当協会も加盟するゴルフ関
選任」が行われ、出席者の互

第１号議案として「議長の
状況からみたゴルフ場の数・

５」
、
「ゴルフ場利用税の課税

会議」では、
「議長選任の件」
、

年第２回日本ゴルフサミット
長が選任された。

日本ゴルフ協会の竹田恆正会

選により新議長には（公財）
に説明が行われた。

調査」などの最新データを基

利用者数等」
、
「社会生活基準

「２０１５年の活動方針の進

なお、データ分析と提案の
手塚寛副委員長が説明。今後

内容については、ＧＭＡＣの
の方向性などについて、ＧＭ

２、ゴルフ界の現状報告およ
第２号議案では、
「ゴルフ

び提案
界の現状報告および提案」が

捗状況と今後の方針」
、
「ゴル
などについて話し合いが行わ

フ界の現状報告および提案」
れた。以下、同会議で話し合

を行った。
進捗状況と今後の方針

３、２０１５年の活動方針の

ＡＣの馬場宏之委員長が説明

るが、
「レジャー白書２０１

その内容については後述す

ゴルフ市場活性化委員会（Ｇ

※

ＭＡＣ）より行われた。

する。
※

われた内容を抜粋してお届け
※

１、議長選任の件

http: //www. jgga. or. jp

第３号議案では、
「２０１
５年活動方針の進捗状況と今
後の方針」が報告された。
（１）ゴルフ活性化への取り

★今月のトピックス

１〜２面＝ 「２０１５年第２回日本ゴルフサミット会議」
面＝ 第 回ジャパンゴルフフェア２０１６出展案内
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



※カッコ内は前年度
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「２０１５年第２回
日本ゴルフサミット会議」開催！
ゴルフ関連 団体で構成される「日本ゴルフサミット会議」は７月 日、

連 団体が行った「２０１５

ついての進捗状況と今後の方針について話し合いが行われた。

団体の９団体の代表者と８団体の代理出席者が参加し、今年度の活動方針に

都内ホテルで「２０１５年第２回ゴルフサミット会議」を開催。ゴルフ関連

17

50

『ゴルジェネＵ プロジェク

20

80

※

21
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4

私が、ゴルフを再開したのは
組み
年前。きっかけは二つの事か
今年１月の「日本ゴルフサ
年から実施されている「ゴル
ト』を発表
ら。ゴルフを始めたのは 代で、
ミット会議」で策定された「ゴ
マジ！ 」について、第１期 （２）暗いニュース
あと少しで１００を切れるとこ
ルフ活性化のための戦略目標
の活動における結果報告が行
①ゴルフ人口の減少（社会生
ろまで進歩していた。ところが
と主要戦術課題」に基づき、 われた。また、今年の第２期
活基本調査より）
ソフトボールの試合で本塁へ滑
り込み、ブロックされて左膝に
構成 団体のそれぞれの活動
の活動に向けた進捗報告が行
・１９９１年１８００万人→
かなりの損傷を負った。半月板
われた。
２０１２年９２４万人
内容がまとめられた資料が発
の手術をするかどうか迷った
※
※
※
※
②２０１５年問題
表された。また、補足説明並
が、結局は圧縮包帯と電気治療
以上、
「２０１５年第２回
・団塊の世代のゴルフリタイ
びに意見交換が行われた。
などの各種方法で治した。しか
ゴルフサミット会議」で話し
ヤの始まる年
（２）
「ゴルフ場利用税廃止運
し、左膝に違和感を覚え階段等
を下りるのが不安だった。そん
合われた内容を紹介した。次
③２０１４世界アマチュアゴ
動」及び「国家公務員倫理規
な事があり 年ほどゴルフを止
に、第２号議案でＧＭＡＣの
ルフ選手権が盛り上がらず
定改正」について
めていた。
手塚寛副委員長が説明した資
④市町村の反対運動激化でゴ
日本ゴルフ関連団体協議会
きっかけの一つは、一流企業
料を紹介する。
ルフ場利用税撤廃ならず
の小宮山義孝会長より、
「ゴ
の
素材メーカーからゴルフのお
⑤会員権譲渡損の損益通算が
ルフ場利用税廃止運動」及び
誘いを受け、回ったはいいが散々
なスコアできつい嫌みを言われ
２０１４年４月より廃止
「国家公務員倫理規定改正」 【最新データから見たゴルフ
た事。もう一つは、高校時代の
⑥一昨年設定のゴルフウィー
について報告が行われた。
界の現状とＧＭＡＣからの提
同級生コンペに参加したが、ブ
ク→業界としての成果が確認
昨年の「ゴルフ場利用税廃
案】
ービーであった。当然のように
出来ず
止運動」は、衆議院予算委員
１、ゴルフ界のニュースにつ
「
ゴルフクラブを作っていてなん
⑦競技人口の減少
会での安倍晋三総理、麻生太
いて
やその成績は？」とこちらでも
同じような事を。そんな二つの
⑧ 労 働 市 場 に 於 け る雇 用 難
郎財務大臣による利用税廃止 （１）明るいニュース
事があり、再び真剣にゴルフに
に向けての積極的な発言があ
①２０１６年からゴルフがオ （コース管理及びキャディー）
取り組むようになった。
２、
「レジャー白書２０１５」
り、
「自民党税制調査会」に
リンピックの正式種目に決定
まずはレッスンに通い、一か
について
おいては廃止を求める意見が
②２０２０年東京オリンピッ
ら基本を教わった。週に２回ほ
経済の長期低迷と総人口が
多く、例年にない盛り上がり
ク開催決定
ど練習を重ね、多い時には５０
０球ほどを２時間で打ち込んだ
２００８年をピーク（約１億
を見せた。
③景気浮揚による可処分所得
りした。見る間に上達し、２年
２８００万人）に減少に転じ
最終的には、地方自治体の
の拡大→レジャー支出増の可
ほど経つと 台が出るようにな
たこともあり、どのスポーツ
財源確保の問題で見送りとな
能性
り、オフィシャルハンデも に
も参加人口は減少しているの
ったが、オリンピック種目へ
④「 歳代前半の約半数がゴ
な
った。もう付き合いゴルフに
が実情だ。
の課税や消費税との二重課税
ルフをやってみたいスポーツ
出ても恥ずかしくないようなレ
ベルである。今では二つのきっ
ゴルフ市場の動向において
を本年も継続して訴えていく
にあげている」というアンケ
かけに関係する人に感謝してい
は、ゴルフ練習場の参加人口
ことが重要となる。また、２
ート調査結果（じゃらんリサ
る。
が７６０万人
（８６０万人）
で、
０１７年の消費税の再増税時
ーチセンター調べ）
練習で自分なりに感じた事
ゴルフコースの参加人口が７
が、
「ゴルフ場利用税」の廃
⑤様々な団体や企業が市場活
は、とにかく冬の間にフォーム
２０万人（８６０万人）とな
止に向けた解決のタイミング
性化プロジェクトに着手
固めをするために徹底的に振り
込む事。暖かくなると暑さで体
っている。コース、練習場と
であることが報告された。
・ＰＧＡが、
「ゴルフ市場再生
力が持たず打ち込む事が出来な
（３）暴力団等反社会勢力の
活性化に向けた新たな提案」 もに前年度より参加人口が減
い。もう一つは、１歳でも若い
少している。
排除
を発表
うちにゴルフを始め基本を習う
その中でも健康志向の高ま
各団体での規程への盛り込
・リクルートライフスタイル
事。年をとれば、上達も二乗で
りから、身体的負荷がそれほ
みやセミナー、ポスターなど
が、
『ゴルマジ！ 』をスター
遅くなる。
大阪へ転勤になり練習する機
ど重くなく、中高年齢層が気
を通じての啓発活動が紹介さ
ト
会が極端に減った為、最近スコ
れた。
⑥楽天ＧＯＲＡが、
『楽ゴル』 軽にでき、費用のあまりかか
アはほとんど伸びていない。こ
らないスポーツの参加人口は
４、その他
をスタート
こらでもうひと踏ん張り必要だ
（図１参照）
第４号議案では、リクルー
⑦ゴルフダイジェスト社が、 減少幅が低い。
と
思
う
今
日
こ
の
頃。
ミズノ 樋口良司

