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　2019年４月をもって平成
という元号が終わり、新しい
天皇が即位され新しい元号が
始まります。
　我々の住むこの日本は、天
皇誕生以来2679年という長

　ヒッコリーシャフトからスチールシャフト
に移行し、現在ではグラファイトシャフトの
目覚しい進化！
　ドライバーのヘッドに於いてもパーシモン
ヘッドからメタルヘッドに、そして現在では
チタンヘッドの加工法など様々な進化を成し
遂げて来ました。
　ボールもガタパッチャーボールから幾度と
なく進化を重ねて現在の２ピース、３ピース
ボールが開発され飛距離も大幅に伸びて来ま
した。
　しかしグリップだけは70年前に開発され

たラバーグリップのまま大きな進化も無く進
んできました。
　ゴルファーとの唯一の接点であるゴルフグ
リップの性能を向上させる事がゴルフの進化
をさらに高める物であると考えています。
　我々 IOMICは新しい素材を開発し、グリッ
プの捻じれの可視化など物理的なデータを集
種し開発を進めております。
　2020年の東京オリンピックでのゴルフ競
技に於いてゴールドメダリストの手にIOMIC
グリップが握られていれば最高です。

（IOMIC　鉢呂敏彦）

きに渡って繁栄を続けて来ました。
　特に昭和から平成に掛けては目覚しい進歩
を遂げた年代であると思います。
　我々が携わるゴルフ業界に於いても百数十
年の間に素晴らしい進化を成し遂げて来まし
た。

女性３割、30～40歳代で５割超え
参加型に進化したJGF
ヨコハマで６万人越え！

２-４面=「	ジャパンゴルフフェア２019開催報告」
6-7	面=「GMAC／R&A／ゴルフ用品セミナー開催報告」

女性来場者比率

年代別来場者
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入場者数６万487名の大盛況
女性、若者の来場者が大きく影響

　当協会が主催する第53回ジャパンゴルフ
フェア2019が大盛況のうちに幕を閉じた。１
月のフィッシングショー、２月のカメラショ
ーと趣味の展示会の聖地として認知されてい
るパシフィコ横浜でのジャパンゴルフフェア
の開催は３年目。悲願の６万人越えを果たし
た。出展社数は右記の図表の通りで、昨年実績
を大きく上回っている。その開催報告が纏ま
ったので、今回は分かりやすく図表を交えな
がら解説する。

女性入場者比率29.0％で
女性が楽しめるジャパンゴルフフェア

　まず来場者の統計から見える特筆すべき点
を説明する。来場者総数は６万487人で、
2018年比で3290人増（昨年比5.7％増）とな
った。表の通り、ビジネス関係者の来場者数は
１万6272人で昨年が１万5406人で866名増、
報道関係者は昨年比で152人減となったが、
大幅に増加したのが一般来場者の４万3580
人。昨年が４万1004人なので3500人以上増
加したことになる。
　特筆すべきは一般来場者のうち、女性来場
者が29.0％で約１万人の女性がジャパンゴル
フフェアを訪れたことだろう。

　この成功は、近年ジャパンゴルフフェアが
注力している女性向けイベントの充実が奏功
していると思われる。今回新しく設けた新企
画は、コミュケーション広場で開催された「女
性ゴルファーのクラブ選びのポイント」、ゴル

フエクササイズ広場での「ゴルフピラティス」
など、また、女性専用ラウンジ＆女性専用試打
席（オープンタイプ３打席）を設け、女性来場
者の受け皿を充実させた。
　特に女性専用ラウンジでは、「ゴルフを楽
しむ女性ならではの疑問に答える『ゴルフ何
でも相談デスク』」、「女性ゴルファーに向け
たボディチェックアドバイス」、CURUCURU
人気モデルによる「2019年初夏新作でのブラ
ンドMIXコーデ」など、フリードリンクと資生
堂の試供品提供なども女性来場者の増加に寄
与している。
　また、女性専用打席も大盛況。３日間で202
人が女性専用打席を利用。これまでの男性向
けのイベントではなく、女性も楽しめるジャ
パンゴルフフェアに進化していることが伺え
る。

