カントリークラブ
岐阜県 ゴルフパートナー岐阜関練習場
広谷ゴルフ練習場
鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部
福島県 だてごるふ練習場
千葉市民ゴルフ場
福島県 棚倉ステークスカントリークラブ 愛知県 名古屋グリーンカントリークラブ
日吉ハイランド倶楽部
ラブゴルフクラブ
棚倉田舎倶楽部
土気ゴルフセンター
棚倉田舎倶楽部
アリジカントリークラブ 花垣コース
美岳カントリークラブ
瀬戸内ゴルフセンター
福島石川カントリークラブ
花見川ゴルフセンター
香川県
福島石川カントリークラブ
隨縁カントリークラブキャニオン上野コース
ミニッツラウンドゴルフ
高松青春ゴルフセンター
PLACE of GOLF 54
フジゴルフパーク
ヘレナ国際カントリー倶楽部 三重県 合歓の郷ゴルフクラブ
大城ゴルフ練習場フェアウェイ
亀崎エスティーゴルフ
有田ゴルフガーデン
東我孫子カントリークラブ
足利カントリークラブ 多幸コース
名阪チサンカントリークラブ
新バークレイカントリークラブ
枝光グリーンエクスプレスゴルフクラブ
ゴルフ倶楽部ダイセン
ヒルトップバーディークラブ
栃木県
足利カントリークラブ 飛駒コース
ローモンドカントリー倶楽部
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
大野城スカイゴルフセンター
ゴルフクラブルミナス
誉田ゴルフセンター
エヴァンタイユ ゴルフクラブ
那須野ヶ原カントリークラブ
勝山御所カントリークラブ
ゴルフヤード春日井
野田太平ゴルフセンター
皇子山カントリークラブ
愛知県
滋賀県
鹿沼カントリー倶楽部
グリーンバレーゴルフクラブ
グリーンアリーナ久留米
桜木ゴルフクラブ
梨香台ゴルフガーデン
名神栗東カントリー倶楽部
鹿沼72カントリークラブ
群馬県 ゴルフパートナー館林練習場
スターゴルフ ナゴヤドーム前矢田店
ゴルフウエスポ
駅前梅島ゴルフスクール
くずはゴルフ場
福岡県
大阪府
JGMゴルフクラブ宇都宮コース
関根ゴルフクラブ
スポーツプラザ B&G
ゴルフパートナー小倉練習場
高槻ゴルフ倶楽部
春日橋ゴルフクラブ
栃木県 ジュンクラシックカントリークラブ
青野運動公苑アオノゴルフコース
エースゴルフスタジアム
平針ゴルフセンター
桜ヶ丘ゴルフセンター
加藤農園ゴルフリンクス
新バークレイカントリークラブ
有馬ロイヤルゴルフクラブ
ゴルフパートナー水戸練習場
鳴東ゴルフセンター
セイコウ・ゴルフガーデン
北沢ゴルフ練習場
大城ゴルフ練習場フェアウェイ
サットンヒルズカントリークラブ&オリーブスパリゾート
菊水ゴルフクラブ
ロイヤルパークゴルフ
立花ゴルフセンター
京浜ゴルフクラブ
茨城県
鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース
南が丘ゴルフガーデン
コモゴルファーズアカデミー
隨縁カントリークラブキャニオン上野コース
北神戸ゴルフ場
T-SHOT
三重県
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
北六甲カントリー倶楽部 西コース
ロイヤルグリーン内原
ゴルフゾンアカデミー日比谷
UP・DO ゴルフガーデン鈴鹿店
西新ゴルフセンター
那須カントリークラブ