17

トライフスタイルにより、昨

21

20

20

17

8 月号
JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION

21

７月 日、ザ・キャピトルホテ
ル 東 急 で、
「２０１５年 第２回日
本ゴルフサミット会議」が開催さ
れた。
同会議には、ゴルフ関連団体の
９団体の代表者と８団体の代理
出席者が参加。会議に先立ち、（公
財）日本ゴルフ協会の安西孝之会
長の退任に伴い、議長が空席であ
るため、議長代行にＮＰＯ法人日
本芝草研究開発機構の高橋正孝
理事長が付き議事が進行された。
また会議の冒頭で、
「日本ゴルフ
サ ミット 会 議」の 沿 革 につい て、
（ 公 社） ゴ ル フ 緑 化 促 進 会 の 大 西
久 光 理 事 長 が 説 明。 そ の 後、
「議
長選任の件」
、
「２０１５年の活動
方 針 の 進 捗 状 況 と 今 後 の 方 針」
、
「ゴルフ界の現状報告および提
案」などについて話し合いが行わ
れた。

20
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ᵏᵏᵏᵌᵑᵃ

ᵏᵎᵊᵎᵎᵏᵊᵑᵖᵓ

分かる。前年比でも１０５万

ᵗᵊᵎᵐᵖᵊᵗᵔᵕ

ᵏᵎᵏᵌᵎᵃ

野 球
㻔キャッチボール
を含む㻕

３６７１人も増えており、

ᵏᵎᵐᵌᵎᵃ

ᵗᵏᵊᵔᵒᵐᵊᵎᵓᵏ

（千人）

それだけに団塊の世代のゴ

ᵗᵎᵊᵕᵖᵔᵊᵒᵖᵖ

ᵐᵎᵎᵗ

18

ると思われる。

ᵐᵎᵎᵖ

20

ゴルファー減少の流れは避け

ᵗᵌᵏᵏᵃ

日本のゴルフ界が抱えている

ᵏᵏᵐᵌᵔᵃ

した具体的な活動案について

ᵖᵊᵏᵏᵐᵊᵐᵔᵒ

て、
「始めようゴルフ」に特化

ᵏᵎᵎᵌᵗᵃ

20

また、ゴルフのように運動

ᵖᵗᵊᵎᵐᵎᵊᵒᵏᵎ

㻞㻜㻝㻝年

15

70

量や身体的負荷が他のスポー

ᵐᵎᵎᵕ

折れ線グラフ1

合は全体の ・ ％を占めた。

ᵖᵌᵏᵕᵃ

㻞㻜㻝㻟

17

歳未満や 歳以上が占める割

ᵏᵏᵖᵌᵐᵃ

ᵒᵌᵔᵓᵃ

㻞㻜㻝㻞

10

題）は、とてつもない負のイ

ᵕᵊᵐᵎᵔᵊᵓᵔᵑ

㻞㻜㻝㻝

70

ルフリタイヤ（２０１５年問

ᵏᵎᵐᵌᵓᵃ

ᵋᵋ

㻞㻜㻝㻜

めにはとりわけ若年層（ 歳

ᵖᵖᵊᵐᵑᵒᵊᵖᵕᵐ

㻞㻜㻜㻥

ることが出来ず、回避するた

ᵕᵌᵎᵗᵃ

ᵐᵎᵎᵔ

㻞㻜㻜㻤

①ゴルフウィークの積極的活

ᵏᵏᵔᵌᵐᵃ

㻞㻜㻜㻣

以下の５点が挙げられる。

ᵔᵊᵎᵗᵔᵊᵗᵗᵐ

㻞㻜㻜㻢

えられる種目の実施人口が増

ᵏᵎᵎᵌᵗᵃ

㻞㻜㻜㻡

ツに比較して軽度であると考

ᵖᵔᵊᵎᵒᵓᵊᵗᵒᵑ

㻞㻜㻜㻠

歳以上者」は、 年

ᵔᵌᵏᵓᵃ

ᵐᵎᵎᵓ

㻞㻜㻜㻟

また折れ線グラフを見る

ᵏᵐᵕᵌᵕᵃ

㻝㻥㻥㻤

と、
「

ᵓᵊᵐᵒᵔᵊᵏᵖᵎ

㻝㻥㻥㻞

ない。

ᵗᵔᵌᵓᵃ

なプログラムの紹介（スクラ

ᵖᵓᵊᵑᵎᵕᵊᵎᵖᵗ

我々は生き残れない。今後は、

ᵒᵊᵏᵎᵕᵊᵖᵐᵏ

ᵐᵎᵎᵒ

される『産業』にしなければ

ᵏᵎᵎᵌᵎᵃ

④高校・大学のゴルフ授業の

ᵗᵓᵌᵓᵃ

ᵖᵖᵊᵑᵕᵔᵊᵒᵎᵗ

ルプレー促進）

ᵗᵔᵊᵎᵑᵏᵊᵗᵑᵐ

ᵐᵎᵎᵑ

特に、④に関しては、ティ

ᵏᵗᵗᵖ

・「㻣㻜歳以上者」は、㻝㻜年間で㻟倍に増加
・「㻣㻜歳未満者」は、直近㻡年間で㻝㻘㻜㻜㻜万人減少
㻤㻘㻞㻜㻜万人⇒㻣㻘㻞㻜㻜万人

ンパクトになることは間違い

ᵏᵎᵑᵌᵔᵃ

千人

代）のゴルフへの参画を促す

構成比

ᵏᵎᵐᵊᵑᵐᵓᵊᵒᵕᵖ

㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

ことが急務であることが分か

前年対比

用。地域一体での取り組み・

内非課税者

ゴルフ場施設の開放

前年対比

加していることも分かった
（登

総来場者数

ᵏᵗᵗᵐ

10 20

そういった意味でも今後ゴ

といった具体的な目標値を定

 ルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・
ゴ
ゴルフ場利用税の課税状況からみた全国ゴルフ場の利用者数の推移
利用者数等 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会

西暦
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ゴルフ人口の大幅減に対し、年間総来場者数がそれほど減少していないのは、プレー料金が