30 ～ 40歳代が来場者の５割を超える
未来のゴルファー創造への可能性

　これまでゴルフ業界の定説として、ゴルフ
ァーの大多数が50歳代以上ということが言
われてきた。しかし、今回のジャパンゴルフフ
ェアは30歳代～ 40歳代で50.2％と来場者の
半数以上がゴルフ業界の未来を支える若者が
中心となった。

　ちなみにゴルフ業界のコア層と言われる
60歳代以上の来場者は全体の１/５に満たな
い18.2％。若者にウケるイベントに変貌しつ
つある。複数の業界関係者は「各出展社と、そ
の外部の関係者によるJGFに対するSNSの投
稿が開催以前から多く見られた」と指摘する
声も上がっている。SNSでの投稿によって、
一般来場者の増加が見られたと言っても良い
だろう。

　ただ、それ以上に若者の来場でも十分に楽
しめるイベント企画が功を奏したといえ、そ
のひとつが各社ブース内または、オープンで
設置された試打ブースだろう。

ジャパンゴルフフェア2019　開催報告
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試打総数延べ4789名、お断り数700回余り
来場者の約１割が試打を希望

　今回のジャパンゴルフフェアでは多くの出
展社が試打ブースを、展示ブース内及びオー
プン試打席を設置した。女性専用打席３打席
を含めて20の出展社で合計44打席。その利用
者総数は延べ4789名となり、試打希望者で満
員御礼となり、試打できなかった試打希望者
は延べ700名余りに及んだ。
　この参加者数を見ても、これまで試打希望
者といえばアスリートゴルファーが多いとい
う印象が業界各所で持たれているが、女性試
打実施者202名という数値を見ても、試打希
望者の多様化、来場者の多様化が見られる結
果となっている。
　この調査は今年初めて行われたもので、一
部、出展社のブース内に設置された試打ブー
スの試打席数は含まれていない。そのような
事情を加味すれば、ジャパンゴルフェアでの
試打者数は調査の数字を大きく上回ると推定
される。その意味では来場者の１割以上が試
打を希望しており、用品販売にも大きく寄与
した可能性は高い。ジャパンゴルフフェアが
単なる展示会ではなく、来場者参加型のイベ

ントに変貌していることを如実に表す数字に
なっている。
　この傾向は、ジャパンゴルフフェアで開催
されたセミナーへの参加者数でも、同様のこ
とがいえる。次にセミナーの参加者数を見て
みよう。

セミナーなど参加者総数1645名
学びの場としてのジャパンゴルフフェア

　

ジャパンゴルフフェアでは当協会主催、共催、
後援のセミナーが多く開催された。新企画で
あるコミュニケーション広場で行われたセミ
ナーやワークショップを含めると、総数13回
で1195名が参加した。さらにゴルフエクササ

イズ広場でのフィジカル面の様々なチェック
＆トレーニングを体験するプログラムでは
11回のプログラムが実施され、450名が参加
した。
　セミナーではカリスマフィッター・マーク
金井氏の「ゴルフギアセミナー」は２回行わ
れ、合計352名が参加。ギアへの注目の高さが
垣間見られた。

　一方のゴルフエクササイズ広場では、日本
ジュニアゴルファー育成協議会の協力のもと
横浜市の横浜市次世代育成事業の一環とし
て、『ゴルフ体験と運動能力開発プログラム』
が開催された。参加したのは横浜市内在住ま
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たは在学の小学生。合計88名の小学生が効果
的な「運動能力向上のトレーニング」と「ゴル
フの基本動作の体験」の２つのプログラムを
受講した。未来のゴルファー創造のひとつの
活動という位置づけでもあるが、今後も継続
して実施していく予定となっている。

参加する、学ぶだけではない。購入できる
JGFは総額2300万円以上の販売

　今回のジャパンゴルフフェアでは、新企画
としてジャパンゴルフフェアとリンゴルフの
コラボレーション商品が販売された。タウン
ファッションとして人気のNEWERAのキャッ
プ、サンバイザーにダブルネーム入りの限定
アイテムと、その他リンゴルフのオリジナル
グッズを販売。３日目は早々に売り切れた。販
売実績は378万7680円となった。

