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第6回ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権
「ジャパンゴルフ インダストリーカップ」
ゴルフ関連企業 24社 2団体、171名が参加
当協会主催の第6回「Japan Golf Industry
Cup」が10月18日、茨城ゴルフ倶楽部（東・
西コース、茨城県）で開催された。
大会当日は前日の雨から一転、秋の陽気に
包まれ、ゴルフ関連企業24社2団体、計171名
が参加。
同大会は、競技ゴルフを通じて、ゴルフ関
連企業の相互理解を深め、日本のゴルフ産業
の活性化と発展を目指すもの。
スクラッチ部門は、男女ともにフォーティ
ーンが制覇（画像）。アンダーハンディ部門
も2位を獲得し、技量とチカラを見せ付けた。

トピックスは、女子スクラッチ部門の参加
増だ。昨年の5チームから10チームへ倍増し、
潜在する業界女子が浮き彫りとなっている。

私自身、以前は競技ゴルフ
ァーとして一打一打に凌ぎを
削り、アマチュアながらも様々
なプレッシャーとの戦いを楽
しんできた。試合当日、コー
スに向かう道中での緊張感、
またその緊張感から来るショットへの集中力。
大きな試合の前日、突如夜中にウェッジのソー
ル形状が気になり、自社工場の工房に車を走ら
せ、自らグラインダーと向き合った、そんな事
は一度や二度では無かった。また、試合中のプ
レッシャーから解放された安堵と開放感は何事

にも代え難いものがある。
先日、偉大なゴルフ界のレジェンド、アーノ
ルド・パーマー氏がこの世を去った。
TBSテレビ主催「ビッグスリー・ゴルフインジ
ャパン」でジャックニクラウス氏、ゲイリープ
レイヤー氏と共に来日した際、
当時16歳の私は、
憧れのスーパースターをひとめ見ようと妹を連
れて、会場に向かった。
パーマー氏が繰り出す、恐るべき角度から打
ち込まれたボールは、地を這うような角度で打
ち出され、そこからのまさにジェット機が離陸
するような弾道は実に力強かった。

TOPIX

１〜3面＝「第6回ジャパンゴルフインダストリーカップ」
４～５面＝「第5回西日本企業ゴルフ大会」他
7面＝ 次期「模倣品対策ラベル」のお知らせ

まだ、幼い妹をけしかけ、とっさにスコアカ
ードに偉大な3氏のサインを頂く事も出来た。
その時のスコアカードは今も私と彼女の大事な
宝物となっている。その49年前の会場こそ、
2020年オリンピック競技が開催される霞が関
カンツリークラブだ。スポーツでの偉大な光景
を目にした瞬間の感動は計り知れない。
4年後、当時の私のような若き少年達も含め
た全てのゴルフファン、また今までゴルフにあ
まり縁のない人々、これらの全ての観客を歓喜
の渦に巻き込んでほしい。
（島田ゴルフ 島田和夫）
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参加した選手からは「普段、競技ゴルフを
する機会がほとんどないので、いい緊張感で
プレーすることができた」、「今大会を通じて
他社との交流を深めることができて良かっ
た」など、喜びの声が多く聞かれた。
スクラッチ部門は男女ともに
フォーティーンが制覇

