第431号（奇数月1日発行）

2019年3月1日発行（ 1 ）

2019

3

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

第66回「ＰＧＡマーチャンダイズショ
ー 2019」開催
今年で66回目を数える「ＰＧＡマーチャンダイズシ

ノなどの日本メーカーも存在感を発揮し、1000以上

ョー（PGAショー）2019」が、現地時間１月22日～ 25

の企業やブランドが出展。3日間に及ぶ大展示会を

日、米フロリダ州オーランドにて開催された。

演出した。

約1万3000坪の面積を誇る、展示会場のオレンジ・カ
ウンティ
・コンベンション・センターには、23ヶ国1000社
以上の報道陣に加え、世界90 ヶ国から4万人を超え
るゴルフの業界関係者が集結した。
会場ではキャロウェイ、
アクシネット、
ピンなどの巨大
ブースを筆頭に、
ブリヂストンゴルフ、
ヨネックス、
ミズ

24歳から始めたゴルフを
もう卒業しようかなと悩みま
し た。2018年 は さ ん ざ ん な
年でした。
春先に家で蛍光灯の取り換
えをしている時、椅子から落
ち、肘を強打しました。ひびが入り、痛みが続
き、
３か月間プレーはもちろん、
練習もできま
せんでした。
やっと練習を開始したもの、
昨年
の暑さは異常で、コースに出ることをためら
いました。
秋口に入ると、
今度は肩に痛みがで
ました。所謂60肩です。成形外科に行きまし

3 面 =「JGGA から73大学に2622本のクラブ
提供、学生の声」
6-7 面 =「第53回ジャパンゴルフフェア2019
最新情報」

たが、いっこうに良くなりません。病院を変え
てみましたが、ダメでした。そんな時、知人に
薦められて整体に行きました。ところが、先生
から、かなりひどいので、元通りになるのは難
しいかも、最低でも３か月はかかりますと診
断されてしまいました。ここ数年は、年間20
〜 30ラウンドしてきたのに、これで卒業かと
寂しい気持ちになりました。
落ち込んでいる時に、大学の同級生のゴル
フ仲間から、ゴルフの誘いがありました。肩の
痛みでプレーができる状態ではないと断りま
したが、良くなったらまたやろうと言ってく

れました。彼らとは今まで、10ラウンド程度
したかと思いますが、いずれも、とても楽しい
ゴルフでした。仕事も忘れ、旧友とのプレーの
楽しさは忘れられません。彼らともう一度ゴ
ルフをしたいと強く思いました。週に２回の
整体通いを続けています。最初は寝てても痛
みで、目が覚めてしまうほどでしたが、今では
随分痛みが軽くなってきています。あと１か
月も続ければ、練習を開始できそうです。
春にはゴルフができることを楽しみにし
て、治療を続けています。
（ミズノテクニクス 伊藤隆志）
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第66回「PGA マーチャンダイズショー2019」開催レポート
PGAショーの前哨戦、17回目
「デモデー」開催
約５万1500坪の巨大試打会場は健在
PGAショー開幕の前日１月22日には、様々
なゴルフ関連会社の新商品を実際に体験でき
る通称「デモデー」が開催。恒例となるこのイ
ベントも今年で17回目となった。
デモデーは、PGAショーのメイン会場である
オレンジ・カウンティ・コンベンション・セン
ターから、車で30分ほどの場所に位置する、
オレンジ・カウンティ・ナショナル・ゴルフセ
ンターにて開催。42エーカー（約５万1500坪）
の広大なサークル型の練習場には200打席が
完備され、100以上のゴルフ関連企業が集結。
PGAプロやバイヤー達が揃って製品のテスト
を行った。
当日は、入場ゲートでPGAショーオリジナ
ルキャップが無料配布されたほか、各ブース
では販促品や、
生ビール券を配るなど、
自社の
ブースに来場者を引き入れようと様々な工夫
を凝らしており、ショー前日のお祭り感は健
在だった。
当日の練習場には強風が吹いていたが、そ
れをものともせず350ヤード付近にドライバ
ーショットを飛ばす多くのPGAプロが目につ
いた。一周歩くだけでも１時間以上はかかる
ほどの広さの中に、各社の旗がはためく様は
相変わらず圧巻だ。
注目を集めていたのは、発表されたばかり
の『G410』の試打待ちの行列で溢れ返るピン
や、
『エピックフラッシュ』を発表したばか
りのキャロウェイのブースを始め、アクシネ
ットの『ボーケイ』ウエッジのテストブース
など盛況。
ヨネックスはドラコン大会、ブリヂ
ストンゴルフはボールフィッティングなど、
日本メーカーも独自の切り口でブースを賑わ
せていた。
「PGAショー 2019」開幕
派手さをなくしたオープニングセレモニー
来場者は年々減少傾向か？
翌日から３日間（１月23 〜 25日）開催され
たPGAショーの方に話を移そう。