　レギュラー企画の二木ゴルフ、有賀園ゴル
フの販売コーナーも多くの来場者で賑わっ
た。販売実績は1354万7130円で１千万円を超
えた。

　もうひとつのレギュラー企画となるEVEN・
楽園ゴルフ主催のゴルフアパレルコーナーで
は、10ブランドが出品して、604万3500円
を売り上げた。この新企画、レギュラー企画で

の販売総額は2337万8310円となった。
　その他ブース内販売も出展社の多くが参加
しており、ゴルフを楽しむ参加する場、ゴルフ
を学ぶ場ということ以外にも、ゴルフ用品を
購入する場としてのポジションを確立したと
いって良いだろう。

レギュラー企画も大盛況
チャレンジコーナー参加者総数2265名

　

その他多くのレギュラー企画も大盛況だっ
た。毎年開催されるチャレンジコーナーでは
例年通り、ドラコンチャレンジ、ニアピンチャ
レンジ、パターチャレンジを企画。ドラコンチ

ャレンジには770名、ニアピンチャレンジに
は743名、パターチャレンジには752名の合計
2265名が参加。３企画にチャレンジできるイ
ベントパスポートの販売数は473枚で、それ
以外の単独チャレンジによる売上合計は83
万8500円となった。

　一方で、ゴルフプレー券が当たるJGFと
GDOの大抽選会では、ゴルフ場プレー券50組
200名をはじめ、当選総数759名ということも
あり、参加者は8583名に上った。

出展社へのメリットが大きかった
ジャパンゴルフフェア

　長い間ジャパンゴルフフェアはゴルフ用品
の展示会、業者間の取引の場として、その歴史
を歩んできた感がある。しかし、先述の通り、
多くの一般来場者がゴルフを体験し、学び、用
品を購入できる場として進化している。
　特に女性来場者が一般来場者の約３割を占
めた結果や、総来場者の約５割が40歳代以下
という若者にウケるイベントとして進化して
いる点は、ゴルフ市場活性化の一端を担うに
相応しいイベントといえるだろう。
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2019JGGA
ペア・スクランブルゴルフ開催
　日本ゴルフ用品協会（JGGA）では、最近ゴ
ルフから遠ざかっている方や、一人で参加す
る自信の無い方々を何とか楽しくゴルフが出
来るようにお手伝い！「ペア・スクランブル
ゴルフ大会」を開催致します。

◇東日本支部「第４回 ペア・スクランブルゴ
ルフ大会」
■開催日：2019年６月４日（火）
■場所：野田市パブリックゴルフ場
けやきコース
■競技方法：ペア・スクランブル方式によるダ
ブルペリア戦
  それぞれがいつも通りにティーショット
を打ち、２打目からは２人のボールの好きな
方を選び、そこから２人とも２打目を打つ。そ

ゴルフ用品販売技術者講習会開催
2019JGGAペア・スクランブルゴルフ大会開催

れをカップインまで繰り返すルールです。
■参加資格：アマチュア資格を有する者に限
ります。※JGAアマチュア資格規則に準ずる。
■参加費用：12,000円（税込）/人
※プレー費・昼食（限定メニュー）・パーティ
ー費・参加費を含みます。
■募集人数：２人ペア40組　80名様
※18歳以下同士のペアは不可とします。定員
に達し次第締め切らせていただきます。
■お申込み方法：１ペア（２名様）で、大会事
務局または開催コースへ直接お申し込みくだ
さい。その際に２名様のお名前・性別・年齢・住
所・日中連絡可能な連絡先・チーム名を必ずご
連絡ください。
※組み合わせ及びスタート時刻は大会７日前
までに郵送にてご連絡いたします。
■ドレスコード：当日はペアの色かグッズ等
ペアのものを何か１つ身につけてご参加くだ
さい。

本大会に関するお問い合わせは下記までお願
いいたします。
大会事務局：一般社団法人 日本ゴルフ用品協
会 東日本支部　担当：上原、北川
TEL：03-3832-8589　FAX：03-3832-8594　
mail：info@jgga.or.jp