10月18日、 当 協 会 主 催 の 第6回「Japan
Golf Industry Cup（ゴルフ関連企業対抗ゴル
フ選手権）
」が、茨城県つくばみらい市にあ
る茨城ゴルフ倶楽部（東・西コース）にて開
催された。後援はゴルフ市場活性化委員会
（GMAC）
、協力は茨城ゴルフ倶楽部、企画運
営をジャパンゴルフインダストリーカップ実
行委員会（大会会長・馬場宏之）が実施。競
技は秋空に恵まれる絶好のコンディションの
下、無事に終了した。
ゴルフ関連企業24社2団体（詳細は別表参
照）
、計171名の選手が集結。今年で6回目を
迎えた『インダストリーカップ』の開催にあ
たり、同実行委員会の馬場宏之会長は次のよ
うにコメント。
「そもそもこの大会は、2011年の東日本大
震災でゴルフの自粛ムードがあった中、ゴル
フ業界の社員が積極的にゴルフをし、プレー
の輪を広げていこうという主旨で企画がスタ
ートしました。今年は特に女子のスクラッチ
部門で、10社20名という例年の2倍のチーム
が参加し盛況でした。
こうしたイベントを通じて、一人でも多く
の方にゴルフへ触れていただけるように当協
会では今年、ペアスクランブルを3支部で開
催しました。総計360名の方が出場、新しい
ゴルファーも誕生したことでしょう。また、
先頃開催されたジャパンオープンでは4万
6000人のギャラリーが訪れるなどゴルフの
潜在的な人気を感じることができました。今
後も皆様と一緒にゴルフ業界を盛り上げてい
きたいと思いますので、ご協力の程よろしく
お願い致します」
競技は、アンダーハンディ部門（22社、2
団体・26チーム）と男子スクラッチ部門（12
社・12チーム）が1チーム4名（うち上位3名
のスコアを採用）
。女子スクラッチ部門（10
社・10チーム）が1チーム2名の3部門で覇権
を競った。

「ゴルフ業界で一番強いところはどの企業？
一番上手い人は誰？」 ― 。
今大会も大変興味深かったが、男子のスク
ラッチ部門団体戦は、フォーティーンがチー
ムスコア222ストロークで見事優勝を飾っ
た。フォーティーンの竹内佑太選手は、
「インダストリーカップの優勝は今回で2回
目となります。来年以降も3回、4回と勝て
るように技術と売上（笑）が上がるよう努力
をして、ゴルフ業界へ少しでも貢献できるよ
うがんばります」
女子のスクラッチ部門ダブルス戦の優勝も
フォーティーン。今年は過去最多の10チー
ムが参戦、チームスコア69ストローク（33・
36）で初優勝を飾った。上田尾幸選手とコ
ンビを組んだ福田歩選手は、
「優勝の要因ですか？ ズバリ、パートナー
の上田尾の活躍でしょう。頼りになる後輩で
すので、来年も一緒に出場して連覇を狙いた
い」
大会4連覇へ挑んだ二木ゴルフは76ストロ
ーク（39・37）で3位と惜敗した。米島有選
手が涙目で話す。
「4連覇を達成できず悔しい。来年は優勝ト
ロフィーを奪還します」
とリベンジを誓った。
アンダーハンディ部門は
ダンロップスポーツが優勝
男子のアンダーハンディ部門団体戦は、ダ
ンロップスポーツがチームスコア215・6ス
トローク（HDCP26・4）で優勝をさらった。
小澤貴範選手は次のようにコメント。
「実は私、スタートから僅か4ホールで7オ
ーバーを叩きましてね。隠しホールにうまく
ハマり、貢献することができました（笑）」
チームリーダーの唐戸健一選手は、
「ダンロップスポーツでは今大会に向けて、
多くの社員に参加してもらい、たくさんゴル

