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ゴルフグローブに関する豆知識

　現在、ゴルフグローブに使
用されている革はシープ（羊）
が主流というのは皆さんご存
知だと思います。

が皮は薄くて丈夫なのでゴルフグローブやバ
ッティンググローブなどに使用されていま
す。
　特にエチオピアシープは、羊のサイズも小
さめで、皮をとても軟らかく鞣す（なめす）こ
とができるし、厚さも0.45㎜程度にしても強度
が保てるので、フィーリングも肝心なゴルフ
グローブには最適です。（※ただし、羊一頭の
革でグローブにして3～ 4枚しかできない）
　一方、ウールシープは名前の通りウール
（毛）を取るために、オーストラリア・ニュー
ジーランドなど緯度が南北45～ 60度の範囲

の比較的気温の低い地域で飼育されていま
す。全体が長い毛で覆われていて、栄養分が毛
に回ってしまい皮の質もヘアーシープと比べ
て劣ります。よってゴルフグローブに使用す
る革としては良質なものとは言えないので使
用されていないのです。
　このように、シープ（羊）でも飼育されてい
る地域や気候等で使用用途も違ったものにな
るので、ゴルフグローブにはヘアーシープが
使用されているわけです。

（キャスコ　高橋芳彦）

　そのシープは、ヘアーシープとウールシー
プに大別されますが、ヘアーシープは主とし
て赤道を中心に緯度が南北15度の範囲の熱
帯地方で飼育されています。エチオピア、イエ
メン、ナイジェリア、インドネシアなどの暑い
国に産する羊なので、毛の質は良くないです

第43期ゴルフ用品販売技術者講習会
合格者発表!　新たに55名を認定
「第43期ゴルフ用品販技術者講習会」が、８月20日
（月）～８月23日（木）の４日間、東京都千代田区の
AP市ヶ谷で開催された。内容は２～３面で詳報して
いるのでご覧頂きたいが、顔ぶれを見ても分かる通
り業界の未来を託す若者ばかり。平均年齢は32.4
歳だ。

このゴルフ業界が構造的に抱える課題として高齢
化、人材不足が叫ばれており、夢をもって業界に入

ってきた若者には、業界が培ってきた歴史は勉強し
てもらいたいが、それ以上に、若い発想で新たな業
界を築きあげていくパワーにも期待したい。

2-3	面=	「第43期ゴルフ用品販売技術者講習会」
5	面=	「共同配送の参加状況と今後の拡大」
8面=	「第53回ジャパンゴルフフェア2019」
	 	 	 	 	 	 関連事項
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　開会式の冒頭で白石彰講習会委員長は、
「皆さんおはようございます。今紹介の有りま
した講習会委員長の白石です。
　当講習会は今年で43回目を迎えますが用
品協会の発足からの主な流れを説明させて頂
きます。
　1943年に日本ゴルフ用品商工会が東西に
有りましたが、それを一つにしたのが1954年
です。その時から22年後の1976年に第1回の
講習会が開催されました。受講者は65名でし
た。その後1982年に社団法人の認定を受けま
した。そして2013年に現行の一般社団法人と
なりました。
　過去を紐解きますと1990年のバブル期に
はゴルフ人口が1800万人、現在は約700万人
とも言われており、大きな減少となっていま
す。
　講習会の受講者もバブル崩壊前の1988年
には過去最多の146名が参加されました。そ
の頃の当協会の会員数は614社で現在は約
290社とゴルフ人口同様に半減しておりゴル
フ業界には厳しい現実が有ります。
　その様ななか、今回は56名の方にご参加頂
きました。この場を借りて皆さんの上司に感
謝するとともに、皆さんもこの講習会に送り
出して頂いたことに是非感謝して取組んでく
ださい。
　今回の参加者には女性が10名居られ、また
年齢も21歳から59歳までと幅広く参加頂き
ました。まずこの4日間を体調を崩さず乗切
ること、そして会社の代表として参加してい
るという意識を持って全員が合格できるよう
に取組んで頂ければと思っております。
　本日集った皆様がこれからの第一線でこの
講習会を機会にトップランナーとして是非活
躍して貰えることを期待しております。更に
は若い皆さん方が大いに力を発揮して頂きこ
れからの業界に影響力を持つ一人一人で有っ
て貰いたくとも思っております。
　最期に皆さんの健闘を祈り、開会式の挨拶
とさせて頂きます」
　業界のベテランらしい言葉で受講者の奮起
を促した。
　当講習会ではゴルフクラブの知識はもちろ

