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「2018年ゴルフ新年会」開催！
ゴルフ活性化への取り組みの強化
ゴルフ16団体で構成される「日本ゴルフサミット会

の発展と活性化のための提案」と題し、（公財）日

議」は1月17日、都内ホテルで「2018ゴルフ新年会」

本ゴルフ協会の竹田恆正会長と
（公社）日本プロゴ

を開催。16団体の関係者約750名が一堂に会した。

ルフ協会の倉本昌弘会長がＪＧＡとＰＧＡが取り組む
未来への構想を紹介。

今年度の活動テーマは、「ゴルフ活性化をはかる」、
「ゴルフ場利用税廃止を求める運動」、「国家公務

「団体が協力してオールジャパンの体制構築が急
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。
恒例の新春特別企画講演では「我が国のゴルフ界
一昨年の春頃、ふとした事か
ら高校生時代の同窓会ゴルフ
コンペをやろうということに
なりました。私が通っていた
高校はそこそこの人数で1学
年が10クラス以上あり、その
中で仲の良かったグループの呼びかけで20
人程度の集まりでした。
それまでは中学、
高校
と男子校ということもあり、ごくまれに2 〜
3人で酒を飲む程度。まとまった集まりなど
一度もありませんでした。
昼にゴルフ、夜は車を置いて集まり表彰式と

２面＝「日本ゴルフサミット会議」
３面＝「２０１８年ゴルフ新年会」
４-５面＝「JGF2018出展社一覧」
題した飲み会。夜は欠席者もいましたが、夜だ
けの参加者もいて盛りあがりました。
このような会が年に一度でもできれば良いな
と思っていましたが、なんとその日のうちに
2か月後の次回日程も決まり、人数にばらつ
きはあるものの、この約2年間に10回も集ま
っていました。
個人差はあるものの50歳を超えますと子供
の手が離れたり、サラリーマンでもそれなり
の役職になっていたり、自営で頑張っている
者もいますが、それなりに自由がきくように
なってきたのかなと思います。

