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「２０１４年のゴルフ推計人

く後退したままであり、少子

みをはかるものといたしまし

視座により関係団体の取り組

に基づいた活動の展開を図る

高齢化社会を迎える我が国に

ものです。特に基本的な戦略

た。本年度は３つの基本的な

一昨年、本会議において制

おいて決して将来を楽観視で

定された『ゴルフウィーク』
。

と戦術的な課題を共有し、団

戦略課題を抽出し、この課題

活性化について総合戦略的な

うという認識のもと、ゴルフ

よりみんなのものにしていこ

フの面白さを伝え、ゴルフを

私たちが一体となってゴル

ます。

取り組みもスタートしており

た『ゴルマジ！ 』といった

― ゴルフ市場活性化のための
戦略目標と戦術課題を発表！ ―
都内ホテルで「２０１５年ゴルフ新年会」を開催。 団体の関係者総勢約８
００名が一堂に会し、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」
、
「暴力団
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フサミット会議」では、２０
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。ゴルフ

また昨年は新たな試みとし

体間の連携をはかることで実
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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２０１ 出展社一覧

本税堅持となりました。

的な課題を改めて見 直しま

しての基本 的な戦 略と戦 術

「今年は、ゴルフ団体全体と

③ゴルフを取り巻く外的およ

化による魅力発信）

ピール、トッププレーヤー強

メージアップ（社会貢献のア

②ゴルフの魅力アピールとイ

増加とリタイア防止）

ルファーの創造、プレー回数

す。

反する主張を展開していま

ている』というような事実に

は特段の行政サービスを行っ

べき理由として『ゴルフ場に

等はゴルフ場利用税を堅持す

相変わらず、地方自治団体

した。本年度は３つの基本的

び内的な活性化への障壁排

①ゴルフ需要の拡大（新規ゴ

の別掲の表を参照）

のとおりです。
（詳細は２面

３つの戦略テーマは、以下

効性を高めたいと考えます。

て、関係ゴルフ団体が連携し

きるものではありません。

等反社会勢力の排除」で、例年以上に各所で熱い意見交換が行われた。
当協会も加盟するゴルフ関

１５年の活動方針を討議し、
人口はようやく回復の兆しを

１、ゴルフの活性化をはかる

４つの活動テーマを決定し

連 団体が行った「日本ゴル

た。以下、同会議で話し合わ
見せているようですが、ピー
クの１４００万人からは大き

１月 日、ＡＮＡインター
で、恒例の「ゴルフ新年会」
が開 催 された。ゴルフ関 連

なテーマを基に、それぞれの

除」

孝之会長は、

拶で、日本ゴルフ協会の安西

団 体 が 細 分 化 され た 戦 術 的

２、ゴルフ場利用税廃止運動

ゴルフというスポーツの素晴

には断固抗議するとともに、

このような根拠のない主張

な課 題に基 づいた活 動の展

した。しかし不本意ながら平

止の意見を述べていただきま

くの国会議員の方々からの廃

利用税廃止に賛同いただく多

後の強行日程にも関わらず、

党税調においては衆議院選挙

に鋭意取り組みました。自民

「昨年度は引き続き廃止運動

の継続
図っていきたいと思っており
ます。皆様方におかれまして
も、このゴルフ活性化に向け
た 取 り 組 みに 是 非 ご 協 力 を
いただきたいと思います」
と 挨 拶。大 同 団 結 し、ゴ
ルフ界を盛り上げていくこと

成 年度税制改正においては
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「 他 人 事 で は な い、 製 造 物 責

２０１４年、新聞紙上を騒が

任」

したタカタ社の自動車エアーバ

ッグ問題は、業界は違うがゴル

フ用品への警鐘として受止めて

ゴルフという何ら防御しない

いる。

スポーツの方が、車より怖い感

じがする。初速３００キロで打

ち出されるボール、可動式のゴ

ルフヘッド。何かの拍子に砕け

たり、外れる可能性がある用品

に接していることは、考え方次

第 に よ っ て は 非 常 に 怖 い。 当

然、製造メーカーはユーザーの

色々な場面を想定して安全基準

とその基準を保証した製品を市

場 に 提 供 し て い る が、 問 題 は

「ありえない事象」で発生する。

ネコをシャンプーして乾かす

為に電子レンジに入れ、ネコが

死んだ責任を問われた例とか、

心臓欠陥のある人が、手動芝刈

り機の始動ロープを思い切り引

き、心臓に負担が掛り死亡し、

メーカー責任が問われたケース

件下の問題発生での製造責任の

など。製造側の想定外の使用条

有無は、製造側の一方的な論理

 日本シャフト 石神由紀夫

た。

責任の重さを再認識させられ

グ問題の記事を読み、造る側の

ったと、タカタ社のエアーバッ

ら、これからはワクワク感 安
+
心感がより求められる時代にな

使 用 を 想 定、 製 造 し た 時 代 か

にグリーン上とか、練習場での

な時代が来るかも知れない。単

中での使用時……の記載が必要

使用時の注意書きに、お風呂の

いると感じている。ゴルフ用品

で考慮すべき時代になって来て

イレなど本当に想定外の範囲ま

まで、使用環境は、お風呂やト

安全概念は、０才児から高齢者

人間が容易に触れる用品への

と思う。

は通用しない消費者環境にある

とともに、スポーツ課税とい

存です」

く、運動に強力に取り組む所

尽な税金を完全廃止するべ

きながら、引き続きこの理不

関のご指導とご協力をいただ

私たちは、引き続き関係機

く必要があります。

う理不尽さを広く告知してい

ト・教育的価値などを訴える

らしさや、社会経済的メリッ

（公財）日本ゴルフ協会
（公社）ゴルフ緑化促進会
（一社）日本ゴルフ場経営者協会
（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