１月23日８時15分、スージー・ホエーリー
事務局長による
「Good Morning!」の掛け声と
ともにショーのオープニングセレモニーが開
幕した。とは言えメインロビーは黒山の人だ
かりとまではいかない印象。例年は、PGAツ
アープロなどの有名人が出演して、ショーの
開幕を派手に演出していたが、今年のオープ
ニングセレモニーには米国の退役軍人が参
加。荘厳な雰囲気で、例年と趣が違っていたよ
うだ。
一方、会場内は大掛かりなブース合戦が繰
り 広 げ ら れ て い た。今 年 は 新 製 品 の『M5』、
『M6』が注目を集めるテーラーメイドが出展
しないなど、物足りなさを感じるが、キャロウ
ェイを筆頭に、アクシネット、ピン、コブラプ
ーマゴルフなどが会場左側のゴルフ用品エリ
アを席巻。特に、キャロウェイは、オデッセイ、
キャロウェイゴルフアパレル、買収したばか
りのオジオなどを含め、ショー主催者による
と約650坪を占めており、会場をほぼ縦断し

ていた。
会場右半分の約6000坪には、200以上の
アパレルメーカーが軒を連ねる。アパレルコ
ーナーでは、アディダスゴルフ、アンダーアー
マーがそれぞれ250坪以上の巨大なブースで
ブランドの世界観を演出していた。
しかしながら、初日こそは来場者で溢れて
いた会場も、２日、３日と進むにつれて徐々に
まばらに。特に最終日は昼頃から撤収準備を
始める出展社も散見された。また会場内も随
所に出展社が入らず、苦肉の策で埋めたであ
ろうスペースが点在し、各社のブース内もブ
ース規模からして若干物足りなさを感じる作
りが目立った。来場者も正確な人数が公表さ
れておらず、年々来場者が減少しているとい
うことを想像させる会場内であった。
乱立する様々な測定器関連製品
「数量販売」から「質の販売」への移行か？
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米国にも数年前よりフィッティング重視の
流れが来ており、
「数量販売」から、個々のゴ
ルファーに向き合った「質の販売」にシフト
し始めている。
その流れは、スイング測定器市
場の過熱に繋がっている。矢野経済研究所の
三石茂樹部長も、
「マーケット自体、
既存ゴルファーへの依存度
が高まっています。ブース全体を見渡しても
測定器関係の商材が増えているのもその表れ
です」
と語るように、会場内にはスイングや弾道
などの測定器を打ち出す出展社が乱立してい
た。
加えて、
米国でのシミュレーションゴルフ
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主要５社、アバウトゴルフ、フルスイングシミ
ュレーターズ、HDゴルフ、トゥルーゴルフ、
ゴルフゾンの実際のシミュレーションゴルフ
の機器にも詳細なスイングデータ測定機能が
搭載されており、測定器市場は明確にカテゴ
リー分けすることが難しい、群雄割拠の様相
だった。
ゴルフ業界初の世界市場レポート
「ワールドゴルフレポート2019」発刊
2017年に続き今回で３版目
23日のショー初日には、ゴルフデータテッ

クと矢野経済研究所が「ワールドゴルフレポ
ート2019」を発表した。同書は両社によって
共同で発表されたゴルフ業界初の世界市場レ
ポート。2015年に第１版が発刊されてから
２年ごとにPGAショーで新版が発表されてお
り、今年で３版目を迎える。
サマリーによると、2018年の小売におけ
るゴルフの総売上は米ドルで134億4000万
ドルだったという。
同レポートは、３月中旬に日本語版が発刊
予定（36万円）。米国やアジアの情報や市場変
化を盛り込みつつ、世界市場への課題も提言
しているという。

