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「第 回ジャパンゴルフフェア」
一般来場者は過去最高の３万９０００人超

過去最高の一般来場者数
３万９０００人超
大盛況のうちに幕を閉じた
「第 回ジャパンゴルフフェ
ア」の３日間の来場者数は５

と一緒に盛り上げていきたい

ニアまで多くの来場者の満足

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）～ 日（日）の３日間、国際展示場（東京ビッグサイト）で
開催された。出展社数は１８２社（前年比４社増）
、コマ数は５３３コマ（同
コマ減）で来場者は昨年よりも６１４５人多い５万４０８１人。過去２番
目に多い来場者数だった。
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や
『ス

の古閑美保と浜口京子のトッ

を展示。また、同社契約プロ

クスの新製品ゴルフシューズ

ーズのボール、さらにアシッ

クソン Ｚ ―ＳＴＡＲ』シリ
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ルファーと触れ合えて楽しか
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がに足腰がキツイねぇ。もう
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より楽しめるプログラムを積
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事業にかかわる社員が総出

開発、営業、販促などゴルフ

的には以前にも増して企画、

けたと自負しています。社内

地、軽さ等を体感していただ

合うスペックや機能、履き心

しました。多くのユーザーに

の８割を“体感”コーナーに

りの木製パターを展示したお

Ｒ』ドライバーを展示。手作

アップする『ＳＡＳＯ ＲＲ

るレールでヘッドスピードが

ポーツは、空気抵抗を軽減す

まった。サソーグラインドス

ユニークな製品にも注目が集

ことから、小規模メーカーの

は２月 日（金）〜 日（日）

なお、来年のゴルフフェア

とコメントを残している。

ぇ」

った。充実感、ありましたね

日間で５００以上の入札があ

「オークションブースでは３

も、

り、滞留時間も増えて、ブー

結果、来場者との交流が深ま

た感がありますね。私もシュ

で、かつ一丸となって対応し

施した。また、アメリカで軍

とやの倶楽部は、即売会も実

で開催される。

の日程で「東京ビッグサイト」
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真剣な眼差しでレッスンを受けるジュニアゴルファー

にも注目が集まっていた。

リクソン ＮＥＷ Ｚ』シリー

プアスリートによるガールズ

けての商品群が目立った。

ダンロップスポーツ・広報

の総括について次のようにコ

った」
（中村プロ）

を支えた。

ブースを展開し、来場者へア

部の清時僚課長代理は、ＪＧ

数展示されていた。

また、今回のＪＧＦでは、

ピールした。

ＧＡ広報委員の立場から、Ｊ

メント。

また、 歳の高橋真士プロ

「今回のＪＧＦでは、ブース

写真撮影も行いました。その

さらに、出展社数が増えた

ＧＦを次のように総括した。
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「今年はゴルフボールのリフ
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トークショーやボールリフテ
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入口の警備や駐車場の整理を行った PGA 会員
ミズノのブースでは“体感”をテーマにしたイベントを開催
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JAPAN GOLF FAIR 2015来場者数表

※ 下段は昨年の来場者数

２０１５ ゴルフ市場活性化セミナー

『 ～未経験者＆初心者に
ゴルフの魅力を伝えよう～ 』
ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）は２月 日（金）
、ジャパンゴルフフェアの会場で『～未経験者＆初心者にゴ

