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　ゴルフショップ業界も時代
の移り変わりと共に、主流が
変わる。かつて多かった小規
模の個人商店は、その後、全国
展開の大手チェーンに飲み込
まれた。その大手チェーンの

全社との強くて太いパイプを築き、初心者か
ら上級者まで、あらゆるニーズに対応できる
アイテムを揃えておくことが不可欠。つまり、
ゴルフショップとメーカーが一体となって顧
客に喜びを与えていくことが何よりも大切だ
と確信している。
 
　ゴルフは面白いスポーツ。初心者と上級者
が同じ組でプレーできる。一日一緒に回れば
お互いの性格を知ることができる。腕だけじ
ゃなく、頭を使い、メンタルに左右されなが
ら、雄大な自然に囲まれて、爽やかな汗をか

く。「ゴルフを存分に楽しんでもらうために
何ができるか」を、私は常に考えている。
 
　そこで、ここからは夢物語。高齢化が進むこ
れからの日本。18ホール回るのが辛いゴル
ファーが出てくるかもしれない。ゴルフはハ
ーフで終わって、その後はカラオケで楽しむ
とか、マッサージに専念するとか、とことん飲
むとか。そんな多様性のあるゴルフ場があれ
ば、年輩者ゴルファーがさらに増えるのでは
ないだろうか。
（株式会社広島ゴルフショップ　山田一夫）

時代から、これからは本物志向だけが生き残
る時代へと変わっていく。本物志向とは何か。
顧客が10万人いれば、そのニーズは10万通り
あり、その一人ひとりに対応できるゴルフシ
ョップこそが、顧客にとっての本物志向とさ
れる。そのために必要なのは、ゴルフメーカー

「第42期ゴルフ用品販売技術者講習会」が、8月21
日（月）から８月24日（木）の4日間、東京都文京区の
LMJ東京研修センターで開催された。内容は2～ 3
面で詳報しているので御覧頂きたいが、顔ぶれを見
ても分かる通り業界の将来を託す若者ばかり。その
平均年齢は33.0歳だ。

ゴルフ業界が構造的に抱える課題として高齢化、人
材不足が叫ばれており、夢をもって業界に入ってき

た若者には、業界が培った歴史はしっかりと勉強し
てもらいたいが、慣習にとらわれない若い発想で新
構造を築いていくパワーにも期待したい。

第42期ゴルフ用品販売技術者講習会
合格者発表！　新たに66名を認定

4面＝	「2017年度版レジャー白書」
5面＝	「インスタとプチラウンドレッスンで若者にゴルフを！」
8面＝	「JGF2018に向けた企画および活動内容」
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　開講式の冒頭で白石彰講習会委員長は、
「当講習会は今年で42回目を迎えますが昭和
51年の第1回から数えて4002名の認定者が第
一線で活躍されております。過去を紐解きま
すと1990年のバブル期にはゴルフ人口が
1800万人、現在は700万人とも言われており、
大きな減少となっています。講習会の受講者
もバブル崩壊前の1988年には過去最多の146
名が参加されました。その頃の当協会の会員
数は614社で現在は約290社とゴルフ人口同
様に半減しており厳しい現実が有ります。
　その様な中、今回は66名の方にご参加頂き
ました。この場を借りて皆様の上司の方々に
感謝するとともに、皆さんをこの講習会に送
り出して頂いたことに是非感謝して取組んで
ください。
　まずこの4日間を体調を崩さず乗切るこ
と、そして会社の代表として参加していると
いう意識を持って全員が合格できるように取
組んで頂ければと思っております。
　最期に皆さんの健闘を祈り、開講式の挨拶
とさせて頂きます」
　と業界のベテランらしい言葉で受講者の奮
起を促した。
　当講習会ではゴルフクラブの知識はもちろ
ん、その他の用品や魅力的な売場作りを目指
すためのアイデア・レイアウトを学ぶ「VMD
（ヴィジュアル・マーチャンダイジング）講
習」、「接客技術」、「ゴルフコンディショニン
グ講座」、「クラブフィッティング講座」、そし
て「ゴルフ用品市場動向」など計14科目を学
び、消費者へのサービス向上とゴルフ用品産
業のレベルアップにつながる知識として役立
つものである。
　講習会最終日に実施した認定試験には受講
者66名全員が合格。平均点も854.7点と高く、
その結果、資格認定者は4068名となった。
　受講者は当協会会員企業を中心に30社か
ら男性58名、女性8名（内非会員6名）、最高齢
62歳、最低年齢22歳で、特筆すべきは20代26
名、30代26名と20代と30代で全体の8割近
くを占めることだろう。冒頭の通り、ゴルフ用
品産業の未来を託す若者達の学びへの意欲が
垣間見られた。