JGGA から73大学に2622本のクラブ提供、学生の声
公益社団法人全国大学体育連合

「大学のゴルフ授業」の充実を目指した産学
連携調印式（2016年６月27日）では、全国大
学体育連合（安西祐一郎会長）
、ゴルフ市場活
性化委員会（馬場宏之委員長）
、日本プロゴル
フ協会（倉本昌弘会長）の３者が調印文書に
署名し、大学教養体育（ゴルフ授業）への支援
が開始されました。
日本ゴルフ用品協会を介したクラブ提供事
業が開始されて以降、延べ73大学に2622本の
クラブを無償提供頂きました
（2018年12月末
発送分まで）
。
ご提供頂いた各社様にはこの場
を借りて厚く御礼申し上げます。受領した大
学では教育環境が劇的に改善し、各担当教員
からは「喜びの声」が多数寄せられています
ので、大学ゴルフ授業研究会のウェブサイト
をご覧頂ければ幸いです。
大体連では提供を受けたクラブを使用した
学生にはウェブアンケートへの回答を促して
きました。この度16大学459名分（男子350、
女子109）のデータがまとまったので報告さ
せて頂きます。
紙面が限られているため、
ここ
では主な内容のみ紹介し、詳細は３月23日の
ジャパンゴルフフェア２日目のシンポジウム
（大学ゴルフ授業研究会主催）等で報告致し
ます。
提供用品を授業で使用した学生の感想･意見
（自由記述）
自由記述の回答について計量テキスト分析

北徹朗（武蔵野美術大学）
、小林勝法（文教大学）

を行ったところ、頻出語として「使う」
（187
件）、
「ありがとう」
（62件）、
「良い」
（50件）、
「ク
ラブ」
（45件）、「ゴルフ」
（38件）などの順に
多く抽出されました。
学生の多くが提供頂いた良いゴルフクラブ
を使った感謝を述べていることがうかがえま
した。下記に具体的な感想の一例を紹介しま
す。
・
「新しいドライバーに触れる機会が持てて嬉
しかったです」
（立教大、女子）
・
「女性用のクラブもあって、とても使いやす
かったです」
（早稲田大、女子）
・
「とても楽しかった。生涯趣味にしていきた
いと感じた」
（芝浦工大、男子）
今後もゴルフを継続したいと思うか？
授業が終了してもゴルフを継続したいかを
質問したところ、約７割が「継続する／した
い」と回答しました（図１）。それぞれの回答
理由一例として下記の様な記述が見られまし
た。
＜継続する／したい＞
・
「実際にコースを周ってみてとても面白かっ
たため」
（東京都市大、男子）
・
「楽しかったのと、祖父がやっているので、打
ちっ放しなどについて行く機会などもあるか
ら」
（芝浦工大、男子）
＜継続しない／したくない＞
・
「ゴルフ自体は楽しかったが用具を揃えるの
にお金がかかるため難しいと考える」
（滋賀