日 本 は 少 子 高 齢 化 ま っ し ぐ ら の な か で、
2017年のレジャー白書のゴルフ人口の件で
衝撃が走ったのは記憶に新しいところです。
以前より、いくつかの異業種交流会に参加し
ていますが、名刺交換をしますと、一会場に必
ず数名、以前はやっていたけど数年前にやめ
たわ…という声をよく聞きます。身体的な理
由もあると思いますが、多くは飛ばなくなっ
て面白くなくなったのが理由です。
日本のローカルルールとして、何歳以上は高
反発OKというのは難しいのでしょうか？
（ヤトゴルフ 谷戸利行）
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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16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、
同会議の内容となる。
＊
＊
＊
1.ゴルフの活性化をはかる
「文部科学省は、昨年3月に『第2期スポーツ基
本計画』を発表し、スポーツ参画人口を拡大
して『一億総スポーツ社会』の実現に取り組
むとしています。また、政府は『働き方改革実
行計画』を発表し、ワーク・ライフ・バランス
の改善等々が『日本経済の潜在成長力の底上
げにもつながる、第三の矢・構造改革の柱』と
しています。
両計画は、超高齢化社会で豊かな
生活を目指すためには、働き方改革とスポー
ツによる健康増進が必要であることを示して
おります。
『第2期スポーツ基本計画』に示されている政
策目標の一つに、
下記の『成人のスポーツ実施
率』があります。
週1回以上65%程度（障害者は40％程度）←現
状：週1回以上42.5%（障害者は19.2%）
週3回以上30%程度（障害者は20%程度）←現
状：週3回以上19.7%（障害者は9.2%）
上記の政策目標の達成には、スポーツ環境
の基盤である『人材』と『場』の充実・確保が必
要で、
スポーツの成長産業化を図り、
その収益
をスポーツに再投資し、スポーツ界が自律的
に成長する好循環が必要です。
スポーツ習慣作りによる企業の
『健康経営』
推進＝『働き方改革』、スポーツ資源を地域の
魅力やまちづくりの核とすることで地域創生
等、
健康寿命の延伸による社会保障費抑制等、
少子高齢化に伴う様々な課題克服も可能であ
るとされています。
以上のような背景からも、実施人口890万
人（2016年社会生活基本調査）のゴルフは、ジ
ュニアから高齢者まで実施可能な生涯スポー
ツであること、スポーツ施設業の3分の1を占
める産業規模のゴルフ場・練習場は地域経済
活性化に貢献できること等、重要度は更に増
しています。
よって、
日本ゴルフサミット会議参画16団体
は、従来の個別活動に加え、昨年決定した
『統
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一テーマによるゴルフ活性化への取組み』を
更に強化して展開していくことと致しました」
①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。
【具体的な活動方針】
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、世界で活躍する質
の高い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」の構
築と指導者の育成に取り組む。
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
していただくための情報発信を強化致しま
す。内容は以下の通り。
・
『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団体の活動目的に即した「ゴルフ活性化活
動」
「2015年に制定した『ゴルフ活性化のための3
戦略目標と18戦術課題』に基づき、団体の活
動目的に即した『ゴルフ活性化活動』を実施
致します」
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、2017年も廃止活動
を 実 施 し ま し た。結 果 は、与 党 が ま と め た
『2018年度税制改正大綱』に前年度同様『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。
ゴルフ競技が2020年東京五輪で正式種目
として実施されるため、国民の関心や参加意
識も高まることも確実で、これを機に、ゴルフ
プレーに対して課税する理不尽さを国民に訴
え、理解を得なければなりません。
したがって、『ゴルフ場利用税廃止運動推
進本部』を中心に、本会議の参画団体は綿密
な連携のもと廃止運動を展開致します。
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。よって、
昨年は本税が廃止された場合の代替財源案
（ゴルファーからの寄付金制度導入）を提示
し、当該市町村の理解を得られるべく活動し
ましたが、目標は達成されませんでした。
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、
2019年10月1日の消費税改正決定まで残され
た1年を更に廃止運動を強化してまいります」
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。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2018年度の活動計画を紹介した。
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ゴルフ関連団体16団体が主催した「2018年
ゴルフ新年会」では、日本ゴルフ協会(JGA)の
竹田恆正会長と日本プロゴルフ協会(PGA)の
倉本昌弘会長が新春特別企画講演を行った。
演題は「我が国のゴルフ界の発展と活性化の
ための提案〜 JGAとPGAが取り組む未来への
対応〜」で、世界で活躍できる「選手育成」と、
そして選手を育てるための「指導者育成プロ
グラム」などのシステムをJGAとPGAを始め
とするプロ団体が協業して構築していく「オ
ールジャパン体制」構想が提案された。
今回の講演会は、JGAの山中博史専務理事
がアンカーを務め、ゴルフ業界の現状と将来
の予測についてデータを紹介しながら、両名
の発表形式となった。
以下、その内容を抜粋し
て紹介する。
＊
＊
＊
まず、
前段で山中専務理事より、
各種データ
などの紹介があった。
それによると、
・2050年に日本の人口は1億人を下回る
・生産年齢人口（15歳〜 65歳）の年々減少。
65歳以上は年々増加する。
・ゴルフ市場（練習場、ゴルフ場、ゴルフ用品）
は、2030年には半減する。
・ゴルフ市場では特に「若年層」及び「コア層」
の縮小が顕著になってくる。
しかし、
・ゴルフ市場にとっては、2000万人の潜在需
要層が存在する。
としている。課題は、
ゴルフの新魅力の創造
で、
三世代・老若男女が参加できるゴルフの特
性を生かし、
幅広い志向に対応できるゴルフシ
ステムの受け皿が必要。
ライバルは他のレジャ
ーやスポーツ。
理念と施策を明確にしたオール
ジャパン体制の構築が急務であるとしている。
それを受けた形で、JGA竹田恆正会長と
PGA倉本昌弘会長が、それぞれの取り組みを
発表した。

ば、さらにゴルフ人口は半減する危険性があ
るわけです。これらの問題に各団体が個別に
取り組んでも、解決できる問題ではありませ
ん。ゴルフ界全体、つまり「オールジャパン」
で取り組む必要がある。その中で1998年から
ゴルフ関連団体が一堂に集まる「ゴルフサミ
ット会議」を開催しています。ゴルフの活性
化が議論の中心ですが、JGAとしては、
「強い、
世界に通用する選手育成」がゴルフ界の最も
重要な活性化の要素だと考えています。
ほかの競技を見ても明白なように、テニス、
卓球、スケートなどです。我々のゴルフ界で
は、その時々のスター選手で盛り上がりを見
せていますが、現在は松山英樹選手を除き、
世界でのプレゼンスはプロアマ問わず低くな
っている。周りを見渡せば、韓国では十数年前
より組織的な選手強化を行い、世界で成果を
出している。中国、タイでも同様で、それぞれ
に成果を出している。
JGAではナショナルチームの強化を行って
きました。その成果も見え始めています。とこ
ろが、東京五輪を考えますと、出場選手はプロ
となります。そこで、プロ3団体とは若い選手
の発掘から強化までを一緒に行う前提で協議
してきました。
具体的には、「指導者育成」から始めます。
JGAの8地 区 連 盟 で は 発 掘 育 成 を 中 心 に、
JGAはナショナルチーム強化を行っています
が、底辺からの選手育成が可能な指導者育成、
そしてシステムを作ろうと思っています。そ
のためにはPGAなどプロ団体との協力が必要
になっていきます。
若年層の発掘育成、ナショナルチームの強
化、ルーキープロへの支援、五輪選手強化指定
選手、五輪代表選手までを一気通貫で育成す
るプログラムをプロ団体と協業で構築してい
きます。
これらのプログラムを構築するには資金が
必要です。この財源についてはゴルファーか
らの寄付金や企業からの協賛金を募り、オー
ルジャパンで進めていきたいと考えておりま
す。先ほどのサミット会議でも、本件は了承さ
れました。

