第427号（奇数月1日発行）

平成30年7月1日発行（ 1 ）

2018

7

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

山田 良二

小林 忍

松下 高広

山田 勝久

梅田 竜彦

村瀬 一夫

去年の8月までタイヤ事業に
携わっており、ゴルフは新参
者で御座います。
元々、
黒くて
丸いモノを扱っており、今回
は白くて丸いモノで戸惑いも
有ります。ゴルフ人口が減少
している中で、ゴルフに興味
がある方も多いと思います。
そのような方達にゴルファー
になって頂けるよう新しい視
点でゴルフ業界の発展に尽力
していきたいと思っておりま
すので、ご支援ご鞭撻のほど
宜しくお願い致します。

フィッシングからスポーツ事
業部（ゴルフ・テニス）の最高
責任者になった小林忍です。
グローブライドグループとし
て今回、理事はフォーティン
からグローブライドに引き継
ぐことになりました。テニス
を10年、その後釣りが20年ぐ
らいと長く担当しましたが、
ゴルフ業界は初めてですが、
違った視点でこの業界に貢献
できればと考えておりますの
でよろしくお願いいたしま
す。

マルマンに20年勤務して楽
天に6年御世話になり、また
マルマンに戻ってまいりまし
た。最近ではゴルフ場のメガ
ソーラー化や廃業など、非常
に危機感を感じております。
何ができるか分かりません
が、ゴルフ業界が発展するよ
う真摯に活動していきたいと
思っておりますので、ご指導、
ご鞭撻のほど、宜しくお願い
致します。

広島県内でゴルフショップを
4店ほど経営しております。
昨年まで父である山田一夫が
理事を拝命しておりまして、
この度、私が理事にご指名頂
きました。若輩者ですので、そ
の意味では若い立場で発言で
きるよう、大変微力では御座
いますが、協会のお役に立て
るよう頑張ってまいりますの
で、何卒、宜しくお願い致しま
す。

2016年10月に代表取締役に
就任しまして、これまでは父
である梅田義彦が理事をさせ
て頂いており、今回私が理事
にご指名頂きました。理事の
中には小売業が少ないように
感じていますので、積極的に
発言していきたいと思ってい
ます。また、小売業としてゴル
ファーの発掘にも大変微力で
はありますが、努力して行き
たいと考えております。

当社グループはこれまで、製
造メーカーの子会社ジャパー
ナが会員として加盟していま
したが、その役目を終えた部
分もあって、小売事業のアル
ペンとして加盟させて頂きま
した。小売ｖ業として一丸と
なって、ゴルフ市場を盛り上
げて行かなければ、全体とし
ての快適もありませんので、
微力ながら尽力していきたい
と考えております。

ブリヂストンスポーツ

グローブライド

マルマン

広島ゴルフショップ

西明石ゴルフショップ

アルペン

平成30年度通常総会を開催
日本ゴルフ用品協会（JGGA）は6月13日、都内ホテル

の選任も行われ、5名が退任し、新たに6名の新任理

で「平成30年度通常総会」を開催した。今年も馬場

事が承認された。

宏之会長の進行により、平成29年度事業報告および

尚、上記写真は総会で承認された新任理事6名の顔

決算報告、平成30年度の事業計画、収支予算が発

写真とコメント。

表された。
会 員 総 数284名（6月13日現 在 ）に対して出席 者45
名、委任状出席者138名、合計183名が出席。定款の
定めの通り構成員数の過半数をもって、同総会は適
法かつ有効に成立した。
また、総会では役員交替者

ゴルファー人口は2025年
には、2010年比で68％にま
で減ると言われています。消
費を支えてきた団塊世代の退
職、様々な環境変化の中での
ゴルフ離れ等、ゴルフ業界は
厳しい状況が待ち受けていることを深刻に受
け止め、
ゴルフパートナーでは、
これからゴル
フを始めたいと思っている方々向けに無料で
ゴルフクラブをプレゼントする「はじめての
ごるふくらぶプロジェクト」を2014年8月11
日(火)に開始いたしました。