フをしよう、という主旨で社内予選会を実施
しました。業界人がゴルフをし、その楽しさ
を伝播する ― 。大会主旨に賛同すると同時
に、来年もエンジョイゴルフで優勝できれば」
大会を陰で支えた
13名のスタッフ
「ジャパンゴルフインダストリーカップ」を
無事に運営するうえでは、献身的なサポート
を行っているスタッフの努力が欠かせない。
競技説明などのスターター、アテスト会場で
のスコアチェック、成績発表など、13名の
スタッフが影で今大会を支えた。
第1回大会から6年連続でスターターを務め
た二木ゴルフの北條圭一氏は、
「特に女子スクラッチ部門の参加強化を行っ
た結果、史上最多の10チームが集まりまし
た。全般で見ると用品、アパレルメーカーが
皆無に等しいので、来年以降も引き続き参加
を促していきたい。
ティーショットを見る限り、アンダーハン
ディ部門のレベルが年々向上している。もっ
とアベレージゴルファーが楽しくラウンド出
来るような大会ができないだろうか？ 率直
に感じた次第です」
また、ブリヂストンスポーツの浅田隆競技
委員長は、
「アンダーハンディの出場選手は、皆楽しそ
うにスタートしていったのが印象的。『イン
ダストリーカップ』は同じ業界内でも普段関
わりの少ない方々と親睦を深めることがで
き、非常に有意義な大会だと思います。この
大会を通じて、業界関係者が積極的にゴルフ
をして、プレーの輪を広めていってほしいで
すね」
最後に、日本ゴルフ用品協会アレックス・
ボースマン東日本支部長が、今大会を次のよ
うに総括。
「ゴルフという素晴らしいスポーツを生業に
している皆さんは、非常に恵まれています。
高年齢化を起因とするゴルフ人口の減少によ
り、ゴルフ業界の未来は暗いという声を耳に
しますが、私は明るいと思っています。
活性化には、ここにいる皆さんの家族、友
人など一人でも多くの人にゴルフを始めても
らうことが重要。ひとりひとりのチカラが必
要不可欠です」
と締めくくった。
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男子スクラッチ1位

フォーティーン

女子スクラッチ1位

フォーティーン

第6回JapanGolfIndusttryCup 参加企業（順不同） 24社 2団体
ミズノ
ヤマハ
ヤマニ
日研工業
藤倉ゴム工業
プロギア
キャロウェイゴルフ
テーラーメイドゴルフ 日本シャフト
アクシネットジャパンインク
グローブライド
ゴルフ・ドゥ
ゴルフダイジェスト･オンライン ゴルフ用品界社
二木ゴルフ
フォーティーン
ブリヂストンスポーツ ピンゴルフジャパン
ヤマト徽章
本間ゴルフ
ヨネックス
枻出版
ダンロップスポーツ
マルマン
2団体（GMAC、JGGA）
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第5回「西日本企業ゴルフ大会開催」
9月14日、当協会西日本支部主催の第5回
「西日本企業ゴルフ大会」が、兵庫県神戸市
にある六甲国際ゴルフ倶楽部東コースにて開
催された。
前日の予報では大雨が心配されたが、ゴル
フ関連企業22社（別表参照・ダイヤコーポ
レーションは協賛のみ）、計52名の選手はほ
とんど雨にあわずに名門コースを堪能した。
今回で5回目を迎えた「西日本企業ゴルフ
大会」の表彰式に際し、白石彰西日本支部長
は次のようにコメント。
「会員の皆様からの御支援あっての協会です。
厳しい環境下ではありますが、これからも市
場活性化に向けて活動してまいりますので、
今後とも協会活動にご理解、ご支援をお願い
いたします」
参加企業並びにご協賛戴いた各社に紙面を
借りて御礼申し上げます。
競技は1チーム2名で、アンダーハンディ

部門、スクラッチ部門で覇権を競った。なお
昨年に引き続き、アンダーハンディ部門にお
いて、ゴルフに対する意識向上および女子ゴ
ルファーの積極参加を目的にした「100切り
部門」を採用。ダブルペリアハンディ＋100
をいくつ下回ったかによるポイント制を採用
し、順位に反映させる形をとった。
アンダーハンディ部門団体戦は、アシック
スジャパンが145・4ポイントで優勝。2位＝
ヨネックス（145・8ポイント）、3位＝ミズ
ノ（147・2ポイント）の順だった。
一方、スクラッチ部門団体戦は、協会関係
社 REVE の2人が安定した力を発揮して2位に
2打差の155ストロークで優勝。2位＝藤倉ゴ
ム工業（157ストローク）、3位＝ダンロップ
スポーツ（160ストローク）の順。
ベストグロス賞は、大西頼弘氏（REVE）
の77ストロークだった。

