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ペア・スクランブルに合計374名が参加
活性化の糸口にスクランブルゴルフ
当協会が主催するペア・スクランブルゴルフ大会が

とか楽しくゴルフをできるようにお手伝いするべく実

３支部で開催された。参加人数は３会場合計で187

施。各会場でも女性参加率が３割を超えるイベント

ペア374名（本部主催：47ペア94名、中部日本支部主

で、女性のゴルフ参加率向上にも一役買っている。

催：99ペア198名、西日本支部主催：41ペア82名）と、
各会場で大いに盛り上がった。
同ペア・スクランブルゴルフ大会は、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ない方を何

日本は2000を超えるゴルフ
場数を誇るゴルフコース大国
です。さすがに2万近いアメリ
カには及びませんが、毎年延
べ8500万人のゴルファーの皆
さんが楽しんでおられます。
最近はゴルフ以外の楽しみ方も積極的に提
案されていますね。
フットゴルフやスピードゴ
ルフなど新しいゴルフゲームのほか、先日は、
とある千葉県のゴルフ場さんでお泊りキャン
プイベントも開催されておりました。
多くのご
家族やお友達連れが参加されたようです。

２ -３ 面＝「ペア・スクランブルゴルフ大会」開催報告
4 - 5 面＝「2018年度版ゴルフ産業白書」
6面＝「第53回 JGF2019」開催概要決定

夕方のBBQからはじまり、
暗くなってからは
ライトアップゴルフを楽しみ、
満点の星空を観
察しながらご家族や友人たちと語り合える時
間を共有できる貴重な体験型イベントです。
翌早朝にはヨガ＆ゴルフストレッチ体験をし
たり、盛りだくさんの企画です。あれだけフカ
フカで整備のされた芝生の上にテントを張っ
てキャンプを楽しめる素晴らしい企画です。
我々ゴルフ産業にとって大切なことは、お
子さんたちを小さいときにゴルフ場につれて
いって、ゴルフ場で楽しい経験をして良い思
い出を作ってもらうことだと思います。

ゴルフ場で楽しい体験ができた → ゴル
フ場はいいところ → ゴルフも楽しい →
ゴルフをしよう！という流れが自然に出来て
ゴルフにトライしてもらえると思います。
昨日のことはすぐに忘れてしまっても、幼
少期に自分自身で体験した楽しいことはいつ
までも昨日のことのように良い記憶として残
ります。ゴルフ産業はゴルフ場さんという子
供たちの目がキラキラと輝く宝箱をいっぱい
持っています。絶好の機会にできないもので
しょうか!!
（アクシネットジャパンインク 粟津英文）
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東日本支部主催「2018ペア・スクランブルゴルフ大会」
開催結果報告
7月16日、当 協 会 東 日 本 支 部 が 主 催 す る
「2018ペア・スクランブルゴルフ大会」が千葉
県のCPGカントリークラブで開催された。今
回で3回目を迎えたペア・スクランブルゴル
フ 大 会 に は47ペ ア94名（ 男 性61名、女 性33
名、
女性参加率35.1%）が参加した。
当日は早朝からの好天に恵まれ最高気温も
32度とかなり厳しい状況となりましたが、事
故もなく無事に終了。
競技の結果、
ペアでの写
真撮影、
ラウンド風景、
表彰式の雰囲気、
また、
当日行われたアンケート結果も合わせて報告
する。

大会参加の目的は？

■ 日程：平成30年7月16日
（祝・月）

■ 開催コース：CPGカントリークラブ
（千葉県

市原市）
■ 参加者：47ペア94名
（男性61名、女性33名、
女性参加率 35.1%）、男女ペア31組、男性ペ
ア15組、女性ペア1組
■ 成績：
優勝：シングルになり隊
（グロス75、HDCP7.2、
ネット67.8）
2位：カニスピン
(グロス73、HDCP4.8、
ネット68.2）
3位：踊るポンポコリン
(グロス71、HDCP2.4、
ネット68.6)

ペアスクランブルについて教えてください

■ 賞品協賛

14社(順不同、商号略）
二木ゴルフ、ダンロップスポーツマーケティ
ング、キャスコ、アクシネットジャパンイン
ク、デサントジャパン、ミズノ、マルマン、ブリ
ヂストンスポーツ、キャロウェイゴルフ、ピン
ゴルフジャパン、フォーティーン、アキラプロ
ダクツ、朝日ゴルフ、ヨネックス
また、当日はアンケートを実施。94名の参
加者のうち、82名が回答(回答率87.2％ )。13
項目の質問に対する回答をグラフで紹介する。