大、女子）
・
「個人で道具を揃えるのはコスト面で見て困
難であるから」
（芝浦工大、男子）

ゴルフ授業のため購入した物は何か？
ゴルフ授業の受講のために新たに購入した
物の有無を尋ねたところ、40.9％が「ある」
と回答しました。具体的には「グローブ」を購
入した割合が最も高く、次いで「ゴルフウエ
ア」が多く挙げられました（図２）。使用した
金 額 と し て は「1000円 以 下 」が 最 も 多 く、
「2000円以下」の使用が全体の約65％でした。
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日本ゴルフサミット会議 2019年度活動方針
会長には川口本部長のもとでご尽力いただ
き、何らかの成果を達成したい」との発言が
あり、承認した。
3.「国家公務員倫理規程」からの
「ゴルフの削除」
JOCの「本規程はオリンピック憲章根本原
則４項、６項に反する」との見解を受け、東京
2020大会までに廃止を実現するべく活動を
強化することとした。
当協会も加盟するゴルフ関連16団体は１
月中旬、
「2019年ゴルフ新年会」を開催した。
その16団体が行った「日本ゴルフサミット会
議」では、今年の活動方針を討議し４つの活
動テーマを決定。
以下、同会議の内容となる。
＊
＊
＊
決定した活動テーマは、
（１）ゴルフの活
性化をはかる（２）ゴルフ場利用税廃止を求
める運動（３）国家公務員倫理規程における
「ゴルフ」の削除（４）暴力団等反社会勢力の
排除とした。特に（１）ゴルフの活性化の中に
は、新たに「女性ゴルファーの創造（開拓）
」を
活動テーマに盛り込んだ。
1.ゴルフの活性化をはかる
● 統一テーマによるゴルフ活性化への取組み
ア.ゴルフ振興の中期目標：20歳代後半〜 30
歳代前半のゴルフ参加率を10％強に引上げ
る
イ.選手強化…「選手の育成・強化・ゴルフ日
本代表支援」
ウ.「女性ゴルファーの創造
（開拓）
」
「女性ゴルファーの創造」について、各団体間
の意見交換が行われ、ターゲットの明確化と
それに基づく具体的な施策と予算作りを運営
会議で検討することとした。
エ.ゴルフのイメージアップ
2.「ゴルフ場利用税」廃止を求める活動
竹田議長より、
「東京2020大会を間近に控
え、川口文夫日本ゴルフ協会副会長をゴルフ
場利用税廃止推進本部長とし、小宮山ゴ連協

4.「暴力団等反社会的勢力」の排除
特に「女性ゴルファーの創造（開拓）」につ
いては、R&Aが積極的に女性ゴルフの新興を
掲げており、近年、我が国のスポーツ界におけ
る女性の世界的な活躍（バドミントン、卓球、
テニス、水泳、レスリング、アイススケート、カ
ーリング等々）や、応援するとの観点から男
性主体であったプロ野球の女性ファンの急激
な増加等、女性のスポーツ参画や関心が高ま
っています。そのような状況などから、2017
年に決定した「統一テーマによるゴルフ活性
化への取り組み」に「女性ゴルファーの創造
（開拓）」を新たな活動テーマとして取り組む
こととしている。

2019年ゴルフ新年会
特別講演
ゴルフ関連16団体が主催した「2019年ゴル
フ新年会」では、新春特別企画として「近代化
のための新しいゴルフ規則変更」と題した特
別講演が企画された。日本ゴルフ協会の山中

博史専務理事と市村元規則統括部長が登壇。
約１時間にわたり、今年１月１日に施行され
た新規則の改定の経緯や一部難解なゴルフ規
則の解説を行った。
特筆すべきは、今回の規則改定によってゼ
ネラルルールで使用が可能となった距離計測
器についてだ。
JGAには距離計測器の使用についての問い
合わせも多く、市村氏は、
「距離計測器に距離計測機能以外のどのよう
な機能が付帯していても、距離計測機器を携
帯して２点間の距離計測機能のみを使用する
ことはゼネラルルールで認められています。
ただし、競技において２点間距離計測機能以
外の高低差機能などを使用した疑いがあると
のクレームが競技委員に寄せられた場合、競
技委員は当該競技者に確認する場合もありま
す。さらに、疑いがあったという事実に関して
は、競技委員は当該競技者に注意を促すこと
もあります」
そこで気になるのが、世界のプロツアーで
の距離計測器の使用だ。市村氏は次のように
説明した。
「私の知っている限りでは、世界のほとんどの
ツアー、USPGAツアー、ヨーロピアンツアー、
アジアンツアーのローカルルールでは距離計
測器の使用を禁止しています。さらにJGAで
も昨年末に競技委員会が開かれまして、日本
オープン、日本シニアオープン、日本女子オー
プンでは、距離計測器の使用を禁止するロー
カルルールを制定します」 ― 。
一方でJGA競技でも、アマチュアが出場す
る日本アマ、日本女子アマ、日本ジュニアなど
全日本レベルのアマチュア選手権では、距離
計測器の使用が認められるという。
そのほか、距離計測器による２点間距離の
計測情報は、同伴競技者のアドバイスには該
当しないとのこと。一組４名でのラウンド中、
一人だけが距離計測器を携帯して使用する場
合もある。その場合でもアドバイスには該当
せずペナルティーは科せられない。カートに
搭載されたGPS距離計測の情報を４人のプレ
ーヤーが活用することも距離計測情報の提供
という意味では認められている。
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JGGA 製造渉外委員会
標準化ワーキンググループからのお知らせ
平素はJGGAの諸活動にご理解とご協力を
いただきありがとうございます。
JGGAでは、ゴルフクラブに対する消費者の
皆様の信頼を高め、
商品に対する比較・選択が
容易に正しくできることを目的に、
「ゴルフ
クラブのスペック測定に関するガイドライン
（改定第１版）
」を、2015年９月16日に取りま
とめました。
この間、クラブ製造/販売にかかわる会員
企業には、
導入の推奨・啓蒙活動を実施して参
りましたが、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きたことも
あり、企業（メーカー）毎に、導入の方法に違
いが生じている現状でした。

