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「インスタフォロワーが７万
人！」という見出しから、「と
んでもないことをしてしまっ
たなと感じた」と新鮮な笑顔
でコメントする渋野日向子選
手の様子が、一夜明けてから

に違いない。SNSを通じて渋野選手と感動
を共有し、ゴルフをやってみたいと思う方は
増えただろう。
　今年３月のゴルフフェアでは、女子の入場
者数が増えてとても鮮やかなイベントとなっ
た。若い世代は貯蓄率が高くシビアな消費を
する。だがそんな若者層も「楽しむ私たち、胸
をときめかせるコト、共有したい時間」があ
れば、お金を惜しみなく使う。価値観がお金を
遥かに超えていくのだ。
　日本の人口減が叫ばれている中、政府は「女
性活躍の推進」を掲げてきた。その成果は、女

性の就業率約70％という数字に表れている。
女子ゴルファーは自立した女性が多く、働く
女性の躍進が女子ゴルファー誕生の好環境に
も関わってくる。
　ゴルフ場、練習場、ゴルフイベント、ゴルフ
ショップでゴルフの魅力を体感して頂き、
SNSで、ゴルフとは全く違うカテゴリーの
方々とも繋がり、拡散していけばゴルフ人口
は増えていきます。ゴルフは人の一生を通じ
て最高に素晴らしいスポーツだから。

（株式会社YKY　山元久子）

もネット上を駆け巡った。本当にすごい朗
報！　日本女子２人目の女子メジャー大会制
覇！　その場に居合わせない私でさえ心から
感動した。そしてユーモア溢れるコメントに
元気を頂いた。７万人のフォロワーの中には、
ゴルフの魅力を全く知らない若者も多くいる

ペア・スクランブルに合計284名が参加
楽しむゴルフで市場活性化へ
当協会が主催するペア・スクランブルゴルフ大会が
２支部で開催された。参加人数は２会場合計で142
ペア284名（本部主催：43ペア86名、中部日本支部主
催：99ペア198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
とか楽しくゴルフをできるようにお手伝いするべく実

施。各会場でも女性参加率が３割を超えるイベント
で、女性のゴルフ参加率向上にも一役買っている。

	 ３面=「ゴルフシャフトに関するガイドライン」
4-5面=「2019年度版ゴルフ産業白書」
	 8面=「第54回JGF2020	開催概要決定」
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　６月４日、当協会東日本支部が主催する
「2019ペア・スクランブルゴルフ大会」が千
葉県の野田市パブリックゴルフ場けやきコー
スで開催された。
　今回で４回目を迎えたペア・スクランブル
ゴルフ大会には43ペア86名（男性55名、女性
31名、女性参加率36%）が参加した。
　当日は早朝からの好天に恵まれ、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、表彰式の雰囲気を報告する。
■日程：2019年６月４日（火）
■開催コース：野田市パブリックゴルフ場け
やきコース（千葉県野田市）

■日程：2019年７月26日（金）
■開催コース：富士カントリー可児クラブ可
児ゴルフ場織部コース（岐阜県可児市）
■ 参加者：99ペア198名（男性134名、女性
64名、女性参加率32.3％）
■試打会参加人数：116名（参加率約60%）
■試打会実施メーカー：キャロウェイゴルフ、
マジェスティ ゴルフ
■運営協力：カジュアルゴルフ
■商品協賛：15社（順不同、商号略）
ミズノ、マジェスティ ゴルフ、フォーティー
ン、本間ゴルフ、ヨネックス、グローブライド 
、デサント、プロギア、ブリヂストンスポーツ、
テーラーメイド ゴルフ、ダンロップスポーツ
マーケティング、キャスコ、キャロウェイゴル
フ、ヤマト徽章、カジュアルゴルフ
■成績（前半９Hでのスコアによる成績）
優勝：林（常）・林