＜アンダーハンディ部門＞

順位
優勝
準優勝
3位

チーム
アシックスジャパン
ヨネックス
ミズノ

選手

POINT 計

木村光宏
森岡直樹
伊藤 治
荒木良三
高澤和弘
野口明宏

145.4
145.8
147.2

＜スクラッチ部門＞
順位
優勝
準優勝
3位

チーム

選手

大西頼弘
REVE
泊 奈緒美
甲斐哲平
藤倉ゴム工業
小代修平
片山博之
ダンロップスポーツ
川見洋史

第5回 「中部ゴルフ
関連企業対抗大会」
10月4日、当協会中部日本支部主催の第5
回「中部ゴルフ関連企業対抗大会」が、三重
県いなべ市にある涼仙ゴルフ倶楽部（涼仙
GC）にて開催された。
当日は晴天に恵まれ、クラブメーカーを始
め、ゴルフ練習場経営者、ゴルフ場関係者、
ゴルフ施設営業者、またゴルフ関連マスコミ
等々、中部でゴルフに関連した企業32名の
参加を得た。
競技は1チーム2名で、各ホールベストス
コアの合計によるチーム戦。
優勝は、マルマンチームでアウト35・イ
ン34の69ストローク。2位＝涼仙ゴルフ倶楽
部チーム、アウト35・イン35の70ストローク、
3位＝キャロウェイゴルフチーム、アウト
35・イン35の70ストロークの結果だった。
ラウンド終了後の懇親会では、名刺交換や意
見交換も活発に行われ、ご参加いただいた中部
ゴルフ練習場連盟の太田智也理事長からは、
「当協会に加盟する練習場の代表者は、ゴル
フメーカー各社との接点がありません。地元
のゴルフ関連企業様とお会いできるこのよう
な機会は大変貴重なので、来年以降は多くの
会員に声をかけ、参加させていただければと
思っています」
と、コメント。
参加各社からも好評だった。

GROSS 計

順位

155
157

アンダーハンディ部門優勝

アシックスジャパン

準優勝

160

3位

参加企業（50音順） 外＝会員外
朝日ゴルフ
アシックスジャパン
IOMIC
大橋金属工芸
川田工業
キャスコ
キャロウェイゴルフ
コラントッテ
ダンロップスポーツマーケティング
ダンロップスポーツ
西明石ゴルフショップ
フォーティーン
藤倉ゴム工業
ブリヂストンスポーツセールスジャパン
ミズノ
ブロード
ヤトゴルフ
ヨネックス
ライト
REVE（外）
サンケイスポーツ
（PRESS）ご協賛：ダイヤコーポレーション

優勝

チーム

選手

八田周二
沼田祐貴
水谷幸康
涼仙ゴルフ倶楽部
横見彰彦
中川佳伸
キャロウェイゴルフ
出野裕三
マルマン

TOTAL
69
70
70

参加企業（順不同）
マルマン
涼仙ゴルフ倶楽部
キャロウェイゴルフ
中部ゴルフ練習場連盟
ダンロップゴルフショップ千種 月刊カジュアルゴルフ
ダンロップスポーツマーケティング ミズノテクニクス
岐阜稲口ゴルフ倶楽部
武市ウィンド名古屋
キラキラ会
ヨネックス
スクラッチ部門優勝

REVE

ブリヂストンスポーツセールスジャパン
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（公社）日本プロゴルフ協会主催

2016 PGA HANDA CUP・

フィランスロピー障害者ゴルフ大会
当協会及び東京都が後援し、日本プロゴル
フ協会（PGA）、国際スポーツ振興会（ISPS）
が共催する「2016 PGA HANDA CUP・フィ
ランスロピー障害者ゴルフ大会」が10月4日、
若洲ゴルフリンクス（東京都江東区）にて開
催された。
今大会は、身体に障害を持つ108名の選手
が参加した。出場者は、上肢障害15名、下
肢障害26名、聴覚障害30名、内部障害6名、
上下肢障害8名、視覚障害全盲8名、視覚障
害弱視15名だった。
競技方法は、新ぺリア方式による18ホー
ルストロークプレーで、部門別の個人戦で行
われた。当日は、プロゴルファーが各組に同
行しレッスンをおこなったり、日本大学保健
体育審議会ゴルフ部と明治大学体育会ゴルフ
部の学生がボランティアとして参加。大会を
側面から盛り上げた。
運営をサポートした当協会の蓋孝専務理事
によると、
「学生のボランティアスタッフの献身的なサ
ポートがとても爽やかでした。お互いのやり
取りを通じて選手の笑顔も見え、晴天に恵ま

