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フィッティングでのゴルフ市場活性化
最先端はデジタル機器の活用!?

ゴルフクラブ販売で、
クラブメーカー各社が注力して

舗も増加し、弾道、スイングの見える化も台頭してい

いるフィッティング販売。多くのゴルフショップで活用

る。そのフィッティング販売の現状と未来は？

されており、
ゴルファーへ最適なゴルフクラブを提供
するだけではなく、数多く発売されるモデルの中で
一般消費者がクラブを選ぶ際に分かり易く、顧客満
足度の向上にも貢献。一方で、商品サイクルが短期
化している昨今、マークダウン商品と一線を画して、
販売価格の維持、値引き競争への防止策として機
能している。
さらに、最新デジタル機器を導入する店

子供が小学校へ入学し数ヶ
月、毎日すくすくと成長して
いく。学校での集団生活を通
じ、毎日が新鮮な経験のよう
で楽しそうに話をしてくれ
る。その陰で学校の先生方は
試行錯誤、
手を変え品を変え、
あの手この手で
子供たちを教えてくれています。まったく頭
が下がる思いで、先生方のご苦労は大変なも
のだと感じます。教えるという事は情熱と根
気が必要で、
もちろんの事、
知識や経験が大切
ですし、教えたい事を伝える事の難しさとも

4面＝ 市場活性化コーナー
6面＝ペア・スクランブルゴルフ大会開催報告
7面＝
「でかカップゴルフ：ゴルフの楽しさを伝えたい」

どかしさは自分自身も感じます。
入社当初はゴルフのゴの字も知らずに毎日必
死に仕事を覚えました。ゴルフにまつわる事
のすべてが知りたくてたくさんの方々から教
えをいただきました。今40歳を過ぎ、今まで
学んできた事を活かし、スタッフとの共有を
図り、さらにはお互いに成長感を感じられる
ような環境を作り続けていきたいです。
ゴルファーのみならずゴルフに興味があるけど
もまだ始めていない方にも、
楽しさを知って頂
けるように、
我々が学んできた事を形にしてサ
ービスとして提供していく事が重要ですし、
こ

れからも変わり行く環境へ対応すべく、
私自身
が育ち、
スタッフを育て、
ゴルフ業界で従事され
るかたがたと共有していきたいと思います。
どんなに時代が変化していっても、
ゴルファー
我々が追い続
のニーズが多様化していっても、
ける目標は
『ゴルファーを楽しませる』ことで
あることに変化はありません。
ゴルファーを楽
しませ、
ゴルファーを増やすことによってゴル
フ業界に携わる人々が幸せになるためには、
も
っと学びが必要であり、
ゴルファーのために学
び続ける環境を創りあげたいです。
（株式会社二木ゴルフ 二木一成）
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ゴルフクラブのフィッティング販売は周知
の通り、
メーカー、
流通の両者が近年最も注力
している販売手法として、発売されている製
品の中からゴルファー個々に最適なゴルフク
ラブを提供している。ゴルフクラブメーカー
は、それぞれ独自のフィッティングシステム
を構築し、そしてゴルファーそれぞれに最適
なゴルフクラブを提供するため、ゴルファー
個々に合わせたモデルの選択、長さやライ角
などをはじめ、提供できるカスタムシャフト
のバリエーションを充実させているのが現状
である。
カスタムシャフトのバリエーションの増加
はゴルファーに大きな選択肢を与えており、
加えて、ゴルフクラブを販売する流通では各
メーカーの公認フィッターも増加傾向にあ
り、
クラブに対する知識が高いゴルファー、
競
技ゴルファーだけではなく、初心者などが気
軽に相談できる土壌ができつつある。
一方で、
その選択肢の多さから、
ゴルファー
「何
にとっては「何を購入すれば良いのか？」
が合うのか、分からない」というのが実情だ。
その「何を購入すれば良いのか？」
「何が合う
のか？」を販売の現場で解決しているのがフ
ィッティング販売だと言えるだろう。
そのフィッティング販売は、メーカーの全
売上に占める割合も年々増加傾向にあり、一
部のクラブメーカーでは3割を超えるゴルフ
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メーカーも存在している。そして何より、ゴル
ファーに最適なクラブを提供するという意味
では、顧客満足の向上に寄与し、値段交渉の抑
制にも繋がっているといわれる。
先頃矢野経済研究所が発刊した「2017年度
（調査期間2017年1 〜 3
番スポーツ産業白書」
月、対象企業スポーツ関連450社）のゴルフ市
場調査では、ゴルフ用品の出荷金額は昨対微
減、本数ベースでほぼ全てのカテゴリーで大
幅減が見込まれた。しかし、ほほ全カテゴリー
で平均単価が上昇しており、その主因は「マー
クダウン品の販売数量減」と「商品の値上げ」
とされている。加えて、その「商品の値上げ」
の一因と推測されるのが、近年、メーカー、流
通ともに注力しているフィッティング販売で
の単価上昇と、フィッティングによる顧客満
足度の向上なのだという。
そのようなフィッティング販売はメーカー
各社、流通各所で上記のような大きな役割を
果たしながら、近年ではデジタル機器の導入
によって、クラブ挙動やスイング、弾道の見え
る化が推進され、一般ゴルファーがクラブを
購入する際に、選択の判断基準がより明確に
なっている。
弾道計測を例に挙げても、これらの機器は
より進歩して正確な数値が得やすくなったこ
とや、導入しやすい価格になったことが理由
である。海外メーカーで、レーダーによる弾道

