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②「楽ゴルクーポン」
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杉浦裕二・伊藤晴夫

第４回「中部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会」開催

OUT

優勝は、中部ゴルフ練習場
キャロウェイゴルフ（ スト

けて早くも準備が始まり、対
象年齢を現状の 歳のみから
歳と 歳の２年間に拡大す
る方向で検討されている。更
なる会員数の獲得と利用回数

「楽ゴル」についての利用状

①「楽ゴルプラン」

氏名

月７日、当協会中部日本
連盟で ストローク。２位＝
ローク）
、３位＝ダンロップ

支部主催の第４回「中部ゴル

フ関連企業対抗ゴルフ大会」

◆「ゴルマジ！ 」の第二期
状況（ 月 日現在）
「ゴルマジ！ 」
は、昨対１・
６倍の賛同施設を集め、順調
な滑り出しとなった。

の拡大を目指す予定だ。

況は以下の通り（ 月 日ま

◆「楽ゴル」の状況
用回数（クーポン発行数）：

（昨年：９２２０名）
、施設利

での利用状況）
。

登録数：１万１２４３名

【会員数】

１万６４１件（ゴルフ場６９
７、練習場９９４４）

（９、 月実績）
。

提供。予約人数は５３１名

・約１５０コースがプランを
に向けての状況

◆「ゴルマジ！ 」の第三期
来年４月からの第三期に向

＜チーム戦成績表 ＞

第４回「西日本企業ゴルフ大会」開催

グラファイトデザイン

ッチ部門で覇権を競った。な
お昨年に引き続き、アンダー

キャロウェイゴルフ

９月 日、当協会西日本支
部主催の第４回「西日本企業
が、三重県いなべ市にある涼

77

ハンディ部門において、ゴル

ゴルフショップ千種、涼仙Ｇ
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フに対する意識向上および女

Ｃ（ ストローク）の順。
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ゴルフ大会」が、兵庫県宝塚
仙ゴルフ倶楽部（涼仙ＧＣ）

中部ゴルフ練習場連盟

市にある宝塚ゴルフ倶楽部Ｎ
にて開催された。
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ベストグロス賞は、横見彰

杉浦

彦氏の ストロークだった。

3位

当日は、晴天に恵まれ、計
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今回で４回目を迎えた「中

38

部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大

会」の開催にあたり、西本秀

夫理事は次のようにコメント。

「当日は晴天に恵まれ絶好の

ゴルフ日和の中、 組 名が

参加し、熱戦が繰り広げられ
ました。また、当協会の会員
企業以外にも小売店や専門
店、中日新聞社やゴルフメデ
ィアなどの参加がありまし
た。パーティーでは、元中日
ドラゴンズの鹿島忠投手から
スピーチをいただき、和気
藹々の雰囲気の中、大会を無
事に終了することができまし
た」
競技は１チーム２名で、ス
クラッチによるチーム戦で、

