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られる他のレジャーよりも費用対
効果が高い選択肢があります。で
は何故、若者の新規参入が減少す
るのでしょう。
　先日、私が定期的に通っている
接骨院の30歳前半の院長から「ゴ
ルフを本格的にやろうと友達と話
している。結構みんなやっている」
と嬉しい言葉を聞きました。色々
背景を聞くと「40歳も近くなる
と、他のスポーツはしんどいから」
と、私が40歳を迎えてサッカーを
引退した頃を思い出しました。い
ま、この年齢になってゴルフをし
ていなかったらと考える事があり
ます。最近は弊社でもゴルフ100

　新年あけましておめ
でとうございます。
　会員の皆様におかれ
ましては、新たな気持
ちで新年をお迎えのこ
とと心よりお喜び申し
上げます。
　昨年の国内経済は天
候不順や自然災害の発

　いま、世の話題
と言えば日産自動
車ゴーン元会長の
逮捕でしょうか。
逮捕容疑は役員報
酬の過少申告。そ

の理由は「社員が高額報酬をよく
思わないから」ということらしい
ですが、偏見と言えばゴルフに対
しても「健全でない富裕層のスポ
ーツ」という見方があります。確
かに名門コースで贅沢三昧のプレ
ーをすれば一般庶民が続けられな
い高額な費用が必要でしょう。た
だ、近年はゴルフ場関係者の努力
もあって食事付き5千円から始め

年東京オリンピックに向けての日本人選手の
活躍を期待させる出来事でした。
　このような環境の中、昨年も会員の皆様の
積極的なご協力により各委員会や各支部にお
いて様々な成果を出すことができましたこと
に感謝しております。
　２年目の横浜開催となったゴルフフェアは
皆様のご協力のおかげで過去最高となる
57,197人の来場者数となり、成功裏に終了す
ることができました。今年は「ゴルフファンを
増やそう」を開催スローガンに掲げ、「ゴル
ファーに関連するすべての企業・団体等の参
画」「メディアの皆様や横浜市の支援強化な
どによるPR強化」「女性やファミリー層への
対応強化」等々の取り組みを行い、昨年を上
回る60,000人の来場を目指します。
　販売技術者講習会は、女性10名を含めて56
名の方にご参加頂きました。今後も広範囲且
つ専門的にゴルフ用品の販売に関する知識を
習得する場としてゴルファーの皆様へのサー
ビス向上とゴルフ用品産業のレベルアップに
貢献して行きたいと考えております。
　ゴルフ市場活性化委員会の活動では一昨年

切りプロジェクトなど、ゴルフ推
進活動が活発になり、そのコミュ
ニティで多くの方々と交流も増
え、情報の幅も広がり、仕事にも役
立っています。医療技術が発展し、
人生100歳時代を迎える今こそ、
ゴルフの素晴らしさを多くの若者
に伝えたいですね。その為に、始め
るきっかけ作りと、遊び気分で簡
単に始められる仕組み作りが必要
です。まずは手ぶらキャンプでは
ありませんが、無料のレンタルク
ラブが多くの練習場に必ず置いて
あれば良いなと思いますが、如何
でしょうか？

（藤倉ゴム工業　森田健司）

生という一時的な引き下げ要因はあったもの
の、企業の設備投資の増加や失業率の低下、名
目賃金の上昇などにより個人消費は堅調に推
移し、実質GDP成長率も４年連続でプラス成
長を続けました。
　一方ゴルフ業界は、年初の大雪、６月、９月
の地震、猛暑、秋の台風などの影響により、ゴ
ルフ場の入場者数は苦戦を強いられました
が、用品市場はプロパー品レベルでは昨年並
みの状況となった模様です。
　プロゴルフツアーでは、男女ともに若手選
手の活躍が目立った年であり、その中でも畑
岡奈紗選手の大会最少スコアを更新するトー
タル21アンダーでの米ツアー初優勝は2020

