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深刻化する偽物被害
今こそ業界全体で注意喚起を！
いう。
サイバーパトロールにより
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などすることにより腰痛が起こるよ

硬くなった筋肉の状態で急にゴルフ
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兵庫県警サイバー犯罪対策課は６月、インターネットオークションサイト
で偽造クラブを販売した中国人男性を逮捕した。以前から懸念されていた偽
造クラブの一部が見つかったに過ぎないが、一歩前進したことは間違いない。
悪徳業者を野放しにしないためにも、業界は偽造品の実態、打開策を検証す
る必要があるのではないか？ 業界が直面している状況と今後の対策を含め
てリポートする。
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月５日（金）：出展コマ料

出展に関する諸手続き】
する場合、あるいは申込コマ

都合により出展をキャンセル

ＰＲ物の配布や商品のサンプ

リアで全ての来場者に対して

年のフェアでの新たな取り組

お申し込みください。
に必ず申請ください。

届出書及び申込書は期限まで

・
「出展要項」に基づく各種

・２０１４年 月６日以降の

合：出展コマ料金の ％

月５日までのキャンセルの場

ジャパンゴルフフェア２０１
のお土産市」を実施。コース

産を販売する「ゴルフ場自慢
す。８月１日午前 時よりス

社情報登録」が必要となりま
ンタル備品、パッケージブー

・電気幹線工事・使用料、レ

料金の１００％

キャンセルの場合：出展コマ
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５」
（ＪＧＦ）は、平成 年
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場者との友好的なコミュニケ

