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「２０１６年ゴルフ新年会」開催！
今後もゴルフ場利用税撤廃

のではありません。
運動と合わせてあらゆる機会

フサミット会議」では、２０

連 団体が行った「日本ゴル

当協会も加盟するゴルフ関

催されますリオデジャネイロ

を最優先課題として、本年開

私たちはこのゴルフの振興

みが全国で実施されました。

心や意欲が高まるであろうこ

メントにより、ゴルフへの関

年東京と続くゴルフのムーブ

リンピック、そして２０２０

本年のリオデジャネイロオ

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１月 日、都内ホテル
で「２０１６年ゴルフ新年会」を開催。 団体の関係者約８００名が一堂に会し、ゴル
フ市場活性化に向けて飛躍を誓い合った。
今年度の活動のテーマは、
「ゴルフの活性化をはかる」
、
「ゴルフ場利用税廃止運動の
継続」
、
「国家公務員倫理規程における『ゴルフ』の削除」
、
「暴力団等反社会勢力の排除」
で、例年以上に各所で熱い意見交換が行われた。

として普及していくために、

に、ゴルフを健全なスポーツ

よる被害を防止するととも

（いわゆる反社会的勢力）に

益を追求する集団又は個人

欺的手法を駆使して経済的利

「私たちは、暴力、威力と詐

を捉え、国家公務員倫理規程

１６年の活動方針を討議し、
オリンピック、そし２０２０

の時期に、ゴルファーに対し

あらゆる場においてこれらの

団体が自らの強みを生かしてゴルフの振興に取り組む―

４つの活動テーマを決定した。
年東京と続くゴルフのムーブ

て課税を行うことの理不尽さ

勢力とのかかわりを持たない

―関連

以下、同会議で話し合われた
メントを私たちにとって大い

を社会全体に訴えていく必要

※

４、暴力団等反社会勢力の排除

まいります」

除されるよう、活動を行って

から『ゴルフ』の３文字が削

内容を抜粋してお届けする。
なる飛躍の機会とする必要が

※

※

※

★今月のトピックス

１〜２面＝「２０１ 年ゴルフ新年会」開催！
４〜５面＝ ジャパンゴルフフェア２０１ 出展社一覧
５面下段＝ 部門別売れ筋ランキング

弊社のゴルフ業界参入のきっか

けは、 年前、当時の社長が米国

出張時に米国製のカーボンシャフ

トを持ち帰り、同じものを作るよ

翌年の１９７４年、ホテルオー

う指示したところから始まる。

クラにて、当社初のカーボンシャ

フトを「フライラン」の名で記者

発表した。フジクラシャフトの誕

約 年前に当時の事業部長が、

生である。

「１００人のプレーヤーがいれば、

１００通りのシャフトが必要」の

ポリシーを事業方針として、万人

に使われるシャフトを設計開発し

その道のりは順風満帆ではな

てきた。

取り組むほか、 団体が協調

みを生かしてゴルフの振興に

それぞれの団体が自らの強

用税を堅持すべき理由として

審議においては、ゴルフ場利

また、昨年度の税制改正の

整備を実施し、行動してまい

力の排除に関する規約規程の

の規則等において反社会的勢

また、加盟団体はそれぞれ

向けた機運の醸成となる。

言、③ゴルフ場利用税廃止に

向けたゴルフ振興のための提

協会、小林浩美会長らが参加

委員長の日本女子プロゴルフ

フ協会の倉本昌弘会長、同副

た「Ｓｐｅｅｄｅｒ７５７」を発

織物を使用した飛距離性能に優れ

く、消費材は景気の波に左右され

「２０１５年レジャー白書に

『地方財政の影響』という点

ります」

し、競技対策本部としてのサ

ことを宣言いたします。

よれば、ゴルフ人口は推計７
してゴルフの魅力を高めるた

のみが議論され、本税が堅持

また、本活動の推進主体と

ポート体制や現地視察の最新

があります。

２０万人。ピークの１４００
めの情報の発信、例えば健康

※

なる事務局については、準備

がＰＧＡツアーで優勝を果たし

売し、２０００年には、使用プロ

しかしながら、１９９７年三軸

った。

しない市場では不安定な事業であ

る事業であり、ブランド名が浸透

万人から大きく後退したまま

されています。私たちは、引

以上、日本ゴルフサミット

述）
。その後の「賀詞交換会」

Ａツアーでの使用率がトップに躍

※

とゴルフや環境への貢献、教

き続き関係機関のご指導とご

３月頃から活動を展開する予

では、日本ゴルフ協会（ＪＧ

た。この影響を受け、フジクラシ

年度の活動計画を紹介した。

定だという。活動資金の確保

り出た。これがＳｐｅｅｄｅｒシ

※

であり、ゴルフの振興をはか

育的見地での利点などのアピ

情報が伝えられた（詳細は後
を完全廃止するべく、運動に

先述した４項目が、いずれも

Ａ）の竹田恆正会長が 団体

ャフトのブランド名が広がりＰＧ

強力に取り組む所存です」

については、今後の検討課題

※

ることは、私どもに共通する

を進めている状態で、今年の

２、ゴルフ場利用税廃止運動

継続事項となっている。一転、

「一昨年に引き続き、文部科

るという発表だった。日本芝

に向けて」とのテーマで新春

１６年リオデジャネイロ五輪

サミット会議後には「２０

力を高める施策を考えていま

では、
ゴルフの最優先課題とし、

「
『日本ゴルフサミット会議』

る。これらのシャフトは、さまざ

ｕｔｉｏｎ」が高評価を得てい

「平成 年（２０００年）４

私たちゴルフ関係者は断固と

としているこの倫理規程に、

年予定される消費増税を機に

に向けた検討要請があり、来

学省及びスポーツ庁から設立

この有識者会議は、文部科

フ振興会議）を立ち上げる方

して反対を唱えるものです。

利用税廃止を強く働き掛ける

ゴルフを名指しして、あたか

改めて申し上げるまでもな

ものだとか。具体的な活動内

と、業界の結束力を求めた。
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見ている。

ッチを推奨できるクラブ提供を夢

性を探求し続け、皆様にベストマ

に合わせたヘッドとシャフトの相

ロファイリングにより、スイング

室で蓄積されたお客様データをプ

社で進めているゴルフクラブ相談

いと考えている。そのため、子会

を基に、常にお客様目線でありた

開発、コンポジット材料との融合

弊社では特殊原材料による設計

現在まで至っている。

まなゴルフメーカー様に支えられ

フト「Ｓｐｅｅｄｅｒ Ｅｖｏｌ

ジクラ独自の技術を採用したシャ

使用し金属をコンポジットするフ

く使用され、超高弾性炭素繊維を

昨今では、女子プロ選手に数多

取り組むべき事項を確認する

学省より再度税制改正要望と

草研究開発機構の髙橋正孝理

特別企画のトークセッション

す。このゴルフ振興に向けた

ャフト開花である。

とともに、新しい試みもいく

してゴルフ場利用税廃止が提

月１日に施行された国家公務

事長によると、

が行われ、オリンピックゴル

施策にぜひご協力ください」

を代表して挨拶を行い、

つかなされてまいりました。

出され、また自民党・超党派

員倫理規程で、公務員の倫理

「ゴルフの振興に『応援団』

フ競技対策本部強化委員会の

３、国家公務員倫理規程にお

となっている。

また、２０１３年に制定され

のゴルフ議員連盟の皆様の協

保持のためとして利害関係者

を作り上げたいということ

委員長を務める日本プロゴル

の継続

新しいことは、
「全日本ゴル

た『ゴルフ・ウィーク』
。私た

力も得て、税制改正の運動を

とゴルフをすることの禁止等

で、有識者会議（全日本ゴル

ける「ゴルフ」の削除

ちが一体となってゴルフの面

実施いたしました。残念なが

が条文化されました。敢えて
の廃止を実現することは叶い

く、ゴルフはオリンピックお

容は、①ゴルフの振興に向け

針です」― 。

よび国民体育大会の競技種目

たシンポジウムの開催、②２

も『ゴルフ＝忌むべきもの』

にもなっている健全な『スポ
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フ振興会議」を新たに設置す

白さを伝え、ゴルフをよりみ

ら平成 年度においても本税

う認識のもと、８月１日から

ませんでした。

ーツ』であり、あえて名指し

０２０年東京オリンピックに

団体が協調してゴルフの魅

んなのものにしていこうとい

を整理し、共通の課題として

た取り組みについて戦術課題

昨年はゴルフ活性化にむけ

会議で話し合われた２０１６
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７日まで、さまざまな取り組
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を務める日本プロゴルフ協会