2 月号
JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION

「２０１５年ゴルフ新年会」開催！

電

21

コンチネンタ ルホテル 東 京

21

17

〒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

◉ホームページをリニューアルいたしました（http://www.jgga.or.jp） QR コードはこちら→

17

17

を誓った。

27

第387号（毎月１日発行）
（ 1 ）平成27年２月１日発行

「平成 年（２０００年）４

ける「ゴルフ」の削除

３、国家公務員倫理規程にお

してゴルフの正しい普及と発

「私たちは健全なスポーツと

除

４、暴力団等反社会勢力の排

テーマをもとに、それぞれの

た。本年度は３つの基本的な

な課題を改めて見直しまし

しての基本的な戦略と戦術的

２０１５年ゴルフ新年会 新春特別講演

月１日に施行された国家公務
る国民から信頼され、その責

展に寄与し、ゴルフを愛好す
行い、ゴルフの活性化を図っ

課題に基づいた活動の展開を

団体が細分化された戦術的な

用がかかる製品を 万円で作

えば、開発に数百万円もの費

〜錦織選手の場合〜」

員倫理規程で、公務員の倫理
任を全うするため、法令を順
ていきたいと思っておりま

「ジュニアの才能を開花させるチャレンジ

保持のためとして、利害関係

す。皆様方におかれましても、

（講演：盛田正明氏）

者とゴルフをすることの禁止
守し、暴力団などの反社会勢

以上、日本ゴルフサミット

※

会議で話し合われた２０１５

※

力の排除に取り組むことを宣
言いたします」

等が条文化されました。国家

※

ルフ場利用税の継続の根拠な

※

ゴルフのイメージを損ね、ゴ
どに利用され、ゴルフ活性化
年度の活動計画を紹介した。

り組みに是非ご協力をいただ

このゴルフ活性化に向けた取

目標を与えられた。その『厳

りなさいとか、とんでもない

よび国民体育大会の競技種目

く、ゴルフはオリンピックお

改めて申し上げるまでもな

～」と題して、公益財団法人

ャレンジ～錦織選手の場合

ュニアの才能を開花させるチ

新春特別講演が行われ、
「ジ

１５年ゴルフ新年会」では、

任。 年間、常に「厳しい目

ニー生命保険会長などを歴

長と共に、ソニー副社長、ソ

してきた。盛田氏も会社の成

数々のヒット作を世に送り出

スタラジオを発売するなど、

テープレコーダー、トランジ

その後ソニーは、日本初の

突っ走ってきました」

とで、働き甲斐を感じながら、

しい目標』に日々邁進するこ

とゴルフの活性化に向け、

きたいと思います」
業界がより結束を高める年に

にもなっている健全な『スポ
日本テニス協会名誉会長の盛

していくことを誓った。

ーツ』であり、あえて名指し
田正明氏による講演会が行わ

会議後に開催された「２０

に悪影響を及ぼしておりま

10

で禁止されるような性質のも

預託金償還問題
への取組み

『ゴルフ禁止』を謳うことは

公務員の倫理規程にわざわざ

12

のではありません。

す。

ゴルフ関連 団体が主催し
17

の「賀詞交換会」では、日本

れた（詳細は後述）
。その後

た同氏は退職後、自分の目標

標」に対して、突き進んでき

総合的潜在需要層の
取り込み

インバウンドゴルファーの誘致

新しいゴルフの楽しみ方の提案
(競技ゴルフとレジャーゴルフ)

(高齢者医療費抑制貢献)

シニア対策の深耕化

17

若年層リタイアの防止策

ゴルフ精神の普及

公務員倫理規程の改正

(社会貢献のアピール、
トッププレーヤーの強化による
魅力発信)

テーマⅢ
ゴルフを取り巻く
外的・内的活性化への
障壁排除

戦略目標

ゴルフ活性化

テーマⅡ
ゴルフの魅力アピールと
イメージアップ

アの才能を開花させるチャレ

演を行った。演題は「ジュニ

める盛田正明氏が新春特別講

日本テニス協会名誉会長を務

では、賀詞交換会に先立ち、

た「２０１５年ゴルフ新年会」

た盛田氏なのだ。

のが、今回講演を行ってくれ

業で、副社長などを歴任した

企業である。その世界的な企

経済発展に大きく貢献した大

に広め、戦後における日本の

Ｅ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」を世界

ソニーといえば、
「ＭＡＤ

ーマック氏とよくテニスをし

の創業者であるマーク・マコ

で、ソニー時代には、ＩＭＧ

ばいいと考えつきました。

を自分の目標の代わりにすれ

頑張ってもらうことで、これ

より、若い人に目標を与えて

「盛田正明テニス・ファンド

ソニー）に入社。当時設立５

を卒業後、東京通信工業（現

会に毎年招待してくれたので

し、全豪オープン以外の３大

スラムのボックス席を用意

ました。また、彼がグランド
（以下、ＭＭＴＦ）
」の話やこ

年目で、社員は 名ほどの中

盛田氏は、昭和 年に大学

実は昔からテニスが好き

ンジ〜錦織選手の場合〜」で、

こととなる。

テーマⅠ
ゴルフ需要の拡大

(新規ゴルファーの創造、
プレー回数増加とリタイア防止)

「いまさら自分の目標を持つ

若年層(20代・30代)の開拓

挨拶を行い、

ジュニア層の開拓
(教育効果)

