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ゴルフファンを創ろう
！ 2018年 JGFは
開場時間延長で入場者増を目指す！
ゴルフファンを創ろう
！――。2018年ジャパンゴルフフ

6163人を超える来場者6万人の動員が目標。それも

ェアの開催スローガンが決定した。“ゴルフ用品業

あってか、
ゴルフ関連企業が続々と出展に名乗りを

界が一丸となってゴルフマーケットの活性化を目指

上げている。同号では11月22日現在の出展企業とイ

す”という意図がある。

ベント内容を紹介する。

「第52回ジャパンゴルフフェア2018」は、2018年3月
23日
（金）～ 25日
（日）パシフィコ横浜（神奈川県横浜
市）で開催されるが、来場促進効果を狙って開催時
間の延長、
シャフトコーナーの設置、参加型企画など
魅力的なイベントが目白押しで、今年の来場者5万

今年、社会人になった息子
がゴルフを始めて約半年、そ
こそこゴルフにのめりこんで
いる。その息子が普段からゴ
ルフでお世話になっている会
社の先輩は、ゴルフ歴2年半
で80台でラウンドするほどで、スイングも非
常に綺麗な立派なゴルファーだ。誰かに教わ
ったのかと聞くと、
彼の先生はスマホである。
自分の体形に似たプロのスイング動画を元
に、自身の練習場でスイングをスマホで撮影
し、徹底的に比較し真似ていくという反復練

4面＝「ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ市場の問題点」
5面＝「ゴルフ活性化の取り組み」
8面＝「JGF2018会場ゾーニング案、出展企業一覧」

習だそうだ。また、ゴルフのエントリーも勿論
スマホ、コース内での距離測定もスマホのア
プリ、スコアの記入もスマホに入力し、過去の
スコア管理やどこで大叩きしたかなどの分析
までしてくれるそうだ。
そんな彼らを連れて自身のメンバーコース
でプレーした時に驚いたことが１つあった。
キャディー付でプレーするのが初めてだとい
う。最初は少し戸惑いながらプレーしていた
ものの、キャディーさんの的確な距離案内、高
低差のプラスマイナス、風、グリーンのアンジ
ュレーションなど、スマホでは与えてくれな

い情報のやり取りをしながらラウンドを終
え、今までとは違ったゴルフの楽しみを経験
できたそうだ。
友人と楽しくゴルフ、競技ゴルフ、接待ゴル
フなど様々なシーンで活用する事ができるゴ
ルフ。パソコンのスキルのようにゴルフのス
キルが社会人になる前の必須アイテムになれ
るような活動をJGGAの会員として頑張って
いきたいと思います。

（株式会社ロイヤルコレクション

小山英嗣）
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企画概要
当協会が主催する「第52回ジャパンゴルフ
フェア2018」が2018年3月23日（金）〜 25日
（日）の3日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜
市、みなとみらい）で開催される。そのJGFに
向けた企画および活動内容が決定した。
今年初となった横浜開催。来場者数は過去
最高の5万6163人を数え、さらに来年は6万人
越えを目標としている。そのため来年のJGF
はさらに、
出展社、来場者にとって魅力的なイ
ベントになるような内容を盛り込んでいる。
以下、
企画を紹介したい。
開催スローガンは
「BUILD THE GOLFFAN ! 」

ータイム」と名付け、出展社のお楽しみ企画
を始め、販売のタイムセールやお楽しみ抽選
会など楽しい企画を発信する。
ゴルフメディアとの連携強化
そして来場者への告知活動も新たな施策で
臨む。それが「JGFゴルフメディア・コミッテ
ィ」の活動で、ゴルファー対象のゴルフ専門
メディア各社によって「JGFゴルフメディア・
コミッティ」を結成。ゴルフの活性化を目指
して、ゴルファーにゴルフフェアを積極的に
アピールすると共に、中小出展社の製品情報
の発信もサポートする。
● ゴルフメディア各社による事前告知

①JGF2018の告知、各出展社の出展内容と商
品情報を掲載する
②週刊誌2誌がフェア開催直前までに各6 〜
7回ほど掲載する
③月刊誌など8誌がフェア開催月を含めて各
2回ほど掲載する
③TVのスポット告知、WEB/SNSでの告知な
ども併用する
● フェア会場での活動