39

市場活性化コーナー

キャロウェイゴルフ

組 名の選手が集結した。

74

裕三

子ゴルファーの積極参加を目
大橋金属工芸

10

マッチング・スコアーカード

TOTAL

的にした「１００切り部門」

協賛のみ参加：コラントッテ、ダイヤコーポレーション

方式を採用。

IN

当日は、晴天に恵まれゴル

ＩＯＭＩＣ

72

75

OUT

76

企業名

ＥＷコースにて開催された。

158.0

36

を採用。ダブルペリアハンデ

耕一

出野

ィ＋１００をいくつ下回った

村上

2位

コラントッテ、ダイヤコーポ

和生

18

フ関連企業 社（別表参照・

本田

76

かによるポイント制を採用

第三位 ミズノ

39

し、順位に反映させる形をと

戦は、西明石ゴルフショップ

153.6

37

名の選手が集結した。

が１５２・２ポイントで優勝。

アンダーハンディ部門団体

った。

にあたり、白石彰西日本支部

良三

涼仙ゴルフ倶楽部

レーションは協賛のみ）
、計
今回で４回目を迎えた「西

長は次のようにコメント。
２位＝ヨネックス（１５３・

荒木

36

日本企業ゴルフ大会」の開催

「当日は好天の下、ペア 組
６ポイント）
、３位＝ミズノ

且つ和気藹々の雰囲気の中、 （１５８・０ポイント）の順

（ 社） 名が参加し、真剣

一方、スクラッチ部門団体

だった。

辰男

企業名

熱戦が繰り広げられました。
戦は、マルマンが２位に６打

公文

氏名

参加者からは『同伴競技者に
差の１５８ストロークで優

ベストグロス賞は、大村憲

準優勝 ヨネックス

中部ゴルフ練習場連盟

５名で、利用者は１０６名
（ 月実績）
。

③「楽ゴル練習場クーポン」

・お得な練習場クーポン発

行。スタートからの利用実績
は、１１０件。

④「楽ゴル無料レンタルクラ
ブ」

・レンタルクラブは、 コー

出し回数は、１４８件。

スへ配備。スタートからの貸

11

恵まれ、楽しくプレーするこ

上田尾

幸

20

とができた』
『ゴルフ活性化

真行

1

10

勝。２位＝和歌山県ゴルフ連

石川

順位

10

盟（１６４ストローク）
、３

第三位 フォーティーン

彰彦

20

のために来年も継続して欲し

164
房江

横見

20

い』との意見をいただきまし

藤本

優勝

10

位＝フォーティーン（１６６

信子

順位

20

10

ストローク）の順。

山下

18

20

20

た。今後も業界の情報交換、

準優勝 和歌山県ゴルフ連盟

＜個人戦成績表 ＞

19

20

交流の場としてより良い大会

158

ロークだった。

152.2

になるよう、工夫を重ねて継

大村憲一郎

一郎氏（マルマン）の スト

貢平

競技は１チーム２名で、ア

三浦
西明石ゴルフショップ

続していきます」

竜彦
優勝

20

26

166

真樹

77

梅田
チーム

10

POINT 計
選手②
選手①
順位

アンダーハンディ部門優勝
西明石ゴルフショップ

22

幸田
マルマン
優勝

選手②
選手①
チーム
順位

アシックスジャパン

15

52

GROSS
計

朝日ゴルフ用品

スクラッチ部門優勝
マルマン

52
22

＜スクラッチ部門＞

ンダーハンディ部門、スクラ

＜アンダーハンディ部門＞
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ープや碇、灯台やフラッグな

キャップで、老若男女問わず

ンズ）
、スカート（レディス）
、

シャツ、ショートパンツ（メ

するという。アイテムはポロ

ー）
」とのコラボ商品を展開

どのマリンモチーフが多用さ

人気のある「スヌーピー」で

「ＰＥＡＮＵＴＳ（スヌーピ

テムも多くラインアップして
立ち上がりの春先はブルー

れているのがポイントだ。

新たなファン層の拡大につな

ーヨークのロングアイラン

いく模様。シーズン終盤のＭ
とオレンジを差し色に、夏は

がるか、注目される。

ド。テーマから連想されるロ

Ｄには“ゴールドコースト”