対策本部強化委員会の委員長

は、オリンピックゴルフ競技
ただ、個人でもアメリカツア

で、協会としても悩みました。

豊富な選手がたくさんいるの
フをしてない残りの ％の方

口を増やしていくには、ゴル

７％しかいません。ゴルフ人
だそうです。

リーンの芝は「パスパラム」

を高めていくでしょうね。グ

ターは、日本ゴルフ協会の山

理事の３名が参加。モデレー

ゴルフツアー機構の鈴木規夫

小林浩美会長、同委員の日本

の日本女子プロゴルフ協会の

の倉本昌弘会長、同副委員長

あり、コースの情報がダイレ

男子が先に試合を行うことも

お願いをしたわけです。また、

という思いから、丸山プロに

でサポートをしていただける

ロであれば、技術面や精神面

り、国際経験が豊富な丸山プ

ーで３勝を挙げた実績があ

盛り上がっていく流れを作っ

五輪に向けてゴルフ界全体が

リオ五輪で土台を作り、東京

てはチャンスだと思います。

ク中継は、ゴルフ業界にとっ

ういった意味でもオリンピッ

とが重要になってきます。そ

に、ゴルフの魅力を伝えるこ

れません。今年の１月には、

こう違った印象に映るかもし

の日本のゴルフ場とは、けっ

ットの感覚においては、通常

たことがあります。特にショ

ム」を導入したコースを回っ

瀬ＣＣや中南米で「パスパラ

倉本氏 わたしは、沖縄の喜

・女子ゴルフ競技：８月 日

中博史専務理事が務め、競技

個人戦 ホールストローク

【競技方法】

～ 日の４日間

プレーで金、銀、銅を決定。
対策本部としてのサポート体
えられた。それでは以下より、

制や現地視察の最新情報が伝

ポート体制は大事な要素です

―

に大きいですね。

クトに入ってくる部分も非常

ップを図っていくことが重要

―

ていくでしょう。

ていくことが今後大事になっ

―

行います。

沖縄の喜瀬ＣＣで強化指定選

大メジャーがあって、そちら

ね。ところで、ゴルフには４

題や治安問題など、数々の問

体調管理だとか、アクセス問

を迎えるにあたって、選手の

ですね。ところで、リオ五輪

みをお願いします。

す。最後に、一言ずつ意気込

丸となっていく必要がありま

いう目標を持って、選手と一

リオ五輪では、メダルと

手を集めて、２日間の合宿を

同トークセッションを抜粋し

が大事でオリンピックは二の

題点があります。

７月 日時点の男女別ゴル
フ世界ランキング（以下「ラ
てお届けする。
能性が高いということで、強

―

次だという話もありますが、

ゴルフ界全体でレベルア

ンキング」
）で出場選手が選

化委員会では、ベストパフォ

国を背負って立つ国際大会の

リオの成功に向けてのサ

出され、出場選手枠は男女と

ーマンスを出してもらうため

（例 ：

２名まで出場できる。
とになりました。そのあたり

樹プロが適任であるというこ

ッドコーチを検討し、丸山茂

して戦う凄さを理解してもら

鈴木氏 選手には、国を代表

い。

重みについて教えてくださ

エコノミークラスの往復航空

オリンピック委員会）からは、

みたいですね。ＪＯＣ（日本

小林氏 渡航費の問題もある

をしましたが、リオデジャネ

す。また、テレビ関係者と話

会の全員が一致しておりま

ろうという考えは、強化委員

倉本氏 とにかくメダルを獲

プロの選手が選ばれる可

手は、１ヶ国に付き４名まで
のサポートという観点からヘ

①ランキング上位 位迄の選
出場できる。

も各 名までとする。
た「２０１６年ゴルフ新年会」
② 位以下は、１ヶ国に付き

ロ五輪に向けて」というテー

の背景や理由について説明を

することは承知の通りで、世

て以来、１１２年ぶりに復活

と１９０４年の２回開催され

の正式種目として１９００年

メリカ、アジア、ヨーロッパ、

④各々５大陸（アフリカ、ア

は保証される。

ルは、最低でも１名の出場枠

③大会ホスト国であるブラジ

わせ２名となる）

ありますし、海外での人脈や

ルドカップで優勝した経験が

す。実際にチーム戦でもワー

合に対する対応力が豊富で

プレーをしてきて、様々な試

倉本氏 丸山プロは、世界で

お願いします。

て戦う重みを感じながら、い

れた方には、日の丸を背負っ

違います。日本代表に選出さ

ーをすることは緊張感も全然

ましたが、国を背負ってプレ

ールドカップにも２回出場し

いたいですね。わたしは、ワ

ゴルフ協会）のお金でアップ

で、ＬＰＧＡ（日本女子プロ

ことが重要だと思っているの

やすいように、環境を整える

体調コントロールや管理がし

す。私たちとしては、選手の

券しか出ないと聞いていま

会だと思うので、あらゆる施

てはゴルフを広める絶好の機

とも含めて、ゴルフ界にとっ

れるそうです。そういったこ

ス 時間）の関係上、日本時

イロと日本との時差（マイナ

位以内に１名のみ

マで新春特別企画のトークセ
の国は、 位以下の１名と合

界のゴルフ界にとっては正に
オセアニア）から、最低でも

間の 時頃にテレビ中継がさ

子２名、女子２名の合計４名

現時点では、上記②枠で男

です。

丸山プロにお願いをしたわけ

る。そういった理由があり、

情報収集力を持ち合わせてい

体制を敷いていきます。

委員会では、万全なサポート

めに、丸山プロと共に、強化

ちよくプレーをしてもらうた

いたい。選ばれた選手が気持

いパフォーマンスをしてもら

盟）
が全て決めたことで、我々

問題はＩＧＦ（国際ゴルフ連

ミに指摘をされますが、この

出方法の日程についてマスコ

倉本氏 開催日程や選手の選

グレードするつもりです。

を３年前から行っています

に掲げています。ツアー強化

ＬＰＧＡは、金メダルを目標

小林氏 東京五輪に向けて、

す。

策に全力で取り組んでいきま

今回は、新春特別企画トー

が出場できる。

ヘッドコーチの選任について

―

ーターの山中博史専務理事
程や出場資格、競技方法につ

（日本ゴルフ協会）より、日

ンピックゴルフコース】

【ゴルフ開催会場となるオリ

小林浩美副委員長

※

果的には、丸山プロにお願い

話し合いを行いましたが、結

国歌が流れるということは、

けてもらい、日の丸を掲げて、

表彰台に立って、メダルをか

―

改善策を提案するつもりでい

先述した日程面などを含め、

が現状です。東京五輪では、

てていかなければいけないの

はそれに従ってリオ対策を立

ニア育成の強化も同時に行っ

指導者を送り込むなど、ジュ

選手に対して、ＬＰＧＡから

いきます。また、若い有望な

が、今後はさらに力を入れて

倉本氏 かなり大きいでしょ

しょうね。

フ界に与える影響は大きいで

メダルを獲得できたら、ゴル

瞬間だ」と言っていました。