これからの人材不足への対応、視野の広がり

前にテキストをいただいて予習をしてきまし
たが、特に素材についての内容は大変難しか
ったですね。今後は講習会で学んだことを生
かしていきたいですね」
　売場ではなく、マーケティング関連部署に
席を置くピンゴルフジャパンの鈴木美緒リテ
ールマーケティングマネージャーは、
「私の仕事は店頭のPOP提案や消費者向けの
カタログ製作ですが、日々の業務に追われて
いて集中的に全体的な知識を習得する時間が
割けませんでした。今回の講習会は、そのよう
な意味で深い知識を得る絶好のチャンスにな
りました。特に市場動向や用具関連の講義は、
知識として必要ですから、今後の仕事に参考
になると思います」
　また、パーツ問屋の営業に携わる日幸物産
の佐久間博・営業部課長は、
「業界は14年目ですが、今回の講習会では当
社で扱っていない商品分野も多く、自分自身
のスキルアップに繋がっていると思います。
それに加えて専門的に勉強したことがありま
せんでしたから、その点では今後の仕事に役
に立っていくと思います」
　さらに、今回の講習会で見事に認定トップ
合格を果たした株式会社ヴィクトリアの櫻井　
俊介氏（955点）は、
「今回の最優秀者の連絡には驚いたと共に光
栄に思います。入社より様々な知識を授けて
頂いた会社の先輩や、今回の講師の方々に感
謝しています。講習は、身体を動かしてのコン
ディショニング理論など、接客時に活用出来
る充実した内容でした。講習会は自身の成長
にプラスし、多くの参加者と『横の繋がり』が
構築できます。まだ受講していない皆さんも
貴重な本講習を是非活用してください」
　と、講習会が大いに意義あるものだとコメ
ントしている。
　以上、簡単ではあるが受講者の声を紹介し
た。平たく言えば、専門的に知識を習得する場
としての講習会の存在意義は高い。当協会と
しては今後も内容をバージョンアップしなが
ら、消費者へのサービス向上とゴルフ用品産
業のレベルアップに貢献していきたい。
　なお、「第42期ゴルフ用品販売技術者講習
会」では、受講者へのアンケート調査を実施。
その一部を紹介する。

を求めた受講者それぞれの期待

　今回の講習会は先述の通り、受講者平均年
齢は33.0歳と若い。とはいえ、最高齢62歳、最
低年齢22歳と幅広い層が受講した。最高齢62
歳のヴィクトリアゴルフ小山店勤務の松永俊
和氏に話を聞いてみよう。
「小山店がオープンしてから9年目で、私は当
店の開店から携わっています。2年後に定年
を迎える予定ですが、販売員の確保が全社方
針として掲げられており、私も何らかの形で
定年後も働いていく予定です。若いスタッフ
も増えてきており、私もベテランの立場で教
育する側になってきています。もちろん、オデ
ッセイパターマスターなどの資格もあります
が、クラフトマンの仕事を見よう見まねで覚
えてきました。しかし、経験だけではく若者を
教える側としては販売技術を総合的に学ばな
ければならないと思い、今回受講させていた
だきました」
　日本全体が人口減少に向かう中、小売店で
の人材確保、人材育成は生命線。その中で販売
技術者講習会を活用した好例といえる。
　一方、同じベテランでもメーカーで開発の
中枢に携わるミズノ・グローバルイクイップ
メントプロダクト部ゴルフ企画開発課の青木
智明氏にも話を聞いた。
「私は入社13年目で主にクラブ開発に携わっ
ています。クラブの知識に不足は感じません
が、それ以外の分野は門外漢です。特にシュー
ズ、グローブ、店頭活性化などに対する知識は
乏しく、クラブの開発に携わっていく中で、他
のカテゴリーを含め広い知識を有していない
と今後の広がりが持てません。また、クラブな
どを小売店やメディアに説明する立場にもあ
りますので、聞く人の立場になって受講して
います」
　受講者には例年以上に女性も多く、会員外
からも三越伊勢丹・伊勢丹松戸店でゴルフ売
場を担当する磯部佳世さんが受講。
「実は売場を担当していますが、担当になって
からまだ2年目なんです。クラブ販売の場合、
年配の御客様や女性の御客様であれば比較的
対応がスムーズにできるのですが、30代や
40代の男性ゴルファーの細かい御質問に対
しては苦慮していました。今回の受講では、事

第42期ゴルフ用品販売技術者講習会 開催報告
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第42期講習会参加者アンケート結果

担当部署
・製造部門（開発含）：5名
・企画部門：4名
・販売：30名
・営業：18名
・広報：0名
・その他：4名

質問1　講習会
1.あなたはこの講習会をご存知でしたか？
・知っていた：46名
・知らなかった：17名
2.「1.知っていた」と答えられた方はその理由
を以下よりお選び下さい。（複数回答可能）
・所属先から奨めがあった：19名
・所属先に受講者がいる：38名
・知人に受講者がいる：5名
・研修カリキュラムとして認識されている：2名
・以前から興味があった：5名
・その他：3名
3.「2.知らなかった」と答えられた方はその理
由を以下よりお選び下さい。（複数回答可能）
・入社して間もない：10名
・これまで他業種、又は他部署に所属してい