ん、その他の用品や魅力的な売場作りを目指
すためのアイデア・レイアウトを学ぶ「VMD
（ヴィジュアル・マーチャンダイジング）講
習」、「接客技術」、「ゴルフコンディショニン
グ講座」「クラブフィッティング講座」、そし
て「ゴルフ用品市場動向」など計14課目（講習
時間20時間40分）を学び、消費者へのサービ
ス向上とゴルフ産業のレベルアップにつなが
る知識として役立つものである。
　講習会最終日に実施した認定試験は受講者
55名が合格。1000点満点で平均点は838.2
点、最高点は943点と昨年を下回るものの、結
果、資格認定者は4123名となった。
　受講者は当協会会員企業を中心に24社か
ら男性46名、女性10名（内非会員2名）、最高齢
59歳、最低年齢21歳で、特筆すべきは20代26
名、30代20名と20代と30代で全体の8割以
上を占めることだろう。冒頭の通り、ゴルフ用
品産業の未来を託す若者達の学びへの意欲が
垣間見られた。
■受講者の年齢内訳
最高年齢：59才／最低年齢：21才
年齢分布：20代26名、30代20名、40代7名、
50代3名

用品、売場だけではなく、消費者のライフスタ
イルへの対応も求められる現場

　今回の受講者へのインタビューで多く聞か
れたのが、売り場担当として、またはメーカー
の営業職として、これまで以上に多様化した
ゴルファーに対応すべく、知識の習得に励ん
だという声だ。
　受講者のゴルフスタジオ敦賀の店長である
平松紋子さんは、
「接客技術の講義は興味深かったですね。当店
はベテランゴルファーの来客も多く、グラン
ドゴルフまで対応しています。年配の方も多
いですから、体のケアに対する知識も必要で
す。その点で大変勉強になったのが、コンディ
ショニング学でしたね」
　同様の声は他からも聞かれ、ブリヂストン
スポーツセールスジャパン・スクール事業本
部の市川昌宏さんは、

「特に興味深かったのはコンディショニング
学で、スクールでインストラクターをしてい
ますが、どうしてもクラブで修正できないこ
ともあります。その時に体の動かし方を熟知
していれば、ゴルファーのスイング改善に大
いに役に立つと思います」
　また、キャロウェイゴルフの高木瞭さんは、
メーカーの営業マンらしい感想を持っていた。
「クラブメーカーの営業マンとして、自社製品
の知識はもちろん、フィッティングがクラブ
販売の定番となっている中では、基礎となる
全体的なクラブ知識を学ぶことができて、大
変嬉しく思っています。フィッティング会や
試打会で、様々なゴルファーに対応できる知
識を学ぶことができました」―。
　ゴルファーが多様化している昨今、これま
での一部の専門知識だけでは対応が難しくな
っている現状がある。その意味で、全方位的に
学ぶことのできる販売技術者講習会の価値が
改めて認められている。
　また、今回の講習会で見事に認定トップ合
格を果たした二木ゴルフ大宮店の山田修史さ
んは、
「今回この講習会の話を頂いた時に、トップ合
格を狙おうと意気込み参加させて戴き、最優
秀者の連絡には嬉しさとホッとした気持ちで
した。今回トップ合格できたのは、会社の研修
での経験や、分かりやすい講習をして頂いた
講師の方々のおかげです。講師の方は知識が
豊富にあり、受講してみて新たな発見や初心
に帰る事ができる良い経験・スキルアップを
させて頂きました。是非皆さんも受講してみ
てください」
　と、講習会が大いに意義あるものだとコメ
ントしている。
　以上、簡単ではあるが受講者の声を紹介し
た。平たく言えば、広範囲且つ専門的に知識を
習得する場としての講習会の存在意義は高
い。当協会としては今後も内容をバージョン
アップしながら、消費者へのサービス向上と
ゴルフ用品産業のレベルアップに貢献してい
きたい。なお、「第43期ゴルフ用品販売技術
者講習会」では、受講者へのアンケート調査
を実施。その一部を紹介する。

第43期ゴルフ用品販売技術者講習会　開催報告
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第43期講習会受講者アンケート結果
■担当部署
製造部門（開発含）：7名／企画部門：3名／販
売：24名／営業：17名／広報：1名／その他：4名

質問1　 講習会
1.あなたはこの講習会をご存知でしたか?
・知っていた：36名
・知らなかった：20名
2. 「1.知っていた」と答えられた方はその理由
をお選びください。（複数回答可能）
・所属先から奨めがあった：14名
・所属先に受講者がいる：29名
・知人に受講者がいる：1名
・研修カリキュラムとして認識されている：2名
・以前から興味があった：4名
・その他：0名
3.「1.知らなかった」と答えられた方はその理
由を以下よりお選び下さい。（複数回答可能）
・入社して間もない：9名
・これまで他業種、又は他部署に所属していた：8名
・所属先・知人に受講者はいない：1名
・興味がない：1名
・その他：0名

