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　このJGGA『19番ホール』に
初寄稿させていただきます。
有賀園ゴルフの社長として8
年、業界には約23年携わり、
やっと皆様に顔と名前を覚え
ていただいたと思っています

なるの？」とよく言われます。私も大人です
から「そうなんですよ」と穏やかに返します
し、その方々も大好きなゴルフがどうも大変
そうだと心配してくれているのでしょうが‥
‥。
　確かにゴルフ業界はピーク時に比べ説明す
るまでもなく少し落ち込んでいます。しかし、
今尚、NO.1スポーツであり、この先も間違い
なく愛されるスポーツであり続けるでしょ
う。他のスポーツの様に幼少時に始めなけれ
ば大人になってからは絶対に触れないスポー
ツとは違い、環境が整わないと幼少時は中々

出来ませんが、大人になってからこれだけ始
めるきっかけがあるスポーツはゴルフ以外に
あるでしょうか？　人生の至る所に始めるき
っかけがあり、大人になるにつれて仲間が増
えていく、そんなスポーツはゴルフだけです。
　こんなにも素晴らしく皆に愛されるスポー
ツだからこそ「ゴルフ業界どうなの？」と気に
かけてもらっていると思えば少しは腹の虫も
収まりますし、「ゴルフ業界が羨ましいよ！」
と言ってもらえる様に一人のゴルフ大好き業
界人として頑張らないといけないと思います。

（有賀園ゴルフ　有賀史剛）

が、私自身はまだ何も業界に貢献していませ
んので、まだまだ若輩者として業界の為に頑
張ります。
　と、ご挨拶はこの辺にて。最近、ゴルフ業界
外の方（様々な業界の社長様）に「ゴルフ業界
は大変だね。ゴルファーも減って、この先どう

　元々は大手ゴルフメーカーの新商品の発表の場
でもあったと聞くPGAマーチャンダイズショー。ただ、
昨今は製品発表が早まる傾向にあり、展示されてい
る商品のほとんどは既知品ばかりだ。さらに、近年は
大手メーカーの出展見送りも目立つ。それでも全米
50州、世界87カ国からゴルフ業界関係者40,000人近
くのゴルフ関係者が集まる理由は何か？
　取材を重ねていくと、単なる「ゴルフ用品の世界的
な見本市」ではない、PGA（プロゴルフ協会）が主
催するからこそできる展示会の魅力が徐々に明らか

になってきた。
　フロリダ州オーランドのコンベンションセンターで1
月24日～ 26日まで開催された65回目となるPGAマー
チャンダイズショー。その存在意義に迫る。

（株）ナインバリューズ　北村 収＝文・写真

単なるゴルフ用品の見本市ではない、
ゴルフビジネス生態系に迫る！
～2018年PGAマーチャンダイズショーレポート～

２-３	面＝	「PGAマーチャンダイズショーレポート」
　４面＝	「ゴルフ活性化の取り組み」
6-8面＝	「ジャパンゴルフフェア２018開催概要」
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大手メーカーはトッププロを用いて大々的に
PR、米国市場への認知度アップを狙う日本の
メーカーもあり！

　まずはゴルフ用品メーカーから見ていこ
う。タイガー・ウッズのテーラーメイド、セル
ヒオ・ガルシアのキャロウェイゴルフ、さらに
はタイトリスト、ピンなど、大手メーカーの多
くは大スペースを確保して契約プロを活用し
たPRを行っていた。日本のメーカーでもゼク
シオ・スリクソン・クリーブランドゴルフのブ
ースでは、開幕初日にゼクシオブランドのグ
ローバルアンバサダー契約を発表したアーニ
ー・エルスの写真が掲示されていた。
　米国での認知度を高めようとしている日本
のゴルフメーカーもオノフ、プロギア、本間ゴ
ルフ、ヤマハ、ヨネックスなど多数出展。同じ
代理店からの出展ということで、競合が並ん
で出展を行っていたが、関係者からは「米国市
場での認知アップに確実に繋がっている」と
の声もきかれた。

昨今のキーワードであるAI、ダイバーシティ
はゴルフにも浸透！ジュニア、女性に加えて
今年は障害者向けコーナーも

　PGAマーチャンダイズショーにも年々ハイ
テク化の波が押し寄せている。AI的な商品で
最も注目を集めていたのは「Full Swing 
Simulators」の中にある「Virtual Green」。グリ
ーン上に傾斜が設定でき、そのラインを示し
てくれるだけでなく、実際にパッティングも
できるという優れもので、すでにPGAツアーの
トッププロが購入して活用しているそうだ。
　日本のゴルフ場にはほとんど同じタイプし
かないゴルフカートだが、本展示会場ではさ
ながらモーターショーの様相を呈していた。
デザイン、カラーが様々なカートが展示され