た：7名
・所属先・知人に受講者はいない：2名
・興味がない：0名
・その他：0名

質問2　テキスト・講義
1.テキストの内容についてどう思いますか？
・満足：17名
・やや満足：29名
・普通（どちらでもない）：11名
・やや不満足：2名
・不満足：0名
2.設問1で「やや不満足・不満足」と答えられた
方はその理由を以下よりお選び下さい。（複
数回答可能）
・使われている文章が難しく分かりにくい：2名
・文量が多く、とても読み切れない：3名
・図式、カラーなどを取り入れて、読みたくな
る工夫をして欲しい：0名
・字が細かすぎる：0名
・資料が古いような気がする：1名
・その他：0名

質問3　運営面
1.運営の内容についてどう思いますか？
・満足：30名

・やや満足：29名
・普通（どちらでもない）：8名
・やや不満足：2名
・不満足：0名
2.設問1で「やや不満足・不満足」と答えられた
方は、その理由を以下よりお選び下さい。（複
数回答可能）
・会場が狭い：0名
・期間が長い：1名
・空調が不快（寒い・暑い）：5名
・昼食（例）味。食事量など：0名
・その他（例）事務局からの連絡など：0名

受験番号 氏名 企業名

1 那須野　薫 日本シャフト㈱

2 權 五埈 グローブライド㈱

3 李　智潤 グローブライド㈱

4 中辻　隆浩 ㈱ビックカメラ　

5 佐藤　慎哉 ㈱二木ゴルフ

6 石井　玲央 ㈱二木ゴルフ

7 由良　佳宏 ㈱二木ゴルフ

8 内田　一樹 ㈱二木ゴルフ

9 飯田　涼 ㈱二木ゴルフ

10 藤嶌 　悠人 ダンロップスポーツ㈱

11 斉藤　貴 ライト㈱

12 杉元　剛 キャロウェイゴルフ㈱

13 田中　健太 ㈱ブライト

14 川邊　将司 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

15 鈴木　美緒 ピンゴルフジャパン㈱

16 村上　大知 ㈱プロギア

17 齋藤　大輝 ㈱プロギア

18 門田　憲之 ㈱オキコバランス

19 根岸　健人 ライト㈱

20 若子　竜也 ミズノテクニクス㈱

21 田村　武行 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

22 小澤　通子 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

受験番号 氏名 企業名

45 剣持　夕子 ㈱ゴルフパートナー

46 梅堀　琴乃 ㈱ゴルフパートナー

47 大野　由子 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

48 松永　俊和 ゼビオ㈱

49 高久　克保 ゼビオ㈱

50 田中　政臣 ゼビオ㈱

51 斑目　智仁 ゼビオ㈱

52 斉藤　裕介 藤倉ゴム工業㈱

53 近田　修平 藤倉ゴム工業㈱

54 吉田　ゆうこ ㈱三越伊勢丹

55 鍛冶　雄一 ㈱ミズノアベール

56 村上　新悟 ミズノ㈱

57 山内　勇樹 ヤマハ㈱

58 上保　圭一 アクシネットジャパンインク

59 義木　秀河 アクシネットジャパンインク

60 石井　純一 アクシネットジャパンインク

61 倉岡　新太郎 アクシネットジャパンインク

62 奈須野　浩 アクシネットジャパンインク

63 松原　侑樹 ㈱ヴィクトリア

64 野村　直希 ㈱ヴィクトリア

65 櫻井　俊介 ㈱ヴィクトリア

66 近藤　明彦 ㈱ヴィクトリア

受験番号 氏名 企業名

23 安本　拓馬 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

24 吉澤　瑞樹 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

25 河本　健 プーマジャパン㈱

26 籠谷　康史 ㈱YKY

27 佐久間　博 日幸物産㈱

28 磯部　佳世 ㈱三越伊勢丹

29 内山　航太 ㈱稲垣商事

30 折戸　洋佑 ㈱スポーツライフプラネッツ

31 渋谷　健太 ㈱スポーツライフプラネッツ

32 高山　和則 ㈱フォーティーン

33 青柳　憲尚 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

34 吉松　亮祐 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

35 平田　拳太郎 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

36 西村　翼 朝日ゴルフ用品㈱

37 青木　智明 ミズノ㈱

38 櫻井　啓太 ㈱ゴルフパートナー

39 世古　祐飛 ㈱ゴルフパートナー

40 辻中　慶太 ㈱ゴルフパートナー