サングレートゴルフ倶楽部
ロイヤルグリーン勝田
ゴルフパートナー多摩練習場
UP・DO ゴルフガーデン津店
画図ゴルフ
那須ちふり湖カントリークラブ
ダンロップゴルフコース
アーリーバードゴルフクラブ
ザ・サンソフィア・クラブ
UP・DO ゴルフガーデン松阪店
T-SHOT 玉名
熊本県
兵庫県
那須野ヶ原カントリークラブ
ダンロップパースリーコース
岩槻オルゴゴルフガーデン
滋賀県 美松ゴルフセンター
フレンドゴルフセンター
東京都 GMG 八王子ゴルフ場
群馬県
レーサム ゴルフ & スパ リゾート
東海カントリー倶楽部
ウィンズゴルフステーション新座
ジップゴルフアリーナ
アルバゴルフクラブ
南阿蘇カントリークラブ
京都府
西神戸ゴルフ場
OGM ゴルフプラザ伊奈
昭和の森ゴルフドライビングレンジ
岩倉ゴルフクラブ
鹿児島県 鹿児島ベイサイドゴルフアリーナ
アザレアカントリークラブ
サットンヒルズカントリークラブ&オリーブスパリゾート
妙見富士カントリークラブ
カゴハラゴルフクラブ
成城ゴルフクラブ
青谷ゴルフガーデン
沖縄県 那覇空港ゴルフ練習場
ジュンミニゴルフ
吉川インターゴルフ倶楽部 MECHA
グリーンステージ熊谷
千歳ゴルフセンター
井高野ゴルフセンター
練習場 全182施設
茨城県
湯村カンツリークラブ
高萩カントリークラブ
グリーンヒルゴルフクラブ
中台ゴルフセンター
河内長野ゴルフセンター
ヤシロカントリークラブ
クリスタルゴルフガーデン東松山
那珂カントリー倶楽部
羽村グリーンゴルフ
グリーンステージ泉州
合計 280施設
奈良県 奈良パブリックゴルフ場
江南ゴルフクラブ
ニッソーカントリークラブ
馬込ゴルフガーデン
ゴルフスミノエ
埼玉県
鴻巣カントリークラブ
ゴルフパートナー阪南練習場
大宮国際カントリークラブ 和歌山県 小倉カントリー倶楽部
矢口ゴルフセンター
11月より利用可能施設
神田ゴルフクラブ
鴻巣ジャンボゴルフセンター
桜宮ゴルフクラブ
川越グリーンクロス
ゆたかゴルフ
鳥取県
米子ゴルフ場
ゴルフパートナーR16入間インドア
京王若葉台ゴルフ練習場
鴻巣カントリークラブ
大阪府 新御堂ゴルフセンター
埼玉県
KOSHIGAYA GOLF CLUB 山口県 宇部72カントリークラブ 阿知須コース
練習場
ゴルフステージ海老名
杉村ゴルフセンター
さいたま梨花カントリークラブ
ゴルフパートナー日高練習場
佐野ゴルフガーデン
泉北ゴルフセンター
勝山御所カントリークラブ
福岡県
長瀞カントリークラブ
T・G・A ゴルフ練習場
七里ヶ浜ゴルフ場
高槻ゴルフ倶楽部
西日本カントリークラブ
神奈川県
北谷津ゴルフガーデン
東松山ゴルフセンター
湘南衣笠ゴルフ
東香里ゴルフセンター
佐賀県 佐賀クラシックゴルフ倶楽部
熊本県 南阿蘇カントリークラブ
コスモクラシッククラブ
ふたつやゴルフガーデン
杉田ゴルフ場
星田ゴルフセンター
千葉県
以下、海外ゴルフ場が1件入ることとなりました。
カヌチャゴルフコース
東急あざみ野ゴルフガーデン
館山カントリークラブ
弥栄ゴルフ練習場
ミリカゴルフセンター
沖縄県
守礼カントリークラブ
ハイランドスポーツセンター
ユキカゼスポーツゴルフセンター グアム レオパレスリゾートカントリークラブ
東我孫子カントリークラブ
千葉県 あさひゴルフ練習場
ゴルフ場 全98施設