「今年は、ゴルフ団体全体と

戦術課題

除されるよう、意見活動を行

ゴルフ市場活性化のための戦略目標と主要戦術課題

ってまいります」

「新たな目標探し」を始める

今後もゴルフ場利用税撤廃

ゴルフ場の
固定資産税軽減

運動と合わせてあらゆる機会

ゴルフ練習場の
経営撤退防止

がなくなったことに気付き、

ゴルフ場利用税の廃止

ゴルフ協会（ＪＧＡ）の安西

暴力団等反社会勢力
の排除

孝之会長が 団体を代表して

地球温暖化対策に果たす
ゴルフ場の役割の訴求

を捉え、国家公務員倫理規程

健康とゴルフの
関連性アピール

から『ゴルフ』の３文字が削

47

の財団から送り出されたプロ

自身で私財を投じて設立した

26

手の裏話など、内容は多岐に

テニスプレーヤーの錦織圭選

を与えられたという。

井深大氏から「厳しい目標」

直ぐに、創業者の一人である

小企業だったという。入社後

女子選手が数名いた程度だっ

界のトップで戦っていたのは

本人の出場選手が少なく、世

す。そこで目にしたのは、日

らなければならない』と井深

いくには、
『他と違う事をや

で、誰もしてないことをやろ

るなら自分の好きなテニス

の教えを思い出し“どうせや

私はこの時の光景と井深氏

氏から言われ続けました。例

界で小さな会社が生き残って

わたる。それでは以下より、

※
年間で得た

※

同講演内容を抜粋してお届け
※

た。

80

「日本のエレクトロニクス業

する。
※

■ソニーでの

「強い目標意識」

47

世界に通用する選手の発掘と育成
(魅力あるトーナメントの開催)
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女性層の開拓

う”と思ったわけです。そし

ＩＭＧアカデミーに２週間行
らないところがあれば直すこ
ために完璧を求める選手なん

とはもちろん、１００％勝つ

ニングを受けてもらいます。
だなと感心しました」

ってもらって、実際にトレー

優秀なジュニアを海外で養成
選考試験に合格した選手が強
その後の活躍は、目覚まし

て考え出したのが、
“日本の
して、世界のトップ選手にす
化指定選手として、１年間Ｉ

部門別売れ筋ランキング 

月１日〜

月 日

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

WHITE RIZE iX SERIES

る”ということだったのです」
＝矢野経済研究所＝

5

いものがあり、昨年９月の全

TOURSTAGE V10 SERIES（2012） ３ピース

ＭＧアカデミーでトレーニン

5

■国際テニス選手養成学校

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

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

米オープンでは、決勝戦に進

4

グを受けることができます」

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） 3ピース/４ピース アクシネット

出するなど、日本人選手とし

4

合格した強化指定選手は９

GHOST TOUR SERIES（2013） テーラーメイド

「ＩＭＧアカデミー」とは

3

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）

ダンロップスポーツ

て男女通じて史上初の快挙を

XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

月初旬から、５月末までを１

3

“海外で世界のトップに立て

WHITE HOT PRO SERIES キャロウェイ

「 月は何と言ってもタイトリストから発売さ

2

達成したのは、記憶に新しい。

ブリヂストンスポーツ

「錦織選手は 歳からプライ

2ピース

期目としてトレーニングを受

TOURSTAGE EXTRA DISTANCE

けることができるが、年ごと

2

る選手を養成したい”という

915D2

チタン

アクシネット

2

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ

3

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

3

915H SERIES

アクシネット

4

GLOIRE F

チタン

テーラーメイド

4

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ

5

SLDR SERIES

チタン

テーラーメイド

5

SLDR RESCUE SERIES

テーラーメイド

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５

メーカー名

カーボン

ダンロップスポーツ

1

588 RTX 2.0 SERIES

ドライバー１位＝915D3
VERSA SERIES

考えは、固まった。ただ、テ

30

1

れた『９１５シリーズ』の好調なスタートが話

順位

題となりました。ウッド市場は前年同月比で約

メーカー名

ベートコーチを付けて、今ま

構造

でで７人もコーチを替えてい

キャスコ

に５つの達成目標を定め、５

DOLPHIN WEDGE

月末までに１つもクリアでき

5

ニス業界では言わば、
“素人”