質問2　テキスト・講義
1.テキストの内容についてどう思いますか?
・満足：31名
・やや満足：17名

・普通（どちらでもない）：6名
・やや不満足：1名
・不満足：0名
2.設問1で「やや不満足・不満足」と答えられた
方はその理由を以下よりお選び下さい。（複
数回答可能）
・使われている文章が難しく分かりにくい：1名
・文量が多く、とても読み切れない：2名
・図式、カラーなどを取り入れて、読みたくな
る工夫をして欲しい：0名
・字が細かすぎる：0名
・資料が古いような気がする：1名
・その他：0名

受験番号 氏名 企業名

1 篠原　貴洸 グローブライド㈱

2 尾野　恵美奈 住友ゴム工業㈱

3 金　聖斌 ㈱ジオテックコンポーネント

4 𣘺本　竜摩 ㈱フォーティーン

5 鈴木　一真 日本シャフト㈱

6 三宅　悠斗 日本シャフト㈱

7 石飛　智也 ミズノテクニクス㈱

8 石岡　照暁 ㈱二木ゴルフ

9 中井　徹 朝日ゴルフ㈱

11 山田　修史 ㈱二木ゴルフ

12 佐々木　由佳 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

13 池田　愛 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

14 松本　丞 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

16 横田　知之 ㈱二木ゴルフ

17 井出　将之 ヨネックス㈱

18 篠﨑　正貴 キャロウェイゴルフ㈱

19 髙木　瞭 キャロウェイゴルフ㈱

20 山下　真理 アクシネットジャパンインク

21 青柳　百合香 アクシネットジャパンインク

受験番号 氏名 企業名

43 加藤　鋼平 ㈱ゴルフパートナー

44 林田　政樹 ㈱ゴルフパートナー

45 福居　涼 ㈱ゴルフパートナー

46 佐藤　歩 藤倉ゴム工業㈱

47 山岸　久純 藤倉ゴム工業㈱

48 石部　由美 藤倉ゴム工業㈱

49 熊谷　赳男 ライト㈱

50 横山　康広 ㈱ヴィクトリア

51 河野　英一 テーラーメイドゴルフ㈱

52 坂本　達郎 テーラーメイドゴルフ㈱

53 内山　和則 ㈱ヴィクトリア

54 宮坂　藍 ㈱ヴィクトリア

55 伊達　秋里 ㈱ヴィクトリア

56 小久保 文夫 ゼビオ㈱

57 大田  知了 ゼビオ㈱

59 横尾  正人 ゼビオ㈱

60 窪田  大佑 ゼビオ㈱

61 渡邉  一志 ㈱東急百貨店

受験番号 氏名 企業名

22 續木　達也 アクシネットジャパンインク

23 浅田　貴彦 アクシネットジャパンインク

24 増田　広太 アクシネットジャパンインク

25 藤澤　弘佳 ㈱二木ゴルフ

26 前中　健佑 ミズノ㈱

27 平松　紋子 ノースランド㈱

28 下田　憲幸 ㈱グリーンステージ

29 藤本　直史 ミズノ㈱

30 田邊　綾夏 ミズノ㈱

31 大谷　裕貴 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

32 市川　昌宏 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

33 森　千景 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

34 山本　貴也 ミズノテクニクス㈱

35 岡田　勝美 ㈱ゴルフパートナー

36 星　裕文 ㈱YKY

37 石鉢　祐太郎 ㈱ゴルフパートナー

38 末原　健 ㈱ゴルフパートナー

41 赤城　翔太 ㈱ゴルフパートナー

第43期ゴルフ用品販売技術者講習会合格者一覧

科目 満足 やや満足 ふつう 不満足

ゴルフ用品市場動向 35 15 5 0

ボール 37 14 5 0

ゴルフ用具 34 18 4 0

ウェア 23 21 9 1

ゴルフ用具規制 12 15 25 3

ゴルフシャフト 26 19 9 1

ゴルフクラブの基礎知識 32 14 8 2

ゴルフクラブの進化 25 24 5 1

ツアープロのクラブサポート 40 12 2 1

クラブフィッティング 32 17 5 0

ゴルフコンディショニング理論 49 5 0 0

公正競争規約 12 13 21 9

接客技術 32 19 4 0

店頭の活性化 37 11 5 0

順位 氏名 企業名 合計

1 山田　修史 ㈱二木ゴルフ 943

2 山本　貴也 ミズノテクニクス㈱ 940

3 大田  知了 ゼビオ㈱ 929

4 下田　憲幸 ㈱グリーンステージ 923

5 赤城　翔太 ㈱ゴルフパートナー 920

6 井出　将之 ヨネックス㈱ 913

7 池田　愛 ㈱ダンロップスポーツマーケティング　 910

8 三宅　悠斗 日本シャフト㈱ 905

9 坂本　達郎 テーラーメイドゴルフ㈱ 905

10 山下　真理 アクシネットジャパンインク 898

成績優秀者一覧

テキストの内容について
質問3 運営面
1.運営の内容についてどう思いますか?
・満足：38名
・やや満足：8名
・普通（どちらでもない）：3名
・やや不満足：0名
・不満足：0名
2.設問1で「やや不満足・不満足」と答えられた
方は、その理由を以下よりお選び下さい。（複
数回答可能）
・会場が狭い：0名
・期間が長い：0名
・空調が不快（寒い・暑い）：2名
・昼食（例）味、食事量など：0名
・その他（例）事務局からの連絡など：0名
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2017年余暇市場は69兆円9310億円
ゴルフ用品売上&インドア増でも人口減