■出展に関するお問い合わせ

ーション機会を提供します。

●一般社団法人 日本ゴルフ

先

ＪＧＦは、２０１０年から

西棟１・２ホールで開催を予

の３日間、東京ビッグサイト

者、報道関係者そしてゴルフ

に多くのゴルフビジネス関係

した。今後もＪＧＦは、さら

ら、人気のコーナーとなりま

ご当地品を多数集めたことか

に行かなければ手に入らない

いたします。同ＩＤ・パスワ

後、ＩＤとパスワードを発行

にご登録ください。

の皆様は、本申込受付前まで

展を予定している企業・団体

ではございませんので、ご出

タートいたしますが、先着順

から請求書を発行いたしま

団法人日本ゴルフ用品協会」

出展コマ料金は、
「一般社

■出展料支払いについて

ます。

出展社バッジ等を配布いたし

・開催一ヶ月前にポスター、

ます。

スの費用は事前支払いとなり

なお販売に関しては、いく

売することができます。

ブースにおいて自社製品を販

けることを前提に、出展社は

フ活性化のために協力して頂

での販売は収益の一部をゴル

●会場内販売

展開以外のフェア会場内活動

■出展社が使用できるブース

http://www.jgga.or.jp
Ｅメール：

ＵＲＬ：

９４

ＦＡＸ：

東京都千代田区外神田６ ―

住所：〒１０１ ―００２１

用品協会

２０１３年まで４年連続で来
ファンの来場を目指します。
ードは９月１日より始まる

つかのルールが設定されます

２月 日（金）～ 日（日）

場者数が５万人を超え、昨年
当協会会員企業・団体の皆

す。先述した期日までに指定

―３８３２ ―８５

ーカーを始めとした様々なゴ

また、今年も大手クラブメ

了承ください。以下詳細とな

企業・団体の皆様はその点ご

すので、出展を予定している

社情報登録」が必要となりま

社様も「出展申込」前に「会

前回ご出展いただいた出展

ートフォンより登録が可能で

申込」の際には、ＰＣ、スマ

た、
「会社情報登録」
、
「出展

が大きな目的となります。ま

をする手間を省くということ

込受付当日に多くの入力作業

報を登録しておくことで、申

このように、事前に会社情

間締切後のお申し込みの場合

ただきます。尚、出展申込期

残金の請求書を発行させてい

を発行し、内金の入金確認後、

まず出展申込内金の請求書

させていただきます。

振込手数料は、出展社負担と

いはお断りいたします。また、

い。なお、手形によるお支払

できます。フェアを訪れる多

ションイベントのために利用

ステージを、独自のプロモー

置された会場センターの大型

ファッションショー用に設

たプロモーション活動（有料）

●イベントステージを活用し

せください。

ので、必ず事前にお問い合わ

ＵＲＬ：

６７

ＦＡＸ：

坂パークビル７Ｆ

東京都港区赤坂５ ―２ ― 赤

住所：〒１０７ ―６１０７

事務局

●ジャパンゴルフフェア運営

info@jgga.or.jp

８９

ＴＥＬ：

―３８３２ ―８５

神田小林ビル４Ｆ

はついに５万５０００人を上
様には別途、フェア開催のご

の銀行口座にお振込みくださ

―

回りました。今年は大雪に見

要になりますので、大切に保

案内をいたしますが、今回、 「出展申込」のログインに必

ルフ用品メーカー、練習場関
ります。

ています。

して３８７件と注目度もまし

連、飲料、サプリメント、健

月７日（金）：出展申込内

みはＪＧＦ公式サイトからの

・会社情報登録、出展申し込

付締切

・申込期限を過ぎてからのお

イトにて実施いたします。

プ・コマ数毎にＪＧＦ公式サ

・ブース位置選択は各タイ

お支払いください。

お申し込み後、出展社様の

の削減

自社ブースを飛び出して、
会場の出入口の決められたエ

―６３６４ ―８４

info@japangolffair.com

com
Ｅメール：

http://www.japangolffair.

００

20

―５５６３ ―８７

03

03

ＴＥＬ：

康器具など、多様な業種の企

【 月 ブース位置選択】

できません）

くのゴルフビジネス関係者と

続き】

％）

金支払期限（出展コマ料金の

ーを満足させるギアとの出会

手続きとなります。

申し込みの場合、ブース位置

が可能となります。

ゴルファーに強烈なアピール

８月１日（金）：会社情報登

いをはじめ、
「ジュニア」
「レ

・カテゴリー別申込先着順に

は運営事務局にて決定いたし

す。

は、出展コマ料金全額の請求

出展スケジュール

６１４コマという出展をいた
録受付開始（※）

月 日（火）～：ブース位
置選択（ＪＧＦ公式サイト）

ディス」
「シニア」それぞれ

よりブース位置を選択してい

ます。
12

●会場内サンプリング
（無料）

書を発行させていただきま

出展社数は１７８社（昨年

だきました。新しい情報を求

９月１日（月）：出展申込受

【８・９・ 月 出展申込手

める来場者とその来場者にプ
付開始

にくらべ 社増）
、コマ数は

ロモーションを仕掛ける出展

の年代層に向けたイベントも

ただきます。

・出展コマ料金は期限までに

開催しております。その他に

・期日前でも予定コマ数にな

【 ・１・２月 開催準備・

も、機能性、ファッション性

月 日（金）：出展申込受

社の熱意で会場内は熱気に満
ちています。

11 11

を加味したゴルフアパレルフ

さらに、ＪＧＦはゴルファ

25

10

り次第締切ますのでお早目に

31

11 30

12

ァッションショー、また、今

10

■出展のキャンセル及びコマ

す。
（携帯電話からの登録は

出展社の皆様による会場内

舞われる大変な天候にも関わ
同紙面におきまして「ＪＧＦ

11

■ＪＧＦ２０１５開催までの

定しています。

らず、４万８０００人の方が
管してください。

03

03

11

業・団体が出展しました。

ここでは、会社情報を登録

来場されました。テレビ番組
２０１５出展案内」を掲載い

12

たします。

10

27

での紹介をはじめ、メディア

15

への露出に関しても年々増加

13

５万人近いゴルフフェア来

リングができます。

額をキャンセル料として申し

数を削減する場合は、次の金

％・残金）
受けます。

当協会が主催するアジア最
※前回ご出展いただいた出展

12

社様も
「出展申込」
の前に、「会

・２０１４年 月８日から
11

みとして、全国津々浦々のゴ

２０１5年
２月13日（金）
～
２月15日（日）

ルフ場から集めた自慢のお土

会期

大級のゴルフショー「第 回

種申請書提出

月下旬～：出展に関わる各

金支払期限（出展コマ料金の

12
12 70

アジア最大級のゴルフショー

7

「 ジャパンゴルフフェア２０１５」
出展のご案内 （※ 月 日現在）
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後編

