アジア最大級のゴルフショー

会期：２０１６年２月 日（金）～ 日（日）

出展社数は１８２社で、昨

企業・団体が出展しました。
年に比べて４社多い出展をい
ただきました。新しい情報を
求める来場者とその来場者に

★今月のトピックス
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今回の開催にあたり、ゴル

満ちています。

展社の熱意で会場内は熱気に

盛り込み、アジアを代表す

う、さらに充実した企画を

共に満足していただけるよ

を来場者、出展社の皆様が

ン ゴ ル フ フ ェ ア ２ ０ １ ６』

●２０１６年のリオデジャネ

ていきます。

活性に向けた活動」に運用し

会が積極的に行う「ゴルフの

内販売の収益金の一部を当協

販売」をはじめ、様々な会場

大好評の「ゴルフアパレル

的な展開を求めた活動を実施

フ用品協会の馬場宏之会長は

るゴルフショーとして成功

協力のもと、
『第 回ジャパ

次のようにコメント。

させ、ゴルフを盛り上げて

プロモーションを仕掛ける出

「今年２月に開催されまし

私は２００９年５月に本間ゴル

フと出会ってからの１年ほどは、

それまで殆どやることのなかった

ゴルフを月２回程度でラウンドす

るようになりました。しかし、思

うように上達しないのでゴルフが

上 手 い 同 僚 に 相 談 し た と こ ろ、

と叱咤され、その後ほぼ週１ペー

「ラウンド回数を積まないと！」

その甲斐あって、最近の某コン

ペにて人生初のベスグロ（スコア

本ゴルフ協会オリンピックゴ

本としての対応や抱負を、日

組みながら本間ゴルフの経営に携

ロオリンピックでは、ゴルフ

す。大人気の試打コーナーか

イベント

は内緒です（笑）
。
）を獲得するこ

とができまして、特上の達成感を

ら、ジュニアでも挑戦できる

わる中で、ゴルフをこよなく愛す

かせる道筋は如何なるものかを全

図しながら、本間ゴルフを再び輝

このようにゴルフに真剣に取り

が３万９１０９人と過去最高

る弊社社員が自発的に生き生きと

味わうことができました。

となり、改めて一般ゴルファ

ルフ競技対策本部強化委員会

経営に参画できる仕組み作りを意

ファーの関心の高さが伺えま

ドラコン・ニアピンチャレン

の倉本昌弘ＰＧＡ会長などを

ります。

べ順調な滑り出しをみせてお

した。

ーの関心の高さが伺え、ゴル

ジ、お馴染みのツアープロの

中心に大いに語っていただく

ゴルフフェア２０１５」の３

また、今年も大手クラブメ

フシーズンの幕開けにふさわ

トークショーまで、魅力あふ

ステージでのイベントを開催

日間の来場者数は５万４０８

ーカーをはじめとした様々な

しいイベントとして定着して

れる企画が満載です。

します。出展募集を９月初旬

昨年の５万５１１５人に次い

ゴルフ用品メーカー、練習場

いることを実感し、皆様の長

から開始していますが、お陰

で過去２番目に多かった（ビ

関連、健康器具、飲料、サプ

１人で前年比 ・８％増、一

ジネス関係者１万４３０７

さまで申込み状況は例年に比

毎年ＪＧＦは、世界が注目

年にわたるご支援に感謝する

ュニア・シニアなどの幅広い

ネス関係者、レディース・ジ

展、一般ゴルファーからビジ

て、華やかな企業ブースの出

な対応のおかげを持ちまし

今年も出展社の皆様の真摯

今年は主にどのようなイベン

アに取り入れておりますが、

を反映した企画をゴルフフェ

当協会はこれまで、時代性

行う予定となっております。

ァッションショーを継続して

を加味したゴルフアパレルフ

き、機能性にファッション性

ゴルフに対して強く興味を持

ています。この活動を通じて

ショップ７本の開催を予定し

と銘打ったセミナーとワーク

“目からウロコ”シリーズ」

ＧＡの協力によって「ゴルフ

ゴルフギヤメーカー及びＰ

ゴルフ情報の発信

●活発なセミナー活動による

ＲＬＤ」シリーズを発売し、本間

２０１３年には「ＴＯＵＲ ＷＯ

ながら精一杯のプロ契約を行い、

立ち返ろうということで、小所帯

ただいていた本間ゴルフの原点に

する予定です。
リメントなど、多様な業種の

今回の秋の叙勲において、当協

層へのきめ細かい企画、各団

トを行うのか以下より紹介し

っている人達とのコミュニケ

また、今年も前回に引き続

人、報道関係者６６５人、一

会の副会長兼ゴルフフェア委員長

体様の講習会やセミナーの実

ていきましょう。

ーションを目指します。また、

月 日、東京プリンスホテルにて
行われた。今年の秋の叙勲受章者
数は計４０５３人で、日本人が３
９６４人、外国人が 人だった。

の来場も一般ゴルファーにと
りましては身近にプロと接す
る機会として楽しみのひとつ
になっていることでしょう。
さて、２０１６年は第

回という記念すべき節目の
ゴ ル フ フ ェ ア と な り ま す。

そして今年 月には、長期低迷

力してまいりました。

皆様に認知していただけるよう努

ゴルフを「熱意系ゴルファー」の

ゴルファーの皆様の熱い支持をい

その結果、プロをはじめとした

を務める別府幹弘氏が「旭日双光

施、ファッションショーやチ

●ゴルフ活性化に向けた継続

社一丸となって検討しました。

章」を受章した。

ャリティ活動の実施など、来

次第です。

「自分一人でいただいたものでは

場者に喜んでいただける内容

２０１５年秋の勲章伝達式が

なく、ゴルフ業界の全ての人々の

で実施することができまし
のだと思っています。来年 回を
迎えるジャパンゴルフフェアにお
いても毎年のようにイベントを支
えるスタッフがいて、今の繁栄に
繋がっています。今後はこの 年

の歴史を踏まえ、若い力でフェア

た。また、多数のツアープロ

地道な努力に対して与えられたも

11
が活性化されることを切に希望し

是非、皆様方の絶大なるご



本間ゴルフ 西谷浩司

り続けたいと願っています。

発展に貢献できるような企業であ

だけるよう、ゴルフ業界の健全な

一人でも多くの方に親しんでいた

この奥深く素晴らしいゴルフを

くことができました。

力添えを得て初開催させていただ

ントをアコーディアゴルフ様のお

の永年の夢であった男子トーナメ

いという想いもあり、弊社全社員

力ながらも貢献させていただきた

しているゴルフ業界の活性化に微

10

89

ます」（別府副会長・関連記事２面）
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「ジャパンゴルフフェア２０１６」実施概況


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２０１６」が
（金）
～ 日
（日）
の３日間、国際展示場（東京ビッグサイト西棟１・
２月 日
２ホール）で開催される。
今年の出展社数は１８２社（前年比４社増）
、コマ数は５３３コマ（ 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