ており、運転しているだけでも楽しくなりそ
う。また、ゴルフシューズやグローブなども、
色やデザインなど様々な商品が。ゴルフ界も
さらにダイバーシティ（多様性）が重視され
てきている。
　ゴルファーの裾野を広げる取り組みを常に
行っているのがPGAマーチャンダイズショ
ー。例年ジュニア、レディスに力をいれている
ブースが目立つが、今年は「Adaptive Golf 
Center」が新設されていた。障害を抱えてい
る方々にもゴルフを楽しんでもらうためのコ
ーナーで、さらなる裾野拡大にPGAの本気度
がうかがえる。

出展数の多さに度肝を抜かれるゴルフアパレ
ル、そこにはエコシステムが出来上がっていた

　巨大な敷地の4分の1から3分の1を占めてい
るのがアパレルのブースだ。何故、これだけの
出展があるのか？　調べてみるとそこには米
国のPGA（全米プロゴルフ協会）が主催する用
品展示会ならではのエコシステムがあった。
　米国ではゴルフ場に所属するプロゴルファ
ーが多い。ヘッドプロともなるとゴルフ場の
プロショップの運営も任される。多くのゴル
フ場はゴルフ場のロゴの入ったオリジナルウ
ェアをつくるが、PGAマーチャンダイズショ

ーの場で受発注が行われているそうなのだ。
米国のゴルフ場は約16,000あり、さらに今年
は7,500人のプロが参加しているとのこと。
これだけのアパレルブースがあることもうな
ずける。
　ゴルフアパレル、ゴルフ場、そしてプロゴル
ファー。その3者が一同に介してゴルフビジ
ネスが展開できる場。日本では考えられない
ビジネス生態系が出来上がっているようだ。

プロゴルファーが様々なスキルを高めるとと
もにフィッティングなどの情報を得る場に

　もう一つ興味深い話を聞いた。1年半ほど
前の2016年9月、米国ゴルフ用品大手のゴル
フスミス破綻が話題になったが、ゴルフ場で
のプロショップの用品の売り上げが上がる傾
向にあるというのだ。米国でもアッセンブル
された製品よりも、自分用にフィッティング
したクラブの購入が増える傾向にあり、ゴル
フ場のプロショップでの販売がしやすくなっ
ていることも売上増を後押ししている。ゴル
フ場のプロショップの運営をしているヘッド
プロにとって、PGAマーチャンダイズショー
で得たフィッティング関連の知識は自身のプ
ロショップの売上に繋がり、逆にメーカー側
はPGAマーチャンダイズショーに出展するこ
とで間接的にゴルフ場のプロショップの売上
につながっている。
　さらにPGAマーチャンダイズショーと同時
開催で、プロ向けのカンファレンスも同時開
催しており、ヘッドプロとしてプロショップ
の商品の仕入れや情報収集を行うだけでな
く、PGAプロとしてのスキルアップにも努め
られるという1度に多くのメリットを得てい
る。だから全米からゴルフ関係者が集結する
のだ。
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出展取り止めの大手メーカーがいる一方で絶
対はずせないという海外中小メーカーの声

　近年の傾向でもあるが、今年もミズノ、ブリ
ヂストンゴルフなど大手メーカーが出展を取
りやめた。費用対効果が見えづらいというの
がその理由のようだ。
　一方で中小の出展社の声を聞くと、「米国
は国土が広いため、店舗・ゴルフコースの数が
多く、すべてをフォローすることはできない
ので、全米及び世界中から関係者が集まる
PGAマーチャンダイズショーは大変重要」と
の声も。ゴルフ場のプロショップの売上が大
きい米国のゴルフ事情と、多くのプロゴルフ
ァーがゴルフビジネスに関わっている構造、
そしてそのプロゴルファーの多くもPGAマー
チャンダイズショーに集まるという仕組みが
ビジネスメリットを生み出していることを、
出展者の多くは実感しているようだ。