り、その多くは日本メーカー

からもご意見を収集する目的

このような状況において、

で、
『公聴会』を計画してい

26

の供給によるものです。

対外的に見解を明確にしてお

「業界団体であるＪＧＧＡが

■内容：これま

用品市場規模と

で明らかにされ

としての「ゴルマジ！ 」と

動向】

てこなかった世

＆戦術目標

第２期企画発表

界規模でのゴル

第２部・平成 年度活動報告

第３部①「ペアスクランブル

フ用品市場につ

ます。詳細は下記のＪＧＦ直

知見②「女性ゴルファー誕生

ゴルフ」の実施から得られた

ータテック社と

いて、ゴルフデ

矢野経済研究所

前情報に掲載しています。

中国市場において偽物の模

日

年２月

20

くべきではないか」
、「消費者、

倣品対策ラベル発見の情報を

■日時：平成

へのゴルフレッスン＆交流会」

13

③模倣品対策ＷＧ

２社から得ました。これらの

が共同で調査を

20

がどのような立場であるかを

は下記２項です。

偽物ラベルを入手し、正規品

■募集定員：２００名

15 27

説明しておくべきではない

（１）適合品・適合外品の製

との違いを検証した結果、目
20

か」との観点から、対応につ

造・販売を行うかどうかにつ

視での真偽判断は難しい現状

実施。今回その

13

いて検討しました。主な主旨

いては、各会員企業の経営判

■参加費：会員４０００円、

（金） ： ～ ：

断に委ねる。

非会員５０００円

27

結果についてプ

です。しかし、フィルター検

レゼンテーショ

証機能では確実に判別可能な

ンを実施する。

（２）適合外品が製造・販売

■内容：用具規則に関する最

【Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム】

される場合は明確な識別、表

これらの情報を会員各位に

ＧＡホームページに掲載し、

ことが解りました。

Ｖｏｌ．

月の理事会で案文を報告

日）

示、説明を行うことを徹底し、

市場活性化コーナー

・ＪＧＦにてＰ

業界全体に対しても啓蒙す

注意喚起を行いました。真偽

今回の市場活性化コーナー

Ｒ（２月 日～

10

■日時：平成

判別に用いる専用フィルター

は、
『ゴルマジ！ 』の経過

「ゴルマジ！20」利用施設一覧（第一期確定） 都道府県別50音順

13

新の情報や動向についてのプ

し合意を得ました。今後は顧

は、事務局に約８００枚の在

についてお知らせする。

■今後の予定

１月：セミナー

15

20

書面で送付するとともにＪＧ

問弁護士と相談し、外部へ発

庫があります。普及促進のた

98

る。

信する案文をまとめます。

め価格変更（４００円→２０

■賛同施設：

②標準化ＷＧ

ゴルフ場： 施設

込書の送付

０円）を実施し、状況の推移

合計２８０施設

２月中旬：セミ

期申込み開始

を見守っていく予定です。

次期模倣品対策ラベルの検討

■登録会員数：５５６６人

ナー開催、第二

各社毎に異なった測定方

を開始しました。先ずは主な

■延べ来場者数：６０３９人

案内、第二期申

クラブのスペック表示。それ

ラベル製造メーカーからのヒ

15

ゴルフ練習場：１８２施設

らを標準化することで、より

アリングを行い、各社の技術、 （参考数値） 月 日現在。

12

これらの状況を踏まえて、

安心して購入できる、メーカ

３月上旬：第二

31

法・表示がされているゴルフ

ー間の比較検討が容易になる

期申込み締切

４月：第二期会

■プロモーション

員登録開始

・全国 大学の学食のトレイ

・東京大学駒場キャンパスに

に広告を掲載（ 月末現在）

５月：施設利用

コスト、運用面を考慮して次

並行して、日本市場での偽物

てマジ☆部イベント（ 月）

期ラベルを検討しています。

ラベルの状況等を考慮して変

・千葉市成人を祝う会とのタ

環境を整えるべく検討中で

第一弾として、
「ゴルフク

更の必要性、時期を検討予定
12

11

す。

ラブスペック測定方法のガイ

です。
開始

ドライン」及び「ガイドライ

イアップ（１月 日）

12

ンの主旨・運用方法」のたた

き台をまとめました。 月の

11

11

平成27年１月１日発行（ 4 ）

業界関係者に対してＪＧＧＡ

第386号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング 

月 日

10

31

＝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

キャロウェイ

キャロウェイ

チタン

テーラーメイド

1

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
2

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

SLDR SERIES

チタン

テーラーメイド

3

SLDR RESCUE SERIES

テーラーメイド
4

G30 SERIES

チタン

ピン

4

SLDR FW SERIES

テーラーメイド
5

BRIDGESTONE GOLF J715 B3 チタン

ブリヂストンスポーツ

5

913F SERIES

アクシネット
シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５

ドライバー1位＝ GLOIRE F

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、
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）
「 月も９月に引き続き各メーカーから新製品
が発売され、それら新製品を中心に活発な動き
がありましたが、比較対象となる前年同期（２
リーズのマークダウン販売が開始された期であ