－JGAの取り組み－

－PGAの取り組み－

2018年ゴルフ新年会

竹田恆正会長

日本のゴルフ界はバブル期が絶頂期でし
た。
それと比較して、
ゴルフ人口は半減してい
ます。さらに、いま何かの施策を打たなけれ

倉本昌弘会長

現在、PGAの会員5600人が全国に散らば
っています。JGAの各地区連盟がジュニアの
教育をしています。そこにPGA会員を派遣し

て、ジュニア育成を協業するということがで
きます。そこには我々の教本もあり、ナショナ
ルチームのコーチ理論もありますから、その
理論をPGA会員が習得して80名から100名程
度を派遣できる体制を築こうとしています。
しかし、世界に通用する選手育成がゴルフ
を活性化するのかという疑問は残ります。一
義的には活性化に寄与するかもしれません
が、受け皿の体制が充実していなければ、それ
を追い風にできない。
宮里藍、石川遼、松山英樹が出てきて、本当
にゴルフ界は活性化したでしょうか？ ゴル
フ人口は増えましたか？ モノは売れました
か？ 練習場は人で溢れましたか？ 検証す
ると、そうではない。そうであるなら、JGAと
PGAがしっかりと船に帆をかけて、風が吹い
た時には動ける状態を作らなければならな
い。その体勢を作るのがJGAとPGAの新しい
取り組みです。
数年前にはJGAとPGAが手を組むとは考え
られなかった。それが手を組めたのは、公益財
団法人、公益社団法人になりお互いの定款が
近いことがあったからでしょう。同じことは、
その他の団体に言えますので、是非手を組ん
でいきたい。
特にゴルフ需要拡大には、若年層の開拓、シ
ニアや既存ゴルファーの離脱防止など命題が
あります。この命題を担えるのはゴルフ関連
団体ですが、各団体が素晴らしい取り組みを
していますが、業界外には浸透していない。そ
れらの周知活動も我々の役割です。その意味
で発信力を高める仕組みを作っていかなけれ
ばなりません。
また、PGAでは「PGAゴルフデビュープロ
グラム」や「PGA、GMAC、大学体育連合の3
者連携協定を締結」して大学体育の体育授業
の充実を目指しています。
さらに、
「健康とゴルフ」という分野に積極
的に関与しなければなりません。造語ですが、
「ゴルフ健康寿命」を伸ばしましょうと訴求す
ることは大変有意義だと思います。特に医療
費増大が叫ばれるなか、ゴルフの効果をアピ
ールできれば、国からの補助金も得られる可
能性があります。その意味では、
ゴルフ界が地
域とつながることも必要です。
PGAは底辺を担う団体として、JGAが考え
る一気通貫のシステムで、底辺拡大を担いな
がら、最後のプロフェッショナルまで協力し
ていきたいと考えています。
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出展社一覧
計159社（コマ番号順・敬称略） 2018年1月23日現在

左から「コマ番号」
、「出展社名」、「主な展示
品または業種」を掲載しております。

1-1

メルセデス・ベンツ日本

その他

2-19

グレンコーポレーション

ゴルフ小物

1-2

ACUSHNET JAPAN INC

ゴルフ用品全般

2-20

朝日ゴルフ用品

距離計測機

1-3

プロギア

ゴルフクラブ

2-21

バズゴルフ

ゴルフメディア

1-4

ヨネックス

ゴルフ用品全般

2-22

DAON Kids

ゴルフクラブ

1-5

ヤマハ

ゴルフ用品全般

2-24

クロノスゴルフ

ゴルフクラブ

1-6

キャロウェイゴルフ

ゴルフ用品全般

2-25

VIP グローバル

健康関連製品

1-7

日本シャフト

クラブシャフト

2-26

TAU Corp

ゴルフクラブ

1-8

ポートウィック

ゴルフクラブ

2-28

Snowbee International Corp.

ゴルフアパレル

1-9

金星運動器材 GOSTAR SPORTING GOODS CO.,LTD

ゴルフ用品全般

2-29

藤倉ゴム工業

クラブシャフト

オリムピック ／ オバンコンポジット

クラブシャフト

1-11

HUA'S FASHION SPORTS

ゴルフアパレル

2-30

1-12

フォーティーン

ゴルフ用品全般

2-31

ヤマト

健康関連製品

1-13

武市ウインド名古屋

ゴルフ関連設備

2-32

ノビテック

計測機器

1-14

トップ貿易

ゴルフアパレル

2-33

THREE HUNDRED SPORTS CO., LTD.