情熱的な出展者が多いのも
PGAマーチャンダイズショーの特徴！

　広大な敷地内を歩きまわると、様々なブー
スから声をかけられ、丁寧に説明してくれる
ところが多い。持ってなくても立つパターを
販売する『Bloodline Golf』のブースでは、「こ
うすれば上手く写真が撮れるよ」と筆者に撮
影のアドバイス。ショットをすると跡がつく
練習マットを展示していた『Acu-Strike Golf』
では、ショットをしてビフォー＆アフターを
示し積極アピールしてくれた。
　日本からきた記者に対し実演も交えて懇切
丁寧に解説してくれる出展者たち。自身の商
品を是非知ってほしいという情熱を感じた。
これはアメリカンドリームという言葉がある
国ならではのことなのか？数多くある小さな
ブースから放たれる強い熱気も、ジャパンゴ
ルフフェアにはない魅力だ。

日本のゴルフ関係者も、もっとPGAマーチャ
ンダイズショーを活用すべき!?

　トラベルパビリオンというスペースがあ
る。そこでは、スコットランドなど、海外からの
ゴルファーを誘致したい様々な国の関係者が
ブースを構えていた。インバウンドは日本の
ゴルフ場でも力を入れ始めている分野。日本
のゴルフ場にとってもPGAマーチャンダイズ

ショーはよいアピールの機会かもしれない。
　また、用品やアパレルメーカー以外では日
本からの出展は目立たないが、韓国などから
は小物やアイデア商品まで様々なブースが目
立つ。PGA マーチャンダイズショーの入り
口に書かれているのは「THE MAJOR OF GOLF 
BUSINESS」。日本のゴルフ関係者も、もっと
このエコシステムを利用する輩が出てきても
良いのではと感じた。

日本、アジアとの交流が課題
ただ、この点は日本にとってはチャンス!?

　単なる用品の見本市ではなく、プロゴルフ
ァーやゴルフ場プロショップビジネスなども
巻き込んだ全米のゴルフ関係者が集まり、ビ
ジネス生態系もできているのがPGAマーチャ
ンダイズショーの大きな魅力。ただ、１点だけ

筆者には不満がある。
　今回の出張で日本を発つ際、大雪に見舞わ
れてしまい出張が丸1日（24時間）遅れてしま
った。直行便が何本か飛んでいるエリアなら
半日くらいの遅れで現地に入ることができた
のではという思いもあり、改めてPGAマーチ
ャンダイズショーが開催されるフロリダの遠
さを実感。フロリダが遠いのは第2位のゴル
フ市場だと言われる日本だけでなく、昨今市
場が伸びているといわれるアジアエリアでも
同じことだ。
　PGAマーチャンダイズショーが世界のゴル
フビジネス生態系の基盤になろうとするのな
ら、日本やアジアとの距離をいかに縮めてい
くかが今後の課題であろう。一方で、この点は
アジアに近い日本にとってはチャンスと言え
るかもしれない。
（株）ナインバリューズ　北村 収＝文・写真
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GAPKは現代のアップルツリーギャング?!
いや、新撰組です ゴルフアミューズメントパーク  理事  永井 延宏

　NPO法人ゴルフアミューズメントパーク
（略称:GAPK）は、ゴルフ業界の中で各団体や
個人を繋ぐ触媒として活性化に貢献するべ
く、平成24年6月1日にNPO法人として東京都
の認可を受け設立しました。現在6期目を終
えようとしており、今年で7期目へと突入で
す。私は設立時より理事として参加させて頂
いておりますが、振り返るとこの6年間は大
きく3段階に分けられると思います。
　先ずGAPKの発起人である初代理事長廣瀬
恒夫先生（現顧問）から、理念とマーケティン
グ的俯瞰力を学びながらGAPKとして何が出
来るか？　を模索した種まき期。そして現理
事長である北岡利昭さんにバトンタッチして
「DO」に向けての試行錯誤と、ゴルフ業界の
キーマンである新しい理事を迎え地中深く根
を張る様にネットワークを拡げながら発芽に
備えた成育期。そして、ゴルフ活性化的事業で
活動実績のある新理事を迎えて、いよいよ
GAPKが理念だけではなく実体を伴う組織と
して地中からこの世に芽吹き幹を形成した発
芽成長期がこの6期と言え、6年に渡る3つの
ステップを経て、7期は幹から枝を拡げて大
きな林檎の木へと育っていくのが目標です。
　我々理事はその林檎の木の下に集う現代の
アップルツリーギャングゆえ、GAPKのロゴ
マークには林檎をあしらっていますが、とあ
る酒席でゴルフ用品界片山哲郎社長に
「GAPK？アミューズメントパークって意味が
わからない！名前が悪いよ」と揶揄され、酒
の勢いもあって思わず「じゃあ、ゴルフ新撰組
に改名します！」とやり返しましたが、私の
中ではそんなゴルフへの熱い想いを共有して
くれる同志と共に活動する場がGAPKです。