ちなみに、大盛況のうちに

２月 日（金）～ 日（日）
幕を閉じた「第 回ジャパン

きました。

スに切り替えて「１打でも縮めた

た『第 回ジャパンゴルフフ
ェア２０１５』は、皆様の多

は１１２年ぶりに正式競技と

い、１ヤードでも飛ばしたい」を

大なるご協力をいただき、大

して開催されます。ここでは

モットーにゴルフ人生を過ごして

般来場者３万９１０９人）
。

盛況のうちに無事終了するこ

ＪＧＦの魅力は、家族で気

そのオリンピックに向けた日

イロオリンピックに向けたト

社のビジネスチャンスを積極
特に、一般来場者は過去最高

とができました。今年は、３

軽に参加できる多彩なイベン

ークセッションの開催

当協会が主催するアジア最
的に支援。多くのゴルフビジ

で、一昨年の３万６３４８人

日間の来場者数は５万４０８

トが用意されていることで

いきたいと思います」― 。

大級のゴルフショー「第 回
ネス関係者、報道関係者そし

を２７６１人上回った。また、

１人と多くの方にご来場いた

の３日間、東京ビッグサイト

「ＪＧＦ２０１６」開催予定

ジャパンゴルフフェア２０１
てゴルフファンの来場を目指

一般来場者数の曜日別におい

だきました。特に一般来場者

西棟１・２ホールで開催いた

２０１６年リオデジャネイ

６」
（ＪＧＦ）を、平成 年
しております。

人を記録。改めて一般ゴル

い来場者数だった。それでは２０１６年の実施概況について紹介しよう。
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て、それ以外にも会期中には

様々なゴルフ関連団体によっ
たとない機会となります。

一挙にみることができる、ま
ア会場のイベントステージで

にも協力していただき、フェ

当協会の別府幹弘副会長に勲章授与

くの一般来場者を収容するた

め会場を何度か移転し、その

後東京ビッグサイトでの開催
協会の活動に携われたのは、

者の魅力を高めるために実施

③ゴルフフェアにおいて来場

の確保に結び付けた。

となり５万人を超える来場者

私を囲むまわりの方々の支え

年以上の長きにわたり、当

があったからです。さらに、

した各取組の功績

２０１５年秋の勲章伝達式
テルにて行われた。経済産業

来年 回を迎えるジャパンゴ

ルフ殿堂入り式典」をゴルフ
ーズに応えていきます。

者の「打ちたい 」というニ

スが会場内にひしめき、来場

●毎年大好評のチャレンジコ

にします。

布方法等の詳細は後日明らか

にプレゼントいたします。配

し、毎日３０００名の来場者

いほうしょう）
」があり、旭

じつしょう）
」と「瑞宝章（ず

叙勲には「旭日章（きょく

勲章を伝達した。

の歴史を踏まえ、若い力でフ

っています。今後はこの 年

ッフがいて、今の繁栄に繋が

ようにイベントを支えるスタ

て、レッスンを中心としたイ

のゴルフ関連団体の協力を得

に向けたセミナーの開催や他

レディース、ジュニアなど）

・幅広いゴルファー（シニア、

が 月 日、東京プリンスホ
分野の各界で功績があった計

ルフフェアにおいても毎年の

●第 回記念のピンバッヂを

ジャパンゴルフフェアでは
１４２人の叙勲受章者に経済

プレゼント

産業事務次官の菅原郁郎氏が

ントも開催される予定です。

はプロたちの作品紹介のイベ

実施予定日：２月
（土）
、 日
（日）
、時間は未定。

日

いくつものセミナーや会議が
●来場者の期待に応えて打席

予定されています。
●ゴルフ関連団体が様々な活

をさらに増設
前回の 打席を大幅に上回

動を活発に展開
・一般財団法人日本プロゴル
第 回記念ピンバッヂを作成

フェアのイベントステージで
●人気の
「ゴルフ場お土産市」

る 打席を超えるネットブー

開催する方向で進めています
が進化して「ゴルフ場＆地域

それに伴って、関連団体ブー

（２月 日（金） 時 分～）
。

チャレンジなどのアトラクシ

フェア会場内で実施される予

ードの投票と表彰式もゴルフ

・ＰＧＡのティーチングアワ

が行われる予定です。

たプロゴルファーの紹介など

の会場移転先である「パシフ

の企画とは別に、２０１７年

が決定しています。また、こ

軽井沢町、沖縄県などの出展

ていきます。現状、北海道、

たより魅力的な活動を提案し

地域とゴルフ場が一体となっ

続出の必見企画です。

ナメントグッズの販売

観戦者だけが入手できるトー

●男子・女子・シニアツアー

です。

開催３日間とも終日開催予定

華賞品も用意されています。

レンジし、成績優秀者には豪

危険性の高い職務、精神的・

いては、 歳以上の人が対象。

とされている。受章年齢につ

合的に評価して行われるもの

国家・公共に対する功績を総

て一生に一度、生涯にわたる

度行われる叙勲は、原則とし

人だった。また、春と秋に２

人が３９６４人、外国人が

者数は計４０５３人で、日本

る。２０１５年秋の受勲受章

本ゴルフ用品協会副会長に就

・平成 年６月：社団法人日

任。

本ゴルフ用品協会理事に就

・昭和 年７月：社団法人日

在に至る。

式会社 代表取締役社長、現

・昭和 年８月：東京洋傘株

式会社入社

・昭和 年５月：東京洋傘株

【経歴】

①ゴルフ場用品への事業転換

確立に尽くした功績

ェアとなった。

占め、更に魅力あるゴルフフ

の結果、一般来場者が全来場

に繋がる企画を実施した。そ

性や家族連れの来場者の増加

ファッションショーなど、女

ゴルフ場単体に留まらず、

定で計画が進んでいます。
ィコ横浜」が横浜の名産品を
●ツアープロの愛用品のオー

肉体的に苦労の多い職務など

の紹介とこれまで殿堂に入っ

・ＰＧＡ、ＬＰＧＡ、ＪＧＴ
携えブースを出展します。横
クション販売

については、 歳以上の人が

ョンを実施。また、最新のゴ

Ｏの３団体が共通ステージを
浜の魅力をアピールし、皆様

ツアープロの愛用品のオー

者の ・３％と大きな比率を

ルフウェアが一挙にみられる

設け、色々なイベントの催し
をお迎えする予定です。

クション販売を行います。会

２．社業の発展、経営基盤の

昨年に引き続きイベントス

●ファッションショー

ただける予定です。

営スタッフとして協力してい

がゴルフフェアに集合し、運

応募は 月中旬から１月いっ

ルフとの共催で実施します。

手権」をゴルフ誌週刊パーゴ

をテーマに「ゴルフ川柳・選

“スポーツとしてのゴルフ”