「第52回ジャパンゴルフフェア2018」の開催
スローガンが決定した。“ゴルフ用品業界が
一丸となってゴルフマーケットの活性化を目
指す”という意図を各関連企業にご理解いた
だき、ここに出展し積極的に自社商品をアピ
ールすることによってゴルファーを刺激して
いただける事を期待して、ジャパンゴルフフ
ェアのスローガンを
「BUILD THE GOLFFAN ! 」
（ゴルフファンを創ろう！）に設定した。
そのゴルフファン創出に向けて様々な企画
や内容が計画されている。
まず、
特筆すべきは
開催時間の延長だ。横浜のみなとみらい地区
は周囲の娯楽施設やショッピング、食事施設
が豊富であり、会社帰りや家族連れなどの来
場促進が見込まれる。それを実現する為に開
催期間中の金曜日と土曜日の閉場時間を19：
00に延長。
その時間を「〜 After5 〜 バーディ

①ゴルフメディア合同ブースでの「表紙モデ
ル 形 式 」に 拠 る 記 念 撮 影 会 を 設 置 す る。
12の大型パネルが設置され来場者は好きな
ゴルフ誌の表紙やメディアのイメージビジュ
アルの前で記念写真が撮れる。
＊協力して頂ける媒体・社名は以下のとおり
アルバトロスビュー、EVEN、ゴルフクラシッ
ク、ゴルフダイジェスト、ゴルフダイジェス
ト・オンライン、ゴルフトゥデイ、ジュピター
ゴルフネットワーク、パーゴルフ、BUZZゴル
フ、楽園ゴルフ、レジーナ、ワッグル（50音順）
シャフトコーナー、オープン試打席、
参加型企画で来場者を虜に！
また、新企画として「シャフトコーナー」を
設置する。これまでほとんど出展経験のない
中小のシャフトブランドを中心に、通常出展

のシャフトメーカー各社も集まった「シャフ
トの集合コーナー」が登場。そしてこのコー
ナーではカーボンシャフト巻き込みの実演
や、スチールも含めたシャフトの動きと効果
など様々な情報を発信する。
もちろん、例年大反響を呼ぶ試打コーナー
も充実。JGF2017から導入し大変評判の良か
った大型レンジ「試打席オープンタイプ」を
来年も設置する。飛球方向12ｍの距離を誇る
広い試打席は開放感が一杯。球筋が見えるこ
とで試打の満足度＆注目度NO.1の設備とし
て全36打席を用意している。
定番企画は、毎回多くの参加者を集める「ド
ラコン・ニアピン・パター チャレンジコーナ
ー」。ここでは来場したゴルファーに「飛ばす・
よせる・入れる」というゴルフの3つのポイン
トでそれぞれにチャレンジできるシーンを提
供。
その体験型企画では、ゴルフというスポー
ツに初めて接する子供たちはもちろん、大人
でも楽しめる「ファミリーゴルフ広場」。ここ
ではスナッグゴルフを使ったゲームとパター
でのゴルフの感触を楽しめるコーナーで開催
中随時催される。
“買い物の楽しみ”を拡大
会場での
グルメコーナーもメニュー刷新！

「JGF販売コーナー」は来年も会場隣接のアネ
ックスホールで開催される。スペースは900
㎡とさらに拡大。展開する小売店は前回同様
で有賀園ゴルフと二木ゴルフ。金、土曜の17
時以降に開催される「バーディータイム」の
タイムセールの内容も楽しみとなる。
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会場ではそのほかにも物販コーナーが設け
られる。
その詳細は以下の通り。
● “他では見かけないグッズが入手できる”と