「ゴルフクラブのスペック測定に関するガイドライ
ン（改定第1版）
」の導入進捗アンケートが纏まる

そこで、本年１月に改訂第２版を施行する
にあたり、改定第１版の導入進捗アンケート
調査を実施し、「ゴルフクラブのスペック測
定に関するガイドライン（2015年９月施行８
項目）」に関する導入進捗アンケート結果が
まとまりました。
会員企業から回答を得ましたので公表させ
ていただくとともに、今後より多くの会員企
業のガイドライン導入を目指して活動を実施
していきたいと思います。
また、この度、先述の通り新たにシャフトに
関する３項目などを追加した『改訂第２版』
を2019年１月１日より施行することになり
ました。詳しくは、JGGAのホームページでご

覧頂けますので、 宜しくお願い致します。
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
予想されますことあらかじめ承知おき下さ
い。
引き続きご支援いただきますようお願い申
し上げます。
この件に関するお問い合わせ等は、日本ゴ
ルフ用品協会（JGGA）事務局までご連絡下さ
い。
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「第53回ジャパンゴルフフェア2019」最新情報
当協会が主催する「第53回ジャパンゴルフ
フェア」が、2019年３月22日（金）〜３月24
日（日）の３日間（10：00 〜 19：00、最終日は
17：00まで）パシフィコ横浜で開催されます。
そこで、２月19日現在の最新情報、主なイベ
ント企画をお届けします。
①コミュニケーション広場
※参加無料 一部事前予約
来場者への多様な情報発信の場として、
「コ
ミュニケーション広場」を設置する。幅広い
コンテンツと魅力ある講師による
「セミナー」
や「ワークショップ」などを通し、展示とは異
なるゴルフとの触れ合いの機会を提供する。
■ 実施コンテンツ
〇ゴルフ新ルールについて
３月22日
（金）〜 24日
（日）
講師：JGAルール担当委員
○女性ゴルファーのクラブ選びのポイント
３月22日
（金）のみ
講師：PCMラボ 筒康博氏 他ゲストあり
○クラブ選びで、男性ゴルファーのレベルア
ップを実現 ３月22日（金）のみ
講師：PCMラボ 村田辰也氏 他
○ゴルフギアセミナー
３月23日
（土）
、
３月24日（日）
講師：マーク金井氏
○PGAティーチングアワード表彰式
３月23日
（土）
○ワークショップ
「体験グリップ交換
３月22日
（金）
講師：日本フェィウィック
○腰痛の原因は◯◯だった!?「ゴルフのカラ
ダ」の作り方 ３月22日
（金）
講師：日本スポーツ協会アスレチックトレー
ナー 黒澤洋治氏
○シャフトセミナー ３月24日（日）
講師：藤倉ゴム工業 古川義仁氏
○グリップの機能と大切さ ３月24日
（日）
講師：IOMIC
○日本のゴルフスクールが大変身「ゴルフコ
ンディショニング講座」
３月24日
（日） ※事前募集
講師：日本理学手技療法協会整体療術師/日

