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　久しぶりに横浜パシフィコ
で開催された「JGF」に出展し
ました。金曜日の朝から大勢
の一般来場者やメディア・取
引先様にお立ち寄り頂き、誠
にありがとうございました。

的なテクノロジー『ツイスト・フェース』の
特長を熱く説明し試打ブースへの誘導致しま
した。打席は満員で多くの方に『ツイスト・フ
ェース』など新製品を体験頂きました。
　2008年の反発規制、2015年の人口問題な
ど業界には逆風が吹いていましたが、前年よ
りゴルフギアが販売好調と聞いています。厳
しい状況の中、各社が必死に魅力ある商品を
開発し宣伝し、販売店様が必死に販売する。単
純ですがヒット商品を生み出す活動の効果が
出てきたのだと思います。「JGF」会場でも各
社のブースでその意気込みを感じました。

　土曜日は自宅でゴルフチャンネルの「JGF」
特集番組を見ており、業界全体でゴルフを盛
り上げようとの企画に感心しました。この原
稿が掲載される頃には新たなマスターズ覇者
の話題や、すでに開幕している日本の女子ツ
アーに加え、日本男子ツアーも開幕してゴル
フ界が大いに盛り上がっていることでしょ
う。
　弊社も取り残されることなく一生懸命ビジ
ネスに取り組んでまいりますので、『新生テ
ーラーメイド』をよろしくお願いします。

（テーラーメイドゴルフ　中本光彦）

　ご存じの通り、我社は昨年10月より米国の
投資会社「KPS」の融資を受け『テーラーメイ
ド』ブランドに特化したゴルフ関連用品輸入
販売会社となりました。新生『テーラーメイ
ド』としては初出展で今回はシンプルに一番
販売を強化したい商品に特化して展示。画期

JGF2018開催報告書が纏まる
データで見るフェアの成果とは!?
当協会が主催する「第52回ジャパンゴルフフェア
2018」（パシフィコ横浜、3月23日～25日）の開催報告
書が運営事務局により纏まった。

既報の通り、過去最高5万7197名の入場者数を記録
したが、様々なイベントに多くの来場者が参加した。
今回のJGF2018で初の試みとして、初日と2日目の開
場時間を19時まで延長してイベントを開催した「～
After5 ～バーディータイム企画」。また、ゴルフ専門
メディアの協力のもと事前告知による来場促進や中

小出展社の製品情報をサポートした「ゴルフメディ
ア・コミッティ」など、一定の成果が見られた。

それらを含め、報告書に掲載された様々なデータか
らJGFをリポートする。

２-３	面＝	「ジャパンゴルフフェア２018開催報告」
4-5	面＝	「GMACセミナー開催報告」
6面＝	「ペア・スクランブルゴルフ大会参加者募集」
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　当協会が主催した「第52回ジャパンゴルフ
フェア2018」の開催報告書が、同運営事務局
により纏められた。
　過去最高の5万7197人の来場者を記録した
JGF2018は、昨年よりパシフィコ横浜（神奈川
県）に会場を移して2回目の開催。初日（金曜
日）、2日目（土曜日）の閉場時間を19時まで
延長して、出展社の商機を拡大し、17時以降
の来場意欲を高める施策や、ゴルフ専門メデ
ィア各社が「JGFゴルフメディア・コミッテ
ィ」を立ち上げ、ゴルファーの来場促進、中小
出展社のPRをサポートするなど、新たな企画
も実施された。以下、それらを含め、報告書に
掲載されたデータを紹介する。

バーディータイム試打ブース
稼働率は81.5％

　開催期間中の金曜日と土曜日の閉場時間を
19時に延長して、17時以降を「～ After5～バ
ーディータイム」と命名。夕方からの来場促
進を目的とした各種企画を実施したが、その

ひとつが出展社による試打・スペシャル打席。
通常であれば、午前中に試打ブースの当日分
の予約が埋まるが、17時以降の来場者の為
に別枠を設定。クラブメーカーを中心に14社
の協力があった。
　そのうち、ダンロップスポーツマーケティ
ング、ミズノ、ブリヂストンスポーツ、FDR、
フォーティーンが、運営事務局の事前受付を
利用。事前申込者は3日間で103人、そのうち
実際に来場して各社のクラブを試打したのが
84人。稼働率は81.5％となった。
　これまで人気クラブメーカーの試打ブース
は、当日の枠が午前中に満杯になるなど、夕刻
に来場したゴルファーには試打の機会が無か
ったといわれている。その点を鑑みれば、17
時以降の試打機会創出、そして稼働率81.5％
という結果は、一定の成果を上げている。