大会は何で知りましたか？

大会はどなたと参加しましたか？
最近3 ヶ月で購入した関連用品
（複数回答）
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シングルになり隊

西日本ペア・スクランブル
ゴルフ大会
開催日：平成30年7月26日(水)
開催場所：よみうりゴルフウエストコース(兵
庫県)
参加者数：41ペア82名(内女性32名：39%)
競技方法：ペア・スクランブルゴルフ競技(セ
ルフプレー：ダブルペリア)
成績結果
【上位3チーム】
優勝：NNチーム
GROSS 62、HDCP +4.8、NET 66.8
準優勝：六甲丸
GROSS 67、HDCP +1.2、NET 68.2
第三位：関西Tee-Back党1号
GROSS 69、HDCP 0.0、NET 69.0
4、5、6、7、8、9、10、15、17、20、25、
27、30、35、37位、BB

中部日本ペア・スクランブル
ゴルフ大会
開催日:平成30年7月27日(金)
開催場所:ゴルフ5カントリーみずなみコース
(岐阜県瑞浪市)
参加人数:198名/ペア99(男性136名、女性62
名)(女性比率31.3%)
試打会開催:参加人数 126名
試打会実施メーカー :ダンロップ、
キャロウェ
イ、
マルマン
運営協力:カジュアルゴルフ
スコア成績(前半9Hでのスコアによる成績、
後半9Hは成績に入れない)
優勝：満行克博・北村公夫ペア
IN 35、Hdcp 1.2、NET 33.8
準優勝：佐野俊正・小川和正ペア
IN 34、Hdcp 0.0、NET 34.0
第三位：八神裕道・永田智靖ペア

2位

カニスピン

3位

踊るポンポコリン

26位(当日賞)、ベストグロス賞
＊ベストドレッサー賞：キラキラローズ
【大会経過など】
・スタート前の撮影写真では多くのペアがお
揃いのウエアにて笑顔でポーズ。
・連日続く猛暑の中でのプレーとなったが、各
ペア和気あいあいのプレーで全員無事ホール
アウトした。
・女性の参加者は82名中32名で全体の39%と
なった(前回28%)。
・参加41ペアの内、18ペアがアンダーパーの
激戦となった中、優勝はアウト31イン31のス
コアをたたき出したNNチームとなった。
・表彰式待ち時間にはスタート前のペア写真、
および数多く撮影したプレー風景をスライド
ショーで流し、終始和やかな雰囲気だった。
・ベストドレッサー賞は、多数の候補の中から
選考の結果「キラキラローズ」ペアに決定、副
賞としてよみうりゴルフウエストコース西口

支配人よりプレー券が贈呈された。
・
「気の合う仲間と楽しくプレーできた」
「い
つもと違う楽しさがあり次回も是非参加した
い」と好評だった。
・森本大会実行委員長より「ゴルフが健康に良
い結果をもたらすことがデータでも公表され
ています。来年も開催する予定ですので是非
参加願います。そしてこれからもずっとゴル
フを楽しんでください」と挨拶があった。

OUT 34、Hdcp 0.0、NET 34.0
第三回中部ペアスクランブル大会は猛暑の
中にもかかわらず198名の参加となりました。
女 性 の 参 加 人 数 も62名 あ り、参 加 率 は
31.3%と昨年より増えました。
午前中の成績で順位を決定するため、18H
終了後には既に順位も掲示されており、ラウ
ンド終了後には随時賞品の授与が行われるの
で、この参加人数でも5時過ぎには終了とな
りました。

参加者から「楽しかった150名、ペアでやる
機会を増やしたい25名」とのアンケートのお
声もいただきご好評の中、無事終えることが
出来ました。

優勝

満行克博・北村公夫ペア

賞品協賛 13社(順不同、商号略)
朝日ゴルフ、キャスコ、キャロウェイゴルフ、
住友ゴム工業、デサントジャパン、ダンロップ
スポーツマーケティング、グローブライド、マ
ルマン、ミズノ、ブリヂストンスポーツセール
スジャパン、マスターズ、ヨネックス、よみう
りゴルフウエストコース