に続き大学のゴルフ授業への協力として多く
の会員企業様から授業用のゴルフクラブを多
数提供して頂き、若年層のゴルフの普及に貢
献することができました。今年は女性ゴルフ
ァーの活性化にも取り組んでまいります。
　製造渉外委員会では、活発な議論のもとゴル
フクラブのスペック測定に関するガイドライ
ン(シャフト編)の整備に尽力して頂きました。
　流通委員会では、2016年に２社でスター
トした「ゴルフ共同配送便」は昨年までに８
社の企業が参画し活動が大きく前進しまし
た。９月からは関東圏からの全国配送を開始
し、今後は順次関西圏、中部圏からの全国配送
に取り組んで行きます。
　今年は来年開催される東京オリンピック・
パラリンピックに向けて日本全体が盛り上が
って行く年です。我々ゴルフ業界もこの盛り
上がりを「チャンス」と捉え、「ゴルフをみん
なのスポーツに」のスローガンのもと「ゴル
フを「する」「見る」「支える」人口の増加に協
会一丸となって推進して行く所存ですので、
引き続き、よろしくご指導、ご支援をお願い
し、新年のご挨拶とさせていただきます。
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　新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな希望を持
って新年を迎えられたことと存じます。
　昨今の世界経済は、緩やかな回復基調では
あるものの、不透明感の強い状況が続いてお
り、ゴルフ業界も、先進国でのゴルフ離れは依
然として継続しており、日本でもゴルフ人口
の減少は否めません。
　しかしそのような中でも、タイガー・ウッズ
の復活優勝、日本のトーナメントにおける若
い世代の台頭、また障害者ゴルフ大会である
フィランスロピーは年々盛り上がりを増して
おり、ゴルフ全体としては活気も感じられる
要素が増えてきたと感じております。
　更に来年はいよいよ東京オリンピック/パ
ラリンピックの年です。リオ大会から正式種
目に復活したゴルフを盛り上げ、魅力的なス
ポーツであるということを多くの人々にアピ
ールしていくまたとないチャンスです。今よ
りもっと手軽にゴルフを楽しめる環境を提案
していくことで、ゴルフへのハードルを下げ、
身近なスポーツであるというイメージを広め
ていくことも必要でしょう。
　大学授業のサポート、スクランブルゴルフ
や９ホールプレーの標準化、インドアゴルフ
等、手軽にできるゴルフを普及させ、ゴルフに
触れる機会を協会一丸となって増やし、ファ
ンの拡大、ゴルフ人口の拡大につなげたいと
考えます。
　最後になりますが、本年もご指導、ご支援を
お願いし、新年のご挨拶とさせていただきま
す。

　新年あけましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな夢と希望
を胸に新年をお迎えのことと心よりお喜び申
し上げます。
　いよいよ来年に56年振りとなる東京オリ
ンピック・パラリンピック開催を控え、世界的
にスポーツへの注目がますます高まっていく
ことと予想されます。東京開催が決定して以
来、国内では各種スポーツ競技において様々
な活性化対策が取られ競技人口の底上げと増
大が図られています。
　ゴルフでは世界的な活性化策として、R&A
とPGAが主体となり、競技時間の短縮を主眼
に大幅なルール改正を決定し、今年から施行
されます。また、欧米ゴルフ関連団体を中心に
女性ゴルファー増大対策も具体的に進行して
います。国内ゴルフは、女子ツアーがますます
隆盛を見せるなか、海外ツアーに参戦して世
界ランキングの上位を積極果敢に狙う若手選
手が男女共に増えています。
　当協会としても、横浜で３回目を迎えるジ
ャパンゴルフフェアは、特に若年未経験者や
女性、ファミリー層に対してSNSなどを活用
し積極的に情報発信しながらゴルフ参加への
働きかけを一層強めていきます。また、気軽に
参加できるスクランブル大会の開催や全国の
大学ゴルフ授業支援など、年間を通じて新規
ゴルファーの創出と活性化に取り組んで参り
ます。
　結びとなりますが、皆様にとってより素晴
らしい１年となることを祈念し、新年のご挨
拶とさせていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、新たな気持ちで
新年をお迎えのことと心よりお喜び申し上げ
ます。
　昨年は、多くの製品が話題を生み、ゴルフ用
品市場も活況であったと感じております。何よ
り、我々の製品やサービスが、ゴルファーに喜
んでいただけているのは喜ばしいことです。
　さて、今年はいよいよ東京オリンピックま
で一年を切る年にもなります。このオリンピ
ックをきっかけに、もっと多くの方にゴルフ
というスポーツの楽しさを伝えたいと思って
います。では、そのオリンピックを最大限に生
かす奇策があるのか？それは、なかなか望ん
で生まれるものではありません。私は、この一
年に講ずべき手立ては、奇策ではなく、もっと
当たり前のことだと思っています。
　それは、何か？　それは、常にゴルファーの
皆様が喜ぶ製品やサービスを提供することで
す。至極当たり前のことかもしれませんが、
日々皆様が取り組まれていることの一つひと
つの積み上げが、オリンピックという可能性
を秘めたイベントで昇華し、そしてオリンピ
ックの後にも大きな影響を与え、ゴルフとい
うスポーツの発展に変わっていくと信じてい
ます。
　よくよく考えれば、ここまでもその準備を
してきたのです。急に特別なことをするので
はなく、目の前の一歩一歩を将来につなげて
いく。その光明を見据えて、この新しい年を皆
様と一緒に歩んでいきたいと思っておりま
す。
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　10月30日（火）、当協会が主催する第８回
「Japan Golf Industry Cup（ゴルフ関連企業
対抗ゴルフ選手権）」が、横浜市保土ヶ谷区に
ある横浜カントリークラブ西コースにて開催
された。２週間前に日本オープンゴルフ選手
権が開催された会場で、朝から晴天で日中は
23.4度という絶好の環境でゴルフ関連企業
24社２団体、169名の選手が参加した。
　今年で８回目を迎えた『インダストリーカ
ップ』の開催にあたり、同協会の馬場宏之会
長は関連企業の参加者に対してつぎのように
挨拶した。
「インダストリーカップは2011年の東日本大
震災でゴルフ自粛が叫ばれる中、それではダ
メだということで、業界を挙げて協会が中心
となって積極的に取り組んできたイベントで
す。また当協会ではこの大会と合わせてペア
スクランブルゴルフ大会と言う新しい楽しみ
方も啓蒙して多くの方に来て頂いておりま
す。そしてこのインダストリーカップも定着
して多くの皆さんに参加して頂いておりま
す。
　この大会を競技としての楽しみ方も有りま
すし、プレーや表彰式を通じて他社の方との
交流も出来ます。更には社内のゴルフの啓蒙
に予選会なども含めて、ゴルフを活性化する
ことに遣って頂ければと思います。是非、ゴル
フの輪を広げて頂く事で一緒にゴルフ業界を
盛り上げて行きたいと思いますので、ご協力
のほど宜しくお願い致します」
　競技はアンダーハンディ部門29チーム・
114名(１チーム・４名)、スクラッチ部門（個人
戦、団体戦）が14チーム・55名(１チーム・４
名）の２部門で熱戦が繰り広げられた。アン
ダーハンディ部門で、優勝は朝日ゴルフが初
優勝を果たした。ネットトータル212.8ストロ
ーク、２位に二木ゴルフＢチーム、３位はブリ
ヂストンスポーツであった。
　スクラッチ部門で、個人戦の優勝は田野弘
幸氏（キャロウェイゴルフ、グロス72ストロ
ーク）、２位は渡邊信之氏（ゴルフダイジェス
ト・オンライン）、３位は水石琢哉氏（二木ゴル