ュニケーション

て寄付されます。

す。売上はチャリティ金とし

終了後に入札者が決定しま

会場での入札が行われ、会期

イトからの入札で、会期中は

期前はＪＧＦオフィシャルサ

っていることが必要だという。

ら、個々の活動が長期にわた

授与するものであることか

生涯にわたる功労を評価して

対象となっている。さらに、

【功績】

長、現在に至る。

人日本ゴルフ用品協会副会

・平成 年４月：一般社団法

任。

ディー用品などを開発した。

ゴルフ場用品の黎明期にキャ

・昭和 年に社長に就任後、

テージで、
「２０１６春夏コ

ぱいで、ゴルフフェアの会場
また、この企画にツアープロ

・昭和 年スポルディング社

店契約

②スポルディング社との代理

57

先述したイベントや企画、チ

ポーツ用品工業協会（ＪＡＳ

副会長、スキー業界は日本ス

ルフ業界は当協会の別府幹弘

章」を受章したのは２名。ゴ

スポーツ業界から「旭日双光

催できた功績

年度まで 回にわたり継続開

①ジャパンゴルフフェアを本

の発展に尽くした功績

協会副会長としてゴルフ業界

１．
（一社）日本ゴルフ用品

築いた。

ライセンスビジネスの基礎を

ルを普及販売。日本における

交わし同社のツーピースボー

と先陣を切って代理店契約を

きご支援賜りますよう宜しく

ってのものですので、引き続

です。関係者皆様のご協力あ

価値のある開催を目指す予定

横浜」に変え、さらに盛大で

道な努力に対して与えられた

ゴルフ業界の全ての人々の地

でいただいたものではなく、

「今回の受章は、自分一人

ついて次のようにコメント。

日双光章」を受章した喜びに

当協会の別府副会長は、「旭

・業界だけのフェアから、多

ェアを拡大させた功績

めに来場者を増やしゴルフフ

②ゴルフ界の更なる発展のた

した。

者としてその開催運営に尽力

現在に至るまで一貫して責任

ルフフェア委員長に就任し、

運営に携わり、第３回からゴ

お願い申しあげます。

ものだと思っています。また、

は、開催会場を「パシフィコ

ＪＧＦでは、これからも、

※

ャリティ販売など、ゴルフ産

・第１回の開催からその企画

※

業活性化のために活用してい

ＰＯ）の小賀坂道邦副会長が

※

ただける場として展開してい

選ばれた。
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きます。また２０１７年から

今回の秋の叙勲において、

レクション」のファッション

以上の最新コーディネートを
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49
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※

ショーを開催します。メンズ・

で優秀作品が発表されます。
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功績概要は以下の通り。
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●ビッグサイトの３日間を飛

72

32

57
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レディス合わせて ブランド
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毎年人気が高く、売り切れ

・ＰＧＡ会員は、昨年よりさ
び越えたゴルファーとのコミ

なお、別府副会長の経歴や

50

‼

らに多い 人（１日の人数）

ドラコン・ニアピンにチャ

ベント、ドラコン・ニアピン

フ殿堂は「第４回日本プロゴ

50

ェアが活性化されることを切
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に希望します」― 。
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章 は 公 務 員 が 主 な 対 象 とな

50

50
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日章は政治家や民間人、瑞宝
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ーナーも開催
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スにも出展し、当団体の活動
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点にあります。

に対する信頼を高めるという

め、ひいてはゴルフ業界全体

する消費者からの信頼を高

②シャフトスペックの測定に

積」
。

クラブバランス、ヘッド体

ブ長さ、クラブ総質量
（重量）
、

①比較し易さ：消費者・ゴル

判断の基準としました。

定に関しては、次の６項目を

討を進め、各々の計測方法策

どを明記願います。

Ａガイドラインに基づく」な

ック測定方法に関するＪＧＧ

ラシ、店頭表示等にて「スペ

ゴルフクラブの 「スペック測定」 に関する

標準化ワーキンググループ）

12

ガイドライン発行のお知らせと、 ご協力のお願い

（ＪＧＧＡ製造渉外委員会

（２）消費者からの要望があ

います。

った場合には、進んで測定デ

（３）会員企業が本ガイドラ

ファーが種々のゴルフクラブ

物理的な原理原則に合ってい

インを運用する際は、本ガイ

を容易に比較できる。

るか。

ドラインの主旨・運用上の注

関する項目：
「硬さ、質量
（重

する項目：「重心高さ、スイ

③正確性：測定・計測結果の

意点を十分に確認理解した上

量）
、トルク、調子、重心率」
。

ートスポット高さ、重心深度、

正確さ。

で対応をお願いします。

本ガイドラインは、１９８

ラブの基準」を見直し、ゴル

重心アングル、重心距離、軸

④簡便性：測定・計測方法の

８年にＪＧＧＡニュースで会

載してまいりますのでご参照

フクラブの主なスペックに関

心距離」
。

簡便さ。

この小冊子の内容について

ください。

する測定方法を改訂及び追加

（２）上記の項目に関する単

（４）本ガイドラインに記載

ＪＧＧＡでは、消費者がゴ

その機能や特徴がわかりやす

第１回 ＪＧＧＡ 月号

し、より明確で透明性を高め

位表示は「計量法」に記載の

された各項目・各測定方法に

ータ（根拠）などをお示し願

く、各商品の比較・選択が容

・ゴルフクラブの「スペック

るようにしています。※今回

⑤普及度合い：測定・計測に

②合理性：測定・計測方法が

易に正しくできることが、市

測定」に関するガイドライン

改訂を実施した項目に関して

必要な機器などが広く普及し

③クラブヘッド重心測定に関

場に提供するゴルフクラブに

・
「ライ角測定基準」に関す

原則としますが、
「スポーツ

「国際単位系」による表示を

員企業に案内した「ゴルフク

対する消費者からの信頼を高

るガイドライン

は、変更箇所を明確化するこ

12

本 月号から３回にわたり掲

め、より安心して購入してい

とで、よりわかりやすい記載
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ルフクラブを購入する際に、

ただける環境に繋がると考

第２回 ＪＧＧＡ１月号

訂することを妨げるものでは



・
「ロフト角測定基準」に関

＆Ａ・ＵＳＧＡが制定してい

ありません。

×

え、今般、
「ゴルフクラブの

る「ゴルフ規則」での評価法

○

スペック測定に関するガイド

表示の併記も可能とします。

との共通性。※なお、測定方

○

関しては、新技術・新発想な

（３）今回２０１５年 月１

法とともに、測定公差の設定

⑥ゴルフ規則
④簡便性 ⑤普及度合い 共通性

どにより、適宜、見直し／改

２．本ガイドラインを推奨す

日改訂のガイドラインは、上

も問題ではありますが、現時

ＪＧＧＡとしては、下記に

性は下表参照。
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ているか。

る対象

記（１）①クラブスペック測

点においては、まず各社の測

定める測定方法をもって得ら



⑥ゴルフ規則との共通性：Ｒ

るガイドライン
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定に関する項目に関してのガ

定方法を揃えていくことを目
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（図２）ウッド系ライ角基準
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かねてよりＪＧＧＡが推奨する「ヘッド中心線を接地、前後の空間を均等にして、シャフト軸線の傾斜角を測定する」
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かかわらずライ角測定が可能であり、ヘッド特性としての比較がしやすいというメリットがある。
と同じ考え方（＝平易に理解できる）の基準である。
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なる点にもメリットがあり、また、「フェース中心」にゴルフ規則で用いられている決定方法を用いることで、同一の基準
《この測定方法を推奨する理由》
ポイントに対する測定値としての統一も果たせると判断した。
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）ウッド系ライ角基準
図２ ウッド系ライ角基準
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なる点にもメリットがあり、また、「フェース中心」にゴルフ規則で用いられている決定方法を用いることで、同一の基準
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用品の表示に関する公正競争
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「フェースプログレッショ