ダンロップスポーツ

である盛田氏が一人ではでき

スチール

１１６％（数量ベース）と非常にレベルの高い

XXIO8

結果となりました。しかしアイアンは数量ベー

5

ます。彼が強くなった理由は、

フォーティーン

コーチを替えるたびに、彼ら

RM-21

ないと帰国しなければならな

4

いという厳しい世界なのだ。

キャロウェイ

ない。まずは、自身の思いを

BIGBERTHA BETA（2014） スチール

伝えることから始め、形にし

4

スで前年割れとなるなど、カテゴリーによって

ダンロップスポーツ

市場環境は異なっています。裏を返せば、新製

588 RTX SERIES

のアドバイスを吸収できる能

3

力があったから。日本では、

変更することが多いですね。

ダンロップスポーツ

このトレーニングを５年間継

これは、ＩＭＧの『コーチン

SRIXON Z545

続し、プロになったのが、錦

錦織圭選手がテニスを始め
グ力』というものであり、日

3

ていったという。

たのは５歳。２００１年に全
本も大いに参考にする必要が

VOKEY DESIGN SM5 WEDGE（2014） アクシネット

「旧知の間柄である吉井栄さ

表のコーチを務めた丸山薫さ
国小学生テニス選手権大会で
あると思います。

2

品への依存度がどんどん高まっているというこ

んと、テニス界の多くの方々
優勝。２００３年（中学二年

日本のテニス業界に話を戻

キャロウェイ

コーチが選手を囲ってしまう

が協力を約束してくれまし
生）から「ＭＭＴＦ」の強化

すと、錦織選手一人に頼って

BIGBERTHA BETA（2014） カーボン

織圭選手だったという。

た。また、私の親友でもある
指定選手として渡米し、ＩＭ

いる状態です。世界で活躍す

して自分の出番を待つ中、な

ダンロップスポーツ

んに相談し、日本のテニス界

マーク・マコーマックにもこ
Ｇアカデミーでトレーニング

るのが錦織一人じゃダメ。錦

ぜか彼だけは『テレンテレン』

2

となのではないかと思います」

のアイデアについて話しまし

織に続く選手が出てこないと

２０００年より、日本で選

とゆっくり歩いて来て、再び

アクシネット

ような閉鎖性がありますが、

た。そうすると、彼が買収し
に励んだという。

いけないと思います。今のフ

考したジュニアをＩＭＧアカ

控室に戻っていった。試合が

915F SERIES

ＩＭＧのコーチングは、次の

た米フロリダ州の国際テニス
大舞台を前にしても、まった

「ジュニア時代の錦織選手は、

ィーバーを喜んでいるのでは

デミーに派遣し、渡航費やア

終わって話を聞くと、
『パン

1

■
“第二の錦織圭”を作らな

選手養成学校
『ＩＭＧニック・
く緊張のそぶりを見せなかっ

なく、
“第二の錦織圭”を作

カデミーでの滞在費や遠征

ツが合わなかったから履き替

アクシネット

をリードしてきた坂井利郎さ

ボロテリー・テニスアカデミ
たですね。普段からひょうひ

っていくことが、私たちの使

費、学費などを援助する。

えてきました』と、言ったん

チタン

んを紹介してもらいました。

ー（ＩＭＧアカデミー）
』を
ょうとしていたので、私は彼

「選考の方法は年々改善され、

です。こいつは、凄い選手だ

11

SRIXON Z-STAR SERIES（2013） 3ピース/４ピース ダンロップスポーツ

キャロウェイ

ステップを見据えてコーチを

使用していいということにな

のことを『テレンテレン』と

現在では、こちらが日本全国

と思いましたよ。普通は我慢

キャロウェイ
1

ブリヂストンスポーツ

いといけない

りましてね。私たちと一緒に

命だと思っています」

から集めた選手を、ＩＭＧア

すると思いませんか？ 彼

2

PUTTER BEST５

さらに、坂井さんから日本代

そのアカデミーまで行って、
名付けました。

あるジュニアグランドスラ

ニック・ボロテリー氏に直接
選手のトレーニングを頼んで

カデミーのヘッドコーチに選

XXIO8

BALL BEST５

15

11

メーカー名
1

順位

ムの大会で、どの選手も緊張

考してもらうシステムです。

は、戦ううえでどこか気に入

915D3

IRON BEST５

くれました」

そこで、選ばれた選手には、

1

順位

スチール

11

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387号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成27年２月１日発行