第8回ジャパンゴルフ
インダストリーカップ開催

アンダーハンディは朝日ゴルフ、スクラッチはピンゴルフジャパンが共に初優勝

　新年明けましておめでとうございます。　
新たな気持ちで新年を迎えられたことと心よ
りお喜び申し上げます。
　昨年はスポーツのパワハラ問題や検査デー
タの改ざんなどの不祥事が数多くメディアに
取り上げられました。我々も常に謙虚でルー
ルを遵守し、正々堂々としていたいものです。
今年からゴルフルールが大きく変わりまし
た。ゴルフを続けられる条件は楽しくラウン
ドできることです。３月のジャパンゴルフフ
ェアにおいてもゴルフの楽しさをより伝えら
れるよう企画しています。来場者招聘に各位
ご協力賜りますようお願い致します。
　PGA公式トーナメントが日本で開催される
というビッグなニュースもあり、また万博が
2025年に大阪で開催されることが決定しま
した。これを機に猪突猛進、飛躍の年になれば
と願っています。
　ゴルフをすると前頭葉を刺激し認知症予防
につながり、ゴルフをしない人と比べて死亡
率が低いという研究結果があります。健康寿
命を伸ばすことが課題となっている現在、ゴ
ルフが果たせる役割も大きいことを認識し、
私たち一人ひとりが周りに広げていく必要が
あるのではないでしょうか。
　最後になりましたが、本年が皆様にとって
良い年となりますよう祈念いたしますととも
に、今後ともご指導ご支援の程よろしくお願
い申し上げます。
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フ）であった。
　団体戦の栄えある優勝はグロストータル
233ストロークでピンゴルフジャパンが初優
勝を飾った。２位はゴルフダイジェスト・オン
ライン、３位はアクシネットジャパンインク
であった。
　各部門の成績発表と表彰式の後、アレック
ス・ボーズマン東日本支部長より運営スタッ
フに対する感謝の言葉と参加者に対して今後
もこの大会を開催する意義としてコミュニテ
ィとコミュニケーションの２つの大切さを掲
げ閉会の辞が述べられた。
　なお、競技結果は以下のとおり（スクラッ
チ、アンダーハンディは、チーム内上位３名の
スコアを採用している）。
　また、インダストリーカップでは参加者に
アンケートを実施。アンケート記入者数 124
名（男性：115名、女性：９名）となった。その内
容も紹介する。