ＧＧＡの会員企業が製造・販

イドラインです。②シャフト

標とし、市場の浸透度合いを

することを推奨する。

0.1mm
0.1mm
トウヒールの隙間が
《今までＪＧＧＡが推奨してきた基準との違い》
0.1mm位の位置にて
かねてよりＪＧＧＡが推奨する「ヘッド中心線を接地、前後の空間を均等にして、シャフト軸線の傾斜角を測定する」
均等になっていること
と同じ考え方（＝平易に理解できる）の基準である。

規約」に記載されている単位

ン測定基準」に関するガイド

売するゴルフクラブのスペッ

スペック測定に関する項目、

考慮して、最終的には公差の

【ウッド系クラブのライ角測

（図２）ウッド系ライ角基準
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を目指しています。関連箇所

本ガイドラインは、ＪＧＧ

ライン

ク測定方法として会員企業に

及び③クラブヘッド重心測定

提案が出来ればと考えていま

③ ライ角測定時のヘッド姿勢は、ソールをグラウンド(測定基準)面に安定して設置された状態で測定する。
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ソールがグラウンド(測定基準)面に最も安定するとともに、グラウンド(測定基準)面との接点のトウヒールでの隙間が
均等になるうようにヘッドを保持する。
（図１）フェース中心の決定
図１ フェース中心の決定
⑤ この状態にて、シャフト軸線とグラウンド（測定基準)面のなす角度をライ角とする。
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にはその旨、記載しています。

Ａ会員企業が製造・販売する

第３回 ＪＧＧＡ２月号

推奨します。

に関する項目に関しては、適

す。

（図１）フェース中心の決定

するガイドライン

ゴルフクラブのスペック測定

・
「クラブ長さ測定基準」に

（２）本ガイドラインの商品

宜本ガイドラインに追加・改

フェース中心とシャフト軸線を基準とする測定方法ととるものとする。
フ規則ペンデュラム測定基準に定義されたフェース中心位置と同じとする（図１）。

・
「フェース角測定」に関す

方法として会員企業に推奨す

関するガイドライン

への適用範囲、実施時期につ

訂したいと考えています。

をもって得られた数値を「ライ角」と定義することを推奨する。

ライン」をまとめ、２０１５

るもので、商品への適用範囲、

・
「クラブ総質量（重量）測

いてはＪＧＧＡが強制するも

」に関するガイドライン

年９月 日付で発行いたしま

実施時期等については、ＪＧ

定基準」に関するガイドライ

のではなく、会員企業の自主

定基準】

ド系クラブのライ角測定基準】
ウッド系クラブのライ角の測定は、フェース中心とシャフト軸線を基準とする測定方法ととるものとする。
ここで言う「フェース中心」は、ゴルフ規則ペンデュラム測定基準に定義されたフェース中心位置と同じとする（図１）。

した。

ＧＡが強制するものではな

ン

①ウッド系クラブのライ角の

② ここで言う「フェース中心」は、ゴルフ規則ペンデュラム測定基準に定義されたフェース中心位置と同じとする（図１）。

Ａとしては、下記に定める測定方法をもって得られた数値を「ライ角」と定義することを推奨する。

Ⅰ．ゴルフクラブの「ライ角

く、会員企業の自主的な判断

・
「クラブバランス測定基準」

５．運用上の注意点

※

【ウッド系クラブのライ角測定基準】

① ウッド系クラブのライ角の測定は、フェース中心とシャフト軸線を基準とする測定方法ととるものとする。
ゴルフクラブの「ライ角測定基準」に関するガイドライン

測定基準」に関するガイドラ

に委ねています。ＪＧＧＡと

４．測定方法選定に関して

※

ＪＧＧＡとしては、下記に定める測定方法をもって得られた数値を「ライ角」と定義することを推奨する。

イン

しては、消費者の皆様のメリ

的な判断に委ねます。ＪＧＧ

フト軸線を基準とする測定方

に関するガイドライン

法をとるものとする。

ットが増すように、会員企業

ブのスペック」に関しては、

測定は、フェース中心とシャ

カタログ、Ｗｅｂカタログチ

（１）本ガイドラインに基づ

主的かつ合理的な選択および

いて表示される「ゴルフクラ

事業者間の公正な競争を確保

本ガイドラインの改訂に際

が、できるだけ早期に本ガイ

するために適切なものである

しては、一般消費者による自

ドラインに沿った表示を行う

ことという観点を優先して検

Ａとしては、ユーザーのメリ

ことを要望するものです。

ットが増すように、会員企業

ゴルフクラブの「スペック

３．本ガイドラインで測定法

・
「ヘッド体積測定基準」に

測定」に関するガイドライン

を推奨するゴルフクラブスペ

関するガイドライン

※「ゴルフクラブの基準」制

ックに関して

ができるだけ早期に本ガイド

会員企業に運用され、ゴルフ

定：１９８８年１月、改訂：

（１）本ガイドラインで測定

ラインに沿った表示を行うこ

業界全体に対する消費者の信

２０１５年９月 日。発行：

法を推奨するゴルフクラブの

※

頼を高めることが業界全体の

日本ゴルフ用品協会、監修：

※

メリットにも繋がると考えて

スポーツ用品公正取引協議会

このガイドラインが多くの

おります。会員企業の皆様に

Ⅰ．ゴルフクラブの「ライ角測定基準」に関するガイドライン
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とを要望するものです。

