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「2017年ゴルフ新年会」開催
統一テーマでゴルフ活性化！
鈴木大地スポーツ庁長官が新春特別講演
ゴルフ 17 団体で構成される「日本ゴルフサミット
会議」は 1月18日、都内ホテルで「2017 ゴルフ新
年会」を開催。17 団体の関係者約 800名が一堂に
会した。
今年度の活動テーマは、
「ゴルフの活性化をはか
る」
、
「ゴルフ場利用税廃止を求める運動」、「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、各所で熱い意見交
換が行われた。
恒例の新春特別公演の講師を務めたのは 1988 年

ゴルフとの出会いは約40年
前。越谷のゴルフ場で、初め
てクラブを握り無我夢中でボ
ールを打っていた記憶があり
ます。高校ではラグビー部で
ハードな毎日を過ごし、大学
では「違うスポーツ」をしたいとゴルフ同好会
に入ったことが本格的にゴルフを始めるきっか
けとなりました。当時は、まさか自分がゴルフ
業界に携わるとは全く考えていませんでした。
しかし、何でものめりこむ性格なのか、ゴルフ
の魅力にどんどん惹かれて本間ゴルフに入社。

ソウル五輪 100m背泳ぎ金メダリストで、スポー
ツ庁長官の鈴木大地氏。「ゴルフはスポーツ。私
も国家公務員ですが、まずは倫理規程から“ゴル
フ”という文字を撤廃したい」 ― 。

2〜3面＝
「2017年ゴルフ新年会」開催
４～５面＝ジャパンゴルフフェア2017出展社一覧
 ７面＝関連団体のゴルフ活性化の取組み（PGS）

その後、ゴルフ用品の知識を身に付けたことで、
さらにゴルフの奥深さに惹かれていきました。
2012年に当時マーケティング本部長であった
私は、会社の方向性を大きく転換する戦略を検
討している中、自分の経験を思い出し、ゴルフ
の魅力に惹かれ向上心・探究心を持ちつづける
ゴルファーを「熱意系ゴルファー」と位置づけ、
メインターゲットとすることを決めました。
最たる熱意系ゴルファーと位置づけているト
ーナメントプロ、熱意系ゴルファーの多種多様
なニーズに応えることには新たな発見がありま
す。何よりゴルフをスポーツとして捉え、熱心

に取り組むゴルファーの姿や思想は弊社にとっ
て宝です。
私は常々、熱意系ゴルファーを増やしていく
ことがゴルフ業界の活性化に繋がると思ってい
ます。なぜなら、インフルエンサーとなる熱意
系ゴルファーの子供たちや周囲のゴルフをした
ことが無い人々にゴルフの魅力を伝えること
で、ゴルフに興味を抱く人が増えていくと信じ
ているからです。これからもこの信念を持ち、
会社をあげて全力で熱意系ゴルファーに応えつ
づけたいと思っています。
（本間ゴルフ 伊藤 康樹）
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「日本ゴルフサミット会議」

当協会も加盟するゴルフ関連17団体が行っ
た「日本ゴルフサミット会議」では、今年の
活動方針を討議し4つの活動テーマを決定し
た。以下、同会議で話し合われた内容をお届
けする。
＊
＊
＊
1．ゴルフの活性化をはかる
「昨年6月に名目 GDP600兆円の実現を目指し
て『日本再興戦略2016〜第4次産業革命に向
けて〜』が閣議決定され、有望成長市場創出
への提案の一つとして『スポーツの成長産業
化』が掲げられています。また、スポーツ庁
と経済産業省からは、2020年以降も展望した
我が国スポーツ産業活性化を目指す際の現状
の課題及び今後の方向性が『スポーツ未来開
拓会議 中間報告』として発表されています。
これらのことは、超高齢社会における豊か
な国民生活には、スポーツ実施による健康増
進と、それを支えるスポーツ産業の発展が必
要であるとの現れです。特に、実施年齢層が
ジュニアから高齢者まで広範囲であり、実施
人口約800万人を要すゴルフ界、並びにスポ
ーツ施設業の3分の1を占めるゴルフ場・練
習場を含むゴルフ関連産業の役割は重要度を
増しています。
よって、日本ゴルフサミット会議参画の17
団体は、従来の個別団体の活動に加え、『統
一テーマによるゴルフ活性化への取組み』を
」
展開していくことと致しました。
統一テーマによるゴルフ活性化への取組み
ア．ゴルフ振興の中期目標：20歳代後半から
30歳代前半のゴルフ実施率を10％強に引き上
げる。
【具体的活動方針】
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①『大学のゴルフ授業』充実に向けた産学連
携協力の推進
②「高等学校学習指導要領」の保健体育に「タ
ーゲット型球技」を要望
③地域との連携による地域密着型ゴルフ振興
④日本ゴルフサミット会議参画団体間の連携
強化
⑤ゴルフ関連企業のゴルフ振興企画を援助推進
イ．選手強化
オリンピックにおけるメダル獲得や海外メ
ジャー競技での優勝など、世界で活躍できる
選手を継続的に創出することを目的に、日本
ゴルフ協会とプロゴルフ団体が協力して、世
界水準の選手強化プログラムと専門スタッフ
によるサポート体制を構築し、地区連盟指定
強化選手、ナショナルチームメンバー、オリ
ンピック強化指定選手、ルーキープロに提供
する。
ウ．イメージアップ
国民の全てに、ゴルフの魅力や効用を理解
していただくため、情報を発信する統一活動
に着手する。初年度としての取組みは、
『日
本ゴルフサミット会議ホームページ』に下記
事項に関する学術的研究やゴルフ産業界の取
組みを掲載。
・
『ゴルフ』と『健康』
・『ゴルフ』の持つ教育的効果
・地球温暖化防止に貢献するゴルフ場の機能
・地域防災に貢献するゴルフ場
・『地域創生』の一翼を担うゴルフ産業
2．ゴルフ場利用税廃止を求める運動
「文部科学省より税制改正要望としてゴルフ
場利用税廃止が提出され、またゴルフ振興議
員連盟の支援を受けて、平成28年も廃止活
動を実施致しました。結果は、与党がまとめ
た『平成29年度税制改正大綱』に改正事項
としては取り上げられませんでしたが、大き
な成果として検討課題に初めて『ゴルフ場利
用税については、今後長期的に検討する』と
明記。廃止運動の基礎固めができ、新たな段
階に入りました。
『ゴルフ場利用税廃止運動推進本部』の組
織強化を図り、今後は、同本部を中心に『日
本ゴルフサミット会議』の参画団体が廃止運
動を展開いたします。
本税が廃止されない大きな理由は、『地方