41 峯　明弘 ㈱ゴルフパートナー

42 浅川　拓也 ㈱ゴルフパートナー

43 田中　雄一 ㈱ゴルフパートナー

44 箕輪　洸洋 ㈱ゴルフパートナー

第42期ゴルフ用品販売技術者講習会合格者一覧

順位 氏名 企業名 点数

1 櫻井　俊介 ㈱ヴィクトリア 955

2 高山　和則 ㈱フォーティーン 950

3 藤嶌 　悠人 ダンロップスポーツ㈱ 947

3 斉藤　裕介 藤倉ゴム工業㈱ 947

5 若子　竜也 ミズノテクニクス㈱ 943

6 杉元　剛 キャロウェイゴルフ㈱ 935

6 青木　智明 ミズノ㈱ 935

8 渋谷　健太 ㈱スポーツライフプラネッツ 934

9 飯田　涼 ㈱二木ゴルフ 927

10 佐藤　慎哉 ㈱二木ゴルフ 919

成績優秀者一覧
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～大幅減少のゴルフ参加人口550万人、
回復の鍵はインドア施設か!?～2016年余暇市場は2％減の70兆9940億円

勉強を除く娯楽としての）」、10位の「ウィン
ドウショッピング（見て歩きなど娯楽として
の）」、12位の「温浴施設（健康ランド、クワハ
ウス、スーパー銭湯等）」、13位の「園芸、庭い
じり」、16位の「体操（器具を使わないもの）」
がある。「体操（器具を使わないもの）」は圏
外から20位以内に順位を上げるとともに、参
加人口が前年の2150万人から2320万人に増
加した。
　
活動数、平均費用の上昇の一方
参加人口の減少とは？

　次に、余暇市場スポーツ部門におけるゴル
フ市場の動向を紹介する（カッコ内は前年
度）。
◆ゴルフコース
参加人口：550万人（760万人）
参加率：5.5％（7.5％）
年間平均活動回数：17.8回（14.4回）
年間平均費用
・用具等：6万8500円（6万円）
・会費等：10万1700円（8万5800円）
・1回当たり費用：9570円（1万790円）
・参加希望率：7.3％（9.6％）
◆ゴルフ練習場
参加人口：600万人（790万人）
参加率：6.0％（7.8％）
年間平均活動回数：18.2回（15.9回）
年間平均費用
・会費等：2万1200円（1万8600円）
・1回当たり費用：1160円（1170円）
・参加希望率：6.5％（8.5％）
　コース、練習場ともに、大幅な参加人口減が
調査結果として表出しているが、ともに活動
回数、平均費用は増加傾向にあるため、参加人
口の大幅減少は、既存ゴルファーの減少に加
え、新規ゴルファーの創出、ライトゴルファー
の継続がスムーズに行われず、コアゴルファ
ーだけが、ゴルフ場、ゴルフ練習場を利用して
いるとも読み取れる。
　そのような調査結果の中、同白書はゴルフ
練習場のインドア急増に注目している。
「ゴルフ練習場の売上は、前年やや復調したが

再び失速し、前年比4.4％減少した。経営の厳
しい施設だけではなく、業績の良い施設でも
親会社の都合で閉鎖されるケースがあり、施
設数減少に歯止めがかからない。新設はある
が、小規模なインドア施設が中心であり、開設
は容易だが、撤退も多い。都市部ではインドア
施設が乱立し、東京では全体の55％、大阪で
は33％を占めており、全国でも16％まで増え
ている。（中略）若者層や女性ゴルファーの
増加に期待が寄せられているが、全国的には
伸び悩んでいる。スクールやレッスンの重要
性は高いが、インストラクターの質の確保が
重要となっている。資格や技術の高低ではな
く、人格や性格、教え方、営業力、経営管理能
力、教養、受講者の評価など、練習場の接客サ
ービスに適したインストラクターが求められ
ている。
　こうした状況下、積極的な施設ではより地
域密着性を高め、新規ゴルファーの掘り起こ
しや街への感謝イベントを実施している」

新規ゴルファーの掘り起こし
ゴルフ練習場の地域連携型イベント

「『リンクス新川崎』は『サマーフェスティバ
ル』を開催し、ご当地アイドルなどのステー
ジやダンス、セミ取り大会、大抽選会、屋台な
どと同時に、子供向けスナッグゴルフ、パター
大会、大人向けアプローチレッスンを実施し
た。『横須賀グリーンゴルフ』は、『YGG初夏
はパン祭り』を開催し、地元のパン屋、飲食店
など名店10店を5週にわたって出店して盛り
上げた。ハロウィンに、自慢の仮装で着こなし
を競い合う、ハロウィンパーティーを開催す
るところもある。ゴルフ場が付帯する練習場
を開放するなど『棲み分けなき時代に』に入
り、練習場はよりその特性を多様化し、練習だ
けではなく、街の憩いのスペースとしての色
彩を強くしている」
　と同書では強調している。このような施設
は、初心者をはじめ、ライトゴルファーや女性
ゴルファーなどに気軽にゴルフを楽しむこと
ができる施設として、再度、業界が見直すポイ
ントかもしれない。