（公財）日本生産本部はこのほど、昨年の余暇
市場を調べた「2018年度版レジャー白書」を
発刊した。同書によれば、2017年の余暇市場
は69兆9310億円となった。
　ゴルフ場は8700億円（前年比0.5%減）と引
き続き前年割れとなり、それに加えゴルフ練
習場は1270億円（同1.6%減）と、こちらも減
少傾向。また、ゴルフ用品市場は3380億円で、
一昨年の2016年は3310億円まで落ち込んだ
ものの、2015年の3390億円レベルまで回復。
前年比で2.1%増となっている。
　また、同書の調査によるとゴルフ関連の統
計では、ゴルフ場が2016年550万人から670
万人（前年比21.8%増）、ゴルフ練習場が2016
年の600万人から630万人（同5%増）となっ
ている。
　この2つの調査結果は、ゴルフ場に限ってみ
ても2015年から2016年で210万人減、2016年
から2017年で120万人増となっている。特に
2017年の120万人増について、同調査資料に増
減理由が一切記されていないことから、近年、
同調査資料の信憑性に疑問を呈する意見も散
見される。
　尚、「レジャー白書」では、毎年全国15歳以
上79歳以下の男女を対象に、国民の余暇意識
および余暇活動への参加実体を調査（インタ
ーネット調査）している。今年の有効回答数
は3214人（前年は3328人）となった。また、同
調査では108種目の余暇活動をスポーツ部問
（28種目）、趣味・創作部門（29種目）、娯楽部問
（21種目）、観光・行楽部問（12種目）、その他部
問（18種目）に分類し、参加率、年間平均活動
数、年間平均費用を調査している。

参加率増、回数減、費用減のゴルフ場
練習場も同様の結果に

　次に余暇市場スポーツ部問におけるゴルフ
市場動向を紹介する（カッコ内は2016年）
◆ゴルフコース
参加人口：670万人（550万人）
参加率：6.7%（5.5%）
年間平均活動回数12.8回（17.8回）

年間平均費用：
・用具等6万800円（6万8500円）
・会費等7万9700円（10万1700円）
・1回当たり費用1万980円（9570円）
・参加希望率7.3%（7.3%）
◆ゴルフ練習場
参加人口：630万人（600万人）
参加率：6.3%（6.0%）
年間平均活動数：16.6回（18.2回）
年間平均費用：
・会費等2万3200円（2万1200円）
・1回当たり費用1430円（1160円）
・参加希望率6.6%（6.5%）
　コース、練習場ともに、大幅な人口増が調査
結果として表出しているが、ともに年間活動
回数は減少傾向にある。一方で、ゴルフコース
部問では年間平均費用で用具、会費等は減少、
1回当たりの費用は増加となっているため、
会員権を有しないゴルファーの増加とも見て
取れる。一方、ゴルフ練習場は、年間活動回数
が減少傾向にあるが、会費等（9.4%増）、1回
当たり費用（23.2%増）が増加しており、既存
のゴルフ練習場ではなくインドアレッスンス
タジオでの練習増が影響している可能性は高
い。同書ではインドア新設ラッシュに注目し
ている。

練習場はインドアが新設ラッシュ
企画力や運営力が試されている

　同書によると、
「ゴルフ練習場の売上は、前年比1.6%減少し
たが、減少幅は小さくなった。施設数は4年連
続で50施設以上の減少が続いていたが、
2017年度は29施設の減少にとどまった。企業
系施設は収益率低下による他事業への転換が
多い。個人事業主の中小規模施設は、1970年
代の第2次ブーム期に開設したところが多
く、施設の老朽化、世代交代期の相続・継承対
策、経営不振による維持困難、土地の有効活用
による転用・転売が主たる要因となっている。
　インドア施設の新設ラッシュは続いてい
る。とくに大都市部でその傾向が顕著である。