０１３年 月）はダンロップ『ゼクシオ７』シ

なりました。但し、前々年同期
（２０１２年 月）

ったため、
「前年同期比」の数値は厳しいものと
比では大幅なプラスとなっていることから、決
して市況が
「悪い」
ということではなさそうです」

メーカー名

カーボン

ダンロップスポーツ

1

588 RTX SERIES
2

SRIXON Z545

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

BIGBERTHA BETA（2014） カーボン

キャロウェイ

3

588 RTX 2.0 SERIES

ダンロップスポーツ
4

SRIXON Z745

スチール

ダンロップスポーツ

4

RM-21

フォーティーン
5

SPEEDBLADE

スチール

テーラーメイド

5

MACK DADDY2 WEDGE SERIES キャロウェイ
構造

メーカー名

順位

1

TOURSTAGE EXTRA DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

1

VERSA SERIES

2

XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

ダンロップスポーツ

2

WHITE HOT PRO SERIES キャロウェイ
3

PRO V1 SERIES（2013） 3ピース/４ピース アクシネット

3

GHOST TOUR SERIES（2013） テーラーメイド
4

BSG TOUR B330 SERIES 3ピース/４ピース ブリヂストンスポーツ

4

WHITE RIZE iX SERIES

5

HVC SERIES

5

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

メーカー名

GLOIRE F

IRON BEST５

2ピース

10

XXIO8

BALL BEST５

PUTTER BEST５

10

1

順位

ダンロップスポーツ
1

順位

10

メーカー名
順位

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

シリーズ⑯

リアルマーケットレビュー ２

今回の出張は、２０１５年

たいと思います。

場についてお話しさせて頂き

レーシア、タイ）のゴルフ市

かけて訪れたＡＳＥＡＮ（マ

であることを思い知りまし

してその認識が大きな間違い

っていたのですが、ほどなく

境も大差ないだろうと高を括

ＡＳＥＡＮはどの国の市場環

た。正直に言うと、訪問前は、

訪れたのは今回が初めてでし

ありましたが、ＡＳＥＡＮを

対して抱いている期待値との

の業界関係者がアジア市場に

ます。

るのは、今回は難しいと思い

レベルの精度のものを算出す

出している日本国内市場と同

社がゴルフ産業白書などで算

算出中なのですが、恐らく弊

ＡＳＥＡＮ取材録

２月の「２０１５年 世界ゴ
た。

（ＧＤＴ）と弊社との共同制

会社のゴルフデータテック社

ですが、米国ゴルフ市場調査

この世界ゴルフ市場レポート

市場動向取材が目的でした。

動向や商習慣などは全く異な

品小売市場におけるチャネル

この２か国だけでもゴルフ用

なことは言えないのですが、

だけだったので分かったよう

はマレーシアとタイの２か国

とは言っても今回訪れたの

ティングというものに対する

したが、市場データやマーケ

て取材し、情報開示を求めま

くの小売店、小売企業に対し

点での私の感覚です。今回多

規模ではないというのが現時

比較において、決して大きな

今回は、 月末に約一週間

ルフ市場レポート」発刊に向

作レポートとして、２０１４

また市場そのものも、多く

けたＡＳＥＡＮ諸国のゴルフ

年に初版を発刊しています。

理解度はまだ高くないという

していますが、
「世界ゴルフ

のあるものであったと自負は

り、それはそれで十分に価値

レポート自体は世界初であ

ルフ用品市場を比較分析した

という内容でした。日米のゴ