ゴルフメディア・コミッティで9誌がPR
出展社情報掲載に63社が応募、誌面PRは計20回

　今回のJGFから来場者促進、出展社企業へ

の後援を目的に立ち上げられたのが、ゴルフ
専門誌9誌による「ゴルフメディア・コミッテ
ィ」。JGFへの来場者促進を図る事前告知は
計20回にわたり、出展企業への後援施策とし
ての無料パブリシティ掲載には、63社が応
募。掲載応募各社からの内容をもとに各媒体
に振り分け選別して掲載された。来場者増加
への施策が、機能したといえるだろう。
　また、メディア9誌が積極的にJGFを支援し
たこともあってか、報道関係者の来場者は
787名と昨年の520名から5割増。JGFのメデ
ィアからの注目度も増している。

出展社ブース内販売で売上41％増の680万円 
チャリティも好調で最高落札額18万円

　例年実施されている入札型チャリティオー
クションと出展社によるブース販売、そして
トーナメントグッズチャリティ販売の企画。
　チャリティの落札金額と売上からの協力金
の総額は256万6147円となった。
　入札型チャリティオークションはJGTOツ

 ジャパンゴルフフェア2018の開催報告書纏まる
データから見える課題と今後
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アーメンバー 30名から69点が提供され、
JGF公式サイトより106件の入札、会場にて
157件の入札で合計263件の入札があった。最
高落札金額は18万円で落札された石川遼プ
ロのキャディバッグだった。それを含め、
JGTOメンバーから提供された商品の落札金
額は83万721円となった。JGTOを通じて高
松宮妃癌研究基金へ、一部が寄付される。
　また、LPGAツアーメンバーからの商品提
供は16名37点で、JGF公式サイトより113件
の入札、会場にて191件の入札があり、合計で
304件の入札があった。最高落札金額商品は
菊池絵理香プロのキャップで10万円。それを
含め落札金額合計は71万1002円となった。
　一方で、出展社によるブース販売は26社が
参加し、売上総額は677万9351円。昨年が479
万6458円なので、約41％増となった。ゴルフ
活性化活動のゴルフ協力金として売上の10
％以上を設定しているが、その協力金も68万
3424円となった。昨年が約48万円だったの
で、こちらも42％増となっている。
　トーナメントチャリティ販売は男女トーナ
メントのオリジナルグッズを販売。チャリテ
ィ売上は34万1000円となった。こちらは
NPO法人日本ジュニアゴルファー育成協議
会へ寄付され、将来のゴルフ界を支えるジュ
ニアゴルファーの育成などに貢献している。
　これらの売上金額から、チャリティ金額は
昨年比で減少しているものの、物販に期待す
る来場者の多さが伺える。知ってもらう、試し
てもらう場に加え、買ってもらう場として
JGFが機能しているといえるだろう。

継続企画「見学ガイドツアー」も
約61名が参加

　昨年対比で1割増の206社の出展社を数え
たJGF2018。一般来場者にとって、どのブース
から見れば良いか分からないゴルファーも多
いはず。その不安を解消するために企画され
たのが「見学ガイドツアー」で、約1時間のツ
アーを計5回開催して好評を得た。
　ガイドツアーに参加した20代女性からは、
「子供の参加者もいたので、1時間のガイド
ツアーはハードかもしれません。子供向け、フ
ァミリー向けのガイドツアーを企画して欲し
い」
　との声もあった。

レギュラー企画「チャレンジコーナー」
パスポート含め2353回のチャレンジ

　飛距離を競うドラコンチャレンジ、寄せを
競うニアピンチャレンジ、そして3ホールで
競うパターチャレンジ。当日エントリーが可
能な来場者参加型イベントには、単独イベン
トへの参加が3イベント累計で883人となっ
た。1イベントへの参加料は500円。
　ドラコンチャレンジへは309名が参加して
売上は15万4500円。ニアピンチャレンジには
244名参加で12万2000円。そしてパターチャ
レンジは330名で16万5000円を売り上げた。
ドラコン、ニアピン、パター、それぞれ1回チ
ャレンジできる1000円のパスポートは490
枚販売し、売上は49万円となった。
　一方で参加者全員に進呈された賞品は、出
展社23社から提供頂き、チャレンジの成績に
よってA賞、B賞、C賞を設けた。累計で2260
個の賞品が参加者に進呈された。
　このイベントはJGFの看板企画で例年同様
多くの来場者の参加が得られたが、体験型、参
加型のフェアが定着していることが伺える。