ゴルフクラブ

1-15

レザックス

ゴルフ用品全般

2-35

有賀園ゴルフ

ゴルフ用品全般

アザスゴルフ

ゴルフ用品卸・販売

2-36

东莞市恩华运动用品有限公司

ゴルフバッグ類

2-2

ダイヤゴルフ

ゴルフ小物

2-37

トゥモローカレッジ

ゴルフ練習用品

2-3

US PGA TOUR

ゴルフ小物

2-38

抗州名納アパレル有限公司

ゴルフアパレル

2-4

三菱ケミカル／アルディラ

クラブシャフト

2-39

ニコンイメージングジャパン

計測機器

2-5

グムサンジャパン

ゴルフアパレル

2-40

二木ゴルフ

ゴルフ用品全般

ゴルフ用品全般

2-41

ハヤブサ

ゴルフアパレル

2-1

2-6

ジオテックゴルフコンポーネント

2-7

スカイ A

ゴルフクラブ

2-42

エム・ケイ・トレーディング

ゴルフクラブ

2-8

ガーミンジャパン

距離計測機

2-43

日本ゴルフツアー機構

ゴルフ関連団体

2-9

シャノワ物産

ゴルフクラブ

2-44

日本ゴルフ協会

ゴルフ関連団体

2-10

SWANS／山本光学

ゴルフ小物

2-45

ディテクト

計測機器

2-11

YKY

ゴルフ関連設備

2-46

日本ジュニアゴルファー育成協議会

ゴルフ関連団体

2-12

大橋金属工芸

ゴルフ景品関連

2-47

日本女子プロゴルフ協会

ゴルフ関連団体

2-13

イーブンロール

ゴルフクラブ

2-48

日本プロゴルフ協会

ゴルフ関連団体

2-14

マニューバライン

計測機器

2-49

久我修一ゴルフアーティスト

その他

2-15

阪神交易

計測機器

2-50

KGREEN

その他

2-16

シャフトコーナー

クラブシャフト

2-51

HARAKEN

ゴルフ用品全般

2-17

ヤマト徽章

ゴルフ景品関連

2-52

ボルテックス

健康関連製品

2-18

Rakuten GORA

その他

2-53

ニッケントゴルフコリア

ゴルフクラブ

ジャパン
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2-54

アドバンス

食品・飲料

4-38

ジョイライフ

健康関連製品

3-1

DRIP

計測機器

4-39

松岡手袋

ゴルフ小物

3-3

cecci

ゴルフクラブ

4-43

コンフォート・ゴトウ

ゴルフ用品全般

3-4

ゴルフ用品界社

ゴルフメディア

4-44

リーダーメディアテクノ

ゴルフボール

3-5

オノ

ゴルフアパレル

4-45

ゴルフ殿堂

ゴルフ関連団体

4-46

日本ゴルフサミット会議

ゴルフ関連団体

4-47

ゴルフ場 & 地域観光・物産コーナー
「御殿場市・小山町」

ゴルフ場・地域物産

4-48

ゴルフ場 & 地域観光・物産コーナー
「福島・しらかわ」

ゴルフ場・地域物産

4-49

ゴルフ場 & 地域観光・物産コーナー
「鹿児島県・奄美徳之島」

ゴルフ場・地域物産

プラス

ハチイチハチロク

3-8

アイシム医療器

健康関連製品

3-9

アートレイ

その他

3-11

シーモア・パターカンパニー・ジャパン

ゴルフ用品卸・販売

3-12

Blockgolf Co.,Ltd

ゴルフクラブ

3-17

デサントジャパン

ゴルフ用品全般

3-18

マリオットバケーションクラブ

リゾート施設

3-19

Golf art by Ann Katthöfer - ビジネスコンサルティング
その他
Gerhard Reeg GmbH

4-50

ゴルフ場 & 地域観光・物産コーナー
「北海道」

ゴルフ場・地域物産

3-23

ジーワン

ゴルフ用品全般

3-24

タイ国政府観光庁

政府観光局

4-51

ゴルフ場 & 地域観光・物産コーナー
「ゴルフアイランド沖縄」

ゴルフ場・地域物産

3-25

ヒルトン・グランド・バケーションズ

リゾート施設

5-1

ファイテン

健康関連製品

3-27

カロッツェリア（パイオニア）

その他

5-2

マインド

ゴルフ小物

3-28

MYHANABI（マイハナビ）

ゴルフボール

5-3

テーラーメイドゴルフ

ゴルフクラブ

3-30

ゴルフプレミアム

ゴルフ用品全般

5-4

ピンハイ

ゴルフアパレル

3-31

PURESMART CO.,LTD.

その他

5-5

スウィンガー

ゴルフアパレル

3-32

ライト

ゴルフ小物

5-6

北側物産

PROTEC 事業部

ゴルフ用品全般

3-33

グローバル ゴルフ メディア グループ

ゴルフメディア

3-34

コアフォース（ゆうき）

健康関連製品

3-36

JAMESMILR Golf.