である日本市場とを比較する

を誇る米国と、第２位の規模

じたゴルフ文化が醸成されて

と同じく、その国の歴史に応

ちや歴史がそれぞれ異なるの

す。ＡＳＥＡＮ諸国の成り立

環境が醸成されているようで

やタイとは異なるゴルフ市場

といった他の国もマレーシア

アやシンガポール、ベトナム

ませんでしたが、インドネシ

みで現地取材することはでき

しい環境が予測されることも

少子高齢化の進行によって厳

迎えており、今後についても

蒙することの必要性です。

方を、アジア諸国に対して啓

ーケティング的な視点や考え

日本のゴルフ市場に関するマ

早い段階で市場成熟を迎えた

たのは、アジア地域の中では

そうした国を取材して感じ

のが正直なところです。

市場レポート」というタイト

いることを知ることができた

あって、これら地域に対する

また、今回はヒアリングの

ルに対して内容が伴っていな

業界関係者の期待値は総じて

を、ＧＤＴは北米（カナダ含

諸国を中心としたアジア地域

国、韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ

な観点から、弊社は日本、中

標を掲げていました。地理的

調査活動を行おう」という目

郭”だけでも把握できるよう

世界のゴルフ市場規模の“輪

間で「２０１５年版は何とか

ました。

ことの重要性を改めて認識し

を自らの目や耳で見聞きする

国々の市場の生の姿、生の声

ではなく、現地を訪れてその

みで市場データを創出するの

そうした数字を以て机の上の

ある程度揃っていましたが、

つかの根拠となる数字自体は

規模を推計するにあたり、幾

今回アジア地域各国の市場

企業だけでなく日本のゴルフ

う意識が、我々のような調査

はなく種を撒き、育てるとい

いう意識、即ち刈り取るので

ゴルフ産業発展に貢献すると

を水平展開し、アジア諸国の

日本市場で培ったノウハウ

ングではないと思います。

途上であり、刈り取るタイミ

が、いずれの国も現在は発展

高い状況にあると言えます

日本市場が完全な成熟期を

かったのもまた事実です。

のは大きな収穫であったと思

む）
、南米、ＥＵ諸国、アフ

については、現在様々な定量

〈矢
 野経済研究所・三石茂樹〉

かと感じました。

産業全体に必要なのではない
中国、韓国、台湾はこれま

データや定性情報をベースに

各国のゴルフ用品市場規模
で何度か調査に訪れたことが

ぞれ担当しました。

リカ、オセアニア地域をそれ

時には既に弊社とＧＤＴとの

２０１４年版レポート発刊

います。

界最大のゴルフ用品市場規模

２０１４年版については世

っています。

11

月１日〜

10

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

第386号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成27年１月１日発行

日（ 水）
、

『ゴルマジ！ 』の今後

奏功し、落ち着いた。

⑧募集人員： 名

する。一部変更の可能性有

開催した。
『ゴルマジ！ 』のＪＧＦで

析後に報告予定。

ＷＥＢ調査を実施。集計と分

・施設アンケートと会員向け

■タイトル：世界のゴルフ用

①ゴルフ用品セミナー

ついて

議題 ―２、ＪＧＦセミナーに

第８回インダストリー
カップ委員会

議題 ―１、
「第５回ジャパン

平成 年 月９日（火）協

ゴルフインダストリーカッ
①「開催予定」

プ」について

中の一角にゴルマジ紹介コー

・ブースはＪＧＧＡブースの

の認知度向上策について

用品市場について、ＧＤＴ
（ゴ

■内容：世界規模でのゴルフ

品市場規模と動向

会事務局内にて標記委員会を
現状、７ゴルフ場の出展が
場の出展を目標に交渉中。

山ゴルフクラブ（埼玉県入間

・業界の関係者向けに働き掛

ナーを設置する。

経済研究所が共同で調査を実

ルフデータテック社）と矢野

平成 年 月 日（月）狭

ＷＥＢプレスドキュメン

ついて

④「ＷＥＢプレスルーム」に

の進捗状況
確定しており、 ～ ゴルフ