ゴルフ人口の大幅減に対し、年間総来場者数がそれほど減少していないのは、プレー料金が
かなり安くなり、高年齢層を中心に年間プレー回数が増えたことが起因していると思われる。
かなり安くなり、高年齢層を中心に年間プレー回数が増えたことが起因していると思われる。
それだけに団塊の世代のゴルフリタイヤ
それだけに団塊の世代のゴルフリタイヤ 年問題
年問題 は、とてつもない負のインパクトになることは
は、とてつもない負のインパクトになることは
間違いない。
間違いない。
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った。
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近５年間で１０００万人減少
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述べている。




「ゴルフを世の中から必要と
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「レジャー白書２０




ということが言えるだろう。




用者の高齢化が進んでいるの




が現状だ。ゴルフ業界は、本




ゴルフ界全体で、ゴルフを始




められる環境を作っていくこ




実態調査と拡大のための積極







的アプローチ

ゴゴルルフフ場場数数


 




速報
速報

とが大切だと思います」― 。





 
 
 
 
 
 
 
 


⑤ゴルフ情報誌以外への広

ゴゴルルフフ人人口口
レジャー白書
レジャー白書




告・宣伝・広報活動




代が非常に少ないことが分か

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会
一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会

る。 代後半のゴルフ参加率

ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・利用者数等
ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・利用者数等
図1 レジャー白書2015

参照）

スノーボード
ゲートボール

を「 ％程度に引き上げる」



５、年齢別、スポーツの種類

 エアロビクス・ジャズタンス
参考

③ビギナー対応の環境整備



とも良い年齢層である「 代」 （フォワードティー化、９ホー



ーゲットは、投資効率のもっ



たとみられるが、ゴルフ場利
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がシルバー需要に弾みをつけ
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４、ゴルフ場利用税の課税状























現状だ。
（図２参照）
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用者数の推移について























参加率を表したものだが、
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れる。
（図３、折れ線グラフ１
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は２００３年４月に一部撤廃

種

年間平
均費用
千円

平成27年８月１日発行（ 2 ）
る 歳以上の構成比だ。同税

経済の長期低迷と総人口が年をピーク 約百万人 に減少に転じたこともあり、どのスポーツ
も参加人口は減少している。その中でも健康志向の高まりから、身体的負荷がそれほど重くなく、中高
年齢層が気軽にでき、費用のあまりかからないスポーツの参加人口は減少幅が低い。

（ 歳以上、 歳未満、障害者、

教育活動）へとこぎ着けてお

第393号（毎月１日発行）
レジャー白書 公益財団法人日本生産性本部

ゴルフ・登山ハイキング等

13

9

年齢 →
年齢別、スポーツの種類別行動者数
拡大すべきベクトル

14

図5

2013年の参加率（レジャー白書2014）

図、グラフの出典：ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）
／
「最新データから見たゴルフ界の現状とＧＭＡＣからの提案」