会場：若洲ゴルフリンクス
れ事故やけがなどもなく無事に競技を終了し
ました。表彰式では選手が感極まり涙する姿
もあり、この大会の開催意義を強く意識する
シーンとなりました。
今年は、楳本富男副会長にプレゼンターと
して登壇いただきました。当協会が協賛した
賞品も全選手に行き渡り、とても喜んでいた
だき、主催の PGA からも毎年の協賛に対し
まして感謝のお言葉を賜りました。来年もこ
の大会への協賛を引き続き行い、運営をサポ
ートしていく予定です」 ― 。
なお、賞品協賛企業は以下の通り。
【賞品協賛企業（50音順）】
● アキラプロダクツ、朝日ゴルフ用品、アシ
ックスジャパン、キャロウェイゴルフ、キャ
スコ、グローブライド、ゴルフ・ドゥ、ダン
ロップスポーツマーケティング、デサント、
ナイキジャパン、二木ゴルフ、ピンゴルフジ
ャパン、藤倉ゴム工業、ブロッサム、ブリヂ
ストンスポーツ、マスターズ、ミズノ、ヤマ
ト徽章、ヤマニ、山本光学、ライト、ヨネッ
クス（計22社）
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部門別売れ筋ランキング

ჵኺฎᄂᆮ
Y P S ⇚∑⇻⇭∞⇥
9月1日〜9月3 0日

＝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）

「相次ぐ台風の上陸とそれに伴う降雨など、今年
の 9 月は天候に恵まれず市況は非常に厳しいも
のとなりましたが、ゴルフクラブ（ウッド、ア
イアン）に関しては新製品の発売が底上げ役を
果たしました。その中でも好調な動きを見せた
のが、ヤマハ『インプレス UD+2 シリーズ』
。ア
イアン市場では『ゼクシオ 9』を抑えてトップ
になっています。8 月に発売されたプロギア『RS
シリーズ』も、引き続き好調な販売を記録して
います」