人気の「出展社ブース内販売」、熱心に歩いて
もらえれば、きっととてもレアな素敵なグッ
ズと出会えるはず。
● イベントステージに隣接して、ファッショ
ンショーに出品されるブランドを中心とした
ゴルフアパレル販売が開催される。
●「ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー」は、
ゴルフ場だけでなくその地域の魅力も合わせ
て紹介されるので、地方の名産品やお土産な
ども買えるのが人気だ。
● 日本中のツアーのロゴ入りグッズを集めた
「トーナメントグッズ販売」は、例年売り切れ
続出になるので、
早めの購入がポイントだ。
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
「入札
型オークション」
。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
で最終の入札の機会が提供される。売上収益
金は、男子が
「ガン撲滅基金」
、女子が
「日本盲
導犬協会」に各所属団体を通して寄贈される。
そして昨年から設けられた「グルメコーナ
ー」も一部メニューの変更などでパワーアッ
プ。前回3日間で6000食以上の実績があった
「グルメコーナー」。座席レイアウトの工夫や
メニューの変更などで、少しでも多くの人に
楽しんでいただけるように改良される。今回
も横浜の食のシンボルと言える「崎陽軒」を
始めとして評価の高いメニューを展開する。

アー」。来場者が効率的・効果的に情報に触れ
られるサポートを目的として、ゴルフに精通
したガイドがこの年のゴルフのトレンドを紹
介していく。JGF2017でも大変人気の有った
企画で、そのガイドの個性的な視点による案
内がとても楽しめる。

出展社に対するビジネス
サポートも強化
ショッピング、グルメも楽しめるJGF。しか
し、
初めての来場者には
「何から見れば良いか
分からない」かもしれない。そのため企画さ
れているのが、
「ゴルフフェア見学ガイドツ

ここまで紹介したのは来場者向けの様々な
企画。もちろん、出展企業へのサポートも「第
52回ジャパンゴルフフェア2018」では強化
される。その内容は、

● ゴルファーに向けたワークショップ的な活

動や中小の出展社のプレゼンテーションのた
めに、会場内に小規模なセミナースペースを
設け、利用を呼び掛ける。
●ゴルフメディアの誌面協力によって“3日間”
と“パシフィコ横浜”という限界を超えたプロ
モーション活動が実現していく事を目指す。
● 初出展企業の製品を一堂に集めたコーナー
を新設し、来場者の興味を喚起し初出展社の
ブースへの誘導を図る。
●「出展社専用商談コーナー」を小型化し会
場内の各所に分散配置する。
なお、11月22日現在、「第52回ジャパンゴ
ルフフェア2018」には116社の出展企業が名
を連ねている。（詳細は8面に掲載）
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ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ市場の問題点
日本ゴルフ場経営者協会（NGK）はこのほ
ど、
「平成29年度版ゴルフ場利用税の課税状
況からみたゴルフ場の数・利用者数等」を発
表した。ゴルフ市場に関わる調査データは数
多くあるが、上記のデータは「課税状況」から
市場を把握しているだけに、信頼性が最も高
い。調査開始は昭和32年（1957年）で、当時の
ゴルフ場は116、延べ利用者数は182万人だっ
た。今回掲載した利用状況の推移は誌面の都
合上、
平成元年（1988年）以降としている。
なお、平成28年度のゴルフ場利用税は前年
比16億円減少の459億万円だった。同税は平
成4年度に1036億万円を記録しており、当時
との比較では55.7%減となった。この原因は、
ゴルフ場利用者数の減少
（平成4年度比16.2％
減）に加え、ゴルフ場利用税額決定対象プレ
ー料金の減額（平成4年度比35.2％減）による
ものである。
ゴルフ場利用者状況
今回のデータは平成28年3
月 〜 29年2月のゴルフ場利用
者数となり、
具体的には前年比
201万人減
（2.3%減）の8574万
人となり、平成22年度に8809
万人になった以降、
東日本大震
災の影響を受けた平成23年度
を除き、
最小の利用者数となっ
た。
同報告書はその要因につい
て次のように説明する。
＝地域として最も利用者数が
多くなる季節である8月に連
続3回の台風襲来や降雪時期
が例年より１ヶ月早く訪れた
北海道、熊本地震や台風・集中
豪雨を受けた九州地区を代表
するように近畿以西が総じて
減少幅が大きいことから自然
災害や気象条件に影響され
た。また、過去10年にわたり利
用者数を下支えしてきた「70
歳以上の利用者数」の伸び率
が天候的な要因もあり、0.6%
に留まった＝
次に
「全国平均」に比べて減