洋からダイレクトに吹き付け

ンが配置されています。大西

るフェアウェイと砲台グリー

かなアンジュレーションのあ

―

ます。

です。

選手を出すことが我々の使命

きたいですね。メダルを獲る

せるベストな選手を育ててい

体面など、世界の頂点を目指

鈴木氏 技術面、精神面、肉

ていきます。

うね。現状、ゴルフをする人

る強い風のハザードが難易度

今回の開催コースは、細

口の割合は日本全体のたった

丸山プロが、
「優勝して
をすることになりました。

何ものにも代えがたい幸せな

強化委員会では、女子の

いての説明が行われた。まず

※

マラペンディＧＣとなる。

けする。

開催コースは、レセルバ・

は、その内容を抜粋してお届

クセッションの前に、モデレ

12

22

小林氏 女子でも国際経験が

山中博史モデレーター

※

今回のトークセッションに

鈴木規夫委員

【大会日程】

倉本昌弘委員長

※

～ 日の４日間
14

・男子ゴルフ競技：８月 日
11

【日本代表選手の出場枠】

１名の出場枠は保証される。

16 15

朗報といえるだろう。

ゴルフ競技は、過去に五輪

ッションが行われた。

16

15

60

11

総出場枠】

72

17

93

【出場選手の選出方法と選手

20

では、賀詞交換会に先立ち、

17

「２０１６年リオデジャネイ

ゴルフ関連 団体が主催し

「２０１６年リオデジャネイロ五輪に向けて」

平成28年２月１日発行（ 2 ）
第399号（毎月１日発行）

第３回（全３回）
とソールの交点」部分がヘッ

どで「シャフト軸線（中心線）

・なお、調節機能付クラブな

ら合理的である。
（図２ ク

ラインがグリップの機能上か

リップ側はグリップキャップ

法が合理的である。また、グ

ソールの交点を基点とする方

たすものは、シャフト軸線と

べきと判断し、その条件を満

とも同一の測定方法を選択す

・ウッド、アイアン、パター

《この測定方法を推奨する理由》

②一般的な計量秤（１０００

とする。

体となった状態の質量（重量）

ケット含む）
・グリップが一

量）
は、ヘッド・シャフト
（ソ

①ゴルフクラブの総質量（重

基準】

【クラブ総質量（重量）測定

する。

量）
」と定義することを推奨

れた数値を
「クラブ総質量
（重

と定義することを推奨する。

れた数値を「クラブバランス」

定める測定方法をもって得ら

ＪＧＧＡとしては、下記に

定義することを推奨する。

れた数値を「ヘッド体積」と

定める測定方法をもって得ら

Ⅶ．ゴルフクラブの「クラブ

ドライン

体積測定基準」に関するガイ

ＪＧＧＡとしては、下記に

【ヘッド体積測定基準】

①ゴルフクラブのバランス

ブのヘッド体積の測定は、ゴ

積とする。また、ゴルフクラ

は、ヘッド個体（単体）の体

①ゴルフクラブのヘッド体積

インチの位置を支点とする

り測定する。ヘッドにくぼみ

ルフルールに記載の方法によ

は、グリップキャップ端から

【クラブバランス測定基準】

ガイドライン

バランス測定基準」に関する

Ⅷ．ゴルフクラブの「ヘッド

・
「クラブ長さ測定基準」に
ドの内部に凹んでいる場合の
ラブ長さ測定位置参照）

規則共通性→設定無し。

関するガイドライン
測定は、シャフト軸線とヘッ

標準化ワーキンググループ）

・
「クラブ総質量（重量）測定
ド正面（フェース正面）から

（ＪＧＧＡ製造渉外委員会

・
「クラブバランス測定基準」

基準」に関するガイドライン
ｇ程度まで計量できるもの）

計測器（ インチ計）でその

を使用する。

数値を測定する。
（図３ ク

事項》
③計量秤は、水平に設置され

《この測定方法における注意

ていることを確認する。計量

見た、ソールラインとの交点

インチ及び下限 インチ付

・従って、ゴルフ規則、上限

ラブを握る観点から考えた場

は、膨らみ部は含めない。ク

・グリップキャップラインと

する。

部の底面部をソールラインと

ー」
「レイラー」などの突起

較し易さ→○、②合理性→○、

の利便性は下記を参照。①比

この基準におけるユーザー

１．クラブ‐Ｃ．長さ参照）

必要がある。
（付属規則Ⅱ：

しているか？ 別途確認する

規則測定方式でルールに適合

近の長さのクラブは、ゴルフ

できる。

範囲をより小さくすることが

方法を遵守することで誤差の

一般に普及している。計測

《この測定方法を推奨する理由》

の中央に設置し測定する。

④クラブ重心部分を、計量秤

可能な秤が望ましい。

て計測する。

⑤測定目盛りを正しく移動し

正しくセット＝設置させる。

④測定するクラブは、計器に

されていることを確認する。

③バランス計は、水平に設置

する。

②一般的な インチ計を使用

に設定する。一般的な計量秤

量秤に載せ、目盛りを「０」

③水を入れた器を一般的な計

に）十分な水を入れる。

を準備し、
（ヘッドが浸せる

②ヘッドが浸せる大きさの器

を採用する。

ドライン

フ規則指定の「直線充填技法」

ＪＧＧＡとしては、下記に
合、合理的と考える。
（図１
③正確性→○、④簡便性→○、

（凹み）がある場合は、ゴル

定める測定方法をもって得ら
グリップキャップライン基準

※ソールに施された「ランナ

とする。

をクラブ長さの先端側の起点

※

に関するガイドライン

※

ラブバランス測定基準）

・
「ヘッド体積測定基準」に
※

関するガイドライン
※

秤は、１／ ｇ以上まで測定

れた数値を「クラブ長さ」と
例参照）

長さ測定基準」に関するガイ

定義することを推奨する。

一般に普及しているため。

ていることを確認する。計量

④計量秤は、水平に設置され

きるもの）を使用する。

《この測定方法を推奨する理由》 （２０００ｇ程度まで計量で

説明》

《この測定方法における補足

説明》

【クラブ長さ測定基準】
規則共通性→×。

特になし。

ッドの凹部はルールに則り、

※ヘッドを水に浸す前に、ヘ

りを行う。

《この測定方法を推奨する理由》

ゴルフ規則とも合致して、

9

きた基準との違い》

この基準におけるユーザー

可能な秤が望ましい。

値として評価する。尚、グリ

の利便性は下記を参照。①比

較し易さ→○、②合理性→△、

③正確性→○、④簡便性→○、
⑤普及度合い→○、⑥ゴルフ

設定無し

とソールの交点」から「グリ

Ⅵ．ゴルフクラブの「クラブ

⑤ヘッドを器の水にホーゼル
【クラブバランス測定基準】
8
① 図3
ゴルフクラブのバランスは、グリップキャップ端から１４インチの位置を支点とする計測器（14インチ計）で
クラブバランス測定基準
その数値を測定する。