解析の分野をリードするのがトラックマンと
フライトスコープなどだが、
「クラブ購入者の実に9割が弾道計測をして
おり、『トラックマンで打たせてほしい』と
測定の指名があるほどです。プロの使用で正
確な数値が得られるという評判が定着し、計
測結果で売れ行きが決まるほどです」
（ヴィ
クトリアゴルフ五反田店・石川尚氏）
きめ細かいサービスを提供して、個々のゴ
ルファーに対する最適仕様を導きだすことが
フィッティングの第一の目的。しかしながら、
最適仕様だとするひとつの判断基準が高いパ
フォーマンス、つまり高い飛距離性能を発揮
できるクラブだということだろう。
このようなデジタル解析機の導入は、流通
各所で顕在化している。最大大手のアルペン
は、ゴルフ5で201店舗、これにスポーツデポ、
アルペンのゴルフ売場を合わせ計215店舗に
対して634台の計測器を設置している。フィ
ッターの充実も図られており、社内認定制度
の資格を持つヘッドクラフトマンが239名、
A級56名、B級96名でゴルファーへ対応して
いる。
一方、二木ゴルフでは販売員にメーカーが
認定するフィッター資格（ピン181名、ミズノ
158名）を取らせ、クラブメーカーの構築した
フィッティングシステムを活用している。
2002年に『サイエンスアイ』
（ブリヂストンス
ポーツ）、2006年に『デジタルインパクトワ
ールド』
（ダンロップスポーツ）を皮切りに、
現在ではディテクトの『プレシオ』、プロギア
の『レッド・アイズ・ロボ』を全49店舗中21店
舗に完備して、弾道測定とインパクトデータ
をフィッティング販売に活用している。
また、ヴィクトリアでもミズノの『シャフト
オプティマイザー』をシャフトフィッティン
グに活用し、スイング分析と弾道計測を連動
したプログラムを構築している。同社は都内
の店舗に弾道計測器『トラックマン』と『レッ
ド・アイズ・ロボ』を導入しており、今後は地
方でも水平展開していくが、スイング分析に
は『Mトレーサー』
（エプソン販売）、弾道計測
器は『トラックマン』をメインとしたプログ
ラムが中心になる。
関東を中心に20店舗を添加する有賀園ゴ
ルフもメーカーの認定資格をもつフィッター
80名、社内フィッター 120名有するが、デジ
タルフィッティングには積極的で、全店全打
席に計60台の計測器を導入している。
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このような流れは、大手の量販チェーンだ
けではなく、地域の有力店にも見られる現象
で大阪、
兵庫に5店舗を構える第一ゴルフは、
「フィッティング希望者が多く来店していま
す」
とし、同店ではプロギアとブリヂストンス
ポーツの計測器がフィッティング販売で活躍
している。
これらの計測機器の導入によって顕著に表
れているのが、クラブの販売単価が上昇して
いることだろう。
「当社はパター販売で、ピンの
『iPINGパターフ
ィッティング』を使っていますが、
導入後は確
実に売価が上がっています。理由は、高額商品
の良さを理解してくれる顧客が増えたこと。
それと固定概念の払拭もあげられます。初心
者がパターを選ぶ際、マレットタイプが合う
などと言いますが、実際に計測するとL字のパ
ターが合う場合もある。正確な結果を示すこ
とで、店の信頼が上がっていると感じますね」
（ヴィクトリアゴルフ五反田店・石川尚氏）
同様のことは、ドライバーの場合も起きて
おり、要するに顧客の納得度ということだろ
う。キャロウェイゴルフの『EPIC』を初月で
1000本販売した有賀園ゴルフでは、
「弾道計測器で結果が出ると、『いくらになる
の？』という値段交渉をすることなく、直ぐ
にレジへ直行する」
（島田店長）
つまり、最新のデジタル機器を活用した正
確な計測販売は、フィッティング販売の中で
重要視され、値引競争の抑止力になっている
という。
もちろん、
ゴルファー個々に最適なゴ
ルフクラブを提供することがフィッティング
の第一の目標であることは変わらない。それ
が前提であり、その上で計測値をゴルファー
に示すことで、ゴルファーとクラブのマッチ
ングを見える化している。
その見える化は進化しており、その最先端
の店舗が都内・六本木ミッドタウンに店舗を
構えるトゥルースペックゴルフ六本木店であ
る。クラブの組立工房の他に、
パッティンググ
リーン、3つある個室打席には弾道計測器の
『フライトスコープ』、『トラックマン』が完
備され、訪れるゴルファーに最新のレッスン
やクラブフィッティングを提供している。
その中で圧倒的な存在感を示すのが『ギア
ーズ』
。これは、スイング時のクラブ挙動と身
体の動きを3Dモーションキャプチャー技術
により3次元で計測・解析できるシステム。専
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用スーツ、膝、シューズに計28個、クラブはシ
ャフト、ヘッドに計6個のモーションキャプ
チャーが付けられており、天井に設置された
8台のカメラですべての挙動を正確に計測、
その詳細を把握できる。
その値は、推定値ではなく、実際の「計測値」
による高い精度が特徴。同施設でチーフフィ
ッティングスペシャリストを務める服部大哲
氏が導入の経緯をこう話す。
「4、5年前から米国のギアメーカーが製品開
発のために活用し始めたもので、現在は全米
約60 ヵ所の一般的なゴルフスタジオが導入
しています。現在、世界最高峰の解析システム
で、世界ランキング上位のダスティン・ジョン
ソンやジョーダン・スピースなどがスイング
チェックやクラブフィッティングに使ってい
ます」
ゴルフ界の「MRI」と呼ばれるなど、精微な
計測技術は世界の一流プロから信頼を得てい
る。具体的には以下のデータが解析できる。
〈クラブ〉
フルスイング軌跡／インパクト位置／ヘッド
スピード／方向角／シャフトしなり
（縦・横）
／フェース方向／フック・スライス軌道／ロフ
ト・ライ角／インパクト時のヘッド角度など
〈スイング〉
肩の角度／腰の角度／膝の角度／つま先の角
度／背骨の角度など
注目すべきは、モーションキャプチャーの
動きを撮影したカメラの情報が瞬時に大型画
面に映し出され、アバターによって微細な動
きが再現されること。スイングがどの過程で
どのような挙動をしているのかを示す数値も
掲出される。
つまり、クラブの動き、身体の動きが一目瞭