スクラッチ部門 個人戦

順位 企業名 氏名 OUT IN Total
優勝 キャロウェイゴルフ 田野弘幸 37 35 72
2位 ゴルフダイジェスト・オンライン 渡邊信之 36 36 72
3位 二木ゴルフ 水石琢哉 37 37 74

アンダーハンディキャップ部門 団体戦

順位 チーム名 氏名 OUT IN Total HDCP NET 上位3人の
NET合計

優勝 朝日ゴルフ

内本浩史 43 40 83 15.6 67.4

212.8
湯浅力 45 43 88 15.6 72.4

髙井裕哉 45 46 91 18.0 73.0
釼持陽一 51 49 100 24.0 76.0

2位 二木ゴルフ B

小西千晶 40 38 78 7.2 70.8

215.0
石岡照暁 46 41 87 15.6 71.4
西脇弘 42 50 92 19.2 72.8

北條圭一 57 46 103 25.2 77.8

3位 ブリヂストンスポーツ

木村徳義 42 42 84 13.2 70.80

215.2
遠田顕史 38 45 83 12 71.00
浅田隆 44 45 89 15.6 73.40

山形嘉彦 36 41 77 0 77.00

スクラッチ部門 団体戦

順位 企業名 氏名 OUT IN Total 上位3人の
スコア合計

優勝 ピンゴルフジャパン

根津博嗣 38 38 76

233
若菜紳一郎 39 38 77
安齋伸広 40 40 80
稲原洋 41 40 81

2位 ゴルフダイジェスト・
オンライン

渡邊信之 36 36 72

236
吉岡栄徴 37 45 82
高木康誠 45 37 82
岡部寛之 48 46 94

3位 アクシネット
ジャパン インク

板垣靖孝 41 36 77

238
三瓶大輔 39 40 79
続木達也 41 41 82
木澤圭介 50 39 89

活性化に必要なことは…自社の活動内容参加者のゴルフ歴

参加者の年間ラウンド数

ゴルフ活性化について
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　日本ゴルフ場経営者協会（NGK）はこのほ
ど、「2017年度ゴルフ場利用税の課税状況か
ら見たゴルフ場の数・利用者数等」を発表し
た。ゴルフ場業界の数値データとして最も信
頼性が高く、60年間のゴルフ場業界の推移
を知るうえで「ゴルフ場利用税の課税状況結
果」により「2017年度ゴルフ場利用者数」と
「2017年度末ゴルフ場数」等が纏まった。本デ
ータは、都道府県別の利用者数を調査したも
の。
１．2017年度の利用者数状況
　2017年度ゴルフ場利用者数は、対前年度比
24万人減少（0.3％減）の8,554万人で、2010
年度の8,809万人以降、東日本大震災の影響
を受けた2011年度を除き最小の利用者数と
なった。2017年度の四半期ごとの状況は、第
１・第２四半期は前年比で比較的順調な滑り
出しで増加傾向だったが、第３四半期に入り
10月の台風襲来や長雨により全国的に減少
し、更に、第４四半期は１～２月の降雪により
43都道府県が大幅な減少となった。
　地域的には、前年度に台風の襲来等により
大きく減少した北海道、熊本大震災の影響に
より減少した九州地区が2015年度に近い水
準に回復したが、その他の33都府県が上記の
気象要因により減少。ゴルフ人口の減少によ
り、地球温暖化による天候状況やそれに伴う
自然災害によって、一旦減少した利用者数の
他の季節での取り戻しが厳しくなっている。
　過去10年以上総利用者数を下支えしてき
た「70歳以上の利用者数」は、天候的なマイナ
ス要因があったにも係わらず、2017年度も
7.0％増加し、全利用者数のほぼ20％となっ
た。しかし、「70歳以上者」の伸び率は団塊の
世代が70歳に到達する2020年以降数年は逓
増するが、その後は逓減傾向に転ずると予測
される。特に2017年度の状況で注視すべき
は、高齢者の伸びにより全利用者数は横這い
で推移しているが、「18歳以上70歳未満の利
用者数」が2010年度に7,758万人となって以
降年８年間で約1,000人減少して6,876万人
になったことである。極めて憂慮すべき事態
の兆候が出始めており、新規ゴルファーの創
造活動が急務となっている。
２．ゴルフ場数
　2018年３月末日におけるゴルフ場数は、対