東日本支部主催

「2019ペア・スクランブル
ゴルフ大会」開催結果報告

中部日本支部主催

「2019第４回中部日本ペアスクラ
ンブルゴルフ大会」開催結果報告

優勝　ケン＆シン

２位　フルーティーズ

３位　インパルス

■ 参加者：43ペア86名（男性55名、女性31
名、女性参加率36%）、男女ペア25組、男性ペ
ア15組、女性ペア３組
■成績
優勝：ケン＆シン

（グロス64、HDCP＋2.8、ネット66.8）
２位：フルーティーズ

（グロス69、HDCP2.0、ネット67.0）
３位：インパルス

（グロス68、HDCP0.8、ネット67.2）
■賞品協賛：16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、
ミズノ、マジェスティ ゴルフ、ブリヂストンス
ポーツ、キャロウェイゴルフ、朝日ゴルフ、ピ
ンゴルフジャパン、フォーティーン、アキラプ
ロダクツ、ヨネックス、プロギア、ブロッサム
■会員外協賛：資生堂（アネッサ日焼け止めを
参加賞としてご協賛いただいた）
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（グロス36、HDCP2.4、ネット33.6）
２位：銅城・田中

（グロス35、HDCP1.2、ネット33.8）
３位：南田（涼）・南田

（グロス35、HDCP1.2、ネット33.8）
　2019第４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64名あり、参加率
は32.3％と昨年より増えました。またスター
ト前の試打会にも約６割の方が参加され、打
席もフル稼働でした。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
のアンケートにおいても「楽しかった、またや
りたい（回答：176名）」とのお声をいただき、
ご好評の中無事に終えることが出来ました。

ゴルフシャフトの「トルク測定基準」に関するガイドライン



（ 4 ）2019年9月1日発行 第434号（奇数月1日発行）

　矢野経済研究所はこのほど、「2019年度
版ゴルフ産業白書」を発刊した。まず2018年
のゴルフ用品総市場規模（メーカー売上高ベ
ース、輸出含む）は、対前年比102.5%の3023
億4000万円となった。後述するが、国内ゴル
フ用品出荷市場もプラス成長となったが、輸
出金額が対前年比109.5%の397億円と二桁
近いプラス成長を果たしたこともあり、前年

（2017年）と同水準の成長を果たした。

輸出は「ボール」「その他」がマイナスだが、
「ゴルフクラブ」でカバーして昨対9.5％増

　その内訳だが、「ゴルフボール」「その他ゴ
ルフ用品」が対前年比マイナスとなったもの
の、輸出金額が最も大きい「ゴルフクラブ（完
成品）」が対前年比113.1%の318億5500万
円と大きく伸長、他の品目のマイナスをカバ
ーする格好となった。「ゴルフクラブ（完成
品）」の国別輸出実績であるが、最大の輸出国
である韓国への輸出量が大幅に増加してい
る。政治の世界では何かと話題、問題の多い日
韓両国であるが、ゴルフクラブの輸出量は
2017年以降再び増加基調にて推移してい
る。2019年に入り韓国における「日本製品
不買運動」が活発になっているが、韓国市場
に詳しい業界関係者や現地小売店にヒアリン
グしたところ現時点で具体的な影響は出てい
ないとのことである。予断を許さない状況で
はあるが、2019年は輸出量にも多少の影響
が出る可能性がある。

国内市場は昨対1.5％増、ゴルフクラブ市場が
牽引して「好調、堅調に推移」

　一方の国内のゴルフ用品市場規模（メーカ
ー売上高ベース）は、対前年比101.5%の
2626億4000万円となった。2017年に引き
続き２年連続でのプラス成長を果たす結果と
なった。
　2018年の市場規模はこの10年の平均値を
56億円ほど上回っている。規模で比べると
2013年当時（2629億6000万円）とほぼ同等