本プロゴルフ協会会員 坂井昭彦プロ
②女性専用試打席＆女性専用ラウンジ
女性ゴルファーに特化した情報発信を展開
するため、試打席オープンタイプを利用した
「女性専用試打席」と、気軽にくつろぎながら
女性向けのゴルフ関連情報に触れられる「女
性専用ラウンジ」を設置する。
■ 実施コンテンツ
○ゴルフを楽しむ女性ならではの様々な疑問
に答える「ゴルフ何でも相談デスク」
担当：ゴルフダイジェスト・オンライン 向井
康子氏
○女性ゴルファーに向けたボディチェックの
ポイントアドバイス
担当：日本ピラティス指導者協会 ゴルフピ
ラティスマスターコーチ 太田律子氏
○楽園ゴルフ人気モデルによるミニイベント
○フリードリンク
③ゴルフ エクササイズ広場
※参加無料 一部事前予約
フィジカル面の様々なチェック＆トレーニ
ングを体験していただく企画。年齢や効果を
発揮するシーンを意識しつつ、参加者に適し
た多彩なプログラムを提供。
協力：国際武道大学陸上部、日本ゴルフフィッ
トネス協会、日本ピラティス指導者協会
■ 実施コンテンツ
（予定）
○ゴルフボディチェック＜ゴルフ時の痛み予
防のための検診＞ ３月22日
（金）
○パフォーマンストレーニング＜パワーを引
き出すエクササイズ＞ ３月22日
（金）
○ゴルフボディチェック＜基本動作10項目
を15分診断＞ ３月22日（金）
○パフォーマンストレーニング＜ゴルフを続
けるためのボディ造り＞ ３月22日
（金）
○ゴルフピラティス ３月23日（土）、３月24
日（日）
１部：＜ウォームアップ編 ラウンド前にお
ススメ体幹ストレッチ＞
２部：＜体幹トレーニング編 下半身を鍛え
て飛距離アップ＞
○最新コーディネーショントレーニング＜昨

日まで動かなかった機能を活性化＞
３月23日（土） ※事前募集
○ゴルフピラティス＜けが予防編 18ホー
ル楽しくラウンドできるからだ作り＞
３月22日（金）
○最新コーディネーショントレーニング＜昨
日まで動かなかった機能を活性化＞
３月24日（日） ※事前募集
④JGF×ringolfオリジナルグッズ販売
人気のNEWERAのキャップとバイザーにダ
ブルネーム入りの限定アイテムを販売。同時
にringolfのオリジナルウェアも販売される。
⑤有賀園Ｇゴルフウェア買取りサービス
■ 内容：中古のゴルフウェアを２枚1,000円
で買い取ります。※JGF 有賀園ゴルフ商品券
■ 商品券利用対象：有賀園ゴルフ全店、
ゴルフ
フェア会場内の主催者コーナー

⑥見学ガイドツアー
ゴルフ知識豊富なガイドが独自の切り口で
ゴルフフェアの会場内を案内する。３年目と
なる人気企画。
■ 参加人数：20名/ １回
■ 参 加 費 用：2,000円（ 税 込、事 前 申 込 み ）
2,500円（税込、当日申込み）
■ ガイド：関雅史プロ、鹿又芳典氏、鶴原弘高
氏
⑦ゴルフプレー券が当たる!
JGF×GDO大抽選会
来場者全員にチャンスがある来場者プレゼ
ント企画。今回もゴルフダイジェスト・オンラ
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インの全面協力で、
魅力的な賞品が当たる。
■ 実施内容：GDOのLINE友達登録経由でエン
トリー
■ 賞品：
○無料プレー招待券 50組
（200名）
○ゴルフ場利用クーポン3000円分 400名
○その他、
ドライバーやパター、
スイング診断
券など、
ゴルフ関連賞品多数
⑧コンポーネントコーナー
「ゴルフクラブをコンポーネントとして組み
上げたい」というコアなゴルフファンのニー
ズに応えたコーナー。クラブパーツのライン
アップから組み上げのテクニック、周辺ツー
ルや計測・調整機器の紹介まで、
コンポーネン
トに関わるあらゆる情報を集約。
■ 主催：ユニバーサルゴルフ社／ PCM
■ 参加社：約40社
（２月15日現在）
⑨初出展社 製品紹介コーナー
初出展社の注目を高めるために前回から登
場したコーナー。
⑩ゴルフアパレル販売
ファッションショーとの関連開催。毎回感
度の高いブランドが集まるため来場者の注目
度は高い。
■ 出品ブランド：8yards、PAL、TGC、アドミ
ラル、エフィカス、キスオンザグリーン、コモ
コーメ、
コロニー、スタッツ、
ニールズ＆コウ、
パームスネーク
⑪入札型チャリティオークション
男女人気ツアープロの愛用品やサイン入り
グッズのチャリティオークション。ツアープ
ロから提供されたグッズを手に入れられる希
少なチャンスとして人気が高い。
チャリティ先：男子…「高松宮妃癌研究基金」
女子…
「日本盲導犬協会」
「国土緑化推進機構」
「がん研究会
（ピンクリボン）
」
⑫トーナメントグッズ販売コーナー
日本全国のツアートーナメントのロゴ入り
オリジナルグッズのチャリティ販売。
チャリティ先：日本ジュニアゴルファー育成
協議会
（JGC）
⑬チャレンジコーナー
飛距離のドラコン、
寄せのニアピン、
繊細さ
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のパターと、ゴルフプレー３大魅力へのチャ
レンジ。20年以上続く、ゴルフフェアの人気
ナンバー１参加型イベントだ。
■ 参加料：各500円 ※３つのチャレンジが
できるイベントパスポートは1000円
⑭ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー
ゴルフツーリズムの視点でゴルフ場を地域
の観光および物産と合わせた総合的な魅力を
紹介する。特に物産販売は来場者に大好評。
■ 出展地域：北海道、
福島･しらかわ、御殿場市
･小山町、高知市、ゴルフアイランド沖縄