一般生活者が魅力を感じていないゴルフ
93％のノンゴルファーに伝える

　GAPKは設立当初より「challenge93」 を活
動スローガンとして掲げています。これは総
務省統計局による社会生活基本調査による
と、日本のゴルフ参加率は総人口の7～ 8%
しかないという数字に基づいています。業界
の中にいると「そんなに少ないはずはない！」

と思われるかも知れませんが、世間一般から
すれば「10人に1人もゴルフをしていない」の
が現実です。ゴルフの大衆化により、ゴルフを
知らない人は殆ど居ないと思われます。にも
かかわらずゴルフ参加人口が減少し、国民総
支出やレジャー関連総支出の変動を上回るレ
ベルで、ゴルフ市場規模の縮小が続いている
のはなぜでしょうか？
　それは過去の古き良き時代の中で構築した
既存のゴルフに、現在の一般生活者が魅力を
感じていないことに原因があると考えられま
すが、残念ながら供給側であるゴルフ業界関
係者の多くがそうした意識を持ってない様に
見受けられることが多々あります。このギャ
ップが一般生活者における消費動向との乖離
を産み、現在のゴルフ市場の低迷を生み出し
ているとGAPKでは分析しています。これを解
消し、新時代における生活者の志向にマッチ
した「ゴルフを始める動機」を提供するため
の仕組みを創造し、ゴルフをやっていない
93%の生活者（ノンゴルファー）にゴルフの
魅力や素晴らしさを伝えてゆき、ゴルファー
へと取り込む事でゴルフ市場の規模を大きく
していくという構想が「challenge93」です。

ノンゴルファーがゴルフに触れた
天体観測 in ゴルフ

　1期目より各種事業を通じて様々な提言を
してきました。新しいゴルフの楽しみ方を提
案するプロアマゴルフ大会にスクランブル大
会の開催や、GAPKが「ゴルフ界の営業マン」
と位置付けるプロゴルファーやインストラク
ターを対象としたフォーラムやセミナー。そ
れがきっかけとなり、一昨年より全日本ゴル
フ練習場連盟（JGRA）との連携が出来、JGRA
主催の研修生向けセミナーをGAPKで受け持
つ事となり、ゴルフ界のスペシャリストである
GAPKの理事たちが交替で受け持っています。
　その中で対外的にも反響があり、GAPKら
しさが具現化できたのが昨年秋に開催された
「天体観測 in ゴルフ」です。これはグランピ
ングと天体観測というゴルフ以外の価値をゴ
ルフ場に持ち込む事により、ノンゴルファー

がゴルフに触れる機会を作りながら、ゴルフ
場の通常営業時間外での収益モデルを提案す
るのが目標で、まさにゴルフ場のアミューズ
メントパーク化です。
　実はこのイベント、9月に開催予定でした
が台風到来により11月に延期。その11月のイ
ベント当日も天気予報は雨で、夕方のテント設
営は雨の中での作業となりましたが、ゴルフ場
のティーグラウンドに7基のテントが張られ
る様は新鮮で壮観でした。夕食はゴルフ場の
レストランに協力頂きディナーバイキング。講
師に天体望遠鏡メーカーの方を招いて、天体
観測についてのレクチャーも行いました。夜に
なり、テントが設営されたティーグラウンドに
戻り天体観測を行いましたが、奇跡的に約1時
間ほど雲が晴れて、ゴルフ場の漆黒の闇の中
での星空観察はとても感動的でした。
　これらの6期目までの実績を踏まえ、現在7
期に向けての活動方針を各理事が宿題として
預かっていますが、ノンゴルファーに向けて
の提案や施策というのが北岡理事長からのお
題になっています。現在、ゴルフ業界を俯瞰し
ていると、既存ゴルファーのモチベーション
アップやスター選手によるトップダウン効果
などが、いわゆる業界の活性化の切り札とさ
れている様に見えます。
　しかしチャレンジ93で説いたノンゴルフ
ァーに向けた直接的な施策というのは、意外
と手つかずの感があります。それは我々が既
存のゴルフに居着いている事の現れであり、
古武術で戒める「居着く事、即ち死」がすぐそ
こまで来ているのが、今のゴルフ界の現状で
しょう。GAPKは「居着く事なく」今後もゴル
フ業界に向けて新たな価値や基準を提案し、
本来の目的である活性化への触媒として機能
したいと考えております。