赤などが取り入れられ、明る

２０１６年春夏コレクション展示会 続々開催

２０１６年春夏コレクション
がテーマに据えられ、ボーダ

い印象を受ける。また衿裏に

ブラック＆ホワイトスポー

（公社） 日本プロゴルフ協会主催

の展示会が都内各地で開催さ
ーのポロシャツやショートパ

ツウェアが展開する「ブラッ

２０１５ ＰＧＡ Ｈａｎｄａ Ｃｕｐ

れた。来年春夏の旬なトレン
ンツをラインアップに加え

柄が入ったポロシャツや、同

当協会が後援し、日本プロ
ーしている姿がとても印象的

会場：若洲ゴルフリンクス
ゴルフ協会（ＰＧＡ）が主催
でしたね。また、当協会が協

ク＆ホワイト」では、日本プ

する「２０１５ ＰＧＡ Ｈ

グリップインターナショナ

ロゴルフ協会（ＰＧＡ）との

ａｎｄａ Ｃｕｐフィランス

今年の８月～ 月の間に、

フの献身的なサポートによ
ドはどういったものになるの

一生地を裏表で使用したウエ

フィランスロピー障害者ゴルフ大会

り、選手達が楽しそうにプレ
か？ その様子をリポートす
る。

ア、総柄のシャツなど細部の

る。

デザインへのこだわりも見逃

賛した賞品も全選手に行き渡
ルが展開する「ビバハート」

リゾート感漂うオリジナルデ
も、季節毎にテーマを設定し、

コラボシャツを提案。同ブラ

ザインに注目

せない。

り、とても喜んでいただきま
した。来年もこの大会への協
３つのテーマで移り変わって

月６日、若洲ゴルフリンク
賛を引き続き行い、運営をサ
い く。 立 ち 上 が り の 春 は

ンドの契約プロであり、ＰＧ

２０１６年春夏コレクショ

で、伝統的な要素を残しつつ、

ロピカルトラディッション」

ラルゴルフ」のテーマは「ト

ヤマニが展開する「アドミ

キ気分をポップなビーチアイ

に は“ Beach Paradise
”
がテーマに据えられ、ウキウ

が使用されている。続く初夏

ルカやルアーなどのモチーフ

”で、輝く海をイメージ。
Sea
キラキラしたホログラムやイ

り入れられている。また今回

タイル柄がコレクションに取

から連想されるストライプや

ユニークな海辺の街で、そこ

彩られたコテージの立ち並ぶ

コスタノヴァは、カラフルに

ゾート地、
“コスタノヴァ”
。

のテーマは、ポルトガルのリ

Wonderland of the ツウェアが展開する「ａｎｄ
ｐｅｒ ｓｅ（アンパスィ）
」

クが刺繍されている。色や素

リア、右胸にはＰＧＡのマー

左胸にはプロ仕様の大きなテ

ングをラインアップ。シャツの

とグリーンに映えるカラーリ

ワイト、ネイビー、イエロー

展開カラーは赤を中心に、ホ

が還暦を迎えることもあり、

ったという。今年、倉本プロ

の強い要望を受け、実現に至

ブラック＆ホワイトスポー

ンでは、リゾート感漂うオリ

ロピー障害者ゴルフ大会」が
ス（東京都江東区）にて開催

。

ポ ー ト し て い く 予 定 で す」

―

●アクシネットジャパンイン

称略）
】

リゾートを意識したデザイン

テムでグラフィカルに表現す

から月別のＭＤをラインアッ

材には倉本プロの要望も反映

Ａ会長を務める倉本昌弘プロ

ク、朝日ゴルフ用品、アシッ
を多くラインアップ。シーズ

る。また一部アメコミ調のイ

されており、３月１日からの

“

クスジャパン、カタナゴルフ、
ン別にＭＤのテーマを設定

ラストが取り入れられている

プしているのも特徴。４月は

ジナルデザインに注目が集ま

キャスコ、キャロウェイゴル