賞品協賛 11社(順不同、商号略)
ミズノ、マルマン、ブリヂズトンスポーツ、テ
ーラーメイドゴルフ、ダンロップスポーツ、ヨ
ネックス、キャロウェイゴルフ、キャスコ、プ
ロギア、フォーティーン、カジュアルゴルフ

ラウンド中の様子
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矢野経済研究所

「2018年度版ゴルフ産業白書」～ゴルフ市場の再活性化へ多様性を！～
矢野経済研究所はこのほど、
「2018年度版
ゴルフ産業白書」
（調査期間2018年5月20日
〜 8月6日）を発刊した。
メーカー、
商社、
卸、小
売店について合計200社程度、ゴルフ用品群
別に代表的な企業を抽出し、調査分析を行っ
た。これにより、2017年のゴルフ用品総出荷
市場
（輸出含む）は対前年比102.5％の2949億
4300万円、国内ゴルフ用品出荷金額は対前年
比101.6%の2587億円とプラスとなった。
2017年の輸出金額については、貿易統計の
品目として登録されている
「ゴルフクラブ
（完
成品）
」
「ゴルフボール」
「その他ゴルフ用品」
いずれも対前年比プラスとなっているが、特
に「ゴルフボール」
「その他ゴルフ用品」の伸
長率が高くなっている。最大の輸出国はこれ
までと同様韓国だが、
主要輸出国の中で香港、
シンガポール、英国の出荷金額伸長率が高ま
っている。
一方の国内出荷金額は対前年比プラスの
2587億円となったが、
「過去10年間（2008年
〜 2017年）の平均値2600億7400万円と比較
すると“ほぼ同等の数値”といえ、確かに前年
実績比ではプラス成長を果たしているが、こ
の10年間の中では平均値の枠内に収まって
いる“堅調に推移した年”であったと表現する
ことができる」としている。
取り巻く環境の変化の中で「健闘」
とはいえ、10年前の2008年とはゴルフ用
品市場を取り巻く環境は大きく変化してお
り、その最たるものが「ゴルファー数の減少」
としている。
（公財）日本生産性本部が「レジ
ャー白書」で発表しているゴルフコース参加
人口の2008年〜 2016年までの推移との比較
で、国 内 ゴ ル フ 用 品 市 場 は「 ゴ ル フ 人 口 が
2008年と比較して40％以上減少しているに
も関わらず、当時と同水準の市場規模を維持
している」としている。加えて、
「シニア世代
に支えられている市場であり、そのシニア世
代にゴルフリタイアが目前に迫る中、厳しい
外部環境に晒されながらも、健闘を続けてい
るといって良いレベル」と分析している。
また、同書は10年前と国内ゴルフ用品市場
のビジネスの「中身」の変化にも言及。ゴルフ

人口は過去10年で4割減とされる中、国内ゴ
ル フ 用 品 出 荷 金 額 は 過 去10年 で2008年 の
2929億6000万 円 か ら2017年 の2587億 円 と
約12％減と健闘。出荷数量の減少傾向との比
較からも、「出荷数量の減少基調にも関わら
ず出荷金額が横ばいなのは一品あたりの平均
単価が上昇していること」を理由とし、実需
を伴わないメーカーの「押し込み型出荷」か
ら、新製品を中心としたプロパー販売中心の
ビジネスモデルに転換できたことを大きな要
因としている。
必要なのは持続可能なビジネスモデル
同書は2018年の国内ゴルフ用品出荷金額
を対前年比105.7％の2735億7000万円と予
測している。実際2018年の上半期（1-6月）の
ゴルフ用品市場も全体で105%台から107％
台（金額ベース）で推移していると推測され
る。この10年、市場規模維持している要因の
ひとつが、「コアゴルファーの買換需要に特
化したビジネスモデル」の推進で、ある一定
の評価が得られているが、そのビジネスモデ
ルが「息切れ」していると指摘。
特に2018年上半期のゴルフクラブを中心
とした好調な需要は、昨年9月頃より始まっ
ており、現在も続いている現象。好調の要因
は、各メーカーから発売された新商品が上述
した「コアゴルファー」だけではなく、長年買
換を見送ってきたゴルファーに評価された結
果の需要の活性化と分析。しかも、「好調な需
要」は約10 ヶ月も継続しており、小売関係者
からの「息切れ感」を示唆するコメントは多
い。つまり、「コアゴルファーを中心とした買
換需要」に依存したビジネスモデルのみでは、
「持続可能なゴルフビジネスモデル」の実現
は難しいことを示しているとしている。
同書は、「ゴルファー人口減の社会の中で
の持続可能なビジネスモデルの構築」を、
「多
様性の実現」と言い換えており、特に「新規ゴ
ルファー創出」と連動した物作りの必要性を
提言している。
シェアリングや残価設定型の販売方法とゴル
フのあるライフスタイルを提案できる店へ