２ -３ 面＝「平成30年通常総会開催報告」
4 - 5 面＝「JGF アンケート結果報告」
6面＝「スポーツ産業白書」

様々な業界の皆様の御協力も頂き、開始か
らわずか3年余りの2017年10月8日(日)、つい
に10万本のプレゼントを突破しました（2018
年5月末現在では11万8000本）。
ゴルフをしたいと思いながらもきっかけが
無い方が多く存在し、きっかけさえあればゴ
ルフをはじめたい方が全国に沢山いる証でも
あります。そして、そのプレゼントされた方々
のナント約53％の方が、自らゴルフ用品(練習
を含む)を購入しているという嬉しいデータ
も出ています。これはゴルフパートナーで購
入された方のデータですから、他の小売での

購買も考えれば、多くの方がこの1本をきっ
かけにゴルフに近づいて頂いたのです。
日本プログランドゴールド選手権では入場
料を無料にするだけでなく、屋台の昼食まで
無料提供しています。初めてのゴルフ観戦に
ご家族で来て頂けるようなイメージをもって
運営しています。その結果、2日間で12,839
人に観戦頂きました。ゴルフパートナーは過
去の常識にとらわれない形でゴルファーの皆
様が喜んで頂けるように様々な挑戦を今後も
続けて行きたいと考えていますので宜しくお
願いします。（ゴルフパートナー 石田純哉）
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平成30年度通常総会開催報告
平成30年度通常総会は、今年も馬場宏之会
長の議事進行により、以下の審議内容で進行
された。
【審議事項】
第1号議案：平成29年度事業報告書承認の件
第2号議案：平成29年度決算報告書承認の件、
監査報告
第3号議案：平成30年度事業計画書（案）承認
の件
第4号議案：平成30年度収支予算書（案）承認
の件
第5号議案：役人選任に関する承認の件
【平成30年度事業報告】
平成29年4月1日〜平成30年3月31日まで
の事業報告で説明の要点は以下の通り。
■ 会員の状況
平成30年3月31日現在の正会員、賛助会員の
数 正会員：284名／賛助会員11名
以下、総会で報告された内容を抜粋してお
届けする。
［教育・研究事業］
第42期ゴルフ用品販売技術者講習会を開催
（講習会委員会）
・講習期間：平成29年8月21日（月）〜 8月24
日（木）の4日間
・講習会場：LMJ東京研修センター
・受講者数：66名・認定試験合格者数66名
・累計合格者数：4068名
［ゴルフ用品業界への信頼向上、活性化への取
り組み］
（製造渉外委員会）
○ワーキンググループ（以下WGと記す）によ
る活動
用具ルールWG、標準化WG、模倣品対策WG
により以下の活動を実施した。各WGの開催
は、2017年4月6日 〜 2018年3月8日 の 期 間
に計12回。また製造渉外委員会全体会議は
2017年5月11日〜 2018年3月8日の期間に計
6回開催。
（1）用具ルールWG

用具ルールWGでは、主に①反発の適合判
定に関して、②「適合外ゴルフゴルフクラブヘ
ッドの識別に関するガイドライン」に関して
の議論、活動を行った。
（2）標準化WG
標準化WGに於いては、①「ゴルフクラブのス
ペック測定に関するガイドライン」の導入促
進活動、②ガイドラインの普及状況・販売現場
の意見等を情報収集するため小売りのJGGA
会員企業へのアンケート調査、③「ゴルフクラ
ブのシャフトスペック測定に関するガイドラ
イン」の本文作成作業の継続的に実施し、本
年2月に終了。④「クラブ長さルール変更に関
するヒアリング」に対して、R&Aに「日本市
場における影響に関して」のレポートを送付。
結果、本年3月のJGFでのR&Aセミナーで「現
時点での導入を見送る」との説明があった。
（3）模倣品対策WG
模倣品対策ラベルのリニューアル・啓蒙活
動を中心に議論、活動をした。
※関連団体とのミーティング開催
・R&Aとのミーティング
（1）2017年11月14日
R&Aのスティーブ・オットー氏を交えてミー
ティングを開催。
（2）2018年3月24日
ジャパンゴルフフェア2日目、会場内会議室
でR&Aのスティーブ・オットー氏を交えてミ
ーティングを開催。
・USGMC（United States Golf Manufacturers
Council）とのミーティング
（1）2018年1月24日
オーランド
（米国）
のPGAショー会場でUSGMC：
R.Groove委員長
（PING）
、S.Gingrich
（Cleveland）
とミーティングした。
［製造物責任法（PL法）に係る製造安全対策の
推進］
団体PL保険契約は新規入会会員への紹介を
継続し、昨年より1社増加し12社との契約を
更新。
［物流の共同化に向けた研究］
（流通委員会）
（1）共同配送進捗