然で、さらにそれらが数値化されることで、ゴ
ルファーに最適なゴルフクラブを提供するこ
とに大きな役割を果たしている。
これらの最新のデジタル機器は、当協会が
主催するジャパンゴルフフェアにも多数出展
しており、存在感を放っていた。
ただし、『トラックマン』や『フライトスコ
ープ』そして『ギアーズ』などは単独の計測機
器であり、それを活用してフィッティングに
生かすための人材育成は、導入店舗に委ねら
れている。一方で、クラブメーカーが構築して
いるフィッティングシステムや開発したデジ
タル機器は、メーカー主導でフィッターを養
成し、各流通のスタッフが資格を取得するな
どで、店舗でのフィッティング販売の充実を
図っている。つまり、最終的には最新鋭の機械
を使用するフィッターに委ねられており、一
朝一夕に最先端のデジタルフィッティングが
市場を席巻すると言いがたい。
とはいえ、フィッティング時にゴルファー
からの計測器の指名や、その計測によって販
売単価の下落防止や販売員の技術向上など副
次的な効果も生み出している事実からは、目
を背けるわけにはいかない。
ゴルフ人口が減少傾向を余儀なくされてい
る状況で、それぞれのゴルフショップが個々
のゴルファーへ最適なゴルフクラブを提供す
るフィッティング販売は、今後も重要度が増
すはず。もちろん、ゴルファー個々に対する最
適なクラブがゴルファーの上達を助け、その
結果、ゴルフを楽しみラウンド頻度が増加す
るなど、単にフィッティングはクラブをゴル
ファーに合わせる作業に留まらない効果も期
待できる。まだまだ、フィッティングを受けた
ことが無いゴルファーは多い。そのような意
味で、フィッティングはゴルフ市場活性化の
ひとつの鍵になるといえるだろう。
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市場活性化コーナー
◆平成29年度のGMAC活動方針は以下の通り。
（1）若年層活性化、ゴルフを始めるきっかけ
づくりと早期リタイアの防止
・
「大学ゴルフ授業」充実に向けた産学連携協
力の推進。
・20代を対象としたゴルフ誘因施策の立案と
実施。
（2）40代から50代のゴルフ未経験者掘り起し
と休眠ゴルファーの再開支援
・ゴルフの魅力やゴルフを通じて得られる価
値の創造と提案。
（3）ゴルフ市場活性化に関する情報発信・提
案力の強化
・ゴルフ普及の障壁を明確化。
・
「2015年問題」を引き継ぐ新たな危機感の共
有と提案実施。
・日本ゴルフサミット会議を通じ掲げた
「若年
層開拓目標(20歳代後半から30歳代前半のゴ
ルフ実施率を10%強へ引き上げる)」の徹底。
◆個々の活動状況の詳細は以下の通り。
（1）
「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産
学連携活動について
①学期途中の
『中間Gちゃれ』の試験的実施
第9回：GMG八王子ゴルフ場
2017年5月28日
（日） 参加費無料
第10回：八王子カントリークラブ
2017年6月4日
（日） 参加費無料
「中間Gちゃれ」は、学期の中間においてゴル
フ場の雰囲気や実球のイメージを実感しても
らい、残りの授業を受講させる主旨で試験的
に実施。4大学から17名の参加となった。
②2017年後期の
「Gちゃれ」スケジュール
第11回：八王子CC 2017年8月3日
（木）
※中央大学文学部のみ
第12回：有馬CC 2017年8月4日
（金）
※武庫川女子大学のみ

ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）
活動報告

第13回：八王子CC 2017年8月4日（金）
※中央大学文学部のみ
第14回：八王子CC 2017年8月7日（月）
第15回：八王子CC 2017年8月8日（火）
第16回：GMG八王子 2017年8月17日（木）
第17回：東我孫子CC 2017年8月21日（月）
第18回：高坂CC 2017年8月23日（水）
第19回：上野原CC 2017年9月7日（木）
・上記以外、熊本県、愛知県、神奈川県での日程
調整中。
・有馬CC 2017年12月27（水）〜 28日（木）
追手門学院大学、甲南大学が正課のゴルフ
授業を新たに開始。
③2017年度クラブ無償提供の申請状況と報告
（7月20日現在）
＊申請状況：18大学
＊
「喜びの声
（クラブ送品後の報告）
」掲載状況
日本獣医生命科学大学／星槎大学／芝浦工業
大学／武蔵野美術大学／日本福祉大学／新潟
医療福祉大学／東京都市大学／桜美林大学／
立教大学／学習院大学
※大学ゴルフ授業研究会HPに掲載。
http://daigaku-golf.org/joy
④武蔵野美術大学特別講師
副会長による授業実施

PGA井上建夫

（2）ゴルフ関連団体及び企業からのゴルフ活
性化施策の実施状況報告と提案
①「PGAゴルフ市場再活性化策」
PGAゴルフデビュープログラムの拠点拡大
現行のテストマーケティング拠点東西2 ヶ
所から全国10 ヶ所に拡大していく。
②「ゴルマジ」リクルートライフスタイル
7月9日時点での会員登録数：7,659人／施
設利用数：9,327人
賛同施設…ゴルフ場：104コース／ゴルフ
練習場：181施設
第4期に入り19歳から20歳のゴルファーを
約35,000人創出する目標で活動中。

③「楽ゴル：ゴルフスタートアッププロジェク
ト」楽天
・若年層向け施策 楽ゴル（2017年1月〜 6月
累計）
楽ゴル提供ゴルフ場：294 ／楽ゴルプラン
送客人数：14,083人
4,000円クーポン…付与人数：8,628人／利
用人数：3,536人
・練習場施設との取り組み
楽ゴルDAY：18歳〜 29歳と同伴者のペアが
練習場が1時間無料で利用できる。
2017年8月19日（土）：博多の隈ゴルフヒルズ
2017年8月26日（土）：宮城ゴルフガーデン
2017年8月27日（日）：みのるゴルフセンター
2017年9月23日（土）：ゴルフスミノエ
2017年10月7日（土）：トーキョージャンボゴ
ルフセンター
④「ゴルフ場を地域との交流の場として活用
した地方創成事業」日本旅行
・
「たびーら・SWEETS・GOLF OKINAWA Tour」
8月27日（日）にコンペ開催。100名程度募集
予定。
・秋に御殿場観光協会と連動して実施予定。
⑤「ゴルフのたすき」ゴルフネットワーク
・教える人にフォーカスし好評
第3回：2017年8月6日（日） 古閑美保 熱血
ゴルフ塾
・活性化活動も番組の中でゴルフ活性化ニュ
ースというかたちで紹介。
・イベント
2017年10月9日（月）：取手国際ゴルフ倶楽部
東コース
教える人 教わる人 9ホールチャレンジ
60組120人
GMACは市場活性化活動の情報を発信して
いくと同時に、大学のゴルフ授業を始めとし
たゴルフ関連団体、ゴルフ関連企業の市場活
性化活動との連携を図り相互の活動に協力し
ゴルフ人口の増加、市場規模の拡大を目指す。
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ジャパンゴルフフェア2018

＝矢野経済研究所＝

「JGFゴルフメディア
コミッティー」

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。

立ち上げのお知らせ

（コメント：三石茂樹）

6 月 1 日〜 6 月 30 日

「6月に発売されたプロギアの新製品
『RS2017』
シリーズが好調なスタートを切っています。
前
作同様その飛距離性能が高く評価されている
ようです。当期はウッド、アイアン市場におけ
るマークダウン品の販売数量が前年比で大幅
に減少
（約30％）していますが、急激に在庫量