ゴルフクラブ

3-37

ピレッティ・ラウドマウス・バーチカルグルーブ

ゴルフクラブ

3-38

Airpeak

ゴルフアパレル

3-39

日本ゴルフトーナメント振興協会

ゴルフ関連団体

3-40

日本パブリックゴルフ場事業協会

ゴルフ関連団体

3-41

ウィズ・エイジングゴルフ協議会

ゴルフ関連団体

4-5

アルク

計測機器

4-7

日本フェィウィック

クラブパーツ
（シャフト以外）

ジャパン

5-7

ニューアート・クレイジー

クラブシャフト

5-8

FDR

ゴルフ用品全般

5-9

オノフ

ゴルフ用品全般

5-10

フランス観光開発機構

政府観光局

5-11

フライトスコープジャパン

ゴルフシュミレータ―

5-12

楽ごるふ

ゴルフクラブ

5-13

グラファイトデザイン

ゴルフ用品全般

5-14

ブリヂストンスポーツ

ゴルフ用品全般

5-15

ピンゴルフジャパン

ゴルフ用品全般

5-16

ミズノ

ゴルフクラブ

5-17

ダンロップスポーツマーケティング

ゴルフ用品全般

味の素

ゴルフ練習場関連コーナー
ゴルフ練習場関連コーナー

4-8

サソーグラインドスポーツ

ゴルフクラブ

R-1

4-9

スリーディ

ゴルフシュミレータ―

R-2

オリムピックナショナル VIP

4-12

カイドゴルフ

ゴルフクラブ

R-3

ガレリア（光ボール LED）

ゴルフ練習場関連コーナー

R-4

国際プロミニゴルフ協会

ゴルフ練習場関連コーナー

4-19

ディースタイル

ゴルフ景品関連

4-20

Vidsur Golf Pvt Ltd

ゴルフクラブ

R-5

エスプリゴルフ

ゴルフ練習場関連コーナー

ゴルフ小物

R-6

テクノイースト

ゴルフ練習場関連コーナー

4-22

DMMP デザイン

4-24

国際スポーツ振興協会（ISPS）
／日本ブラインドゴルフ
ゴルフ関連団体
振興協会（JBGA）
／ミスズ

R-7

オフィス24

ゴルフ練習場関連コーナー

R-8

黒磯観光開発黒磯カントリークラブ

ゴルフ練習場関連コーナー

4-26

地クラブコーナー

ゴルフクラブ

R-9

サイパンラオラベイゴルフ & リゾート東京案内所

ゴルフ練習場関連コーナー

4-27

興和インターナショナル

ゴルフアパレル

R-10

創機工業

ゴルフ練習場関連コーナー

4-28

Aimer International Inc

その他

R-11

日本シー・エー・ディー

ゴルフ練習場関連コーナー

4-30

ミック

ゴルフ小物

R-12

ナノテックジャパン

ゴルフ練習場関連コーナー

4-31

ゴルフダイジェスト社

ゴルフメディア

R-13

スポーツマインド

ゴルフ練習場関連コーナー

4-32

メルシー

健康関連製品

R-14

シーディアイ

ゴルフ練習場関連コーナー

4-33

プロティア・ジャパン

健康関連製品

R-15

MIST JAPAN

ゴルフ練習場関連コーナー

4-34

セピア・クワーティー・インターナショナル

ゴルフ関連設備

調整中 ロイヤルコレクション

4-35

タジマ工業

ゴルフ関連設備

調整中 アイインザスカイ

ゴルフ用具

4-36

アズロフ・コンバース

ゴルフバッグ類

調整中 JUN XIANG SPORTS PRODUCT COMPANY LTD

海外

4-37

ジースリー

ゴルフ用品全般

調整中 Montgomerie Links Vietnam

海外

ジャパン

ゴルフ用品全般
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チャレンジし続けるゴルフ場 へ
鹿沼グループ 会員部 経営企画室 広報担当 リーダー 荒川 磨理
鹿沼グループは、栃木県で3コース（鹿沼カ
ントリー倶楽部・鹿沼72カントリークラブ・
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部）、静岡県で1コース
（富士御殿場ゴルフ倶楽部）を運営し、「地域
との共存」を大切にしています。ゴルフ場は
簡単に場所を移転することができないため、
地域の皆様に愛され、地域活性化のお役に立
てる存在でありたいと考えています。
また、
「自然との共存」
も大切にしています。
豊かな大地の恵みのもと、
その恩恵を大切に、
永続して生かしていきたいと考えています。
この点を踏まえて、鹿沼グループでは経営
理念としてミッション及びビジョンを定めて
います。
ミッションは「私たちを取り巻くすべ
ての人々の笑顔を生み出す」で、ビジョンは
「“また来たい”と思ってもらえるゴルフ場を
目指す」です。一人でも多くのお客さまに“ま
た来たい”と思ってもらえるように、満足度の
高いゴルフ場となるように、スタッフ一人ひ
とりが活動しています。
◇自然で遊ぼう！
「ごるふぁみふぇすた」開催
鹿沼72カントリークラブ（栃木県鹿沼市・
45ホール）の富士コース9ホールを貸し切り
にし、毎年夏に「ごるふぁみふぇすた」を開催
しています。
「ごるふぁみふぇすた」は、ゴル
フ未経験の小中学生にゴルフ場に親しんでも
らい、ゴルフ場とゴルフに興味を持ってもら
うために実施しています。
ゴルフのレクリエーション（乗用カートで
のコース体験、
パターゴルフ体験、スナッグゴ
ルフ、ゴルフレッスン等）は、スタッフが付き
添うので、未経験者の方でも小さいお子様で
も安心して楽しむことが出来ます。ゴルフ以
外のレクリエーション
（熱気球搭乗体験、
コー
ス内の本物の池での水遊び、芝の上でのスイ
カ割り等）も、たいへん人気です。
入社2年目のスタッフが中心となり企画運
営を行うブースではゴルフボールにシールや
絵でデコレーションするわくわく工作ランド
や、
手作りの大きなシャボン玉、
ペットボトル
サッカーボーリング等を企画し、子供たちに
大人気でした。2017年8月21日に第5回を開