～70歳以上の利用率鈍化とジュニア利用の停滞～

少率が高い都道府県を見てみよう。全国平均
は5.6%減だが、
島根県27.8%減を筆頭に、
和歌
山県20.0%減、北海道17.6%減、福島県16.9%
減、岡山県14.8%減、長野県・山口県11.5%減な
ど、ゴルフ場入場者数が9078万人だった平成
20年度との比較では、
地域格差が生じている。
＝地域的に北海道、中国地方、四国地方が総じ
て減少傾向が高くなっており、人口密集地域
との距離や人口動態等により地域間の格差が
生じている＝
ゴルフ場数の推移
平成29年3月末時点でのゴルフ場数は、対
前年比35減少の2282ゴルフ場となった（都道
府県に跨がるゴルフ場が19あるため、実稼働
コースは2263コース）。また、ホールが減少し
ているコースもあるため、18ホール換算で

は1年間で39コース程度が減少したとみられ
る。ちなみに平成22年度以降の7年間で、累計
163コースが閉鎖した。
18歳未満利用者は横ばい
「ゴルフ普及」のテーマの中で、多くのゴルフ
場や業界団体が「ジュニア育成」を活動目標
に掲げているが、その成果がここ数年停滞状
況にある。平成20年度26.2万人、平成21年度
31.1万人、平成22年度32.9万人、平成23年度
33.8万人、平成24年度34.6万人、平成25年度
34.3万人、平成26年33万人、平成27年度32.9
万人、平成28年度30.9万人 ― 。
過去9年で17.9％増は一定の成果をうかが
わせるが、平成24年をピークに減少傾向にあ
る。この原因分析を行ない、対応策の検討が課
題となる。
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プレー時間、ホール数、クラブ本数を半分にして
ゴルフの敷居を下げる！
！
！ゴルフクラブアナリスト マーク金井
スキルだってあがる。
クラウドファンディング
ゴルフは18ホールというのが常識ですが、マ
ークマイクロトーナメント9ホールチャンピ
オンシップ（MMT9）はその常識を覆して9ホ
ールで開催。
誰もが気軽にプロのプレーぶりを観戦でき
て、
誰もが気軽にプロと腕を競い合える。
「世界でもっとも小さなプロトーナメント」
「世界でもっとも身近なプロトーナメント」
それが
『MMT9』！！
「先日、トランプ大統領が来日されたときも9
ホールラウンドだったし、18ホールはプレー
時間が長過ぎ。人が集中してプレーできるの
はせいぜい2時間だ。昔はプロの試合も36ホ
ール、アマチュアも27ホールをラウンドする
時代もあった。ただそのときは今の18Hホー
ルをラウンドするよりも大幅に時間は短かっ
たと思われる。現在のように18ホールラウン
ドする時間は6時間
（昼食時間含む）もかかる。
しかし、昔の18ホールのプレー時間は3時間
半程度だったと記憶している。
1つはゴルフ自体のプレー回数が減ったと同
時にプレー時間が長くなっていることで、
18ホール以上ラウンドできなくなったのが
現状である。
現在、我々が目指しているのはプ
レー回数の増加だけではなく、プレーを速く
することであり、そのことを具体的に提唱し
ているのが
『MMT9』だということである。
例えば、演劇や映画は約2時間である。人が何
かに集中したり見たりできる時間は約2時間
ということではないかと思っている。その面
からも9ホールプレーは2時間でラウンドで
きるということで推奨している。スキルUPの
ために、エントリーフィーのコストの面から
も9ホールのラウンドはきっとゴルファーが
入りやすいのではないかな」
とマーク金井氏は語る。
もう一つ、クラブ本数の制限をルールとして
設けている。プロは4本以内、アマチュアは7
本以内。このルールが更に時間短縮になると
いう。
そして、
その日決めて使用したクラブの