財政への影響』
が常に挙げられます。しかし、
昨年閣議決定した『日本再興戦略2016〜第4
次産業革命に向けて〜』において、有望成長
市場創出の一つに『スポーツの成長産業化』
が提案されています。私たちは、スポーツ人
口の拡大による国民生活向上に貢献するスポ
ーツ団体、スポーツ産業の一翼を担うゴルフ
産業団体として、ゴルフ場利用税の廃止に向
けて、活動を展開します」
3．国家公務員倫理規程における「ゴルフ」
の削除
「2000年4月1日に施行された国家公務員倫
理規程で、公務員の倫理保持のためとして利
害関係者とゴルフをすることの禁止等が条文
化されました。敢えてゴルフを名指しして、
あたかも『ゴルフ＝忌むべきもの』としてい
るこの倫理規程に、私たちゴルフ関係者は断
固として反対を唱えるものです。昨年はゴル
フ議員連盟の働きかけにより、ゴルフ禁止に
ついてのアンケート調査が実施されました
が、未だ偏見と誤解が解けたとはいいがたい
状況です。今後もゴルフ場利用税廃止運動と
合わせてあらゆる機会を捉え、国家公務員倫
理規程から『ゴルフ』の3文字が削除される
よう、活動を行ってまいります」
4．暴力団等反社会勢力の排除
「私たちは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使
して経済的利益を追求する集団又は個人（い
わゆる反社会的勢力）による被害を防止する
とともに、ゴルフを健全なスポーツとして普
及していくために、あらゆる場においてこれ
らの勢力とのかかわりを持たないことを宣言
いたします。また、加盟団体はそれぞれの規
則等において反社会的勢力の排除に関する規
約規程の整備を実施し、
行動してまいります」
＊
＊
＊
以上、日本ゴルフサミット会議で話し合わ
れた2017年度の活動計画を紹介した。
「賀詞交換会」では日本ゴルフ協会の竹田恆
正会長が17団体を代表して挨拶を行い、
「今年は、ゴルフ団体全体として従来の個別
団体の活動に加え、『統一テーマによるゴル
フ活性化への取組み』を展開していきます。
4つのテーマを基に、それぞれの団体が戦術
的な課題に基づいた活動を実行に移します」
と、業界がより結果を高める年にしていく
ことを誓った。

2017 年版

創刊６年目を迎えた PCM は、これからの組み立て技術や
フィッティングの在り方を探求していきます。
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「2017年ゴルフ新年会」
ゴルフ関連17団体が主催した「2017年ゴル
フ新年会」では、1988年ソウルオリンピック
100m背泳ぎ金メダリストで、スポーツ庁長官の
鈴木大地氏が新春特別講演を行った。演題は
「スポーツの未来開拓」で、同庁が取り組むミ
ッションをはじめ、スポーツを通じた健康増
進や地域振興、経済活性化への施策など内容
は多岐にわたる。ゴルフ界への期待とは ― 。
以下より、講演内容を抜粋してお届けする。
＊
＊
＊
「スポーツ庁が発足してから1年4ヶ月が経過
しました。私どもはスポーツの価値を上げて
いくことをミッションに掲げていますが、ゴ
ルフ関連についてはさらに応援したいと考え
ています。ゴルフはスポーツなのに、なぜ国
家公務員の倫理規程で禁止されているのか？
まずはここから「撤廃」しなくてはなりません。
■ スポーツ庁の組織とミッションとは？

スポーツ庁は、スポーツ基本法の趣旨を踏
まえ、国際競技力の向上はもとより、健康増
進、地域や経済の活性化、国際交流・協力な
ど、スポーツ行政を総合的・一体的に推進す
るため、文部科学省の外局として設置された
組織です。具体的なミッションは次の5点に
集約されるでしょう。
① スポーツによる健康増進
② 我が国の国際競技力の向上
③ 我が国の国際的地位の向上
④ スポーツによる地域・経済活性化
⑤ 学校等における子どものスポーツ機会の
充実
■ スポーツを通じた健康増進

一週間に一回はスポーツをしてほしい ― 。
年代別のスポーツ実施率をみると、60〜70
歳代の方は50％を超えている一方、あまり
運動・スポーツをしていないのは、20〜30
歳代の人たちで3割を切っています。なぜ
か？ ①子育て、②仕事が忙しい、③お金が
ない、ということだと思うんですね。これら
の障壁を少しずつ取り払い、若者のスポーツ
実施率を上げていきたいと考えています。
国民医療費の推移は、年々右肩上がりを続
けており、現在年間41兆円にまで膨れ上が
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っています。これをスポーツの力で減らして
いけないだろうか？ 額が額ですので数％減
らしていけたらすごい金額になる。もっと早
く取り組んでいたら、新国立競技場もここか
ら捻出できたかもしれません（笑）
。
現在のスポーツ市場規模は約5.5兆円です
が、この10年で縮小傾向にあります。2〜3
倍の伸長を見せる欧米とは対照的で、我々は
2025年に15兆円達成の目標を掲げています。
具体的には、この収益でスポーツ環境の整備
と充実に充てていきたい。環境を整備するこ
とで、さらにスポーツ人口の拡大が望めると
思っています。
スポーツは、ただメダルを取るだけではあ
りません。健康、経済にも寄与するというこ
とを皆さんと共有し、
価値を高めていきたい。
そのためには、スポーツの魅力を伝えるこ
とが重要です。そのひとつが、運動・スポー
ツへの興味や関心を継続する取組み。無関心
層を囲い込むための予算を捻出していきます。
ズバリ、TV の前でずっと座って見ている人
たち（笑）へ「健康を維持するにはスポーツ
が大事」ということを啓蒙していきます。
■ スポーツ人口拡大に向けた官民連携プロジ