各種セミナーへ累計412名が参加
練習場＆活性化セミナーが注目の的

　JGFでは5団体（日本ゴルフジャーナリスト
協会、ゴルフ市場活性化委員会、全日本ゴルフ
練習場連盟、日本ゴルフ用品協会、大学ゴルフ
授業研究会）による6つのセミナーも開催さ
れた。各セミナーの参加者は、
■日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
:56名
■GMACゴルフ市場活性化セミナー：98名
■ゴルフ練習場ビジネスセミナー：117名
■ゴルフ用品セミナー：58名
■大学ゴルフ授業研究会セミナー：29人
■R&A用具規則セミナー：54名
　特筆すべきは、ゴルフ市場活性化委員会の
セミナーだ。98名の聴衆を集め、市場活性化
を命題に「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」と題
してセミナーを実施。ゴルフ人口が減少傾向
にあるなか、市場活性化へ向けた施策に業界
の注目度の高さが伺える。
　一方、最多となる117名の聴衆を集めたの
は全日本ゴルフ練習場連盟が主催したゴルフ
練習場ビジネスセミナー。「成功するスクー

ルの集客とクオリティ術」と題して、ゴルフ
スクールビジネスのノウハウを公開した。都
市部を中心に増加傾向にあるゴルフスクー
ル。その集客術や経営論など、ゴルフスクール
はゴルファー育成の拠点として最も重要な施
設ということで、大きな注目を集めたといっ
ても過言ではないだろう。

初来場者53％から見える
課題は継続来場者増への施策

　最後に紹介するのは、来場者のうち、一般来
場者における初来場者比率が53％というデ
ータだ。3日間の一般来場者数は4万1004名
と昨年の4万836名から0.4％増と微増。それ
に対して、3日間の平均初来場者比率は昨年
の58.8％から減少しているものの、53％と
なっている。
　新たな一般来場者がJGF会場を訪れてはい
るが、継続して来場する一般客が減少してい
るともいえる。この点は改善点として上げら
れ、当協会も全力を上げて取り組んでいく。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　以上、報告書から一部のデータを紹介した
が、JGFは参加型、体験型に加え、物販の場と
しても一定の成果を上げている。一方で、ゴル
フビジネス関係者の来場も昨年対比で4％増
と業界内での注目度も向上し、そのひとつの証
として多くの業界関係者がセミナーへ参加し
ている。その意味では、JGFのひとつの方向性
が見えてきたといっても良いかもしれない。
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GMACセミナーで語られた活性化策 

「Gちゃれ」と「スクランブル」の効果と課題 
　JGFの初日（3月23日）、会場とな
ったパシフィコ横浜の会議室でゴ
ルフ市場活性化委員会（GMAC）主
催のセミナーが開催された。
　ゴルフ界は共通の標語として
「ゴルフをみんなのスポーツへ」
を掲げているが、GMACはこれを
より具体的に表すスローガンとし
て「始めよう、続けよう、もっとゴ
ルフを」を活動骨子とする。今回
のセミナーもこれに基づいて「ゴ
ルフ人口の裾野拡大」を目指すふ
たつの取り組みに着目し、業界関
係者に伝える意図があった。

びGMAC関連団体の仲介を受けて設立され、ゴ
ルフ場体験を行う活動というものです。この
活動は2015年に武蔵野美大で始まりました。
　第1回は2015年8月に学生6名が参加（イー
グルレイクGC、千葉県）。同年は2回の活動で
参加12名に過ぎませんでしたが、連携協定を
交わした2016年度は計6回（100名）、2017年
度は計31回（515名）と飛躍的に伸びており、こ
れまで累計39回、627名の参加を得ています。
　活動内容は、開講式で支配人からの挨拶に
始まり、講義（ゴルフの歴史や日本のゴルフ事
情等＝20分間）終了後、グループ別でのショ
ット、アプローチ、パター練習（20分間）、昼食
を挟んで3～ 4ホールのプレー、入浴後に閉
会式（振り返り）という手順で進みます。集合
から終了まで7時間ほどのプログラムになっ
ています。
　今年3月14日現在、78大学104名の教員が
「世話人」と呼ばれる引率者として登録する
など、大学業界でも注目が集まっている実感
があります。
　これまで1都7県（東京、千葉、埼玉、神奈川、
山梨、愛知、兵庫、熊本）で開催されましたが、
最多は東京の18回、2位の兵庫が8回など、活
動範囲は拡大しています。今年度は北陸や四
国地区での開催も計画されています。