・グリップ側の基準：変更無。

秤は、１／ ｇ以上まで測定
ターなど、一部測定が出来な

パターにおいては、長尺パ
いものがある。また、パター

根元（ホーゼルは含まない）

の利便性は下記を参照。①比
較し易さ→○、②合理性→○、

まで浸し、目盛りを読み取る。

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「クラブバランス」と定義することを推奨する。

・ヘッド側の基準：変更有

総質量（重量）測定基準」に

③正確性→○、④簡便性→○、

自体、バランスを測定するこ

ップ側の基準として、クラブ

滑らかな一面になるよう肉盛
バランスについては一般的に
普及している測定器の特性
上、より簡便に計測できる、
グリップエンドのふくらみも
含めた「グリップキャップエ
この基準におけるユーザー

ンド（グリップ端）
」とする。

この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

説明》

《この測定方法における補足

一般に普及しているため。

○

この基準におけるユーザー

特になし。

○

の利便性は下記を参照。①比

○

較し易さ→○、②合理性→○、

⑤普及度合い→○、⑥ゴルフ

③正確性→○、④簡便性→○、

△

規則共通性→○。

○

ャップライン」としていたが、

長さにおいては「グリップキ

《この測定方法における補足説明》
パターにおいては、長尺パターなど、一部測定が出来ないものがある。
また、パター自体、バランスを測定することが一般的でないため、参考値として評価する。
尚、グリップ側の基準として、クラブ長さにおいては「グリップキャップライン」としていたが、バランスに
ついては一般的に普及している測定器の特性上、より簡便に計測できる、グリップエンドのふくらみも
含めた「グリップキャップエンド（グリップ端）」とする。

規則共通性→設定無し。

⑥ゴルフ規則
④簡便性 ⑤普及度合い 共通性

③正確性

①比較し易さ ②合理性

「ソールラディアスの延長と
② 一般的な計量秤（１０００ｇ程度まで計量できるもの）を使用する。
⑥ゴルフ規則
①比較し易さ
②合理性 ③正確性 ④簡便性 ⑤普及度合い 共通性
③ 計量秤は、水平に設置されていることを確認する。計量秤は、１/１０ｇ以上まで測定可能な秤が望ましい。
○
○
△
×
○ ④ クラブ重心部分を、計量秤の中央に設置し測定する。
○

関するガイドライン
ＪＧＧＡとしては、下記に

とが一般的でないため、参考

この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

②ウッド、アイアン、パター
① ゴルフクラブの総質量(重量)は、ヘッド・シャフト(ｿｹｯﾄ含む）・グリップが一体となった状態の質量(重量)とする。
この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

10

⑤普及度合い→○、⑥ゴルフ

《この測定方法における補足説明》
特になし

ネック背部の延長線が交差す

【クラブ総質量(重量)測定基準】

る位置」から「シャフト軸線

《この測定方法を推奨する理由》
・「ＷＯＯＤ、ＩＲＯＮ、ＰＵＴＴＥＲ」とも同一の測定方法を選択すべきと判断し、その条件を満たすものは、
シャフト軸線とソールの交点を基点とする方法が合理的である。また、グリップ側はグリップキャップラインが
グリップの機能上から合理的である。
Ⅵ．ゴルフクラブの「クラブ総質量(重量)測定基準」に関するガイドライン
《この測定方法における注意事項》
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「クラブ総質量(重量)」と定義することを推奨する。
・従って、ゴルフ規則 上限４８インチ及び下限１８インチ付近の長さのクラブは、ゴルフ規則測定方式でルールに適合して
いるか？別途確認する必要がある付属規則Ⅱ：１.クラブ－Ｃ.長さ 参照

全て共通の測定方法とする。

この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

14

《この測定方法を推奨する理由》
一般に普及しているため。

設定無し
○
○
○
○
○

⑥ゴルフ規則
④簡便性 ⑤普及度合い 共通性

③正確性
①比較し易さ ②合理性

⑥ゴルフ規則

③正確性 ④簡便性 ⑤普及度合い 共通性
○
○
△
×
○
○
《今までＪＧＧＡが推奨してきた基準との違い》
・グリップ側の基準：変更無
図2 クラブ長さ測定位置
・ヘッド側の基準：変更有「ソールラディアスの延長とネック背部の延長線が交差する位置」から
「シャフト軸線とソールの交点」に変更した。
①比較し易さ ②合理性

定める測定方法をもって得ら
《この測定方法を推奨する理由》
一般に普及している。計測方法を遵守することで誤差の範囲をより小さくすることができる。

ップキャップライン」間の距

《この測定方法における注意事項》
・従って、ゴルフ規則 上限４８インチ及び下限１８インチ付近の長さのクラブは、ゴルフ規則測定方式でルールに適合して
いるか？別途確認する必要がある付属規則Ⅱ：１.クラブ－Ｃ.長さ 参照

離をクラブ長さとする。

・「ＷＯＯＤ、ＩＲＯＮ、ＰＵＴＴＥＲ」とも同一の測定方法を選択すべきと判断し、その条件を満たすものは、
シャフト軸線とソールの交点を基点とする方法が合理的である。また、グリップ側はグリップキャップラインが
グリップの機能上から合理的である。

③長さ表示方法は、公正競争

図1

8

一般的な１４インチ計を使用する。
バランス計は、水平に設置されていることを確認する。
測定するクラブは、計器に正しくセット＝設置させる。
測定メモリを正しく移動して計測する。

②
③
④
⑤

グリップキャップライン基準例

とソールの交点」に変更した。

グリップキャップライン基準例
《この測定方法を推奨する理由》

規約に準ずる。

Ⅶ．ゴルフクラブの「クラブバランス測定基準」に関するガイドライン

《この測定方法における補足

18

⑤普及度合い→△、⑥ゴルフ

10

48

①「シャフト軸線（中心線） 《今までＪＧＧＡが推奨して

Ⅴ．ゴルフクラブの「クラブ

14

14

ゴルフクラブの「スペック測定」
に関するガイドライン③

第399号（毎月１日発行）

① 「シャフト軸線（中心線）とソールの交点」から「グリップキャップライン」間の距離をクラブ長さとする。
② ウッド、アイアン、パター全て共通の測定方法とする。
③ 長さ表示方法は、公正競争規約に準ずる。
・なお、調節機能付クラブなどで「シャフト軸線(中心線)とソールの交点」部分がヘッドの内部に凹んでいる
《今までＪＧＧＡが推奨してきた基準との違い》
場合の測定は、シャフト軸線とヘッド正面（フェース正面）から見た、ソールラインとの交点をクラブ長さの
・グリップ側の基準：変更無
先端側の起点とする。
（
3 ）平成28年２月１日発行
・ヘッド側の基準：変更有「ソールラディアスの延長とネック背部の延長線が交差する位置」から
＊ソールに施された「ランナー」「レイラー」などの突起部の底面部をソールラインとする。
「シャフト軸線とソールの交点」に変更した。
・グリップキャップラインとは、膨らみ部は含めない。クラブを握る観点から考えた場合、合理的と考える。