◇中部日本支部
「第５回ペア・スクランブルゴルフ大会」
■日程：2019年７月26日（金）
■場所：富士カントリー可児クラブ可児ゴル
フ場（岐阜県可児市）、岐阜県可児市久々利向
平221-2
■募集予定人数：２人ペア80組160名
■協力：カジュアルゴルフ
（月刊カジュアルゴルフでの募集広告の掲載
及び当日の運営サポート）
■その他：中部練習場連盟様に後援協力を要
請

ゴルフ用品販売技術者
講習会の開催

　当協会が主催する第44期ゴルフ用品販売
技術者講習会の開催概要が決定しました。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
連知識を習得して頂くため開催されるもので
あり、本年は第44期受講生を募集致します。
これまでの認定者数は4123名を数え、業界の
第一線で活躍されております。奮って御参加
ください。
　受講を希望される方は、所定の申込用紙に
記入し、当協会事務局までお申し込みくださ
い。ただし、申込者が定員を超えた場合は、当
協会の講習会委員会でこれを調整することも
ありますので、予め御了承ください。

■目的：ゴルフクラブ及びゴルフ用品の科学
的基礎知識を習得し、理論に基づいた販売技
術の向上を推進すると共に、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
貢献することを目的とする。

■会場：AP市ヶ谷（東京都千代田区五番町１
-10）
■日程：2019年８月20日（火）～ 23日（金）の
４日間（認定試験含む） 、今回から初日を火曜
日からとした。
■科目・時間・講師について　
・科目数は現行の14科目とし全科目で認定試
験を行う
■講師
①ボール/片山博之（住友ゴム工業）
② ゴルフ用具/
　渡邊雅彦（ブリヂストンスポーツ）
③ウエア/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/
　太田恭之（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/平井誠一（ミズノ）
⑧ゴルフ用具規則/大久保裕司（JGA）
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/長谷川浩（ミズノ）
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）
・講義時間は43期と同じく20時間40分
■試験：1000満点の合格点700点以上。
■費用：会員/75,000円、非会員/95,000円（税別）
■募集人数：60名
■募集開始：５月７日から、定員に達し次第締
め切る
＊経産省のキャリア形成促進助成金の対象セ
ミナーでも有る。
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　去る３月22日、ジャパンゴルフフェアの会
場でゴルフ市場活性化委員会主催の「ゴルフ
市場活性化セミナー」が開催された。当協会関
連のセミナーでは最大の114名の聴衆を集め、
年間活動報告、事例報告として「若年層ゴルフ
ァー創造のキーワードは『健康経営』」が行わ
れた。メインとなるパネルディスカッションで
は、「『寛容』から見るビジネスヒント～女性
ゴルファーの創造に向けて」が行われ、佐藤祐
康氏（吉川インターゴルフ代表取締役）、山本
桂氏（第百ゴルフクラブ支配人）、谷口綾氏
（allure edit代表）が登壇し、片山哲郎氏（日本
ゴルフジャーナリスト協会会長、GMAC委員）
が進行役を務めた。

　以下、パネルディスカッションの一部を紹
介する。

司会　先ほど谷口さんがメディア（Oggi Golf）
の訴求層としたのが30歳代で一人暮らし、年
収400～ 500万円の多様な興味を持つ女性で
したが、昨今の女性事情はどうですか？
谷口　基本的には金銭的な投資を厭わない層
ですが、内容にはシビア。業界の人々は月２～
３回プレーすると思いますが、彼女らには難し
い。そこで現実的には、春と秋に１回ずつプレ
ー可能な女性層です。スコアを求めず、単純に
ゴルフ場でゴルフを楽しむというコンテンツ
なら、１回２万円弱なら10～ 20歳代でディズ
ニーランドを楽しむ費用感と変わらないの
で、現実的だと思います。
司会　ターゲットになる女性は、どのような
家計の支出になっていますか？
谷口　月の手取りで35万円。家賃が７～８万
円。最近は衣服への支出が減少傾向で、フリマ
サイトで購入するケースが多い。価格の大小
ではなく、消費に対して賢い。10年、20年前
のOLのお金の使い方と大きく違う。その中で