ゴルフインストラクター。2006年度
ゴルフダイジェスト社選レッスンオブ
ザイヤー受賞。ギアとスイングの関係
を独自の言葉で発信。1969年埼玉
県生まれ。誕生日は2月22日で、アップ
ルツリーギャングと同じ日に生を受け
ている。趣味は料理。

永井 延宏 （ながい・のぶひろ）
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「１月後半は関東地方を中心に大雪となった

が、用品市場はボールなど消耗品についてはマ

イナスの影響を受けたものの、ゴルフクラブに

ついては“然したる影響を受けなかった”とい

う声が多かった。その他動向として“年初の福

袋が好調に消化した”という声が多く挙がった

のが昨年までとの相違点か。昨年12月発売の

『XXIO X』は12月に比べて販売数量はダウンし

ているものの、引き続き好調を維持している」

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 M2（2017） コンポジット テーラーメイド 1 M2 FW（2017） テーラーメイド

2 XXIO X チタン ダンロップスポーツ 2 M2 17 Rescue テーラーメイド

3 G400 SERIES チタン ピン 3 XXIO X FW ダンロップスポーツ

4 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 4 XXIO X Hybrid ダンロップスポーツ

5 XR 16 チタン キャロウェイ 5 XR OS UT（2016） キャロウェイ

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 VOKEY DESIGN SM6 
SERIES アクシネット

2 M2（2017） スチール テーラーメイド 2 MACK DADDY4 キャロウェイ

3 M2（2017） カーボン テーラーメイド 3 Cleveland RTX-3 
SERIES ダンロップスポーツ

4 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 4 RM-22 SERIES フォーティーン

5 XXIO X LADIES カーボン ダンロップスポーツ 5 Cleveland RTX 
F-FORGED ダンロップスポーツ

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 SIGMA G SERIES ピン

3 VELOCITY（2016） 2ピース アクシネット 3 SCOTTY CAMERON 
SELECT SERIES（2016） アクシネット

4 VG3（2016） 3ピース アクシネット 4 SPIDER TOUR SERIES
（2017） テーラーメイド

5 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 5 ODYSSEY WHITE HOT 

RX SERIES キャロウェイ

＝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）

1 月1日〜 1 月 31日

アイアン1位＝XXIO X

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
弊社は大正11年に創業し、97年の歴史を持ち
昭和50年頃よりゴルフ業界にお世話になってお
ります。社長のゴルフ愛が非常に強く平素より業
界への貢献を考えております。

Q. お仕事の内容を教えてください。
監査役であり年度末の弊社の決算の監査並び
に社内の環境整備等又、社長の代理として対
外的交際を担当しております。

Q. 年間のラウンド数は？
大体15から20回と少なく、100を切れずに苦し
んでおりますが、ゴルフ歴は25年です。同組の方
にご迷惑かけないよう努力しております。健康のた
め、老若男女どなたでもプレー出来る幅広いスポ
ーツとして、続けて参りたいと思っております。

Q. 今積極的に取り組んでいることはなんですか？
ゴルフを生涯続けられるよう「ホットヨガ」を3年
前から行っております。体幹が鍛えられ筋肉が維
持できるような実感があります。

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！

誰に対しても常に前向きに考え、明るく対処し、な
ごませてくれるところが彼女の良いところです。
（代表取締役社長　出井久之さん）

ヤマト徽章株式会社
監査役

出井 和子さん
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名称：第52回ジャパンゴルフフェア
主催：（一社）日本ゴルフ用品協会
会期：3月23日（金）～ 3月25日（日）
時間：10：00～19:00（最終日のみ17：00まで）
会場：横浜市西区みなとみらい1-1-1／パシ
フィコ横浜　展示ホール・アネックスホール
動員目標：60,000人
展示面積：20,000㎡
後援：経済産業省、横浜市、アメリカ大使館商
務部、日本貿易振興機構（ジェトロ）、日本ゴル
フ協会他ゴルフ関連14団体

『ジャパンゴルフフェア2018の出展状況』
・出展社数／ 205社、コマ数／ 434コマ（※2/21
現在）、うち海外出展社6か国19社20コマ（アメ
リカ×1社、ドイツ×1社、ベトナム1社、台湾×4
社、中国×5社、韓国×7社）