第399号（毎月１日発行）

平成28年２月１日発行（ 4 ）

ジャパンゴルフフェア2016出展社一覧

※（順不同、敬称略）

コマ位置

会社名
セールスポイント
国際スポーツ振興協会
プロによるパターレッスンが受けられる、大人から子供まで楽しめ
C2
（ISPS）／日本ブラインド
る体験型ブース！
ゴルフ協会（JBGA）
成田にオープンしたゴルフ場、キャスコ花葉 CLUB の視察プレーに
R15
コスモ・イーシー
是非ご来場下さい。
カラフルで可愛く機能的なラインナップのゴルフアクセサリー【コ
A37
コリーズゴルフ
リーズゴルフ】
シャフト軸基準のロフト・ライ測定器のデモ、及びプロ用チューン
A28
ゴルフギャレーヂ
ナップ機材の展示
D2
ゴルフスキン
ドライバー、ウッドの方向性向上に役立つグラフィックフィルム
練習用シミュレーター『GDR』が変える、インドアゴルフ施設の近
C12
GOLFZON Japan
未来像をご案内。
『月刊ゴルフ用品界』2016年３月号無料配布及び定期購読のお申込
D11
ゴルフ用品界社
みを承ります。
日本初上陸！ライ角・重さが自分で調整 OK の Cure Putters 他、限
D39
ゴルフライブ
定品紹介
【ゴルフ×コンディショニング】新しいゴルフスクールの形を提案
R16
是吉興業
いたします。
日本製のクラシックなオーダーメイドゴルフシューズをご紹介しま
D10
コンフォート・ゴトウ
す。
サイパン・ラオラオベイ・
R5
ゴルフ＆リゾ－ト・東京案 日本から一番近いアメリカ！常夏のサイパンでゴルフ三昧！
内所
立体成型により履いている事を忘れてしまう程の自然な履き心地を
D24
サインプラス
実現しました。
サソーグラインドスポー 「RRR」の振り抜き、ミート率の高さ、「Runryu」の打感を実感し
A4
ツ
てください。
D5
ジースリー
豊潤で充実したゴルフを提案するGlllの新製品を是非ご覧ください。
ジ オ テ ッ ク ゴ ル フ コ ン 飛距離性能、打球感までも徹底に追求した「QUELOT RE16」の発
A11、S1
ポーネント
表です。
2016年 NEW MODEL（ドライバー・チタン FW・軟鉄アイアン）の
B17
ジャスティック
発表
ジョイライフ／プランニ 体幹を強化しバランスを整え、足腰ひざの負担をやわらげる不思議
B18
ング
なインソール
世界初！飛距離 UP、正しいスイングを身につける為の連続ショット
C7
Swingnome（東海海運）
の自動化を実現。
ゴルフマット（ストロングターフマット）ティーアップ機 カード
R17
スポーツマインド
システム
スーパーシミュレーションゴルフで！ 超リアルなオーガスタをプ
D31
スリーディ
レイ！
セブンドリーマーズラボ 14本全てをオーダーメイドシャフトで、世界に唯一のスペックをご
B1
ラトリーズ
提案します。
自動追尾式の電動手引きロボットカートは、歩いてのゴルフに最適
A27
ZOEN
なゴルフギアです
練習場用ボール排除装置「クリーンダー」のパイオニア、「LED ネ
R13
創機工業
オンピン」等紹介
首都バンコクの近郊を中心として国内におよそ270カ所以上のゴル
A7
タイ国政府観光庁
フコースがある。
B12
タイタニックホテル
地中海ゴルフリゾートベレッキアンタルヤ
ゴルフ小物、練習器、US PGA や SAVOY などの取扱いブランドア
A13、14
ダイヤコーポレーション
イテムの展示
ゴルフのことなら何でもご相談ください。什器造作・ゴルフ練習施
B35
武市ウインド名古屋
設工事承ります。
腰・背中のコンディションをベストな状態に保つ最新のストレッチ
A9
タステック
マシーン
関浩太郎プロと共同開発した練習用品、新ゴルフティーなどの新商
A29
タバタ
品をこの日初披露！
今春の新製品を中心に各ブランドを展示。来場者向け体感イベント
D29、S19 ダンロップスポーツ
も充実。
ゴルフ練習場用に適した長距離用 LED 投光器や分煙ブースなどを
R9
中央商会
多数展示。
パッティングで重要な距離感が見える世界初のパターグリップ。科
B5
DMMP デザイン
学でゴルフは変わる。
B20
テイクスインク
ツアーエッジ新商品、CHAMP ブランドニューアイテム多数
インパクトの見える弾道計測器 Plesio、スィング分析機 Santana の
A1
ディテクト
実演展示
トップアスリートから楽しむ人まで幅広くサポートするブランドで
D28
デサント
す。
内藤雄士の監修の下、NYSG メソッドを修得した指導者を育成しま
R7
東京ゴルフ専門学校
す
トゥルーテンパースポー
D30、S21
新製品 Alloy Blue Sora など様々なシャフトを展示、試打出来ます。
ツインクジャパン

コマ位置
会社名
B6
アールイー
R12
アイリスソーコー
B23

アザスゴルフ

D8

朝日ゴルフ用品

R10

アナザーショットゴルフ

B25

有賀園ゴルフ

A34

アルク

A35

アルディラ

A20、S5

イーデルゴルフジャパン

A19、S7

いいよねっと

D3

IOMIC

A8

市川町ゴルフ振興会

D32
D16
D7
D38
D40
D4、S20
A6
B10
A2
B16
R11
R1
D18、S17
B26
D37
B4
B15
D1
A19、S7
C10、S16
A25
B29
D34、S22
A33
D6
B3、S11
C5
C6
R2
B8

セールスポイント
ゴルフをこよなく愛する仲間が集まって始めたブランド
新作のシューズ及び初紹介のゴルフグッズを展示致します。みなさ
まご期待ください。
簡単 GPS ゴルフナビ『イーグルビジョン』より、新モデル２機種が
登場！
昨年より更に充実したサービスラインナップのご紹介とお得情報を
お届けします！
2016春夏より新しいコンセプトのゴルフウェア登場！
安心して使用できる工具・正確な測定器、アルクのツールは一流で
す。
ツアーで輝かしい成績を残した ROGUE が日本上陸。是非ご来場く
ださい。
トルクバランスパターはフェースが開閉しない新理論のパターで
す。
GPS 世界トップブランド GARMIN よりゴルフナビウォッチを紹介
いたします。
2016年新デザイン IOMIC グリップを手に取って見て下さい。
日本のゴルフ発祥の地、兵庫県市川町。源流を担い未来へ向かう取
組みを展示