発表者・北氏
「Gちゃれ」が始まったきっかけは、多くの大

学体育授業でゴルフを取り入れているもの
の、その9割以上の授業が学内施設で完結し
ており、ゴルフ場体験せずに終わることを課
題視したものです。3者の「連携協定」以後は
日本ゴルフ用品協会が窓口となり、数千本の
クラブが延べ70以上の大学へ無償提供、現在
も増加しています。
　また、ゴルフ授業担当教員の専門種目は他
のスポーツが大半であることから、PGAの協
力を得て「PGAカレッジゴルフテキスト」や
「大学向け指導マニュアル」等を共同作成し
た経緯もあります。これらによって、担当教員
の指導力向上を図っています。
　専用HPを立ち上げてバナー広告を募った
ところ、14社がサポーター企業（朝日ゴルフ、
ゴルフ・ドゥ、JKホールディングス、ダンロ
ップスポーツ、テーラーメイドゴルフ、本間ゴ
ルフ、藤倉ゴム工業、ブリヂストンスポーツ、
プーマジャパン、プロギア、ニューアート・ク
レイジー、二木ゴルフ、マルマン、渡辺製作所）
となってくださり、活動資金が潤沢になりま
した。
　ここから派生してプーマと武蔵野美大の学
生による「キャディバッグデザインコンペ」
や、ブリヂストンとの初心者向けクラブの共
同開発など、産学協同活動が具体化している
ので、これを他のスポンサー企業との活動に
広げたいと考えています。
　以下、討論内容を要約する。（敬称略）

　当日は馬場宏之委員長の挨拶に続き、経済
産業省の藤井法夫サービス産業室長が「ゴル
フ産業は規模が大きく、今後も様々な発展の
可能性がある」などとエールを送った。
　今回のセミナーは2部構成で、1部は大学
ゴルフ授業研究会が行っている「Gちゃれ」
（大学の一般教養体育授業で学生にゴルフ場
体験を促す活動）の報告、2部はプレー人口
の底辺拡大を目指すための「スクランブルゴ
ルフ」の実情報告をした。それぞれ質疑応答
を含め50分ほどの構成で、1部の登壇者は授
業研究会代表で武蔵野美術大学准教授の北徹
朗氏、学習院大学教授の高丸功氏、学習院大学
2年生の池野正一郎君。2部の登壇者はゴル
フライフ社長の田島光敏氏、東我孫子CC支配
人の崎濱盛明氏。司会はGMAC委員で日本ゴ
ルフジャーナリスト協会会長の片山哲郎氏が
務めた。
　以下、活動報告の要約と当日の討論内容を
紹介しよう。

産学連携による
　　大学ゴルフ授業の充実

発表者・高丸氏
　我々は「Gちゃれ」を次のように定義してい
ます。2016年6月に全国大学体育連合、日本
プロゴルフ協会、GMACの3者による産学連携
協定が交わされましたが、以後、授業研究会及

武蔵野美術大学准教授　北徹朗氏
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司会　まずは学生の池野君、「Gちゃれ」に参
加した印象を教えてください。
池野　ゴルフ場に行って感じたのは、施設が
もの凄く綺麗でコースも整備され、導線がし
っかりしていたことです。「おもてなし」へ
の配慮が行き届いているという印象でした。
ドライバーを思いきり振れたのも楽しかっ
た。社会勉強にもなりましたが、「Gちゃれ」
を通じて他大学の学生と友達になり、彼の家
に泊まりに行く友人関係を築けたことも大き
な収穫です。
北　今、池野君が言ったことはとても意義深
いことですね。「Gちゃれ」はゴルフのスキル
アップが一義的な目的ではなく、ゴルフ場体
験を通じた社会勉強や友人の輪を広げるな
ど、豊かな学生生活に寄与することを重視し
ていますから。
高丸　「Gちゃれ」の活動は短時間なので、多
くを伝えることはできません。ラウンドレッ
スンが中心ではなく、あくまでゴルフ場体験
をメインに考えています。注目すべきは、ゴル
フ人口の9割が男性といわれる中、「Gちゃれ」
の参加学生は6割程度が女子学生であること
です。このあたりの意識を汲み取れば、レディ
ス市場活性化へのヒントが得られるかもしれ
ません。
司会　「Gちゃれ」の活動が急拡大している原
因は？
北　やはり産学連携協定の効果は絶大です
ね。学内だけで終わっていた授業が、実際にゴ
ルフ場を体験できる。その魅力を伝えるにあ
たり通常は敷居が高いわけですが、ゴルフ場
関係者の支援でゴルフ場の理解を得、受け皿
が整ったこと。また、教具であるゴルフクラブ
も従来は古い、危険、スペックがバラバラで、
女子学生が男性用のクラブを使うなど苦労し
ていましたが、このあたりの状況が劇的に改
善されたことで、多くの教員から注目が高ま
ったこともあります。
司会　今後の課題は？
高丸　我々教員がグループレッスンの仕方を
含めて、指導技術を高める必要もありますが、
「Gちゃれ」の開講式では「ゴルマジ！」（リク
ルート）や「楽ゴル」（楽天）を紹介しており、「G
ちゃれ」のその後につながれば有益だと考え
ます。実際、これらに参加した学生もいます。
北　ゴルフ業界の支援には本当に感謝してい
ます。この活動をさらに広めるためには、ゴル
フ界全体との協力が必要であり、より多くの