前年度比25減少の2,238ゴルフ場であった。
閉鎖ゴルフ場の内訳では４ゴルフ場が18ホ
－ル未満であったことと、36ホールの２ゴ
ルフ場が改修工事等の終了により営業を再開
したため、18ホール換算ではこの１年間に
22ゴルフ場程度が減少したことになる（都道
府県に跨るゴルフ場が19ゴルフ場あるため、
実稼働のゴルフ場数は、2,257ゴルフ場から
19を減じた2,238ゴルフ場が実際の営業ゴル
フ場数）。
　ゴルフ場の閉鎖が本格的に始まったと考え
られる2010年度以降の８年間の累計では、
188ゴルフ場が閉場した。
３．ゴルフ場利用者数の減少率が大きい地域
　2008年度ゴルフ場利用者数9,078万人との
比較では、2017年度は5.5％減少している。
全国平均と比較して、減少率が大きい道県は、
和歌山県20.8％を筆頭に、福島県19.1％、秋田
県18.0％、香川県17.0％、島根県15.6％、岡山
県15.3％等々、15道県が10％以上の減少を
示している。地域的に北海道、中国地方、四国
地方が総じて減少傾向が高くなっている点に
注意が必要であり、人口密集地域との距離や
人口動態等により、地域間の格差が拡大して
いると思われる。
４．ゴルフ場利用税額の推移から見えるもの
　2017年度のゴルフ場利用税額は、対前年度
比12億円減少の447億円であった。ゴルフ場
利用税額は1992年度に1,036億円を記録した
以降、減少を続けて57％減少している。また、
2017年度の「１人当たりゴルフ場利用税額」
は、前年度比５円減少の650円で、1993年度
の1,019円から36％減少している。この間、大
半の自治体のゴルフ場利用税決定基準が変更
されていないため、「１人当たりのゴルフ場
利用税額減少＝ゴルフ場利用税決定対象料金
の減少」と考えられるため、平均的なゴルフ
場プレー料金もほぼ同額減少したと考えられ
る。
５．自治体ごとに定められている「ゴルフ場利

用税決定基準」の合理性
　2017年度にゴルフ場利用税決定基準が見
直された自治体はなかった。都道府県ごとに
定められている「ゴルフ場利用税決定基準」
には、合理性を欠いたものもある。
　その典型的な例が、18ホールを超えるゴ
ルフ場のゴルフ場利用税額が高く決定される
仕組みとなっているものが、24県存在して
いる。現状、18ホールでのプレーが100％に
近い水準であり、18ホールしかプレーしな
い利用者が負担する税がゴルフ場施設の規模
により決定される基準が設けられていること
は、合理性からは不可思議なことだ。
　また、もっと不可思議なことは、秋田県の
「ゴルフ場利用税決定基準」にゴルフ場利用
税等級決定の対象となる利用料金を次のよう
に定めている点である。
「利用料金＝平日における通常の利用料金（グ
リーンフィー・各種維持費・連盟協力金・ゴル
ファー保険・緑化協力金・河川整備基金）」
　上記のアンダーライン部分は利用者の承諾
の基に徴収される任意のものと考えるが、対
象料金に含まれることとなっている（他県に
おいてもゴルフ場の申告時において選択制で
ある旨の届出がない場合は、「協力費」との
名目で含むとしている自治体がある）。額の多
寡ではなく、基本的な考え方を正していく必
要があると考える。
６．18歳未満利用者は逓減傾向
「ゴルフ普及」とのテーマの中で、多くのゴル
フ場や業界団体が「ジュニア育成」を活動目
標に掲げている。下記の「18歳未満者」のゴル
フ場利用者数からは、その成果がここ数年停
滞状況にあることが考えられるため、その原
因分析も必要である。
　ジュニアゴルファーの増加を目指した活動
については、様々なハードルがあるため、ゴル
フ界全体で統一した取組スキームの構築を模
索する必要があるのではないでしょうか。

「2017年度ゴルフ場利用者数」と「2017年度末ゴルフ場数」
　日本ゴルフ場経営者協会（NGK）調査　2017年度ゴルフ場利用税の課税状況結果
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ジャパンゴルフフェア2019 企画および活動内容

①出展社情報
・ 継続的に出展してくれている各社が出展コ
マ数を増やす傾向が見られる。
・ 車の出展が増えた。前回のアクシネット＋
ベンツに加えてピンゴルフ＋フォルクスワ
ーゲン、ダンロップ＋レクサスと３社が出
展する。
・ 主にビジネス来場者をターゲットとする出
展社の効率的な出展を手助けするために、
比較的同じ方向性を持つ出展社のゾーンを
あらかじめ明確にした。