現在利用している会員企業は3社。物流コス
トは、共同配送便の活用により約▲20％を超
えるコスト削減効果が表れている。現在は荷
量の多い関東1都6県の大手量販店27社の約
630店舗に対して配送。今後関西圏から関東
圏への共同配送も順次開始する計画。
（2）共同配送の仕組み
「ゴルフ共配便」としJGGA推奨事業とする。
（3）コスト削減率は20％以上を想定
「同じ店舗に出荷した一日の出荷数量を合算」
し、複数個口が累積して安くなるシステム。
（4）今後の計画
全国レベルでの共同配送の展開を行い会員企
業の発展と地球温暖化の改善に取り組む。
［ジャパンゴルフフェア2018の開催］
（ゴルフ
フェア委員会・実行委員会）
・会期：2018年3月23日（金）〜 3月25日（日）
の3日間
・開場時間：10時〜 19時（最終日は17時まで）
・会場：パシフィコ横浜 展示ホール・アネッ
クスホール
・来場者（カッコ内は昨年実績）：ビジネス関
係者15406名
（14807名）、一般来場者41004名
（40836名）、報道関係者787名（520名）、合計
57197名（56163名）
・出展社データ（カッコ内は昨年実績）：
206社
（186社）、コマ数436（412）
・主なイベント
（1）入札型チャリティオークション
（2）出展社によるブース販売
（3）トーナメントグッズチャリティ販売
・男子・シニア14トーナメントが協賛
・女子18トーナメントが協賛
・2018新企画
（1）〜 After5 〜バーディタイム企画
夕方からの来場促進を目的とした以下の
各種企画を実施。①試打・スペシャル指定席、
②出展社からのプレゼント（お楽しみ抽選
会）、③JGF販売コーナー
（2）シャフトコーナー 12社出展
（3）コンポーネントコーナー／ヘッド・そ
の他35社出展
（4）ゴルフメディア合同ブース
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9社 12の表紙ボードで記念撮影実施
（6）レギュラー企画
①チャレンジコーナー：参加者2353名
②ゴルフフェア見学ガイドツアー
4氏により5回実施 61名参加
③ゴルフプレー券が当たる!
JGF GDO大抽選会 参加6300名
④地クラブコーナー：参加7社
⑤JGF販売コーナー
⑥ゴルフアパレル販売コーナー
⑦グルメコーナー
⑧ファミリーゴルフ広場
⑨ゴルフ場&地域観光・物産コーナー
参加5地区
・各種セミナーの開催
・PR展開
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ゴルフメディアコミッティ 媒体各社純広
掲載媒体数：9誌、掲載回数：20回
［ペアスクランブルゴルフ大会の開催］
（支部
実行委員会）
（1）東日本支部
開催日：平成29年7月17日
開催場所：大宮カントリークラブ
参加者：51名102名
（内女性31名）
（2）中部日本支部
開催日：平成29年7月27日
開催場所：みずなみカンツリー倶楽部
参加者：96チーム192名（うち女性55名）
（3）西日本支部
開催日：平成29年7月26日
開催場所：ダンロップゴルフコース

