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戌年は次のステップへ繋げるための年
結束を高め、ゴルフを盛り上げましょう
2018年が幕を開けました。干支は戌。この「戌」を

ゴルフ業界は長らく低迷してきましたが、
この数年は

「犬」としたのは、庶民に十二支を浸透させるため

様々な活性化策が講じられています。2年後にひか

に動物の名前を当てたとされています。

えた東京五輪に向けて、収穫の次のステップを目指
してみようではありませんか。

前年の「酉」は酒つぼを描いたもので、収穫した作
物から酒を抽出するという意味や、収穫できる状態
であることから「実る」ということも表します。そのこ
とから、果実が成熟した状態を表しているとされて
います。「酉」が収穫できる状態とすれば、「戌」は
収穫した後の段階と考えられます。

新年明けましておめでとう
ございます。
2018年がいよいよ始まりまし
た。
本年は干支でいえば戌年で
あり、
巷では昨今、
柴犬の子犬が
もてはやされているようです。
この戌年というのは証券業界では
「戌笑う」
といって縁起が良いとされているようです。
この何十年かは株価が前年を下回ったことが
無い、と先日経済アナリストが話しているの
を聞きました。
昨年、
我々のゴルフ用品業界では、
飛びに特

4面＝「インダストリーカップアンケート調査結果」
5面＝「ゴルフ活性化の取り組み（KGU）
」
8面＝「JGF2018告知情報」

化したクラブやボール等がヒットしました。
今年もこの傾向が続くことを期待しますが、
ゴルフ人口増加、ゴルフ市場拡大という課題
が根本的に解決されているとは言い難いのも
事実です。
しかしながら、GMACをはじめとする団体
や企業の継続的な市場活性化活動が奏功し、
総務省の「社会生活基本調査」によると若年
層のゴルフ参加率が増加傾向にあるという嬉
しいレポートもあります。私自身も所属企業
や団体で活性化活動に参加していますが、方
や個人的に周囲の人たちに積極的にゴルフへ

の参加を働きかけているかどうかを考えた場
合、反省しきりです。
四季のある日本では特に桜・新緑の春や、紅
葉真っ只中の秋のゴルフシーンは昨年の流行
語でもある「インスタ映え」すること請け合
いです。大自然を感じて、会話を楽しみながら
スコアを気にせずプレーするゴルフも競技ゴ
ルフとは違った良さもあり格別です。
こんなゴルフの良さを、私自身の周囲の人
たちに一人でも多く伝えていくことを今年の
抱負にしたいと思っています。
（ダンロップスポーツマーケティング 尾島祐輔）
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ゴルファー拡大に
向けて

楳本富男

に終了することができました。特に昨年から
スパンを長くした試打コーナーの充実、販売
コーナー、グルメコーナーの設置等、新しい企
画を盛り込み、集客力を強化しました。今年は
さらにシーズン始めのゴルフ業界全体のイベ
ント「ゴルフ祭り」として盛り上がるよう、ゴ
ルフメディアの皆様の協力を仰ぎ、フェアや
出展内容のPRを積極的にしていただき、6万
人の来場者目標で取り組みます。
販売技術者講習会も新しくわかりやすいテ
キストを作成し、受講者の理解をより高める
ことができました。また、大学のゴルフ授業へ
の協力として多くの会員企業から授業用のゴ
ルフクラブを多数提供していただき、ゴルマ
ジ、楽ゴルに続いて、若年層へのゴルフの普及
に大きく協力していただきました。各支部で
のペアスクランブルやインダストリーカップ
の開催も順調に定着し、一般ゴルファーへの
新しいゴルフの楽しみ方の提案や業界関係者
の親睦推進に成果がありました。総務委員会
では、会員の増強や新しい目線での協会事業
運営の見直しなどを実施し、体質強化に取り
組んでいただきました。
今年は、これらの活動のさらなる充実を図
るとともに「協会の一体感」をさらに高め、ゴ
ルフ業界を盛り上げていきたいと思いますの
で、引き続き、よろしくご指導、ご支援をお願
いし、新年のご挨拶とさせていただきます。