番ホール」：石神由紀

２月号の編集について
フ新年会開催内容」を掲載予

１面～３面：「２０１５ゴル

協 会 関 連 事 項
月

広報委員会
年
●
「

定。

平成
カタナゴルフ大会議室にて標

３面下段：「ＹＰＳゴルフデ

夫理事が担当。

記委員会を開催した。
月号について

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

年２月

日

研究所）
、トムスタイン（ゴル

■講師：三石茂樹（矢野経済

施。その結果についてプレゼ

日

ンテーションを実施する。
年２月

■日時：平成

■会場：東京ビッグサイト会

■場所：東京ビックサイト会

フデータテック社ＣＥＯ）
議棟６０７、６０８会議室

議棟６０５会議室

（金） ： ～ ：

■日時：平成

ける。

ータ」を掲載予定。

最大参加人数と参加費の見

議題 ―２、
「ＧＭＡＣ」セミ

４面～５面：「ジャパンゴル
について

直し。初心者、女性の参加者

ン開催予定コースで、定休日

フフェア２０１５出展社一
定された図面が提出された。

市）２０１６年の日本オープ

フフェア２０１５」の実施概

１面～２面：「ジャパンゴル

覧」を掲載予定。
公式ＷＥＢサイトには１月の

ト、関連資料を掲出する予定。

況を掲載。
６面：協会関連事項を掲載。

拡大策、競技方法、表彰式お

■タイトル：～未経験者＆初

②「検討事項」

２面下段：「ＮＧＫ主催の経
議題 ―４、次回委員会の日程
第２週ごろに掲出する予定。

心者にゴルフの魅力を伝えよ

（金） ： ～ ： 予定

平成 年１月 日（水）

よびパーティ、収支計画案に

ゴルフ場自慢のお土産市の

インダストリーカップ」につ

議題 ―２、
「第４回中部日本

フ新時代」への成功事例

う～女性目線で考える「ゴル

■募集人員： 名
（会員無料、

について
場所を通路側に移動したこと

プ」および「西日本企業ゴル

４面：「インダストリーカッ

議題 ―１、報告事項

開催した。

ンルームＡにて標記委員会を

㈱大広内のプレゼンテーショ

た、広告は可能な範囲で編集

どコストの削減を試みる。ま

表紙、中面を同じ紙とするな

⑦「ガイドブック」について

が報告された。

など、 組 名程度で開催予

・会員企業、関連団体、企業

べ市）

・平成 年 月 日（水）涼

いて

非会員５０００円

■参加費：会員４０００円、

②Ｒ＆Ａセミナー

会員外１０００円）

日（ 木）
、

フ」アンケート結果、
「市場
「ジャパンゴルフフェア２０

仙ゴルフ倶楽部（三重県いな

平成 年３月６日（金）

講習会委員会
年

て

平成

①日程：平成
平成 年３月６日（金）

議題 ―４、次回委員会の日程

場所は未定。参加者は会員企

ているトークセッションにつ

運営事務局より、ファイナ

いて、タイトルが変更された

■トピック：用具規則に関す

フォーラム

■日時：平成

年２月

日

る最新の情報や動向について

月 ９ 日（ 火）
、 （土） ： ～ ： 予定

日

（月）～ 日（木）３泊４日

年８月

品販売技術者講習会」につい

②場所：日本メディカルトレ
ーニングセンター
③科目： 科目、 時間 分
（ 分短縮）

■会場：東京ビッグサイト

グローブライド㈱（東日本）

【担当者変更】

変更事項

造・卸・小売関係者

■受講対象：ゴルフ用具製

料、非会員：１名２０００円）

■定員：１００名（会員：無

ー、クレア・ベイツ

会議棟内６０５会議室

出展申込状況について報告

業、関連団体、メディア。ペ

も各社の希望通り割り当てが

■タイトル：Ｒ＆Ａ用具規則

活性化コーナー」を掲載。
１５」に関する報告

定。

議題 ―３、次回委員会の日程

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

対抗にすることなどを報告。

協会事務局内にて標記委員会

があった。また、出展コマ数

ル案が報告された。

ア 組 名程度の予定。

現状の出展状況を鑑みて、

タ」
、
「リアルマーケットレビ
①「出展申込状況」報告