納入先はかなりの部分で同一
分析結果を基に業者と交渉し

荷データの提供を受け、その
今回の市場活性化コーナー

ある。
④配送単価などである。

の維持または改善の可能性、
する。

ト「楽ゴル」の近況をお届け

配送、②物流倉庫の共同利用、

４段階とは、①共同での輸
送の試行を行う予定。今年の

な導入の範囲を確定し共同配

ね９月末までに条件や試験的

◆「ゴルマジ！ 」の第二期
状況
二シーズン目がスタートし

平成 年８月７日（金）
、９
月４日（金）の２回
【場所】

Ｖｏｌ．

練習場利用）で提供するもの。

（ラウンド前のレッスン受講、

・全国約１３０のゴルフ場で

「楽ゴルプラン」の提供を開
始した。

・予約件数は、１２２件。

東我孫子カントリークラブ
（千葉県我孫子市）

名だった。

名で、ゴルフ場での利用は

３名。クーポン発行が３６９

・７月は、エントリーが４８

つき１枚プレゼントするもの。

円相当のクーポンを、１名に

トリーすると、毎月３０００

・
「楽ゴル」のページからエン

②「楽ゴルクーポン」

ＪＲ常磐線天王台駅（ 時集

【集合】
合、 時解散）
【定員】
名／回（申込先着順・最少
催行人員： 名）

１・５倍の賛同施設を集め、 【参加費】

た「ゴルマジ！ 」は、昨対

【日程】

市場活性化コーナー

であり改善の可能性がある。
は、二期目が始まった「ゴル

実際には、①海外の製造委

ている。その内容としては、

ゴルフ用品業界における共同物流の動き
ＪＧＧＡ流通委員会では、
今年１月から共同物流につい
ての調査・研究を開始してい
日（木）にスタートした楽天

マジ！ 」の近況と、６月

配送個数、②シーズンによる
ＧＯＲＡがプロデュースする

①引取先と配送先の集約度と
配送個数の変動、③配送リー

託先からのメーカーへの調達
部分、②メーカー倉庫から小
ドタイムなどサービスレベル

る。その経緯と検討の状況に
ついて報告する。
売物流センター、小売店舗、

３、物流共同化の方向性とし

代の市場活性化プロジェク

ゴルフ場などへの配送部分が

後も、増税と過剰供給の反動

③情報システムの統合、④物

スケジュールとしては、概

ては４段階

ファー人口の減少、②小売り

る。外部の経営環境も①ゴル
チャネルの変化、③多頻度少
流管理全般の経営移管とな
月頃からの実現を図る計画

量納入の増加、④販売価格下

【賛同施設数】（７月 日現在） 【企画内容（３つのポイント）
】

２０００円（当日徴収）

ゴルフ場：１４６

順調な滑り出しとなった。

メーカー企業と小売企業で地

練習場：２８１

となっている。当初は一部の

流通委員会では、もっとも
域を限定して開始する予定だ

る。

が、最終的には全会員企業が

合計：４２７

る、
「ＬＩＮＥ（ライン）
」の

と、対象ゴルフ練習場でレッ

公式アカウント「ＬＩＮＥゴ

スンを無料体験できるクーポ

け！

り！

ンや、練習場を割引料金で利

②車がなくてもＯＫ。天王台

③「楽ゴル練習場クーポン」

難易度が低く、各社の負担も
利用できる環境を整える方向

・
「楽天ＧＯＲＡ」が運用す

小さく現状の改善を図れる共
で進めていくことを予定して

①手ぶらでＯＫ。必要なのは

消費税増税）などが大きく影
同配送について検討を開始す

③超お得。レッスン、昼食、

ルフ」を「友だち」登録する
施設利用回数：３３２５回

レンタルクラブ、更にグロー

駅からはクラブバスで送迎あ

運動靴や動きやすい服装だ

響しており、厳しい経営環境
ることとした（図参照）
。

落や為替の変動、⑤社会経済

17

◆『ゴルマジ！ 』会員ゴル

登録数：５２１３名

【会員数】

が続いている。

【問い合わせ先】

はＪＧＧＡ事務局まで。

この件に関する問い合わせ

②物流業界の現状
組み

いる。

動向の変化（個人消費低迷、

27

４、共同物流の他業界での取

運送業界は、急激なドライ
共同物流は、他の業界では
年以上前から実現されてお

21

リクルートライフスタイル

ゴルフ場デビューイベント」

フ場デビュー企画「手ぶらで

０円！（当日徴収します）

Ｋ）など、全部コミで２００

ブ（お土産として持ち帰りＯ

・現在では、 施設が決定。

ゼントするもの。

用できるクーポンを毎月プレ

※ご予約いただいた情報は、

内をさせていただきます。

ルフ用品協会より詳細のご案

の ゴルフ場の中から予約し

・
「楽ゴル」ページで、対象

ブ」

④「楽ゴル無料レンタルクラ

だ。

今後も交渉を重ねていく予定

ゴルフ場施設予約のため、東

なお、予約完了後、日本ゴ

我孫子カントリークラブへ提

ゴルフ場にデビューさせる企

ゴルフ場に行ったことがな

供します。

で申し込むと、プレー当日に

た上で、当該ゴルフ場に電話

※

能。

・全国

※

※

※

コースで利用が可

タルできるもの。

ゴルフクラブ一式を無料レン

※写真付き身分証明書は必携
です。
６月 日よりスタートした

◆「楽ゴル」の状況

況は以下の通り（７月 日ま

「楽ゴル」についての利用状

場で、９ホール以下のプレー

・全国約１２０以上のゴルフ

①「楽ゴルプラン」

期待される。

ランの充実や利用者の増加が

か１ヶ月だが、今後は提供プ

「楽ゴル」が始動してから僅

ゴルフを継続してもらうこと

を、割引料金または特典付き

ゴルフ場を身近に感じて、
も目的の一つと考えている。

での利用状況）
。

場での立ち振る舞いやゴルフ
どを体験しながら学んでもら

用語・マナー・エチケットな

囲気を味わうとともにゴルフ

ゴルフ場の爽快な景色や雰

【目的】

ある人。

練習場には数回行ったことが

【対象者】

画を計画した。

い『ゴルマジ！ 』会員で、

同で『ゴルマジ！ 』会員を

とＪＧＧＡ活性化委員会が共

20

バー不足に直面している。大
型免許法改正後、大型免許取

―３８３２ ―８５

練習場C

得者が激減、さらに労務時間
ＴＥＬ：

★運賃は引取車両代(A)＋共同配送費(B)で構成される。
共同化することに拠る物量の増加によって共同配送費を割安な単価にすることが可能。

り、成功している。

ゴルフ場C

管理の厳格化など行政の法令
８９

Ｅメール：
tkinugasa@jgga.or.jp

ゴルフ場A

その目的として、①業界共
通の物流条件を整備し、スケ