アイアン1位＝ inpres UD+2 IRON
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

1

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

2

RS SERIES

チタン

プロギア

2

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

3

SRIXON Z 65 SERIES

チタン

ダンロップスポーツ

3

SRIXON Z H65 HB

ダンロップスポーツ

4

inpres UD+2（2016）

チタン

ヤマハ

4

inpres UD+2 FW（2016） ヤマハ

5

GREAT BIG BERTHA

チタン

キャロウェイ

5

M2 FW

順位

1

IRON BEST５
inpres UD+2 IRON
（2016）

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５

カーボン

ヤマハ

1

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

テーラーメイド
メーカー名
アクシネット

2

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ

3

SRIXON Z565 N.S.
PRO

スチール

ダンロップスポーツ

3

MD3 MILLED WEDGE

キャロウェイ

4

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

RM-22

フォーティーン

5

SRIXON Z765 ダイナミ
ックゴールド

スチール

ダンロップスポーツ

5

DJ-22

フォーティーン

順位

BALL BEST５

構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

メーカー名

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

PRO V1 SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

アクシネット

2

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

キャロウェイ

3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2016）

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

キャロウェイ

2ピース

ダンロップスポーツ

5

CADENCE TR SERIES

ピン

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

シリーズ
ゴルフショップの今後
去る10月6日、東京の日本橋にオープンし
た㈱アルペンの新店舗「ゴルフ5プレステー
ジ日本橋店」にお邪魔してきました。ゴルフ
5は日本国内で最大規模を誇るゴルフ用品販
売チェーン店であり、店舗数は約200店舗に
まで拡大しています。その殆どはいわゆるロ
ードサイド型店舗であり、売場面積300坪ク
ラスの大型店が中心となっています。
同店は全国チェーン展開を行っているスケ
ールメリットと知名度を活かしたビジネスモ
デルにより日本最大のゴルフ用品販売店に成
長したと言えますが、これまでロードサイド
型の店舗展開を積極的に続けてきた同社が、
都内の大都市部に新しいコンセプトの店舗を
オープンしたことは業界内でも大きな話題と
なりました。新業態が開発されたと言っても
良いのかもしれませんが、私が注目している
のはゴルフクラブ（ウッド、アイアン）の販
売方法です。
一部の新製品などを除いて、いわゆる「吊
るし」のクラブは一切在庫してありません。
その代わりに店内に陳列してあるのは試打ク
ラブ。その数なんと2000本！来店客は先ず
カウンセリングを受けた後にフィッターが選
んだ何本かのクラブを試打、その中で最も結
果の良かった一本を選ぶ、という流れになっ
ています。商品は翌日以降にお客様のところ
に郵送するシステムを採用しているとのこ
と。近隣のゴルフ5店舗にて受け取ることも
可能で、このあたりは北海道から沖縄までく
まなく店舗を展開している同社の強みの一つ
と言えます。
2000本の試打クラブの中からゴルファーに
合った「最適な一本」を選択するとなると、問
われるのはショップ店員（フィッター）の「目
利き」ですが、聞いたところによると全国のゴ
ルフ5店舗から優秀なフィッターを集めている
そうで、店長を務める小口貴彦さんは全国のゴ
ルフ5に在籍するクラブフィッターを育成する
業務に携わっていた、いわば「フィッターの総
元締め」的な存在であり、まさに「満を持して」
日本橋店の店長に就任したそうです。
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次期模倣品対策ラベルのお知らせ

ゴルフ5 日本橋店

小口貴彦店長

これまでの国内ゴルフ用品小売市場を振り
返ってみると、1990年台前半あたりまでは
専門店業態と量販店業態はある程度の棲み分
けができていました。大雑把に言えば「きめ
細やかな接客とサービスの専門店」と「豊富
な品揃えと価格訴求力の量販店」という立ち
位置であり、顧客層も「コアゴルファーは専
門店、ライトゴルファーは量販店」という傾
向が強かったように思います。しかしながら
1990年後半からは量販店のシェアが徐々に
高くなっていきました。
その要因は量販店の専門店化にあったので
はないかと私は考えています。つまり、専門
店にも負けない接客やサービスを強化、更に
広大な売場面積を活かした試打コーナーの設
置やフィッティングサービスの充実など、販
売の「質」を高めることにより市場シェアを
拡大してきたと言えます。当社では便宜上他
店舗展開するチェーン店を「量販店」と定義
していますが、もはやこれらの店舗を「量販
店業態」として一括りにすること自体に大き
な意味がないのかもしれません。
アルペンが大都市部に「量販店の究極の進
化系」とでも表現できるような業態をオープ
ンしたことは、これまで日本のゴルフ用品小
売市場をリードしてきたロードサイド型の大
型店舗というビジネスモデルが大きな転換期
を迎えていることを意味しているのかもしれ
ません。
今後もこうしたコンセプトの店舗が増えて
いくのかもしれませんが、その一方で「初心
者や未経験者にとって “ 優しい店 ”」をどの
ように具現化していくのか、新規ゴルファー
創出・育成のインフラとしてゴルフショップ
がどのように機能していくのか、といった点
についても大きな期待をしています。
（矢野経済研究所 三石茂樹）