②受付システムの変更
　毎回大混雑する朝の入場に関して、ビジネ
ス関係者の入場をスムースにするシステムが
完備される。ビジネス来場者に関しては、
WEB上から事前登録が可能になり、事前登録
した人は別の列でスマートフォンをかざせば
そのまま入場できるようになる。会場時間間
際の頃だと着いてから、入場するまで小一時
間かかってしまうという不便さに対応し、少
しでもビジネスの活性化に寄与していく。
③新企画　「コミュニケーション広場」、「運
動広場」
　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。内容とし
ては、「シャフトの構造と効能」「グリップ交
換」「ゴルフ コンディショニング講座」「マー
ク金井のゴルフ講座」、その他手作りアクセサ
リーのワークショップなど様々な楽しくそし
て興味深いコンテンツが発信される。また、
「運動広場」では、フィットネス協会や個人の
講師の協力をいただき、体を動かして体験で
きる様々な魅力ある活動を展開していく。
④「コンポーネントコーナー」の拡充
主催：ユニバーサルゴルフ社／ PCM
　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。ここには「ヘッド」「シャ
フト」「グリップ」の基本パーツのコーナーの
他、「計測機」「工房」などの組み付けに関す
るコーナーを設置。さらに試打席を使って、コ
ンポーネントの効果が実感できる展開も実施

を予定している。「工房コーナー」では、あま
り見られないクラフトマンの作業を間近に見
ることもできるため、来場者の注目を大いに
集めそうだ。参加の企業は前回を大きく上回
る40社を予定している。
⑤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
指導：国際武道大学陸上部コーチ
・ 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横浜市が
募集した子供達へ提供していく。
・ その活動の講師を活用して、来場したゴル
ファーにも、神経回路の動きを高めていく
運動の紹介などをしていく。

⑥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。次回もガイドは鹿又氏、関プロ（愛称：キュ
ーピー）、鶴原氏。メディアでの露出も多く知
名度もかなり上がっている３人による会場内
のガイドは、混みあったゴルフフェアの会場
内で最新クラブやトレンドグッズの情報に効
率的に触れられると評価が高く、事前申込み
はいつもキャンセル待ちになる。
⑦ファッションショーを盛大に開催
主催：ジャパンゴルフフェア 
共催：枻出版社（EVEN＋楽園ゴルフ）
　20近い過去最高のブランド数が集結する。
土・日の各日３ステージ・合計６ステージで
2019春夏コレクションが盛大に紹介される。
⑧フードコートも楽しくカジュアルに生まれ
変わる
　このコーナーの展開は本社が飲食の経験豊
富な「EVEN＋楽園ゴルフ」が全面的に運営す
る。これまでの地域の名物も含めたグルメコ
ーナー的な展開から一気にお洒落で軽いカフ
ェっぽいフードコーナーが登場する。
⑨会期の時間延長（バーディタイム）、17時以
降の対応企画
　金曜日と土曜日の閉場時間は７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
‘18年から実施されている。

お楽しみ企画としては、
○“ リンゴルフ”おなじみの女子達も大集合す
るステージイベント金曜日　17：00～、土
曜日　17：30～

○試打オープンタイプのスペシャル指定席
○販売コーナーでのスペシャル販売
○出展社のブース内販売の特別グッズ販売
⑩女性対象のサービス企画
企画協力：レジーナ、楽園ゴルフ
　ゴルフフェアでは、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
活性化のためにソフト面・ハード面でのサー
ビスを充実させる。
・ 休憩スペースの少ないゴルフフェアの会場
内に女性優先の休憩スペース。
・ やっているのは男性ばかり、しかも午前中
には一杯になってしまうという大人気の試
打オープンタイプの打席に女性専用試打コ
ーナーが登場。
・ またこのコーナーには、まだまだマイナー
な女性のゴルフ環境だが、女性目線で親身
になって多様な相談に乗ってくれるレディ
スコンシェルジュが待機。
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1 ACUSHNET JAPAN INC