年２回のゴルフの２万円は捻出できるので、
そのクラスターにゴルフを推進していきた
い。
司会　ゴルフ全体での支出は？
谷口　プレー当日だけで２万円位で、ウエア
を毎回新調するというのが大きなハードルで
す。ただ、ウエアは最新モデルでなくても対応
できます。一番のネックはゴルフクラブです。
司会　結局、ゴルフに幾ら支出できますか？
谷口　年間５～６万円だと思います。

年間でゴルフに使えるのは５～６万円

司会　次に山本さん、女性目線でいうと、ゴル
フ業界に従事する女性が少ないですね。パー
トから練習場の支配人になった山本さんは、
当初は女性が意見を言える空気感ではない、
閉鎖的、保守的な空気を感じていた。ゴルフや
その職場環境に対する印象はどうですか？
山本　まず、女性支配人に会う機会がほとん
どありません。それが実は不思議でした。何故、
女性のリーダーがいないの？　リーダーが増
えれば、女性従業員が活躍できる場を増やす
近道だと思います。結果的に、女性が利用しや
すい練習場になるのではないかと思います。
司会　女性支配人だとお客さんに下に見られ
るなどありますか？
山本　はい。「支配人、女なの？」と言われた
こともあります。スタッフには「ゴルフを知ら
ないのに支配人が務まるの？」と。ゴルフは巧
くないですが、運営には関係無い、まだまだ練
習場として伸びしろがあると感じたので支配
人を請けています。

「支配人は女性なの？」と言われた

司会　パートから支配人になったのは？
山本　社長から指名頂いたので、本当のとこ

ろは分かりません。逆に「私のことを知らない
のに」と思い、５年の改造計画を提案しました。
司会　佐藤さん、何故、ゴルフ業界は女性の能
力を活用せずに、また、お客さんもハラスメン
ト傾向にあるなど、野放しにしてきたのか？
佐藤　バブル景気の時代に、我が世の春を謳
歌したわけです。ゴルフ場は満員で、支配人は
予約を断るのも仕事でした。当時、女性ゴルフ
ァーもいましたが、見向きもしなかった。女性
は「プレーが遅い」「食堂では安いメニューし
か注文しない」「施設が汚かったら文句を言
う」―。当時はゴルフ場業界からすれば、
「女性は来なくてもイイよ」という存在だった
らしいです。ですが、今回、R&Aが女性ゴルフ
振興憲章を発表しました。50年後のゴルフ業
界の発展のために世界の関係者に支援を求め
るとの声明です。背景は全世界的なゴルフ人
口の減少ですが、いまになって「女性、女性」と
言い始めている。もちろん、未開拓のブルーオ
ーシャンがあります。
司会　女性ゴルファー比率は１割強だと思い
ますが、それが２割、３割になれば業界の景色
も変わる。ところが、女性は様々なものに興味
があります。その中でゴルフの魅力とは何で
すか？
谷口　スポーツであり、レジャーであり、社交
的。健康的でスポーツの爽快感もあり、心身共
にリセットできる。コミュニケーションを楽し
めるスポーツである点を、数回ラウンドすれ
ば感じることができ、その点を推したい。
司会　コミュケーションを楽しむには、それな
りの技量が必要だと思いますが？

最後までカップインするのが女性は楽しい

山本　第百ゴルフでは「ゴルフラウンド『女
子』部を発足しました。「一人でゴルフに行け
ない」と思っている女性は多いと思い、女性だ
けのラウンドを企画しましたが、直ぐに募集人
員12名は埋まりました。同じレディスティの
スタートで安心ですし、前の組も後ろの組も
女性。男性が仁王立ちして待っていません。待
っていないから、急いでOKパットではなく、カ
ップインまでできる。それが一番、女性参加者
が喜んでくれた部分です。