掘り起こせる
需要の可能性
続いてキャロウェイゴルフ

最後に、派手なゴルフウエ

アで登壇したのはゴルフダイ

ジェスト・オンラインの向井

康子エグゼクティブプロデュ

実施から見えてきたもの」と

「ペアスクランブルゴルフの

てきました」

いと思い、恥ずかしながら着

ルフウエアを見ていただきた

「皆さんに、女性の最新のゴ

ーサー。

題し、同社が行った事例を中

の井谷仁美ディレクターから

心にペアスクランブル大会の

設に賛同いただきましたが、

習場１８０施設の計２７７施

いる姿が印象的ですが、楽し

ます。楽しそうにプレーして

サリー類への興味も喚起でき

撮ることで、ウエアやアクセ

「スタート前にペアの写真を

「この企画は、日経ウーマノ

の発表を行った。

のゴルフレッスン＆交流会」

んとともに「働く女性のため

し、マルマンの伊藤安紀子さ

言葉通りのインパクトを残

またゴルフを始めるきっか
県別ではバラつきがあるのが

魅力が語られた。

けについても言及。以前は仕

ミクス・プロジェクトの中で、

しやすくなるという。今セミ
事でゴルフを始める人が多か

会員に向けゴルフの楽しさを

ナーではその具体的な活動の

さを体験してもらい、それを

成果について紹介された。

伝えてもらう効果も期待でき

ったが、現在は友人や家族の

現状です。２期目では施設へ

誘いで始める人が多いとの傾

の呼びかけに注力したい」

今年の登壇者はＧＭＡＣ関

施、ゴルフ未経験者・初心者

係者を除きすべて女性という

伝えるべく立ち上がりまし

た。ゴルフが大好きな人に対

には練習場でのイベントを行

とした上で、実際の利用・

してはラウンドイベントを実
ないのが現状。しかし、ここ

向が明らかになり、その上で

スクランブルゴルフの認知

に活性化の活路が見出せると

初の試み。セミナー参加者は

度は低く、体験者は ％と少

「３月末までに練習場１万５

いう。

来場者について報告を続け

０００人、ゴルフ場８０００

「以前当社で行った大会と比

た。

「若者は今、ソーシャルメデ

人の来場者を見込んでいま

室田研究員はＳＮＳの重要性

ィアを活用しており、実際の

す。会員のうち実際に来場し

を主張した。

リアルな友達とは別にインタ

予想を上回る参加者の多さ
開催となった。
“女性”や“若
ーネット上で交流する仲間が

に、急きょ 席を増やしての
年層”をキーワードに、ゴル

点で６万８３７５人、 ～

ジェクトの会員は今年２月時

日経ウーマノミクス・プロ

っています」
（伊藤さん）

フ市場拡大に活路を見出した

較して、スクランブル方式を
設がない、行きたい施設を発

採用すると女性の参加率が

た人は ％で、近隣に賛同施

代がボリューム層で、働く女

性が ％を占める。この層は

幕開けを務めたのはリクル

ゴルフ市場を盛り上げるため

話が生まれている。なので、

し、それに対する反応から会

スブック上に写真付きで投稿

は課題も見えてきた模様。５

なってきた。しかし、一方で

ジ！ 』の有効性は明らかに

意向を示しており、
『ゴルマ

が今後もゴルフを継続したい

実際に、利用者の８割以上

の要素を盛り込み、気軽にプ

くなる仕掛けやスコアアップ

ファーの活性化を促し、楽し

スクランブルはライトゴル

も参加しやすいと思いますね」

です。また、ゴルフ歴が短い方

層の参加が多いのがポイント

に示した。

れ、具体的イメージを参加者

イベントが写真付きで紹介さ

レッスン風景、交流会などの

が高いと説明された。座学や

ことから、ゴルフとの親和性

主体性があり、経済力がある

ました。コア層は 代と若年

％から ％へと約２倍に増え