ェクト
私は、9時から18時までミッチリ働く公務
員ですが、夜も忙しくスポーツをする時間は
殆どありません。そこで考えたのが、出社時
に13階のオフィスまで登山のように駆け上る
こと（笑）
。いくら忙しい人でも、どこかに時
間はあるはず…。スポーツ庁では、忙しいビ
ジネスパーソンでも取り組めるように、官民
で連携して通勤時間や休憩時間等に運動・ス
ポーツをする習慣づくりを行っていきます。
■ 競技力強化へ向けた今後の支援方針（鈴木

プラン）
2020年東京五輪において国民は何を望ん
でいるのでしょうか？ 何の競技で何色のメ
ダルを何個取ったのか？ ロンドン大会で
は、13競技で計38個のメダルを獲得しまし
た。昨年のリオ大会はメダル計41個で史上最
高なんですが、実は僅か10競技にすぎません。
「柔道」
、
「体操」
、
「レスリング」
、
「水泳」の4
競技が大半を占めており、これからはもっと
ウイングを広げる必要がある。メダルを獲得
できる競技を増やすことが命題なのです。
その強化資金については分配方式をとって

おり、オリンピック前の2年間は「これはい
けそうかな」という競技へ資金を集中投下し
ていくことになります。今はすべての競技に
チャンスが与えられているという状況です。
日本は少子化により子供がどんどん減って
いきます。しかし、我々はこれからも競技力
を維持し、伸ばしていかないといけません。
現代では、この選手は「長距離が合ってい
る」、「短距離が苦手」という検査が民間機関
で行えます。倫理的な問題はありますが、才
能のある選手を増やして、応援していくこと
も不可欠です。
女性アスリートに対する支援は、まだまだ
ですね。女性は出産を機に力を発揮すること
が分かっています。ホルモンの関係など神秘
に包まれた部分は多くありますが、可能性を
感じています。
■ ゴルフ界への期待

スポーツ市場を拡大するにあたり、ゴルフ
は高いポテンシャルを有しています。施設業
をはじめ、クラブやウエアなどの用品産業、
ツーリズムなど周辺産業。幅広い分野と融合
できるでしょう。また、全国各地にあるゴル
フ場は地域の核となり得る。これまでとは違
う発想の具現化に期待して、スポーツ庁も応
援していきます！」
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ジャパンゴルフフェア2017 出展社一覧
※ 1月25 日現在の情報です。今回未掲載の出展社につきましては、
JGGANEWS3月号にて掲載致します。

出展社名

ブースNo.

セールスポイント

ブース No.

出展社名

(50音順・敬称略 )

セールスポイント

B22

アートレイ

HD 画質と高速110コマの当社製カメラで、シャフト・フェース面まで
鮮明に分析！

B26

coinco

C15

アールイー

ゴルフもオシャレも楽しんでいる友達が集まって始めた“ニールグ＆コー”

C27

工業用刺しゅうミシンのト 今まで難しかったゴルフバッグなどの大型バッグにも直接刺しゅうを行
ップメーカー タジマ工業 うことが出来る。

C13

アイシム医療器

腰痛・肩こり・神経痛・その他各部位の痛み等の治療を体験していた
練習場関連
だきます。
神戸ウェルネスサイエンス 音波の振動を使って身体の中までマッサージの刺激が行き届くマシンです。