第387号（毎月１日発行）

平成27年２月１日発行（ 4 ）

ジャパンゴルフフェア2015出展社一覧
※1月13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

A–43

カタナゴルフ

カタナの「飛び！」ドライバーからパターまで さあ勝負だ！

B–24

ガレリア

より進化した Light Up Golf Ball をお披露目します。

D–33

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

C–7

キャスコ

TARO のフルラインナップ。8代目パワートルネード。人気のドルフィンウェッジ。

B–28

キヤノンマーケティングジャ
ゴルフ場でも導入が進んでいる AED と全自動血圧計を展示しています。
パン

C–10、SS–8

キャロウェイゴルフ

「飛び」の新テクノロジーを盛り込んだ2015年新製品にぜひご期待ください。

A–26

金星運動器材

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。

D–19

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–8、S–1

グラファイトデザイン

TOUR AD 2015モデル MJ シリーズと新規 UT シャフトを展示予定

D–22

葛瑞得高尔夫（GRAND
GOLF COMPANY）

プレミアムなドライバーの特別デザイン

C–1、SS–5

グランプリ

B–29

コマ位置

会社名

セールスポイント

B–22

アーク・クエスト

コラントッテ商品の効果体験コーナー・南出プロのトークショー・15SS 新商品展示

B–17

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。

A–47

アイシム医療器

B–2、SS–1

アクシネット
ンク

A–15

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。

A–51

アサヒビール

泡までうまい！『ドライゼロクリーミー』
（ビールテイスト清涼飲料）をご紹介しま
す。

R–7

AnotherShotGolf

スマホなどで撮影したスイング動画を投稿するだけで、全国のプロからコメントが届
く

B–5

アバン

ヘッドカバー等を手編みニットで提案。手編みならではの独特の風合いが特徴です。

B–36

有賀園ゴルフ

豪華賞品が当たる大抽選会開催！

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。

B–9

アルク

益々、使いやすくなった測定器及び調整器

黒岩ニットマシン
THINKRO GOLF

お洒落なファッショナブルゴルフティーと新時代の3D ソックス・疲労軽減インナー！

C–3、S–12

アルディラ

新製品 ALDILA NV-JV を発表します。

ゴルフコンペを盛り上げる景品として、
“パネもく！”
（パネル付目録景品）がお勧
め！

いいよねっと

GPS 世界トップブランド GARMIN からゴルフナビウォッチをご紹介します。

C–6

景品パーク（ディースタイ
ル）

A–1
D–28

IOMIC

IOMIC10周年記念キャディバック及び新軽量グリップ発表。

R–11

ケーディスポーツ

ゴルフ練習場の総合設計施工からリニューアル、さらにメンテナンスまで。

A–16

市川町商工会

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

D–21

月刊 BUZZ GOLF

情報満載の月刊 BUZZ GOLF（バズゴルフ）最新号が会場をジャック！

D–34

インタープランニング ウィ
ンウィンスタイル事業部

新しいデザイン及びコンセプトのキャディバッグを中心に展示いたします。

A–53

イントゥビ

デジタル機器で分析しますので、的確で分かりやすくあなたのパッティングを修正し
ます

D–1

国際スポーツ振興協会
（ISPS）／日本ブラインドゴ
ルフ協会（JGBA）

プロによるパターレッスンが受けられる、大人から子供まで楽しめる体験型ブース！

アルファダック治療器にて、腰痛・肩こり・神経痛等の治療を体験していただきます。
ジャパン

イ

タイトリストはプロによるトークイベントを。FJ はシューズフィッティング会開催。

D–6

ココミィ

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–32

VIP グローバル

5分で5km の懸命歩行に匹敵！スポーツのクールダウンにも最適です。

R–9

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。

D–31

H&R トレーディング

2015年新 golden ratio アイアンヘッド

C–12

コマースプランニングオフィ
ハグカバーズはプレミアムでオリジナリティ溢れるヘッドカバーを限定生産販売中
ス（C.P.O）

B–16

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

R–14

コモンプロダクツ

業界の常識を覆す低コスト・小スペースでの中古ゴルフショップ開業を支援！

A–49

エージーリミテッド

芝生ブランド Shibaful がゴルフフェアに初出展！ネームタグにレーザーで芝刈りカス
タム

A–46

ゴルフエスエムエス

ゴルフが楽しくなるゴルフクッズをご用意致します。全てがオリジナル小物！ぜひ見
に来てネ！

D–5

エスエイビジョン

状況に応じた3タイプの専用サングラス、及びカラーが豊富な偏光サングラス

A–10

STM

2015年度さらに飛躍。新製品 T-0、レディース用グリップ S-2を本日発表 ‼

R–8

エスプリ・ゴルフ

ゴルフに特化した旅行会社です。世界中の憧れのゴルフツアーをご紹介しておりま
す。

C–7

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。

D–13、S–13

FST

PGA ツアーメジャーチャンピオン達が使用するシャフトを是非知って下さい。

A–32

エプソン販売

開発中の新機能も公開予定！ 高性能スイングセンサーを是非お試しください！

C–4

MCS

ハイアートデザイン印刷、アパレル系デザインが多く集まるコンペを貴方が主催でき
ます。

A–34

エメリージャパン

72種の選択肢のあるウエッジ群、世界初の左用シャフトも登場。

B–4、S–5

エリートグリップ

レギュラーツアーに出動しているツアーカーの展示、新製品の発表

A–14

ゴルフギャレーヂ

シャフト軸基準のロフト、ライ測定器のデモ、及びプロ用チューンナップ機材の展示

D–37

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

D–20

ゴルフ用品界社

『月刊ゴルフ用品界』2015年3月号無料配布及び定期購読のお申込みを承ります。