第5回には広くサポーターの皆様の協力を得
ようということで、クラウドファンディング
に挑戦。ゴルフトーナメントで「クラウドファ
ンディング」を導入するのは、
「MMT9」が“初”
となる試みで成功。
マーク金井氏は新幹線でスノーボードに毎シ
ーズン30回訪れる。縁あってスノーボード場
からもクラウドファンディングで協力を得る
ことができ、「MMT9」の会場にはスノーボー
ド場の看板がある。ウインタースポーツのプ
ロ選手のほとんどがシーズンオフにはゴルフ
を楽しむという…。
活性化って何？
具体的に活性化と言われると、あまりにも壮
大過ぎてピンとこないことがある。9ホール
ゴルフを身近に楽しむ、クラブ本数をいつも
より少なくラウンドすることで、ちょっとだ
け敷居が下がったような気分になる。プレー
費用だって安くなる。クラブ選びだって楽し
くなる。初心者だっていつもより気楽にラウ
ンドできる。こういう具体的な要素が活性化
につながるのではないか。
最近開催した「第7回 マーク・マイクロ・
トーナメン
ト 9Holes Championship」大会概要
主催：MMT9運営事務局 代表：マーク金井
後援：アナライズ、日本ハーフコース振興協会
協賛：阪神交易、リンクス、プロギア、ダンロッ
プスポーツ、バズゴルフ、藤倉ゴム工業、コン
ポジットテクノ、アドミラル、ガーラ湯沢、シ
ャトレーゼ、ヤマト徽章
会場：赤羽ゴルフ倶楽部
開催日程：アマチュア予選会＝2017年6月20
日（火）、本大会＝2017年7月11日（火）
賞金総額：※対象：プロ／ 40万円
優勝賞金：15万円（7位まで賞金あり）
1位：15万円、2位：7万円、3位：6万円、4位：
5万円、5位：4万円、6位：2万円、7位：1万円

8位〜 20位：なし
賞品：※対象：アマチュア／出場者全員へ参加
賞、アマチュア参加選手の上位選手に賞品を
授与する。
出場人数：プロの部20名（男子プロ）、アマの
部：20名（男女問わず）
出場資格：プロの部＝①推薦枠10名、②先着
枠10名（先着順）、アマの部＝①予選会40名枠
からの上位10名、②アマチュア特別（サポー
ト）枠5名（予定）
※ハンデキャップ18以下 男女問わず
参加費：1万円（税込）プレー費込み
競技方法：9ホール・ストロークプレー（使用
ティー＝男性：白2,765y/女性：赤2,583y）
クラブ本数：プロ4本以内、アマ：7本以内
※いずれも、ノーキャディーでバッグを担
いでプレー。
競技規則：本大会は日本ゴルフ協会ゴルフ規
則及びローカルルールを適用する。
「MMT9」はボランティアスタッフが手作りで
作り上げているトーナメント。ゴルフを楽し
むワクワクする気持ちになれる。
本戦では選手として名前をコールされてから
のティーオフ。LIVEスコアのリーダーボード
もあり、普段TVで見ているような緊張感のあ
るプロのトーナメント気分を味わうことがで
きて楽しそう。「MMT9」はエンジョイ志向の
ゴルファーでもエントリーでき、上手くいけ
ばプロと戦える…。そんな夢のある大会の印
象だ。今後、我々一般ゴルファーも9Hプレー
を身近に楽しむレジャーとして感じていけれ
ば、それこそ「活性化」につながる近道かもし
れない。

マーク金井（まーく・かない）
大阪府出身のゴルフクラブアナリスト。ゴ
ルフ誌だけではなく、TV、ラジオなどさま
ざまなメディアで活躍する、自称「ゴルフ
芸人」。最近はクラブ設計者として活躍し
ており、メーカーが作れなかったアマチュ
アを救うクラブを設計する。豊富な知識
と腕前でクラブの試打・レポートをゴルフ
雑誌やネットで展開。自らゴルフスタジオ・
アナライズを主宰している。
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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

業界女子

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）

vol.12

10 月 1 日〜 10 月 31 日

細かい気配りでお取引先様からの信頼も厚
く︑ゴルフが大好きだからこそユーザーに対
しても的確なアドバイスが出来る頼もしい存
在です︒豊富な経験と知識を活かし︑更なる
活躍を期待しています︒