市場活性化コーナー
Ｖｏｌ．
５

ジ！ 」スタートに備える。

貸出しの申し込みはゴルマ

クセス可能な作りとなってい

２０１４年秋冬コレクション展示受注会
③７月下旬：クラブ配備、覚

ジサイトからの遷移のみでア
今回の市場活性化コーナー

備えたウインドブレーカー、

ッドスタイルは継続する。スカ

７月号で紹介した「秋冬コ

き、展開していく模様。秋口

ットスタイリングに重点を置
今後の予定についてまとめた

いて、これまでの取り組みと

用は送料、荷造り料のみ発生

レンタル料金は取らないが費

本数は約２５００本。すべて

する。
（全国一律３７８０円）

【協力企業 社（ 音順）
】

に別掲の「ゴルマジ！ 」シ

協力企業 社。提供クラブ

送で基本は１泊２日の予定。

る。また、予約者には自宅配

ども取り揃える。
内容をお届けする。

」開始

書を交わす。

案する「ゴルマジ！ 」につ

は、４月から紹介しているリ

あるいはショルダー部分にス
設定されるなど細かなチュー

ート丈が従来より少し長めに

レクション展示受注会」の後
ニングを加え、今シーズンはニ

送はせず、ゴルフ場へ直接配

トレッチ素材が入っている動

クルートライフスタイルが提

きやすいダウンジャケットな

④８月初旬：「ゴルマジ！

編をお届けする。

「ビームスゴルフ」は、ファッ
寒さが深まるにつれてウール

には薄手のゲージのベストを、

ールを貼付。不良や錆発生な

た、同社ならではのゴルフス

ション性と機能面を両立させ
当協会では「ゴルマジ！

２０１４年秋、
「パーリーゲ

ど一部クラブを除き 本（ウ

イツ」のテーマは「チェック
」のスタートに向けて、ゴ

についてＴＳＩグルーヴアン
「アメカジやアウトドアのテイ

本部の岡誠氏が説明する。

レクションについて、第３商品
ズンを通して多くのニットアイ

たニットのアウターなど、シー

に蓄熱、防水機能を兼ね備え
を会員企業から提供してもら

為にレンタル用ゴルフクラブ

ルマジでゴルフを始める人の

貸出用の梱包を実施した。

ラブ 本）を１セットとして

ッドクラブ５本、アイアンク

ゴルフ用品、カタナゴルフ、

ネットジャパンインク、朝日

アキラプロダクツ、アクシ

ドスポーツの廣瀬信太郎氏

平成 年５月の理事会にて

い、希望の練習場に貸出した。

特徴です。メインの柄は、ク

ルは、
『Ｕ．Ｓ．Ｓｔａｎｄａｒ
とした。
〝難攻不落かつ名門”