製造渉外委員会模倣品対策ワーキンググル
ープは、各社の2017年秋の新商品のタイミ
ングで JGGA 推奨模倣品対策ラベルの切替え
をすべく検討を進めてまいりました。
この度、次期模倣品対策ラベルの全容がほ
ぼ固まってきましたので、その概要をご紹介
させていただきます。
次期ラベルの形状は現行ラベルの形状と同
じ大きさとしています。
次期ラベルは現行ラベルと同じく3つの真
贋判別機能があります。
①現行のカラーシフト機能（傾けると色が変
化（赤⇔緑））から新規技術のカラー出現機
能（傾けると固有色が出現⇔消失）に変更し
ております。
②現行の画像反転機能（面上で回転させると
ネガポジ反転と共に絵柄が変化）は継続して
採用しておりますが、反転した際に絵柄の変
化がより判り易いようにデザインを変更して
おります。
③フィルター検証機能（専用フィルターを翳
すと潜像が出現）は継続採用。
今後の予定としては、現行ラベルの発注は
次回2016年12月で終了し、同時に次期ラベ
ルの発注を行う予定としています。（納品は
翌2017年5月予定）
初回は現行ラベルとの切り替えのため変則
的になりますが、その後は、年2回（3月、9
月を予定）の数量予測の提出により、納期2
ヶ月での年4回 (5月、8月、11月、2月）の発
注が可能となるように調整しております。
現行ラベルの運用より発注回数も増加し、
リードタイムも短縮してより運用し易いよう
に計画されています。
価格は現行ラベルと同額に据え置きしてお
ります。
この機会に是非、JGGA 推奨の模倣品対策
ラベルのご採用、ご活用をご検討ください。
尚、ご不明点、ご質問等ありましたら協会事
務局までご連絡ください。
お問い合わせ：日本ゴルフ用品協会 蓋（キ
ヌガサ）まで。
TEL：03-3832-8589

１．外観仕様

縦11㎜Ｘ 横28㎜

セキュアカラー機能
画像反転機能＋フィルター検証機能

㻶㻳㻳㻭
㻶
㻳㻳㻭
㻌㻌㻌㻌㻶㻳㻭㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤
㻶㻳㻭㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤
番号印字

ロゴ（ JGGA/ オリジナル）印字

２．真偽判定機能

以下３つの機能があります。
１と２は目視で判定可能、３は専用フィルタを用いて判定します。

１．カラー出現機能

深い角度でＴ字ラインの固有色が消失します。

※Ｔ字ラインに特定２色の出現

※Ｔ字ラインの色が消失

２．絵柄切替機能

回転させるとネガポジ反転と共に出現する図柄が変化します。
（ 絵柄が斜めストライプ柄からドット柄にします）

斜めストライプ柄

ドット柄

３．フィルター検証機能

専用フィルターで潜像が出現します。
※さらにフィルムを回転させると潜像パターンが白黒反転します。
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協会関連事項
広報委員会
平成28年9月28日（水）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、JGGANEWS10月号について
ニュースのレイアウト変更を行った。印象
が大きく変わった。
1〜3面：
「第41期販売技術者講習会」の報告
を掲載。
● 「19番ホール」
：内本浩史理事が担当。
4〜5面：
「2016年版レジャー白書」の内容を
掲載。
6面〜7面：
「YPS ゴルフデータ」、「リアルマ
ーケットレビュー2」、「中部日本支部からの
報告」を掲載。
8面：協会関連事項等を掲載。
議題 ― 2、JGGANEWS11月号編集について
1〜3面：
「第6回ジャパンゴルフインダスト
リーカップ」の報告記事を掲載。
● 「19番ホール」
：島田和夫理事が担当。
4〜5面：
「第5回西日本企業ゴルフ大会」、「第
5回中部ゴルフ関連企業対抗大会」、「フィラ
ンソロピー2016」の報告記事を掲載。
6面〜7面：
「YPS ゴルフデータ」、「リアルマ
ーケットレビュー2」、「次期模倣品対策ラベ
ルのお知らせ」を掲載。
8面：協会関連事項を掲載。
議題 ― 3、JGGANEWS12月号編集について
1〜3面：
「ジャパンゴルフフェア2017」の開
催概要を掲載予定。
● 「19番ホール」
：出井久幸理事が担当。
4面：
「インダストリーカップ、西日本企業
ゴルフ大会のアンケート結果」を掲載予定。
5面：
「市場活性化コーナー」、「大体連への
ゴルフクラブ提供の状況報告」などを掲載予
定。
6〜7面：
「YPS ゴルフデータ」、「リアルマー
ケットレビュー2」
、「共同配送の稼働状況」
などを掲載予定。
8面：協会関連事項を掲載。
議題 ― 4、その他
議題 ― 5、次回委員会の日程
平成28年11月29日（火）