参加者：39ペア78名（うち女性22名）
［インダストリーカップの開催］
（1）第7回インダストリーカップ2017
開催日：平成29年10月16日
開催場所：総武カントリークラブ総武コース
参加者：45チーム170名／参加25社2団体
（2）第6回中部インダストリーカップ大会
開催日：平成29年9月26日
開催場所：涼仙ゴルフ倶楽部
参加者：16組32名（会員11組、関連団体5組）
（3）第6回西日本企業ゴルフ大会
開催日：平成29年9月12日
開催場所：サンロイヤルゴルフクラブ
参加人数：24社27チーム54名（うち女性2名）
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アンケート結果纏まる！
2回目の横浜開催となったJGF2018。
その
アンケート結果が纏まった。過去最高の5
万7197人 が 来 場 し、一 般 来 場 者4万1004
人、ビジネス関係者は1万5406人、報道関係
者は787人と、
目標の6万人へ迫る勢い。
特筆されるのが、JGFに初めて来場した
一般客が53％で昨年の59％より低かった
ものの、神奈川県在住者が4割に迫ってお
り、地域へのPR活動も奏功したといえるだ
ろう。
また、ビジネス来場者のリピート率は7
割と高く、一般来場者が楽しめるゴルファ
ー向けの祭典というポジションながら、現
場では多くのミーティングが開かれた印象
も強い。
また、今回のJGF2018から初日・2日目を19
時まで開場した「〜 After5 〜バーディタイ
ム企画」に対して、全出展社の46.9％が「継
続には消極的」
、継続出展社では53％が同
様の「継続には消極的」と答えている。これ
らのアンケートから、今後のJGFの在り方
を議論する上で最も有効であるため、その
アンケート結果を紙幅の許す限り、グラフ
で紹介する。

●アンケート
回答者の男女比

n=760（前回 n=600）
（）内は昨年の数字

●来場者の年齢別割合

●一般来場者

●ビジネス来場者

●来場者の居住地

平成30年7月1日発行（ 5 ）
第427号（奇数月1日発行）

今後のフェアに求めるもの

※複数回答

●ゴルフフェアへの来場目的

●出展社への質問

【継続】

※複数回答

思った企画は？

※複数回答

●今回のフェアで特に良いと

【全体】

●出展社への質問

【新規】

求める内容は？

【全体】

時までの延長について
19

※複数回答

●今後のゴルフフェアに

初日、二日目の開場時間

【継続】

＝今回
＝前回

【新規】
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矢野経済研究所 「2018年度版スポーツ産業白書」
～2017年市場は出荷金額1.7％増～

矢野経済研究所はこのほど、2017年のス
という数値が通年でも突出している。さらに
で昨対13.4%増という数字にも表れていると
ポーツ用品の市場を調べた「スポーツ産業白
9月以降に発売された新製品の販売金額構成
いう。
書」
（調査期間2017年1~12月）を発刊した。主
比は、全体の36.1%を占めており、この数字は
ただ、その上で、「現在の需要の多くは既存
要スポーツ用品18分野、70アイテムの国内
2016年 の13.0%、2015年 の16.0%と 比 較 し
ゴルファーの買換需要」であり「その好調な
出荷市場規模を算出しており、ゴルフカテゴ
ても圧倒的に「後半追い込み型」の市場だっ
需要が半年近く継続している点」、そして「総
リーは44頁にわたりゴルフ用品9カテゴリー
たと分析している。
ゴルファーが増加に転じたことを示す公的デ
の調査結果を記載している。メーカーからの
その要因として
「2018年モデル新製品は当
ータが存在しない」ことなどから、多くの業
聞き取り調査に加え、国内約1100店舗の販売
たり年だった」
と前置きして、
「G400」
、
「JGR」
、
界関係者は「現在のような活況は、恐らく長く
実績を土台にしたYPSゴルフデータで推計し
「エッグ18」
、
「エピック
（ハイブリッド、アイ
続いてもゴールデンウィークあたりまででは
ており、昨年のゴルフ用品国内出荷金額は
アン）
」
、
「ミズノプロ」
（ミズノ）
、
「ゼクシオX」
ないか」と見解を示している。そのような背
2591億2000万円
（1.7%増）という結果となっ
（住友ゴム）の各シリーズが9月以降に発売さ
景もあり、同調査では2018年市場は「前半偏
ている。
れ、
いずれも好調な販売を記録し、
市場の底上
重型」の市場であることを示唆している。
カテゴリー別の国内出荷金額を見るとゴル
げに大きく貢献しているとしている。
とはいえ、市場はナマモノ。後半戦のスター
フ ク ラ ブ1002億6000万 円（ 前 年 比3.6%増 ）
さらに2018年に入ってからも、昨年9月以
トである7月にはプロギアの新「RS」シリーズ
でトップ。ゴルフウエア919億円（同1.3%増）
、
降に発売された新商品群に加え、2月には
が発売となり、秋モデルの新商品発表会も
ソフトグッズ（シューズ、キャディバッグ、そ
「M3」
「M4」、3月には「ローグ」が発売された
続々と開催される予定。そのような意味で当
の他バッグカバー類、グローブ）333億円（同
ことなどで、好調な需要は引き続いていると
期市場は今後の新商品の評価によって大きく
0.4%増）
、ラウンドボール204億5000万円（昨
し て い る。そ の 活 況 は「YPSゴ ル フ デ ー タ 」
好転する可能性は否めない。
対同）で、
「最大規模のゴルフクラブ市場の
（2018年1~2月）では販売実績（金額ベース）
伸長率が最も高く、ゴルフクラブが全
体市場を牽引している」としている。
また、東日本大震災以降のゴルフ市
場は
「震災発生による価格競争の激化、