インドア施設は開設が容易だが、失敗事業に
よる閉鎖も多く、2017年度は新設が25ヵ所、
閉鎖が17ヵ所あった。レッスン主体の施設に
は、『ステップゴルフ』のような比較的低額
な施設と、『ライザップ』のような比較的高
額な施設が存在する。前者は『4980円から習
い放題』とリーズナブルな料金をウリにする
一方で、後者は30～ 50万円と高額だが、上達
の効果を約束している。どちらも急ピッチで
店舗を拡大している。
　千葉県八千代市の『明治ゴルフセンター』
は、施設を一新し、総合型練習場に生まれ変わ
った。通常打席からの飛距離練習に加え、バン
カー練習、天然芝生からの練習、アプローチと
グリーン周りからの寄せ練習、コース並みの
グリーン練習など、すべてのプレー環境が備
わっている練習場として話題になった。
　利用者の練習ボール球数は、高齢化で減少
傾向にある。打ち放題を実施する施設の割合
は増加傾向にあり、全国で過半数まで増えた。
従来のダンピング型『打ち放題』ではなく、『時
間料金制』への移行が始まっている。
　今後、高齢化から練習ボール球数のアップ
は望めず、ボール単価のアップにも限界があ
る。さらに練習時間は長くなるため、消費額を
高めるには、時間料金制への移行や打席収入
依存からの脱却が大きな課題となる。そのた
め、回転率の向上、練習重視から、滞在、満足重
視の経営に移行し、打席外収入の向上を計る
ことが重要となっている。
　レッスンだけではなく、様々な付加価値を
謳う施設も登場している。初心者専用ゴルフ
スクール『サンクチュアリ　六本木店』では、
ゴルフレッスンをするだけではなく、健康や
美しさを保つサポートとして、歯のセルフホ
ワイトニングの機械を導入し、利用者へのサ
ービス向上に取り組んでいる。
　練習場業界は、屋外、インドアいずれも従来
の『練習』だけの場から、各種の教室や用品販
売を含めたゴルフライフ全般からの利用創出
を図るための企画力や運営力が試されてい
る」
　と、している。
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　当協会流通委員会主導の共同配送について
の参加状況と今後の拡大案を報告する。

【経緯報告】
  2016年2月よりスタートした「ゴルフ共同
配送便」について現在までの実施状況を報告
する。
■ 2016年2月より2社による共同配送を開始。
更に2017年7月更に1社の参加表明が有り、
関東地区にある量販店26社、約670店舗に対
して3社に拠る共同配送が実施された。
■ 2018年2月より配送エリア及び配送チャネ
ルの拡大を図る為、新たな運送会社と運送
業務委託契約を締結し、全国配送を視野に
於いた業務内容の拡充体制を整える。

■ 2018年4月3社が参加。同年7月に更に2社
が参加となり現在までにゴルフ共同配送に
参加の企業は8社となり、6月からは関東
圏の大型専門店限定から、宅配を除く全て
のチャネルに配送先を拡大している。

■ 更に本年10月より関東圏からの全国配送
を開始、順次関西圏、中部圏からの全国配送
も開始する予定。

【実績報告】
■ 2017年度は関東地域の得意先店舗に42,888
件、69,525個を配送。各社の1件当たりの荷

3.集荷時間
・原則18時まで
4.配送時間
・ 原則翌日配送（配送時間はPM2時を目標、一
部例外地域を除く）

5.対象貨物
・1梱包原則5㎏、5才まで
・結束時も5㎏まで可
6.対象先
・宅配を除く全てのゴルフ取り扱い先
7.エリア
・ 全国を13エリアに分割、配送エリア毎に発
地からの料金設定

8.配送料金　
・ 1個目と2個目以降の料金に差を設け、複数
個数を出荷した場合料金が軽減される
・ 1日の平均出荷個数により3タイプの料金
（企業規模により異なるタリフを設定）
9.集荷先
・ ゴルフ用品協会会員向けのサービスの為
JGGA会員で有る事

【配送エリア】
　13エリア毎に発地毎（関東・中部・関西）に
配送料金設定。

【タイプ別配送料　事例】
関東発⇒関東・関西標準配送料（1日の配達個

数が20個以上100個未満の場合）
■関東発→関東配達
　1個目550円、2個目以降450円　
■関東発→関西配達
　1個目760円、2個目以降620円
これ以上の個数の場合は出荷個数の実績デー
タに応じて個別見積もりを行う。

【今後の方向性について】
1.ゴルフ共同配送
1）2018年10月より関東発⇒全国配送開始
2）2019年1月を目途に関西発⇒全国配送開
始予定
3）引き続き中部発⇒全国配送を予定
＊この件で興味があればJGGAに連絡を貰い、
幹事会社である（株）Opexの担当者が各社に
伺い物流費との比較に於いて説明する。
2.中規模物流センター開設検討
　中堅企業の多くが倉庫運営に苦慮されてお
り、複数社を纏め中規模物流センター開設に
よりコスト削減の可能性検証に着手（1社当
たりの標準的なモデルケースを設定）。
「想定対象先」
1）倉庫を分散されている企業を含め、倉庫規
模として200～ 500坪/1社を対象
2）ゴルフ場向け専用配送倉庫　共同配送に
よる1社当たりの物流コスト軽減