副会長

馬場宏之

結束を高め、
ゴルフを
盛り上げましょう

会長

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、新たな気持
ちで新年をお迎えのことと心よりお喜び申し
上げます。
昨年の国内経済は個人消費や雇用情勢が
順調に推移し、実質GDPもプラス成長を続け
るなど緩やかな回復基調が続きました。一方
のゴルフ業界ですが、年初は昨年を下回り、
懸念されたゴルフ場入場者数も春から夏に
かけて好調に推移したのですが、例年にない
10月の台風による長い雨で厳しい秋の展開
となり、ほぼ横ばいとなりました。用品市場
は秋のゴルフクラブの新製品を中心に市場
をけん引し、昨年より微増となりました。ま
た、8月の全米プロでは、松山選手が最終日
単独トップで後半に入りましたが、惜しくも
逆転され、メジャー初制覇はなりませんでし
た。今年こそ、その偉業達成が期待できるこ
とを日本のゴルフファンに印象づけた大会
でした。
そのような環境の中、昨年も会員の皆様に
は積極的に協会活動に協力して取り組んでい
ただき、
ありがとうございました。
各委員会や
各支部での活動もさらなる成果がでてきてい
ると実感しています。
昨年のゴルフフェアは会場を横浜に移して
初めての開催でしたが、皆様のご協力のおか
げで5万6000人もの来場者数となり、成功裏

新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな希望を持
って新年を迎えられた事と存じます。
昨年は、トランプ氏のアメリカ大統領就任
で幕を開け、北朝鮮問題、相次ぐテロ事件等、
世界に大きな影響を与える出来事が起き、世
界経済は決して安定しているという状況とは
言えず、日本も同様に経済成長が実感できる
までには至っておりません。
ゴルフ業界においては、昨年「レジャー白
書」にてゴルフ人口550万人
（対前年210万人
減）との発表があり業界を騒がせました。
その
後「社会生活基本調査」
（総務省統計局）では
895万人という発表もあり、
数字の信憑性につ
いては疑問も残りますが、ゴルフ人口は年々
減少していることに間違いないでしょう。
しかし、悲観すべきことばかりではありま
せん。ゴルフ練習場を例にとってみても、施設
数は減少傾向にありますがインドア施設に限
っては、関東近郊で400％の伸びを見せてお
り、ここに大きなヒントが隠されているよう
に思えます。
人々のゴルフスタイルの変化を敏感に捉
え、ニーズを常に把握していくことで光が見
えてくるのではと考えます。
我々協会は、「もっと手軽に短時間ででき
るゴルフ」をテーマに掲げ、ゴルフのタッチ
ポイントを増やす、或いはゴルフへのハード
ルを下げることに本気で取り組んでいきたい
と思います。
また、昨年は宮里藍プロが引退しゴルフ界
に大きな衝撃を与えましたが、現在、彼女にあ
こがれてゴルフを始めたプレーヤーたちが活
躍しております。我々ゴルフに携わる人間が、
それらプレーヤーの中から次世代のスターを
作っていき、ゴルフの魅力を向上させゴルフ
ァーを増やしていきましょう。
最後になりますが、本年もご指導、
ご支援を
お願いし、
新年のご挨拶とさせていただきます。
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未知の世界へ
踏み出す一歩

東日本支部長
アレックス・ボーズマン

米山勉

変革の芽を
着実に成長へと

副会長

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、新たな気持ち
で新年をお迎えのことと心よりお喜び申し上
げます。
昨年は、世界でも日本でも若い世代が活躍
し、新しい力がツアーを活性化させています。
ツアー選手の世代が変わっていくのと同じよ
うに、我々を取り巻く、世界の環境は日々変わ
っています。我々は、まさしく時の流れの中に
いるのです。インターネットやSNSを通じ、世
界のゴルフに関する情報が、ゴルフ業界にい
る我々を飛び越えて、直接日本のゴルファー
に影響を与えています。そして、そのゴルファ

発想の転換を

西日本支部長
白石彰

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、新たな希望
を胸に新年をお迎えのことと心よりお喜び申
し上げます。
昨年のゴルフ界も、
世界を舞台に戦う日本人
選手の活躍や、
若い力の台頭もあり、
ハイレベル
な争いはゴルフファンを大いに魅了した年とな
りました。
ゴルフ用品市場におきましては、
本質
的にゴルファーに喜びをもたらし、
満足感を得
て頂ける魅力的な商品を開発しようとする各メ
ーカーによる試みも多く見られており、
市場活性
化に向けた活動も活発になってきております。
当協会の最大行事であるジャパンゴルフフ
ェアについては、
パシフィコ横浜へ会場を移し
て3月に開催いたしました。会場スペースを最
大限に活かした大型試打コーナーの設置や、
子
供も楽しめるコンテンツなど、
来場ユーザーの
立場に立った内容への変革と、
関係各位の尽力
により、
過去最多となる来場者数とすることが
出来ました。
改めて関係者の皆様とご参加頂い
た多くの企業、
関係団体の皆様に深く御礼を申
し上げます。
この変革の芽を着実に成長させ、
より太いし
っかりした幹に育てるべく、
ジャパンゴルフフェ
ア2018は多くのゴルフメディアの協力のもとPR
活動を積極的に行い、
これまで以上に来場者に
喜んでいただける企画を盛り込み、
ゴルフの活
性化につながるイベントになるよう取り組んで
参ります。
来る2020年東京オリンピック／パラ
リンピックに向けて、
皆様方と一致団結し、
業界
全体の底上げになるよう努めていく所存です。
また、
ゴルファーからの信頼向上に欠かせな
い
「ゴルフクラブスペック表示の標準化」
「シャ
フトに関するガイドライン」作成などの課題に
も引き続き積極的に取り組んで参ります。
結びとなりましたが、
会員の皆様には当協会
ご協
の活動に更なるご理解と積極的なご参画、
力を賜ると共に、
本年が素晴らしい一年となりま
すよう心より祈念し、
ご挨拶とさせて頂きます。