ートライフスタイル、じゃら

には、友人同士のクチコミが

期までの実施が決定している

見できないなどが来場率が低

たが、年始に開催されたゴル
んリサーチセンターの室田明

強い若者層を狙うのが近道だ

い原因だと考えています」

フ 団体によるサミット会議
里研究員。昨年８月に開始し

と考えています」

実際にゴルマジを利用した

において、ゴルフ活性化のた
た『ゴルマジ！ 』の活動報

人たちがツイッターやフェイ

強い世代です。

います。非常にクチコミ力の

明るい光と

った。

いという参加者の想いが熱か

昨年比で３割増の２１０名。

登壇し、ゴルフ市場拡大に向けた施策を発表した。

初めに当協会も加盟するＧ
ＭＡＣの馬場宏之委員長より
活動指針『ゴルフ市場活性化

めの戦略目標と主要戦術課題

告及び第２期に向けた企画発

に向けての取組』の説明があ

が改めて整理された。戦略テ

歳の若者にゴルフを無料

アピール、トッププレーヤー

イメージアップ（社会貢献の

３年）の結果も公開された。

ゴルフ市場実態調査（２０１

背景にも触れ、同社が行った

』の主旨。講演では企画の

体験させるのが『ゴルマジ！

強化による魅力発信）

未経験者も多いが、意向層も

特筆すべきは、 代はゴルフ

みたい」と回答しており、他

１％が「今後ゴルフをやって

』の１期目の成果。これに

気になるのは『ゴルマジ！

だ。

げるかどうかが鍵を握りそう

設から理解を得て、協力を仰

同企画に対し、今後は賛同施

フ場で行われることで、市場

う。今後、類似大会が各ゴル

レーできる手段として有効そ

活性化に貢献できるだろう。

ついて、

20

「ゴルフ場 施設、ゴルフ練

ゴルフダイジェスト・オンライン
向井康子エグゼクティブプロデューサー

最後に設けられた質疑応答

ヒントにして欲しい

活性化の

ーマは以下の通り。

厳しい課題

30

表が行われた。

ゴルファーの創造、プレー回
数増加とリタイア防止）

Ⅲ、ゴルフを取り巻く外的お

この戦略目標とそれに対応

の年代と比べて潜在需要の高

キャロウェイゴルフ 井谷仁美さん

Ⅱ、ゴルフの魅力アピールと

よび内的な活性化への障壁排

多い点。特に 代前半は ・

する課題やその課題を達成す

除

るための施策をしっかりとし

38

20

った。本紙２月号でも紹介し

ると思います」

クター、マルマンの伊藤安紀子さん、ゴルフダイジェスト・オンラインの向井康子エグゼクティブプロデューサーが

目玉は女性による企画発信。リクルートライフスタイルの室田明里研究員、キャロウェイゴルフの井谷仁美ディレ

ルフの魅力を伝えよう～』と題しセミナーを開催した。

13

20

20

20

さが強調された。

リクルートライフスタイル 室田明里研究員

20

17

ておけば、多くの団体が協力

97

20

Ⅰ、ゴルフ需要の拡大（新規

77

15

34

50

34

40

33

40

伊藤安紀子さん

マルマン

第389号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成27年４月１日発行

では各イベントの所要時間や
対応スタッフの人数など、実
施を見据えた細かな点に質問
が集中。発表された企画への
実施意欲も伺えた。
終了後、登壇者に手応えを
伺ったので紹介しよう。

レーズが出てきたと思いま
す。女性や若者をターゲット
にするには重要なポイント
で、
“こうやって打てばかっ
こよく写る”とか撮影ポイン
トを設置するとか。写真を撮
るシーンに上手く誘導してい
けば、ノンゴルファーに対し
ても有効なＰＲ手段になって
いくと思います」
■ＧＭＡＣ