『参加型　お楽しみイベント』
①「チャレンジコーナー」
　ゴルフフェアの人気ナンバー 1イベント
で、20年近く続けて実施している。
・成績別にA・B・C賞を設定、ハズレなし。
・ドラコン：ロングドライブで最長飛距離を更新！
・ニアピン：寄せの技術でチャレンジ！ホール

インワンだって夢じゃない。
・パター：3ホールのコースでスコアメイク。
■参加料：500円　
・イベントパスポート：1,000円
　ドラコン･ニアピン･パターそれぞれに1回
チャレンジできるお得なパスポート
・参加方法は当日受付（先着順）

②「ゴルフプレー券が当たる！ JGF×GDO大
抽選会」
■実施場所：2階レジストレーション横　コ
ンコース
■賞品内容
・無料プレー招待券　50組（200名）
・ゴルフ場利用クーポン　3000円×400名

・その他ゴルフ用品も当たる。
・前回JGF2017での参加実績　9,652名

『～After 5～ バーディータイム企画』
　JGF2018では、より幅広い来場者の受入れ
のために金曜・土曜の2日間の閉場時間を19
時に延長する。その時間を“～After5～ バー
ディータイム“と名付けて、魅力ある企画を発
信する。内容としては、
①「JGF販売コーナー」
・ジャパンゴルフフェア限定福袋の販売
・訳あり品、試打済ゴルフクラブなど特別販売
②「試打･スペシャル指定席」　
　オープン試打席利用の13社の協力により
実現。例年午前中でいっぱいになってしまう
試打参加のチャンスを夕方の来場者にも提供
する。受付に関しては当日受付や事前予約な
ど各社さまざまなので必ず事前に公式サイト
で確認が必要。
③「ゴルフアパレル販売コーナー」
　ファッションショーと連携したコーナー
で、この時間ならではの特典が設定される。
④「出展ブース内企画」
　出展社の一部は来場者に向けて様々なお楽
しみ企画を発信。詳細は直前にオフィシャル

 開催概要
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サイトで公開する。
⑤「出展社からのプレゼント　お楽しみ抽選会」
・毎日17：30より（日曜日は16：00より）イベ
ントステージにて開催。
・各出展社から提供された様々なグッズをお
楽しみ抽選会という形で来場者にプレゼント。

『企画コーナー』
1.お買物企画

①「JGF販売コーナー」
・最新、人気モデルのゴルフ用品を始め、お買
得品が満載！
■主催：日本ゴルフ用品協会
■協力：有賀園ゴルフ／二木ゴルフ
②「出展社ブース内販売」
・出展各企業が直接販売。”レアなグッズが手
に入る”とマニアにはかなり人気の企画。
■販売実施ブース：37社（※2/21現在）
③「ゴルフアパレル販売コーナー」
・例年大好評の人気コーナー
・今年は人気セレクトショップのGGMグルー
プの「ダブルイーグル」が人気ブランドのゴ
ルフウェアをフェア特別価格で販売。
④「トーナメントグッズ販売コーナー」
・各トーナメント会場でしか入手できない全
国のトーナメントロゴ入りグッズをチャリテ
ィ販売。午前中で売り切れてしまう事もたび
たびという人気企画
※売上収益金は「ジュニアゴルファー育成基
金」に寄付。
⑤「入札型チャリティオークションコーナー」
・憧れのツアープロの愛用品やサイン入りグ
ッズがオークションにかけられる。
・オークションはまずフェア公式サイト上で
行われる。
・WEB上の受付は会期前日に締め切られ、そ
の後はゴルフフェア会場内での入札となる。
■商品提供プロ
（男子）※売上収益金は「高松宮妃癌研究基金」