企業の参加を期待しています。

ペアスクランブル
　　　ゴルフで広がる輪

発表者・田島氏
　当社は2014年4月に「スクランブルゴルフ
の普及」を目的に設立しました。このプレー
方式の最大のメリットは、ゴルフ自体の難易
度を下げられるところにあり、特にペアスク
ランブルは組み合わせのバリエーションが豊
富で、ゴルフの楽しみ方や敷居を下げる企画
が立てやすい。徐々に業界に普及している手
応えを感じています。
　他の企業や団体との共同企画が増えてお
り、受託運営を含めて過去に手掛けたスクラ
ンブル大会は、2014年の9大会（参加550名）
を皮切りに2015年が101大会（4850名）、
2016年が119大会（7200名）、2017年が165
大会（1万1000名）と段階的に増えています。
　ゴルフ市場の活性化という観点では、ゴル
フ場が新たな付加価値として楽しみ方という
ソフトを提供することが重要でしょう。その
際、スクランブルゴルフは有効な手立てにな
り得るはずで、当社のノウハウを業界で生か
して頂ければ幸いです。

発表者・崎濱氏
　当ゴルフ場は1960年7月の開場と、千葉県
で6番目に古いコースです。会員数は約3500
名で、年間来場者は5万～ 6万人の推移です
が、メンバーの平均年齢は72歳。世代別の来
場者割合は70代、80代、60代の順になって
います。フラットなコースであり、昔からのメ
ンバーがそのまま来場しつづけているのが特
徴です。
　ペアスクランブルを始めたのは17年前で、
国内では採用例がなかったように思います。
これは「男女ペア」に限定したもので、メンバ
ーの高齢化対策と新たな企画で活性化を図り
たかった。当初は会員の理解を得るために競
技骨子の作成やデモ会（練習コンペ）を開催、
理事役員の参加を促しました。
　これまでの累計参加者は5474名ですが、
2002年からの5年間を1期として参加者をメ
ンバーとビジターに分類すると、第1期が834
名（メンバー 491名、ビジター 343名）、第2期
が2074名（M1222名、V852名）、第3期が2104
名（M1358名、V746名）という推移。2016年

からの第4期を含めると、累計5474名が参加
しており、メンバーとビジターの参加比率は
前者が62％、後者が38％です。新規客開拓の
面でも効果はあると感じます。
　未だに馴染みのないペアスクランブルです
が、ゴルフの新しい楽しみ方を提案する方式
として継続、訴求していきます。
司会　スクランブル方式の普及に際して苦労
したことは？
崎濱　当コースは「男女ペア」を展開してい
るため、当初は女性の集客に苦労しました。過
去の女性来場者400名ほどにDMを発送した
ものの、思うように集まらず、女性従業員の参
加を開始から2年ほど繰り返し、定着を図っ
たという経緯です。
司会　なぜ「男女ペア」？
崎濱　スクランブルはゴルフへの敷居が下が
る効果がありますが、そこに出会いの要素を
入れることも考えました。夫婦での参加も楽
しいでしょうが、高齢化が進んで一人の方も
増えている。最近は、女性に嫌われないようプ
レー態度に配慮する方も多いですね。
司会　田島さんが感じるスクランブルの可能
性とは？
田島　活性化には新規層の取り込みと同時
に、既存層をやめさせない努力も必要だと思
います。スクランブルは双方に効果があると
考えていて、ベストスコアの更新や、組む相手
によっては様々な戦略で攻められるなど楽し
みの幅が広がります。当社では男女のペアや
親子、企業対抗といったように、様々なバリエ
ーションを提供しています。
司会　普及に際しての障害は？
田島　やはり知られていないことが課題でし
た。そこで当初から競技系の大会に注力した
わけですが、これは周囲のゴルファーに影響
力があるひとを対象にして、そこからの訴求
効果を狙ったのです。ただ、競技層は「球を触
る」ことにアレルギーがあったり、何か損した
気分になるという気分の問題など、目に見え
ない障壁もありました。スクランブルは集客
効果も期待できるので、今後はゴルフ場への
説明を含めて粘り強く広げたいと思います。