バット」は〝プレミアム リン

月初旬にクラブメーカー 社

依頼することが承認され、６

クラブメーカー各社に協力を

間で「使用貸借覚書」を締結。

定。また、貸出し練習場との

の希望に応じて対応する予

の出荷を完了し、残りは今後

希望練習場へ７月中旬まで

ストンスポーツ、本間ゴルフ、

ン、フォーティーン、ブリヂ

ドゴルフ、ピンゴルフジャパ

ップスポーツ、テーラーメイ

フ、グローブライド、ダンロ

の プレー を イメー ジ し な が

と称されるリンクスコースで

ラクラブ、セットクラブの提

に協力を要請した。また、バ

マルマン、ミズノ、ヤマハ、

クス スタイル”をテーマ設定

ザインに落とし込みました。

リー、プレッピースタイルをデ

横浜ゴム、ヨネックス、ロイ

米国のスタンダードなミリタ

採用しました」
。今シーズンの

当協会から「ゴルマジ！

ｄ Ｓｔｙｌｅ』をテーマに、

アイテムについても８～ 月
イルをシルエットや色使いで

また、伝統的なゴルフスタ

線変更に入った。販促担当の

同ブランドは昨年より、路

テムをラインアップしていく。

ら、高品質かつ高機能なアイ

回答頂いた各社には正式に６

ンのバランスを含め調整し、

０本を目標にウッド、アイア

合計でバラクラブ約２００

●練習場向けバラクラブ

供可能数を事前調査した。

●ゴルフ場向けセットクラブ

どを求めている。

明確に分けて管理することな

いるので他のゴルフクラブと

３５、合計２０７

在）：ゴルフ場 、練習場１

・参加施設数（７月

と記者発表日程

ーマです」
。オレンジレーベ

ています。カシミアを使用し

プレミアム感の醸成を目指し

ら、素材の質感にこだわり、

通り。

の後のスケジュールは以下の

月下旬に発送を依頼した。そ

」参加施設

日現

・記者発表：８月４日（月）
時～ 時

トレッチ素材を使用してお

「両ラインとも吸汗速乾、ス

上質感を表現しています」

え、柔らかさを素材で追求し、

例ですね。軽さと暖かさに加

たニットベストなどがその一

し、７月８・９日に荷受・仕

フ足立物流センターを借用

②７月初旬～中旬：二木ゴル

①６月下旬：正式送品依頼。

した。

ステーションへの送品を依頼

回答いただいた各社にクラブ

は約 セット。７月中旬より

Ａ、Ｂ 東京都千代田区丸の

ウスタワー Ｆスカイルーム

クや変形アーガイルなどトラ

トとグレーを基調に、チェッ

また今シーズンは、ホワイ

協力企業は 社で、提供数
約 セット。全てに別掲の
「ゴ
ルマジ！ 」シールを貼付し、

歳のゴルフ無料「ゴルマ

手を組み、全国２００施設で

ゴルフ業界とリクルートが

内１ ―９ ―２

41

中。８月４日からの「ゴルマ

貸出のシステムを含め整備

トする。

ジ！ 」が８月４日にスター

20

・場所：グラントウキョウサ

ロモチーフ柄、イチョウ柄な

り、プレーにおける機能面に

分け作業及び第２次発送作業

イルを融合させ、デザインの

カのモダンでプレッピーなスタ

ッド風の柄を採用。落ち着い

20

13

60

60

ルも同じく約 型で、

どを取り入れて、レトロな雰

を行った。

幅が広がっている印象だ。スタ

たトーンで上品さを演出して

ンユースもしやすいウエアの
ラインアップも目立つ。

22

小紋柄、変形千鳥柄、レト

囲気を全面に押し出したデザ

関しても、しっかりと考えて

ており、ウエアに合わせて、

分け作業及び第１次発送作業

作り込みました」

上品さを表現できる売り場づ

を開始。７月 日、残りの仕

インが特徴だ。また、従来通

「ジュン＆ロペ」は、以前より

現在同ブランドは百貨店を

り美しさと機能が重視されて

〝フレンチトラッド”をテーマ

ジャンやエンブレム使いのアイ

いる。メインターゲットの
、 代ゴルファーが、タウ

レジメンタルストライプとミッ
クスさせることで、大人のトラ
ッドスタイルを実現している。

50

20

70

60

テムを、クラシックな千鳥柄や

パーリーゲイツ、今年のテーマは「チェックメイト」

メインに 店舗ほどで展開し

おり、
「パーテックス」を使

を目標に設定したが、回答数

セットクラブ１００セット

●
「ゴルマジ！

モダナイズした、上品で艶の

竹田寛リーダーによれば、

ルはメンズ、レディス合わせ

ヤルコレクション

あるアイテムを提案するパー

「スタイリッシュでありなが

代前半とのトレンドをツイス
て 型ほどでパープルレーベ

し出すこと、またクラブには

一方、
『マスターバニーエデ
プルレーベルは、
『Ｃｈｉｃ

ト（捻る、撚る）したファッ

ゴルマジシールが貼付されて

ィション』のテーマは「ツイ
Ｇｒｅｙ Ｓｔｙｌｅ』がテ

ションを提案していくという。

15

20

72

用した防風性や撥水性を兼ね

12

を変えているのが特徴だ。

ィーズ」である。現代と 年

20

25

26

くりを進めているとか。

11

の間で月ごとに柄やデザイン

」の会員利用時に無償で貸

ラシックなイメージであるブ

10

ラックウォッチチェック柄を

キャスコ、キャロウェイゴル

は、
「今秋は様々な種類のチェ
ワールドが展開する「アダ

テムを投入する予定だという。

素材のニットを加える。さら

50

クラシック＆プレミアム

20

ストを取り入れたカジュアルウ

タイルを提案する。今回のコ

19

エアを展開するオレンジレーベ

メイト」
。今回のコレクション

20

着こなしができるスタイルが

15

19

20

20

ック柄を取り入れて、幅広い

20

ステッド アーリー シックステ

10

60

に据えているが、今回はアメリ

60

その一方でベーシックなトラ

40
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1
2

ROCKETBLADEZ

スチール

テーラーメイド

2

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ
3

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

3

DJ-11

フォーティーン
4

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDY 2 Wedge

キャロウェイ
5

PHYZ Ⅲ

カーボン

ブリヂストン

5

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

アクシネット
順位

PUTTER BEST５

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

1

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
2

PHYZ（2013）

チタン

ブリヂストン

2

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
3

R1 SERIES

チタン

テーラーメイド

3

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
TOURSTAGE X-DRIVE GR
（2014）