現在、ゴルフ業界は市場活性化対策として
若年層を中心とした「新規ゴルファーの参入
促進、育成」に向けた戦略を立案し、その一部
が実行段階に入っている。「ゴルマジ」
（じゃ
らん）
、「楽ゴル」
（楽天）、「Gちゃれ」
（（一社）
大学ゴルフ授業研究会）、「PGAゴルフデビュ
ープログラム」
（PGA）などだが、ゴルフ場、練
習場、用品業界などが連携して具体的な活動
に結びついている。
しかし、同書が指摘しているのは、「試打ク
ラブの無償提供」や「大学へのクラブ提供」が
ゴルフ業界の協力のもと行われているもの
の、提供されるクラブの多くが「既存ゴルファ
ーの買換を主たる目的に開発された」もので
あり、「ある一定以上のレベルのゴルファー
でなければ使いこなせない」商品があてがわ
れている点だ。業界全体が若年層を中心とし
た新規ゴルファーの創出を目指すのであれ
ば、それら新規ゴルファーが最短でゴルフの
楽しさを実感できるようなクラブや商品開発
と連動していくことも必要であると提言して
いる。
また、このような意見には「中古クラブで十
分」
「3点セットなどリーズナブルで易しいク
ラブが存在する」という意見もあるが、「3点
セット」は「本当に初心者や未経験者が最短
距離でゴルフの楽しさを実感できる」ことを
追求しているのかという疑問を指摘。さらに
「3点セット」は買い足しができるような商品
構成、販売体制が構築できていないことにも
言及している。
そこで同書が提案するのが、自動車販売に
見られる「残価設定型」の販売方法やカーシ
ェアリングならぬ「クラブシェアリング」だ。
このような意見に対しては「商品が売れな
くなる」というアレルギー反応が先に表出す
るが、
「種を蒔いて育てる」思考ではなく、
「刈
り取り型」の思考が、「総需要量減少」を引き
起こしている面があると指摘。「ゴルフを始
めてもらいたいターゲット層」の生活の実態
や価値観を十分に把握した上で、それらのタ
ーゲットの「ライフスタイルに寄り添った」
戦略及び戦術の立案、実行に向けた議論が今
後行われるべきであるとしている。
一方で、同書では同社が2015年に発刊した
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「ビギナー・早期リタイヤゴルファー実態調
査」に掲載した、
「ゴルフを始めたビギナー
が初めて接触するゴルフ施設は『ゴルフショ
ップ』が最も多いという結果ながら、同時に
『ゴルフショップで嫌な思いをしてゴルフを
早期にやめてしまった』というゴルファーの
出現率が最も高い」という結果を紹介してい
る。
ショップ側にしてみれば、
初心者ゴルファ
ーに「嫌な思いをさせた」という自覚はない
だろうが、そうした態度を見せずにゴルフ市
場から「フェードアウト」している初心者、未
経験ゴルファーが少なからず存在することを
小売市場関係者は肝に銘じるべきとしてい
る。
それに対して、既存の小売店が既存ゴルフ
ァーの満足度向上のために単なる「ゴルフ用
品を売る店」という意識では、来店客数の減
少を食い止めることが難しくなっている現状
があるとし、
「単なるゴルフ用品を売る店」
から「ゴルフのある充実したライフスタイル
を提案できる店」へ、如何に昇華できるかも、
新規ゴルファーの創出に大きく影響していく
と指摘している。
日本のゴルフに多様性を！
同書はまた、今後市場が拡大すると思われ
る外国人観光客を中心とした「ゴルフツアー
リズム」の更なる発展に向けてゴルフ用品市
場がどのように関わりを持つ必要があるの
か、また、関わりを持つことができるのか。対
外的には「これまで中心顧客であったシニア
ゴルファーの減少」
「ナイキのゴルフクラブ
からの撤退」
「アディダスによるテーラーメ
イドブランドの売却」などネガティブなニュ
ースが多い産業であるが、業界をプラス成長
させるための「具体的な方法」は数多く存在
する。
抽象的な表現をするならば、
今後のゴル
フ市場再活性化のためには
「ゴルフの多様化」
が必要としている。
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2018 年第 2 回
日本ゴルフサミット会議開催