＊　　　　　　　　＊
　以上、当日の模様を簡単にまとめてみた。活
発な質疑応答もあり、聴衆の関心は高かった
ようだが、今後の課題は得られた「実証実験」
の効果を広く訴求するための活動だろう。そ
のあたりの手立てが注目される。
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2018年JGGAペア・スクランブルゴルフ大会参加者募集
　当協会が主催する「JGGAペア・スクランブ
ルゴルフ大会」が東日本支部主催の「JGGA東
日本第3回ペア・スクランブルゴルフ大会」（7
月16日、千葉県・CPGカントリークラブ）、西日
本支部主催の「西日本第4回ペア・スクランブ
ルゴルフ大会」（7月26日、兵庫県・よみうりゴ
ルフウエストコース）、中部支部主催の「中部
日本第3回ペア・スクランブルゴルフ大会」（7
月27日、岐阜県・みずなみカントリー倶楽部）
にてそれぞれ開催される。
　活性化施策の一環として、最近ゴルフから
遠ざかっている方や、まだ一人でゴルフ競技
に参加する自信の無い方が楽しくゴルフをで
きるようにお手伝いするべく実施。特に女性
の参加者比率が例年3割を超えていることも
同大会の特長だ。
　各大会の概要は次の通り。

東日本第3回
ペア・スクランブルゴルフ大会

参加費用：一般1万5900円／ 1人＝プレー費・
昼食(限定メニュー )・パーティー費・参加費を
含みます。
ドレスコード：当日はペアの色かグッズ等ペ
アのものを何か1つ身に付けてご参加くださ
い。ペアでのドレスコードを盛り込み、特別賞
を選定。
申込締切日：6月中旬（定員に達し次第締切）

西日本第4回
ペア・スクランブルゴルフ大会

／ TEL：0572-63-3800
主催：（一社）日本ゴルフ用品協会
後援：中部ゴルフ練習場連盟
協力：(株)226月刊カジュアルゴルフ(月刊カ
ジュアルゴルフに募集広告の掲載及び当日の
運営サポート)
イベント：協賛メーカーによる合同試打会＆
最新クラブの貸出、パターフィッティング会
の開催

【募集要項】
募集人数：2人ペア100組200名予定
応募締切：7月13日(金)（応募は先着順、定員に
達し次第締切）
競技方法：ペア・スクランブル方式によるダブ
ルペリア戦
参加費：1万3000円／ 1人＝セルフプレー費、
昼食費、パーティー費、参加費、諸税込

開催日：2018年7月16日（祝・月）
開催場所：CPGカントリークラブ　
〒290-0213 千葉県市原市市川在974／ TEL：
0436-36-1251
主催：（一社）日本ゴルフ用品協会 活性化委員会
大会事務局：（一社）日本ゴルフ用品協会東日
本支部担当：蓋、北川　TEL：03-3832-8589

【募集要項】
募集人数：2人ペア50組100名（一般ゴルファ
ーを幅広く募集）
競技方法：ペア・スクランブル方式によるダブ
ルぺリア戦

女性参加率3割越えで
ペア・スクランブルは女性ウケする！

　以上が今年度の当協会主催のペア・スクラ
ンブル大会だが、昨年は多くのゴルファーが
参加した。
　昨年7月18日に開催された東日本支部の
「東日本第2回ペア・スクランブルゴルフ大
会」にはペア51組102名が参加。
　有賀園ゴルフ戸田店でチラシを見て初参加
した山本幸一さん＆山本直子さん夫婦は、
「スクランブル方式でのゴルフは初体験でし
たが、一日楽しめました」
　ペアで行うスクランブルゴルフゆえの楽し
み方が女性にウケている証拠だといえる。女
性への参加を呼びかける絶好のイベントだと
いえるだろう。

開催日：2018年7月26日（木）
開催場所：よみうりゴルフウエストコース
〒669-1141 兵庫県西宮市塩瀬町名塩北山／
TEL：0797-62-1121
主催：（一社）日本ゴルフ用品協会
協力：よみうりゴルフウエストコース
大会事務局：（一社）日本ゴルフ用品協会西日
本支部担当：川村　TEL：090-2288-0770

【募集要項】
募集人員：2人ペア50組100名（定員に達し次
第締切）
競技方法：前半9ホールによるペア・スクラン
ブル方式によるダブルペリア戦
参加費：1万2930円／ 1人＝セルフプレー費、 
昼食費、パーティー費、参加費、諸税込

中部日本第3回
ペア・スクランブルゴルフ大会

開催日：2018年7月27日（金)
開催場所：みずなみカントリー倶楽部
〒509-6472 岐阜県瑞浪市釜戸町字大洞2383-1
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3月前半は天候（低温）の影響もあり客足が鈍

かったものの、後半に入り急に暖かくなったこ

とで急激に盛り返した、という声が多かった。

市況はクラブ新製品を中心に活況が続いてい

るが、徐々に落ち着いてきた、とする声もチラ

ホラと聞こえ始めている。

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 M4 コンポジット テーラーメイド 1 M4 FW テーラーメイド