は、より一層のご協力・ご支

スペックは、消費者が商品を

購入する際に、正しい比較・

１．本ガイドラインの主旨

選択ができるようにするため

援をいただきますよう重ねて

本ガイドラインは、消費者

①クラブスペック（シャフト

がゴルフクラブを購入する際

単体のスペックを除く）の測

なお、会員企業の皆様には、

が容易に正しくできることを

定に関する項目：「ライ角、

お願い申し上げます。

に際して、本ガイドラインの

目的としています。また、会

ロフト角、フェース角、フェ

に重要な以下のスペックを対

小冊子をお送りさせていただ

員企業が本ガイドラインを採

象としています。

きました。まだ、若干ですが

用するするメリットは、市場

に、その機能や特徴がわかり

協会事務所に余裕がございま

ースプログレッション、クラ

やすく、各商品の比較・選択

すので、御入用の会員様は事

に提供するゴルフクラブに対

月号ＪＧＧＡニュース送付

務所までご連絡下さい。

11

第397号（毎月１日発行）

１）
。

ス中心位置と同じとする（図

測定基準に定義されたフェー

は、ゴルフ規則ペンデュラム

②ここで言う「フェース中心」

由》

《この測定方法を推奨する理

理解できる）の基準である。

る」と同じ考え方（＝平易に

ャフト軸線の傾斜角を測定す

前後の空間を均等にして、シ

に最善の測定方法を取らざる

と、
ウッド系、
アイアン系各々

基準とできない実情を考える

イアン同様にスコアラインを

インされない場合があり、ア

もソールに対して水平にデザ

度をライ角とする（図３）
。

面とシャフト軸線とのなす角

た時のグラウンド（測定基準）

ド（測定基準）面と平行にし

し、スコアラインをグラウン

②フェース角を０度に設定

することが最善であろうと判

が極めて高く、本基準を推奨

とも１本は入れられる可能性

水平なスコアラインが少なく

イアン系クラブにはソールと

況においては、ほとんどのア

較し易さ→○、②合理性→○、

の利便性は下記を参照。①比

公開することを推奨する。

設計上のライ角基準を明確に

合には、当該モデルにおける

定基準）面に安定して設置さ

は、ソールをグラウンド（測

ャフト軸線の傾斜角を測定す

前後の空間を均等にして、シ

する「ヘッド中心線を接地、

かねてよりＪＧＧＡが推奨

ラインに傾斜を付けた設計の

ていると思われるが、スコア

の基準にスコアラインを用い

はウッドについても、ライ角

なお、ゴルフ規則において

由》

《この測定方法を推奨する理

準と同一で変更はない。

ＧＧＡが推奨してきた測定基

本測定基準は、これまでＪ

てライ角を数値で表示する場

設計がなされたクラブにおい

◆「ゴルマジ！ 」の第二期

角の比較が容易であり、また

参画施設数はゴルフ場１５

Ｖｏｌ．

⑤普及度合い→○、⑥ゴルフ

かつあらたな測定機導入が不

定器が使用可能であり、簡便

ば、現在普及している角度測

また、この測定方法であれ

め、順調な滑り出しとなった。

て約１・６倍の賛同施設を集

った。昨年２７７ヶ所に対し

・クーポンで３０００円引

②「楽ゴルクーポン」

・約１５０コースがプランを

①「楽ゴルプラン」

日現在）

◆「楽ゴル」の状況（ 月

市場活性化コーナー

規則共通性→○。

⑤普及度合い→○、⑥ゴルフ

③正確性→○、④簡便性→○、

この基準におけるユーザー

③ライ角測定時のヘッド姿勢

せた状態で測定する。
る」と同じ考え方での基準で
ドライバーも多いことから、
シャフト軸線のため、基準が

状況（ 月 日現在）

測定基準がスコアラインと

万が一、そのような特殊な

④この時、フェース中心から
ある。測定基準をフェース中
本基準のほうが合理的であ

断した。

の垂線がソール面と交わる点
心とシャフト軸線にすること
る。

きた基準との違い》

でグラウンド（測定基準）面
により、スコアラインの有無

《今までＪＧＧＡが推奨して

に接し、フェースの向きを問
にかかわらずライ角測定が可

を得ないと判断した。

わずソールがグラウンド（測
明確である。このため、ライ

の利便性は下記を参照。①比

この基準におけるユーザー

の比較がしやすいというメリ

能であり、ヘッド特性として

準）面との接点のトウヒール

６ヶ所、ゴルフ練習場２８６

在普及している角度測定器が
ちなみに、前記の④につい

規則共通性→×。

要となる点にもメリットがあ

施設利用回数（クーポン発行

提供。予約人数は５３１名

使用可能であり、簡便かつあ
ては、上図（同心円テンプレ

数）：１万３２２１件（ゴル

いうメリットがある。

⑤この状態にて、シャフト軸
らたな測定機導入が不要とな
ートを使用した図）のような

る。

③正確性→△、④簡便性→○、

線とグラウンド（測定基準）
る点にもメリットがあり、ま

《この測定方法における補足

基準ポイントに対する測定値

【アイアン系クラブのライ角

も可能である。

説明》

測定基準】

フェース中心を決定する場

線を基準とする測定方法をと

ェースライン）とシャフト軸

き。 月のエントリーは９５

10

２名で、利用者は１０６名
（ 月実績）
。

３９）

は、１１０件。

行。スタートからの利用実績

③「楽ゴル練習場クーポン」

◆「ゴルマジ！ 」の第三期

・お得な練習場クーポン発
合、誤差を生じる可能性は否

④「楽ゴル無料レンタルクラ

めない。しかしながら、これ

けて早くも準備が始まり、対

ーカーが４社で、 コースへ

・レンタルクラブは、提供メ

ブ」
象年齢を現状の 歳のみから

来年４月からの第三期に向
影響は実使用において支障を

を鑑み、この基準を

し、それ以上の上記メリット

きたすレベルにはないと判断

によるライ角測定値のずれの

に向けての状況

フ場８８２、練習場１万２３

登録数：１万３１８３名、

（９、 月実績）
。

面のなす角度をライ角とす
た、
「フェース中心」にゴル

同心円テンプレートを使って

ヶ所で、合計４４２ヶ所とな

る。

簡易的に接点を特定すること

かねてよりＪＧＧＡが推奨
としての統一も果たせると判
断した。

①アイアン系クラブのライ角

合、誤差を生じる可能性は否

るものとする。

推奨するものであ

る。

歳と 歳の２年間に拡大す

ンをソールの水平状

よってはスコアライ

が開催される。

する「２０１６ゴルフ新年会」

るゴルフサミット会議が主催

ゴルフ関連 団体で構成され

２０１６年１月 日（水）
、

態に必ずしも平行に

◆開催日：平成 年１月 日

配備。スタートからの貸出し
回数は、１４８件。

―

◆会費：１万１０００円／１

坂１ ―