　紙面の都合上、一部の紹介となるが、女性ゴ
ルファー増加に向けた施策のヒントになりそ
うだ。

「寛容」から見るビジネスヒント 女性ゴルファーの想像に向けて
by GMACゴルフ市場活性化セミナー

左から、佐藤祐康氏、山本桂氏、谷口綾氏



ここにある伝統と未来が、
ゴルファーのこだわりを満足させる。
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　去る２月23日、ジャパンゴルフフェアの会
場で当協会主催も「R&A用具規則フォーラム」
が開催された。例年の通り、講師はR&Aのステ
ィーブ・オットーディレクター。業界関係者
47名が聴衆として参加したが、今回は趣が少
し異なった。というのも、大きなテーマは下記
の３つ。
1.ディスタンス・インサイト
2.今後10年間で300億円のゴルフ振興投資
3.用具規則の別冊化
　というもので、その説明に重きを置いた。

1.ディスタンス・インサイト
　１月28日に「アニュアル・ドライビング・デ
ィスタンス・レポート」を発表したが、米PGA
ツアー、欧州PGAツアーの２つで２年連続で
飛距離が伸びている。JGTOはほぼ横ばいな
がら、平均して７ヤード伸びている。それらを
受けて、R&Aは2018年５月から「ディスタン
ス・インサイト・プロジェクト」に取り組んで
いる。2019年２月14日に最新情報を公開し

R&A用具規則セミナー開催　飛距離増の徹底調査を実施

ゴルフ用品セミナー「スペック測定に関するガイドラインの説明」でシャフト測定基準が追加

たが、この「ディスタンス・インサイト・プロジ
ェクト」は、「ゴルフの100年に及ぶ歴史」（競
技でのコース長、コースの伸長、ゴルフ参加
率、用具の進化）、「プレイング・リサーチ」（ス
コア、技術、トレーニング、プレーペース、ラウ
ンドフィー）、「用具」（クラブのロフトの変化、
クラブスピードの変化、打ち出し条件、用具ル
ールの変更など）、「ゴルフ場と取り巻く環
境」、「ゴルフ関係者」（プロ、アマチュア、ノ
ンゴルファー、メディア、ゴルフ場オーナーな
ど115カ国、６万5000人への調査）、「プレー
規則」など様々な要素を盛り込んで、飛距離
増加を研究するプロジェクトとなる。調査結
果の発表は2019年末となる予定だ。その調査
結果から次のステップが模索される。

2.今後10年間で300億円のゴルフ振興投資
　この度、R&Aの活動内容、今後の事業計画
が分かるPLAY BOOKを作成したことを発表
した。R&AのWEBサイトから閲覧可能なもの
で、特筆すべきは、今後10年間でゴルフ振興

　去る３月23日、ジャパンゴルフフェ
アの会場で当協会製造渉外委員会によ
るゴルフ用品セミナー「スペック測定
に関するガイドラインの説明」が１時
間にわたり、セミナールームで開催さ
れ、メーカーの企画・開発担当者を中心
に53名が参加した。
　2019年９月に取り纏められた『ゴル
フクラブのスペック測定に関するガイ
ドライン』の『改定第１版』の会員企業
への導入進捗状況を参加者に説明する
と共に、2019年１月１日よりシャフ
トに関する３項目を追加した改定第２
版の説明を行った。
　新たな『改定第２版』に追加された
項目は、①「シャフト硬さ測定基準」に
関するガイドライン、②「シャフトトル
ク測定基準」に関するガイドライン、
③「シャフト質量(重量)測定基準」に関

へ約300億円を投資するというものだ。ゴル
フの更なる50年にわたる繁栄を目的としたも
ので、巨大な投資だが資金繰りは全英オープ
ンのテレビ放映料などで、R&Aの運営資金以
外はすべてゲームに還元していくという。

3.用具規則の別冊化
　2019年１月１日に新たな用具規則を導入
した。用具に関する規則のみ別冊化され、
R&AのWEBサイトからダウンロード可能。日
本語版は４月末を目処に発行される。項目は
大きく８つに分かれ、
PART １ – GOLF CLUB PLAYING RULES
PART ２ – CONFORMANCE OF CLUBS
PART ３ – THE GOLF BALL PLAYING RULES
PART ４ – CONFORMANCE OF BALLS
PART ５ – EQUIPMENT PLAYING RULES
PART ６ – DEVICES AND OTHER EQUIPME
NT
PART ７ – MODIFIED EQUIPMENT RULES FOR 
PLAYERS
PART ８ – COMMITTEE EQUIPMENT REQUI
REMENTS
となっている。