新年明けましておめでとうございます。新
たな気持ちで新年を迎えられたことと心よ
りお喜び申し上げます。
ここ数年で物のIT化が進み、世の中が変化
するスピードはますます速くなっています。
もはやこれまでと同じ考えやスタイルでは
取り残され淘汰されていく時代です。このよ
うなときにこそ発想の転換が必要であり、ま
たチャンスが生まれます。新たなスター選手
が望まれる一方、新たなルール、新たな競技
方法など既成概念にとらわれることなく目
線を変えチャレンジ精神でのぞむことが新
しいニーズを掘り起こすことになるのでは
ないでしょうか。

ーが自らSNSや動画サイトを通じて世界に発
信しています。我々の環境は、自分たちが想像
している以上の速さで動いていて、既に「変
革」が起こっているのです。実は、我々がその
「変革」に気づいていないのかもしれません。
長らくゴルフ業界に身を置いていると、当
たり前だと思うことや、ゴルフ業界として守
るべきことが多々あります。しかし、その内の
いくつかは、自分の心地良さを守るためだけ
に、「常識」や「習慣」と思い込んでいるもの
かもしれないと思うときがあります。周囲か
らの斬新で、新しい声を「非常識」とし、自分
の心地良さを守るために、気づかぬうちに遮
断してしまっているかもしれないと。
もう、我々が望もうと望むまいと、我々は
「変革」の中にいます。その「変革」の波を受け
入れて、次の一歩を踏み出す時なのです。まさ
に、プレーしたことがない、新しいコースに挑
むようなエキサイティングな瞬間にいるので
す。新しいコースでのプレーを楽しむように、
新しい一歩を踏み出してみる。2018年は、そ
んな一年になるように、皆さまと歩んでいき
たいと思っております。

ゴルフは世代を問わない生涯スポーツで、
健康寿命を延ばす効果があるとされていま
す。緑豊かな広い場所でプレーするとストレ
ス発散になり、心身ともにリフレッシュでき
ます。楽しく無理のない運動ができるこのス
ポーツを、若者からシニアまでより多くの人
に味わってもらうため、業界に携わる我々一
人一人が推進役となるよう心がけたいもの
です。
最後になりましたが、本年が皆様にとって
良い年となりますよう祈念いたしますとと
もに、今後ともご指導ご支援の程よろしくお
願い申し上げます。
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第7回「ジャパンゴルフインダストリーカップ」アンケート調査結果
当協会主催の第7回
「ジャパンインダストリ
ーカップ」のアンケート調査結果がこのほど
まとまった。これは2017年10月16日、総武カ
ントリークラブ総武コース
（東、西、中コース、
千葉県）にて開催された同大会のアテスト後
に行ったもの。
以下、
各調査項目を紹介する。
【アンケート調査結果】
同調査での回答者数は105名（男性93名、女
性12名）で、豪雨のため若干回収率が低かっ
た。
● 参加者の性別

男性153名、女性17名。
● 参加者の年齢分布

40代が一番多く32%、
次いで30代28％、50
代24％で、20代が16％という結果になった。
● 参加者の年間ラウンド数とゴルフ歴

年間ラウンド数は
「12 〜 24回」が41％で最
多、続いて「5 〜 11回」が19％。ゴルフ歴は「11
〜 20年」の回答が46％と最も多く、次いで
「21 〜 30年」が30％という結果になった。
● 参加者の会員権状況と平均スコア

会員権状況は、
「非会員」が63％と圧倒的
で、次いで「メンバーコース」の会員が35％、
「パブリックコース」の会員が2％。平均スコ
アは
「平均80台」が47％、
「平均90台」が23％、
「平均70台」が20％という結果になった。
● 大会について

参加の目的についてのアンケートでは、
「会
社の指示」が42％、
「競技ゴルフが好き」が
32％、「自分を試したい」が11％となった。次
いで開催の希望頻度については、
「年に1回
開催」が81％で圧倒的。次いで「年に2回開催」
が12％となった。開催日については「平日が
いい」が圧倒的で71％、
「どちらでもいい」が
16％となった。
● ゴルフ活性化
（企業での取り組み）について