催し、過去最高の500名以上のファミリーに
参加いただきました。2018年もまた8月に開
催予定です。
◇ニュージーランドワイン生産者が来場！
自然の芝の上でワインフェス開催
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部（栃木県栃木市・18
ホール）で、2017年6月17日（土）にニュージ
ーランドワイン生産者を招き「ニュージーラ
ンドワインフェス〜ワインとゴルフ場と音楽
と〜」を開催しました。
このイベントはゴルフ場の自然を活かし
て、日ごろ使用していない時間を利用したイ
ベントです。夕方、
日が沈む前の時間から始ま
り、
日暮れと共にゴルフ場の芝生の上で、英国
のトラディショナルフォークソングの生演奏
を聴きながら、
ニュージーランドワインを試飲
し、
ニュージーランドのラムチョップやゴルフ
場のオリジナル料理も楽しんで頂きました。
参加者52名のうち、ゴルファーは約4割で
したが、ニュージーランド航空のメルマガを
読んで初めてご来場された都内のお客様もい
て、「ゴルフ場に来たのは初めてですが、緑が
とても素敵ですね」とワインを飲みながら楽
しそうに語ってくださいました。ワインと自
然と音楽に酔いしれたひと時でした。
※参加費一人5400円（税込）
◇若者ゴルファー集まれ！
アンダー 35会員募集開始
鹿沼72カントリークラブでは、35歳以下
の会員を定員50名で限定募集しました。練習
場から抜け出して、広い芝生の上で思いっき
りゴルフを楽しみたい！もっとゴルフがした
い！という若者向けの会員制度です。入会金
10000円（税別）・年会費10000円（税別）で、
入会金グループ割があり、カップルやグルー
プでの入会がお得です。
※最高4名まで同時入会可能、4人同時入会
の場合は入会金1人2500円（税別）とグループ
で10000円（税別）でご入会可能です。
プレー代は、平日3500円（食事・税込）、土日
祝日5500円（食事・税込）とリーズナブルな料
金でプレーを楽しむことができます。2017

年12月より募集し、約1 ヶ月で募集人数50名
に達しています。
◇健康維持やダイエットに最適！
9ホール会員
鹿沼72カントリークラブでは、健康維持や
ダイエットに最適な9ホール会員制度を2017
年1月より始めました。レンタルクラブ・レン
タルシューズもご用意し、思い立ったら直ぐ
にプレーができるようにしました。入会金
10000円（税別）、月会費5000円（税別）、プレ
ーフィ無料（利用税600円と保険料60円は別）
と、とてもリーズナブルにゴルフを楽しむこ
とができます。プレー内容は、富士コース9ホ
ールプレー、平日限定、手引きカート使用可能
です。地元の方を中心にご入会頂き、2017年
の年間ラウンド数は1420ラウンドもあり、ほ
ぼ毎日プレーにご来場される方もいらっしゃ
います。
最後に、鹿沼グループでは、プロゴルファー
を育てることを目的にするのではなく、子供
達ジュニアにゴルフに親しんでもらう普及活
動を行っています。
鹿沼72カントリークラブで、第2、第4日曜
日の15時30分から「キッズゴルフ」を開催し
ています。地元の子供たちに服装を気にせず
気軽に遊びに来てもらい、スナッグゴルフを
中心に1時間程度、ティーチングプロから楽
しくゴルフを学んでもらいます。
今後も、ゴルフの楽しさを多くの人に知っ
てもらい、ゴルファーはもちろん子供達や未
経験者にも愛されるゴルフ場を目指して、チ
ャレンジし続けたいと思います。