大石順一事務局長

「多くの方に来場いただき、

ブースを設置することにより
たな顧客の開拓（マーケティ

ルス）するだけではなく、新

客様にサービスを提供（セー

Ｖｏｌ．

今回の市場活性化コーナー
企画の内容と企画名を周知す
ング）が求められている。そ

市場活性化コーナー
は、第 期『ゴルマジ！ 』
■現在の会員数と賛同施設か

ることができた。

の活動報告及び第 期の企画

５００、練習場が７００を目

標としている。第 期に目標

を達した場合、全国のゴルフ

場２４００コースの ・８％、

３０００練習場の ・３％の

・会員数：８１５２名（２／

らのアンケート結果

や他スポーツ産業の事例をも

こで、今セミナーでは他業界

本セミナーを通して、多くの

ギは賛同施設の拡充だろう。

も『ゴルマジ！ 』成功のカ

会員８１５２名の利用率が

賛同率となる。

■ゴルフフェア会場に設置し

とに、今求められているマー

見込み数：２万３０００名

部分での感想は、
「若者に向

『ゴルマジ！ 』の良かった

％にとどまっている点から

た『ゴルマジ！ 』ブースの

ケティングについてのセミナ

ジャパンゴルフフェア会場

活動報告
月 日～ 月 日にわた

り、賛同施設に「ゴルマジに

内アトリウムのＪＧＧＡブー
ス横にオレンジのカラーで統
関するアンケート」を実施し、
１５８の施設から回答を得

一された『ゴルマジ！ 』紹
介コーナーを設置した。
カーを配布して認知度向上を

けてメッセージができた」
、

た。

はかると共に約８００名へのア

「話題性・宣伝効果があった」
、

会場では、オリジナルマー

すると、６割以上が企画自体

ンケートを実施。結果を分析

ンタル用試打クラブが貸与さ

を知らなかったと回答（左図）
。 「若者が喜んでくれた」
、
「レ

反対にマイナス面の感想と

れた」などが上位を占めた。

賛同施設が得られることに期
待したい。

■ＪＧＧＡとしての今後の対

応

当協会としての今後の対応

は、昨年同様にゴルフ場およ

び練習場へのクラブの貸出を

予定。現在、賛同１８０練習

場の内、半分の約 ヵ所に貸

出を実施している。初心者の

使用によりクラブの破損も起

きたが、施設側の注意喚起に

より減少傾向にある。破損品

実績だ。３期目には国内４０

右図は『ユキマジ！ 』の

通じて、潜在顧客の存在が分

への代替え品発送など今後も
少なかった」
、
「一部の人が何

０ヵ所のスキー場のうち、１

期の賛同施設は、ゴルフ場
が 、練習場は１８０。第
得」
、
「若者に向けてメッセー

０、練習場が３００。最終年

期の目標はゴルフ場が２０

いることは、
「新規顧客の獲
ジを送れること」
、
「ゴルフ業

となる第５期は、ゴルフ場が

また、
『ゴルマジ！ 』を

精力的に対応していく。
度も利用して広がりが無かっ

『ゴルマジ！ 』に期待して

た」
、
「単年では判断できな

しては
「予約が入らなかった・

ーが行われた。

時点）
、３月末延べ利用者

などをお届けする。

5

20

90

20

③知らなかった

■マルマン 伊藤安紀子さん

す。ただ、それがこのイベン
手応えは感じています。同時
にゴルフ業界における危機意

容も知っていた

34

かったので、当協会独自の企

52.8万人

７２ヵ所が賛同。約 ％の施

約15.1万人

い」
、
「受付やアプリの無料利

172

19

界が一体となって取り組むこ
と」などがあげられ、 期目
いう。
■賛同施設向けセミナーにつ

２０１４年にも実施し、好

いて
評を経た「ゴルフ市場活性化」
マーケティングセミナーを今
ゴルフ市場は、団塊世代の

年も実施した。
ゴルフリタイアによってゴル
フ対象人口の減少する２０１
５年問題に直面。目の前のお

ファー確保に努めていく。

20

トの手法という面もあるの
で、つたない説明ながら活性
識を感じとることができまし

３期

画で初心者のゴルフ体験会実

34.6万人

施を検討するなど、新規ゴル

約10.8万人

設が利用可能だった。

126

『ゴルマジ！ 』の場合、第

２期

用券発行オペレーションが大

12.8万人

11

変」などの回答があった。

約4.9万人

45

化へ向けた意欲が伝わったの
ではないでしょうか。わたし
た。ＧＭＡＣから発信できる
のはヒントでしかありませ

89

20

たちが紹介したのは一例にす

１期

12

20

20

ぎません。これをきっかけに、
ん。まだまだ待ちの姿勢で企
画や施策を要求してくる人も

いますが、やり遂げるのは自

分の企画だと思いますので、

延利用者数

1

97

色んなところで火が付けば活
性化はできると思います」
■リクルートライフスタイル

会員数

21

以降の活動に生かしていくと

2

自身の場に応じて、今日のセ

※

※

ミナーをヒントに企画、実行
※

してほしいですね」
※

セミナー参加者に実施した

アンケートによれば、ＧＭＡ

Ｃが示した戦略課題につい

て、ゴルフ界全体の流れに変

化を生じさせる可能性がある

2
『ゴルマジ！ 20』のブース（JGF にて）

室田明里研究員

「質疑応答を通じて感じたの
は、まだまだ女性や若者に対
する知見が少ないことです。
セミナー参加者も昨年よりは
女性が増えた印象ですが、少
なかったですね。大きな声を
あげなければと感じました。

と回答した人は ・４％。期

待感の高さが伺えたが、行動

するのは参加者自身。ゴルフ

場・練習場・メーカーらの実

20

20

23

13

賛同
スキー場

27
11

20

②企画名も内




知っていた



満員御礼の会場

行力が問われている。

2

1

①企画名は




＜2/15＞
＜2/14＞
＜2/13＞







ただ、ゴルフ業界は男性陣が
多いので“女性は違う生き物
だ”と感じてもらう初めの一
歩は踏み出せたと思います。
また、今日のセミナーでは何

質疑応答を受ける４名

74
●簡単な穴埋めクイズ（右図）に答えてくれた方に、オリジナルボールマー
 カーをプレゼント！という企画を行ったところ、日間の間で名もの方に
 ご来場頂きました。
 その際【ゴルマジを知っているか？】というアンケートも実施しました。
 アンケートの結果、割強の方々が「ゴルマジ初耳」でしたので、
 ゴルマジの企画内容と企画名お伝えすることができました。