に寄付。
男子プロ25名（2月8日現在）
（女子）※売上収益金は「日本盲導犬協会」に
寄付。
女子プロ16名（2月8日現在）

2．効率的な情報提供企画
①「シャフトコーナー」参加16社
・かなり以前からシャフトは重要なパーツと
して注目されているが、いまだに不思議がい
っぱい。ここでは、16社のシャフト展示、ス
ティールとカーボンの製造工程の紹介、日本
ゴルフ用品協会ですすめている数値の統一基
準、さらにゴルフ誌アルバトロスビューによ
るシャフトについての解りやすい解説などこ
のコーナーには見逃せない情報が満載。完全
保存版として写真に残して自分だけのライブ
ラリーにする価値ありだ。
②「コンポーネントコーナー／ヘッド・その
他」参加24社
・コンポーネントの重要な要素はもちろんシ
ャフトとヘッド。隣のシャフトコーナーにこ
のヘッドを中心としたコーナーがプラスされ
ることで魅力倍増だ。
③「地クラブコーナー」　参加6社
・昨年満員御礼、大好評だった「地クラブコー
ナー」が今年も開催。なかなか出会う機会の
少ないクラブに触れてしかも試打もできる。
こんなチャンス他にはない。
・コーナー専用試打席は完全予約制（10:00
～、各回15分）
※受付は先着順、キャンセル待ち必須につき
お早めにご予約ください。
※試打参加特典、ノベルティ有
④「初出展社 製品紹介コーナー」参加12社
・ここではゴルフフェアに初めて参加してく
れた企業の製品を積極的に紹介する。

3．募集企画　
①「見学ガイドツアー」
“2018年ゴルフトレンドを知る”を統一テーマ
に、メディアなどでおなじみの各ガイドがそ
れぞれの感性と知識で厳選した出展社を訪ね
ていく。昨年スタートして一気にキャンセル
待ちとなる人気企画になった。ガイドは、関 
雅史プロ、クラブフィッター鹿又 芳典氏、ゴ
ルフライター鶴原 弘高氏、そして今年から、
女性目線でゴルフフェアを楽しんでいただく
試みとして、ラジオ番組内の女子プロインタ

ビューを始めゴルフ界で幅広く活躍している
GDOの向井 康子さんが加わった。
★23日（金）16：00～17：00　関 雅史プロ 
「シャフトでこんなに変わるんだ」
★24日（土）11：00～12：00　鹿又 芳典氏
「飛び系アイアンについて」
★24日（土）16：00～17：00　向井 康子氏
「女子目線！感性で楽しむゴルフフェア巡り」
★25日（日） 11：00～12：00　鶴原 弘高氏
「テクノロジー好きの為のクラブ選び」
★25日（日）14：00～15：00　向井 康子氏
「女子目線！感性で楽しむゴルフフェア巡り」
■参加費用：事前申込み2,000円（税込）／当
日申込み2,500円（税込）
■参加人数：15名／ 1回
■受付：事前・当日共に先着順 （事前はオフィ
シャルサイトからお申込み）
②「試打・スペシャル指定席」
　“～After5～ バーディータイム“に掲載。事
前予約の詳細はWEBでご確認下さい。

4．その他
①「ファミリーゴルフ広場」
・子供やファミリーを対象にしたコーナー。
・スナッグゴルフを利用してゴルフのゲーム
を楽しんでもらう。もちろん賞品あり。

②「グルメコーナー」　
■出店店舗：広島焼き／焦がし醤油ラーメン
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協会関連事項

  2018

3
発行人　馬場宏之　編集人　山本美雄
発行所	 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

／牛カツ丼／ローストビーフ丼&和牛すきや
き弁当／ミルフィーユ豚カツ丼／崎陽軒（弁
当など各種）
・イス席・立席を含めて前回より約100席増設
と成る全324席を用意
③「ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー」
・ゴルフ場単体で無く、地域とゴルフ場をミッ
クスした形で魅力をアピールしようという新
しい企画。
・その地域の特産品がその場で購入できる事
も大きな魅力になっている。今回は南は沖縄
から北は北海道まで全国各地から5つの地域
が出展。
■出展地域：北海道／福島･しらかわ／御殿場
･小山／鹿児島･奄美徳之島／ゴルフアイラン
ド沖縄
④「ゴルフメディア合同ブース」
・12のゴルフメディアが出展する記念撮影コ
ーナー
・表紙などそのメディア発信のビジュアルの
大型パネルを設置し、そこで記念撮影を楽し
んでもらう。
・来場プロのツーショット協力や出展社から
の記念撮影グッズの提供などでさらに楽しさ
が増す。

『イベントステージ』
①ファッションショー
グローバルゴルフメディアグループ
「Double Eagle Collection with JAPAN GOLF 
FAIR」
・2018春夏ゴルフウェアが大集合！
・今年はセレクトショップ『ダブルイーグル』
がプロデュースする最新春夏ゴルフウェアの
ファッションショーを開催
■開催日時：3月24日（土）、15日（日）　両日
ともに11：00～／ 15：00　※1日2回開催