小売店A

順守の要請が経営を圧迫、大

動を平準化すること

手運送業者からの運賃値上げ

により、ＣＯ ２の削

ールメリットによるコストダ

このような内外の環境の影

減に取り組み社会貢

ウンを図る、②積載効率をア

響を受け、物流コストは増大

献に繋げるなどが挙

の要請も増加している。

傾向にあり、業界全体での物
げられる。

小売店C

20

20

③業界全体での物流の共同化

流の共同化の検討が必要にな

練習場B
B

ップさせ、物流の波

ってきた。１社単独でのコス

５、検討の現状と今

練習場A
メーカーC
(例)千葉県

の検討が必要

ト削減では限界があり、物流

引取車両

50

近年は東日本大震災の影響

１、検討に着手した背景

18

①ゴルフ用品業界の現状

20

で売上規模は減少傾向であ

20

う。

11

コスト増加に対応するために

共同配送の実現の必

流通委員会では、
要性を確認し、現在

小売店B

メーカーA
(例)神奈川県

54

10

18

20

20

11

20

後のスケジュール

出し、仕組みを作り、物流コ

10

11

19

18

4

03

ゴルフ場B
共同配送センター
【荷物集約/仕分け】
メーカーB
(例)埼玉県

ゴルフ用品業界全体で知恵を
ストを削減する必要がある。

はその実現のための
流協議会で協議を開

実務担当者による物
始している。協議会

２、現状のゴルフ用品サプラ
メーカー各社がそれぞれ単

イチェーン
独でのサプライチェーンを確

参加企業の実際の出

共同輸配送のイメージ

10

立しているが、その調達先や

共同輸配送では、参画各社への引取輸送と届先への共同配送を適切に
組み合わせることで、束ね効果により輸配送費を削減出来る
図

＋
A
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プ・コマ数毎にＪＧＦ公式サ

・ブース位置選択は各タイ

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

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

リングができます。

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

会場の出入口の決められたエ

自社ブースを飛び出して、

イトにて実施いたします。
受けます。

お申し込み後、出展社様の

・申込期限を過ぎてからのお
・２０１５年 月７日から

お支払いください。

申し込みの場合、ブース位置

当協会が主催するアジア最
コースに行かなければ手に入

フ場自慢のお土産市」を実施。
みはＪＧＦ公式サイトからの

・会社情報登録、出展申し込
【 ・１・２月 開催準備・

ます。

合：出展コマ料金の ％

月４日までのキャンセルの場

月４日（金）：出展コマ料

出展に関する諸手続き】

・２０１５年 月５日以降の
キャンセルの場合：出展コマ

●一般社団法人 日本ゴルフ

先

■出展に関するお問い合わせ

ーション機会を提供します。

場者との効果的なコミュニケ

５万人近いゴルフフェア来

は運営事務局にて決定いたし
大級のゴルフショー「第 回
手続きとなります。

て、会場の自社ブース内での

アでは、新たな取り組みとし

※前回ご出展いただいた出展

目にお申し込みください。

り次第締め切りますのでお早

・期日前でも予定コマ数にな

・電気幹線工事・使用料、レ

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

種申請書提出

社はブースにおいて自社製品

ただけることを前提に、出展

フ活性化のために協力してい

での販売は収益の一部をゴル

http://www.jgga.or.jp
Ｅメール：

ＵＲＬ：

９４

ＦＡＸ：

用品協会

用品の販売が可能になります
社様も
「出展申込」
の前に、「会

ンタル備品、パッケージブー

を販売することができます。

●ジャパンゴルフフェア運営

住所：〒１０１ ―００２１

（売り上げの ％を活動協力
社情報登録」が必要となりま

スの費用は事前支払いとなり

なお販売に関しては、いく

■出展社が使用できるブース

金としてご協力ください）
。
す。８月３日午前 時よりス
ます。

つかのルールが設定されます

料金の１００％

また、試打席を大増設する予
タートいたしますが、先着順

・開催１ヶ月前にポスター、

ＪＧＦは来年、第 回とい
う記念すべき節目の年となり

８９

ＴＥＬ：

―３８３２ ―８５

―３８３２ ―８５

様には別途、フェア開催のご

当協会会員企業・団体の皆

ードは９月１日より始まる

いたします。同ＩＤ・パスワ

後、ＩＤとパスワードを発行

の銀行口座にお振込みくださ

す。先述した期日までに指定

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

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

ＦＡＸ：

００

坂パークビル７Ｆ

東京都港区赤坂５ ―２ ― 赤

住所：〒１０７ ―６１０７

info@jgga.or.jp

また、今年も大手クラブメ
案内をいたしますが、今回、

要になりますので、大切に保

「出展申込」のログインに必

出展社の皆様による会場内

実施します。

神田小林ビル４Ｆ

ます。今年の３日間の来場者
定です。さらに、
「６コマ」
ではございませんので、ご出

出展社バッジ等を配布いたし

―

数は５万４０８１人と多くの
に２種類の選択ができるよう
展を予定している企業・団体

東京都千代田区外神田６ ―

方にご来場いただきました。
になりました。今後もＪＧＦ
の皆様は、本申込受付前まで

●出展社の「会場内販売」を

特に一般来場者が３万９１０
は、さらに多くのゴルフビジ

事務局

展開以外のフェア会場内活動

９人と過去最高となり、改め
ネス関係者、報道関係者そし

ので、必ず事前にお問い合わ

ーカーをはじめとした様々な
同紙面におきまして「ＪＧＦ

月下旬～：出展に関わる各

て一般ゴルファーの関心の高

せください。

定しています。

さが伺え、ゴルフシーズンの