イベント内容に関しても、半

月日～月日に開催された「ジャパンゴルフフェア」にて、ゴルマジコーナーを設置
（ゴルフ用品協会様ブースの一角をお借りしました）。多くの方に、ゴルマジを知って頂きたい
…という想いで実施致しました。

「手応えは正直わかりません。

第389号（毎月１日発行）

分はアナログで対応していま

7RSLFV ジャパンゴルフフェアでゴルマジコーナーを設置し35を行いました
度も【写真を撮る】というフ

▲（左枚）ゴルマジ！会員も来場してくれました！
（左から枚目）期目対象年齢の子たち（雪マジ会員）も来場

平成27年４月１日発行（ 4 ）

ᵏᵎᵊᵐᵑᵑᴾ うちゴルフ場：ᵕᵑᵐᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ 練習場：ᵗᵓᵎᵏᴾ

ᵖᵊᵏᵓᵐ名ᴾ

アプリ計測が
できている
アクション数
登録
会員数

キャロウェイ

1

X2 HOT FW SERIES

キャロウェイ
2

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

2

X2 HOT UT SERIES

キャロウェイ
3

915D3

チタン

アクシネット

3

JETSPEED RESCUE

テーラーメイド
4

JETSPEED

チタン

テーラーメイド

4

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
5

LEGACY BLACK
SERIES（2013）

チタン

キャロウェイ

5

915F SERIES

アクシネット



１月１日〜１月 日

1
2

X2 HOT

スチール

キャロウェイ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES
3

SRIXON Z545

スチール

ダンロップスポーツ

3
4

X2 HOT

カーボン

キャロウェイ

4

RM-21

フォーティーン
5

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

5

DJ-11

フォーティーン
メーカー名

順位

1

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

アクシネット

1

SCOTTSDALE TR
SERIES

ピン
2

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

2

ODYSSEY VERSA
SERIES

キャロウェイ
3

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

3

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ
4

PHYZ（2013）

4ピース

ブリヂストンスポーツ

4

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

ODYSSEY WHITE RIZE
iX SERIES
PUTTER BEST５

リアルマーケットレビュー ２

ネスモデルは日本で通用する

した。今回は「ＴＧ」のビジ

システムについてお話をしま

前回は、成り立ちやプレー

と思います。

ついてお話しさせて頂きたい

ｇｏｌｆ（以下「ＴＧ」
）に

を中心に増加しているＴｏｐ

前回に引き続き、アメリカ

といった意見も耳にします。

は増えていないのではないか

が、韓国で若年層ゴルファー

に人気となっているようだ

ゴルフ施設があり若者を中心

クリーン（シミュレーション）

韓国では１万箇所を超えるス

つながらないのではないか。

それがゴルファーの増加には

ティングも行われているので

ータベースを利用したマーケ

須ですが、恐らくそうしたデ

ーするためには会員登録が必

ます。また、
「ＴＧ」でプレ

レットも数多く用意されてい

ています。そのためのパンフ

ンプログラムが非常に充実し

心者やジュニア向けのレッス

じているのです。

はないかと思います。要する

中古ショップやオンライン

にただ遊ばせているだけでは

しょう。逆に言えば業界関係

ショッピング、シミュレーシ

よくもまあここまでネガテ

一部業界関係者の間では既

者のイメージがそれだけ固定

ョンゴルフ。それまで世にな

ィブな意見が出てくるなあと

に議論が交わされています

化しているのではないかと思

かった新しい「ゴルフ」が過

のかという点について、業界

が、私の耳に入ってくるのは

います。聞くところによると、

内の反応を中心にお話しした

「アメリカだからこそ通用す

「ＴＧ」収益の ％は飲食だ

数年経ったら飽きられてしま

るモデルであり、日本では通

うことを考えた上で戦略を講

用しないのではないか？」「利

いう気もしますが、皆さんそ

シリーズ⑱

チタン

れぞれ納得できる面もあるで

部門別売れ筋ランキング

X2 HOT SERIES

いと思います。

Ｔｏｐｇｏｌｆ訪問記②

＝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

ドライバー１位＝X2 HOT SERIES

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）
「２０１５年年明けの商戦は『非常に厳しかった』
とする声が多く、目玉商材の一つである福袋の消化
も芳しくないという声が数多く寄せられました。
用品市場全体も、比較対象となる前年同期（２０
１４年１月）はダンロップ『ゼクシオ８』の初動期
じて厳しいものとなりました。発売される商品の量