し、展開していく予定だとい

リンゴ柄を、５月は花やリー

上下肢障害 名、視覚障害全
盲 名、視覚障害弱視 名だ
った。競技方法は、新ぺリア
方式による ホールストロー

リゾートの“ブライトン”を

ゾートスタイルに仕上がって

カラーを取り入れた海辺のリ

シャピンクといった鮮やかな

の柄も多く取り揃えており、

いう。さらに今回は男女共通

をモチーフに展開していくと

フ、 月はパイナップルなど

た。各社ともシーズン別にＭ

の展示会模様をリポートし

期間限定で販売予定とのこと。

【賞品協賛企業（ 音順・敬

テーマにしており、定番のユ

ペアでコーディネイトを楽し

っている。

クプレーで、部門別の個人戦
フ、グローブライド、ゴルフ・
う。

のもポイントだ。イエローや

なお、賞品協賛企業は以下

で行われた。また当日は、プ
ドゥ、ダンロップスポーツ、

マンダリンオレンジ、フュー

藤倉ゴム工業、ブリヂストン

ニオンジャックに加え、レジ

いる。本格的な夏になると、

り上げた。
スポーツ、プロギア、ブロッ

メンタルストライプやカモ
メインとなる。また４月～６

カラーリングが暑い夏の中で

させるビビットなラテン系の

「ダンスウィズドラゴン（Ｄ

める工夫もなされている。

指す各ブランドの来春夏コレ

る。さらなるファン拡大を目

Ｄのテーマを設定し、ゴルフ

らしたデザインを展開してい

ァーを飽きさせない工夫を凝
月の初夏にかけては“オアフ”

も、気分を盛り上げてくれそ

クションに要注目だ。

以上、ゴルフアパレル各社

※

サム、マスターズ、ミズノ、

柄、千鳥柄などのデザインが

※

の蓋孝専務理事によると、
ヤマト徽章、ヤマニ、ライト、

※

「今年も晴天に恵まれ、事故
ロイヤルコレクション（計

※

や怪我もなく、無事競技が終

※

了しました。プロゴルファー

テーマが“ VIVA!
カーニバ
ル”と変化。リオ五輪を連想
をテーマに掲げ、リーフモチ

ＷＤ）
」を展開するウィッツ

コラボアイテムも続々
ーフを取り入れている。また

は、４月販売のアイテムで、

マリンモチーフを採用した「フィドラ」

フィドラのテーマは、ニュ

うだ。

ポルトガルのリゾート地「コスタノヴァ」
を意識した「アンパスィ」

パイル地のショートパンツな

ダンスウィズドラゴンは
「スヌーピー」とコラボ

運営をサポートした当協会

50

社）

52

18

の通り。

ロゴルファー 名、日本大学
テーラーメイドゴルフ、デサ

具体的には、立ち上がりの

21

16

聴覚障害 名、内部障害６名、

保健体育審議会ゴルフ部と明

２月～４月頃にはシーサイド

上肢障害 名、下肢障害 名、

治大学体育会ゴルフ部のボラ
ント、二木ゴルフ、ピンゴル

10

や学生のボランティアスタッ

24

6

フジャパン、フォーティーン、

21

ンティアが参加し、大会を盛

23 16

１０５名が出場。出場者は、

今大会は、抽選で選ばれた

された。

10

10

ど、リゾートを意識したアイ
イギリスのリゾート地「ブライトン」
を意識した「アドミラルゴルフ」
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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
＝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