B–31

ゴルフリンクス

簡単にボールを回収する Roll-in。アプローチ練習に最適なバッグバディ誕生。

D–2

コンフォート・ゴトウ

日本製シューズ「53ゴルフ」とマリブデザインファクトリーのマーカー彩華のご紹介

R–13

サイパンラオラオベイゴルフ
レッスンツアー、春のジュニアキャンプの紹介
& リゾート東京案内所

D–43

サソーグラインドスポーツ

A–55

サンヴァリィ

米国ラウドマウス社のオフィシャルライセンシーとして初出展します。

B–14

サンコー

涼しいゴルフ場へ！夏の熱中症対策ヒット製品―エコ冷風機。

B–13

ジースリー

豊潤で充実したゴルフを提案する Glll の新製品を是非ご覧ください。

R–16

オーデン

写真から似顔絵を作成しスタンプやネームプレート等のグッズを作成するサービスで
す

C–11、SS–12

ジープロ エックススイング
ゴルフ

弾道測定機 SkyTrak（公社）日本プロゴルフ協会推薦品！一般発売開始。

B–25

大橋金属工芸

キャラクターゴルフアクセサリー、オリジナルゴルフアクセサリー

A–31

SHENZHEN SOUTHPORT
GOLF SUPPLIES CO., LTD

Southport-No.1 Waterproof Golf Shoe

B–6

沖縄観光コンベンションビュ 夏はリゾート、冬は温暖な気候。様々に楽しめる沖縄のゴルフと観光情報をご紹介し
ーロー
ます。

B–15、S–3

ジオテックゴルフコンポーネ
フィッティング機能を搭載したGTシリーズの発表です。ご来場お待ちしております。
ント

A–50

おとやの倶楽部

こんなパターが欲しかった！
い‼

B–27

ジャスティック

PROCEED435R Ⅵドライバー&R Ⅵ -IRON 等の新商品の展示発表

R–18

オニット

ゴルフ練習場設備機器、経営マネジメントシステム、IC システムの展示

A–17、S–4

シャフトラボ

ATTAS6☆をはじめとする USTMamiya ブランドシャフトのご紹介！

B–12、SS–3

オノフ

上質な、大人のゴルフを提案する「ONOFF」の世界観を是非ご覧ください。

オリエンタルシューズ

グッドイヤー製法を採用したハイエンドゴルフシューズを展開しております。

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

C–5

D–24

A–4

オリムピック

DERAMAX シリーズから新製品登場！武市プロのトークショー& セミナーも開催！

B–18

ショットナビ

各種 Shot Navi シリーズの展示および後継機種の展示を予定しています。

R–15

オンワードトラベル

グアム、ゴルフツアーをご提案いたします！

JAPAN

ウッドやアイアンが金属でもパターは『木製』が良

（ 5 ）平成27年２月１日発行
コマ位置

第387号（毎月１日発行）

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

R–12

スポーツマインド

ゴルフマット「ストロングターフマット」製造販売

A–29

セイコーエプソン

開発中の新機能も公開予定！ 高性能スイングセンサーを是非お試しください！

B–1

セブンドリーマーズラボラト
「体感」をテーマに宇宙品質のオーダーメイドゴルフシャフトをご案内します。
リーズ

R–5

創機工業

グリーン上ボール排除機「クリーンダー」のパイオニア、きれいに輝く「ネオンピ
ン」

A–56

ZOEN

自動追尾式の電動手引きロボットカートは、歩いてゴルフに最適なゴルフギアです。

D–41

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–57

泰源電氣産業

太陽光と最も近い無電極プラズマ光源なのでゴルフ場用照明に最適

D–40、S–7・
8、S–10・11

ピンゴルフジャパン

D–36

ファイテン

B–33

フォーサイトスポーツジャパ
フォーサイトスポーツ製の高精度のラウンチモニターとヘッド解析モニター、その他
ン

C–8、SS–6

フォーティーン

狙い撃つ。第三世代 RM ウェッジ『RM-21』誕生。

A–2、S–2

藤倉ゴム工業

叩けて弾く！女子ツアー使用率 No1シャフト、SpeederEVOLUTION。

D–42

FlightScope Japan KK

A–33

プラスワン／LDAA

R–2

ブリヂストンゴルフアカデミ
全国121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！
ー本部

A–52

タイ国政府観光庁

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。ゴルフパラダイスタイ王
国

B–21、SS–4

ブリヂストンスポーツ

新ブランド「ブリヂストンゴルフ」や、
「PHYZ」の新商品を是非ご体感ください ‼

A–11

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などの取扱いブランドアイテムの展示

D–3

プルミエジャポン

ファッション企画会社による ODM。機能素材開発〜サンプル〜生産の一貫サービス。

R–6

高見沢サービス

【カード販売機】高額紙幣・硬貨使用可、カード販売価格は10円単位で設定可能！

R–3

プレジデントカントリー倶楽
標高約1,300メートルの雄大な軽井沢高原に位置するゴルフ場の紹介。
部 軽井沢

A–18

タバタ

藤田寛之プロと共同開発した練習用品の第4弾目となる新商品を、この日初披露！

A–7

タビオ

JGF 初出展の靴下専門企業タビオがゴルフ専用に開発したソックスを展示致します。

D–35、SS–9

ダンロップスポーツ

今春の新製品を中心に各ブランドを展示。来場者向け体感イベントも充実。

PING クラブの試打、イベントが盛りだくさん。ぜひ PING ブースへ
多くのゴルファーが愛用するボディケアグッズをブースで体感して頂けます。

ド派手なゴルフウェア SHEEPASSION と LDAA ドラコン競技大会を3日間開催

D–29

プロアバンセ

ラムキンもちもちグリップ、KBS シャフト他ゴルフクラブのコンポーネントをご紹
介。

D–17

flow

特許出願中「芯ぐる！」スイング中のブレを制御し正確なショットを実現 ‼

A–5

チームヨシムラ

PX200シリーズ、CNC フォージドアイアン、超飛び系アイアン等

A–39

ブロッサム

ウィンは好評ラージサイズシリーズ、サンマウンテンはスタンドバッグ最新モデル発
表

R–1

中央商会

LED 照明、カードシステムなど、ゴルフ練習場向け運営システムを是非ご覧下さい。

B–8

プロファウンドゴルフ

3D アライメントの実用性と北欧デザインを兼ね備えたパター「まずは体感下さい」

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読める時代に！ 世界6ヶ国特許取得済
み

A–36

Berignano S.r.l.