であるなど単純に比較できない面はあるものの総

メーカー名

ダンロップスポーツ

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

キャロウェイ

に比べ小売店での在庫消化が進んでおらず、仕入

1

面においても厳しさが増していると感じています」

アクシネット

カーボン

構造

ダンロップスポーツ

ダンロップスポーツ

XXIO8

BALL BEST５

XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

アクシネット
1

VOKEY DESIGN COLD
FORGED

順位

5

メーカー名
WEDGE BEST５
順位
メーカー名
シャフト
IRON BEST５
順位

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

す。そういった意見の根拠を

な意見が多いように感じま

いか？」といったネガティブ

益を出すのは難しいのではな

ボールに打席番号を認識させ

難しいということになります

伴う初期投資を回収するのが

益がなければ施設オープンに

と言います。つまり、飲食収

れていたように記憶していま

ティーが業界内で強く発せら

ーを否定するようなメンタリ

良いほどこうしたニューカマ

そうした時には必ずと言って

去にも生まれてきましたが、

リカだから成功しているので

設が存在していなかったアメ

Ｇ」開設費用は日本の練習場

れているモニターなど、
「Ｔ

るシステム、各打席に設置さ

で成立するのは難しいかもし

今のままでは「ＴＧ」が日本

す。確かに、前述したように

うのではなく、じゃあどうし

は。既に練習場が多く存在す

たら良いのか？といった議論

れません。だからこそ難しい
そういった点では３番目の

を進めていくことこそが大事

よねという議論で終えてしま
「飲食収益不可能論」という

なのではないでしょうか。

よりも遥かに高いのではない

のは的を射た意見であると言

かと考えられます）
。
■「ＴＧ」はシミュレーショ

えますが、例えば最寄り駅か

る日本では新規性、インパク

ンゴルフの屋外版に過ぎない

場との差別化困難論）

のでは。
（シミュレーション

も思います。アミューズメン

（矢野経済研究所 三石茂樹）

ト施設「ラウンドワン」はシ

らシャトルバスを運行すれば
郊外のロードサイドが主流に

ャトルバスを運行しています

解決する話なのではないかと
なり車利用が多くアルコール

■仮にオープンするとすれば

を提供するのは難しい。お酒

またリアルゴルファーの創

が、それと同じ発想です。

プアップは難しいかもしれま

遊ばせているだけではステッ

出には繋がらないのでは、と
以上の３つの意見に集約さ

いう意見ですが、確かにただ
れているように思います。更

せん。しかし、
「ＴＧ」は初

ジネスモデルの展開は不可能

に、上手くいったとしても、

では。
（飲食収益不可能論）

レーするという「ＴＧ」のビ

を飲みながら仲間と楽しくプ

ゴルフと何が違うのか論）

トがないのでは。
（既存練習

■「打ちっぱなし」という施

大雑把にまとめます。

（ＩＣチップ入りのボール、

60

31
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日（ 水）
、

賄う。今後５月くらいから

従来どおり集合型講習会で

定資格を前提とした講習は

ップについて

議題 ―１、インダストリーカ

会を開催した。

協会事務局内にて標記の委員

６社でスタートした。

◦委員長は松下理事。委員は

②流通委員会について

善する仕組みが必要である。

削減効果を用品業界全体で改

告看板の企画・設計・施工他

建築の設計・施工、店舗、広

ーマ説明（物流革命）
共同物流の基本的な概念・

■共同物流概要の説明

■他業界での取組事例紹介

考え方、専門用語の説明。
共同配送に関する他業界の
共同物流成功事例紹介

【住所変更】

●ｓｅｖｅｎ ｄｒｅａｍｅｒｓ

ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ㈱

新住所：〒１０８ ―００７３

（東日本支部）

三田国際ビル Ｆ

東 京 都 港 区 三 田 １ ―４ ―