当協会主催のジャパンゴルフフェア2018
（JGF・2018年3月23日 〜 3月25日・パ シ フ ィ
コ横浜＝神奈川県横浜市）に、より多くの一
般 ゴ ル フ ァ ー の 来 場 を 実 現 す る 為 に「JGF
ゴルフメディアコミッティー」が立ち上げら
れました。
去る7月21日(金)にその第一回の会合がダ
ンロップスポーツ（東京都港区）で開催され
ました。
目的は、
ゴルフ産業最大のイベントで
有るJGFが基本理念とする「ゴルフ文化の発
展に向けて、ゴルフ用品産業に関わる全ての
企業・団体がゴルファーの拡大、
ゴルフ関連消
費の拡大、ゴルフ文化の存在価値の拡大を実
現することに有り、一般ゴルファーの来場増
を実現し、
産業全体でのおもてなしを行う事」
に有ります。
その為に企画に参加して頂く各ゴルフメデ
ィアには徹底的な事前告知に拠る誘客を図
り、出展社のメリットとなるような特集ペー
ジを組み、更にメディア共同ブースでのプロ
モーションも実施する予定です。
詳細については今後の会合で詰めて行く事
に成りますが、メディア、協会、出展社が一体
となった取組みをして行きますのでご期待下
さい。
参加のメディアは以下の通りです。
ジュピターゴルフネットワーク／ GGMグルー
プ／ゴルフダイジェスト社／ゴルフトゥデイ
／ EVEN ／ゴルフクラシック／ワッグル／ゴ
ルフダイジェストオンライン／ BUZZゴルフ

や需要がそこまで減退したとも考え難く、
果た
してどこで“消化”されているのか‥‥？」

ドライバー3位＝RS 2017 SERIES
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

GBB EPIC STAR

コンポジット キャロウェイ

1

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

2

M2（2017）

コンポジット テーラーメイド

2

M2 FW（2017）

テーラーメイド

3

RS 2017 SERIES

チタン

プロギア

3

GBB EPIC STAR FW

キャロウェイ

4

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

4

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

5

GBB EPIC Sub Zero

コンポジット キャロウェイ

5

M2 RESCUE（2017）

テーラーメイド

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名

1

inpres UD+2 IRON

カーボン

ヤマハ

1

MD3 MILLED

キャロウェイ

2

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

2

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

アクシネット

3

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

3

Cleveland RTX-3
SERIES

ダンロップスポーツ

4

M2（2017）

スチール

テーラーメイド

4

DJ-33

フォーティーン

5

Steelhead XR N.S.PRO

スチール

キャロウェイ

5

VOKEY DESIGN
FORGED（2017）

アクシネット

BALL BEST５

構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

メーカー名
キャロウェイ

順位

順位

メーカー名

順位

順位

1

3ピース /
PRO V1 SERIES（2017）
４ピース

アクシネット

1

ODYSSEY O-WORKS
SERIES（2017）

2

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

2

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ

3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2017）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

3

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

キャロウェイ

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

SIGMA G SERIES

ピン

2ピース

ダンロップスポーツ

5

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

SPIDER TOUR SERIES
（2017）

テーラーメイド
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ペア・スクランブルゴルフ大会に
女性参加者３割超

「ゴルフ用具を楽しく使ってもらいたい」と
いう主旨で当協会は7月17日、市場活性化委
員会が中心となって運営する
『第二回ペア・ス
クランブルゴルフ大会』
（大宮CC、埼玉県）を
開催した。
競技は2人1組でベストボールを選択する
スクランブル方式（一人最低6ホール分のテ
ィショットを選択）で行われ、ペア51組（102
名）が参加。特筆されるのは女性の参加率が3
割を超えたことで、ペア＆ベストボール方式
が女性ウケすることも明らかになった。大会
実行委員長の北條圭一氏（二木ゴルフ）は表
彰式で次のように挨拶した。
「早朝に局地的な豪雨がありましたが、
スター
ト前には天候も回復。事故もなく無事終了す
ることができました。
JGGAでは、みなさんが楽しいゴルフライフ
を送れるよう日々ゴルフクラブの製造、
開発、
販売を行っています。
今後もゴルフ用具を楽しく使ってもらえる
よう、カップ幅の大きいグリーンや4人1組の
ベストボールなど、ルールブックにはないゴ
ルフ大会を考えていきたい」
優勝はteam yy（ネット68、グロス68）で、
上位チームはアンダー続出。協賛各社から賞
品が贈られ、ベストペア賞には女性同士で参
加したフルーティーズ（細田香代子＆今野由