第6回ジャパンゴルフフェア実行委員会
平成28年9月21日（水）
、大広プレゼンテー
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ションルームにて標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、報告事項
① PGA からツアー関連団団体共同ブース展
開の進捗報告
・JGTO、LPGA は昨年並みの内容ですすめ
ることが確認された。
②「出展申込状況｣ の報告と追加営業対策
③大広 クライアント営業への出展営業報告
④出展申込み記載内容の変更について
⑤セミナー申込み状況について
・アネックスホールに設置を予定しているセ
ミナー会場への申し込み状況について報告が
あった。
⑥フェイスブックのスケジュールについて
⑦ゴルフ場＆地域観光・物産コーナーについて
⑧主催者販売コーナーについて
⑨その他
議題 ― 2、審議事項
①メインビジュアルについて
②小委員会からの提案は以下2案
・体験型イベント
・フェア見学ツアー
議題 ― 3、次回委員会の日程
平成28年11月18日（金）

第6回活性化委員会
平成28年9月20日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、ゴルフ市場活性化の動きについて
①関連企業活動状況（ゴルマジ、楽ゴル）
②大学体育授業における業界の協力について
・GMAC との提携
大体連、PGA、GMAC が連携協定の調印。
「G ちゃれ」の開催報告
・JGGA としての協力
大体連加盟大学から授業用クラブの申し込
みについて現状報告。追加の要望に備えて、
各メーカーへのクラブ提供のお願いについて
報告。
議題 ― 2、ペアスクランブルゴルフ大会の報告
①東日本支部
7月18日（月）東我孫子 CC（千葉県我孫
子 市） に て 実 施。50組100名（ 女 性42名）
の参加。ペアの小物等を持参するルールを設
定したため、華やかで楽しさあふれる演出と
なった。購買にも結び付いた条件だと考えら
れるので次回以降も継続する。
②西日本支部
7月28日（木）よみうりゴルフ WEST コー

ス（兵庫県西宮市）にて実施。50組100名（女
性31名）参加。ペアスクランブルは需要喚
起に大きく繋がるので企業対抗の代わりにペ
アスクランブルを2回開催するという提案も
あった。
③中部日本支部
8月22日（月）緑ヶ丘 CC（愛知県名古屋市）
にて実施。80組160名の参加。カジュアルゴ
ルフの協力により多数の参加者で開催。競技
方法は前半9H のスコアによる集計。
3支部共に参加者の確保は出来た。女性の
参加率が30〜40％と大変高く、盛況だった。
議題 ― 3、PGA のゴルフ市場再活性化に向け
た改革
「ユニットシステムオールインワンパッケー
ジ」のテストマーケティングを6月から開始
したが、集客には苦戦しており費用の見直し
も行っていることが報告された。
議題 ― 4、次回委員会の日程
平成28年11月22日（火）

第5回インダストリーカップ委員会
平成28年9月20日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、第6回インダストリーカップ大会に
ついて
10月18日に茨城ゴルフ倶楽部で開催され
る同大会の参加申込状況や当日の役割分担に
ついて、詳細に話し合われた。
議題 ― 2、次回委員会の日程
平成28年11月22日（火）

変更事項
● ヤマハ株式会社

新代表者：吉田
平）

ゴルフ HS 事業推進部
信樹（旧代表者：田嶋 良

協会からのお知らせ
本年度はOFFICIAL HANDBOOK（会員名簿）
の発行は有りません。諸般の事情により名簿
の発行は役員（理事）改選年に実施することが、
昨年の理事会で提案され承認されました。従
いまして次回の発行は平成29年秋を予定して
おります。
各会員企業の情報の変更や新規会員の情報
につきましては随時 JGGA ホームページに反
映しておりますのでご参照ください。
上記内容を何卒ご理解の上ご了承ください。