の企画となっている。
■ 日時：３月23日
（土）、24日（日）
両日ともに11：00 〜、13：30 〜、14：00 〜
■ 会場：イベントステージ
■ 主催：EVEN ／楽園ゴルフ
■ 出品ブランド：
Champion、FIDRA、ZOY、ア ド ミ ラ ル、ア ン
パスィ、キスオンザグリーン、キャロウェイア
パレル、セントアンドリュース、トミーフィル
フィガー、ニューバランス、パーリーゲーツ、
ビームス、ビバハート、マンシングウェア、ム
ータゴルフ、ラフ＆スウェル、ルコック

⑮ファミリーゴルフ広場
スナッグゴルフを使ったゲームコーナー。
お子さんのゴルフ体験としてはもちろん、大
人でも十分に楽しめる内容になっている。

ステージイベント
⑯第８回 日本プロゴルフ殿堂入り式典
日本のプロゴルフ界に貢献された方々を讃
えるために、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のプロ
ゴルフ３団体により設立された「日本プロゴ
ルフ殿堂」の顕彰式典を開催。
■ 日時：３月22日
（金）14：30 〜
■ 主催：日本プロゴルフ殿堂
■ 表彰者：佐藤精一氏、小林法子氏、中嶋常幸
氏、森口祐子氏
⑰ゴルフFAN ！プロジェクト
ゴルフネットTV協力企画
2019年の男子プロゴルフツアーは、選手が
ファンと直接ふれあう「ゴルフFAN ！プロジ
ェクト」を発足。今回JGFのイベントステージ
で、参加選手からプロジェクトへの意気込み
が発表される。
■ 主催：日本ゴルフツアー機構
■ 日時：３月23日
（土）12：15 〜
■ 出演者：市原弘大プロ、堀川未来夢プロ、梅
山知宏プロ、中西直人プロ 他（予定）
⑱ファッションショー
ゴルフフェアを彩る人気コンテンツとして
しっかり定着。本格的ゴルフシーズン到来の
このタイミングで、ファッションに敏感な来
場者を大いに刺激する。特にゴルフ女子注目

⑲ringolf on Stage
YouTube動 画 配 信 サ イ トringolf（ リ ン ゴ ル
フ）が、BS日テレの協力のもとリンゴルフメ
ンバー複数人によるサバイバル方式の対決を
実施。その様子をYouTube のプレミア配信
（視聴者全員で同じ時間にチャットをしなが
ら視聴する）形式で配信し、トークを交えて
ゴルフフェアの来場者と共に視聴する。
■ 日 時：３ 月22日
（ 金 ）17：00 〜、23日（ 土 ）
17：30 〜