美子）が選ばれた。
「今日の日のために、『ルコック』のウエアを
ペアで新調したんです。熱波が降り注ぎ、どう
なるかと思いましたが、無事ホールアウトで
きてよかった。さらに賞をもらえるなんて…。
最高の一日です」
（細田さん）
有賀園ゴルフ戸田店でチラシを見て初参
加、23位のハッピーズ（山本幸一＆山本直子、
ネット71.0、グロス77）は夫婦で参戦し、
「スクランブル方式でのゴルフは初体験でし
たが、一日楽しめました。めずらしく主人とは
喧嘩をすることもなかったですし（笑）」
優勝した男女ペアのteam yy（塚田圭司＆
森岡怜）は、昨年に続き2回目の出場。会社の
同僚で、普段もプライベートでラウンドする
間柄だとか。
「昨年、一緒に回ったチームの人たちとは、今
でも交流があるんですよ。ゴルフはもちろん、
お酒も飲んだりする間柄に発展しています。
ゴルフって最高！」
（森岡さん）
ゴルフ活性化の起爆剤として、着実に浸透
を見せるペア・スクランブルゴルフ大会。来年
は7月頃に開催の予定（場所未定）。

第7回企業対抗ゴルフ大会
開催のお知らせ
開催日：2017年10月16日（月）
開催コース：総武カントリークラブ総武コース
競技部門：
〈スクラッチ部門〉男子の部団体戦（4名1組）
／個人戦、女子の部団体戦（2名1組）
〈アンダーハンディ部門〉団体戦（4名1組）
申込状況：22社 2団体 44チーム 計164名
（平成29年7月20日現在）
〈スクラッチ部門〉男子：13チーム52名／女
子：6チーム12名
〈アンダーハンディ部門〉25チーム100名
参加規定：
・日本ゴルフ用品協会会員企業及びゴルフメ
ディア及び主催者が認めた者。
・参加企業はいずれかのチームに役員を1名入
れる事が望ましいが、もし難しい場合は事前
に主催者へ申請し承認を受ける必要がある。
・選手の参加資格は1年以上社員として勤務す
る企業が認めた者とする。
※派遣･嘱託を含む
費 用：18,970円（1Rキ ャ デ ィ 付 プ レ ー 費、昼
食、表彰式、消費税込）
※昼食のドリンク別途
※表彰式はソフトドリンク込みで軽食程度、
アルコールは別途個人精算
※当日費用は参加者の各自精算
昨年の様子

優勝

ベストペア賞

team yy

フルーティーズ
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でかカップゴルフ：ゴルフの楽しさを伝えたい
株式会社アコーディア・ゴルフ 丸毛 晴恵
常の4倍、直径15インチ（約38センチ）のカッ
プでプレーするこのイベントは、昨年6月に
宮城野ゴルフクラブ（宮城県）第1回を皮切り
に、現在までに全国で約30回開催され、のべ
3000名以上のゴルファーが参加されました。

ア コ ー デ ィ ア・ゴ ル フ は、2003年 に「Itʼs a
new game」という新しいブランドコンセプ
トでのゴルフ場運営を開始しました。それ以
来、スループレー、早朝プレー、フェアウェイ
のカート乗り入れなどの新しいプレースタイ
ルの提供、セルフプレーでもラウンドしやす
いコースセッティングの確立、ゴルフ場内の
ショップの充実など、現在では日本の多くの
ゴルフ場でスタンダードとなっているさまざ
まなサービスをいち早く導入し、多くのゴル
ファーの皆さまに当社のゴルフ場へ来場いた
だけるようになりました。
また、ゴルフ界の深
刻な課題である「2020年問題」への対応とし
て、ゴルフへの入り口となるインドア施設も
含めたゴルフ練習場の運営、そこでのスクー
ル事業だけでなく、初心者を対象としたイベ
ント「Easy Golf」
、女性誌「GINGER」でのゴル
フチームの募集、
運営ゴルフ場でのザ・ファー
スト・ティの実施など、
新しいゴルファーを創
造し育てるための取り組みも行っています。
これらに一貫しているのは
「ゴルフの楽しさ」
を一人でも多くの方に知っていただきたいと
いう思いです。
■ 各地で盛況な
「でかカップゴルフ」

その一環として2016年より開始したのが「で
かカップゴルフ」です。18ホールすべてを通

ゴルフのラウンド時間の約1/3はグリーン上
で費やされるといいます。また、初心者の方
は、ショットがある程度打てるようになって
コースに出ても、グリーンまわりで何打も打
ち、ゴルフが嫌になってしまうケースがよく
あります。このイベントでは、大きなカップで
プレーするので、グリーン周辺でのストレス
が軽減され、楽しくラウンドできます。また、
参加されたほとんどの方がいつもより良いス
コアを出せ、ラウンド後のアンケートでは、
「また、参加したい」と答える方が全体の9割
以上になる人気イベントになっています。メ
ディアを含め、業界の方々にも「参加してみる
と想像していたよりも楽しい」という評価を
いただきました。
スコアの向上は、特に100切りを目指すレベ
ルの方々に顕著に現れています。ベストスコ
アが110台の方が80台で上がってこられるこ
ともあります。でかカップとはいえ、初めて
100を切ったという喜びはひとしおのようで
す。また、中・上級者の方々も普段はあまり経
験できないイーグルやアルバトロスが出るの
で初心者とは違う楽しみを感じられるようで
す。一日でホールインワンが3人出た日もあ
ります。「でかカップゴルフ」をまだ体験さ
れていない方がこのことを聞かれると、「カ
ップが大きいのだから当然。楽しいのはその
日だけだ」とおっしゃるかもしれません。し
かし、いつもより良いスコアでラウンドした
参加者の多くが「ショートゲームを練習すれ
ば自分でもこのスコアでまわれる可能性があ
るという希望が持てた」、「スコアが良いと、
こんなにゴルフが楽しいのだとわかった」と
おっしゃっています。つまり、このイベントで
あらゆるレベルの方が自分の課題を認識する
と同時にゴルフの楽しさを再確認し、次のラ
ウンドへの意欲がわいているのです。また、