チタン

ブリヂストン

4

X2 HOT SERIES FW

キャロウェイ
5

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES

チタン

テーラーメイド

5

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

テーラーメイド

アクシネット

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

アクシネット

3

METAL-X SERIES

キャロウェイ
3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTSDALE TR SERIES

ピン

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット

シリーズ⑪

リアルマーケットレビュー ２
ます。
「想定外の悪さ」の原

う声が圧倒的多数を占めてい

しくはゴルファーの満足度を

ような商品が存在しない、若

「消費増税後の市場動向検証」
５月号から６月号にかけて
因は果たして何なのでしょう

程盛り上がらなかった分、４

舗から「駆け込み需要がそれ

ロ）
”となり、多くの小売店

って来い（プラスマイナスゼ

需要とその後の反動減で“行

で表現すると３月の駆け込み

増税前後の市場動向を一言

してみたいと思います。

月）の市場動向について分析

が、今回はその後（５月︱６

向について分析を行いました

する声が多いのが実情です。

の影響は限定的であった、と

やサービス市場では消費増税

多く目にします。他の消費財

間で収束」といった記事を数

影響は軽微」
「反動減は短期

新聞などの報道では「増税の

う。しかしながら４月以降の

す。確かにそれはあるでしょ

する声が多く挙がっていま

に悪影響を与えたのでは」と

以上にゴルファーの消費心理

者からは「消費増税が思った

メーカーを含めた業界関係

満足度の更なる向上」を真剣

く、
「増税時代に向けた顧客

な価格競争に走るのではな

製品に過度に依存したり安易

のです。ゴルフ用品業界も新

ア」を一段、二段上げている

増税に伴ってサービスの「ギ

もあります。つまり異業種も

スを模索しているという情報

ースで見直して新たなサービ

までの顧客サービスをゼロベ

種では、消費増税に伴いこれ

自動車ディーラーなど異業

見方はできないでしょうか。

て浮き彫りになった、という

が、奇しくも消費増税によっ

満たす（安売り以外の）サー

というタイトルにて増税前

「消費増税の影響を検証する」

月の反動減も思った程厳しく

一方ゴルフ場入場者数です

ビスを提供できていないこと

なかった」という声が挙がり

が、
国内大手のアコーディア・

に考える必要があるのではな

か。

ましたが、そのような市場動

いでしょうか。

122,038

87.5%

118,188

89.0% 240,226

88.2%

アイアン

249,770

228,601

478,371

224,942

90.1%

210,887

92.3% 435,829

91.1%

40,914

39,767

80,681

32,961

80.6%

32,711

※ウッドは「ドライバー」「フェアウェイウッド」「ユーティリティ」の合算値

（４月）のゴルフ用品市場動

向を受けて「５月以降はそれ

ゴルフ及びＰＧＭの月次情報

272,255

メーカー名
WEDGE BEST５

（２０１４年３月）と増税後

ほど大きく落ち込むことなく

出展：矢野経済研究所

乗り切れるのではないか？」 （既存ゴルフ場ベース）にお

前年比

（矢野経済研究所・三石茂樹）

280,988

ける入場者数を見ると、５月

96.0%

はいずれも前年比プラス、６

291,068

といった声が４月末までの段

600,039

階で数多く挙がってもいまし

296,889

月はいずれもマイナスとなっ

303,150

ているものの微減レベルに止

132,767

82.3%

た。

26,903

まっています。つまり、消費

95.3%
93,957

89.4%

別掲は、弊社ゴルフ用品小

88.1%

94.6% 572,056
97.5%

29,309

売店実売動向調査「ＹＰＳゴ

99.3%
94,822

63,775

増税後もゴルファーはゴルフ