2 AZAS GOLF

3 BMZ

4 BUMYANG GLOVE

5 BUZZ　LIFE

6 CHUZHOU HONGSHENG SPORTS PRODUCTION

7 FDR

8 GPRO

9 HICKORY STICK

10 HUA'S FASHION SPORTS

11 IOMIC

12 MIST　JAPAN

13 NOUEN

14 Pasific Links International

15 RANPERT INDUSTRIAL

16 RNDUS

17 Snowbee International

18 THE SWINGER & FLAPPER

19 TSKY

20 US　PGA　TOUR

21 VIP グローバル

22 VOLDIN

23 WASHO INTARNATIONAL

24 YKY 

25 アールアンドデイ

26 アイシム医療器

27 朝日ゴルフ

28 有賀園ゴルフ

29 エスティバンゴルフ

30 エムエス製作所 「MUQU」 事務局

31 エンジョイゴルフ & スポーツジャパン

32 大橋金属工芸

33 沖縄観光コンベンションビューロ

34 小田原湯本カントリークラブ

35 オニット

36 オリムピック

37 オリムピックナショナル VIP （コスモイーシー）

38 ガーミンジャパン

39 ガレリア

40 北側物産

41 キャスコ

42 キャロウェイゴルフ

43 京谷

44 喜和産業

45 クアトロ

46 久我修一ゴルフアーティスト

47 グラファイトデザイン

48 グランプリ
計142社（敬称略）  2018年12月20日現在

ジャパンゴルフフェア2019　出展社一覧
49 グレンコーポレーション

50 黒磯観光開発　黒磯カントリークラブ

51 ケイジェイシー

52 高知市観光協会

53 国際スポーツ振興協会 （ISPS)

54 コスモ ・ イーシー

55 コラントッテ

56 ゴルフダイジェスト ・ オンライン

57 ゴルフダイジェスト社

58 ゴルフプレミアム

59 ゴルフ用品界社

60 コンフォート ･ ゴトウ

61 サイパンラオラベイゴルフ & リゾート東京案内所

62 サソーグラインドスポーツ

63 サンヴァリィ　( ピレッティ ・ ラウドマウス）

64 サンゴルフコミュニケ―ジョンズ

65 シーディアイ

66 ジオテックゴルフコンポーネント

67 シャフトラボ　

68 ジュピターゴルフネットワーク

69 ジョイライフ

70 商閎

71 ジョルト　ファインダー

72 スタープラチナ

73 スポーツマインド

74 スリーディ

75 セピア ・ クワーティー ・ インターナショナル

76 ゼロ　フリクション

77 ゼロ ・ インフィニティ

78 創機工業

79 タイ国政府観光庁

80 ダイヤゴルフ

81 武市ウインド名古屋

82 タバタ　

83 ダブルスインターナショナル

84 ダンロップスポーツマーケティング

85 ツインベアーズ ・ マーケティング合同会社

86 ディースタイル

87 テイクスインク

88 ディテクト

89 テクノイースト

90 テーラーメイドゴルフ

91 御殿場小山町ゴルフ振興事業実行委員会

92 トップ貿易

93 ナノテックジャパン

94 二木ゴルフ

95 ニコンイメージングジャパン

96 日本シャフト

97 日本シー ・ エー ・ ディー

98 日本ジオニック

99 日本フェィウィック

100 日本プロドラコン協会

101 ニューアート ・ クレイジー

102 ノビテック

103 八甲

104 ハヤブサ

105 阪神交易 / ブッシュネルゴルフ

106 ピンゴルフジャパン

107 ファイテン

108 風刻工房

109 フォルクスワーゲン

110 福島 ・ しらかわ

111 藤倉ゴム工業

112 フランス観光開発機構

113 ブリヂストンスポーツ

114 プログレイス

115 ヘインズブランズジャパン

116 ポートウィック

117 北海道観光振興機構

118 マインド

119 マジェスティ　ゴルフ

120 マスダゴルフ

121 松岡手袋

122 マニューバーライン

123 マリアナ政府観光局

124 ミズノ

125 三井化学

126 三菱ケミカル / アルディラ

127 メトロポリス

128 メルシー

129 メルセデスベンツ日本

130 ヤマト

131 ヤマト徽章

132 ヤマハ　ゴルフ HS 事業推進部

133 山本光学　SWANS

134 ゆうき

135 ヨネックス

136 ライト

137 楽天　ゴルフ事業部 （楽天 GORA）

138 リーダーメディアテクノ

139 リバーサカワ ・ ゴルフクラブ

140 レクサス

141 レザックス

142 ワークス
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ＪＧＧＡ製造渉外委員会
標準化ワーキンググループ

「ゴルフクラブの『スペック測定』に関するガ
イドライン」の「改訂第２版」発行のお知らせ
と、導入協力の依頼

　当協会では、ゴルフクラブに対する消費者
の信頼を高め、商品に対する比較・選択が容易
に正しくできる…を目的に、「ゴルフクラブ
の『スペック測定』に関するガイドライン」を、
2015年９月16日に取りまとめましたが、この
度、新たにシャフトに関する３項目などを追
加した『改訂第２版』を制定し、2019年１月