量は1.4個～ 1.7個、平均1.6個を配
送した。

■ 2018年度上期は配送件数42,022
件、60,702個を配送。下期は配送
先チャネル、エリアの拡大により
配送件数、配送量共に大幅拡大が
見込まれる。

【配送条件】
1.営業日
・ 集荷は月曜～金曜日（休日・祝日は
除く）、土曜集荷は別料金

2.納品
・ 集荷翌日配送（但し、日・祝祭日の場
合は翌営業日）、 但し、航空便使用
の為一部遠隔地での翌々日配送の
可能性あり
・着日指定、時間指定の取り扱いは不可

トラックブース

共同配送便
運行

練習場

梱包集約
送り状発行

中規模センター

ゴルフ場

籠車orオリコン
納品伝票

中堅企業 ゴルフ専門店

共同配送の参加状況と今後の拡大

中規模センター運用イメージ センター内　共有化イメージ
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団体戦

1位 オラシオン 38 35 73

2位 マジェスティゴルフ 38 35 73

3位 PRGR 38 36 74

個人戦 IN OUT GROSS

1位 小澤寿和（オラシオン） 38 35 73

2位 大西克巳（マジェスティ） 39 37 76

3位 石井隆史（ミズノ） 38 39 77

「第7回西日本企業
ゴルフ大会」開催報告

　9月13日、当協会西日本支部主催の「第7回
西日本企業ゴルフ大会」が、兵庫県西宮市の
西宮高原ゴルフ倶楽部にて21社48名（内女性
1名）が集結し開催された。
　白石支部長より「西日本各地は豪雨、地震、
風による自然災害で大きな打撃を受けている
が、ゴルフ市場の活性化に向けて力を合わせ
ていこう」と挨拶があった。
　当日は曇り空ながらそれほど暑くもなく、
参加選手は真剣かつ和気藹々でプレー進行。
豪雨に続く台風の影響でバンカーはすべて修
理地扱いの特別ルールとなった。
　表彰式では各社交流を深め盛会裡に大会を
終了した。競技結果は右記、表をご覧頂くが、
ベストグロス賞は山仲直喜氏（ブリヂストン
スポーツセールスジャパン）の73ストローク
だった。

参加企業（商号略）
朝日ゴルフ、アシックスジャパン、大橋金属工
芸、キャロウェイゴルフ、コラントッテ、ゴル
フショップえざき、サンケイスポーツ
（PRESS）、住友ゴム工業、ダイヤコーポレーシ
ョン、ダンロップスポーツマーケティング、デ
サント、西明石ゴルフショップ、藤倉ゴム工
業、ブリヂストンスポーツセールスジャパン、

「第7回中部ゴルフ関連企業
対抗ゴルフ大会」開催報告

　10月3日、当協会中部日本支部主催の「第7
回中部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会」が、
三重県いなべ市の涼仙ゴルフ倶楽部にて18
組36名が集結し開催された。
　当日は、爽やかな秋晴れに恵まれ、中部支部
会員企業、ゴルフ練習場オーナー、ゴルフ場支
配人、スポーツメディア、インドア内装業社
等々、ゴルフ関連企業様の交流と情報交換が
友好的に行われた。
　成績は以下のとおり。

　当協会及び東京都が後援し、日本プロゴル
フ協会（PGA）、国際スポーツ振興会（ISPS）が
共催する「2018 PGA Handa Cup・フィランス
ロピー障害者ゴルフ大会」が10月2日、若洲ゴ
ルフリンクス（東京都江東区）で開催された。
　今大会は、身体に障害を持つ101名が参加。
事前募集では118名が応募し、直前キャンセ
ルもあったため、抽選せずに全員を受け入れ
ての大会となった。出場者は聴覚障害者27
名、内部障害者7名、上肢下肢障害者9名、上肢
障害者16名、下肢障害者22名、視覚障害者（全
盲）8名、視覚障害者（弱視）12名だった。
　当日は新ペリア方式による18ホールスト
ロークプレー部門別の個人戦。天候に恵まれ
障害を感じさせないダイナミックなプレーに

（公社）日本プロゴルフ協会主催　2018 PGA Handa Cup・
フィランスロピー障害者ゴルフ大会　開催報告

随行したプロも毎回感心させられ、ボランテ
ィアでプロ62名、明治大学の学生2名の協力
もあり競技進行もスムースで各所滞るホール
もなく全ホール予定通りに消化できた。スコ
ア集計は人員を多く配置されホールアウトか
ら表彰式の進行が前回よりスムースだった。
　また、JGGAが協賛した賞品は全員に行き
渡りとても喜んで頂けた。山田副会長が表彰
式でプレゼンターを勤められた。手話を交え
た挨拶は選手もスタッフも驚かせた。また
PGAからは毎年の賞品の協賛に感謝された。 