に言えば「ゴルファーは増税

56,212
190,059

30,999

86.8%
92,765

32,776

のプレーを楽しんでいる、更
後もゴルフを楽しんでいるが

この現象については今後も

101.3% 188,779
97,294

キャディバッグ

︱６月のカテゴリー別販売数
量実績です。一目見て分かる

調査を進める必要があります

100.9%
139,488

月 日

3

アクシネット

ルフデータ」２０１４年５月

ように期待とは裏腹に非常に

用品は買っていない」という
前年並みの販売実績を残して

が、
「増税によって消費者（ゴ

ことになります。
いるものの（但しゴルフシュ

ルファー）の出費に対する選

ボール、シューズは何とか

厳しい状況となっています。

大幅増が要因）
、パターをはじ

ーズはマークダウン品販売の

択眼はより一層厳しくなった

において“負けて”いる」の

の消費財やサービスとの比較

めとしたゴルフクラブの動き

一部小売店からは想定内とす

だと考えられます。厳しい言

下において「ゴルフ用品が他
る声があるものの、やはり
「思

い方かもしれませんが、ゴル

こと」
、そしてそのような状況

った以上に厳しい」
「ゴール

102.4% 10,947,454

シューズ

グローブ

このような結果について、

デンウィーク以降クラブの動

ファーの購買意欲を刺激する

81.4%

99.5% 5,334,497
5,640,933 5,211,123 10,852,056 5,612,957
ボール

メーカー名

計

月１日〜

キャロウェイ

２ピース

前年比

部門別売れ筋ランキング 

VERSA SERIES

HVC SERIES

6月

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

2

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

前年比

＝矢野経済研究所＝

ダンロップスポーツ

構造

65,672
ウッド

パター

2014年

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

カーボン

BALL BEST５

5月
計
6月
5月
カテゴリー

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、

ブリヂストン

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ピース

「４月は消費増税の反動減により大幅なマイナ

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

スとなりましたが、概ね『想定していた程の落

2

ち込みではなかった』という楽観論が大勢を占

キャロウェイ

めていました。それもあり５月についても『比

WHITE HOT PRO SERIES

較的早い段階で“通常モード”に戻るのでは』

1

という声が多かったのですが、意に反して非常

ブリヂストン

に厳しい結果となりました。６月に入っても厳

4

アイアン5位＝ PHYZ Ⅲ
3ピース /
４ピース

4

が非常に厳しくなっています。

きが止まってしまった」とい

（単位：本、個、足、枚）

31

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

しい状況が続いており、今後の商売に対する不

1

安の声が多く挙がるようになっています」

XXIO8

順位

2013年

5
メーカー名

1

VOKEY DESIGN SM5
WEDGE SERIES（2014）

順位
メーカー名
シャフト
IRON BEST５
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

2014年5-6月販売推移】
【YPSゴルフデータ

5

1

5
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専用の無償貸出しを担保して

貸借覚書を締結してゴルマジ
請していく。

降、再度説明をして協力を要
①Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）の

２０１５について

検討して欲しいという要請が

・来場時の設問に関して再度

②講習会教材（テキスト）の