自社の活動状況については、
「活動してい

る」が48％、次いで「積極的に活動している」
が39％。その活動内容については、「ゴルフ
大会の開催」が21％、「ジュニア育成活動」が
18％、「初心者ゴルファー獲得対策」が15％
という結果になった。多くの企業で活性化へ
の取り組みが行われていることが分かった。
● ゴルフ環境について

「満足している」が36％、「少し我慢してい
る（時間・お金）」および「かなり厳しい（時間・
お金）」の合計が61％と、業界関係者でも時間
的・金銭的なゴルフ環境に対して不満を持っ
ていることが分かった。
●サミット会議とゴルフウィークについて

ゴルフサミット会議の認知度について、
「知
っている」が42％だが、「名前は聞いたこと
があるが活動は知らない」および「知らない」
の合計が58％。ゴルフウィークの認知度につ
いては、「知っている」が33％、「名前は聞い
たことがあるが活動は知らない」および「知
らない」の合計が67%で、ともに業界内でも
認知が低く浸透していない状況が浮き彫りと
なった。

● 大学ゴルフ授業のためにJGGAが大体連に

協力していることを知っていますか？
「知っている」が43％、「名前は聞いたこと
があるが活動は知らない」が19％、「知らな
い」が38％で、半数以上に活動内容が浸透し
ておらず、認知拡大のために積極的な告知活
動が求められている。
● 意見

・初めて参加しましたが他メーカーの方と交
流できて良かった。
・このような素晴らしい大会を他の産業、業界
へ広めていくのも活性化の方法です。
・スクランブルゴルフが面白いと思う。
・業界関係者が集まるのは良い。もっと場を活
用したい。
・初心者が気軽に参加できる枠も作って下さ
い。
また、ゴルフ活性化については、スクランブ
ルゴルフ経験と活性化に必要なことをアンケ
ートしており、この2点についてはグラフを見
て頂くが、ゴルフ活性化のためには手軽にゴ
ルフがプレーできる環境、価格、そしてスーパ
ースターの出現が課題となっている。
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ゴルフ振興活動を通して豊かな健康社会創りに
貢献…！ 一般社団法人関西ゴルフ連盟（KGU）事務局長 田畑 茂
関西ゴルフ連盟では2010年5月、当時の森
下理事長が先頭に立ち、ゴルフ界を取り巻く
状況を鑑み、
アマチュア競技活動だけでは、
加
盟クラブ、及び加入会員のお役立ちが出来な
い…！ 新たにゴルフ振興活動を立ち上げな
いとゴルフ界が疲弊しゴルフスポーツが衰退
し、ゴルフ場を始めゴルフ産業全般がシュリ
ンクするのでは…？ との危機感を持って､
ゴルフ振興準備室を設置したことが関西のゴ
ルフ振興活動の原点です。
連盟の役員、
支配人会、
府県ゴルフ協会より
各々の代表の方に参画願い、ゴルフ界を取り
巻く環境認識、なぜゴルフ振興が必要なの
か？ ゴルフ振興で何を求めるのか？ 課題
の抽出と掘り下げ…！ 対応策を実施する為
のコスト試算、捻出する為の方策、関連部門
（府県の協会、ゴルフ場個々）との活動内容の
棲み分け、振興事業の実施規約の策定等に対
して足掛け2年間にわたり、ゴルフ振興事業
展開の全貌をまとめ上げ、2012年2月にキッ
クオフを致しました。
スタート時の参加率は50％程でしたが、振
興委員会、
振興政策部会、
支配人会幹部の熱い
想いが伝わり､ 2017年末には209クラブ86
％の参画迄到達致しました。
目指すところは、
100％のクラブに参加を頂く所です。
【ゴルフ振興の目指す事業理念、理念を支える
活動、
財政】
◎ゴルフ振興の理念目的：社会貢献
◇ゴルフを国民的生涯スポーツとして普及拡
大し豊かな健康社会創りに貢献する。
・品位品格を有するゴルファーの育成…健全
なスポーツ、
好感度を上げる
・ゴルフ界の繁栄を通して社会的責任を果た
す…ゴルフ人口の拡大
◎主な活動
①ゴルフ人口、底辺拡大を図る為の開発育成
活動…成人若年層初心者・学生
②一般ゴルファーを対象として、
面白さ、
楽し
さ、
意欲を高める催事の提供
③見える社会貢献活動…チャリティー活動、
災害時の地方自治体支援
④ゴルフ振興に繋がる啓蒙活動、環境整備…