（公財）日本生産性本部はこのほど、昨年の余
暇市場を調べた「2017年度版レジャー白書」
を発刊した。同書によれば、2016年の余暇市
場は70兆9940億円で2015年の72兆2990億
円から2.0％減少。一時の回復基調から一転
し、減少となった。
　ゴルフ場は8740億円（前年比0.5％減）と引
き続き前年割れとなり、それに加えゴルフ練
習場は1290億円（同4.4％減）と、こちらも減
少傾向。また、ゴルフ用品市場は一昨年微増
（1.8％増）となったものの、2016年の市場は
3310億円（同2.4％減）と2014年レベルまで減
少している。
　また、同白書の調査によるとゴルフ関連の
統計では、ゴルフ場が2015年の760万人から
550万人（前年比27｡ 6％減）、ゴルフ練習場が
2015年の790万人から600万人（同24.1％減）
と大幅な減少と指摘しているが、この点につ
いては後述する。
　尚、「レジャー白書」では、毎年全国の15歳
以上79歳以下の男女を対象に、国民の余暇意
識および余暇活動への参加実体を調査（イン
ターネット調査）している。今年の有効回収
数は3328人（前年は3375人）となった。また、
同調査では108種目の余暇活動をスポーツ部
門（28種目）、趣味・創作部門（29種目）、娯楽部
門（21種目）、観光・行楽部門（12種目）、その他
部門（18種目）に分類し、参加率、年間平均活
動数、年間平均費用等を調査している。

余暇市場70兆9940億円、前年比2.0％減

　同書によれば2016年の余暇市場は70兆
9940億円と2015年の72兆2990億円から2.0
％減少したという。一時の回復基調から再び
減少傾向に転じているが、市場規模の突出し
て大きいパチンコ・パチスロの大きな減少が
続いており、これを除くと前年比0.3%のプラ
スになる。
　2016年は「国内観光旅行（避暑、避寒、温泉
など）」の参加人口が5330万人で首位となり、
6年連続のトップとなった。上位種目に大き
な変動はないが、順位が上昇した種目として
は、3位（「ドライブ」と同数）の「読者（仕事、
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　私は、普段はcafeボローニャ麹町ゴルフ倶
楽部というシミュレーションゴルフ&カフェ
を運営しています。主に昼はランチタイム営
業やゴルフレッスン。夜は、3～ 10人のプチ
飲み会利用や20名以上のパーティー、時には
ゴルフ合コン等も行われます。

　特に土日は、レッスンやゴルフ交流会等の
イベントを中心で営業しています。ちなみに
麹町は東京の都心に位置するオフィス街で、
半蔵門のすぐ目の前には英国大使館があり、
有名ホテルや高級マンション、さらには高層
ビルが立ち並ぶセレブリティの雰囲気な街で
す。また、いくつもの大学の所在地となってい
るほか、小中高の学校が多いことから、街全体
がとても落ち着いています。また、放送局や出
版社などのマスコミ関係の社屋も多いのが特
徴です。

　そんなこの場所で我々がゴルファー人口拡
大に向けてやっていることは、大きく2つの
イベントです。

■20 ～ 30代ゴルファー人口拡大プロジェク
ト（練習会&コンペ）

　この年代からゴルフをスタートさせること
が超重要と考えていて…。会社の先輩や上司
に無理やり教えられて嫌になってしまうゴル
フネガティブ層の指摘を回避する為に、同年
代の気兼ねないメンバーともゴルフをするこ
とで真の楽しさを味わってもらう。『インス
タゴルフ部』という名で2ヶ月に1度80～
100人規模のコンペや練習会を開催していま

に栃木岩舟ゴルフで開催しています。ゴルフ
の本職のコーチではなくて、私が育てたコー
チ中心にボランティア協力してもらっている
ので、ユーザーはリーズナブルな金額でラウ
ンドレッスンを受けることが可能になってい
ます。

インスタとプチラウンドレッスンで若者へゴルフを！
cafeボローニャ麹町ゴルフ倶楽部　支配人　江口寿和

江口 寿和 （えぐち・としかず）

cafeボローニャ麹町ゴルフ倶楽部支配人、1973年東京都
生まれ。16歳でゴルフを始め、高校、大学でゴルフ部に所属。
立教大学ではゴルフ部主将を務め、在学時に米国ミニツアー
に参加。現地で最先端のコーチに多数出会い、日本と真逆の
理論でスコア90台から一気に70台へ成長。帰国後は証券会
社勤務を経て、ゴルフの楽しさとビジネスで活きるゴルフの利
点を広めるためコーチとして活動。2008年に日本では珍し
い米国流のケントスゴルフクラブと出会い、ゴルフクラブ立ち
上げを決意。また、ゴルフ普及のためゴルフサークルを設立、
会員数3000人を超える規模に。2015年8月、「麹町ゴルフ
クラブ」の店舗経営にも携わり、ゴルフバーとゴルフサークル
を通して、ゴルフの普及に努めている。約30年のプレーヤー経
験と1万人以上の指導内容を体系化し、短期間で習得可能か
つ、再現性のあるルーティンゴルフ・メソッドを開発。「2028年
までにゴルフ人口100万人増」を目標に、エグゼクティブ専門
のコーチとして活動しながら、後進の育成にも尽力。