当協会も参加する「2018年第2回ゴルフサ
ミット会議」が開催されました。その内容を
ご報告致します。
■開催日時：2018年7月26日
（金）13：30 〜 15：30
■ 開催場所：AP東京八重洲通り11階Mルーム
■ 出席者：
（敬称略・団体名略称）
竹 田 恆 正（ 議 長 ）
、永 田 圭 司（JGA）
、手 塚 寛
（NGK）
、三野哲治（JPGS）
、 横山雅也（JGRA）
、
馬場宏之（JGGA）
、板野隆志（GTPA）
、井上建夫
（PGA）
、佐 々 木 孝 悦（JGTO）
、寺 沢 範 美
（LPGA）
、神田功（ゴ連協）（TOJ）
、津々木秀司
（JGMD）
、今和泉久生（JGIA）
、前田篤（GCA）
、
片山哲郎
（JGJA）
、
田村和男
（支配人会連合会）
■ 議事
竹田議長より、西日本豪雨災害へのお見舞
いと東京五輪の成功に向けて力を合わせて行
きたい旨の挨拶があった。
引き続き、
新代表者
となった全国ゴルフ場関連事業協会の今和泉
久生氏より、
挨拶が行われた。
1.【審議事項】
第1号議案
「2017年度日本ゴルフサミット会議収
支報告」
「2018年ゴルフ新年会収支報告」の件
標題収支報告に関して説明を行い、承認さ
れた
（サミット会議収支報告書は、
会則の改定
により2017年4月〜 12月までの9 ヶ月決算で
ある旨を付記）
。
第2号議案 2019年度以降の「ゴルフ・ウィー
ク」
（8月1日～ 7日）での取組みについて
資料に基づき「ゴルフ・ウィーク」の制定目
的、
「ゴルフ活性化のための戦略目標と主要
戦術課題」等について説明を行った後、
「ゴ
ルフ・ウィーク」の次年度以降のあり方につ
いて意見交換を行った。
主な意見として、
近年
の猛暑を勘案して実施時期の見直し案の検
討、
ゴルフ未実施層への施策実施案、
統一テー
マ（目標）を持つこと等の意見が出された結
果、
「運営会議」で「ゴルフ・ウィーク統一テ
ーマ案」を検討して次回のサミット会議に上
程し、最終的に「2019年第1回日本ゴルフサミ
ット会議」にて最終決定することとした。
尚、
基本的な方向性は、
ゴルフ未実施層への
働き掛けと女性ゴルファー拡大策に焦点を合
わせた活動を呼び掛けるための具体策を検討
することとした。
第3号議案「2020年東京大会」に向けてのゴル
フ界の広報活動について
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2020年東京大会におけるゴルフ競技開催
日及び出場選手選考基準の周知徹底をサミッ
ト会議のHP等にアップし、一般の関心を高め
る活動を行うこととした。
＊ゴルフ競技開催日
男子競技：2020年7月30日（木）〜 8月2日
（日）
女子競技：2020年8月5日（水）〜 8月8日（土）
＊選手選考基準は、
ワールドランキングによっ
て基本的に選考されるため、
今後、
サミット会議
HPに毎月末に日本人選手の上位ランキング者
を掲載していくこととした。
尚、その他の盛り上げ対策については、永田
JGA副会長と相談することとした。
2.【報告事項】
（1）
「選手強化」策についてJGAより報告と要請
JGAより、選手の育成・強化施策の財源として
実施している寄附金・協賛金の状況並びに
2018年度の使途について「強化支援審議委員
会ワーキンググループ」での審議状況が報告
された後、質疑が行われた。
（2）
「ゴルフ場利用税廃止運動推進本部」報告
ゴルフ場利用税廃止運動推進本部（ゴ連協会
長）より、今年度のゴルフ場利用税廃止に向
けた活動方針と今後の予定が報告された。昨
年度との変更点は、「市町村とゴルフ界がゴ
ルフ振興を通じた地域振興のための協議」を
実 施 す る こ と、及 び、昨 年 度 の 提 示 さ れ た
「200円程度の寄附金による税収減の補填策
は中止」となったことである。
（3）サミット参画団体間の連携施策について
…スポーツ庁長官杯
JGAより、JPGS並びに日本ゴルフ場支配
人会連合会の3団体で8月に実施予定の表題
競技について説明が行われた。
3.その他 意見交換
第3回日本ゴルフサミット会議開催日
2018年11月27日（水）13：30 〜 15：30