関西オープン、利用税廃止活動
◎財政基盤づくり
①ゴルフ振興事業の主旨に対して、多くのゴ
ルフ場に賛同、参画を願う。
②ゴルフ振興協力金を来場者より預かり金と
して徴収願う。
③振興事業は連盟とは別会計にて、決算、予算
は公開する。
ゴルフ界の環境変化、先行きに対する危機
感は比較的早く共有出来ましたが、特に財源
の徴収に際しては「たかが30円されど30円」
の言葉が飛び交い、難航を極めたが、全体最
適、中長期の視点で将来のあるべき姿に向か
い､ゴルフ振興活動の展開を強い意志を持っ
て突き進む事を委員会、部会で共有すると共
に、ゴルファーの接点となるゴルフ場、経営責
任者、支配人の理解と協力を得る活動に時間
を要した。
【活動内容と取り組み概況】
◇2012年（平成24年）からKGU支配人会、練習
場連盟、用品協会等幅広い団体と連携を取り
ながら、ゴルフ人口の創出、ゴルフの活性化に
向けた活動を順次展開。
§1．ゴルフ人口の拡大策（始めようゴルフ）
・他のスポーツより参入のハードルが高いの
がゴルフです。そのハードルを取り除く
・なかなか上達しなくて面白みを味わう所ま
で到達しない！
・我流では無理、初期段階で指導者が丁寧に指
導する事が不可欠！
・公共の練習場、プレー施設が無い、道具が必
要！
初心者ゴルフスクールでは使用クラブの貸
し出し､ベテランインストラクターの指導に
よる1時間4回の体験個人レッスンを無料に
て120カ所の練習場で開催。16年は年間1万
人、17年度は1万2200人、累計3万5000人の
卒業生を創出しました。卒業後はステップア
ップとして、練習場のスクールへ約30％､ま
た80％以上が練習場にて継続練習に励んで
頂く目標を掲げて、推進を致して居ります。
初心者ゴルフスクールを経て一刻も早くコ
ースデビューが出来る様に、115を切るため

の技能やコースでのエチケットマナーを教え
る催時として、「チャレンジゴルフ」やハン
ディ 16以上を対象とする「ペアスクランブル
ゴルフ大会」等を昨年から新たに始めました。
また、学生ゴルフスクールでは高校生・大学生
を対象とした学校の保健体育授業へのゴルフ
推進は、昨年38校に達し1700名の学生を指
導。将来社会へ出てスムーズにゴルフが始め
られる環境づくりをすすめています。
§2,活性化策の催事（何時までも‥！もっと
ゴルフ）
誰でもメンバーシップ制のクラブを一定期
間、気軽に直接エントリーが出来る「オール関
西チャリティゴルフフェスタ」
「オール関西
フレンドカップ」を開催。
17年度実績：チャリティフェスタ…1万8000
人、フレンドカップ…1万6000人が参加した。
併せて、ゴルフ振興に繋げる啓蒙活動の一
環として
「関西オープンゴルフ選手権」を開
催。ゴルフをする人も、
ゴルフをされない人も
来てよかった楽しかった、ゴルフを始めてみ
たい！もっと頑張ろうに繋がる大会運営に努
めております。本年は兵庫県小野東洋ゴルフ
倶楽部での開催で、1万5000人以上のギャラ
リーで賑う大会にしたいと思って居ります。
ゴルフ振興活動は、短期間で劇的な成果が
如実に出るものでも有りません。しかも面倒
で手間暇がかかり、息の長い種まき活動、植え
込み活動でございます。厳しい環境の中にあ
っても､初心を忘れず､前向きな姿勢で強い意
志と、志を持って継続するならば､必ずや底力
がついて来るものと信じ､関西エリアの関係
者一同が心を合わせて推進を致して居りま
す。ゴルフ界が一枚岩となって全国各地でゴ
ルフ振興活動が展開されますことを願って関
西からのゴルフ振興活動の概況報告とさせて
いただきます。

田畑 茂（たばた・しげる）
1944年生まれ、石川県立大聖寺高校卒
業、松下電器産業に入社。設備営業本
部長、松下設備システム社長、松下流通
研修所社長を歴任。定年後、鳴尾ゴルフ
倶楽部支配人、2010年から関西ゴルフ
連盟勤務。
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＝矢野経済研究所＝

業界女子

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。

vol.13

（コメント：三石茂樹）

11 月 1 日〜 11 月 30 日

「11月、
ウッド市場は9月から引き続くプラス成
長から一転マイナス
（数量ベースで前年同期比
96.4%）と一服感があったものの、アイアン市
株式会社プロギア
マーケティング部商品企画グループ