テーラーメイド

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

3

915H SERIES

アクシネット
4

G30 SERIES

チタン

ピン

4

915F SERIES

アクシネット
5

915D2

チタン

アクシネット

5

XR SERIES FW

キャロウェイ

アクシネット

カーボン

ダンロップスポーツ

1
2

SRIXON Z545
（N.S.PRO）

スチール

ダンロップスポーツ

2
3

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

3

MACK DADDY2
WEDGE SERIES

キャロウェイ
4

SLDR IRONS（N.S.PRO） スチール

テーラーメイド

4

C030 SERIES

フォーティーン
5

XR（N.S.PRO）

キャロウェイ

5

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

シリーズ

と一緒なのかもしれません。

はいないだろう」という論法

リアルマーケットレビュー ２
フデータ」より）
。

ダイヤル式シューズ最新動向
現在秋のゴルフシーズンの

そうして考えると前述した小

前年同期（2014年 月）
との比較では、約160％、

売店サイドの話には説得力が

真っ最中です。それに伴い、
ゴルフ用品市場の秋商戦も盛

前々年同期（2013年 月）

すが、弊社小売店実売動向調

ます。その一方で、紐式シュ

販売数量も大幅に伸長してい

との比較では約300％と、

に見えるダイヤル式シューズ

このように、一見順風満帆

あります。

り上がっていきたいところで

月実績を見る限り、全体的

査「YPSゴルフデータ」の

た需要を形成しています。平

シューズ市場は比較的安定し

市場環境下において、ゴルフ

しかしながら、そのような

です。

な市場環境は厳しいのが実情

ると気になるのが、
「果たし

考えられます。こうなってく

後も引き続くのではないかと

ですが、恐らくこの流れは今

いる点が気掛かりではあるの

ーズの需要が急激に縮小して

いますが、全てのブランドが

ランドが当該市場に参入して

2015年からは数多くのブ

えてきます。前述したように

分析していくと不安な点も見

市場ですが、詳細にデータを

なっていません。

万遍なく売れているかという

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

5

CADENCE TR SERIES

9

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、

チタン

てこの“ダイヤル式シューズ

5

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）

GLOIRE F

均実売価格が上昇しているこ

4

「当期もゴルフクラブ市場を中心に厳しい市況となり

2

と決してそのような結果には

ダンロップスポーツ

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

ました。プロパー品の販売は前年同期比とほぼ同等の

ダンロップスポーツ

特需”的な動きがどこまで続

ンドの2015年モデルがマ

4

3ピース /
XXIO PREMIUM（2012）
4ピース

水準にて推移しているのですが、マークダウン品の需

XXIO8 FW

くのか」という点です。
過去のゴルフシューズ市場

キャロウェイ

要が上向かない状態が続いており、それが数量ベース

1

とも手伝って、販売金額ベー

を振り返ってみると、スパイ

ークダウン販売に踏み切るな

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

におけるマイナスに直結しています。そうした市場環

ダンロップスポーツ

スにおいては前年を上回る実
績を残しています。その要因

ど、好調な市場の中でもブラ

月時点で既に一部のブラ

はBOAを中心とした「ダイ

クレスシューズ人気によって

3

売しています。

一時的に需要が盛り上がった

ダンロップスポーツ

境もあり、小売店からは『新製品の発売』や『大型商

チタン

9