■出展料支払いについて

ます。

ゴルフ用品メーカー、練習場
２０１６出展案内」を掲載い

社情報登録」が必要となりま

社様も「出展申込」前に「会

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

■出展のキャンセル及びコマ

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

●会場内サンプリング
（無料）

が可能となります。

ゴルファーに強烈なアピール

くのゴルフビジネス関係者と

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

ＵＲＬ：

６７

■ＪＧＦ２０１６開催までの

ります。

きません）
。

す（携帯電話からの登録はで

ートフォンより登録が可能で

申込」の際には、ＰＣ、スマ

開催しております。その他に

の年代層に向けたイベントも

９月１日（火）：出展申込受

録受付開始（※）

８月３日（月）：会社情報登

続き】

月６日（金）：出展申込内
％）

金支払期限（出展コマ料金の
月 日（火）～：ブース位
・出展コマ料金は期限までに

置選択（ＪＧＦ公式サイト）

24

―６３６４ ―８４

20

―５５６３ ―８７

03

03

ＴＥＬ：

関連、飲料、サプリメント、

ぼり、新しい情報を求める来

をする手間を省くということ

の削減

出展スケジュール

前回ご出展いただいた出展

場者とその来場者にプロモー

すので、出展を予定している

が大きな目的となります。ま

出展社数は、１８２社にの

ションを仕掛ける出展社の熱

企業・団体の皆様はその点ご

た、
「会社情報登録」
、
「出展

ーを満足させるギアとの出会

【８・９・ 月 出展申込手

さらに、ＪＧＦはゴルファ

ます。

いをはじめ、
「ジュニア」
「レ

も、機能性ファッション性を

【 月 ブース位置選択】

ディス」
「シニア」それぞれ

加味したゴルフアパレルファ

月 日（土）：出展申込受

11 11

11 30

10

付開始
付締切

31

ッションショー、全国津々
浦々のゴルフ場から集めた自
慢のお土産を販売する「ゴル

10

Info@japangolffair.com

fair.com
Ｅメール：

https://www.japangolf

意で会場内は熱気に満ちてい

了承ください。以下詳細とな

管してください。

健康器具など、多様な業種の

ここでは、会社情報を登録

11

たします。

として定着しています。

03

03

11

企業・団体が出展しました。

します。

にご登録ください。

％・残金）

金支払期限（出展コマ料金の

30

てゴルフファンの来場を目指

ただきます。

12

幕開けにふさわしいイベント

そして、来年のゴルフフェ

よりブース位置を選択してい

・カテゴリー別申込先着順に

２月 日（金）～ 日（日）

なりました。

らないご当地品を多数集めた

12

ことから、人気のコーナーと

会期

ジャパンゴルフフェア２０１

２０１6年
２月19日（金）
～
２月21日（日）
10

10

50

西棟１・２ホールで開催を予

12

50

28

の３日間、東京ビッグサイト

21

12
12 70

19

６」
（ＪＧＦ）は、平成 年

11

アジア最大級のゴルフショー

7

「 ジャパンゴルフフェア２０１６」
出展のご案内 （※ 月 日現在）
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部門別売れ筋ランキング 

＝矢野経済研究所＝

５月１日〜５月 日

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

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
2

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

GLOIRE F

チタン

テーラーメイド

3

X2 HOT FW SERIES

キャロウェイ
4

915D2

チタン

アクシネット

4

XR FW SERIES

キャロウェイ
5

BSG J815

チタン

ブリヂストンスポーツ

5

915F SERIES

アクシネット
メーカー名

順位

WEDGE BEST５

カーボン

ダンロップスポーツ

1
2

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES
3

SRIXON Z545
（N.S.PRO）

スチール

ダンロップスポーツ

3

5

XXIO8（N.S.PRO）

スチール

ダンロップスポーツ

5

VOKEY DESIGN COLD
アクシネット
FORGED WEDGE（2015）
構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

ドライバー２位＝ XR 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、

C030 SERIES

BALL BEST５

アクシネット
VOKEY DESIGN SM5
（2014）

XXIO8

ダンロップスポーツ

1

MACK DADDY2
WEDGE SERIES

ピン

1

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

1

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ
2

TOURSTAGE V10
LIMITED（2014）

3ピース

ブリヂストンスポーツ

2

ODYSSEY VERSA
SERIES

キャロウェイ
3

PRO V1 SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

アクシネット

3

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ
4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