２０１ 年ゴルフ新年会開催のご案内

る方向となる。

11

の測定は、スコアライン（フ

めない。しかしながら、これ

によるライ角測定値のずれの

影響は実使用において支障を

10

人

◆内容：①新春特別企画トー

クセッション「２０１６年リ

オデジャネイロ五輪に向け

基準がなくなるとい

「ギャラクシー」
、
「プロミネ

コンチネンタルホテル東京

◆開催場所：ＡＮＡインター

デレーター：山中博史氏。

小林浩美氏、鈴木規夫氏。モ

部強化委員会：倉本昌弘氏、

て」オリンピック競技対策本

う可能性も考えられ

②賀詞交換パーティ
ンス」
（Ｂ１）東京都港区赤

ラインのために測定

33

きたすレベルにはないと判断

《今までＪＧＧＡが推奨してきた基準との違い》
本測定基準は、これまでJGGAが推奨してきた測定基準と同一で変更はない。

10

12

アイアン系クラブ

入れるとは限らない

においても、設計に

場合が生じたり、特

（水）

○

し、上記メリットを鑑み、こ

の基準を推奨するものであ

る。

また、後述のアイアン系ク

ラブにおける測定基準と異な

るという問題もあるが、ヘッ

ドの特性上、ウッド系の曲面

本測定基準は、これまでJGGAが推奨してきた測定基準と同一で変更はない。
《この測定方法における補足説明》
フェース中心を決定する場合、誤差を生じる可能性は否めない。しかしながら、これによるライ角測定値のずれの影響は
《この測定方法を推奨する理由》
実使用において支障をきたすレベルにはないと判断し、それ以上の上記メリットを鑑み、この基準を推奨するものである。
測定基準がスコアラインとシャフト軸線のため、基準が明確ある。このため、ライ角の比較が容易であり、また測定も
アイアン系クラブにおいても、設計によってはスコアラインがソールの水平状態に必ずしも平行に入れるとは限らない
正確かつ簡便であるというメリットがある。
また、この測定方法であれば、現在普及している角度測定器が使用可能であり、簡便かつあらたな測定機導入が
場合が生じたり、特殊デザインのスコアラインのために測定基準が無くなるという可能性も考えられるが、現状の
不要となる点にもメリットがある。
設計状況においては、ほとんどのアイアン系クラブにはソールと水平なスコアラインが少なくとも１本は入れられる
可能性が極めて高く、本基準を推奨することが最善であろうと判断した。
《この測定方法における補足説明》
万が一、そのような特殊な設計がなされた、クラブにおいてライ角を数値で表示する場合には当該モデルにおける
フェース中心を決定する場合、誤差を生じる可能性は否めない。しかしながら、これによるライ角測定値のずれの影響は
設計上のライ角基準を明確に公開することを推奨する。
実使用において支障をきたすレベルにはないと判断し、それ以上の上記メリットを鑑み、この基準を推奨するものである。

殊デザインのスコア
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20

○

○

28

○

○

フェースに対してアイアン系

《この測定方法を推奨する理由》
測定基準がスコアラインとシャフト軸線のため、基準が明確ある。このため、ライ角の比較が容易であり、また測定も
正確かつ簡便であるというメリットがある。
また、この測定方法であれば、現在普及している角度測定器が使用可能であり、簡便かつあらたな測定機導入が
（図３）アイアン系ライ角基準
図3
アイアン系ライ角基準
不要となる点にもメリットがある。

るが、現状の設計状

この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

17

③正確性

①比較し易さ ②合理性

の平面フェースという根本的

（図３）アイアン系ライ角基準

20

20

⑥ゴルフ規則
④簡便性 ⑤普及度合い 共通性

6

○

な違いがあることに加え、ウ

設計状況においては、ほとんどのアイアン系クラブにはソールと水平なスコアラインが少なくとも１本は入れられる
⑥ゴルフ規則
③正確性 ④簡便性 ⑤普及度合い 共通性
可能性が極めて高く、本基準を推奨することが最善であろうと判断した。
万が一、そのような特殊な設計がなされた、クラブにおいてライ角を数値で表示する場合には当該モデルにおける
○
○
○
○
○
20
設計上のライ角基準を明確に公開することを推奨する。

○

ッド系クラブにおいてはスコ

アイアン系クラブにおいても、設計によってはスコアラインがソールの水平状態に必ずしも平行に入れるとは限らない

場合が生じたり、特殊デザインのスコアラインのために測定基準が無くなるという可能性も考えられるが、現状の
この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。
19

①比較し易さ ②合理性

説明》

【アイアン系クラブのライ角測定基準】
① アイアン系クラブのライ角の測定は、スコアライン（フェースライン）とシャフト軸線を基準とする測定方法ととるものとする。
② フェース角を０度に設定し、スコアラインをグラウンド(測定基準)面と平行にした時のグラウンド(測定基準)面とシャフト軸線
とのなす角度をライ角とする。（図３）

アラインがない場合や必ずし

《今までＪＧＧＡが推奨してきた基準との違い》

同心円にソールが接する点が
グラウンド(測定基準）面との接点となる。

《この測定方法における補足

イアン系クラブのライ角測定基準】
① アイアン系クラブのライ角の測定は、スコアライン（フェースライン）とシャフト軸線を基準とする測定方法ととるものとする。
② フェース角を０度に設定し、スコアラインをグラウンド(測定基準)面と平行にした時のグラウンド(測定基準)面とシャフト軸線
とのなす角度をライ角とする。（図３）

同心円テンプレートを使用した図

フェース中心を決定する場

する「ヘッド中心線を接地、
同心円にソールが接する点が
グラウンド(測定基準）面との接点となる。

【会員数】

《今までＪＧＧＡが推奨して
フ規則で用いられている決定

この測定方法であれば、現

17

21

11

方法を用いることで、同一の

ヘッドを保持する。

測定も正確かつ簡便であると

20

較し易さ→○、②合理性→○、

17

ットがある。

11

での隙間が均等になるように

ともに、グラウンド（測定基

定基準）面に最も安定すると

ちなみに、前記の④については、下図のような同心円テンプレートを使って簡易的に接点を特定することも可能である。

きた基準との違い》
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ちなみに、前記の④については、下図のような同心円テンプレートを使って簡易的に接点を特定することも可能である。