矢野経済研究所　「2019年度版ゴルフ産業白書」
～「持続性ある需要形成」「多様性豊かな市場環境の形成」に期待～
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の水準となっているが、こうした数値からも
2018年の当該市場は「好調、堅調に推移し
た」ということができるだろう。
　上述したように「好調に推移した」と表現
して差し支えのない数値となった2018年の
当該市場であるが、その主要因としてゴルフ
クラブ市場の需要が好調に推移した点が指摘
できる。「ゴルフ用品別国内市場規模（メーカ
ー売上高ベース）」の表①が指し示している
通り、ゴルフクラブ市場は金額ベースではア
イアンを除いていずれも対前年比プラスとな
っており、ゴルフクラブトータルでは対前年
比103.5%の1028億円と３%強の成長を記
録している。国内市場規模全体に占める構成
比も39.1%にまで上昇しており、ゴルフクラ
ブに次いで規模の大きいゴルフウエア市場と
の構成比は４ポイント程度上回っている。し
かしながら、更に詳細な分析を行ってゆくと
当該市場の課題、問題点も散見される。

数量ベースの市場規模は縮小基調

　上述のようにゴルフクラブが牽引した
2018年の当該市場であるが、そのゴルフク
ラブ市場も数量ベースでは対前年比97.3%
の694万本とマイナスとなっている。カテゴ
リー別に見ると、
●ウッド174万本（対前年比96.7%）
●ハイブリッド71万本（対前年比98.6%）
●アイアン370万本（対前年比92.5%）
●パター 63万本（対前年比96.9%）
　以上のようにいずれもマイナスとなってお
り、特にアイアンは7.5%とマイナス幅が大き
くなっている。つまり2018年のゴルクラブ
市場は「数量のマイナスを単価上昇で賄った」
ことにより金額ベースでの底上げが図られ
た、と見ることができる。
　数量ベース市場規模のマイナス要因だが、

「フィッティングを軸としたカスタム販売（受
注生産）構成比上昇による流通在庫の減少」

「メーカーの生産数抑制（需給バランスの取れ
た生産体制の強化）」など、必ずしもネガティ
ブではない幾つかの要因が指摘できるが、一
番の要因は「総需要量の減少」であると推察さ
れる。言うまでもなくその背景にあるのは「総
ゴルファー数の減少」が現実のものとなって
いるであろうこと、換言すれば「一部の既存ゴ
ルファーの買い替え需要への依存度が年々高
くなっていること」であると考えられる。

2018年は前半需要型で、後半息切れ
持続性、継続性に乏しい市場環境

　2018年当初は好調な需要を形成、ゴール
デンウィーク前の４月までは対前年比２桁台
のプラス成長を続けていたが、５月以降徐々
に「息切れ感」が出始め７月以降はマイナス
が続くようになった。上半期の「貯金」により
年間トータルでは前年比、前々年比いずれも
プラスにて着地はしているものの、上半期と
下半期とでは需要動向が全く異なっているこ
とが分かる。こうした数値からも上述したよ
うな「一部の既存ゴルファーの買い替え需要
依存度が高くなっていること」、つまり「持続
性、継続性に乏しい市場環境」であることが
分かる。

2019年市場予測、前半戦は前年割れ
秋商戦、消費増税前に期待か!?

　2019年のゴルフ用品国内市場規模（メーカ
ー売上高ベース）は、対前年比101.9%の2675
億4000万円と予測する。2017年､ 2018年
に続いてのプラス成長予測であり、その成長
率も2017年、2018年とほぼ同等の水準とな
っている。そういった点では2019年の予測値

も「現実的な数字」のように思えるが、ここま
で（７月まで）の小売市場における動向を分析
した限りでは、上述した「対前年比1.9%の成
長」「３年連続のプラス成長」の実現可能性は
低い、と言わざるを得ない状況にある。
　表②は「YPSゴルフデータ」における各商
品カテゴリーの上半期（2019年１～６月）の
累計販売実績である。６カ月間の累計ではあ
るが、一部のカテゴリーを除いては前年同期
実績を大きく下回っているのが実情である。
　勿論、この先秋から冬にかけて各メーカー
からクラブを中心とした新製品の発売が多数
予定されており、それらの動向いかんでは需
要が回復する可能性もあり不確定要素は大き
い。また、10月からの消費増税を見越して各
メーカーから発売される新製品も９月に「前
倒し」されるものが多いようであり、これま
で年末年始の新製品発売に合わせて形成され
てきた需要も前倒しとなる可能性もある。メ
ーカー各社の2019年の計画値については掲
載を差し控えるが、それらの数値を達成する
ための各社の具体的戦略の立案と戦術実行に
よる「持続性のある需要形成」「多様性豊かな
市場環境確立」に大いに期待したいところで
ある。
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2019年 第２回 日本ゴルフ
サミット会議開催報告