鹿野内 裕子さん

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
人事異動により横浜ゴムの資材調達部からプロ
ギアへ異動となりました。当時の私はゴルフを始
めて約２年が経過し、
ゴルフが楽しくて仕方のな
い時期でした。思い掛けない人事異動でした
が、趣味のゴルフに携わる仕事に就けたことは、
本当に嬉しかったです。
Q. お仕事の内容を教えてください。
グッズ全般の企画・開発を担当しております。
Q. 年間のラウンド数は？
20 ～ 25ラウンドぐらいです。
本当はこの2倍くらいしたいですね。
Q. 今積極的に取り組んでいることはなんですか？
ゴルファーが笑顔になれる商品企画を目指して
年齢、性別に関係なく様々な方達とゴルフに行き
お話を伺っています。今では、
ゴルフを通じて知り
合ったゴルフ仲間が沢山出来ました。
Q. ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
ゴルフを始めたい、続けたいと思っていただける
ようなわくわくするゴルフの楽しさを、女性ならで
はの視点で発信していきましょう！
グループ唯一の女性ですが、グループを活気付かせるムード
メーカーとして活躍してくれています。また、プライベートで
の練習量はグループどの男性にも負けていないアクティブゴ
ルファーとして存在感も際立っています。アクティブゴルファ
ー・女性視点によるアイディアから、今後も（ユーザーに共
感を得られる）商品作りに生かされることを期待しています。
（マーケティング部 部長 山崎 元裕さん）

場は引き続きプラスにて推移しており好調を
維持。12月にはダンロップ『ゼクシオテン』が
発売し、
発売初週は非常に好調な販売を記録し
ておりゴルフクラブ市場は引き続き活発な動
きを見せています」

アイアン1位＝XXIO9
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

1

G400 SERIES

チタン

ピン

2

XXIO9

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

ダンロップスポーツ

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

M2 FW（2017）

テーラーメイド

M2（2017）

コンポジット テーラーメイド

5

G400 FW SERIES

ピン

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

順位

順位 WEDGE BEST５

メーカー名

1

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

1

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

2

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

2

RM-22 SERIES

フォーティーン

3

EPIC STAR

カーボン

キャロウェイ

3

MD3 MILLED

キャロウェイ

4

XXIO9 N.S.PRO

スチール

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDY4

キャロウェイ

5

inpres UD+2

カーボン

ヤマハ

5

Cleveland RTX-3
SERIES

ダンロップスポーツ

BALL BEST５

構造

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）

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

SIGMA G 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

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

順位

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

順位 PUTTER BEST５

アクシネット

メーカー名
キャロウェイ
テーラーメイド
ピン

キャロウェイ
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協会関連事項
広報委員会
平成29年11月27日（月）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS12月号について
1 〜 3面：
「ジャパンゴルフフェア（JGF）2018
の概要」などを紹介。
●「19番ホール」
：小山理事（ロイヤルコレク
ション）を掲載。
4面：
「ゴルフ利用税の課税状況から見たゴル
フ市場の問題点」を掲載。
5面：
「ゴルフ活性化の取組み（MMT9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 (マルマン遠藤さん)」を掲載。
7面：
「協会関連事項」などを掲載。
8面：
「JGF告知ページ（会場のゾーニング案と
出展企業一覧）
」を掲載
議題-2、JGGANEWS2018年1月号について
1 〜 3面：
「年頭所感（馬場会長、楳本副会長、
米山副会長、
ボーズマン東日本支部長、
白石西
日本支部長）
」を掲載。
●「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。
4面：
「第7回インダストリーカップ大会アン
ケート調査結果」(10/16総武CC)を掲載。
5面：
「ゴルフ活性化の取組み（関西ゴルフ連
盟の取組みについて）
」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 (プロギア) 」を掲載。
7面：
「協会関連事項」などを掲載。
8面：
「JGF告知ページ」を掲載。
議題-3、JGGANEWS2018年2月号について
1 〜 3面：
「2018年ゴルフ新年会」
、「サミット
会議」
、
「記念特別講演」を掲載予定。
●「19番ホール」
：谷戸理事（ヤトゴルフ）を掲
載予定。
4 〜 5面：
「ジャパンゴルフフェア2018 出展
社一覧」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 (ライト商会)」を掲載予定。
7面：
「協会関連事項」などを掲載予定。
8面：
「JGF告知ページ」を掲載予定。
議題-4、
次回委員会の開催日程
平成30年1月29日(月)