協会関連事項 委員会活動報告
( 製造渉外委員会 )
当協会は平成30年、5月10日、6月7日、7
月5日、8月9日に協会事務所内にて製造渉外
委員会のワーキンググループの活動を実施し
ました。その内容をご報告致します。

標準化 WG
「ゴルフクラブのスペックに関するガイドラ

イン」
（シャフト編）について
①本年3月、
「ゴルフクラブのスペック測定に
関するガイドライン」のシャフト編
（たたき
台）の本文作成作業が完了し、協会HPにアッ
プしました。合わせて内容に関する
「アンケー
ト」をJGF会場、会員企業へはJGGANEWS4月
号に同封する形で配布し、賛否含めたご意見
を求めました。5月末までに寄せられた回答
は以下の通りで、現在各ご意見に対しての内
容の確認、それによるガイドラインの修正の
必要性などを審議しています。詳細は9月中
に、
アンケート結果を協会HPに掲載する考え。
②アンケート結果：速報
（会員企業の回答：32社）
1）シャフト硬さの項目に関する回答：
賛同=15社、賛同しない=6社、判断不可=11社
2）トルクの項目に関する回答：
賛同=21社、賛同しない=3社、判断不可=8社
3）質量の項目に関する回答：
賛同=17社、
賛同しない=6社、
判断不可=9社
（一般の方からの回答：2件）
1）シャフト硬さの項目に関する回答：賛同=2件
2）トルクの項目に関する回答：賛同=2件
3）質量の項目に関する回答：賛同=2件
「ヘッドの重心に関する項目」について
「ゴルフクラブのスペック測定に関するガイ
ドライン」のシャフト編に引き続き、
「ヘッド
の重心に関する項目」の審議をスタートして
います。協会として、販売技術者講習会テキス
トに記載の内容だけでなく、現在各専門誌に
掲載されている測定方法なども情報収集し、
「容易に比較検討が出来る」というガイドライ
ンの主旨に則り、
取り纏めを進めています。

模造品 WG
昨年、新しい「模倣品シール」のリニューア
ルが終了しましたので、現在、活動は毎回では
なく、審議事項発生時に開催するというスタ
ンスで対応しています。
先般、マルマンから、マジェスティ商品にお
いて、中国国内販売品（ネット掲載分）で模倣
品が発見され、JGGA模倣品ラベルの偽物（旧
ラベル）が貼付されていた…と報告がありま
した。ラベルがもつ機能（図柄が変わるなど）
はないものの、見た目では判断しづらいもの
で、ネットでの購入など十分な注意が必要で
す。
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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.19

（コメント：三石茂樹）

7 月 1 日〜 7 月 3 1 日

歴史的な猛暑と西日本地方を襲った豪雨被害、
そして月末の台風上陸と、7月は早くも
「夏枯
株式会社本間ゴルフ
直営店営業部 西日本チーム
本町店 店長

林 優美さん

Q.お仕事の内容を教えて下さい。
A.お客様の接客と店舗の運営です。
日本国内だ
けでなく、海外からのお客様もご来店されるの
で、
色々なコミュニケーションを楽しんでいます！
Q.年間のラウンド数は？
A.この１年は5回だけでした。以前は12回くらい
行っていたので、
もっとラウンドをしたいなと思っ
ています。
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.360度自然をいっぱい感じられるゴルフ場での
プレーは日常を忘れられ、心も体もリフレッシュし
ます！また、学生時代の友人からゴルフを始めた
ということで久しぶりに連絡が来たり交友関係が
そこから広がることもあります。
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフ人口が減少していると言われている中、
女性のゴルファーは増えています。人気女子プロ
が活躍したり、
ウエアや用品が可愛く華やかにな
ったり。
今やゴルフはオシャレアイコンにもなってる
と思います。仕事にスポーツにオシャレにと、多角
的に充実できるゴルフ業界で皆さん女性パワー
を発揮させていきましょう！
HONMA直営店で唯一の女性店長となります。女性
ならではの細かな気づかいもあり信頼しておりま
す。非常に向上心も高く今後の成長にも期待したい
ですね。
（直営店営業部 西日本チーム
マネージャー 和久井 久也さん）