荒川 磨理（あらかわ・まり）
スイミングスクール・インストラクターを経
て、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部に入社。経理
業務を行いながら、ホームページ担当。ゴ
ルフ場内で女性だけのチームを作り、女
性ならではの新しい取り組みを行う。
2008年 出 産 の 為 産 休・育 休 を 取り、
2009年5月より復帰し鹿沼グループ・本
部へ異動。現在は会員部・経営企画室兼
務し、広報業務に携わる。
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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.14

（コメント：三石茂樹）

12 月 1 日〜 12 月 31 日

「12月の話題は、なんと言っても『XXIO X』の
ライト株式会社
営業部

花澤 なつみさん

好調なスタートダッシュに尽きるかと思います。
以上です」

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
学生の頃、
アルバイト先を探している時に、
たまた
ま家の近くのゴルフ場の求人を見つけ応募し、採
用して頂いたのがきっかけです。
Q. 年間のラウンド数は？
約3 ～ 5ラウンドです。子供がだいぶ大きくなって
手が離れてきたのでもう少し増やしていきたいと
思っています。
Q. 今積極的に取り組んでいることはなんですか？
週3回ジムに行き、下半身を中心に鍛え体感とバ
ランス力の向上を目指しています。
ゴルフをやっていて良かったことは？
ゴルフを通じて幅広い年齢層の方と交流ができ
たことです。
ゴルフのお話やゴルフ以外の色々な
お話を聞くことで勉強になっています。
Q. ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
一人でも多くの方にゴルフに興味をもってもらえ
るように、
ゴルフの楽しさ・ゴルフの魅力を一緒に
伝えていきましょう！

ドライバー1位＝XXIO X

順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

1

XXIO X

チタン

ダンロップスポーツ

2

G400 SERIES

チタン

3

XXIO9

4

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

XXIO X FW

ダンロップスポーツ

ピン

2

XXIO X HYBRID

ダンロップスポーツ

チタン

ダンロップスポーツ

3

XXIO 9 UT

ダンロップスポーツ

XXIO X LADIES

チタン

ダンロップスポーツ

4

XXIO 9 FW

ダンロップスポーツ

5

M2（2017）

コンポジット テーラーメイド

5

XXIO X LADIES
HYBRID

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

XXIO X

カーボン

ダンロップスポーツ

1

MACK DADDY4

キャロウェイ

2

XXIO X N.S.PRO

スチール

ダンロップスポーツ

2

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

アクシネット

3

XXIO X LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

3

RM-22 SERIES

フォーティーン

4

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

4

Cleveland RTX-3
SERIES

ダンロップスポーツ

5

EPIC STAR N.S.PRO
ZELOS7

スチール

キャロウェイ

5

Cleveland RTX
F-FORGED

ダンロップスポーツ

BALL BEST５

構造

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名
キャロウェイ
キャロウェイ

順位

スポーツ好きで、ゴルフ・サッカー・トレーニング
と、とてもアクティブなスポーツウーマン。何事に
も自ら積極的に仕事をしてくれます。持ち前の頑張
りと女性視線を取り入れ今後も活躍してくれること
を期待しています。
（営業部 鈴木英晴さん）

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 WHITE HOT
RX SERIES

3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2017）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

3

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

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

SIGMA G SERIES

2ピース

ダンロップスポーツ

5

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

5

SRIXON DISTANCE
（2015）

ピン

（ 8 ）平成30年2月1日発行
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発行人
発行所

協会関連事項
広報委員会
平成29年12月25日（月）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS1月号について
1 〜 3面：
「新年の挨拶 年頭所感（馬場会長、
楳本副会長、
米山副会長、
アレックス東日本支
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）
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月16日総武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）
」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」、「広報委員会」、「フェ
ア実行委員会」
、
「変更事項」、
「ゴルフ新年会」
を掲載。
8面：
「ジャパンゴルフフェア告知情報（一般
ゴルファー向けの訴求ポイントとロゴ、地ク
ラブコーナー、
シャフトコーナー、
ゴルフメデ
ィア合同ブース、
ウィズ・エイジングゴルフ協
議会の研究成果の発表、
各種セミナー、
ステー
」などを新たに掲載。
ジイベント）
議題-2、JGGANEWS2月号について
1 〜 3面：
「2018年ゴルフ新年会」を掲載。
●「19番ホール」
：谷戸理事（ヤトゴルフ）を掲
載。
4 〜 5面：
「ジャパンゴルフフェア2018出展社
一覧」を掲載。
6面：
「 ゴ ル フ 活 性 化 の 取 組 み（ 鹿 沼 グ ル ー
プ）
」を掲載。
7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。
8面：
「協会関連事項」、「広報委員会」、「ゴル
フ市場活性化委員会（GMAC）」、「JGF2018セ
ミ ナ ー 概 要（ ゴ ル フ 用 品、R&A用 具 規 則、
GMAC）
」などを掲載。
議題-3、JGGANEWS3月号について
1 〜 3面：
「世界最大のゴルフビジネスの祭典
PGAショーの動向」を掲載予定。
● 19番ホール：
「有賀理事（有賀園ゴルフ）」を
掲載予定。
4面：
「ジャパンゴルフフェア2018出展社一覧
（追加出展社）
」を掲載予定。
5面：
「ゴルフ活性化の取組み（ゴルフアミュ
ーズメントパーク）」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（ヤマト徽章）」を掲載予定。
7面：
「協会関連事項」、「広報委員会」
「フェア
実行委員会」
、
「講習会委員会」、「インダスト
リーカップ委員会」、「変更事項」などを掲載