C37

アウタートップ

3Dアライメント搭載パターPROFOUND
リシャフト不要ソケットSNAPCAP

D45

アクシネット ジャパン インク

タイトリストの世界観を多くのゴルファーの皆さまに“ 体感 ”をテーマに
お届けします

アザスゴルフ

今年も個性的なオーダーシューズと、新作ヘッドカバーを是非ご覧下
さい。

アズロフ／コンバース

度胆を抜く超豊富なデザインが人気のアズロフと注目のコンバースの新
アイテムが登場

D7
B12
D9

亜聖＆亚圣体育用品有限
自社工場だからこそ可能な低価格・小ロット生産に対応。
公司

D27

有賀園ゴルフ

話題のゴルフウェア2017新作発表＆飛びの韋駄天ボール！

D30

育興國際有限公司

・DAT55G + 鎢高球界最強騎新科技 . 推力梯ターン払い面球增加控
球穩定正旋

B31

ウィルトラスト

美容成分がギュッと詰まった洗顔石鹸と保湿パックで、ゴルフ後のお肌
にアプローチ

D38

STM

グリップ革命！飛びを変える異硬度2層構造、STM 初パターグリップ目
玉商品

D22

エテルノ

自社オリジナルブランドRockonの紹介、販売を行っております！

FST Japan

世界のトッププロ達が使用するKBSシャフトの新商品を発表します。

D54

大橋金属工芸

新製品のキャラクターゴルフアクセサリーと新ブランドの高級な表彰品
を出展します。

B15

オノフ

フルモデルチェンジとなる黒シリーズのクラブや2017年モデルの用品・ウェア

C23

オリエンタルシューズ

日本製のクラシックゴルフシューズ「LUVGO」を展開しております。

オリムピック

DERAMAXシリーズから新製品登場！武市プロのトークショー＆セミ
ナーも開催。

D3

D1

練習場関連
加圧ゴルフ推進機構
コーナー

加圧ゴルフは身体の柔軟性、筋力、障害が短時間で改善される効果が
期待できます。

B5

カイドゴルフ

CAIDOブランドの2017年度新商品の展示及びクラブの試打を通じた
良さの実感

D12

カタナゴルフ

2017年モデル “VOLTiO NINJA”自己最大の「飛び」を実現します！

C14

ガレリア

ユニークで実用的なゴルフグッズ、アクセサリーに特化した商品構成。

B40

北側物産 PROTEC事業部

ワーナー・ブラザース・ブルーティーゴルフなどのライセンス ゴルフ用
品の企画・販売

D40

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。

D29

久我修一
ゴルフアーティスト

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演を
行います。

B20

グラファイトデザイン

2017モデル FW 専用 TOUR AD Fシリーズと新ブランド秩父を出展

C31

クラフトマン スポーツ

Only For The Best Golf Head Cover!

B28

景品パーク ディースタイル

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「パネもく」
のご紹介です。

EVA GOLFの販売、オリジナル品の製作、ゴルフ用品以外の商品も取
り扱います。

コーナー

D32
D6

C9

興和インターナショナル
コカジ
国際スポーツ振興協
会（ISPS）／日本ブ
ラインドゴルフ振興協会
（JBGA）／ミスズ

快適なゴルフのための特許・機能素材を使用した帽子を多数展示
OEM 生産致します。
プロによるパターレッスンで大人も子供も楽しめる体験型ブース、ゴル
フ発祥のセント&リュース公式時計を務めるヤーマン＆ストゥービの高
級スイス時計

ココミィ 合資会社

Hand madeで丁寧に製作した、お洒落で大胆ハイクオリティーなゴ
ルフ用品

練習場関連
コスモ・イーシー
コーナー

成田にあるゴルフ場「キャスコ花葉 CLUB」、多彩な63ホールをお楽
しみ下さい。

B30

C24

ゴルフ用品界社

C21

Golf SMS

オリジナルデザインの商品で1点からオーダーが可能。ホームページを
見てください。

C18

Golfzon Retail Co., Ltd.

最新鋭レーザー測定器：Fair WayのMagic-Slope 機能と グリー
ンの傾斜角測定で正確な距離を！

C10

ゴルフダイジェスト社

ゴルフダイジェストが手掛けるWEBマガジンの紹介。体験型ブースを
お楽しみ下さい。

B44

ゴルフミッションネットワ
ーク

最新鋭のスイング撮影機・シミュレーターの発表と室内開業支援＆FC
事業

練習場関連
ゴルフリンクス
コーナー

B9

コンフォート・ゴトウ

『月刊ゴルフ用品界』無料配布及び定期購読のお申込みを承ります。

ロールインボール集球機シリーズを展示、実演いたします。
日本製オーダーメイドゴルフシューズとゴルフクラブ専用グラフィックス
キンのご紹介

練習場関連 サイパンラオラオベイゴル 4ホール連続海沿いコ－スのイ－スト、広く池の多い戦略的なウエスト
コーナー フ＆リゾ－ト東京案内所
にチャレンジ！

B17
B3

サソーグラインドスポーツ

トンボの羽根理論で空気抵抗を大幅低減。ボールは飛ぶ。クラブは順
しなりで飛ばす。

ジースリー

フルモデルチェンジとなるジースリー・シグネチャーシリーズのクラブ
や用品

D36

ジオテックゴルフコンポー
つかまり系直進ドライバー「GT 617」の発表となります。
ネント

D17

ジョイライフ

C8

スノービー･インターナシ
SNOWBEE GOLF
ョナル ･コーポレーション

練習場関連
スポーツマインド
コーナー

B43

スリーディ

練習場関連
創機工業
コーナー

D31
D5

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イン
ソール

電飾とセンサーを使ったフェアウェイ備品、高演色 LED 投光器、動的
ストレッチ器具
スーパーシミュレーションゴルフの誕生です！生きたゴルフ場をご堪能
下さい！
練習場用ボール排除装置「クリーンダー」のパイオニア、「LEDヤー
デージ」等紹介

ソフト技研

ゴルフ場関係者様必見★スタッフサービスロボットを展示！一般の方も
ご体験頂けます！

タイ国政府観光庁

首都バンコクの近郊を中心として国内におよそ270カ所以上のゴルフコ
ースがある。
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セールスポイント

ブース No.