②ウィズ・エイジングゴルフ協議会　発表会
『ゴルフで認知症予防～記憶力がゴルフで改
善～』
 ウィズ・エイジングゴルフ協議会（参画団体：
関東ゴルフ連盟、日本芝草研究開発機構、日本
ゴルフ場支配人会連合会、日本女子プロゴル
フ協会、日本プロゴルフ協会）、国立長寿医療
研究センター、東京大学、杏林大学の共同研究
の結果が発表される。「高齢者の認知機能低
下予防におけるゴルフ効果検証」というゴル

フ業界にとって画期的と言える記者発表。
　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
れた「ウィズ・エイジングゴルフ協議会」。
■開催日時：3月23日（金）　11:00～
■主催：ウィズ・エイジングゴルフ協議会
③第6回日本プロゴルフ殿堂入り式典
・日本のプロゴルフ界に偉大な功績を残し、多
くの人々に感動を与えた先人に対して、感謝
と敬意を表する「日本プロゴルフ殿堂」の記
念式典です。
■開催日時：3月23日（金）　14:30～
■主催：日本プロゴルフ殿堂
■顕彰者：金井 清一、藤井 義将、吉川 なよ子
④「出展社からのプレゼント　お楽しみ大抽
選会」
“～After5～ バーディータイム“に内容は掲載。
⑤プロティア･ジャパン「チーム芹沢×パワー
プレート体験会」
・チーム芹沢によるトークショー、並びにパワ
ープレート体験会を実施
■開催日時：3月24日（土）、25日（日）　各日
13：00～
■主催：プロティア･ジャパン
■登壇者：チーム芹沢（芹沢 信雄プロ、藤田 
寛之プロ、宮本 勝昌プロ） 

『セミナー』
①日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
●ゴルフを普及するための中継スタイル
日時：3月23日（金）11:00～13:00
会場：アネックスホールF206会議室
■登壇者：JGTO大西副会長、JGA山中専務理
事、Abema古川マネージャー（予定）
■主催：日本ゴルフジャーナリスト協会（JGJA）　　
■参加費：無料 
②GMACゴルフ市場活性化セミナー
●ゴルフ活性化に向け、広がりを見せる
「産学連携による大学ゴルフ授業の充実」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
■主催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）　　
■参加費：GMAC会員4,000円／非会員5,000
円／報道関係者無料
③ゴルフ練習場ビジネスセミナー
●ゴルフスクールビジネス ノウハウ公開
「成功するスクールの集客とクオリティ術」
日時：3月23日（金）15:30～17:15
会場：アネックスホールF206会議室
■登壇者：全国の中でも実際に成功を続けて
いる練習場とインドアスクールの3氏
■主催：全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA）　　
■参加費：JGRA会員2,000円／非会員3,000円
④2018PGAティーチングプロアワード最終
選考会
●PGAに登録するティーチングプロ会員で指
導において特に優れたプレゼンテーション

日時：3月24日（土）10:30～12:30
会場：アネックスホールF205会議室
■主催：日本プロゴルフ協会（PGA）　　
■参加費：無料
⑤大学ゴルフ授業シンポジウム兼第7回大学
ゴルフ授業研究会
●大学体育として行われるゴルフ授業に関す
る実践研究発表とゴルフ業界からの支援状況
報告
日時：3月24日（土）13:00～16:00
会場：アネックスホールF205会議室
■登壇者：大学ゴルフ授業研究会、協力産業団体
■主催：大学ゴルフ授業研究会　　
■参加費：会員無料／非会員1,000円
⑥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
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
■講師：村田 辰也（ユニバーサルゴルフ社代
表・PCM編集長）
■主催：日本ゴルフ用品協会（JGGA）　　
■参加費：JGGA会員無料／非会員1,000円
⑦R＆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（R&Aエキ
ップメントスタンダードディレクター、チー
フテクノロジーオフィサー）
■主催：日本ゴルフ用品協会（JGGA）
■参加費：JGGA会員無料／非会員2,000円

【変更事項】住所変更
●株式会社J.GREED　
新住所：〒104-0042 東京都中央区入船3-9-2　
佐久間ビル1F
TEL：03-6280-3407／ FAX：03-6280-3408

【4月号発行についてのお知らせ】
　次回のJGGANEWS4月号は、ジャパンゴル
フフェア2018（3月23日～ 3月25日）の速報
を掲載する為、発行日を4月5日(木)とさせて
いただきます。会員の皆様にはご迷惑をお掛
けしますが、何卒ご理解を賜りますようにお
願い申し上げます。（事務局）