を引き合いに出して、大手の

・
「オリンピック見学ツアー」

協会関連事項
提出状況と内容確認
に進捗状況について報告。Ｆ

位で梱包して二木ゴルフの倉
ト、クラブと球についての規

ツアープロのクラブサポー

運営事務局より資料をもと

②出展案内構成

た。

らの出展社を募るための方法

いということで、もっと海外か

・海外出展社への案内が少な

してみてはどうか。

旅行代理店に出展の案内を出

②出展案内送付先について

【完】ゴルフ用品市場動向、
ケジュールについて報告され

Ｂの役割と掲載情報、展開ス

あった。

・送品可能な練習場には発

置く予定。

ゴルフクラブの進化・接客技

庫で保管してもらう。
（２・

に出展案内の構成案について

運営事務局より資料をもと

送。今回の練習場の出荷まで
術、クラブフィッティング、

進捗報告について

発表、関係者のコメント。市
行かずに残ったものは 本単

３パレット程度）
則ガイド（Ｒ＆Ａ）
、ゴルフ

価、要望などの意見交換。

ＨＰリニューアル後の課題、評

ルティなどでも協力する。店

ーンマーカーを作成中、ノベ

ゴルマジ委員登録開始。グリ
③出題問題の内容確認と読み

中、その後印刷に回す。

ト。現在テキストは最終確認

品販売技術者講習会テキス

とめ、より見やすく配置し直

記載要素をカテゴリー毎にま

・中面見開きページについては

報告された。

感型ゲームを販売する企業や

ると思われる異業種として体

・このフェアを有効に活用でき

を模索してはどうか。

」

場活性化コーナー「ゴルマジ！
５面：ＹＰＳゴルフデータ、リ

力学【試刷】第 期ゴルフ用

広報委員会
アルマーケットレビュー２
●８月４日プレスリリースへの

平成 年６月 日（金）
、協

対応

１～２面：
「平成 年度通常総

７月号について

連絡メールと社内告知を依頼。

理事、委員会委員の方へ更新

会事務局内にて標記委員会を
議題 ―４、その他

６面：協会関連事項を掲載。

●
「 番ホール」
：水野理事

会開催の報告」

カーなどが挙げられ案内を送

人工芝のメーカー、住宅メー

合わせ

活動」紹介部分についてもう

ミネラルウォーターメーカー、

頭ではポスターだけでなくチ

選択肢、文章表現など。当日

また「フェアで可能な幅広い

ラシなどが有効、配布できる
ものを確保してほしいと事務

していることが報告された。

平成 年８月 日（金）

議題 ―５、次回委員会の日程

第５回

議題 ―２、次回委員会の日程

ってみてはどうか。

平成 年９月 日（木）

度検討して欲しいという要請
・最初の見開き部分について

少し柔らかい言葉の選択を再

答群に記号を付け記号で回答

は、記載要素としてはフェア

出席の委員全員で読み合わせ

●その他

できるように統一して改善。

の内容や特徴が一目で理解で

等を実施。語群選択などは回

・ゴルファー保険の初年度は

確認が必要な内容は事務局よ

局に伝えて対応をお願いする

全 科目の点数配分、回答

報告事項」
「東日本支部大試打
会」
４面：
「２０１４秋冬ゴルフウ

リクルート負担で全員に掛け

り講師に問合せる。問題ごと

エアの展示受注会」の開催状

る方針。対人対応。

変更事項

●アシックスジャパン㈱（西日

【代表者変更】

新代表者：森岡直樹（旧代表

本支部）

きるような内容にしていきた
員からもよりフェアを強くＰ

いという報告がされ、実行委
Ｒできることや新しい企画な

の点数表示や、問題と回答群
きさなどの修正個所は印刷会

の同一ページ配置、文字の大
社に依頼して校正する。

リクルートで作成し事前習得
中。各社ＨＰなどでも情報が

どの紹介にも配慮して欲しい

できる状態にすることで計画
拡散するようにアピールする

④その他、講習会時の委員の

③小委員会のワークチーム分

という要請があった。

●各地区説明会の状況と参加

必要がある。また、若者側、

議題 ―２、今後のスケジュー

出欠予定、宿泊の確認

６月 日現在、ゴルフ練習
場１２７ヵ所、ゴルフ場 ヵ

既存ゴルファー側両方から情

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
８月号の編集について
所が参加表明。第一期は８月

報が取れることが重要。バナ
●関西ＧＭＡＣ報告

ーなどの事前入手を要請する

供をクラブメーカー 社へ呼

議題 ―２、次回委員会の日程

けについて報告された。

に小委員会のワークチーム分

実行委員長より資料をもと