大量生産・大量販売ビジネスモデルに
よる特価処分販売品の販売構成比上昇
といった荒れた時代」を経て、
「需給
バランスの見直しによるマークダウン
品販売構成比の下落、小売市場におけ
る単価上昇」といった変遷を経て、
「健
全な市場環境へ」の変化を遂げている
と市場全体を評価している。
調査報告で特筆すべきはゴルフクラ
ブのカテゴリーで、2017年の市場を
「後半追い込み型」の需要構造だった
と表現している点だろう。
同調査では昨年3月発売のキャロウ
ェイ「エピック」シリーズを2017年の

代表ヒット商品として挙げているもの

の、3月のクラブ月別販売金額推移は
㸦༢㸸ⓒ㸧
前年比0.8%増に留まっており、
「エピ
1᭶
2᭶
3᭶
4᭶
5᭶
6᭶
7᭶
8᭶
9᭶
10᭶
11᭶
12᭶
ྜィ
ックシリーズは大きな需要を形成した
2015ᖺ
6,266
4,618
6,464
7,495
7,726
6,824
6,065
5,000
5,746
7,562
6,376
6,803 76,943
2016ᖺ
6,477
4,723
6,682
7,698
7,651
6,828
6,064
4,727
6,141
7,336
5,982
5,618 75,926
ものの、市場を大きくプラス成長に持
5,893
4,636
6,733
7,625
7,244
6,906
6,098
4,945
7,804
8,121
6,121
7,139 79,265
2017ᖺ
っていくまでの影響は無かった」とし
'17vs'16
91.0%
98.2% 100.8%
99.1%
94.7% 101.1% 100.6% 104.6% 127.1% 110.7% 102.3% 127.1% 104.4%
'17vs'15
94.0% 100.4% 104.2% 101.7%
93.8% 101.2% 100.6%
98.9% 135.8% 107.4%
96.0% 104.9% 103.0%
ている。
その一方で、
同月別クラブ販売
㸦ฟ㸸▮㔝⤒῭◊✲ᡤࠕ㹗㹎㹑ࢦࣝࣇࢹ࣮ࢱࠖ㸧
金額推移では、9月の前年比27.1%増
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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.18

（コメント：三石茂樹）

5 月 1 日〜 5 月 3 1 日

例年ゴールデンウィークを過ぎるとゴルフク
ラブ市場の需要は落ち込むが、
今年は堅調な需
キャスコ株式会社
経営企画室 営業戦略部

水澤 珠里さん

Q. お仕事の内容を教えてください。
経営企画室 営業戦略部の業務をしています。
Q. 今積極的に取り組んでいることはなんですか？
ゴルフ業界にいながら、
ギアにそこまでこだわって
なかったのですが、開発チームに相談してクラブ
をカスタムしてもらったり、今年キャスコで発売し
たレディース用高反発ボールの「ZeusImpact女
子」を愛用してスコアUP、飛距離UPを目指して
ます！
Q. ゴルフをやっていてよかったことは？
日常とは違った空間、
自然に近いところで1日を
過ごせるのはリフレッシュになりますし、他のスポ
ーツと比べてファッションも楽しめるので、女性に
は嬉しいスポーツですよね。