す。ご存知の通り、若年層はフェイスブックよ
りも、インスタグラムを中心とした発信を主
軸としているので、その投稿している全ゴル
ファーに幅広く参加してもらえるイベントを
投げ続けています。

■プチラウンドレッスン会

　誰とでもラウンド出来る為に必要なもの
は、心に余裕を持てるだけのゴルフのスキル
と人に気遣いを出来るマナーだということ
で、それを実践で学べる場を毎月第2日曜日
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「８月もゴルフクラブのプロパー品を中心に堅

調な販売を記録しましたが、マークダウン品販

売の大幅な減少もあり、全体的な需要は引き続

きマイナス基調にて推移しています。ただ、９

月に入り各メーカーから新製品が続々発売さ

れていること、『ゼクシオ９』のマークダウン

販売が開始されたこともあり、市場は敏感に反

応しています」

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 GBB EPIC STAR コンポジット キャロウェイ 1 Steelhead XR FW キャロウェイ

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 G SERIES（2016） チタン ピン 3 M2 RESCUE（2017） テーラーメイド

4 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 4 GBB EPIC STAR FW キャロウェイ

5 GBB EPIC Sub Zero コンポジ
ット キャロウェイ 5 XXIO9 UT ダンロップスポーツ

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 M2（2017） スチール テーラーメイド 1 VOKEY DESIGN SM6  
SERIES アクシネット

2 inpres UD+2 IRON カーボン ヤマハ 2 Cleveland RTX-3 
SERIES ダンロップスポーツ

3 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 3 MD3 MILLED キャロウェイ

4 Steelhead XR  N.S.PRO スチール キャロウェイ 4 DJ-33 フォーティーン

5 XXIO9 LADIES カーボン ダンロップスポーツ 5 MACK DADDY 
FORGED（2016） キャロウェイ

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 PRO V1 SERIES（2017） 3ピース/
４ピース アクシネット 1 ODYSSEY O-WORKS 

SERIES（2017） キャロウェイ

2 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 2 ODYSSEY WHITE HOT 

RX 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 TP COLLECTION 

SERIES テーラーメイド

4 HVC SERIES 2ピース アクシネット 4 ODYSSEY WORKS 
SERIES キャロウェイ

5 SRIXON DISTANCE
（2015） 2ピース ダンロップスポーツ 5 CADENCE TR SERIES ピン

＝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）

8 月1日～ 8 月 31日

FW&UT1位＝Steelhead XR FW

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.ゴルフを始めたのは大学時代で、当時はゴル
フ部に所属をしており毎日ゴルフ漬けの生活を送
っておりました。その頃から、ゴルフが楽しい！ ゴ
ルフに携わる仕事がしたい！ という思いが強くゴ
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.弊社で契約している女子プロゴルファーの販
促担当をしております。主に、ゴルフブランドで、マ
ンシングウエア・ルコックゴルフ・デサントゴルフ
などを契約プロに提供し、ブランドPR活動を行っ
ております。当初は主に百貨店でのゴルフウエア
販売に携わり、その後営業活動や現場販売スタ
ッフとのお仕事が中心でした。今年の4月より女
子プロ販促の担当になり、現在は女子トーナメン
トに出向きゴルフ場に足を運ぶ機会も多くなりま
した。

Q.年間のラウンド数は？
A.年間約10ラウンド。今年は目標20ラウンドで
すが、現在10ラウンド。スコアアップを目指し、年
末までに機会を増やしたいです。

Q.ゴルフ界で働く女性へのメッセージを。
A.今のお仕事になり、プロゴルファーのプレーを
間近で見る機会が多く、本当に「カッコイイ！」に
つきますし「感動！」します。自身でプレーする楽し
みと、プロのプレーを見る感動、などをゴルフユー
ザーの皆様にいろいろなツールからそのゴルフ
の楽しさを伝えたいと思います。
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デサントジャパン株式会社
第2部門 ゴルフSP・販売促進課
大森 美恵さん