１８

ＴＥＬ：

―６４５３ ―７０

―６４５３ ―７０

場所：涼仙ゴルフ倶楽部（三

議題 ―１、

討会」を開催した。

２回ゴルフ物流共同配送化検

ＡＰ東京八重洲通りにて「第

品川クリスタルスクエア６階

東 京 都 港 区 港 南 １ ―６ ―

新住所：〒１０８ ―００７５

オフィス（東日本支部）

●ダンロップスポーツ㈱東京

１９

ＦＡＸ：

重県いなべ市）

■共同化推進に当たっての法

日（ 水）
、

・詳細は本紙４面の『市場活

募集予定人数： 社 名

的留意事項と事例紹介

年２月

性化コーナー』に掲載。

③「第４回西日本ゴルフ関連

平成

変更事項

１講座の作成を進め９月頃
①「第５回東日本ジャパンゴ

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
に試験的に導入する予定。

タ」他を掲載予定。

場所：狭山ゴルフ・クラブ
（埼
玉県入間市）
概要が決定したので５月中

募集予定人数：２００名

②「第４回中部日本企業対抗

―１、ゴルフ共同配送テ

議題

日程：平成 年 月 日

ルフインダストリーカップ」

―４、次回委員会の日程

年 ３ 月 ６ 日（ 金）
、

ゴルフ大会」

旬の募集開始で進行する。

会を開催した。
日程：平成 年 月 日

協会事務局内にて標記の委員

平成

第１回ＪＧＧＡ
活性化委員会

平成 年４月 日（金）

議題

議題 ―４、その他

定。

６面：協会関連事項を掲載予

協会関連事項
年２月

広報委員会
平成
協会事務局内にて標記の委員
会を開催した。
ートについて

ＪＧＧＡＮＥＷＳのアンケ
議題 ―５、次回委員会の日程

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
３月号について

番ホール」：中本光彦
①『ゴルマジ！ 』について

議題 ―１、ＧＭＡＣより報告

開催した。
②「ゴルフパートナーのキャ

企業対抗ゴルフ大会」

品市場規模と動向」

【タイトル】
「世界のゴルフ用

会事務局内にて標記委員会を

掲載。
議題 ―１、
「ジャパンゴルフ
ンペーン」について

タ」他を掲載。
古クラブをプレゼントする

同社が企画した初心者に中

日程：平成 年９月 日

■各社ヒアリングレポートの

●㈱ダンロップスポーツマー

「はじめてのごるふくらぶプ

報告まとめ

ケティング東京本社（東日本

場所：宝塚ゴルフ倶楽部（兵

支部）

ロジェクト」の参加者が１万

新住所：〒１０８ ―００７５

人に達した。アンケートの結

■ゴルフ共同物流における各

【日時】平成 年２月 日

社の課題認識の共有化

【講師】三石茂樹氏、トム・

庫県宝塚市）

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

募集予定人数： 社 名

４月号の編集について

議題 ―２、次回委員会の日程

東 京 都 港 区 港 南 １ ―６ ―

果、その後、約 ％がゴルフ
用品を購入しており、大きな

平成 年５月

スタイン氏、フィル・バーナ

ンゴルフフェア２０１５の報

流通委員会

第１回、第２回

③「ゴルフ市場活性化セミナ

成果を上げている。

【総括】前評判も高く、多くの

【参加者総数】 名

スタンダード会議室赤坂サロ

番ホール」：山田一夫
ー」報告

ンにて「第１回ゴルフ物流共

年１月

日（ 水）
、

申込みがあった。新しい市場

心者にゴルフの魅力を伝えよ

【タイトル】
『～未経験者＆初

平成

理事が担当。
②『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ

データが提示され好評だった。

■次回開催についてのご連絡

題シートについて

ジング（東日本支部）

●㈱モンキー・アドヴァタイ

品川クリスタルスクエア７階

―６２６５ ―９９

シティプラザ新宿４階

東京都新宿区大久保２ ―５ ―

新住所：〒１６９ ―００７２

議題 ―２、次回委員会の日程
平成 年４月 日（水）

新規入会

９７
ＦＡＸ：

ＴＥＬ：

９８

●㈱武市ウインド名古屋（中

代表者：各務雅博

部日本支部／正会員）
協会担当者：瀧塚裕行

●㈱ジェージーイー（東日本

同配送化検討会」を開催した。
立上げの経緯

支部）

①流通委員会の検討テーマと