予定。
8面：
「ジャパンゴルフフェア告知情報（フェ
ア開幕直前情報）」を掲載予定。
議題-4、次回委員会の開催日程
平成30年2月26日（月）

ゴルフ市場活性化委員会
（GMAC）

平成30年1月19日（金）、ゴルフダイジェス
ト社にて標記の委員会を開催した。
議題-1、「GMACセミナー開催の検討」
開催日程：平成30年3月23日（金）
開催場所：パシフィコ横浜・アネックスホール
F205
〈目的〉
● 事例紹介し、
横展開を図る
● 気づきやヒントを提供し、持ち帰ってもら
う。
〈進捗と方向性〉
●「大学ゴルフ授業支援」
「ペアスクランブル
ゴルフの広がり」の2部構成とする。それぞれ
の事例発表の後にパネルディスカッション。
● 単なる事例紹介に終わらせずに、
「ゴルフ
人口のすそ野拡大」を目指した取り組みであ
ることを伝える。
● サミット会議でも決議している
「若年層ゴ
ルフ参加率10％」の達成という、数値目標の
浸透も視野に入れる。
● 質疑応答の時間を十分に取る
議題-2、GMAC・大学授業関連
1.「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学
連携
2.ゴルフ活性化策の実施状況の報告
「PGAゴルフ市場催活性化策」の進捗
「ゴルマジ」、「楽ゴル」、「たびーらスイーツ
ゴルフ」、「ゴルフのたすき」
3.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%強に引き上げる。
②「40 〜 50代掘り起こし」分科会
未経験者の取込みもあるが、休眠ゴルファ
ーの再開支援もテーマ。
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。ゴ
ルフ界に効果がある物、GMAC活動をシンプ
ルに纏めた内容。
議題-3、次回委員会の開催日程
平成30年2月20日（火）

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

ーになろう！
■ 日時：3月24日
（土）11：30 〜 12：30
■ 会場：アネックスホール F206会議室
■ 内容：ロフト、
ライ、
クラブ長さ、
バランス、
フ
レックス、キックポイント、
トルクなどのメー
カーが公表しているスペック、
重心位置やクラ
ブ慣性モーメント、
シャフト硬度、振動数など
のPCM独自の統一計測スペックを知ることで
ゴルフクラブの接客・販売に自信がつきます。
■ 講師：村田辰也
（ユニバーサルゴルフ社 代表）
■ 主催：日本ゴルフ用品協会
（JGGA）
■ 対象：ゴルフ用品協会会員、
一般ユーザー
■ 参加費：JGGA会員：無料／非会員：1000円
2.R&A用具規則フォーラム
● ゴルフ用具規則に関する最新の情報や動向
についてのプレゼンテーションと質疑応答
■ 日時：3月24日
（土）13：30 〜 14：30
■ 会場：アネックスホール F206会議室
■ 講師：スティーブ・オットー教授
（ディレクター／エキップメントスタンダー
ド 最高技術責任者 The R&A）
■ 主催：日本ゴルフ用品協会
（JGGA）
■ 対象：ゴルフ用具製造・卸・小売関係者
■ 参加費：JGGA会員：無料／非会員：2000円
3.GMAC市場活性化セミナー
●「広がりを見せる大学ゴルフ授業支援とペ
アスクランブルゴルフの輪」
■ 日時：3月23日
（金）13：20 〜 15：20
■ 会場：アネックスホール F205会議室
■ 内容：大学のゴルフ授業について産学連携
の進捗状況の報告と、Gちゃれを体験した学
生の感想や課題など生の声も発表してもら
う。ペアスクランブルゴルフはヘビーゴルフ
ァーにも新しい楽しみ方を提案し、シニア、女
性の休眠ゴルファーもいかに参加しやすい競
技方法であるかを事例を交えて紹介する。
■ 登壇者：大学教員、
学生、大会運営業者、ゴル
フ場支配人、パネラーなど
■ 主催：ゴルフ市場活性化委員会
（GMAC）
■ 対象：ゴルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフ用品
業界、ゴルフジャーナリスト等
■ 参加費：GMAC会員：4000円／非会員：5000
円／報道関係者：無料

お知らせ
ジャパンゴルフフェア2018で開催予定の
セミナーについてお知らせいたします。
＊受講募集は3月1日より行います。
1.ゴルフ用品セミナー
● ゴルファーに信頼されるクラブアドバイザ

セミナー会場図（パシフィコ横浜

アネックスホール）