出展社名

セールスポイント

ヒルトン・グランド・バケ
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。
ーションズ

ダイヤコーポレーション

小物、練習器、USPGAやSAVOYなどの取扱いブランドアイテムの展示

D4

C34

タステック

誰でも簡単・安全に毎日1分から始める全身ストレッチ＆逆立ち健康法

D43

ピンゴルフジャパン

PINGクラブの試打等の体験型ブース。ぜひPINGブースへお越し下さい。

B18

ダンロップスポーツ

今春の新製品を中心に各ブランド商品を展示。
ントも充実。

来場者向け体感イベ

D39

ファイテン

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。

D51

済州特別自治道観光協会

ゴルフの天国済州道の優秀なゴルフ場の紹介と済州へのゴルフ観光客
誘致

C17

VIPグローバル

5分の使用で1万歩分の歩行刺激を与える為、全身の血行促進効果が
あります。

B11

China DZ Golf

B24

フィールズパートナーズ

スイング中のムダな動きを改善するための2つのオリジナル練習器具を
ご紹介します。

B32

ＤＭＭＰデザイン

パッティングの距離感をサポートする最新パター／テークバック量瞬時
計測の実演と販売

B1

B42

デザインチューニング

今までにない次世代のカーボンシャフト「デザインチューニングメビウ
ス」新登場！

D41

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

B19

デサント

デサントの全ゴルフブランドが一体となって総力戦を仕掛け市場を盛り
上げていきます。

D42

藤倉ゴム工業

Fujikura独自のテクノロジーが搭載されたシャフトの性能をご体感ください。

トゥモローカレッジ

スイングバランスや体幹を整える“ バランスオーバーシューズ ”、初公
開！！

D55

富士通関西中部ネットテック

非接触センサーで取得したゴルフフォームを、リアルタイムで解析・ア
ドバイスします。

B27

東洋レーベル

蒔絵転写シールは金粉・金箔等を用いた他には無い立体的で高級感の
あるシールです。

B16

フライトスコープジャパン 3D Doppler tracking radar for golf

B10

トップ貿易

素材にこだわる博多発のブランド「HOMMON」が、ラグジュアリー
ベルトを発表

C16

东莞市恩华运动用品有限
上質な素材と高い技術で仕上げしてゴルフグッズを提供します。
公司

C33

東莞金星運動器材有限会社

D34

東莞市耀宇塑料五金制品
ゴルフバックの口枠、ボトム、ハンドル、スタンドなど金属パーツ
有限公司

B37

二木ゴルフ

次のスコッティキャメロン「タイソン・ラム」パターの世界を展示。

C19

ニッケントゴルフコリア

ニッケントゴルフコリアが新製品を
評価することができる機会を提供しています。

D25

日悌

CEREBROは刺繍アートに拘ったキャディバック
LUBBAはソールに特徴あり

日本シャフト

D8

A5

練習場関連
日本シー・エー・ディー
コーナー

ゴルフ用品の企画．開発．製造の豊富な経験を活かし, 高品質で安定
の製品を生産します

B7
B23
A2
C20

フォーサイトスポーツジャ 最新の技術とふんだんな経験を生かした新製品 GCQuadの展示＋商
パン
品説明

フラッグ

バッバ・ワトソン使用 Volvik ボール他、KBSシャフト、ロイヤルグリッ
プを紹介

BRANCO

ゴルフ専用家具＜BRANCO＞新製品キャディバッグを含む全ラインナ
ップを展示！

ブリヂストンスポーツ

「Bridgestone Golf」「TOUR B」の世界を是非体感ください！

BLOCKGOLF Co.,Ltd.

たった一つの、自分だけのパター

C5

ベノック

フルオーダーからカスタムメイドまで全てのゴルファーに合うパターが
ここに有ります

D13

マインド

スーパーマリオ、仮面ライダー、ウルトラマン等のゴルフアイテムを特
別価格で販売。

MATRO Co., Ltd.

Matro's production technology

D28

松岡手袋

素材と快適さにポイントを絞ったゴルフグローブを新紹介。

総合シャフトメーカーならではのトータルシャフトセッティングを見つけ
てみて下さい！

D24

マニューバーライン

新作 Callaway 距離測定器及び練習器具など

チェイン式コンベア、新型操作タワー、新型ボールベンダー

D15

みえゴルフツーリズム推進
GOLF DESTINATION MIE。三重から始まる新しいゴルフライフ。
協会

C3

A4

ミズノ

クラブ・シューズフィッティングの体感ブースを設置。是非ご体感下さい。

B8

メルシー

日本製フットケア機器「DXトレーナー」の無料体感ブース。

B36

ヤマト徽章

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お
任せ下さい。

C30

ヤマト

身体のすみずみまで使用出来コリや疲れを軽減してくれる高機能機種と
なっております。

B14

日本トリム

おいしい＋胃腸にいい水 日本トリムの電解水素水整水器のご紹介です。

D20

日本フェィウィック

最新のテクノロジーを駆使したGolf Prideグリップ新商品紹介

D37

ニューアート・クレイジー 新商品の超軽量シャフト発表 プロキャディーバック発表

D33

NOUEN

レッスンプロ向けの支援パックや企業向けオフィスサービスで、
「困っ
た」を解決します

B29

ノースショア

ゴルフを快適に楽しむためのファッション＆アフターケアグッズ。

D49

BURNEXTREME

OUR MAIN FOCUS ON HEAD COVER AND GLOVES

D11

BUZZ GOLF（バズゴルフ）特集企画が盛り沢山のBUZZ GOLF (バズゴルフ)合併号が会場をジャック！

B38

PUTTIST INC

New putting platform, 15m can be in 1.5m

B25

HARAKEN

“ 打ち易さ、価格、所有感 ” 多くのアマチュアゴルファーの欲求を満た
す物作り

D23

阪神交易／ブッシュネルゴ
体感、2017最新ラインアップ。レーザー距離計ピンシーカー。
ルフ

C6

レザックス

セ・パ両リーグプロ野球球団ゴルフグッズが新発売！自社新商品にも
注目！

D16

ピレッティ ジャパン

D2

ＹＫＹ

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場
をトータルサポート

米国本社より創業者兼デザイナーのマイク・ジョンソンが来場！

練習場関連
【会員募集】都心から最も近い上質なリゾートコース。
湯河原カンツリー倶楽部
コーナー
個人正会員60万円（税別）

ユニバーサルゴルフ社

ゴルフクラブやゴルフ用品、パーツのことなら業界随一の情報網を持っ
ています。

ヨネックス

Royal EZONE、プロ使用のグラファイトハイブリッド鍛造アイアンなど
を紹介

B13

ライト

BIIONシューズ、スパルティーナをブースで販売致します。

D18

リーダーメディアテクノ／ メタルボールによるピラミッド展示、プレミアム3ピースボールのコスト
飛衛門
パフォーマンス

B35
A3
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＝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。