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 M GLOIRE コンポジット テーラーメイド 1 XXIO X HB 住友ゴム

2 TS2 チタン アクシネット 2 G400 HB ピン

3 XXIO X チタン 住友ゴム 3 917 F2 アクシネット

4 G400 コンポジット ピン 4 XXIO X FW 住友ゴム

5 TS3 チタン アクシネット 5 G400 FW ピン

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 inpres UD+2 19 カーボン ヤマハ 2 RTX-4 住友ゴム

3 XXIO X L. カーボン 住友ゴム 3 RTX-3 住友ゴム

4 SRIXON Z585  NS スチール 住友ゴム 4 MACK DADDY 
FORGED 18 キャロウェイ

5 M4               スチール テーラーメイド 5 MILLED GRIND HI-TOE テーラーメイド

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

1 SRIXON Z-STAR 17 3ピース/
４ピース 住友ゴム 1 O-WORKS 17 キャロウェイ

2 HONMA D1 2ピース 本間ゴルフ 2 SIGMA G ピン

3 PRO V1 17 3ピース/
４ピース アクシネット 3 O-WORKS 18 キャロウェイ

4 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 4 SCOTTY CAMERON 

SELECT 18 アクシネット

5 HVC 2ピース アクシネット 5 EXO 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）

11 月1日〜 11 月 30日

ドライバー1位=M GLOIRE

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.タイトリストのブランド・製品PRをしています。
Q.年間のラウンド数は？
A.30ほどです。寒がりなので1・2月はラウンドを
休みインドア練習だけして、3～ 12月は月3回
ペースでコースに行っています。

Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.仕事ではゴルフ業界の方達ともっと親しくなれ
るように交流を深める努力と、皆さんのお話を聞
いて視野を広げることを意識しています。
ゴルフでは、スコアアップとボディコンディショニン
グに取り組んでいます。スイング改善、体幹トレー
ニングなど。一方向だけに動くゴルフスイングは
体が歪みやすいと聞き、コンディショニングでバ
ランスを整えてもらっています。

Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.仲間が増えたこと、辛抱強くなったこと、生涯の
趣味ができたことでしょうか。ゴルフの楽しさ・む
ずかしさ・奥深さは、始めてみるまで想像もつきま
せんでした。本当に始めてよかったと思います。
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.まだまだマイノリティな私たちです（笑）。お会
いする機会がありましたらぜひ声をかけていただ
けると嬉しいです。

タイトリストは世界中のゴルファーのために製品
を開発しています。自分自身もゴルフに真剣に向き
合いゴルファーマインドを理解すべく日々精進し
てください。

（タイトリスト事業本部 マーケティング部 部長）

アクシネット ジャパン インク
タイトリスト事業本部 マーケティング部

山下 真理さん

１日より施行します（『改定第２版』および今
回修正を加えた箇所を取りまとめた「改訂第
２版　要旨」は、当協会のホームページにも
掲載しています）。
　このガイドラインは、会員企業が製造・販売
するゴルフクラブ・シャフトのスペック測定
方法として推奨するもので、商品への適用時
期等については会員企業の自主的な判断に委
ねています。そのため、企業（メーカー）毎に、
導入時期、導入の方法に違いが生じることが
予想されますが、当協会として、一社でも多く
の企業が早期に運用を開始するよう、協力を
要請するものです。
　導入に際しては、開発の進捗状況や販売店
様への地ならし…などが必要ですので、すで

に販売の商品、開発途中品への導入は難しい
と判断しますが、これからスタートさせる商
品に関しては、協力をお願いします。

変更事項
【正会員入会】東日本支部
●株式会社CRIME OF ANGEL
　代表者：大河原竜
　TEL：03-5431-3875　 FAX：03-5431-3876
　業態区分：製造 （クラブ部品部会）
【代表者・担当者変更】
●株式会社遠藤製作所／東日本支部
　新代表者：代表取締役社長　渡部大史
　新担当者：岡田誠

クラブ市場は秋に発売された新製品群が好調

な販売を記録。ドライバー市場ではテーラーメ

イドの新製品『Ｍ GLOIRE』が非常に好調なス

タートを切った。アイアン市場では『XXIO X』

が『inpres UD+2 19」を僅差で抑えてトップに

返り咲いた。ボール市場では住友ゴム『SRIXON 

Z-STAR 17シリーズ』のマークダウン販売が開

始されたこともあり、前年同期比プラスとなっ

た。

【お詫びと訂正】本誌2018年11月号の当コーナーに
おいて、「G400MAX」の画像が「G400」として掲載
されておりました。ここに訂正し、謹んでお詫び申し
上げます。