4

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

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

5

CADENCE TR SERIES

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）

4

「２０１５年５月も前月同様、消費増税の影響も

キャロウェイ

あって前年（２０１４年５月）比では大幅プラス

スチール

ながら、前々年（２０１３年５月）比では数量ベ

メーカー名

XR（N.S.PRO）

ースでマイナスというカテゴリーの多い月でし

ダンロップスポーツ

シャフト

キャロウェイ

た。
小売店からも
『４月に引き続き厳しい市場環境』

チタン

という声が多く挙がっています」

XXIO8

IRON BEST５

フォーティーン
4

順位

メーカー名

1

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

シリーズ

リアルマーケットレビュー ２

今回は、ゴルフ用品市場の最
動向を集計、分析した「ＹＰ

では国内主要小売店舗の実売

模になってしまいます。弊社

離した出荷を繰り返したこと

場が拡大しない中で実需と乖

値に対して私は、現実的に市

ゴルフビジネス変化の予兆

年版ゴルフ産業白書」の編集

新動向をまとめた「２０１５

観測」を含めた数値を修正（殆

された「気合い」や「希望的

て、メーカーサイドから回答

材で得た定性情報などを併せ

いますので、そのデータや取

る種不毛な「パイの奪い合い」

を感じました。これまでのあ

ドの強固な意志のようなもの

を図ろうとするメーカーサイ

換することで「体力の回復」

の丈に合ったビジネス」に転

実需とバランスの取れた「身

力が低下したことの反省から、

「ゴルフ産業白書」にて集計

ついてお話しさせて頂きます。

どの場合下方修正）し、市場

「量のビジネス」から、
「質の

により結果的に業界全体の体

模は、メーカー各社から回答

しているゴルフ用品の市場規

規模予測値を可能な限り現実

市場の動向データも所有して

金額）の積算値を最大の根拠

頂いた国内出荷量（数量及び

的な線に落とし込むのが、毎

Ｓゴルフデータ」という小売

として算出しています。つま

ビジネス」への転換の予兆の

作業や取材活動を通じて私が

り、メーカー各社からの「自

年欠かすことのできない作業

感じた、ある「変化の予兆」に

己申告」をベースに推計算出

ようなものを今回の回答から

こうした「数値修正」の作業

の白書を発刊するにあたって、

しかしながら、２０１１年の

来る仮説なのかもしれません。

兆」
「予感」は私の勘違いから

もしかしたらそのような
「予

感じ取ったのです。

でした。

を行うことは殆どありません

東日本大震災発生以降繰り返

しかし、今回２０１５年版

した「メーカー出荷（卸売）

でした。私が感じている市況

されてきた価格競争（安売り

ベース」の市場規模というこ

が強固なものになりつつある

感と各社の予測値の積算値と
なります。つまり、メーカー

性が低下していること、更に

競争）により業界全体の収益

近年では、各社の協力体制
こともあって、実績値につい

がほぼ一致したということに

とになります。

回答されるようになっており、

ては「正直ベース」の数値が

から回答されたほぼ全ての予

それに追い討ちをかけるよう

模の精度も向上しているので

測値が「現実的な数字」だっ

それに伴い算出される市場規

たのです。私がゴルフ白書を

化していることを併せ考えれ

はないかと自負しています。

編集するようになって約 年

に為替レートが（円安に）変
しかしながら、例えば今回

ビジネスを続けることに対し

ば、これまで通りの（量の）

の「２０１５年版ゴルフ産業

た経験は今回が初めてです。

強めること、そこからこれま

てメーカーサイドが危機感を

が経過していますが、こうし
集計作業を行う身としては

白書」における２０１５年の

楽だった面はありますが、逆

ないかと思います。

は極めて自然なことなのでは

値」については、メーカー各

るようになったのか？」につ

私の「予感」が正しいのか

いないタイミングでの「予測

いて思考を巡らせる日々が続

どうかは現時点では分かりま

なビジネス像を描き直すこと
市況感やメーカーの実情とは

きました。このような傾向は、

せんが、ゴルフ用品業界にと

でのビジネスを見直して新た

乖離した「これだけやらねば

参入している企業は、自らの

見方によっては「用品市場に

ジネスモデルの転換となる年

って２０１５年という年がビ

社が現実的な予測値を回答す

合い」が含まれた数字や、
「こ

ならぬ」といったある種の「気

市場の成長を放棄した」
「市

となること、需給バランスの

に「何故今年になって急に各

のくらい行けば良いな」とい

場成長を前提とした強気のビ

図られた健全な市場環境を取

社の「予算との絡み」などと

含まれた数字が回答されてく

った「希望的観測」が多分に

とした弱気のビジネスへの転

ジネスから、市場縮小を前提
換」というネガティブな見方

り戻すリスタートの年となる

（
矢野経済研究所 三石茂樹）

ことを願って止みません。
もできます。
しかし、今回の各社の回答

測値は「対前年比１５０％」
などといった現実離れした規

み上げていくと、その年の予

そのような数字を単純に積

るのがこれまでの常でした。

いった事情もあって、実際の

ように、各社の期が締まって

10

31
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日（ 金）
、

番ホール」：山本久子

議題 ―４、次回委員会の日程
平成 年９月 日（月）

第４回ＪＧＧＡ
活性化委員会

７月号について

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

を開催した。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

ー」を掲載予定。

４ 面 ：「 市 場 活 性 化 コ ー ナ

プ」参加企業一覧を掲載予定。

ゴルフインダストリーカッ

ルフ大会」
、
「第５回ジャパン

３面：「第４回西日本企業ゴ

練習場：２７４

ゴルフ場：１４２

【賛同施設数】（６月 日現在）

①第二期目の募集状況

について

議題 ―１、
「ゴ ルマジ！

を開催した。

協会事務局内にて標記委員会

理事が担当。

●
「

載予定。

ルフ産業白書」報告記事を掲

１～３面：「２０１５年版ゴ

開催した。
議題 ―１、
「ジャパンゴルフ
フェア２０１６」について
【報告事項】

●㈱Ｘ ―ＧＯＬＦ ＪＡＰＡ

【所在地変更】
Ｎ（東日本支部）

新住所：〒１２５ ―００４２

―５８７６ ―１８

東京都葛飾区金町６ ―５ ―８

７５

①出展案内の確認について

ＦＡＸ：

ダイナム金町ビル

修正をすることが決定され

ＴＥＬ：

た。

・文字修正の指摘と試打席の
告について

見え方について指摘があり、