12 月 1日〜 12 月 31日

（コメント：三石茂樹）

武庫女 Gちゃれ
一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会
関西地区Ｇちゃれ推進担当 谷 光高
（有馬カンツリー倶楽部・新有馬開発（株）代表取締役）

「各カテゴリー共ランキングに大きな変動はあり
ませんが、来春の新製品発売を控えたマークダ
ウン品の動きが活発になっているのが特徴です。
具体的には、ドライバー市場におけるテーラー
メイド『M2 シリーズ』
、ボール市場におけるタ
イトリスト『プロ V1 シリーズ（2015）
』など。
しかしながら需要環境は非常に厳しく、各カテ
ゴリーとも数量ベースで前年実績、前々年実績
を大きく割り込んでいるのが実情です」

ドライバー3位＝ M2
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

917 D2

チタン

アクシネット

2

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

3

M2 SERIES

チタン

テーラーメイド

3

917 F2

アクシネット

4

917 D3

チタン

アクシネット

4

XR 16 FW

キャロウェイ

5

inpres UD+2（2016）

チタン

ヤマハ

5

inpres UD+2 FW（2016） ヤマハ

順位

1
2

IRON BEST５
XXIO9
inpres UD+2 IRON
（2016）

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５
Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

メーカー名

カーボン

ダンロップスポーツ

1

カーボン

ヤマハ

2

VOKEY SM6 SERIES

アクシネット

ダンロップスポーツ

3

Steelhead XR N.S. PRO スチール

キャロウェイ

3

DJ-22

フォーティーン

4

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDYFORGED（2016）

キャロウェイ

5

XXIO 9 N.S. PRO

スチール

ダンロップスポーツ

5

VOKEY COLD FORGED
SERIES（2015）

アクシネット

構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

キャロウェイ

順位

BALL BEST５

メーカー名

1

3ピース /
PRO V1 SERIES（2015）
４ピース

アクシネット

1

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

2

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

2

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ

3

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

3

CADENCE TR SERIES

ピン

4

HVC SERIES

２ピース

アクシネット

4

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

２ピース

ダンロップスポーツ

5

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

キャロウェイ

2016年12月26日、有馬カンツリー倶楽部
で武庫川女子大学体育ゴルフ授業とのコラボ
『武庫女 G ちゃれ』を開催しました。G ちゃ
れは過去5回すべて東京八王子で行われてお
り、『武庫女 G ちゃれ』は初の地方開催です。
当日は生憎の小雨でしたが、16名の女子
学生が集ってくれました。ゴルフ業界関係者、
他大学のゴルフ授業担当教員など総勢30名
が見学者として来場し、『G ちゃれ』に対す
る注目の高さを改めて実感しました。
参加する学生全員が、ゴルフ場に来るのは
初めてとのこと。そこで、当倶楽部理事の大
迫たつ子プロをはじめとするゴルフ場従業員
総出で完璧なバックアップ体制を整えました。
午前中にガイダンスと練習場でのステーシ
ョンレッスン。昼食をはさんでからコースラウ
ンドというカリキュラム。コースラウンドは一
般ゴルファーが終わった後のコースを利用し、
2時間という時間制限だけを設けて学生が楽し
めるプレーペースを尊重しました。結果として
進んだホールは4ホールでしたが、ナイスショ
ット!やナイスイン!も多く、学生が楽しくはし
ゃいでいたのが印象的でした。一番の成果は、
最後のミーティングで「とても楽しかった。ま
たゴルフ場に来られるように練習したい」とい
う意見が多くあったことでした。
今の時代、新しいゴルファーを創造するた
めには「練習して上手くなってからコースに
行こう」では通用しないでしょう。これから
は、G ちゃれなどを通じて「まずはコースで
ゴルフ体験」、そしてその楽しい思い出をき
っかけにゴルフを始めるというプロセスを推
進していきたいと考えています。
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関係団体との連携強化が組織発展のカギ
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会

最大の事業は「競技会の開催」
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
（以下、PGS）は、1962( 昭和37) 年にゴルフ
の普及・振興を目的に設立された団体であ
る。最大の事業は「競技会の開催」と「JGA/
USGA ハンディキャップインデックスの普
及」の二本柱で、ここに軸足を置いて活動
しており、全国のアマチュアゴルファーに
数多くのプレー機会を提供することで、ゴ
ルフの更なる発展に寄与している。平成28
年度はスクラッチ競技、アンダーハンディ
競技等で約3万人の参加を得た。
かつてはパブリックあるいはセミパブリ
ックであることが加盟の条件だったが、平
成22年に公益社団法人の認定を受けて以降
その条件をなくし、協会の事業目的に賛同
していただける個人や団体の入会を可能と
した。現在は、全国の約80のゴルフ場、約
10の賛助会員の協力の下で運営している。
深刻な参加人数減少で規模が6割に縮小
ゴルフ人口の減少が叫ばれて久しいが、
PGS 主催競技の参加者も減少の一途を辿り、
メイン競技の「パ選」は、平成20年度の約1
万人をピークに、平成28年度には約4,500人
と半減。選手権競技全体で見ても、1万9千
人から1万2千人にまで減少し、規模は6割に
縮小してしまった。
重要な収入源である競技参加料の大幅減
は組織運営に大きな影響を及ぼし、この状
況が続けば協会の存続が危ぶまれるところ
まで来ている。ゴルフ界全体でも活性化対
策として様々な取り組みが行われているな
か、PGS は生き残りを賭け、何を守り何を
変えるのか。取り組むべき課題は山積して
いる。
開催会場拡大に向けた NGK との連携
現状を打開するために、まず私たち PGS
が取り組んだのは、他団体との連携強化で
ある。PGS の選手権競技はすべてのアマチ