平成30年1月1日発行（ 7 ）

ゴルフフェア実行委員会
平成29年11月21日（火）、ダンロップスポー
ツにて標記の委員会を開催した。
議題-1、報告事項
1.出展申込状況について報告とお願いがあっ
た。現状、前回同程度の出展数の確保ができて
いるが、引き続き出展社確保に向け協力要請
があった。
2.PGAより4団体総合ブースは今回も同様に
実施。またステージや試打席は3団体共同で
使用し、ティーチングアワードも実施。
3.シャフトコーナーについて報告があった。
①過去出展実績の無い小規模シャフトメー
カーに提案し、
現在申込みは4社あり。
②既に出展を申込んでいるシャフトメーカ
ー各社に参加を呼び掛け、コーナーの充実
を図っていく。
③コーナー内のレイアウトは今後の参加状
況を見ながら再度検討する。
④実演コーナーのカーボンを巻く作業のほ
か、
どのような展開があるか検討していく。
4.見学ガイドツアーについて報告があった。
①新たな企画として進めている「女性向け
ツアー」のガイド役の提案が有った。
②その他、ツアーガイドの人数を検討。
5.JGF販売コーナーについて報告があった。
①今回も前回同様、二木ゴルフと有賀園ゴ
ルフの2社で実施する。
②アネックスホールの入り口側が大きく
開放できることが判明。セミナー会場を奥
側にし、販売コーナーを手前側に持ってき
た。スペース的には前回の1.5倍になる。
③バーディータイムの企画は、セールや抽
選会など、どのような有効な対応ができる
かを引き続き検討する。
6.地クラブコーナーの実施について報告があ
った。現状4社の参加申込みがあるが、現状で
は規模的に実現が難しい状況。最低6社を目
指し引続き出展要請をしている。
7.JGFゴルフメディアコミッティについて報
告があった。
①加盟全社（9社12紙）の参加意志を確認。
②各紙の大型表紙パネル前で記念撮影す
る企画のため、撮影の際の小道具となるア
イテムや来場プロにも立ち寄って頂くな
ど、今後出展企業に協力を要請したい。
③コーナーの運営は今後検討を進める。
④「出展社製品のPR機会の提供」に関して

は、今後事務局が引き受けて進めていく。
8.その他イベントについて報告があった。
①GGMGより｢ファッションショー｣ ｢イベ
ントステージ｣ など多岐にわたるタイアッ
プが行われる。
②｢ゴルフ場プレー招待JGF大抽選会｣ につ
いてはGDOの協賛企画として実施する。
③コストダウンを図る方向で進めている
入場バッヂの新たなサンプルを確認した。
④「17-19時 の 呼 び 名 」は、『〜 After 5 〜
バーディータイム』と決定した。
⑤｢ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー｣ は
参加希望があり実施する方向で進めて行く。
⑥チャレンジコーナーで使用する各クラ
ブに関して、実行委員の各企業に提供協力
への希望調査することとなった。
⑦新たな企画として初出展コーナー設置
について企画を進めることで承認された。
議題-2、討議事項
1.バーディータイムの追加企画について事務
局より説明があり討議された。
オープン試打席の開放の方法について
①「ネットによる事前受付」という形を基
本とすることとなった。
②打席数、
受付方法など、
出展各社の受入体
制に応じて実施を企画することになった。
議題-3、次回委員会の開催日程
平成30年2月20日(火)

変更事項
【社名変更（2018年1月1日より）】
● 住友ゴム工業(株)スポーツ事業本部
（旧社名：ダンロップスポーツ株式会社）

お知らせ
日本ゴルフサミット会議16団体が主催す
る「2018年ゴルフ新年会」が下記日程と内容
で開催されます。是非ご参加ください。申込は
JGGA事務局までご連絡ください。
日時：2018年1月17日(水)受付開始10：30 〜
場所：ANAインターコンチネンタルホテル東京
B1（東京都港区1-12-33 TEL03-3505-1111）
会費：11,000円（1名に付き）
申込はJGGA事務局まで03-3832-8589
内容1、
新春特別企画 11：30 〜 12：30
我が国のゴルフ界の発展と活性化のための提
案〜 JGAとPGAが取組む未来への対応〜
内容2、祝賀交歓パーティー 12：40 〜 14：30
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2018

1

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
① ゴルファー向け、コミュニケーションマー
クの設定 『Find Golf 2018』
今回はJGFゴルフメディア・コミッティの
協力などにより、より広いエリアと多様なメ
ディアでの告知が予定されているため、訴求
の統一感を狙ったコミュニケーションマーク
を設定。ワクワクするような”2018年のゴル
フ”との出会いをストレートに訴求した、
『Find
Golf 2018』をマーク化しすべての告知に掲出
していく。