インタープランニング
ウィンウィンスタイルの斬新なデザインとカラーリングのバッグは
ウィンウィンスタイル事
必見の価値あり！
業部
スエット、ウールにスタッズまで！着せ替えキャディバッグの新ブ
V12 / フォーマット
ランド！
H&R トレーディング
2016年新 golden ratio アイアンヘッド
航空自衛隊・プロ野球界に採用実績！視力・集中力トレーニング最
ACC
新器 15分体験開催
ジャック・ニクラウス氏推薦！体のゆがみ、痛み解消、スイング安
エゴスキュー・ジャパン
定エクササイズ
FST Japan
PGA ツアーで話題の KBS シリーズ新商品を是非ご覧下さい。
最新のスイング解析システムを使ったスイング診断を実施します！
エプソン販売
ぜひお越しください！
エリートグリップ
プレーヤー目線で製品づくりをしている純日本製のグリップです。
エ ン ジ ョ イ ゴ ル フ ＆ ス 世界基準の弾道解析、バランス解析や脳波解析など最新技術を紹介
ポーツジャパン
します。
恩华实业有限公司
プロゴルフ用品に専門する中国サプライヤーです
オーウエル
圧倒的な明るさと、より太陽光に近い自然な光を提供します。
ゴルフ練習場経営支援システム、IC カードシステム、打席設備機器
オニット
の展示
上質な、大人のゴルフを提案する「ONOFF」の世界観を是非ご覧
オノフ
ください。
2015年発表した GY 製法のクラシックゴルフシューズ「LUVGO」を
オリエンタルシューズ
展開。
オリムピック
DERAMAXシリーズから新製品登場！武市プロのイベントも開催。
2016年モデル〝VOLTiO Ⅳ〟リリース。自己最大の「飛び」を実現
カタナゴルフ
します！
アメリカ、ニュージーランド発案されたユニークで実用的なゴルフ
ガレリア
グッズの展示
北側物産 PROTEC 事業 ワーナー・ブラザース ライセンス ゴルフ用品とオリジナルゴルフ
部
用品の企画・販売。
新しくなった3D グローブサイズ測定機でぴったりのグローブを診
キャスコ
断。新商品も展示。
キャロウェイゴルフ
更なる進化を遂げた「飛び」のテクノロジーを是非ご体感ください。
クアトロ「■ブランド：ク リゾートカジュアルをベースとした女性に向けた NEW ゴルフウエ
アルトユナイテッド」
アブランドです
久我修一ゴルフアーティ ゴルフ絵画やイラストレーションの展示と３日間とも絵画制作の実
スト
演を行います。
グラファイトデザイン
TOUR AD GP シリーズ GP4と AD アイアン50g を展示
有機溶剤を使わず水で交換可能なグリップ固定用両面テープやオリ
倉本産業
ジナルグラフィック
革新的なハイパフォーマンス工房。あなたにとって最高の１本をお
葛瑞得高尔夫
届けします！
グランプリ
新商品も展示していますので、ぜひブースへお越し下さい！
軽撃区
ツアー６勝 軽撃区 ゆるり TOUR
景品パーク ディースタ ゴルフコンペ景品として演出用パネルと目録をセットにした「パネ
イル
もく！」のご紹介です。
ゴルフ練習場の総合設計施工からリニューアル、さらにメンテナン
ケーディースポーツ
スまで。
GOSTAR SPORTING
OEM、ODM 承ります。
GOODS CO., LTD
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コマ位置
会社名
B31
BRANCO ＜ブランコ＞
ブリヂストン ゴルフアカ
R6
デミー 本部
B21、S12 ブリヂストンスポーツ

セールスポイント
初出展。ゴルフクラブの収納、保管、展示用家具。MADE IN JAPAN。
全国119施設で展開！現在会員数２万１千人！年間延べ85万人が受
講！
「ブリヂストンゴルフ」の世界を是非ご体感ください！
特許出願中ゴルフ練習道具です。「芯ぐる」につづき新開発「芯ぐる
flow
２」発売！
ゴルフウェアのトータルルックをデザイン、製法、素材全てイタリ
ベリニャーノ
アで行っています。
ボアテクノロジージャパ Boa ® 搭載最新モデルシューズの展示および、Boa ® に関するプレゼ
ン
ンテーション
ほくしん みちのくゴル
ランニングコストを極少に…まさに照明革命 !!
フ
スーパーマリオゴルフアイテムにマーカー、ネームプレート、ヘッ
マインド
ドカバーが新登場 !!
大人気の腕時計型 GPS ナビ『グリーンオンザ・ゴルフウォッチ』の
MASA
新製品を発表！
松岡手袋
ErgoGrip ゴルフグローブのオーダーメイドの紹介
キャロウェイ GPS 距離計測器などの最新アイテムをご紹介致しま
マニューバーライン
す。
マリアナ政府観光局（サイ 北マリアナ諸島はサイパンに５つ、ロタに１つのコースを有する常
パン・テニアン・ロタ） 夏のゴルフリゾート
最強健康法！足裏、ふくらはぎを強力にもみほぐします。気持ちよ
マルタカ・サンクス
さを体験ください。
マレーシアにある南国ならではのゴルフ場など、ゴルフリゾートを
マレーシア政府観光局
ご紹介します。
ミズノ
MP、JPX、GENEM の体感ブースを設置。是非ご体感下さい。
新製品GRAND BASSARAや昨年秋の新製品など当社製品を是非ご
三菱レイヨン
覧ください。
ミヤマエ
ヘッドスピード60m/s 超えの驚異のショットをご体感下さい。
ゴルフダイジェスト企画カスタムドライバー選手権２連覇。飛びの
ミライゴルフ
実績と職人が手がけた逸品
ヤマト
健康機器（当社オリジナル）の実演・PR
スポーツや企業の表彰・記念品・オリジナルグッズ製作など当社に
ヤマト徽章
お任せください。
ユニバーサルゴルフ社
最新版ゴルフ用品総合カタログの販売、クラフトマン向けイベント
HS43m/sのゴルファーに贈るEZONE XPGドライバー。お試しくだ
ヨネックス
さい。
ライト
展示商品のラインナップはどこにも負けません。
90年の歴史で築かれた高品質なグリップを日本のゴルファーの皆様
ラムキン グリップ
にお届けします。
リ ア ル マ ッ ク ス ト ゥ 革新的！“円柱型ヘッド”のトゥルーロールパター。見た目のユニー
ルーロールパター
クさを超える性能。
身に付けるサプリメント【G・MAX】はあらゆるシーンでお使いい
レインボーダイヤモンド
ただけます。
福岡ソフトバンクホークス・埼玉西武ライオンズなどの球団系のゴ
レザックス
ルフ用品の販売
2年ぶりのモデルチェンジとなるアスリート向けラインの新 BBD シ
ロイヤルコレクション
リーズを発表
試打ブース施工・レンタル、クラブ什器から店舗施工までゴルフ市
ワイケイワイ
場をトータルサポート。

B30
B24
A21
R4
D17
A32
B14
D22
A36
A24
D14
B2、S10
A35、S9
A31
A40
C4
D23
A23
C8、S14
A12
D15
A39
B34
B22
D20
D13

日本シー・エー・ディー

D19、S18

日本シャフト

A30、S8

日本フェィウィック

B13、S4

ニューアート・クレイジー

D21
A15

ネクストモーション
ノビテック

D9

月刊 BUZZ GOLF

B19

八甲

B24
A22

HARAKEN
バリューゴルフ

D25

パワービルト／アズロフ

C3

阪神交易／ブッシュネル
ゴルフ
杭州名納服飾有限公司

D12

ピージーエヌ

A16

ヒルトン・グランド・バ
ケーションズ

B9

D35、S23、
ピンゴルフジャパン
24
D33
A38
A5
C9、S15
A18、S3
D36
B7
B11
B36

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ

キャロウェイ

3

816H1

アクシネット

4

915D2

チタン

アクシネット

4

JGR FW

ブリヂストンスポーツ

5

915D3

チタン

アクシネット

5

915F SERIES

アクシネット

順位

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５
Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