するガイドラインの３項目。
『改定第１版』の会員企業への導入状況は、

JGGANEWS３月号で既報なため、ここでは
『改定第２版』に追加されたシャフトの３項

目のうち、①の「シャフト硬さ測定基準」を紹
介する。詳細は、https://www.jgga.or.jp/へ。
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【新入会】
（東日本支部）ジューシー㈱　代表者：松吉 宗之／（中部日本支部）㈱I.S.T 羽島製作所　
代表者：阪根 利子／（賛助会員）㈱物流革命（Opex）　代表者：村山 修

【代表者変更】
●（東日本支部）ブリヂストンスポーツ㈱　新代表者：代表取締役社長　望月 基
●（西日本支部）デサントジャパン㈱　新代表者：代表取締役社長　小川 典利大

変
更
事
項

３月も新製品主導の月となりました。ウッド市場で
はピン『G410シリーズ』が、アイアン市場では住友
ゴム『XXIO CROSS』がトップとなりました。これま
で「月替わり」的に新製品が発売されていて、それ
ら新製品が好調な初動を記録したことで堅調な需
要を形成してきましたが、４月以降はそうした新製
品発売ラッシュも予定されてません。出揃った「タ
マ」でどこまで需要を維持形成することができる
かが注目されますね。

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 G410 コンポジット ピン 1 G410 HB ピン

2 M6 コンポジット テーラーメイド 2 M6 FW テーラーメイド

3 M5 コンポジット テーラーメイド 3 G410 FW ピン

4 EPIC FLASH STAR コンポジット キャロウェイ 4 M6 RESCUE テーラーメイド

5 M4 コンポジット テーラーメイド 5 XXIO X HB 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 CROSS カーボン 住友ゴム 1 VOKEY DESIGN SM7 アクシネット

2 XXIO X カーボン 住友ゴム 2 RTX4 住友ゴム

3 XXIO X L.      カーボン 住友ゴム 3 MACK DADDY 
FORGED 18 キャロウェイ

4 M6            スチール テーラーメイド 4 VOKEY DESIGN 
FORGED 17 アクシネット

5 inpres UD+2 19  カーボン ヤマハ 5 MIZUNO CUSTOM ミズノ

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

1 PRO V1 19 3ピース/
４ピース アクシネット 1 STROKE LAB 19 キャロウェイ

2 HONMA D1 19 BT1801 2ピース 本間ゴルフ 2 SIGMA2 19 ピン

3 SRIXON Z-STAR 17 3ピース/
４ピース 住友ゴム 3 O-WORKS 17 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 SPIDER X テーラーメイド

5 HVC 2ピース アクシネット 5 O-WORKS 18 RED 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）

3 月1日〜 3 月 31日

アイアン1位=XXIO CROSS

vol.23

業界女子

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.高校にゴルフ部があり、父の勧めでゴルフ始め
ることになったこと。

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ウェア販売・展示会発注・企画・SNS配信

Q.年間のラウンド数は？
A.年間およそ24ラウンド

Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.展示会にて商品のオーダーをさせていただけ
るのでお店で売れる商品を見極めて発注したり
販売時期になると自身でみてきた商品なので自
信をもって販売できること。
ウェア販売でVIP様に特別な提案を考案し満足
度をたかめるために企画すること。また、売場では
より商品のイメージがつくようにディスプレイやポ
ップ作りなど。インスタグラム配信では、より多くの
方に見て頂けるように投稿やインスタグラムだけ
の企画やお客様のポストをチェックすることです。

Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.ゴルフをやっていたお陰で、今の職場で働か
せていただけて取引先のコンペにも参加でき、
数々の大切な方にお逢いすることができました。
ご縁を大事に今後ともがんばっていきたいと思い
ます。

ファッションや新しい事に敏感に反応しお客様に
最新で最高な商品を提案することができる優秀な
スタッフです。

（西神戸店 店長　辻さん）

ゴルフギアサージ
西神戸店

二谷 翔舞さん