その他イベント
⑳ゴルフ専門チャンネルゴルフネットワーク
が送る「とことんゴルフゴルフフェア生中継
2019」
関根勤が４時間にわたってJGFを見て回る
生中継番組を今回も実施します。
■ 出演者：MC/関根勤、
松本あゆみ
GUEST/レッド吉田 ほか
■ 中継日時：３月24日
（日）11：00 〜 15：00
ゴルフネットTV 会場内からライブ配信
■ 会期中３日間数回に分けて実施されるが、
そこには多くのゲストが出演を予定している。
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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.22

（コメント：三石茂樹）

１ 月 1 日〜 １ 月 31 日
いずれのカテゴリーも、
２月以降の新製品発売
を控えたバトンタッチ商品のマークダウン販
売分が上位を占めている状態です。
新製品発売
株式会社ロイヤルコレクション
海外事業部

竹本 沙織さん

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.ハローワークの巡り合せ、
ご縁です。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.輸入実務と海外営業実務全般、兼社内ヘル
プデスク
Q.年間のラウンド数は？
A.4 ～ 10回程度でしょうか。
ゴルフは先輩の勧
めにより、
ゴルフネットワークの100切り選手権を
目標に始めました（４年連続出場したが一度も切
れず、
侍無念）
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.今だけでなく長きにわたってのテーマですが、
高いドローボールを打つ事（いつか叶える）と、
毎
日ゆっくりお風呂に浸かる事（リラックスと癒し♨）
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.ゴルファーだけの色んな気持ちを知りえたこと。
自分の中で確率１％のミラクルショットが打てて
陶酔したり、TVで観たトーナメントコースでパー
を取れたと歓喜したり、弱弱しいスライスボール
を打ったのにホールインワンになって唖然とした
り、立て続けに３回池ポチャして心がボッキリ折
れたり…すべてはプレーヤーになってこそ得られ
るGOLD EXPERIENCEです！
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフは、楽しみどころ満載の精神的成長性
A++のスポーツです。同じ業界で働く女性のみな
さんと素晴らしい時間をご一緒できたら嬉しく思
います。
形に囚われ過ぎない、
楽しいゴルフをすれば良いゴ
ルフが出来ると思います。
でもスコアーはパターと
アプローチですね！
（代表取締役 小山 英嗣さん）

による
「買い控え」が顕在化したため１月は各
パネル店とも数字的には振るいませんでした
が、
クラブを中心に予約受注が順調に入ってき
ているところが多く、
２月以降に期待する声が
多いですね。
順位

ドライバー1位=M4

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

M4 RESCUE

テーラーメイド

2

G400

チタン

2

M4 FW

テーラーメイド

3

XXIO X

コンポジット 住友ゴム

3

G400 HB

ピン

4

M GLOIRE

チタン

テーラーメイド

4

G400 FW

ピン

5

GBB EPIC STAR

チタン

キャロウェイ

5

XXIO X HB

住友ゴム

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名

1

M4

スチール

テーラーメイド

1

VOKEY DESIGN SM7

アクシネット

2

M4

カーボン

テーラーメイド

2

VOKEY DESIGN
FORGED 17

アクシネット

3

XXIO X

カーボン

住友ゴム

3

RTX4

住友ゴム

4

INPRES UD+2 19

カーボン

ヤマハ

4

588 RTX 2.0

住友ゴム

5

XXIO X L.

カーボン

住友ゴム

5

RTX-3

住友ゴム

構造

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名

順位

順位

BALL BEST５

1

PRO V1 17

2

SRIXON Z-STAR 17

3

TP5

4
5

3ピース /
４ピース
3ピース /
４ピース

メーカー名

順位

ピン

順位

順位

アクシネット

1

SIGMA 2 19

ピン

住友ゴム

2

O-WORKS 17

キャロウェイ

5ピース

テーラーメイド

3

O-WORKS 18

キャロウェイ

EXTRA DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

4

SELECT 18

アクシネット

D1 19 BT1801

2ピース

本間ゴルフ

5

Spider TOUR 18

テーラーメイド

変更事項

東日本支部【代表者変更】
● 株式会社宮本商行
新代表者：代表取締役社長 河口隆雄
（旧代表者：福田裕規）