ダンロップスポーツ
2

GLOIRE F

チタン

テーラーメイド

2

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
3

G30 SERIES

チタン

ピン

3

915H SERIES

アクシネット
4

VG3 SERIES（2014）

チタン

アクシネット

4

LEGACY BLACK
SERIES（2013）

キャロウェイ
5

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

5

915F SERIES

アクシネット

1
2

AP2 714（ダイナミック
ゴールド）

スチール

アクシネット

2
3

VG3（2014）
（N.S.PRO） スチール

アクシネット

3

DJ-11

フォーティーン
4

AP2 714（N.S.PRO）

アクシネット

4

C030 SERIES

フォーティーン
5

SRIXON Z545（N.S.PRO） スチール

ダンロップスポーツ

5

MACK DADDY2
WEDGE SERIES

キャロウェイ
メーカー名

順位

3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース

ダンロップスポーツ

3

CADENCE TR SERIES

ピン
4

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

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ

シリーズ

製品クラブが続々と発表、発

メーカーより２０１６年の新

と高価格帯に属しているもの

ーカー希望小売価格が 万円

なります。高反発クラブはメ

ことがよく分かります。こう

ーズが確実に存在するという

ーワードが通用すること、ニ

では未だ「高反発」というキ

これらの数値から国内市場

リアルマーケットレビュー ２
高反発ドライバー市場動向
倍近い数字を稼いだことに

売されています。それらの中

が殆どのため、金額構成比で

した動向を受けて、業態を問

月から 月にかけて、各

でも、私が小売店取材に訪れ

は ％を超える水準に達して

発品の市場は更に活性化す

います。
先述したように、金エッグ

る」という声が挙がっていま

わず多くの小売店から「高反

る中で必ずと言って良いほど
話題に上るのが、プロギアか

の発売日は 月９日（金）で

ら 月に発売された『スーパ
ーエッグ』
、通称『金エッグ』

した。弊社「ＹＰＳゴルフ週

の一つとなった『金エッグ』

た内容であり、その「引き金」

を有しているのか？」といっ

ラブは一体どこまでの市場性

ル規制下において、高反発ク

話題の中心は「現状のルー

売実績を叩き出したことにな

土日の二日間でこれだけの販

っても実際に『金エッグ』は

なので、
「週報データ」と言

分の販売実績を集計したもの

曜日から日曜日までの一週間

報データ」は、パネル店の月

引けますが、私個人の感覚と

先行させるのはいささか気が

差し置いてそのような議論を

得るのか。ルール規制の話を

は果たして「救世主」となり

ラブ市場において、高反発品

ーの市場動向について分析し

の実績から、高反発ドライバ

向調査「ＹＰＳゴルフデータ」

今回は、弊社小売店実売動

述した数値は「瞬間最大風速」

たという事情もあるため、先

前予約分が一気に吐き出され

り、発売週の土日でそれら事

とも「予約受注」を取ってお

実際には発売前から各店舗

性別を問わず誰もが持ってい

ルファーだけでなく、年齢・

は飛距離の落ちた高年齢層ゴ

す。
「飛ばし」に対する欲求

る点が少々気になっていま

ブ」的な位置付けになってい

層ゴルファーのお助けクラ

しては、高反発品が「高年齢

閉塞感の強い国内ゴルフク

が果たしてどこまでゴルファ

ります。

たいと思います。

的なものであるとも言えま

店舗の一週間の実売実績を集

の週報データ（国内約５００

弊社「ＹＰＳゴルフデータ」

された週（２０１５年 月５

（金）でした。同商品が発売

数量構成比は６・６％（前年

バー市場における高反発品の

月報データによると、ドライ

ＰＳゴルフデータ」の 月度

るのでしょうか。同じく「Ｙ

はどのような結果になってい

では、 月１ヵ月間の数値

活かしていくのか。そうした

発」という技術をどのように

る。底辺拡大のために「高反

けのドライバーを高反発にす

めに、そうしたターゲット向

フの醍醐味を知ってもらうた

ない女性ゴルファーにもゴル

るものではないでしょうか。

計した速報データ）によると、

同期比６０２・４％）
、金額

考えも必要なのではないかと

す。

『金エッグ』ドライバーの発
月９日

高反発ドライバーの販売数量

構成比は ・６％（前年同期

～ 日）の販売実績ですが、

体の ・２％でした。
数量に換算すると発売前の

比４９３・０％）となってい
ます。

（矢野経済研究所 三石茂樹）

感じています。

例えば、ゴルフを始めて間も

構成比は、ドライバー市場全

売日は２０１５年

った内容が中心です。

ーの支持を得るのか？ とい

す。

に関する話題です。

10

10

月 日

キャロウェイ

ダンロップスポーツ

PUTTER BEST５
構造

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

10

10

11

月１日〜

ダンロップスポーツ

10

部門別売れ筋ランキング 

XXIO8 UT

20

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

ODYSSEY VERSA
SERIES

ダンロップスポーツ

アクシネット

カーボン

スチール

10

10

＝矢野経済研究所＝

1

11

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

ダンロップスポーツ

10

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

10

9
メーカー名

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

「９月の販売実績は表の通りとなりました。当期を以てダ

アクシネット

ンロップ『ゼクシオ８』の ヶ月に及ぶプロパー販売期間

3ピース /
4ピース

が実質終了となりましたが、振り返ってみると、ドライバ

PRO V1 SERIES（2015）

ーは新製品やマークダウン品に一時的に首位の座を明け

2

渡した月があったものの、アイアン（カーボン）は発売以

キャロウェイ

来 ヶ月連続で首位を維持しました。改めてその強さを実

ODYSSEY WORKS
SERIES

感すると同時に、市場における“ゼクシオ依存度”が代を

1

追うごとに強くなっているような気がして、それはそれで

XXIO8

ある種の“怖さ”があるように感じてもいます」

ブリヂストンスポーツ

SRIXON AD333（2014） 2ピース

ダンロップスポーツ

シャフト
IRON BEST５
順位

3ピース

メーカー名
XXIO8

BALL BEST５

21

1

ドライバー１位＝ XXIO8
2ピース

XXIO XD-AERO

WEDGE BEST５

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

メーカー名

順位
1

順位

21

メーカー名
順位

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

11

30

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

4

14

9

1

5
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月

日（ 火）
、

番ホール」：西谷浩司

年

月

日（ 木）
、

ング解析システム「ＧＥＡＲ
Ｓ」など。
●㈱マニューバライン（東日

本支部／正会員入会）
年間ラウンド数は、
「 ～

％。ゴルフ歴は、
「 ～ 年」

く、続いて「５～ 回」が

ＦＡＸ：

８８
―５８２２ ―９２

―５８２２ ―９１

代表者名：何志成

―３Ｆ

①メインビジュアルについて

回答が ％。 ％が「知って

いるがプレーはしたことがな

い」
、 ％が「名前は聞いた

ことがある」
、 ％が「知ら

半数近くいることが分かっ

ゴルフを体験していない人が

ない」と回答。スクランブル

●参加者のゴルフ環境につい

う結果になった。

いて「 ～ 年」が ％とい

同大会のアテスト終了後に行

●大会の開催について（％）

２回開催」が ％、
「２年に

「年１回開催」が ％、
「年

た。

し我慢している」および「か

て（％）

なり厳しい」が合計 ％とな

「満足している」が ％、
「少