【所在地変更】

者：石田一文）

京都府京都市山科区竹鼻竹ノ

新住所：〒６０７ ―８０８０

●㈱ルーツゴルフ
（西日本支部）

議題 ―３、次回委員会の日程

進め方について６月の小委員

―２

の実行委員会では具体案が提

３０（変更なし）

ＴＥＬ：０７５ ―５８３ ―３３

街道町

・運営事務局より小委員会の
会を含め４回でまとめて 月

案出来るように進めて欲しい

ジャパン
ゴルフフェア２０１５
第３回実行委員会

平成 年８月 日（木）

ェックは完了。
全て印刷に回す。

新担当者：松本重輝（旧担当

●ヨネックス㈱（東日本支部）

【担当者変更】

者：尾山基）

１～２面：
「利用税から見た都
●レンタルクラブ等ＪＧＧＡ

の協力について

びかけ。具体的な各社への依

け

末まで募集する予定。

・バラクラブ、セットクラブ提

３面：
「ジャパンゴルフフェア

平成 年９月 日（木）

講習会委員会



ームＡにて標記委員会を開催

大広内のプレゼンテーションル

員からの提案

①アンケートに関する実行委

【審議事項】

旨話された。

７３（変更なし）
●副会長に梶哲也

【協会役員追加】

から提案する旨が改めて報告

意見を踏まえ、９月に事務局

●新幹事：吉本政雄（旧幹事：

村田良樹）

●新理事：森本健司（旧理事：

【協会役員変更】
●ＪＧＧＡゴルフ大 試 打 会

ては、今日の実行委員からの
東日本会場開催報告について

【報告事項】

ＦＡＸ：０７５ ―５０１ ―７７

平成 年６月 日（水）
、㈱
開催した。

議題 ―１、
「ジャパンゴルフフ

した。

平成 年７月２日（水）
、協

本日の読み合わせで事前チ

道府県別来場者数」ＮＧＫ速

●
「 番ホール」
：山本理事

概要と注意喚起

２０１５出展のご案内」

細は４面の活性化コーナーに

頼による事前調査を実施（詳

特になし

４面：
「２０１４秋冬ゴルフウ

分け作業の計画について

・バラクラブの受け入れと仕

て）
。

エアの展示受注会」の開催状
況後編、市場活性化コーナー
「ゴルマジ！ 」
いよいよ開始！
直前情報

流センターを利用。７月８日、

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用品

会事務局内にて標記委員会を

アルマーケットレビュー２

販売技術者講習会」について
①受講生募集の応募状況

・アンケートの最終案に関し

け、シール貼り、仕分け作業
基本としたセット組で、提供

を実施。各練習場へは 本を

ェア２０１５」について

９日にアルバイトを使い荷受

９月号の編集について

確認の連絡と参加要請を実施

名。未申込み企業に対して
品協会から受領書を発行する。

いただいた各メーカーには用

石脇勇雄）

された。

６月 日現在、受講者 社

１～３面：
「２０１４年版ゴル
を掲載する予定。

フ産業白書」矢野経済研究所

17

39

●第 回ジャパンゴルフフェア

27

する。来期に向けては９月以

49

39

79

25

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

二木ゴルフの協力で足立物

11

28

25

26

26

26

26

65

６面：協会関連事項を掲載。

５面：ＹＰＳゴルフデータ、リ

20

ル

報データ、商標法違反事件の

状況（第一次締切７月６日）

があった。

会事務局内にて標記委員会を
・ルールとマナーの手引きは

平成 年７月２日（水）
、協

手権大会」
、市場活性化コーナ
議題 ―１、ゴルマジ！ の件

開催した。

況、
「第 回日本プロゴルフ選
ー「ゴルマジ！ 」

ＪＧＧＡ
 活性化委員会

11

６面：協会関連事項を掲載。

５面：ＹＰＳゴルフデータ、リ

82

アルマーケットレビュー２

26

30

18

29

ポスター、チラシの配布、

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

15

開催した。

26

３面：
「製造渉外委員会からの

20

・練習場と協会の間では使用

をおまかせ下さいませ。

店舗・内装・
デザイン・施工

20

25

19

４面：
「ゴルマジ！ 」プレス

ゴルフショップの

39

27

20

26

26

19

26

20

15
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