商品協賛企業　26社（順不同、商号略）
プロギア、朝日ゴルフ、アシックスジャパン、
キャロウェイゴルフ、フォーティーン、二木ゴ

ルフ、マジェスティゴルフ、ダンロップスポー
ツマーケティング、デサント、アクシネットジ
ャパンインク、有賀園ゴルフ、ピンゴルフジャ
パン、藤倉ゴム工業、ブロッサム、ブリヂスト
ンスポーツ、マスターズ、ミズノ、テーラーメ
イドゴルフ、つるや、ヤマト徽章、ヤマニ、ヨネ
ックス、キャスコ、グローブライド、本間ゴル
フ、ヤマハ

商品協賛企業　6社（順不同、商号略）
住友ゴム工業、ミズノ、ブリヂストン、キャロ
ウェイ、ヨネックス、PRGR、カジュアルゴルフ

順位 チーム 選手① 選手② GROSS計

優勝 ブリヂストンスポーツ                      前田輝之 山仲直喜 149

準優勝 ダンロップスポーツ                           森川直英 佐久間博史 159

第三位 ゴルフショップえざき 山徳幸光 堂西亜希子 159

<スクラッチ部門>

順位 チーム 選手① 選手② POINT計

優勝 藤倉ゴム工業 実方英明 本吉秀行 149.2

準優勝 マルマン 八田周二 大村憲一郎 152.8

第三位 大橋金属工芸 大橋正起 斉藤弘二 155

<アンダーハンディ部門>
（ダブルペリア+100切りポイント制）

プロギア、ブロード、マスターズ、マルマン、ミ
ズノ、ヤトゴルフ、ヨネックス

ダブルペリア部門優勝　藤倉ゴム工業

スクラッチ部門優勝　ブリヂストンスポーツ



 

vol.20

業界女子

第429号（奇数月1日発行） 平成30年11月1日発行（ 7 ）

ここまで好調な販売を記録してきたゴルフク

ラブ市場ですが、9月はウッド、アイアン市場

共に数量ベースで前年同期比70%台と大幅ダ

ウン。しかし比較対象となる前年同期が好調

だったこと、『XXIO 9』を中心としたマークダ

ウン品販売が市場を底上げしていたことが差

異の要因であり、プロパー販売品に関しては健

闘レベルの数字が続いていると言って良いか

もしれません。

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 G400 コンポジット ピン 1 XXIO X Hybrid 住友ゴム

2 XXIO X チタン 住友ゴム 2 M4 Rescue テーラーメイド

3 M4 チタン テーラーメイド 3 G400 Hybrid ピン

4 ROGUE STAR コンポジット キャロウェイ 4 G400 FW ピン

5 TOUR B 18 XD チタン ブリヂストンスポーツ 5 XXIO X FW 住友ゴム

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 住友ゴム 1 VOKEY DESIGN SM7 アクシネット

2 XXIO X L.  スチール 住友ゴム 2 RTX-3 住友ゴム

3 I210 MODUS3 スチール ピン 3 RTX4 住友ゴム

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

5 SRIXON Z585  NS スチール 住友ゴム 5 MACK DADDY 
FORGED（2016） キャロウェイ

順位 BALL BEST5 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST5 メーカー名

1 PRO V1（2017） 3ピース
/4ピース アクシネット 1 O-WORKS（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 WHITE HOT RX キャロウェイ

3 HVC 2ピース アクシネット 3 SCOTTY CAMERON 
SELECT（2018） アクシネット

4 HONMA D1 2ピース 本間ゴルフ 4 EXO キャロウェイ

5 WARBIRD（2017） 2ピース キャロウェイ 5 SIGMA G ピン

=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）

9 月1日〜 9 月 30日

ドライバー1位=G400

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ゴルフ場へ訪問し、カートナビとピンポジ君の
営業活動をしています。

Q.年間のラウンド数は?
A.24ラウンドくらいです。最近は好奇心から1人
予約ゴルフにも行きました。自分の都合の良い日
時で予約できることと、女性優待のプランもあり
お安く回れるのでおすすめです。ゴルフ場で
EAGLE VISIONを持っている人を見つけると嬉
しくなり、思わず声を掛けたくなります。

Q.ゴルフをやっていて良かったことは?
A.日常生活であまり人から褒められることってない
じゃないですか?ゴルフをしていると、「ナイスショ
ット!」や「さっきのショット良かったね!」など褒め
てもらえるのが嬉しいです。また、ゴルフ場で80歳
くらいの方が大喜びしている姿を見た時は、ゴル
フは年を取ってもこんなに楽しめるんだと改めて
思いました。年を取ってもゴルフを続けて、将来ど
こかのゴルフ場のメンバーさんになりたいです!

Q.ゴルフ業界で働く女性へメッセージを。
A.女性の数が少ない業界ですが、これから女性
ゴルファーを増やしていくためにも、女性目線のア
イディアは必要だと思います。ゴルフ業界を盛り上
げていけるよう、お仕事もゴルフも楽しみながら
頑張りましょう!