︵国内ゴルフ事業部 特販支店 支店長
石井 敬次郎さん︶

「10月も9月に引き続き新製品を中心としたク
ラブが市場を牽引する形で推移、
数量ベースで
はアイアンが前年同期比116.0％と好調に推移
マルマン株式会社
国内ゴルフ事業部 特販支店

遠藤 芳江さん

した。
そのアイアン市場であるが、POSデータ
のシステム上ベストセラートップ5には入って
こないものの、
ミズノの新製品
『Mizuno Pro』シ

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
ゴルフが好きで若洲GLでラウンドしていた時に、
キャディバイトの募集を知り、
その日のうちに面接
を受け、採用されました。
その後、主人が見つけた
マルマン営業職の募集に応募し、現職に至りま
す。
Q.お仕事の内容を教えてください。
主にゴルフ場への営業です。
インショップへの販
売の他、試打会でリアルなゴルファーの声を聞く
機会も多いです。
Q．年間のラウンド数は？
大体4 〜 50ラウンド位だと思います。ホームコー
スの月例会や研修会、
また倶楽部対抗や企業対
抗などの競技にも積極的に参加しています。
Q．今積極的に取り組んでいることはなんですか？
体幹トレーニングです。業務上、運転が長く
（月
平均3,500km）、重いバッグを運ぶこともあり、腰
痛に悩まされ、改善のため2月から始めました。仕
事は体力勝負なので、元気で頑張るためにも役
立っています。
Q．ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
エンジョイゴルフ派の方でも、仕事同様にゴルフ
も目標を持って取り組んでみて欲しいです。計画
を立て、結果を出す過程は、仕事にも良い影響
を与えますし、ハマればハマる程楽しいですから
（笑）

リーズが好調な販売を記録している」

ドライバー2位＝G400 SERIES
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

1

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

2

G400 SERIES

チタン

3

TOUR B JGR

チタン

4

GBB EPIC STAR

5
順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

ピン

2

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

ブリヂストンスポーツ

3

GBB EPIC STAR FW
SERIES

キャロウェイ

コンポジット キャロウェイ

4

EPIC STAR UT

キャロウェイ

M2（2017）

コンポジット テーラーメイド

5

M2 FW（2017）

テーラーメイド

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

メーカー名

1

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

1

WEDGE BEST５
VOKEY DESIGN SM6
SERIES

2

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

2

MD3 MILLED

キャロウェイ

3

EPIC STAR

カーボン

キャロウェイ

3

Cleveland RTX-3
SERIES

ダンロップスポーツ

4

XXIO9 N.S.PRO

スチール

ダンロップスポーツ

4

VOKEY DESIGN
FORGED（2017）

アクシネット

5

AP3 718 N.S.PRO
MODUS3

スチール

アクシネット

5

MACK DADDY
FORGED（2016）

キャロウェイ

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

順位

アクシネット

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

SPIDER TOUR SERIES
（2017）

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

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

ODYSSEY O-WORKS
キャロウェイ
BLACK SERIES（2017）

2ピース

ダンロップスポーツ

5

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

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

テーラーメイド
キャロウェイ

第421号（毎月1日発行）

協会関連事項
広報委員会
平成29年10月30日
（水）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS11月号ついて
1 〜 3面：
「第7回インダストリーカップゴルフ
大会」の開催結果を掲載。
●「19番ホール」
：梅田理事（西明石ゴルフシ
ョップ）を掲載。
4 〜 5面：
「中部日本企業対抗ゴルフ大会」、
「西
日本企業対抗ゴルフ大会」
の開催報告を掲載。
6面：
「2017PGAフィランスロピー障害者ゴル
フ大会」の協力報告などを掲載。
7面：
「ゴルフ活性化の取組み（ゴルフリサー
チ長野氏）
」を掲載。
8面：
「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー（有賀園ゴルフ）」を掲載。
議題-2、JGGANEWS12月号について
1 〜 3面：
「JGF2018企画概要」を掲載。
●「19番ホール」
：小山理事（ロイヤルコレク
ション）を掲載。
4面：
「ゴルフ場利用税の課税状況から見たゴ
ルフ場数・利用者数について」を掲載。
5面：
「ゴルフ活性化の取組み
（マーク金井氏）
」
を掲載。
6面：
「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（マルマン）」を掲載。
7面：
「協会関連事項」を掲載。
8面：
「JGF2018出展申込状況」を掲載予定。
議題-3、JGGANEWS2018年1月号について
1 〜 3面：
「年頭所感」を掲載予定。
●「19番ホール」
：尾島理事（ダンロップスポ
ーツマーケティング）を掲載予定。
4面：
「製造渉外委員会 シャフトのスペック
測定に関するガイドライン」を掲載予定。
5面：
「ゴルフ活性化の取組み（未定）」を掲載
予定。
6面：
「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（プロギア）」を掲載予定。
7面：
「協会関連事項」を掲載予定。
8面：
「JGF2018告知記事」を掲載予定。
議題-4、
次回委員会の日程
平成29年12月25日（月）