2014年までダイヤル式

3ピース

材のマークダウン販売』に期待する声が多く挙がって

ダンロップスポーツ

います。そうした商材に『過度に』依存するのは少々

XXIO8

危険な気もしますが……」

1

9

ヤルシューズの人気」です。

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

ンド・モデル間の優勝劣敗が

3

徐々に鮮明になりつつあるの

キャロウェイ

ものの、その後の行き渡り感

ODYSSEY VERSA
SERIES

から需要は縮小、流通在庫過

2

シューズを展開していたのは

アクシネット

「フットジョイ」「アディダス」

3ピース /
4ピース

が実情です。今後もゴルフシ

PRO V1 SERIES（2015）

ューズ市場におけるダイヤル

2

多による乱売合戦により結果

キャロウェイ

的に市場全体が縮小するとい

ODYSSEY WORKS
SERIES

「ミズノ」の ブランドのみ

1

てダイヤル式シューズを発

など、主要ブランドがこぞっ

ーツ」
「キャロウェイゴルフ」

「プーマ」
「ブリヂストンスポ

からは「アシックス」「ナイキ」

でした。しかし、2015年

う」という「失敗」を繰り返

そのものをダメにしてしま

クを見誤ったことにより市場

した。つまり、
「需要のピー

ったことが繰り返されてきま

けでは消費者からの支持を得

にダイヤルが付いている」だ

が、言うまでもなく「ただ単

ていくことが予測されます

式シューズの構成比は上昇し

ることが難しくなっていくも

となっています。弊社
「YPS

ューズは完全なマジョリティ

ズ市場におけるダイヤル式シ

たことにより、ゴルフシュー

取り扱いブランドが増加し

ヤル式シューズを数モデル発

自社PB商品において、ダイ

いう一種の確証があるように

に戻る理由がないだろう」と

能であり、わざわざ不便な紐

誰にとっても利便性のある機

には「ダイヤル式シューズは

います。そうした意見の背景

いった意見が数多く挙がって

縮小は起きないであろう」と

ス需要のように、急激な市場

店からは「過去のスパイクレ

復活、向上させていくのか」

ューズの存在価値を今後どう

れます。個人的には「紐式シ

てゆくのではないかと考えら

点が市場における優劣を決め

できるのか。今後はそうした

リーを商品に付加することが

どのような付加価値、ストー

能となり、それにプラスして

ューズ市場における標準の機

「ダイヤル付き」はゴルフシ

のと考えられます。

ゴルフデータ」によると、最

思います。自動車で例えれば

こうした点に対して、小売

してきたのです。

新月（2015年 月）のダ

最大手である「アルペン」も

売。更には、ゴルフ用品小売

3

8
メーカー名
PUTTER BEST５
順位

ドライバー２位＝ GLOIRE F
ブリヂストンスポーツ

すが。

イヤル式シューズの販売数量

常に便利な車があるのに、わ

（矢野経済研究所 三石茂樹）

という点にも興味があるので
ざわざマニュアル車に戻る人

「オートマチック車という非
しています（紐式 ・ ％／
矢野経済研究所「YPSゴル

4

メーカー名
XXIO8

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

ピン

2ピース

構成比は ・ ％にまで上昇

9

26

31

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

6

WEDGE BEST５

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES
1

スチール

メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

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

9

8

1
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協会関連
事
項
ズ・重量・個口数）
、サービ

・運送単価、条件設定（サイ

の対応について）等

スレベル（配送先個別事情へ

フェア２０１６」の実施概況
番ホール」：西谷浩司

を掲載予定。
●
「

製造渉外委員会からの報告