非常ににこやかに、朗らかに接して特にゴルフ場の
支配人には人気者です。これはもって生まれたもの
なので凄い武器だと思います。最近はゴルフにも目
覚めて90切りも見えてきていると思います!

（次世代開発本部 EAGLEVISION戦略部
　次長 氷室直樹さん）

朝日ゴルフ株式会社
EAGLE VISION戦略部 オンコース戦略課

金 佳奈さん
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当協会・馬場宏之会長が
横浜・林文子市長を訪問

　9月28日（金）、日本ゴルフ用品協会の馬場
宏之会長が、横浜市の林市長を訪問し、来年で
横浜開催が3回目となるジャパンゴルフフェ
アについて懇談した。
　馬場会長から、「パシフィコ横浜への会場
移転は事前には色々懸念はあったが、移転初
の2017年、2回目の2018年ともに過去最高
の来場者を獲得できた。横浜は来場者の客層
も良く、今後も更なる発展が期待できる」と
報告。林市長からは、ジャパンゴルフフェアと
いう大型イベントを横浜で開催することに対
して、お礼の言葉があった。
　また林市長より、「来年はラグビーワール
ドカップ開催、東京五輪の会場でもあり、横浜
は各種スポーツによって大きな盛り上がりを
迎える」「その一環として今後もジャパンゴ
ルフフェアに期待していて、横浜市としてで
きる限り協力していく」との発言があり、馬
場会長からの「今後より一層、協力体制を維持
していきたい」との言葉で懇談は終了した。

ジャパンゴルフフェア2019
企画および活動内容

①JGF2019の開催スローガンは「ゴルフファ
ンを増やそう。」
　JGF2019の主催者・出展社に向けた開催ス
ローガンは「ゴルフファンを増やそう。」に決
定。ゴルフ市場全体の課題であるゴルフ人口
の増加をスローガンとして設定し、会場全体
でゴルフの魅力を発信しゴルフファンを大い
に刺激しゴルフ業界の活性化を実現していく
ことを目指す。
②新企画　「コミュニケーション広場」
　来場者への多様な情報発信の場所として、
「コミュニケーション広場」を設置。2019年
ルールなど、旬なセミナーをはじめ、関連団
体、関連メディア、そして出展社による多様な
情報が発信される。体験型のワークショップ
も実施が予定されている。すべての企画が無
料。
③「コンポーネントコーナー」の拡充
　JGF2018に開設した「コンポーネントコー
ナー」、「シャフトコーナー」、「地クラブコー
ナー」を統合して、新たな「コンポーネントコ
ーナー」として実施予定。シャフト、ヘッドと
いったそれぞれに個性のあるパーツをまとめ
て訴求することにより、奥深いギアの魅力を
紹介する。

④新企画「ゴルファー育成関連企画」
横浜市の<次世代育成事業>とタイアップ
　運動能力の開発からゴルフの基礎まで、ゴ
ルフに近づくことのできる機会を子供から大
人と幅広い人たちに提供していく。
⑤ゴルフフェア見学ガイドツアー
　JGF2017からスタートした人気企画　「ゴ
ルフフェア見学ガイドツアー」を、今回も継

続実施。知名度の高いゴルフ解説者やプロゴ
ルファーの案内で、効率的・効果的に最新のク
ラブやトレンドのグッズ情報に触れられると
評価が高い。
⑥奥行15ヤードを確保した大型試打施設は今
年も実現
「これだけの距離があれば解放感満点だし、打
球の弾道イメージもつかめる」と大好評。こ
こで人気各社の最新のクラブを思う存分試打
できる。また、今やゴルフフェアの最も象徴的
な施設といえるこの「試打オープンタイプ」
を男性に独占されがちで機会が少なかった女
性たちへの積極的提供も計画している。

⑦会期の時間延長対応企画
　金曜日と土曜日の閉場時間は19時。この対
応は夕方からしか来られない人が少しでもゆ
っくり会場内を見られるようにという目的で
前回から実施されている。ゴルフフェアとし
てはこの時間からでも大人気の「試打オープ
ンタイプ」での試打が少しでもできるように
この施設を利用している各社に協力をお願い
する。また有志の出展各社のブースではこの
時間に限定した人気商品の供出やお楽しみ企
画が実施される。
⑧女性を対象とした企画
　ゴルフ市場の健全な成長のために不可欠と
いわれる女性ゴルファーの活性化企画を展開
する。
・休憩スペースの少ないゴルフフェアの会場
内に女性専用休憩スペースの設置
・女性専用試打コーナーの設置を模索
・ギアオタクでないと近づきづらい面もある
この会場を女性目線で相談に乗ったり会場内
を案内したりするレディスコンシェルジュを
設置
　といった女性とゴルフの距離を狭める努力
を積極的に実施していきます。

「第53回ジャパンゴルフフェア2019」関連事項