◦業界の流通効率化とコスト

愛知県名古屋市守山区苗代１

住所：〒４６３ ―００４６

―６２６５ ―９９

ダウンの可能性を探るべく

議題 ―２、
「第 期ゴルフ用品

【参加者総数】 名

ＧＧＡ 名）

「共同物流（共同配送・共同

６面：協会関連事項を掲載。

新住所：〒１２１ ―０８１３
◦運送業界の人手不足と法令

２８６

ＦＡＸ：０５２ ―７９４ ―７

３２２

ＴＥＬ：０５２ ―７９４ ―３

東京都足立区竹ノ塚４ ―９ ―
順守の影響で運賃の値上げ要

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

ー氏、クレア・ベイツ氏

倉庫）化」をテーマとして委

ュー２」を掲載。

分かり易く、好評で盛況。

【総括】具体的な成功事例が

員会を立ち上げた。
場連盟（ＫＧＵ）初心者スク

請が出てきている。業界の流
【場所】日本メディカルトレ

【科目】 科目

日の３泊４日

ールの受講料を４月１日よ

番ホール」：梅田義彦

理事が担当。

●
「

アンケート」を掲載予定。

り、２０００円から無料（金

Ｅメール： taki@takeichi. ●ブリヂストンスポーツ㈱
（東日本支部）

ててもらうことなどを目的に



カップ委員会

◦内外の環境変化に伴う業界

品部会）

takeichi.co.jp
業態区分：卸（卸売部会、用

●テクタイト㈱
（東日本支部）

【社名変更】
物流を見直す良い機会と捉

取扱商品：インドアゴルフ、 （旧社名：ショットナビ㈱）

h t t p : / / w w w . 新代表：楳本富男（旧代表：
梶哲也）

【代表者変更】

ＴＥＬ／ＦＡＸ：変更なし

10

え、１社単独では限界のある

co.jp
ＵＲＬ：

通はメーカー・販社の保管倉

作成。時間的制約や費用な

年 ３ 月 ６ 日（ 金）
、

余地が有るのではないか。

ｎの重複構造が多く、改善の

庫と出荷先の小売の間にｎ：
コンテンツ」について

平成 年４月 日（金）

券による返還）に変更。

―

④「関西ＧＭＡＣ」の報告

03

議題 ―２、次回委員会の日程

37

ーニングセンター

13

議題 ―３、
「ｅ ―ラーニング

―

・平成 年度関西ゴルフ練習

【日時】平成 年２月 日

う～』

性化セミナーの報告」他を掲
ム』

３面～４面：「ゴルフ市場活

●
「

告」を掲載。

ード氏

１面～２面：「第 回ジャパ

６面：協会関連事項を掲載。

40
15
80

３面上段：「ゴルフ用品販売
掲載予定。
ナー」を掲載予定。

平成

第１回インダストリー

４面：「中部実業団対抗ゴル

どの負担も軽減される。認

会員各社の社員教育に役立

17

15

27

フ大会」を掲載予定。

27

19

３面下段：「市場活性化コー

27

技術者第 期受講生募集」を

24

56

27

40 52

27

【参加者総数】２１３名（Ｊ

41

40

21

販売技術者講習会」について

03

27

【日程】平成 年８月 日～

【日時】平成 年２月 日

載。

13

20

27

45

５月号の編集について

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

27

１面～２面：「ゴルファーズ

【講師】スティーブ・オット

41

20

■各社守秘義務締結状況と課

27

所、ゴルフ市況トピック」を
４面：「ジャパンゴルフフェ
フェア」セミナーの報告。

平成 年３月６日（金）協

講習会委員会

平成 年４月 日（火）

１面～２面：「ＰＧＡショー
●
「

の報告」を掲載。
理事が担当。

28

①『ゴルフ用品セミナー』

３ 面 下 段 ：「 矢 野 経 済 研 究

17

19

11

03

03

10

11

ア速報」他を掲載。

18

27

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

27

27

25
49

タ」
、
「リアルマーケットレビ

14

15

19

27

95

27

27

13

27

28

17

20

27

27

19

27

27
40
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