委員会、ＪＧＧＡ顧問弁護士

また、消費者庁、公正取引

（用具ルールＷＧ、 標準化ＷＧ、 模倣品対策ＷＧ）
ト」が用いられる場合を考慮

「適合ドライバーヘッドリス

上の間違いが起こらないよう

品についても、ゴルフルール

の皆様のご理解・ご協力と、

イドラインに対する会員企業

時に同送致しますので、本ガ

策ラベルの発見を踏まえて、

状況を考慮しながら同様のガ

要性が増した場合には個々の

を標準化することで、
「より

ルフクラブのスペック表示」

メーカー４社に対して技術的

を進めています。日本ラベル

です（スポーツ用品公正取引

お客様が新規に購入される際

当って考慮している点は、①

イドラインの主旨・運用方法」

方法のガイドライン」及び「ガ

こと等をコンセプトとし、年

きくデザインを変更はしない

解り易さ、現行ラベルより大

トしました。基本的に判別の

ない人でも、ルールに適合し

慮し、当該製品情報に詳しく

委員等）が確認する場合も考

行／施行に関し、
「発行：日

合わせ、本ガイドラインの発

ツ用品公正取引協議会と打ち

を頂戴してきました、スポー

ベルメーカーとＵＳＧＭＣ推

現在、ＪＧＧＡ推奨の日本ラ

協業していくことを確認し、

ィングを行い、次期ラベルも

会（ＵＳ）とも８月にミーテ

タ」
、
「リアルマーケットレビ

SLEルール
適合外
モデル

高反発

好評発売中！

理事が担当。
【各ＷＧの活動状況】

意見を伺った後、９月理事会

議題 ―２、名寄せシステムの

にてガイドラインの内容と会

３面：「第二回日本ゴルフビ
２０１５年２月１日に「ゴ

た際に文字情報ではなく画像

（適合外品をリストで照合し

にも法的な問題等に関するご

ルフ用品ルール適合外品の流

し、誤認されないようにする

・システムの全体説明、各社
通に関するＪＧＧＡの対応に

議決いただきました。別途Ｊ

員企業の皆様への配布につき

①用具ルールＷＧ

依頼事項等

情報で判るようにする）
。④

説明について

定。
議題 ―３、今後のスケジュー

また、購入後に行われるドラ

ジネスフォーラム」を掲載予
４面：「東西インダストリー
ついて」を公表し、ＪＧＧＡ

広報委員会
カップのアンケート調査結
ホームページに掲載していま

日（ 火）
、
ルについて

年９月

議題 ―４、次回協議会の日程

平成
カタナゴルフ大会議室にて標
果」
、
「市場活性化コーナー」
、
「ゴルフ新年会の案内」を掲
造・販売を行うかどうかにつ

に、お客様に説明する為の注

ＧＧＡニュース 月号の送付

いては、各会員企業の自主的

イバーヘッドのフェース加工

な経営判断に委ねています

あらためてお願いいたします。

なお、ガイドラインの序文

可能な限り早期の運用開始を

にも記載していますように、

会員企業に協力していただけ
るものにするため、現状の策

今後、
「シャフト」
「ヘッド重

意事項も加える。より多くの

定案に対して広くご意見を伺

心」に関する項目のガイドラ

が、適合外品に関するルール
うな市場環境にするために、

い検討中ですが、ＪＧＧＡ理

イン策定を進める予定です。

上の問題や疑念が生じないよ

す。ＪＧＧＡは適合外品の製

記委員会を開催した。
平成 年 月４日（水）

変更事項
【担当者変更】
●㈱ダイヤコーポレーション

適合外品であることを明確に

事会での確認を経て年内には

（東日本支部）

表示し、必要に応じて適切な

ＪＧＧＡ会員企業の皆様にご

・新担当者：中田公夫（旧：

説明を加えることをＪＧＧＡ

次期ラベルへの切り替え検討

は左記内容についてＪＧＧＡ

中国市場での偽物模倣品対
各社毎に異なった「測定方

のホームページ上で公開いた

な特長、米国を含む運用面、

委員会監修）
。公正競争規約

誤認したり、使用が認められ

に適合外品を適合品であると

業以外からも意見収集する目

のアンケート調査と、会員企

進めております。

優良誤認、第３章：不実証広

・第１章：はじめに、
第２章：

ているかどうかの判断が現場、

10
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議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
載予定。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