要を維持している。
しかしながらゴルフクラブ
（ウッド、アイアン）以外の需要は前年、前々年
同期の実績を割り込んでおりクラブの市場と
は対照的である。

ボール1位＝PRO V1 SERIES（2017）

順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

1

M4

コンポジット テーラーメイド

2

ROGUE STAR

コンポジット キャロウェイ

3

XXIO X

チタン

4

G400

5
順位

Q. ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
ゴルフはおじさんのスポーツというイメージが強
いですが、
おじさん達が週末を楽しみにしている
のが今ではよくわかります。
女性目線も大事ですが、
おじさんと同じ気分にな
ってゴルフに携わると結果、女性をサポートする
ような商品ができたり、様々な角度からアイデアが
出てきたりするので、
おじさんと共存して頑張りま
しょう！

趣味のゴルフはおやじ社員に負けずハーフ48が出る
までに！仕事もゴルフも常に向上心いっぱいです。
（営業戦略部 渡部 洋士さん）

メーカー名

順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

ROGUE STAR FW

キャロウェイ

2

M4 FW

テーラーメイド

ダンロップスポーツ

3

XXIO X Hybrid

ダンロップスポーツ

チタン

ピン

4

XXIO X FW

ダンロップスポーツ

G400MAX

チタン

ピン

5

M4 Rescue

テーラーメイド

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名

順位

VOKEY DESIGN SM7
SERIES
MACK DADDY 4
SERIES

1

XXIO X

カーボン

ダンロップスポーツ

1

2

M4

スチール

テーラーメイド

2

3

XXIO X L.

カーボン

ダンロップスポーツ

3

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

アクシネット

4

ROGUE STAR ZELOS

スチール

キャロウェイ

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

DOLPHIN WEDGE
DW-118

キャスコ

BALL BEST５

構造

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名

1

PRO V1 SERIES（2017）

3ピース／
アクシネット
４ピース

1

WHITE HOT RX

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

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2018）

3

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

3

ODYSSEY O-WORKS
SERIES（2017）

4

HONMA D1

3ピース／
本間ゴルフ
４ピース

4

SPIDER TOUR SERIES
（2018）

5

SRIXON Z-STAR
SERIES（2017）

2ピース

5

ODYSSEY O-WORKS
RED SERIES（2018）

順位

ダンロップスポーツ

順位

アクシネット
キャロウェイ

キャロウェイ
テーラーメイド
キャロウェイ
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協会からのお知らせ
インダストリーカップの開催
当協会は活性化事業のひとつとして、業界
内の活力と活性化へつなげるために「ジャパ
ンゴルフインダストリーカップ〜ゴルフ関連
企業対抗ゴルフ大会〜」を東日本大震災後の
2011年より開催。2018年も東日本支部、西日
本支部、中部日本支部の下記の通り、3 ヵ所
で開催する。
第8回ジャパンゴルフインダストリーカップ
開催日：2018年10月30日（火）
開催コース：横浜カントリークラブ西コース
（神奈川県）
募集人数：スクラッチ部門16チーム64名（1チ
ーム4名）／アンダーハンディ部門26チーム
104名（1チーム4名）
1.競技部門：※いずれも男・女共通
スクラッチ部門 団体戦
（4名1組）／個人戦
アンダーハンディ部門 団体戦（4名1組）
2.参加費：スクラッチ部門30,000円／ 1チー
ム4名、アンダーハンディ部門20,000円／ 1
チーム・4名
3.当日費用：20,000円／ 1Rキャディ付プレー
費、
昼食、
表彰式、
消費税込
※アンダーハンディ部門に関しては、チーム
の中に最低1名の女子か50歳以上のプレーヤ
ーを入れなくてはならない。
※エントリーに際しての参加人数は2名以上
とするが、4名に満たない申込みの場合は、
別途同様の申込みがあり4人一チームが構成
された段階で正式に受付ける。
※ゴルフメディアの参加に際しては複数企業
による混成チームを構成することを認める。
但し、申込み時にそれぞれの社名を申告しな
くてはいけない。
また、チーム名に関しては特にご要望が無け
れば事務局にて機能的な内容でつけさせてい
ただきます。
3.使用ティー :スクラッチ部門 男子／ 6,621
ヤード、
女子／ 5,707ヤード、
アンダーハンディ
部門 男子／ 6,311ヤード、
女子／ 5,227ヤード
第7回西日本企業ゴルフ大会
開催日：2018年9月13日
（木）
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開催コース：西宮高原ゴルフ倶楽部（セルフプ
レー）
募集人数：40チーム80名（1チーム2名男女不
問、女性参加者歓迎）
申込締切：7月31日（定員になり次第締切）
参加申込金：1チーム 6000円（3000円／人・
パーティー費、賞品代含む）
プレー料金：当日個人精算11,500円／人（プ
レー費、諸税込）、限定昼食
第7回中部支部インダストリーカップ大会
日時：平成30年10月3日（水）
開催コース：涼仙ゴルフ倶楽部
募集予定人数：20組40名
参加費：21,000円／人
参 加 規 定：①2人1組 で チ ー ム 構 成 す る。②
JGGA会員企業又は主催者が認めた者。
競技方法：①18ホールズストロークプレー
（スクラッチ）によるチーム戦。2人の各ホー
ルベストスコアの合計により順位を決定。