「次は初心者の友人を連れてきたい」と言っ
てくださる方が多くおられるのも収穫だと思
っています。
■ ゴルフ業界で力をあわせて

2020年を前にゴルフ業界の各団体、各社が、
市場活性化のためにさまざまな取り組みをし
ています。それぞれの取組みはよく考えられ
たものばかりですが、現在は、それぞれが点の
状態であり、これらを線に、そして面にしてい
かなければいけないと誰しも思われているの
ではないでしょうか。
例えば、この「でかカップゴルフ」に、当社以
外のゴルフスクールの生徒さんやクラブメー
カーの顧客の皆さまを連れてきていただくの
はどうでしょうか。このイベントに参加いた
だければ、ゴルフが楽しくなりプレー意欲が
高まりますので、それにより、もっと上手くな
りたい、もっと良いクラブを使いたいという
気持ちも起こり、ゴルフ関連の消費が伸びる
はずです。当社のゴルフ場のショップと連動
した企画も考えられるはずです。また、他社の
皆さまに告知いただければ「でかカップゴル
フ」の認知度があがり、さらに多くのゴルフ
ァーにゴルフの楽しさを再確認していただく
ことができます。
今後も、当社は「ゴルフの楽しさ」をひとりで
も多くの方に知っていただくために新しいサ
ービスを創り続けてまいります。そして、市場
活性化のために、ゴルフ業界の皆さまと一緒
に取り組んでいきたいと思っております。

丸毛 晴恵（まるも・はるえ）
（株）
アコーディア･ゴルフ
広報・CSR部部長
関西学院大学卒業後、
アパレル会社
勤務、
ホテルのコンシェルジュを経て、
California State Univ., Fresnoにて
MBA取得。
アコーディア･ゴルフでは、
女性ゴルファーのためのゴルフ情報
サイト
「L-Style」の立ち上げなどに携
わる。2015年4月より現職。
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協会関連事項
広報委員会
平成29年6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、JGGANEWS7月号について
1 〜 3面：
「平成29年度通常総会」を掲載。
●「19番ホール」
：出山泰弘理事が担当。
4 〜 5面：
「市場活性化コーナー」を掲載。
7面：
「関連団体のゴルフ活性化の取り組み
（時田由美子氏）
」などを掲載。
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、JGGANEWS8月号編集について
1 〜 3面：
「デジタルフィッティングの最新現
場」を掲載。
●「19番ホール」
：二木一成理事が担当。
4面：
「東日本ペアスクランブルゴルフ大会の
開催報告」を掲載。
6 〜 7面：
「関連団体のゴルフ活性化の取り組
み（丸毛晴恵氏）
」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、JGGANEWS9月号について
1 〜 3面：
「第2回ゴルフサミット会議」を掲載
予定。
●「19番ホール」
：山本美雄委員長が担当。
4面：
「ゴルフ産業白書」などを掲載予定。
5面：西日本ペアスクランブルゴルフ大会（7
月26日 ダンロップGC）の開催報告、中部日
本ペアスクランブルゴルフ大会（7月27日 み
ずなみCC）の開催報告。
6 〜 7面：
「関連団体のゴルフ活性化の取り組
み
（田井真貴子氏）
」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8月29日（火）