メーカー名

ダンロップスポーツ

1

2

AP2 716
（ダイナミックゴールド）

スチール

アクシネット

2

VOKEY DESIGN SM5（2014） アクシネット

3

XXIO8（N.S.PRO）

スチール

ダンロップスポーツ

3

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット

4

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

MD3 MILLED WEDGE

キャロウェイ

5

716CB
（ダイナミックゴールド）

スチール

アクシネット

5

C030 SERIES

フォーティーン

順位
1
2

4
5

PRO V1 SERIES（2015）
SRIXON Z-STAR SERIES
（2015）
XXIO XD-AERO

構造
2ピース
3ピース /
4ピース
3ピース /
4ピース
3ピース /
4ピース
3ピース

メーカー名

順位

ブリヂストンスポーツ

1

ブリヂストンスポーツ

2

ODYSSEY WORKS SERIES

キャロウェイ

アクシネット

3

ODYSSEY VERSA SERIES

キャロウェイ

ダンロップスポーツ

4

CADENCE  TR SERIES

ピン

5

SCOTTY CAMERON SELECT
SERIES（2014）

アクシネット

ダンロップスポーツ

PUTTER BEST５
ODYSSEY WHITE HOT PRO
SERIES

メーカー名
キャロウェイ

11

11

11

月 日

3

BALL BEST５
TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE
BRIDGESTONE GOLF TOUR
B330 SERIES

ダンロップスポーツ

月１日〜

カーボン



XXIO8     

（コメント：三石茂樹）

1

10

部門別売れ筋ランキング

ブリヂストンスポーツ

チタン

矢野経済研究所 
 ＹＰＳゴルフデータ

チタン

GREAT BIG BERTHA

＝矢野経済研究所＝

JGR

3

国内大手調査会社。約１５０人の調査員が「生活周辺」
「情報

2

11

通信」
「ライフサイエンス」
「インダストリーテクノロジー」な

ダンロップスポーツ

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、

XXIO8 FW

ゴルフ用品市場も緻密な調査を行っている。

1



ダンロップスポーツ

ズ』のマークダウン販売が市場を牽引していますが、秋に発売さ

チタン

「クラブ市場では 月に引き続きダンロップ『ゼクシオ８シリー

XXIO8

多くのプロゴルファーに愛用して頂いている商品をブースで体感し
て頂けます。
日本トップの全方位映像撮影・編集技術を持つ弊社が、映像活用法
フィリット
のご提案。
フ ォ ー サ イ ト ス ポ ー ツ ボールラウンチモニターGC2とヘッド運動測定器 HMT、及び新製
ジャパン
品の紹介
フォーティーン
すべてのゴルファーにベストな14本のクラブを。
藤倉ゴム工業
Speeder EVOLUTION シリーズの弾きを体感してください。
フライトスコープジャパ
ゴルフ用3D ドップラー追跡レーダー
ン
ド派手なゴルフウェアSHEEPASSION。LDAAドラコン競技大会を
プラスワン
開催。
フラッグ
話題の新製品をご紹介いたします。
是非お手にとってご覧ください。
Frankie Goes to Hollygolf いつでも気持ちも見た目も最高になるベストファッションをお届け
Limited Hong Kong
します。
ファイテン

れた新製品群も好調な販売を記録しています。アイアン市場で

メーカー名

1

セールスポイント
飛びを追求したゴルフボールをメインに、機能・デザイン・価格に
優れたグッズが見所！
アフターマーケット専用リシャフト専用シャフトメーカー！
Ra90の高演色・高効率 LED 大型投光器の展示
デザイナーと作家が創るユニークなハンドクラフト ゴルフ帽子
ゴルフ用レーザー距離計に加え、スポーツ観戦に適した双眼鏡を展
示します。
ニケントゴルフの新製品を、皆様が評価できるチャンスを提供して
います。
チェイン式横コンベア、新型操作タワー、新型ボールベンダー
総合シャフトメーカーならではの幅広いラインナップを各種取り揃
えております。
デビット・レットベター氏によるトークショーや Golf Pride 新商品
紹介
新作シャフト・ヘッドの発表・新作アクセサリーの発表。試打ブー
スにて新作試打会。
世界初！ゴルフ用ターゲットセンサー ザ・エイミングシリーズ
計測技術を用いフルスイング、
パッティングを科学的に診断します。
フェア限定最新号配布、トークショーや公式 FB 登録プレゼントな
どお楽しみが多数！
多くのアマ／プロに愛されている唯一のゴルファー専用 UV ケアブ
ランドです。
新商品 やさしさと飛びの703シリーズ、新展開の DOCUS アパレル
ご来場の皆様が参加できるイベント型ブース
50種をこえるセルフスタンドバッグや高反発クラブなど旬のアイテ
ムが満載
体感、
2016最新ラインアップ。
起伏も読めるレーザー距離計ピンシー
カー。
ゴルフアパレル OEM・ODM 生産
新開発ドライバー、最速初速で最高飛距離に挑戦！初のレフティ用
アイアンも登場！
ヒルトン・グランド・バケーションズよりタイムシェアプログラム
のご紹介。
PING クラブの試打等体験型ブース。ぜひ PING ブースへ。