第43期ゴルフ用品販売技
術者講習会
ゴルフ用品販売技術者講習会は当協会の教
育事業の一環としてゴルフ用品販売の基礎、
関連知識を修得していただくため開催される
ものであり、本年は第43期を開催します。こ
れまでの認定者数は4,068名を数え、業界の
第一線で活躍されております。
講習期間：平成30年8月20日
（月）〜 8月23日
（木）までの4日間
（毎日の集合時間 9：30、
講習
開始時間9：40、
講習終了時間は18：00 〜 18：10）
会場：AP市ヶ谷 Learning Space
〒102-0076 東 京 都 千 代 田 区 五 番 町1-10
市ヶ谷大郷ビル5階〜 8階
受講費用：会員／ 75,000円（テキスト、昼食、
他、諸 費 用 一 切 を 含 む。税 別 価 格 ）、会 員 外
／ 95,000円（テキスト、昼食、他、諸費用一切
を含む。税別価格）
講習科目及び講師氏名：
①ボール：片山博之（住友ゴム工業）
②ゴルフ用具：福沢和彦
（ブリヂストンスポーツ）
③ウェア：川井秋彦（デサント）
④ゴルフシャフト：谷津田愛樹
（日本シャフト）
⑤ゴルフクラブの基礎知識：大田泰之
（ミズノ）
⑥ゴルフクラブの進化：中嶋元
（フォーティーン）
⑦クラブフィッティング：清水俊充（ミズノ）

⑧ゴルフ用具規則：貝原剛（日本ゴルフ協会）
⑨ゴルフコンディショニング理論：石渡俊彦
（スポーツコンディショニング研究所）
⑩ゴルフ用品市場動向：三石茂樹（矢野経済研
究所）
⑪公正競争規約：宮村康夫（スポーツ用品公正
取引協議会）
⑫ツアープロのクラブサポート：女部田真弘
（ミズノ）
⑬接客技術：金子郁美（EMMY）
⑭店頭の活性化：宮木淳（日本VMD協会）
賞罰：
（1）成績優秀な受講生、
並びに別途委員会で指
定した事項に該当する受講生を表彰します。
（2）他人に迷惑をかけたり、講習会の名誉を
傷付けたりした受講生は講習受講を停止する
ことがあります。
認定試験：講習最終日に認定試験を実施し、当
協会の規定する以上の成績を修めた人には資
格認定証並びに認定者カードを授与します
（講習科目 全14科目で実施）。
人材開発支援助成金：この講習会は助成金の
対象となりますので、別紙をご確認頂き各社
でお申込下さい。

変更事項
【社名・代表者変更】
● 株式会社中重
（旧社名：中重被服興業株式会
社）
新代表者：山下善之（旧代表者：古中裕子）
【代表者変更】
● 株式会社フォーティーン
新代表者：安恒聡（旧代表者：廣田文雄）
【住所変更】
● 株式会社WAOWW
（西日本支部→東日本支部）
新住所：〒350-1143 埼玉県川越市藤原町28-7
誠和ビル2F
TEL.049-245-0900 FAX.049-245-0901
● 株式会社ボーイズ
（賛助会員）
新住所：〒105-0012 東京都港区芝大門1-410 大蔵ビル6F-A
● グローバル ゴルフ メディア グループ株
式会社（賛助会員）
新住所：〒135-0042 東京都江東区木場2-83 第一びる西館2F・4F-5F
TEL.03-5621-6701
FAX.03-5621-6715