熟練された職人によってデザインされ作られた洋服と靴

D–10

テイクスインク

A DESIGN GOLF、ツアーエッジ、CHAMP ブランド新商品

A–42

Boa Technology

あらゆる分野で世界を席巻！信頼と実績のダイヤル式クロージャーシステム「BoaR」

D–27

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

A–35

ポート

D–12

デサント

今シーズンからスタートするデサントゴルフ。ゴルフフェア初登場です。

R–10

ホグレル（是吉興業株式会
社）

ダイナミックストレッチマシン「Hogrel」を使った動作改善の実感！

A–3

ゴルフ & フィットネスポイ
ント芝浦・東海海運

世界初！飛距離 UP、正しいスイングを身につける為の連続ショットの自動化を実現。

マイコビクス

ボールが拭ける「新・レインミトン」
。ポケットに穴をあけない「グリーンフォー
ク」。

A–45

東莞シーザースポーツ用品

プロゴルフ用品に専念する中国サプライヤー

D–18

2bU "Exquisite Golf Wear"
（Terra Animalis）

D–4

ア

クールジャパン 最大40m 先まで風が届く！

夏場の練習場に最適！ 家庭用100V で作動！

D–9

マインド

仮面ライダー・ウルトラマン・スーパーマリオ等人気キャラクターとタイアップした
キャディバッグ、ヘッドカバー、マーカー、キャップ

A–6

MASA

大人気の腕時計型 GPS 機器『ザ・ゴルフウォッチ』を体感して下さい、新製品も発
表！

A–9

マジゴルフ／中山式産業

こだわりは姿勢と骨盤。理想的な体の使い方をサポーターで体感！

A–28

マスターズ

飛ばすために創られたドライバー『アストロツアーV Ⅲ』が新発売。

A–19

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。

D–14

マニューバーライン

今までにないアイテムが日本初上陸 ‼

B–26

マリアナ政府観光局（サイパ 北マリアナ諸島はサイパンに5つ、ロタに1つのコースを有する南国ゴルフリゾートで
ン・テニアン・ロタ）
す。

C–9、SS–7

ミズノ

MP、JPX850、GENEM、の体感ブースを設置。是非ご体感下さい。

C–3、S–12

三菱レイヨン

D–32

優れたゴルフウェアとコンサル

R–4

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。

A–38

トゥモローカレッジ

練習器具の革命！レーザーを使った練習器具、音楽を利用したテンポのコントロール
など

D–25、S–11

トゥルー テンパー スポーツ
インク ジャパン

新製品 XP95、105、115、ダイナミックゴールドなどのシャフトを展示・試打。

B–23

東和薬品

ジェネリック医薬品を選ぶ大切さを「ワタシの、センタク。
」プロジェクトを通じて
ご紹介

A–21

トライアル／パワービルト

パワービルト新製品をラインナップ。注目はカラバリ豊富なジュニア用クラブセ
ット。

A–27、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！

こだわりは姿勢と骨盤。理想的な体の使い方をサポーターで体感！クロカゲ、ディア
マナ、フブキ、バサラ、OT、各ブランド新製品

A–25

ナカイ健康姿勢研究所／ナカ 今までにない筋肉補強バンド！姿勢の歪みが改善するとプレー後の疲れ方が全然違い
イ
ます。

ミマキエンジニアリング

インクジェットによるゴルフシャフトへのダイレクトプリントを実演致します。

D–8

ニコンイメージングジャパン

携帯型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しま
す。

B–11

ミヤマエ

ヘッドスピード60m/s 越え ‼ 驚愕のスイングをご体感下さい ‼

B–37

ニシムラ

人間工学に基づき常に安定したパッティングストロークを身に付ける練習機

A–13

MEGA・JP

夏はより涼しく、冬はより暖かいウェアを中心に、様々な用品を取り揃えています。

D–38、S–9

日本シャフト

総合シャフトメーカーならではの幅広いラインナップを是非ご覧ください。

A–41

Modart

削り出しのアイアン、削り出しのウェッジが究極の打感を生む（左用モデル有り）

R–19

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

B–35

矢野経済研究所

世界のゴルフ用品市場規模を調査した資料「2015 世界ゴルフ市場レポート」

D–39

ヤマト徽章

スポーツや企業の表彰・記念品・オリジナルグッズ製作など当社にお任せ下さい。

B–20

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

B–34

ユーアールエーゴルフ

マッスルパワードライバー 鬼の様な力強い弾道を可能にする本格派ヘッド

R–17

日本ナレッジ

簡単操作のスイング分析ソフトです。タブレットにも対応。

D–26、S–10

日本フェィウィック

デビット ･ レットベター氏によるトークショーや Golf Pride 新商品紹介

D–11

ノビテック

今までにない高い精度でスイング、クラブの動きをリアルタイムでご覧になれます。

D–23

八甲

多くのアマ／プロに愛されている唯一のゴルファー専用 UV ケアブランド商品です。

A–20

ユニオンビズ

自宅の庭をパッティンググリーンに。いつでもどこでも設置可能なゴルフケージを展
示。

A–44

ユニバーサルゴルフ社

2015年版ゴルフ用品総合カタログ新発売。クラフトマン向けアカデミーの紹介。

C–2

ユピテル

新製品の展示及びデモンストレーションや所属プロをゲストにトークショーなどを開
催。

A–22

花田

泡で出てくるレザークリーナーが新登場！シューズの汚れが落ちる！

B–3、SS–2

ヨネックス

同心円ウエイトシステム搭載の EZONETri-G。あなたを飛ばし屋にします。

A–37

HARAKEN

今回は新商品702シリーズを展示。日本製の良品を適正価格で提供。

バリューゴルフ

アンケートに答えてガチャガチャに挑戦！ゴルフボール等の景品をゲット ‼

A–12

ライト

新しいロゴ GOLF IT になりました。これからもよろしくお願いいたします。

A–24

D–30

リーダーメディアテクノ

JPLA 公式ドラコン試合球とキラキラメタルボール。全て R&A の公認球。

B–10

阪神交易

起伏も読めるレーザー距離計ピンシーカー。震えて知らせるジョルト機能新搭載。

A–48

リバーサカワ・ゴルフクラブ 名峰富士を望み、自然の地形を巧みに生かした景観美と高い戦略性が特徴のゴルフ場

A–23

ピージーエヌ

他社にないソフトな打感と飛距離、抜けの良さ
「ぶっ飛びアイアン」PG201新発売

B–19

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

B–30

ピクア

D–15

ロイヤルコレクション

新商品「SFD X7」のラインナップの多さに注目。

ゴルフボールやクラブヘッドに、自由自在にカラープリントや金の箔押しができま
す。

D–7

RODDIO

RODDIO シャフト & ヘッド、2015年新製品

A–30

BELDING 日本正規輸入代理
店 ㈱ HICKORY STICK

HAND MADE IN USA の限定性、稀少性、オリジナリティあふれる商品