第419号（毎月1日発行） 平成29年10月1日発行（ 7 ）

　平成29年8月29日（火）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS9月号について
1、4面：「第2回日本ゴルフサミット会議」開催
報告。
●「19番ホール」：山本美雄・広報委員会委員
長が担当。　
2～ 3面：「2017年版ゴルフ産業白書」の紹介。
5面：「JGF2018の出展の案内」、「YPSゴルフ
データ」を掲載。
6面：「中部・西日本ペアスクランブルゴルフ
大会」の開催報告を掲載。　
7面：「関連団体のゴルフ活性化の取組み（田
井真貴子氏）」を掲載。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー（ゴルフパートナー）」を掲載。
議題-2、JGGANEWS10月号編集について
　10月号よりJGF関連事項の露出を増やす目
的で紙面構成を大幅に変更する。
1～ 3面：「第42期ゴルフ用品販売技術者講習
会」の開催報告を掲載。
●19番ホール：山田理事（広島G）が担当。
4面：「2017年版レジャー白書」を掲載。
5面：「関連団体のゴルフ活性化の取組み（江
口寿和氏）」を掲載。
6面：「YPSゴルフデータ」などを掲載。
8面：「JGF告知」ページとして活用。
議題-3、JGGANEWS11月号について
1～ 3面：「第7回インダストリーカップゴル
大会」の開催報告を掲載予定。
●19番ホール：梅田理事が担当。
3～ 4面：「中部・西日本企業対抗ゴルフ大会」
の開催報告を掲載予定。
5面：「ゴルフ活性化の取組み（候補：マーク金
井氏など）」を掲載予定。
6面：「YPSゴルフデータ」などを掲載予定。
7面：「協会関連事項」などを掲載予定。
8面：「JGF告知」を掲載予定。
議題-4、次回委員会の日程
　平成29年10月30日(月)

講習会委員会
　平成29年9月21日（木）、協会事務所にて標
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
の報告
会場：LMJ東京研修センター（文京区本郷
1-11-14小倉ビル）
日程：平成29年8月21日～ 24日
参加66名／平均年齢33.0歳　　
議題-2、来年度第43期ゴルフ用品販売技術者
講習会に向けて 
場所：LMJ東京研修センターの他に会場候補
検討。天井の高さ、スクリーンの見易さ、空調
などアンケート内容から改善策を検討。
日程：平成30年8月20日(月)～ 23日(木)で確定。
その他検討事項：講師の交替や見直し、テキス
トの訂正と見直しなどを検討。認定資格の価
値向上と消費者からの資格取得者に対する期
待をどのように反映するか？　試験結果の評
価と、再試験制度の導入について。
議題-3、次回委員会の日程
　平成30年1月頃

第 6 回活性化委員会
　平成29年9月21日（木）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、ペアスクランブルゴルフ大会の来年
度開催について
①本年は東日本会場・大宮カントリークラブ(
埼玉県さいたま市)で平成29年7月17日(月・祝
日)に開催。参加者51組102名（男性71名、女性
31名、女性参加率30.4%）。
②来年度もペアスクランブルゴルフ大会を開
催する方向で検討する。開催日程は7月の海
の日祝日案または、5月の日曜日案の両方で
プレー費用を纏め次回委員会で決定する。開
催コースは、新たな地域での開催で初参加者
の増加と固定的な参加者の減少を図る。
議題-2、GMAC・大学授業関連
1.GMACの分科会活動テーマ
①「若年層活性化」分科会：「20代後半から30
代前半のゴルフ参加率を10%強に引上げる」
との課題で取組む。
②「40～ 50代掘り起こし」分科会：休眠ゴル
ファーの再開支援もテーマとした。
③「情報発信強化」分科会：ゴルフに関するデ
ータ発信を強化する方向で取り組む。
2.ゴルフクラブの提供
　JGGAでは大学授業で使われている古く、傷ん
だゴルフクラブの更新要望に応える為、各クラ
ブメーカーに大学ゴルフ授業の充実に向けた取
組みに対して協力を要請し、16社から提供を受

けた。その結果、本年8月末までに48の大学・学部
に約1,600本の授業用ゴルフクラブを送付した。
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年11月17日(金)　

第5回インダストリーカップ委員会
　平成29年9月21日（木）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、第7回ゴルフインダストリーカップ
日程：2017年10月16日（月）
場所：総武カントリークラブ総武コース（千葉
県印西市）
◇議事要旨
①参加のしおり・競技内容及び条件､ローカル
ルールの確認。
②運営マニュアルの確認。
③ティタイム構成の確認。
④懇親会・表彰式の進め方確認。
⑤当日のインダストリーカップ委員と事務局
の役割分担について。
◇インダストリーカップの最終申込状況は以
下の通り。
　24社3団体　計46チーム174名
議題-2、次回委員会の日程
　平成29年11月17日（金）

変更事項
【正会員入会】
●株式会社グレンコーポレーション
代表者：島宗　広司
住所：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-9-37
TEL：03-6809-1788
【賛助会員入会】
●楽天株式会社　ゴルフ事業
代表者：反町　希一
住所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川
1-14-1楽天クリムゾンハウス
TEL：050-5817-3341　FAX：03-6368-4443

JGGA OFFICIAL HANDBOOK
発行とご送付のお知らせ

　平成29年10月1日現在のOFFICIAL HANDBOOK
（理事、会員名簿など）が完成しましたので10月
号のJGGANEWSに同封いたします。HANDBOOK
の発行は2年に1度で、次回発行は平成31年10月
(2019年10月)を予定しております事を予めご承
知おきください。内容に付きましてのご質問、変
更、訂正等が有りましたら協会事務局までご連
絡ください。