ュアゴルファーを対象にしている一方で、
競技会開催コースを加盟のパブリックゴル
フ場にほぼ限定してきた。この限定を外し
全国2,300余のゴルフ場での開催を究極の目
標におき、真の意味での全アマチュアゴル
ファーのための大会に成長させたい。これ
を実現するためには、組織内の取り組みだ
けでは足りず、関係団体の協力が不可欠と
なる。
民間では、M&A（合併・買収）で企業が
生 き 残 り を 図 る 時 代。 ゴ ル フ 業 界 で も、
M&A とはいかないまでも事業で連携するこ
とはできるのではないかと、平成28年夏に
一般社団法人日本ゴルフ場経営者団体
（NGK）との意見交換会を実施。双方の幹部
がこのような公式な話し合いの場を持つの
はほぼ初めての試みだった。
ここで、PGSは選手権競技の開催コース拡
大に欠かせない NGK の協力を取り付けるこ
とに成功した。これまで、PGS 加盟コースの
みとしてきた主催競技を組織外で開催する
ことに対して内部では慎重論も出たが、原
則として加盟コース不在県での協力を要請
することで組織の了承を得ることができた。
「パブリック」からの脱却
次に手を付けたのは、競技会名称の変更
である。これまで、“ パ選 ” の愛称で半世紀
にわたり親しまれてきた PGS 選手権競技だ
が、「パブリック」という文言が限定的な印
象を与えてしまい、開催会場をメンバーコ
ースにも拡大していくにはどうしても違和
感がある。そこで、「パブリック」を外し、
会員権の有無に関わらず、すべてのアマチ
ュアゴルファーのための大会に成長させる
ために「全日本アマチュアゴルファーズ選
手権」に変更することとした。
こうして、平成29年度より試験的に一部
の NGK 加盟コースやその他会員制コースで
の PGS 主催競技の開催が実現することとな
った。これを足掛かりに、今後の更なる開
催会場の拡大を目指し、競技参加者の減少
に歯止めをかけたい。

JGRA、JGA との一歩踏み込んだ連携
この他、公益社団法人全日本ゴルフ練習
場連盟 (JGRA) とは、平成27年度より「PGS
ドリーム・エイジゴルフ大会」で連携を取
っている。この競技は65歳以上の男子、60
歳以上の女子を対象に開催している年齢ハ
ンディキャップを採用したユニークなもの。
JGRA 加盟のゴルフ練習場を通じた集客で協
力を得ている。
また公益財団法人日本ゴルフ協会 (JGA) と
は、平成28年夏に開催された「スポーツ庁
長官杯第1回ゴルフフェスタ全国大会」で連
携することとなった。これは、PGS が一足
早く平成26年夏のゴルフウィーク企画の一
環で、スロープレート方式を採用した複数
コースによる同一大会を開催した実績から
JGA に協力を求められたことで “ 共催 ” が実
現したもの。全国287コースで3,922人が参
加する大きなイベントを JGA と共催できた
ことは、PGS にとっても大変有意義だった。
今後も様々な団体と積極的に連携を
PGS は少しずつだが変わろうとしている。
小さな組織ではあるが、ゴルフ人口の底辺
を支えているという自負を持っている。ゴ
ルフ人口の減少という逆境に屈せず、すべ
てのアマチュアゴルファーのための組織に
なるべく、私たち PGS ができることは何か、
模索は続く。一つひとつの組織では不可能
なことでも、業界でスクラムを組めば実現
できることもあるだろう。今後も様々な団
体との連携に積極的に取り組んでいきたい。

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
昭和 37 年 5 月に関東パブリック協会を設立。2 年後には
全国組織に拡大し、日本パブリックゴルフ協会に名称変更
した。平成 6 年の社団法人認可を経て、平成 22 年 3 月
には、スポーツ団体第 1 号として公益社団法人の認定を受
けた。設立以来 50 余年にわたり生涯スポーツであるゴル
フの普及振興を目的に活動している。平成 28 年 12 月現在、
正会員 84 コース、賛助会員 11 社

（ 8 ）平成29年2月1日発行

第411号（毎月1日発行）

協会関連事項
広報委員会
平成28年12月27日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 -1、JGGANEWS1月号について
1〜3面：
「年頭所感」を掲載。
● 「19番ホール」
：北川元洋理事が担当。
4面：「ゴルフ場利用税の課税状況から見た
ゴルフ場数、利用者数（NGK 調べ）
」を掲載。
5面：
「製造渉外委員会報告」を掲載。
6〜7面：「YPS ゴルフデータ」、
「関連団体の
ゴルフ活性化の取り組み（NGK）」を掲載。
8面：「協会関連事項」
、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題 -2、JGGANEWS2月号編集について
1〜3面：
「2017年ゴルフ新年会」を掲載。
● 「19番ホール」
：伊藤康樹理事が担当。
4〜5面：
「ジャパンゴルフフェア2017出展社
一覧」を掲載。
6〜7面：「YPS ゴルフデータ」、
「武庫女 G ち
ゃれ」開催報告、
「関連団体のゴルフ活性化
の取り組み（PGS）」を掲載。
8面：
「協会関連事項」
、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題 -3、JGGANEWS3月号について
1〜3面：「2017年 PGA マーチャンダイズショ
ー開催レポート」を掲載予定。
● 「19番ホール」
：森田史夫理事が担当。
4〜5面：
「ジャパンゴルフフェア2017直前情
報」を掲載予定。
6〜7面：「YPS ゴルフデータ」、「市場活性化
コーナー
（ゴルマジ、
楽ゴルの利用状況）
」、
「関
連団体のゴルフ活性化の取組み（JGRA）」な
どを掲載予定。
8面：
「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載予定。
議題 -4、次回委員会の日程
平成29年2月24日（金）