講習会委員会
平成29年7月10日
（月）、 協会事務局内にて
表記の委員会を開催した。
議題-1、第42期ゴルフ用品販売技術者講習会
の状況

業界女子
vol.8
アセンブリの工程をスムーズにす

る改善提案もしてくれて、いつも

ポジティブです。

（ゼネラルマネージャーアジア
アンドリュー・ホリアンさん）

ピンゴルフジャパン株式会社
プロダクト

長田 沙緒理さん

日程：平成29年8月21日（月）〜 24日
（木）
会 場：LMJ東 京 研 修 セ ン タ ー（ 文 京 区 本 郷
1-11-14小倉ビル）
＊受講生募集状況（7月9日現在）
26社54名
講習会のテキストⅠ、テキストⅡは7月中
旬に完成予定。7月20日までには受講生へ受
講案内・受講票・テキストを送付する予定であ
る。
議題-2、講習会に関する役割分担の決定、スケ
ジュールの確認
8月21日（月）…8:45集合→9:40 〜開講式→
講習終了後に懇親会を行う。
8月24日（木）…8:45集合→9:30 〜試験の説
明と問題用紙の配布→9:45 〜試験問題1(8科
目)→11:30 〜 試 験 問 題2(6科 目)→ 昼 食
→13:00 〜採点を行い、合格者の確認と成績
優秀者の選定を行う。16:00までには終了の
予定。
議題-3、第42期講習会試験問題
全科目のデータ提出が完了済である。それ
ぞれの読合わせを行い、内容を確認した。
【ゴルフ用具、ゴルフボール、 ゴルフウェア、
ゴルフクラブの基礎知識、クラブフィッティ
ング、ツアープロのクラブサポート、ゴルフシ
ャフト、ゴルフクラブの進化、ゴルフ用品市場
動向、ゴルフコンディショニング理論、接客技
術、店頭の活性化、スポーツ用品公正競争規
約、ゴルフ用具規則】
テキストⅠの試験問題に関しては、監修の
U社村田社長からも内容の確認をもらう。
議題-4、次回委員会の日程
平成29年8月24日（木）

クラブメーカー様へのお知らせ

の発表について、今年3月のジャパンゴルフ
フェアでR＆Aが来日をした際のミーティン
グで、R＆Aに対して、
「標記通達は、CORは無視してよいという意
味か？」
という確認を致しました。
その際、R＆Aからは当該質問への直接の
回答は得られませんでしたが、以下のコメン
トがありました。
■ 現時点では反発特性はペンデュラムテスト

のCT値評価で行なえるものと考えている。
■ もしCT値が適合しているのにCORが高い
クラブが確認できた場合には、すぐに不適合
となるわけではないが、さらなる議論が必要
となるだろう。
また、その後のメールで、下記のコメントが
ありました。
■ 評価方法の解釈にかかわらず、規則の付属

規則4cにある「クラブヘッドは、バネ特性に影
響を及ぼしたり、ボールに不当な動きを与え
てはいけない」という公式な立場は変わるも
のではない。
■ 高CORを意図してデザインされたクラブ
は、規則の目的と意図に反することに疑いは
ない。
今後、もしCT値が適合していてもCORが過
去に規制されたレベルを超える製品が確認さ
れた場合に、R＆Aにてどのような判断が下
されるのかについては明確な回答を得られま
せんでしたが、上記のコメントを踏まえると、
JGGA会員企業の皆様におかれましては、開発
に際してはCORについても慎重に判断をい
ただくとともに、早めにR＆Aへのサンプル申
請をされることを推奨いたします。

平成28年1月11日付けでR＆Aが発表した
『スプリング効果と動的特性』
（評価方法の変
更）についての注意喚起です。
上記の発表において、ロフト35度以下、ヘ
ッドの厚みが1.5インチを超えるパター以外
のクラブについては、ペンデュラムテストで
のみ、スプリング効果の評価が行われるとの
記載があり、このことから一部にドライバー
のCORは「もう気にしなくても良い」という
認識を持たれているケースも見受けられま
す。
この点について、JGGAとして改めて上記

誠に勝手ながら、記載の通り当協会業務を
休業とさせて頂きます。
休業期間：平成29年8月14日
（月）～ 8月16日
（水）
なお、8月17日（木）午前9時15分より通常
業務を開始します。
何かとご迷惑をお掛けしますが何卒ご了承
下さいますようお願い申し上げます。

ゴルフ業界に入られたきっかけは？
幼少時、
父に打ちっぱなしに連れて行ってもらった
ことがあり、
なんとなくゴルフに興味を持っていまし
た。
また、
物づくりが好きなので、
製造はやってみた
かったお仕事でもありました。PINGは一つ一つク
ラブを作る物づくりの会社なので、私にぴったりな
会社です。

年間のラウンド数は？
じつはまだコースデビューしていません（笑）。
社内
の練習に参加し、
ゴルフ経験者に教えてもらって
いるところです。
まだ練習程度ですが、
構えたり、
打
ってみたりすると、
こんな理由でクラブが作られ
て、
角度調整したりしていることがさらにわかってき
ました。
クラブって、
奥深いですね。

お仕事の内容を教えてください。
アセンブリ
（組み立て）を担当。
シャフトカット、
グリ
ップ入れ、グリップ下巻き、アイアンのフェラル研
磨、バランス調整を経験。今は、完成したクラブの
洗浄、
シュリンク、
シール貼りなど仕上げを中心に
担当し、
店頭に並んだときに傷や汚れ一つない商
品出荷を！と対応しています。

今積極的に取り組んでいることはなんですか？
目指せ！コースデビューです！社内でスクランブルゴ
ルフのコンペがあるので、
挑戦したいです。
ボーリン
グ感覚みたいに簡単に行くことができ、
プレーできれ
ば、
女子ゴルフも増えるのでは？ 私の作ったクラブ
で、
プレーしてもらい、
ゴルフが楽しくなれるよう女子
ゴルファーみなさんに貢献できたら嬉しいですね！

夏季休暇のお知らせ