れ」とも言えるような厳しい市場環境が続き、
用品市場も大きな影響を受けた。
これまで好調
を維持していたウッド、
アイアンも需要は減少
基調にて推移した。
そのように厳しい市場環境
であったが、
当月発売となったプロギア
「RS18
シリーズ」は好調な初動を記録した。
パター2位＝EXO SERIES

順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

M4

コンポジット テーラーメイド

1

ROGUE STAR FW

キャロウェイ

2

RS 18

チタン

プロギア

2

XXIO X Hybrid

住友ゴム

3

G400

チタン

ピン

3

M4 Rescue

テーラーメイド

4

XXIO X

コンポジット 住友ゴム

4

M4 FW

テーラーメイド

5

ROGUE STAR

チタン

キャロウェイ

5

XXIO X FW

住友ゴム

順位

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

メーカー名

1

XXIO X

カーボン

住友ゴム

1

WEDGE BEST５
VOKEY DESIGN SM7
SERIES

2

XXIO X L

カーボン

住友ゴム

2

RTX-3 SERIES

住友ゴム

3

M4

スチール

テーラーメイド

3

MACK DADDY
キャロウェイ
FORGED SERIES(2016)

4

XXIO X NS

スチール

住友ゴム

4

MACK DADDY 4

キャロウェイ

5

ROGUE STAR ZELOS
NS

スチール

キャロウェイ

5

RS SERIES(2018)

プロギア

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

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

EXO SERIES

キャロウェイ

3

HONMA D1

2ピース

本間ゴルフ

3

O-WORKS
SERIES(2017)

キャロウェイ

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

TP COLLECTION RED
SERIES

テーラーメイド

5

SRIXON Z-STAR
SERIES(2017)

3ピース /
４ピース

住友ゴム

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES(2018)

アクシネット

順位

メーカー名

順位

順位

アクシネット
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「第53回ジャパンゴルフフェア2019」開催概要決定
当協会が主催する
「第53回ジャパンゴ
ルフフェア2019」の開催概要、
出展申込関
連スケジュールが決定したので報告する。
■ 開催スローガン：ゴルフファンを増や

そう。
■ 会期：2019年3月22日
（金）
・23日
（土）
・
24日（日）
■ 時 間：10：00 〜 19：00（ 最 終 日 は17：
00まで）
■ 会場：パシフィコ横浜 展示ホール
20,000㎡
■ 入場料：無料
■ 動員目標：60,000人
■主催：一般社団法人日本ゴルフ用品協会
■ 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、全日本ゴルフ練習場
連盟、
日本ゴルフ場経営者協会、
日本パブ
リックゴルフ協会、
日本プロゴルフ協会、
日本ゴルフツアー機構、日本女子プロゴ
ルフ協会、
ゴルフ緑化促進会、 日 本 ゴ
ルフトーナメント振興協会、日本芝草研
究開発機構、日本ゴルフジャーナリスト
協会、
ジャパンゴルフツアー選手会、
日本
ゴルフ関連団体協議会
（以上予定）
■ 協力：ゴルフ専門メディア各社
■ 企画：日本ゴルフ用品協会、
ゴルフフェ
ア委員会、ジャパンゴルフフェア2019実
行委員会
■運営：ジャパンゴルフフェア運営事務局
「第53回ジャパンゴルフフェア2019」の
ポイント①
ゴルフに関わる総ての「思い」と「知恵」
と「行動」が結集し、ゴルフの魅力を再確
認できる、
日本唯一のステージです。
多様
な出展目的と多様な来場目的で、ジャパ
ンゴルフフェアに集まる60,000人近い
人々は、それぞれ違ったポジションに立
っています。
たった一つの共通要素
「ゴル
フ」が、最も魅力を発揮できるように、多
様な可能性を発信していきます。
ポイント②
JGF2018の新企画として展開したゴルフ専門

メディアとのコラボレーション。今回もより
多彩なメディアの協力を獲得し、来場促進、出
展社情報の発信を、強力に展開します。

また、出展申込方法が一部変わりますので上
記を参照下さい。