第 9 回ジャパンゴルフフェア実行委員会
平成28年12月20日（火）、ダンロップスポ
ーツマーケティング会議室にて標記の委員会

業界女子
vol.2
今までのゴルフ業界の常識にと
らわれず、新たな礎となれるよ
う、楽しみながら失敗を恐れず、
チャレンジして欲しい人財です。

（二木ゴルフ高崎店・小林店長）

二木ゴルフ高崎店

澤 鈴加さん

を開催した。
議題 -1、報告事項
① コスト削減に向けた施策について
② 最新の出展申込状況報告
・出展社数は昨年並みだが、コマ数的には A
で大きく減少している。
③ ツアー4団体の展開についての進捗報告
④ JGRA からの出展申込の状況報告
⑤ 今後のスケジュールのポイント
・ WEB プレスルームは2月上旬にオープン。
⑥ 進行中企画について
(a) 神奈川県ゴルフ協会との協力について
(b)JGF 販売コーナーについて
・二木ゴルフと有賀園ゴルフの2社で展開す
ることとなった。
(c)KIDS 用ゲームコーナー企画について
(d) ゴルフ場プレー招待企画について
(e) 総合試打コーナーについて
議題 -2、次回委員会の日程
平成29年2月21日（火）

「ゴルフ用品セミナー」開催のご案内
ジャパンゴルフフェア2017にてゴルフ用
品セミナーを開催いたします。
■ 講演概要：世界のゴルフ用品市場規模推移
（2014年〜2016年見込）とその傾向
・ 主要国の市場規模推移とその動向、今後
の市場成長に向けた課題について
(1) 米国市場
(2) 欧州市場
(3) アジア市場
■ 日時：平成29年3月24日 ( 金 )
12：00 〜13：00
■会場：パシフィコ横浜アネックスホールF206
■ 講演者：トム・スタイン（ゴルフデータテ
ック社）、ジョン・クルジノウェック（ゴル
フデータテック社）
、フィル・バーナード
（ゴ
ルフデータテック社）、三石 茂樹（矢野経
済研究所）
■ 受講対象：ゴルフ用品協会の会員、一般ユ
ーザー
■ 参加費：会員 無料／非会員 1名1000円
■申込締切：平成29年3月15日(水) (定員80名)

「R&A 用具規則フォーラム」開催のご案内
ジャパンゴルフフェア2017の視察のため

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A. 幼少期より父の影響で、色々なスポーツを行
なっておりましたが、その中で一番夢中になった
スポーツがゴルフでした。学生時代は、プロゴ
ルファーを目指しておりましたが、短大時に行な
っていた接客業のアルバイトをきっかけに、販売
業に就きたいと思うようになり、これまでに経験
してきた事を活かせる仕事に就きたいと思い、
ゴルフ業界に入りました。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A. 担当部署のクラブコーナーの売り場管理やお
客様対応では、ウエアのコーディネート提案は
勿論、クラブフィッティング、パターフィッティン
グ等も行なっております。

に来日する R&A 規則関係者各位によるフォ
ーラムを開催いたします。
■ 講演概要：(1)Update on R&Aʼs new testing
facility, Allan Robertson House〜R&A 新テス
トセンター（アランロバートソンハウス）に
ついて〜
(2)General review of the process for submissions
〜用具審査手続きについての一般評価〜
(3)Current issues〜現在の諸問題〜
■ 日時：平成29年3月25日 ( 土 )
13：00 〜14：00
■会場：パシフィコ横浜アネックスホールF204
■ 講演者：スティーブ・オットー博士（R&A
エキップメントスタンダードディレクター、
チーフテクノロジーオフィサー）
■ 受講対象：ゴルフ用具製造・卸・小売関係者
■ 参加費：会員 無料／非会員 1名2000円
■ 申 込 締 切： 平 成29年3月15日 ( 水 ) ( 定 員
100名 )

「模倣品対策セミナー」開催のご案内
ジャパンゴルフフェア2017にて一般ユー
ザーの皆様及びゴルフ用品業界の皆様に向け
た「模倣品対策セミナー」を開催いたします。
今後の模倣品対策に活かして頂きたくご案内
申し上げます。
■ 講演概要：(1) 模倣品の現状と傾向
(2) 模倣品販売の違法行為
(3) 模倣品に対する注意点
(4) 模倣品被害の対処法
■ 日時：平成29年3月24日 ( 金 )
13：30 〜14：30
■会場：パシフィコ横浜アネックスホールF206
■ 講演者：越本 幸秀（経済産業省製造産業
局模倣品対策室 室長補佐）
■ 受講対象：一般ユーザー、ゴルフ用品業界、
ゴルフ関連団体、ゴルフ関連メディア
■ 参加費：無料
■ 申込締切：平成29年3月15日(水) (定員80名)

※「ゴルフ用品セミナー」、「R&A 用具規則
フォーラム」、「模倣品対策セミナー」に関す
るお問合せ先
一般社団法人 日本ゴルフ用品協会
担当：蓋（キヌガサ）・北川
Tel：03-3832-8589／e-mail：info@jgga.or.jp

Q.年間のラウンド数は？
A. 約30ラウンドです。店舗スタッフやお客様と
もゴルフに行かせて頂いております。又、県内
競技にも参加しております。
Q.今積極的に取り組んでいる事はなんですか？
A.「女性スタッフがクラブフィッティングをする」
というイメージが、お客様にまだまだ浸透してい
ないので、お客様に良い印象を与えられるフィッ
ターになれるように、クラブやフィッティングの
勉強をしております。
Q.ゴルフ界で働く女性へのメッセージを。
A.「女性がゴルフをする」ってかっこ良くないで
すか？私達が沢山ゴルフをして、周りの方に「楽
しさ」をアピールしていきましょう！