D–16

YKY

試打ブース施工・レンタル、クラブ什器から店舗施工までゴルフ市場をトータルサポ
ート

A–40

ヒルトン・グランド・バケー
ヒルトン・グランド・バケーションズよりタイムシェアプログラムのご紹介。
ションズ

月

日（ 木）
、

25

を開催した。

ー」を掲載。
議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

①中部日本支部
開催日：４月 日（土） ：
～ ：

古屋市港区一洲町１ ―３

会場：ポートゴルフエポック

番ホール」：中本光彦

Ｖｏｌ．

をお待ちしています。

市場活性化コーナー
今回の市場活性化コーナー

■今後のスケジュール

についてお知らせする。

０、練習場３００

賛同施設数：ゴルフ場２０

・２期目の目標

は、
『ゴルマジ！ 』の経過

会議棟内６Ｆ（６０７・６０

【会場】：東京ビッグサイト
■賛同施設：

ゴルフ場： 施設

８会議室）
【主催】：ゴルフ市場活性化

会員数：２万人

目標を達成するために施設向

ゴルフ練習場：１８０施設
合計２７７施設

委員会構成６団体
【構成団体】：（一社）日本

けセミナーの実施

ＴＥＬ：０５２ ―３８４ ―０

【実施概要】

１２３

■登録会員数：６４９８人

理事が担当。

■延べ来場者数：７２０３回

３面下段：「矢野経済研究所

対象：ゴルフ場、練習場、ゴ

４面：「ジャパンゴルフフェ
fudousan/epoch
②東日本支部

協会、日本ゴルフジャーナリ

・１月 日、千葉市成人を祝

■今年のプロモーション

時期：２月～３月

ている関係者

ルフ市場の再活性化ならびに

ア速報」を掲載予定。
スト協会

００回強

（参考数値）実数は１万７０

ゴルフ場経営者協会、
（公社）

調べ、ゴルフ市況トピック」

日本パブリックゴルフ協会、

１月号について
を掲載予定。

所感」を掲載。
開催日：５月 日（土） ：

未来の需要創出に関心を持っ

２面下段：「ゴルフ場利用税
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

いずれも１月 日現在。

廃止に向けた動き」を掲載。
ュー２」を掲載予定。
〒２５４ ―００１２神奈川県

会場：湘南グリーンゴルフ

ＪＧＲＡ、ＪＧＧＡ、ＪＧＡ、

０００円（ＮＧＫ、ＰＧＳ、

【受講料】：関連団体会員４

【後援】：経済産業省

ルフ練習場において、晴れ着

を紹介。式典終了後に市内ゴ

を実施した。式典でゴルマジ

う会とのタイアップイベント

兵庫、広島、福岡、熊本、北

神奈川、愛知、栃木、静岡、

阪、茨城、長野、千葉、埼玉、

場所：全国 都市（東京、大

タ」
、
「リアルマーケットレビ

委員長が担当。
平塚市大神３３４７

ＪＧＧＡゴルフ大試打会
開催案内

５５

※報道関係者は無料

ＪＧＪＡ）非会員５０００円

ストなどを行った。参加者は

姿の成人がアプローチコンテ

詳細は、決まり次第掲載する。

海道、宮城）
名で、テレビ等のメディア
にて紹介された。

【第１部】：「
『ゴルマジ！ 』

化委員会 馬場宏之委員長

の取り組み」ゴルフ市場活性

「ゴルフ市場活性化に向けて

委員会（ＧＭＡＣ）としての

ーナーを設置。来場者に企画

ＧＧＡブースの一角に紹介コ

「ゴルマジ！ 」をＰＲ。Ｊ

ャパンゴルフフェア会場にて

・２月 日～ 日に開催のジ

期企画発表」リクルートライ

第１期の活動報告及び、第２

の拡散を依頼する。ブース位

内容を周知し、身近な 歳へ

告と２０１５年活動方針の発

フ新年会、２０１４年活動報

南グリーンゴルフ」
（東日本

（土）に神奈川県平塚市の「湘

日本ゴルフ用品協会

問い合わせ先：

入場料：無料

打はもちろん、様々なイベン

８９

れ、来場者にゴルフの楽しさ

『ゴルフ市場活性化セミナー』

置は図面の通り。多くの来場

マーケティングチーム 伊藤

覧」を掲載。

あり。

るなど、出展メリットは多数

時代」への成功事例

20

20

フスタイルじゃらんリサーチ
センター 室田明里研究員
える『ゴルフ新時代』への成

【第２部】：「女性目線で考
功事例」①「
『ペアスクラン
ブルゴルフ』の実施から見え
てきたもの」キャロウェイゴ
ルフコーポレートリレーショ
ンズ 井谷仁美ディレクター

安紀子氏、ゴルフダイジェス

②「働く女性のためのゴルフ
ーカー様を募集中。雑誌広告

の魅力を伝えよう～

６面：「協会関連事項」
、
「大

（金） ： ～ ：

15 27

子プロデューサー

ド エグゼクティブ 向井康

ト・オンラインＰＲ・ブラン

レッスン＆交流会」マルマン
による告知、ゴルフネットワ

女性目線で考える「ゴルフ新

試打会」
、
「ＧＭＡＣのセミナ

【会場】

20

【日時】：平成 年２月 日

ー詳細」
、
「市場活性化コーナ

13

～未経験者＆初心者にゴルフ

ータ」を掲載。

ークでの事前告知、練習場近

【タイトル】

４面～５面：「ジャパンゴル

隣の交通機関に広告を掲載す

現在、ご協賛いただけるメ

を伝える工夫が満載。



トや販売コーナーが設けら

―３８３２ ―８５

同試打会は入場無料で、試

支部主管）の各練習場となる。

番ホール」：石神由紀

03

ジャパンゴルフフェア
２０１５開催
セミナー概要

ＴＥＬ：

表及び新春特別講演『ジュニ

●
「

を掲載。

ンジ（盛田正明氏）
』の内容」

アの才能を開花させるチャレ

23

フフェア２０１５出展社一

３面下段：「ＹＰＳゴルフデ

夫理事が担当。

19

16

ＵＲＬ： http://www.gr 〈内容〉
活動指針：ゴルフ市場活性化

een-golf.co.jp
主催：（一社）日本ゴルフ用
品協会

後援：（公社）全日本ゴルフ

当協会主催の「２０１５Ｊ

―５１

６面：「協会関連事項」を掲

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ
ＧＧＡゴルフ大試打会」を下

練習場連盟
トワーク／ポートゴルフエポ

協力：ジュピターゴルフネッ
ック／湘南グリーンゴルフ

13

部日本支部主管）
、５月 日

日（土）に愛知県名古屋市

記の会場にて実施する。４月

15

20

ュー２」を掲載。
６面：「協会関連事項」を掲
載。

55

の
「ポートゴルフエポック」（中

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

14

25

２月号の編集について

20

27

１面～３面：「２０１５ゴル

18

場活性化コーナー」を掲載。

載予定。

～ ：

11

３面：「全国ゴルフ場延べ利

12

用者数（ＮＧＫ調べ）
」を掲載。

10

ＴＥＬ：０４６３ ―

23

平成 年２月 日（水）

00

議題 ―４、次回委員会の日程

00

４ 面 ：「 製 造 渉 外 委 員 会 報

19

告」
、
「ＪＧＦ直前情報」
、
「市

●
「

番ホール」：梅田光人

品協会、
（公財）日本ゴルフ

１面～２面：「会長、副会長

●
「

１面～２面：「ＰＧＡショー

３月号の編集について

10

〒４５５ ―０８４１愛知県名

18

の報告」を掲載予定。

00

２名、各支部部長３名の年頭

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

00

20

協 会 関 連 事 項
年

広報委員会
平成
12

協会事務局内にて標記委員会

26
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