2 XXIO X チタン ダンロップスポーツ 2 ROGUE STAR FW キャロウェイ

3 ROGUE STAR コンポジット キャロウェイ 3 XXIO X FW ダンロップスポーツ

4 G400 チタン ピン 4 M4 Rescue テーラーメイド

5 G400MAX チタン ピン 5 XXIO X 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 VOKEY DESIGN SM6 
SERIES アクシネット

2 M4   スチール テーラーメイド 2 VOKEY DESIGN SM7 
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 MACK DADDY 4 キャロウェイ

4 XXIO 9  カーボン ダンロップスポーツ 4 FH Forged V1 フォーティーン

5 M4 カーボン テーラーメイド 5 Cleveland RTX-3 
SERIES 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 HVC SERIES 2ピース アクシネット 3 ODYSSEY WHITE HOT 
RX SERIES キャロウェイ

4 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 4 SCOTTY CAMERON 

SELECT SERIES（2016） アクシネット

5 WARBIRD（2017） 2ピース キャロウェイ 5 SPIDER TOUR SERIES
（2018） テーラーメイド

＝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）

3 月1日〜 3 月 31日

ウェッジ1位＝VOKEY DESIGN SM6 SERIES

Q. お仕事の内容を教えてください。
マーケティングチームに所属していて、Web関連（HP、
オウンドメディア”Golfista Powerwed by Fujikura”、
Facebook、Instagram）の運営をしています。
工房さんも担当させていただいておりますので、
営業に行ったり、お店の方と連携して、試打会を
行ったりしています。

Q. 年間のラウンド数は？
30ラウンドぐらいです。月に2回は行くようにしていま
す。今年から鹿沼72カントリークラブさんで、U-35
会員になったので、もう少し増えるかもしれません（笑）

Q. 今積極的に取り組んでいることはなんですか？
コンペシーズンになると、色 な々コンペに行って、ゴル
フ市場を肌で触れるようにしています。その結果、ゴル
フをやる女性たちが、いかに合っていないシャフトを
使っているかを目の当たりにしました。上司にその状
況を毎回報告し、遂に！今年レディース向けシャフトを
発売することが決まりました。スペックもコスメティックも
女性による女性のためのシャフト作りをしています。

Q. ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
女性が少ない世界ですが、『ゴルフはおじさん
のスポーツだ！』と思っている人たちを見返して、
ゴルフ業界を作っているのは女性だ！と言えるぐ
らいに一緒に盛り上げていきましょう。

強い情報発信力を持つ女性ゴルファーのオピニオン
リーダーとして、仕事面ではもちろん、充実したゴ
ルフライフを伝える役割を担って欲しいです。
（部長　渡邊 貴史さん）

藤倉ゴム工業株式会社
営業本部スポーツ用品営業部

マーケティングチーム
石田 令沙さん
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　平成30年3月29日（木）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS4月号について
1~5面：ジャパンゴルフフェア2018開催報告
速報、「ウィズ・エイジングゴルフ協議会　認
知症予防効果の研究成果発表」、「ゴルフ用品
セミナー」、「R&A用具規制フォーラム」を掲
載。
●「19番ホール」：樋口理事（ミズノ）
6面：千葉県市原市が進めている「ゴルフきっ
かけ体験」の内容紹介。
7面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（フォーティーン）」を掲載。
8面：「協会関連事項」等を掲載。また、5月か
らの発行頻度変更のご案内（奇数月の発行と
なる旨）を掲載。
議題-2、JGGANEWS5月号について
1~3面：ジャパンゴルフフェア2018の開催報
告書より、企画別の実績や、JGF2018で初め
て取り組んだバーディータイム、ゴルフメデ
ィアコミッティの成果などを中心に報告す
る。
●「19番ホール」：中本理事（テーラーメイド 
ゴルフ）
4~5面：ジャパンゴルフフェア2018での「ゴ
ルフ市場活性化（GMAC）セミナー」の内容紹
介。
6面：「ペア・スクランブルゴルフ大会」の各支
部の開催予定とチラシ内容を紹介する。
7面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（藤倉ゴム工業）」を掲載。
8面：「協会関連事項」等を掲載。また、5月か
らの発行頻度の変更のご案内（6月は発行無
し、奇数月の発行となる旨）。
議題-3、JGGANEWS7月号について（案）6月
は発行無し
1~3面：「通常総会の開催報告（6/13東京ガー
デンパレス）」を掲載予定。
●「19番ホール」：石田理事（ゴルフパートナ
ー）を掲載予定。
4~5面：「スポーツ産業白書（ゴルフ用品）の内
容紹介」を掲載予定。
6面：「企業対抗ゴルフ大会の開催概要」、「ゴ
ルフ用品販売技術者講習会の募集要項」を掲
載予定。
7面：「YPSゴルフデータ」、「業界女子リレー
インタビュー（キャスコ）」を掲載予定。
8面：「協会関連事項」等を掲載予定。
議題-4、その他
◇各委員からJGF2018に臨んでの感想・意見