現在検討中のマーク案

②「地クラブコーナー」 実施
コアなゴルファーの来場が多いJGFにおい
て、クラブにこだわるゴルファーが注目する
地クラブコーナーを前回に引き続き実施。こ
こでは、普段は目にする機会が少ない地クラ
ブに触れられるだけでなく試打も可能。
＊出展予定企業
（2017年12月15日現在）
日幸物産／共栄ゴルフ／倉本産業／エスティ
バンゴルフ／日本プロドラコン協会／島田ゴ
ルフ製作所
③ ゴルファーが最も強い興味を持つ「シャフ
ト」その集合コーナーが設置される
大手から中小まで約20社以上のシャフト
メーカーが集合する。各メーカーのシャフト
の展示に加え、
シャフトの動きと効果、
スチー
ルシャフト・カーボンシャフトの製造工程な
どを紹介するパネル展示や現在検討中の「シ
ャフトスペック測定の標準化案」
などの掲示、
更には実演イベントなど多様な情報が発信さ
れる。
④
「ゴルフメディア合同ブース」が登場
今年からゴルフ専門メディアが集まって組
織された
「JGFゴルフメディア・コミッティ」で
は、自社の媒体を通じて
「JGFの紹介」や
「各出
展社の出展商品の紹介」などを実施していく
が、会場内でも来場者とのコミュニケーショ
ンブースが登場する。
そこには9社12媒体の表
紙やイメージビジュアルの大型パネルが林
立、さらにクラブや帽子などの撮影小道具の
他にプロゴルファーへ協力を要請し、他にな
いJGF来場記念写真を撮れるサービスが実施。
＊協力して頂ける媒体・社名は以下の通り
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）
⑤オープン試打席
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」を本年も設
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、
クラブメーカー 14社が使用する。
＊オープン試打席使用企業は以下の通り
アクシネットジャパン／ FDR ／キャロウェ
イゴルフ／ダンロップスポーツ／テーラーメ
イドゴルフ／日本シャフト／ニューアート・
クレイジー／ピンゴルフジャパン／フォーテ
ィーン／ブリヂストンスポーツ／プロギア／
ミズノ／ヤマハ／ヨネックス(50音順)

⑥
「ウィズ・エイジングゴルフ協議会」による認
知機能低下へのゴルフの予防効果の研究発表

「ウィズ・エイジングゴルフ協議会」は、ゴル
フによる認知機能低下の予防効果を科学的な
根拠に基づき実証するために結成され、国立
長寿医療研究センター、東京大学、杏林大学と
ともにその効果を検証してきたが、ここにき
てその研究成果を発表できる準備が整いつつ
ある状況になってきた。
そして、この画期的な研究結果については、
初日23日(金)にJGFイベントステージにおい
て発表される。
研究目的
認知機能低下予防には、有酸素運動と認知
課題を同時に行うデュアルタスク運動が効果
的とされており、ゴルフは、その要素が組み込
まれたスポーツであると考えられています。
一方、日本では、現在4,000を超えるゴルフ場
や練習場があり、これらのゴルフ場や練習場
が認知症予防のインフラ的機能を兼ねた施設
となり、ゴルフ場スタッフも高齢者の健康を

支える人材となることができれば、認知機能
低下予防の観点から、広く社会に貢献できる
ものと考えます。本研究では、科学的なエビデ
ンスに基づき、認知症予防の観点から、ゴルフ
の効果を検証することを目的とします。
＊共同研究 実施構成
● 医療側
・国立長寿医療研究センター
・老年学社会科学研究センター 予防老年学
研究部
・東京大学 医学部・老年科
・杏林大学 医学部・高齢医学科
●ゴルフ側
（ウィズ・エイジングゴルフ協議会）
・一般社団法人 関東ゴルフ連盟
・日本ゴルフ場支配人会連合会
・特定非営利活動法人 日本芝草研究開発機構
・一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会
・公益社団法人 日本プロゴルフ協会
・公益財団法人 日本ゴルフ協会（後援）
・一般社団法人 日本ゴルフ用品協会（後援）
・公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟
（後援）
⑦JGFの3日間、会場では様々なセミナーが開
催される
ゴルフ関連の企業・団体から大学関係者ま
で、恒例のR＆Aによる用具規則フォーラムを
はじめ、ゴルフ市場活性化セミナー（GMAC）
や大学におけるゴルフ授業研究会など、多種
多様なセミナーの開催が予定。
また、出展社からの情報発信を促進するた
め、セミナーやワークショップ、プレス発表な
どに使用できるスペースを格安に用意し、利
用案内を配信中。
⑧イベントステージでは多くのイベントが実
施され、来場者の楽しみを後押しする
土曜、日曜には多くのゴルファーが楽しみ
に来場するファッションショーが開催される
と共に、『〜 After 5 〜バーディータイム』に
はステージ上での特別なプレゼントイベント
も予定。金曜、土曜は、開催時間を19時まで延
長し、みなとみらい地区の娯楽施設やショッ
ピング、食事施設などの豊富な魅力と相まっ
てフェアへの来場促進が見込まれる。