・西日本支部では試打会の代

―５８７６ ―１８

●ダンロップスポーツ㈱（西

７６

変更について

日本支部）

【代表者変更】

③試打関連ブースについて

②展示試打ブースのデザイン

回スクランブルゴルフ大会」

④出展案内の送付先について

替として、７月 日に「第一
を開催する。現段階で、 名
の募集に対し、１００名の申

・新代表：木滑和生（旧：馬
場宏之）

・７月 日（月）の納品で順
次発送することが決定され

込みが入っている（女性が

年 ９ 月 １ 日（ 火）
、

年 ７ 月 ８ 日（ 水）
、
三菱商事ロジスティクス㈱に

平成

流通委員会

９月 日（木）

平成

議題 ―２、次回委員会の日程

●ミズノ㈱（西日本支部）

祝和也）

・新担当者：安達利也（旧：

日本支部）

●ダンロップスポーツ㈱（西

【担当者変更】

乙彦）

・新代表：水越正（旧：水越

・新代表：酒井直人（旧：石

名）
。

て

・大手で出展していない企業

●日本シャフト㈱（東日本支

①応募状況について

●ライト㈱（東日本支部）

部）

を開催した。

の当協会の対応

②試験問題の読合せについて

神由紀夫）

た。

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

・第二期の練習場への貸出ク

に対して、営業を行うことが

⑤その他

平成 年８月 日（水）

登録数：４１６７名

ラブは、 施設となった。第

ルスジャパン㈱（西日本支部）

・新担当者：樋口良司（旧：

・新担当者：炭吉成夫（旧：

て「第２回ゴルフ共同物流協

ついての説明

③テキストについて

①配送業者見積り交渉経過報

中川和也）

一期と合わせて１６５施設に

報告された。

議題 ―４、次回委員会の日程

施設利用回数：２２４７回

番ホール」：高橋芳彦

年 ７ 月 ２ 日（ 木）
、

講習会委員会
平成

・ＪＧＧＡＮＥＷＳアンケー

協会事務局内にて標記委員会

トを受けての改善策について

●
「

総会」開催報告の記事を掲載。

議題 ―３、関西ＧＭＡＣの報

協 会 関 連 事 項
年６月

広報委員会
平成

１～２面：「平成 年度通常

タ」
、
「リアルマーケットレビ
合計：４１６

協会事務局内にて標記委員会

理事が担当。
ュー２」を掲載予定。
【会員数】

年 ７ 月 ２ 日（ 木）
、

３面：「２０１５ＪＧＧＡゴ
６面：協会関連事項を掲載。

平成

ルフ大試打会（東日本）
」報
議題 ―４、その他

ジャパンゴルフインダストリ

品販売技術者講習会」につい

」

本企業ゴルフ大会」
、
「第５回

告記事を掲載。
「第４回西日

ーカップ」参加募集の案内を

②「ゴルマジ！ 」について

カップ委員会

第３回インダストリー

平成 年８月 日（金）

議題 ―５、次回委員会の日程

掲載。
４面：「楽ゴル」
、
「市場活性
化コーナー」報告記事を掲載。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ

・科目：公正競争規約基礎

告について

●ブリヂストンスポーツセー

・講師：スポーツ用品公正取

②ゴルフ場・練習場への小物

松下真也）

ーさせる企画について

引協議会 宮地専務

議会」を開催した。

協会事務局内にて標記委員会

・
「手ぶらでゴルフ場デビュ

・スケジュール：７月末に編

議題 ―１、ゴルフ共同配送に

を開催した。

ーイベント」を告知。特徴と

ついて

６面：協会関連事項を掲載。
議題 ―１、
「第５回ジャパン

しては、以下の４点に集約さ

配送について

議題 ―２、ｅ ―ラーニングに

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
ゴルフインダストリーカッ

③受発注システムの現状につ

貸出中。

８月号の編集について
プ」について

集が終了、８月の委員会で確

③初心者をゴルフ場にデビュ

１～２面：「２０１５年第２

認、８月の講習会で使用する。

年 ７ 月 ２ 日（ 木）
、

回ゴルフサミット会議」の報

れる。①手ぶらでＯＫ、②車

協会からのお知らせ
がなくてもＯＫ、③丁寧なレ

②追加案内についての検討

があった。

・参加費は２０００円で決

ッスン、④格安。

品セミナーについて

フェア２０１６」のゴルフ用

議題 ―３、
「ジャパンゴルフ

報告について

①配送先候補のリストアップ

《討議事項》

いて

ていただきます。

間の当協会業務を休業とさせ

番ホール」：樋口良司

理事が担当。

定。

議題 ―４、次回委員会の日程

③共同配送に関する要望、疑
問について
平成 年８月５日（水）

議題 ―２、次回協議会の日程

変更事項

８月 日
（火）～８月 日
（金）

【休業期間】

誠に勝手ながら、左記の期

３ 面 ：「 市 場 活 性 化 コ ー ナ

③参加のしおりの確認

議題 ―２、楽天ＧＯＲＡの
「楽

【当協会夏期休暇のお知らせ】

ー」を掲載。

ゴル」について

日（木）

②配送先順位の確認について

④ローカルルールの確認

・楽天ＧＯＲＡが企画する

日（ 月）
、

⑤賞品内容の確認

「楽ゴル」のサービスが開始。

日（ 金）
、

なお、 日（月）午前９時

14

年８月

４面：「ジャパンゴルフフェ

⑥制作スケジュールについて

ジャパンゴルフフェア２０１６

年７月

第５回実行委員会
平成

㈱大広内のプレゼンテーショ
ンルームＡにて標記委員会を

分より通常業務を開始いた

17

24

17

11

27

27

ます。

さいますようお願い申し上げ

けしますが、何卒ご了承くだ

します。何かとご迷惑をお掛

15

平成

ア２０１６」出展の案内を掲

⑦練習ラウンドの案内報告

ポン、③楽ゴル練習場クーポ

載。

ン、④楽ゴル無料レンタルク

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

抗ゴルフ大会」について

楽ゴルプラン、②楽ゴルクー

ュー２」を掲載。

議題 ―３、
「第４回西日本企

「楽ゴル」の提供内容は、①

６面：協会関連事項を掲載。

⑧打ち合わせ内容について

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

議題 ―２、
「中部日本企業対

●
「

告記事を掲載。

①現在の参加申込状況

平成

03

03

・ チーム１２４名の申込み

ュー２」掲載。

40

タ」
、
「リアルマーケットレビ

33

ラブとなる。

〒１０１‐００４１ 東京都千代田区神田須田町１‐２２
パルウールオオノビル４Ｆ
ＴＥＬ．
０３‐６２０６‐８２２８ ＦＡＸ．
０３‐６２０６‐８２６４

27

80

33

14

20

27

20

28

19

26
27

業ゴルフ大会」について

をおまかせ下さいませ。

店舗・内装・
デザイン・施工

29

19
19

９月号の編集について

ゴルフショップの

72

28

17

27

27

27

27

27

19
27

27

27

27

27
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