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
参加者：98名（JGA6名、PGS10名、JGRA19名、
NGK19名、JGJA2名、JGGA16名、一般6名、
報道13名、来賓等7名）
2.その他活性化に関する情報
＊「PGAゴルフデビュープログラム」拠点拡大
に向けた協力依頼
＊ジャパンゴルフフェア2018の準備進捗情
報
＊他団体の活性化に関わる活動
議題-3、次回委員会の開催日程
　平成30年7月予定

インダストリーカップ委員会 　

　平成30年4月19日（木）、協会事務所にて標
記の委員会を開催した。大会の概要は現時点
では以下の通り。
議題-1、大会概要
日程：2018年10月30日（火）
場所：横浜カントリークラブ（横浜市保土ヶ谷
区）西コース貸切り（2018年日本オープンゴ
ルフ選手権開催コース）
人数：168名
料金：2万円（1Rキャディ付プレー費、昼食、表
彰式、消費税、ゴルフ場利用税込）
競技部門：スクラッチ部門（団体戦／個人戦
16組*4名=64名）、アンダーハンディ部門（団
体戦26組*4名=104名）、いずれも男・女共通。
　以下の議案を検討した。
1.開催コースの下見と打ち合わせ結果
2.大会の参加案内の内容と募集スケジュール
3.ティタイム構成の確認
4.今後のスケジュールの確認
議題-2、次回委員会の開催日程
　平成30年9月頃予定

5月号以降の発行に
ついてのお知らせ

　

　5月号の次のJGGANEWSの発行は7月にな
ります。JGGANEWSの発行は奇数月の隔月
に変更することになりました。従いまして6
月の発行は無く、次回の発行は7月号となり
ます。
　タイムリーな連絡並びに情報提供は出来る
限り当協会のホームページで行い、定期的に
開催いたします。各種イベントや結果報告、ま
た統計情報などは、ニュース紙面において従
来通りしっかりとご連絡をさせて頂きます。
　購読されている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）

協会関連事項

広報委員会

を収集。
◇2月号から実施した協会会員の窓口担当へ
のニュースのメール配信の状況、並びに新た
な窓口の方のメールアドレスの登録状況。
◇JGGAニュースの発行についての理事会へ
の報告内容の確認。結果は報告原案通り5月
号より隔月発行することで承認を得た。
◇2011年からのJGF来場者の推移の表を元に
過去7年を振り返ってみた。
◇ゴルフメディアのJGF告知の為の協力状況
とその媒体の表紙一覧を配布。フェアの告知
広告は予定通りであったが、出展社のコマの
告知記事は掲載が少なかった。来年はこの各
社の告知記事のサンプルを元に、準備を促し
て掲載頻度を高めていく。
議題-5、次回委員会の開催日程
　　平成30年6月26日（火）

JGGA活性化委員会
　　　　　

　平成30年4月19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開催
概要について
①本年の東日本会場
開催日程：2018年年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、クラブバスの手配は可能）
参加費用：15,900円（セルフプレー代、昼食、
パーティー代、参加費込み）
募集組数：50組100名
申し込み：ペアでの申し込み、二人の氏名とチ
ーム名も明記してもらう。
ドレスコード：継続して要請して華やかな、ペ
アの大会で有る事を意識してもらう。
告知：チラシは1万部作成。大手の小売グルー
プの小売店頭にはチラシを置いて貰い、集客
を図る。
賞品：協賛のお願いを昨年同様に各社に依頼
する。5月中に賞品の提供内容を把握し、6
月中旬に送品してもらった賞品をコースの食
堂前に展示して大会の開催を盛り上げる。
議題-2、GMAC・大学授業関連
1.ジャパンゴルフフェア2018GMACセミナー
が開催された。
◇ゴルフ活性化に向け「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：平成30年3月23日（金）13：20~15：20
会場：アネックスホールF205会議室
◇登壇者：ペアスクランブルゴルフ、ゴルフラ
イフ（田島氏）、崎濱支配人（東我孫子CC）、北
徹朗氏、高丸功氏（大学ゴルフ授業研究会）、池
野正一郎君（学習院大学生）、片山哲郎氏（ゴル
フ用品界社）
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