協会関連事項
広報委員会



（ 8 ）平成29年10月1日発行 第419号（毎月1日発行）

　当協会が開催する第52回ジャパンゴルフ
フェア2018について、当頁を活用して会員各
位に、ジャパンゴルフフェア2018実行委員会
で議論された企画など、活動内容とともに決
定事項などを報告する。

①来場促進効果を狙った開催時間の延長

　開催初日の3月23日（金）と2日目の24日
（土）の閉会時間を19：00に延長、来場機会の
拡大によりさらなる来場促進を図る。ターミ
ナル駅からの足の便の良さと、中華街などの
繁華街に近いという立地を生かし、会社員の
アフター 5来場を想定した訴求を展開。さら
に5時～ 7時に特典企画を設定し、意図的に
「アフター 5」来場を喚起する。特典企画は、
JGF販売コーナーやグルメコーナー、出展社
企画などを対象に実施予定。

②JGFゴルフメディア・コミッティの活動

　ジャパンゴルフフェアを通してゴルフの活
性化を図ろうと、ゴルフ専門メディア各社が力
を合わせ「JGFゴルフメディア・コミッティ」を
立ちあげる。ゴルファーにゴルフフェアを積極
的アピールし来場を促進するだけでなく、中小
出展社の製品情報の発信もサポートする。さら
に会場内にコーナーを設置し、ゴルフメディア
とゴルファーの接点も強めていく。

③シャフトコーナーの新設

　ゴルフフェア来場者の中核となっているコ
アなゴルフファンが最も興味を持っている
「シャフト」に注目したコーナーを設置。今ま

でほとんどゴルフフェアに出展経験のない中
小のシャフトブランドに参加機会を提供し、
ゴルファーにとって興味深い情報を発信する
と同時にシャフト巻き込みの実演や、シャフ
トの動きと効果などについてもこの場所で解
説していく。

④参加型（体験型）企画の充実による来場促進

●前回最も注目を浴びた「試打オープンタイ
プ」の訴求力をさらに向上するため、打席後
ろ側のプロモーションスペースを拡大。出展
者のプロモーション展開の可能性を広げた。
また18打席一体型のレンジ構造により、来場
者に対する強いインパクト訴求も狙う。

●参加者が好きなクラブを打ち比べができ、
しかも弾道計測器によるデータでのチェック
が可能な主催者企画「総合試打コーナー」。事
前に予約する事ができるため、「せっかく楽
しみにしてきたのにもう夕方まで一杯で参加
できない」という不満も解消した。

●定番企画でありながら毎回多くの参加者を
集める「ドラコン・ニアピン チャレンジコー
ナー」、さらにパワーアップし楽しさを増幅す
る企画を検討中。

⑤フェア会場におけるゴルフ用品販売の拡大
による来場促進

●来場者からの強い要望に応え前回初めて実
施した「JGF販売コーナー」。今回はスペース
も内容もより拡大して実施を計画中。会場は
展示ホールに隣接したアネックスホールを利

用し、900㎡というさらに広いスペースを確
保し「ゴルフ用品を買う楽しみ」をゴルフフ
ェアの魅力のひとつとして確立していく。

●「他では見かけることが少ないグッズが入
手できる」と来場者に人気の「出展社による
ブース内販売」は、出展者からも「コストパフ
ォーマンスが上がる」と評価されている。

●例年売り切れが続出しているチャリティ販
売企画の「トーナメントグッズ販売」は、トー
ナメント主催者の協力により次回も継続して
展開される。売上収益金は日本ジュニアゴル
ファー育成協議会に寄贈される。

●「ツアープロのレアなグッズが手に入る」
として人気の「ツアープロ愛用品オークショ
ン」。ビッグネームから注目の若手まで人気プ
ロの愛用品がオフィシャルサイトでのWEB
オークションに続き、フェア会場でも商品を
展示し入札の機会を提供している。売上収益
金に関しては、男子が「ガン撲滅基金」、女子が
「盲導犬協会」に各所属団体を通して寄贈さ
れる。

⑥その他の来場促進企画

●前回、初めての実施ながら3日間で6000食
以上の実績があった「グルメコーナー」。飲食
スペースのレイアウトやメニューなどを改良
して効率と魅力を高め、来場者の滞留時間の
延長や出展社のコミュニケーションにさらに
効果的に機能する事を目指す。

●知名度の高いゴルフ解説者やプロゴルファ
ーが、最新のクラブやその他トレンドグッズ
を案内していく「ゴルフフェア見学ガイドツ
アー」、ゴルファーがフェア会場で効率的・効
果的に情報に触れられるとの評価が高く、今
回も実施準備中。

⑦出展者に対するビジネスサポートの強化

●中小の出展社が製品やサービスのプレゼン
テーションに活用することを目的として、会
場内に小さな「プレゼンテーションスペース
（セミナースペース）」を設置する。

●中小出展社の製品情報の発信に関して、ゴ
ルフメディアの誌面協力によって、3日間の
会場でのプロモーションという限界を超えて
高めていく。
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