　当協会も参加する「2019年第２回ゴルフ
サミット会議」が開催されました。ご報告致
します。
■ 開催日時：2019年７月31日（水）13：30 ～

15：30
■ 開催場所：AP東京八重洲通り会議室12階G

ルーム
■ 出席者（敬称略・団体名略称）：竹田恆正（議

長）、山中博史（JGA）、手塚寛（NGK）、池田
育嗣（JPGS）、横山雅也（JGRA）、アレック
ス M. ボ ー ズ マ ン（JGGA）、新 井 直 之

（GTPA）、井 上 建 夫（PGA）、佐 々 木 孝 悦
（JGTO）、松尾恵（LPGA）、高橋正孝（TOJ）、
津々木秀司（JGMD）、今和泉久生（JGIA）、
片山哲郎（JGJA）、八和田徳文（GCA）、田村
和男（支配人会連合会）、神田功（ゴ連協）

議事
1.代表者交代について
　次の２名について紹介があった。

（公社）日本パブリックゴルフ協会会長　池
田育嗣

（一社）日本ゴルフ用品協会会長　アレック
ス M. ボーズマン
2.「2018年度日本ゴルフサミット会議収支報告」
　事務局より、2018年度は502千円の繰越
金が発生し、期末繰越金が1,221千円となっ
た旨を説明し承認された。
3.「女性ゴルファーの創造（開拓）」の件

（１）「スポーツ団体ガバナンスコード」につ
いて（スポーツ庁・中央競技団体向け）
　事務局より、「スポーツ団体ガバナンスコ
ード」に関する説明があり、その中に規定さ
れている女性理事40％等について、本会議参
画団体においても女性ゴルファー創出を考え
る際に必要ではないかとの議論が行われた。

（２）「運営会議からの答申案」について
　運営会議からの以下の答申案について審議
された。
ア.「スポーツ実施状況等に関する世論調査」

（スポーツ庁）⇒「ゴルフ普及」の基本的考え方
　スポーツを実施する人の割合は増加傾向に
あるが、最大の「スポーツ実施の阻害要因」が

「仕事や家事が忙しい」となっていることは、プ
レー及び移動時間の長い「ゴルフ」にとって大

きな障害要因であるため、短時間プレー等の
提案が「ゴルフの普及」を図る鍵であること。

（世論調査一部抜粋）
＊「週１日以上運動・スポーツをする成人の割合」
　2017年度：男性53.0%、女性50.0%
　2018年度：男性57.6%、女性53.0%
＊「ゴルフの実施状況」（順位は33種目中）
　 男性：コースラウンド12.7%…６位／練習

場・シミュレーションゴルフ10.5%…８位
　 女性：コースラウンド2.1%…18位／練習

場・シミュレーションゴルフ2.1%… 18位
イ.「女性ゴルファーの創造（開拓）」のターゲ
ット層を「40歳代」に絞り込むこと
　本件については了承され、引き続き具体案
を検討する。
ウ.「女性ゴルファー創造」を共通テーマとし
て次のような活動をする。
＊ 世界共通の「ピンクリボン月間」への参画

呼びかけを実施…10月
＊ ドライバーの飛距離と18ホ－ルのトータ

ルヤーデージの適正化に向けた啓発活動の
展開。

エ.「女性に優しい設備や施策に関する調査」
の実施
　事例収集により、ゴルフ業界並びにゴルフ
市場に対して情報発信を行うこと。その他、
JGTOの佐々木常務理事より、「JGTOプロジ
ェクト（男子若手プロによる女性を対象にし
たイベント）」について紹介があった。
4.報告事項