月号について

１～２面：「２０１５年度版
タ」
、
「リアルマーケットレビ
６面：協会関連事項を掲載。

ュー２」を掲載予定。

レジャー白書（日本生産性本
部）
」を掲載。
番ホール」：石田純哉
議題 ―４、その他

●
「

理事が担当。
議題 ―５、次回委員会の日程

の取組みとして行うためのガ

③模倣品対策ＷＧ

法・表示」がされている「ゴ

て

安心して購入できる」
「メー

②標準化ＷＧ

ターネット上での講習（ｅ ―

要性を考慮し、先ずクラブヘ

三好正人）

当協会（ＪＧＧＡ）の講習

ホームページ上での講習
科目のご案内

協力の依頼をする予定です。

協会事務局内にて標記委員会

ッドから取り組み、他にも必

①受講生のプロフィール及び

イドラインを作成する対象製

現在の市場状況と現状の必

を開催した。

ラーニング）の試験導入を計

月 ５ 日（ 月）
、

イドラインを作成中です。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

画していました。つきまして

年
会委員会ではかねてよりイン

タ」
、
「リアルマーケットレビ
品販売技術者講習会」につい

月号の編集について

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

しますので是非ご利用くださ

試験結果について

コスト等多面的に評価を実施

１～２面：「第５回ジャパン

カー間の比較検討が容易にな

い。

し、日本メーカーとして１社

②収支報告について

る」環境を整えるべく活動し

③来期の講習会について

ガイドラインを作成するに

ゴルフインダストリーカッ

とは、景品類の提供や表示が

ない競技等で使用することが

末には次期ラベルのデザイ

内容は「公正競争規約基礎」

プ」の開催報告を掲載。
ついて

適正に行われるよう、いろい

ないように明確な表示と充分

ン、試作品の完成を目指して

に絞り込み、次期ラベルの具

・科目：公正競争規約基礎

ろな商品の種類や業種ごとに

見交換会」でのヒヤリングを

的で開催した本年２月の「意
もとに、ワーキンググループ

体的なデザイン試作をスター

・講師：スポーツ用品公正取

メーカーや販売業者が、消費

入だけでなく、中古品購入、

な説明をすること。②新規購
インターネット購入、レンタ

昨年 月の「スペック測定

３面：「フィランスロピー障

引協議会 宮地専務理事

者庁長官及び公正取引委員会

議題 ―２、ｅ ―ラーニングに

害者ゴルフ大会」
、
「第４回西

議題 ―３、
「ジャパンゴルフ

の認定を受けて設定する業界

番ホール」：粟津英文

日本企業ゴルフ大会」
、
「第４

フェア２０１６」のゴルフ用

「
●

回中部ゴルフ関連企業ゴルフ

品セミナーについて

ル、譲渡の場合および所有者

を掲載。

のルールです。なお、内容は

告規制、第４章：有利誤認、

一方、米国のゴルフ用品協

議題 ―４、次回委員会の日程

した。作成に関しアドバイス

（ＷＧ）で検討を重ねてきま

４面：「２０１６年春夏コレ

以外（同伴プレーヤー、競技

第５章：二重価格表示、第６

奨の米国ラベルメーカーの情

月 ７ 日（ 水）
、
三菱商事ロジスティクスの会

報を双方で共有し合い、検討

年

議室にて「第５回ゴルフ共同

本ゴルフ用品協会」
「監修：ス

平成

ュー２」を掲載。

ポーツ用品公正取引協議会」

27

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

６面：協会関連事項を掲載。

現物で可能であること。③ド

を継続しております。

ライバーヘッドについては適

とすることといたしました。

章：公正競争規約とは、第７

合 ／ 適 合 外 を 判 断 す る 際に

章：公正競争規約の効力、第
月号の編集について

する報告

８章：公正競争規約の構成。

物流協議会」を開催した。

【内容（全８章合計約 分）
】

以下の通りになります。
平成 年 月 日（火）

12

議題 ―１、基本運用条件に関

告記事を掲載。

クションの展示受注会」の報

理事が担当。

大会」
、「市場活性化コーナー」

ています。

品を追加していく予定です。

40

17

流通委員会

11

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

25

27

製品・試打会情報は www.katana.ne.jp

11

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

平成

講習会委員会

平成 年 月 日（金）

３～４面上段：「第 期ゴル
フ用品販売技術者講習会」の
報告記事を掲載。
４面下段：「市場活性化コー

27

ュー２」を掲載

ナー」を掲載。

11

10

６面：協会関連事項を掲載。

27

11

27

１～２面：「ジャパンゴルフ

SpeederVTモデル メーカー希望小売価格 123,000 円（税別）●日本製

●フジクラ製Air

19
27

27

29
40

19
19

ADモデル メーカー希望小売価格 118,000 円（税別）●日本製

●グラファイ
トデザイン社製オリジナルTour

※2015年度 グラファイトデザイン社調べ

30g 台Air Speederモデル

国内女子プロツアー使用率No.1※ Speeder系

10
11
12
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超高反発、2モデル。

国内男子プロツアー使用率No.1※

50g 台Tour ADモデル

※2015年度 フジクラ調べ

二 大メーカーシャフトで 飛 ばす、KATANA 最高反発。