講習会委員会
平成29年11月17日（金）、協会事務所にて標
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記の委員会を開催した。
議題-1、第43期ゴルフ用品販売技術者講習会
の検討
◇日程は平成30年8月20日（月）〜 23日
（木）。
◇会場のLMJ東京研修センターは、
「スクリー
ンが見難い」
、
「空調が寒い・暑い」という意見
があったため、
会場を変更する方向で進める。
◇総講習時間は20時間40分で変更なし。
◇認定試験は1,000点満点で合格は700点以
上、平均点854.7点と若干易しい状況。難易度
を検討する。
◇授業の評価アンケート結果を講師にフィー
ドバックする。講師2名が交替予定。
◇講習会の日程と講義スケジュールは前回と
ほぼ同様の予定。
◇募集人数60名とする。
◇受講料は、次回から税抜価格で表示する。
◇第43期講習会でも、懇親会を開催する。
①資格認定者の検索データベースの構築と方
法、費用などについて
②第43期からの認定試験不合格者の取扱い
と再試験の方法について
議題-2、次回委員会の日程
平成30年2月9日（金）

第 7 回活性化委員会
平成29年11月17日（金）、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
開催日程：平成30年7月16日（月・祝）
開催コース：CPGカントリークラブ（千葉県市
原市）
募集組数：50組100名
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
未経験者の取込みも有るが休眠ゴルファー
の再開支援もテーマとして考えている。
③「情報発信強化」分科会
GMACホームページの発信強化を図る。
2.ゴルフクラブの提供
①大学ゴルフ授業へのゴルフクラブの提供
ゴルフクラブメーカー 16社から提供を受
け対応した。その結果、本年10月末までに54
の大学・学部に約1,800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30年2月9日（金）

第 6 回インダストリーカップ委員会
平成29年11月17日（金）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、第8回インダストリーカップゴルフ大
会の概要
日程：2018年10月15日（月）を予定している。
場所：開催コースの検討中（現在担当を割振り
折衝中）
人数：約180名
料金：2万円以内（今までの実績の1万8千円台
を目標に交渉する）
競技部門：男子スクラッチ部門（団体・個人）、
アンダーハンディ部門（団体）
議題-2、次回委員会の日程
平成30年2月9日（金）

新入会
【正会員入会】
● アディダスジャパン株式会社
代表者：ポール・アンドリュー・ハーディスティ
● 株式会社スリーディ
代表者：新井容徳
【賛助会員入会】
● 株式会社セピア・クワーティー・インターナ
ショナル
代表者：佐野敬志
●グローバルゴルフメディアグループ株式会社
代表者：島崎陽

変更事項
【代表者変更】
● マルマン株式会社
新代表者：金在昱（旧代表者：出山泰弘）

年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、下記の期間の当協会業務
を休業とさせていただきます。
【休業期間】
平成29年12月29日（金）～平成30年1月4日（木）
尚、平成30年1月5日（金）午前9時15分より通
常業務を開始いたします。
何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承
くださいますようお願い申し上げます。
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発行人
発行所