を開催した。

６面：協会関連事項を掲載。
については昨年対比、かなり

⑨その他

いて

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
の減少があるものの、出展社

・小委員会２グループが進め

所感」を掲載。

可能となったと報告された。

・ゴルフフェア会場内でイン

平成 年 月９日（火）協

■講師：スティーブ・オット

１月号の編集について
数は昨年よりも増加してい

２面下段：「ゴルフ場利用税

ことなどが報告された。

報告

タビュー形式のアンケートを

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

１面～２面：「会長、副会長

る。施設申込み状況について

平成 年９月中旬を予定。

３名、各支部部長３名の年頭

廃止に向けて」を掲載。

②「フェイスブック」の進捗

委員長が担当。

・希望出展社による広告掲載

第９回
Ｊ
 ＧＧＡ活性化委員会

３面：「全国ゴルフ場延べ利

計画していることを報告。

して日程の余裕を持たせた
円、非会員 万８０００円、

所感はご都合により掲載を見

おりました大鹿副会長の年頭

１〜２面に掲載を予定して

・会員数を報告。詳細は４面

込み）

会員紹介 万８０００円（税

⑥費用：会員９万８０００
の市場活性化コーナー参照。
南グリーンゴルフ

・レンタル用クラブの破損事
議題 ―２、次回委員会の日程

故状況については注意喚起が

合わせました。

お知らせ

新担当者：長浜祐三（旧・新

会事務局内にて標記委員会を

番ホール」：梅田光人

13

の７００点を合格

開催した。

●
「

15

④試験得点：１０００点満点
・２０１５年ゴルフ大試打会

議題 ―１、
『ゴ ルマジ！

14 27

家康一）

みがあり、 、１月共に週１

の日程が報告された。

について

00

⑤日程表：全日 ： 終了と

について、現状 社の申し込
回のペースで情報更新してい

中部日本：４月 日（土）

13

』

用者数（ＮＧＫ調べ）
」を掲載。
場活性化コーナー」
、
「製造渉

く。

24
50

⑦講師：第 期と同様で交渉

『ゴルマジ！ 』の現状

27

11

平成 年１月 日（木）

東日本：５月 日（土）湘

ポートエポックＧＣ

40

22

30

40

４面：「ＪＧＦ直前情報」
、「市
外委員会報告」を掲載。

・フェイスブック認知拡大の
いね」を押してもらう働きか

ため、プロゴルファーに「い
けを実施中。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
ュー２」を掲載。

15

11

39

タ」
、
「リアルマーケットレビ
６面：協会関連事項を掲載。

③「ゴルフ場自慢のお土産市」

20

12

20

18

ュー２」を掲載。

議題 ―３、
「第４回西日本企

月

00

業ゴルフ大会」について

年

ジャパンゴルフフェア
２０１５
第８回実行委員会


ついて話し合われた。

13

⑥「アトリウム内レイアウト」

20

ブース位置選択会を経て確

済産業大臣杯決勝大会」を掲
番ホール」：二木一成

15 27

⑧「メインビジュアル」につ

平成

12

載。
●
「

理事が担当。
３面：「第一回ゴルフビジネ
スフォーラム」の開催内容を

80
13 27

20

12

11

40

27

26

27

10

27

80

27

26

27

10

18

23

22

14

掲載。

20

20

⑤「ブース位置選択後図面」

14

ナーについて

13

を利用しての貸切り利用。

19

26

12

10

11

26

27

26

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

27

19
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00
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