（１）本年度の「ゴルフ場利用税」廃止運動に
ついて…ゴルフ場利用税廃止推進本部

（２）「一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協
会」からの報告
ア.「ゴルフ業界も廃プラ削減に取り組もう！」
　「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を受
けて、「廃プラスチック削減」に向けた運動
をゴルフ界全体で取組むよう提案を行った。
特に、過剰サービスとも言える事例（髭剃り、
歯ブラシ等）について、ゴルフ界全体で考え
る必要があることや、R＆Aが本年度開催の
全英オープンで使い捨てペットボトルを排除
する取組を実施した事例等を紹介した。その
結果、各参画団体において、「廃プラ削減」に
向けた検討を行い、次回会議に提案する。
イ.「外国人材雇用問題」について
　「ゴルフコース管理技術職」の「技能実習制
度」認可について、国との折衝経過報告を行
った。

（３）「平成30年度選手の育成・強化日本代表
活動報告」
　昨年度は、2015年より取り組んでいる選
手強化プログラムの成果が顕著に現れ、男女
共最高の結果となった１年であったことの報
告があった。
5.第３回日本ゴルフサミット会議
■ 開催日時：2019年11月25日（月）13：30

～ 15：30
2020年ゴルフ新年会・2020年度第１回日本
ゴルフサミット会議…2020年１月22日（水）

協会関連事項

生産物賠償責任保険制度のご案内
　当協会では、会員各社へ製造物賠償責任保
険への加入を推奨しております。生産物賠償
責任保険とは製造・販売した商品等によって発
生した対人・対物事故による損害を補償する
重要な保険となり、ゴルフ用品に関するPL事
故を補償する専用の保険制度で、現在11社が
加入。期の途中でも加入可能となっています。
1.JGGA会員専用の制度です。
日本ゴルフ用品協会の会員のみが加入できる
独自の制度であり、ゴルフ用品に関するＰＬ
事故を補償する専用の保険制度です。
2.加入手続きは簡単です。
3.保険料は、全額損金処理が可能です。
保険期間：令和１年８月１日午後４時から令
和２年８月１日午後４時まで。
※随時中途加入も可能です。中途加入の場合
の補償期間は、中途加入日の午後４時から令
和２年８月１日午後４時までです。
　詳細につきましては下記まで連絡下さいま
すようお願い申し上げます。
■日本ゴルフ用品協会
TEL:03-3832-8589　FAX:03-3832-8594
■取扱代理店
有限会社エージェンシー・クロサワ
TEL:03-5632-3739　FAX:03-5632-7906
■引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社

お詫びと訂正
　JGGANEWS2019年７月号８面「変更事
項」において、（株）ボーイズの住所が「千目黒
区」となっていますが、正しくは「目黒区」です。
お詫びして訂正致します。
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今月は「梅雨前」と「梅雨明け後」で市況に乖離

があった模様。ボールなど消耗品を中心に梅

雨明けまでは非常に厳しいところが多かった

ですね。梅雨明け後は盛夏グッズを含め動き

が出てきたようですが、アパレルは月を通して

非常に厳しいという声が多々聞こえてきます。

クラブはピン『G410 LST』のラインナップ追

加、タイトリスト『TS1』発売などでテコ入れさ

れた格好。

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 FW ピン

2 TS1 コンポジット アクシネット 2 G410 HB ピン

3 M6 コンポジット テーラーメイド 3 M6 RESCUE テーラーメイド

4 ROGUE STAR コンポジット キャロウェイ 4 M6 FW テーラーメイド

5 EPIC FLASH STAR コンポジット キャロウェイ 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 X カーボン 住友ゴム 1 VOKEY DESIGN SM7 アクシネット