ったもの。以下にて、各調査

ルフ・クラブにて開催された

「プレーしたことがある」の

アンケート調査結果

第５回「ジャパンゴルフインダストリーカップ」
当協会主催の第５回「ジャ
ップ」のアンケート調査がこ

回」の回答が ％と最も多

のほどまとまった。これは、

パンゴルフインダストリーカ

協会担当：坊野寿貴

の回答が ％と最も多く、続

代表者名：川崎弥弓
住所：〒１３５ ―００２２
２０１５年 月 日、狭山ゴ

―５２４５ ―３１

―５２４５ ―３１

東京都江東区三好３ ―８ ―２
ＴＥＬ：
１３
ＦＡＸ：
項目を抜粋して紹介する。

ＵＲＬ：
７名（男性１２１名／女性

１４
callawaydmd.jp
業態区分：卸（卸売部会、輸
●参加者の性別

名／空欄２名）

h t t p : / / w w w . 【アンケート調査結果】

開催した。

入品部会、用品部会）

男性１５９名、女性 名。

事情により我慢している参加

り、ゴルフをやりたいけど諸

だった。

開催」を希望する声が大多数

１回開催」が３％と「年１回

●開催日について（％）

者が多数いることが分かっ

「平日開催希望」が ％、
「休

●リーダーメディアテクノ㈱

ＰＳ

●ゴルフ活性化について
（％）

いて

た。

③「ガイドブック」及び「ゴ

代が一番多く ％、次い

●参加者の年齢分布（％）

プ、西日本企業ゴルフ大会の
ルフスケジュール」広告募集

ゴルフ歴（％）

Ｅｃｌｉｐｓｅ ＧＯＬＦ Ｇ

※同調査での回答者数は１３

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

取扱商品：マリンレジャー用

【報告事項】

フェア２０１６」について
①出展申し込み状況について
品など。Ｃａｌｌａｗａｙ：

ワイン」のラベルデザイン、

アンケート調査結果」
、
「市場
開始について
協会担当：平川里美

第４回「西日本企業ゴルフ大会」

「来場者用ピンバッヂ」につ

ＧＰＳｙｎｃ Ｗａｔｃｈ、

②「 周年ロゴ」と「来賓用

ンルームＡにて標記委員会を

㈱大広内のプレゼンテーショ

平成

ジャパンゴルフフェア
２０１６
 第７回実行委員会

平成 年 月 日（金）

協 会 関 連 事 項
年

広報委員会
平成
協会事務局内にて標記委員会
を開催した。
月号の編集について

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
１～２面：「第 回ジャパン
ゴルフフェア２０１６」の実
●
「

施概況を掲載。
理事が担当。
３面：「ゴルフクラブの『ス
ペック測定』に関するガイド
ライン」を掲載。

活性化コーナー」
、
「ゴルフ新
④ゴルフ場自慢のお土産市に

住所：〒１１１ ―００５３

でも良いが ％と、平日開催

年会案内」を掲載。
ついて

東京都台東区浅草橋５ ―１ ―

日開催希望」が ％、どちら

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
⑤Ｆａｃｅｂｏｏｋについて

自社での活動状況は、
「積

タ」
、
「リアルマーケットレビ
⑥その他

極的に活動している」が ％、

ュー２」を掲載。

議題 ―２、次回委員会の日程

ＴＥＬ：

１月号について

代が ％という結果になっ
●参加者の年間ラウンド数と

た。

当協会主催の第４回「西日

う結果になった。また、スク

「活動している」が ％とい
ランブルゴルフの経験者は、

を支持する声が多いことがあ
きらかとなった。

年間ラウンド数は、
「５～

ある」の回答が ％。 ％が

験者は、
「プレーしたことが

アンケート調査結果
回」の回答が ％と最も多
ート調査がこのほどまとまっ

の回答が ％と最も多く、続

％。ゴルフ歴は、
「 ～ 年」

く、続いて「 ～ 回」が

本企業ゴルフ大会」のアンケ

日、宝塚ゴルフ倶楽部ＮＥ

た。これは、２０１５年９月

「知っているがプレーはした

ことがない」
、 ％が「名前

は聞いたことがある」
、 ％
う結果になった。

いて「 ～ 年」が ％とい

ランブルゴルフを体験してい

ＵＲＬ：

で 代が ％。 代は ％で、

６面：協会関連事項を掲載。
【審議事項】

（東日本支部／正会員入会）

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
１～２面：「会長、副会長、
平成 年 月 日（木）

６８

各支部長の年頭所感」を掲載

Ｗコースにて開催された同大

予定。

会のアテスト終了後に行った

ない人が半数以上いることが

年末年始休暇に
ついて
【休業期間】

※同調査での回答者数は 名
（男性 名／女性４名）
男性 名、女性４名。

●参加者の性別

代が一番多く ％、次い

●参加者の年齢分布（％）

が「知らない」と回答。スク
lmt-inc.jp
業態区分：卸（卸売部会）

●参加者のゴルフ環境につい

●㈱ノビテック（東日本支部

もの。以下にて、各調査項目

長が担当。

を抜粋して紹介する。

３３

代が８％という結果になっ

で 代が ％。 代は ％で、

なり厳しい」が合計 ％とな

し我慢している」および「か

２回開催」が ％、
「２年に

「年１回開催」が ％、
「年

分かった。

取扱商品：スポーツ関連用品

ＦＡＸ：

月 日（火）～１月４日

て（％）

の開発、製造、輸入販売など。

【アンケート調査結果】

／正会員入会）

ブランド名「飛衛門」ゴルフ

代表者：小西信宇

ボール、ゴルフキャップ、グ

３面：「全国ゴルフ場延べ利

協会担当：藤原愛

用者数（ＮＧＫ調べ）
」を掲

住所：〒１５０ ―００１３

予定。

６０

50
●参加者の年間ラウンド数と

た。

●大会の開催について（％）

載予定。

―

東急不動産恵比寿ビル７階

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

ＵＲＬ：

。なお、１月５日（火）
h t t p : / / w w w . （月）
午前９時 分より通常業務を

開始いたします。

「満足している」が ％、
「少

４面：「ゴルフフェア直前情
「共同配送の一部導入の概要・

タ」
、
「リアルマーケットレビ

―３４４３ ―２６

ュー２」を掲載予定。

nobby-tech.co.jp
業態区分：卸（卸売部会）

ＴＥＬ：

６面：協会関連事項を掲載。

ゴルフ歴（％）

事情により我慢している参加

り、ゴルフをやりたいけど諸

●開催日について（％）

だった。

開催」を希望する声が大多数

１回開催」が２％と「年１回

日開催希望」が ％、どちら

「平日開催希望」が ％、
「休

●ゴルフ活性化について
（％）

自社での活動状況は、
「積

者が多数いることが分かった。

極的に活動している」と「活
％という結果になった。ま

動している」が同ポイントの

を支持する声が多いことがあ

でも良いが ％と、平日開催

52

今後の展開について」を掲載

議題 ―３、その他

取扱商品：リアルタイムスイ

22

74

67

16

―３４４３ ―２６

議題 ―４、次回委員会の日程

31

た、スクランブルゴルフの経

きらかとなった。

32

ローブ、ティ等。
東京都渋谷区恵比寿１ ―

http://www.

81

64

報」
、
「市場活性化コーナー」

新 入 会

23

22

39

50

番ホール」：梅田委員

50
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15

17
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21 24

34

35

36

58

30

30

12

32

18

40

24

11

46

48

25

18

24
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30 40
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●
「
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54

12

30

23
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47

21 11
34

19

10

24
11

43
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60

03

20

40
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29
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17

20
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４面：「インダストリーカッ
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