は 月に発売されたタイトリスト『７１６シリーズ』が好調なス

FW ＆ UTILITY BEST５

ニケントゴルフ ジャパン

R8

タートを切っています。ボール市場では 月よりマークダウン販

順位

A3

売が開始となった、ブリヂストンゴルフ『ＴＯＵＲ Ｂ３３０シリ

メーカー名

A26

ーズ』が２位にランクインしています。各カテゴリーとも来春の

ヘッド素材

A10、S2
R17
B28

新製品発売に向けたバトンタッチ商品のマークダウン販売が活発

DRIVER BEST５

D27

会社名
飛衛門 リーダーメディ
アテクノ
トライファス
ドリーム
トレー
ニコンイメージングジャ
パン

になってきています」

順位

コマ位置

30

協 会 関 連 事 項
武蔵野美術大学身体運動文

議棟内６Ｆ（６０５会議室）

２０００円

【申込期日】平成 年２月

日（水）
（但し、定員になり
次第締切り）

『ゴルフ用品セミナー』

タイトル：「国内ゴルフ用品

市場２０２０年予測と発展に
向けた課題」

トピック：ゴルフ用品市場の

現状及び国内ゴルフ人口予測

データ等を用いて２０２０年

のゴルフ用品市場を予測す

００円、非会員５０００円

本ゴルフ練習場連盟

場経営者協会、
（公社）全日

好事例 （一社）日本ゴルフ

で実施している若年層対策の

団体のコンプライアンスがま

トピック：近年、企業や業界

プライアンス」

性化に向けた『攻め』のコン

タイトル：「ゴルフ業界の活

議棟内６Ｆ（６０５会議室）

【会場】東京ビッグサイト 会

一を図る。

施策を交え参加者との意思統

：

～

： ）

： （最大延長

の会員、一般ユーザー

【受講料】会員無料、非会員

フ事業 田中健一事業長

けを説明し、ガイドライン遵

ライン」に関する法的な裏付

ヘッドの識別に関するガイド

次第締切り）

日（水）
（但し、定員になり

【申込期日】平成 年２月

１０００円

④レディースゴルファー活性

～

： （最大延長

変更事項

●㈱本間ゴルフ
（東日本支部）

・新代表：伊藤康樹（旧：西
谷浩司）
【担当者変更】

●㈱遠藤製作所
（東日本支部）

【担当者追加】

： oyamatsu@
E-mail

・新担当：小谷松利光
・

endo-mfg.co.jp

創刊６年目を迎えた PCM は、これからの組み立て技術や

【会場】東京ビッグサイト 会

【募集定員】１００名
【受講対象】ゴルフ用具製造・
卸・小売関係者
【受講料】会員無料、非会員
２０００円
【申込期日】平成 年２月

日（水）
（但し、定員になり
次第締切り）

※報道関係者は無料

②「ゴルマジ！」第２期結果

本セミナーでは、ゴルフ業

すます重要になっています。

ペック測定に関するガイドラ

界の更なる活性化に向けて、 【講師】三石茂樹氏（矢野経

の「若年層ゴルファー創出」

イン」
、
「適合外ゴルフクラブ

〈企画意図〉

業の経済的貢献をより充実し

プロジェクト～

容を整理して戦略的に産業拡

：

【日時】平成 年２月 日（土） 【代表者変更】
： ）

【会場】東京ビッグサイト 会
議棟内６Ｆ（６０５会議室）

部）

●加賀スポーツ㈱（東日本支

顧問弁護士、アンダーソン・

【講師】中町昭人（ＪＧＧＡ

・新担当：増村博樹（旧：一

連メディア等

瀬清年）

毛利・友常法律事務所パート
【募集定員】１００名

ナー弁護士）
【受講対象】ゴルフ用品業界、

トピック：用具規則に関する
プレゼンテーションと質疑応

： （最大延長

ゴルフ関連他団体、ゴルフ関

答
～

【日時】平成 年２月 日（金）
：

【受講料】会員無料、非会員

2016 年版

ゴルフ市場活性化委員会

ー氏（Ｒ＆Ａ研究・試験ディ

【講師】スティーブ・オット

手塚寛副委員長
②「大学体育授業におけるゴ

員会構成６団体
化 北徹朗准教授

の好事例とゴルフ関連団体

【第２部】
「ゴルフ普及」活動

授業研究会・代表）

本ゴルフジャーナリスト協会

る。悲観論とならないための

「ゴルフの普及」には、社会

報告と第３期スタートに向け

済研究所スポーツ事業部部

施策を講じる余地を具体的な

的貢献に加え、ゴルフ場の持
て

独禁法の観点から留意すべき

長）

『コンプライアンスセミナー』

４面：「共同配送の一部導入
つ緑化機能による環境維持貢

株式会社リクルートライフ

【募集定員】 名

①「ゴルフ場・ゴルフ練習場」

（企業）からの提案

（公財）日本ゴルフ協会、日
【後援】経済産業省

の状況と今後の拡大計画につ
献とゴルフ関連産業による経

スタイル企画統括室事業創造

点について説明します。また、

【受講料】関連団体会員４０

レクター）

ルフ」実施上の問題点とゴル

構成団体：（一社）日本ゴル
（公益社団法人全国大学体育

フ業界とのコラボレーション

を掲載。
フ場経営者協会、
（公社）日

覧」
、
「ＹＰＳゴルフデータ」 【主催】ゴルフ市場活性化委
６面：「協会関連事項」
、
「ジ
本パブリックゴルフ協会、（公

広報委員会
ャパンゴルフフェア期間中の

協会事務局内にて標記委員会

の報告」を掲載予定。

１面～２面：「ＰＧＡショー

を探る

セミナー詳細」を掲載。
連合・常務理事、大学ゴルフ

日（ 金）
、
社）全日本ゴルフ練習場連盟、

月
議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

年

３月号の編集について

平成
を開催した。
１月号について
番ホール」：鉢絽俊彦

１面～２面：「会長、副会長
●
「

委員長が担当。
いて」を掲載予定。
済的貢献がある。特に、経済

２０１５年にＪＧＧＡ製造渉

【受講対象】ゴルフ用品協会

理事が担当。

２名、各支部部長２名の年頭

３面～４面上段「ゴルフクラ
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
的貢献効果は他のスポーツに

部

外委員会から会員企業に発信

所感」を掲載。

ブの『スペック測定』に関す
タ」
、
「リアルマーケットレビ

じゃらんリサーチセンター

しました「ゴルフクラブのス

【日時】平成 年２月 日（金）

るガイドライン②」を掲載。
ュー２」を掲載予定。
比較して非常に大きい。

青木理恵研究員

〈企画背景〉

４面下段：「全国ゴルフ場延
６面：「協会関連事項」を掲

③「楽ゴル」～楽天ＧＯＲＡ

を掲載予定。

べ利用者数（ＮＧＫ調べ）
」
載予定。

「ゴルフ市場活性化委員会」

番ホール」：梅田光人

を掲載。

は、裾野の広いゴルフ関連産

ュー２」を掲載。
６面：「協会関連事項」を掲

たものとするべく、
「ゴルフ

大を狙う。
もっとも効率の良い「ゴルフ

統括本部ＭＩＣＥ営業部担当

株式会社日本旅行法人営業

守の重要性について会員企業

楽天株式会社執行役員ゴル

19

の理解を深めます。

の普及」と概して語られる内

28

13

80

●
「

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
平成 年２月 日（金）

議題 ―４、次回委員会の日程

フフェア２０１６開催速報」

10

10

ジャパンゴルフフェア
２０１６

開催セミナー概要

00

28

載。
議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
２月号の編集について
１面～２面：「２０１６ゴル

15 00

化企画「たびーら・スウィー

【テーマ】ゴルフ界・皆帯進

の普及」のターゲット層及び

遠茂谷寛司次長

20

『ゴルフ市場活性化セミナー』

13 12

ツ・ゴルフ」

緒（かいたいしんしょ）～こ
ゴルフ界の活性化を様々な

『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム』
タイトル：「Ｒ＆Ａ用具規則

00

28

16

最新の情報や動向についての

フォーラム」

30 00

ゴルフ関連産業にとって、

告と２０１６年活動方針の発

こから業界を進ませる！～
立場や観点からひもとき、発

活動指針：ゴルフ市場活性化
『ゴルフ市場活性化に向けて
ゴルフ市場活性化委員会

の取り組み』
馬場宏之委員長
【第１部】
①「ゴルフ普及活動の重点の

16 15

フ新年会、２０１５年活動報
表及び新春特別トークセッシ

具体的施策について発信を行

ョン『リオデジャネイロ五輪
に向けて』
（登壇者、オリン

展への糸口を見つけるべく、

委員会（ＧＭＡＣ）としての

います。

ピックゴルフ競技対策本部強

様々な部分へメスを入れ、臓

〈内容〉

化委員会倉本昌弘氏、小林浩

器の位置や役割を知る「解体
いる。

新書」をイメージの素として

美氏、鈴木規夫氏、モデレー
番ホール」：森田健司

ター山中博史氏）
」を掲載。
●
「

理事が担当。

： ～ ：

【日時】平成 年２月 日（金）
19

【会場】東京ビッグサイト 会

19

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③」を掲載。

ターゲット年齢層は！」～

： ）

00

20

議棟内６Ｆ（６０７・６０８

28

14

28

15

４面～５面：「ジャパンゴル

歳代の参加率引上げ～

30 00

20

会議室）

20

13

フィッティングの在り方を探求していきます。

28

タ」
、
「リアルマーケットレビ

３面：「第 回ジャパンゴル

（一社）日本ゴルフ用品協会、

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

25

２面下段「第二回日本ゴルフ

10

12

フフェア２０１６出展社一

14 13

26

50

28

27

ビジネスフォーラム」を掲載。

19
28

19
19
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