馬場宏之

編集人

山本美雄

一般社団法人日本ゴルフ用品協会

〒101-0021 東京都千代田区外神田
6 - 11 - 11 神田小林ビル4F
電話 （03）3832-8589
FAX（03）3832-8594

告知情報

ジャパンゴルフフェア2018の企画概要に
ついては、2 〜 3面に掲載しています。

会場ゾーニング案

出展企業一覧

2017年11月22日現在

1

Aimer International

31

アイシム医療器

61

ジオテックゴルフコンポーネント

2

AZAS GOLF

32

アクシネットジャパンインク

62

シャノワ物産

3

balan swing

33

朝日ゴルフ用品

63

ジョイライフ

4

Blockgolf

34

朝日ゴルフ用品 BUZZLIFE 事業部

64

スカイ・エー

5

cecci

35

有賀園ゴルフ

65

6

DMMP デザイン

36

アルク

7

DONGGUAN ENHUA SPORTS

37

アレックス（PIN HIGH JAPAN）

8

FDR

38

9

GEUMSAM JAPAN

10

89

ヒルトン・リゾーツ・マーケティン
グ・コーポレーション

90

ビルマテル

91

ピンゴルフジャパン

スリ - ディ

92

ファイテン

66

セピア・クワーティー・インターナシ
ョナル

93

ファンクデザイン

94

フォーティーン

エム・ケイ・トレーディング

67

タイ国政府観光庁

95

藤倉ゴム工業

39

大橋金属工芸

68

96

フランス観光開発機構

G-ONE

40

オリムピック

ダイヤコーポレーション
（ダイヤゴルフ）

GOSTAR SPORTING GOODS

41

ガーミンジャパン

武市ウインド名古屋

ブリヂストンスポーツ

11

69

97

GPRO

42

カイドゴルフ

タジマ工業

プロギア

12

70

98

GRABEAT

43

マニューバライン

ダンロップスポーツマーケティング

プロティア・ジャパン

13

71

99

14

HARAKEN

44

北側物産 PROTEC 事業部

72

ディースタイル

15

HICKORY STICK

45

キャロウェイゴルフ

73

テイクバック

16

HUA'S FASHION SPORTS

46

久我修一ゴルフアーティスト

74

ディテクト

JAMESMILR Golf.

グラファイトデザイン

テーラーメイドゴルフ

17

47

75

KGREEN

グレンコーポレーション

デサント

18

48

76
77

トゥモローカレッジ

19

Montgomerie Links Vietnam

49

グローバル ゴルフ メディア グループ

78

トップ貿易

20

NICKENT GOLF KOREA

50

グローブライド（G Ⅲ）

79

トライアル

21

PURESMART

51

グローブライド（ONOFF）

80

二木ゴルフ

22

Snowbee International

52

抗州名納アパレル有限公司

81

ニコンイメージングジャパン

23

THREE HUNDRED SPORTS

53

興和インターナショナル

82

日本シャフト

24

US PGA TOUR

54

国際スポーツ振興協会（ISPS）

83

日本フェィウィック

111 ヨネックス

Vidsur Golf Pvt

55

ゴルフタウンしらかわ

84

ニューアート・クレイジー

112 ライト

ノビテック

113 楽天 ゴルフ事業部（楽天 GORA）

25

100 ボルテックス
101 マインド
102 松岡手袋
103 マリオット・バケーション・クラブ
104 ミズノ
105 三菱ケミカル
106 メルシー
107 ヤマト
108 ヤマト徽章
109 ヤマハ
110 山本光学

SWANS

26

VIP グローバル

56

ゴルフプレミアム

85

27

Wirtschaftsberatung Gerhard Reeg
GmbH

57

ゴルフ用品界社

86

パイオニア販売

114 リーダーメディアテクノ

コンフォート ･ ゴトウ

ハヤブサ

115 レザックス

アートレイ

58

87

28

116 YKY

アイ・ジー・エム

サソーグラインドスポーツ

阪神交易

29

59

88

30

アイエム

60

サンヴァリィ
（ピレッティ・ジャパン）

今後、ゴルフ関連団体及び練習場関連の出展社数が確定するほか、
決算などの関係で
年末のかけ込み申し込みの企業が加わる為、
最終的には昨年と同程度の出展社数を見込んでいます。