2 XXIO X L. カーボン 住友ゴム 2 MACK DADDY4 キャロウェイ

3 XXIO CROSS カーボン 住友ゴム 3 RTX4 住友ゴム

4 M6 スチール テーラーメイド 4 MACK DADDY 
FORGED(2018) キャロウェイ

5 inpres UD+2(2019) カーボン ヤマハ 5 TITLEIST CUSTOM アクシネット

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

1 PRO V1(2019) 3ピース/
４ピース アクシネット 1 STROKE LAB(2019) キャロウェイ

2 HONMA D1 
BT1801(2019) 2ピース 本間ゴルフ 2 SIGMA2(2019) ピン

3 BRIDGESTONE GOLF 
TOUR B(2018) 3ピース ブリヂストンスポーツ 3 SPIDER X テーラーメイド

4 SRIXON Z-STAR(2019) 3ピース/
４ピース 住友ゴム 4 SC SELECT(2018) アクシネット

5 HVC 2ピース アクシネット 5 O-WORKS RED(2018) 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）

7 月1日〜 7 月 31日

ボール5位=HVC

vol.25

業界女子

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.元々は趣味でスノーボードの競技をしておりま
したが体力的にも厳しくなり、歳を重ねても永く
現役で出来るスポーツがしたく探していた時にゴ
ルフに出会い、好きなことを仕事にすると同時
に勉強もしたいと思い、ゴルフ専門店であるゴ
ルフ５を希望し入社させて頂きました。

Q.お仕事の内容を教えて下さい。
A.ゴルフ５ 米子店の店長をさせて頂いておりま
す。

Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.常連のお客様含めて多くのお客様とのコミュ
ニケーションを大切にしています。ラウンド結果
や購入されたクラブの調子、体調など色 な々情
報をお聞きするようにして、言葉では表現しづら
いお悩みや要望などを感じ取り、満足頂けるク
ラブ選びを全力でお手伝いさせて頂いています。

Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.幅広い年齢の色 な々業種の方と知り合うこと
ができ、一緒にゴルフをさせて頂くことで、気さ
くにお話をして頂けることです。

Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.女性のゴルファーを増やし、ゴルフ人口を増
やせるよう一緒に頑張りましょう！

2017年5月から店長として就任し、ゴルフの腕前（シング
ル）も活かして売上を伸ばしていて頼もしい限りです。
引続き地元に愛される店づくりをお願いします。

（ゴルフ５販売部長　榎本 淳也さん）

株式会社アルペン
ゴルフ5米子店 店長

柳生 かおるさん
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　当協会が主催する「第54回ジャパンゴルフ
フェア2020」の開催概要等が決定したので
報告する。
■開催スローガン：
1）ゴルフファンを増やそう！
2）ゴルフに関する多様な情報を発信しよう！
3）ゴルフビジネスを積極的に盛り上げよう！
■会期：2020年３月19日（木）～ 21日（土）
■時間：10：00～19：00（最終日17：00まで）
■会場：パシフィコ横浜　展示ホール
■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、ウィ
ズ・エイジングゴルフ協議会（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、ゴルフフェア2020実行委員会
■運営：ジャパンゴルフフェア運営事務局

「第54回ジャパンゴルフフェア2020」の
ポイント①：ゴルフファンを増やそう！
①「最もマーケットをリードする」と、多くの業
界でも注目される女性カスタマー。JGF2020
でも女性のゴルファー＆未経験者に対する啓
発活動を展開します。
1）ファッション関係企画
　 女性ニーズの高いファッションショーやア

パレル販売など、ファッション関連企画を
強化します。

2）女性専用企画
　 専用試打コーナーや専用のレストスペース

等、参加者を女性に限った企画を展開します。
②将来的なゴルフファン育成につながるファ
ミリー層の来場喚起のために、ゴルフに対す
る親近感を醸成できる空間を演出します。
1）ファミリーゴルフ広場
　 スナッグゴルフ等を利用して、幼児でも安

心してゴルフの雰囲気を体験できるコーナ
ーを設置。

「第54回ジャパンゴルフフェア2020」の
ポイント②：ゴルフに関する多様な情報を発
信しよう！
①来場者が求める情報は多種多様。ゴルフ製
品情報に留まらず、関連する多様な情報を発
信するため、出展のみなさんの力が必要です。
1）ゴルフにかかわる「すべて」を発信
　 フェアの開催を重ねるたびに、ゴルフ関連

業種が拡大しています。ゴルファーの多様
なニーズで広がり続ける業界のすべてを紹
介するべく、柔軟に出展を募集しています。

2）多様なコーナー展開
　 集約することによって情報の訴求力が増す

カテゴリーについては、コーナー展開を積
極的に進めます。

②ゴルフを文化の視点で見つめることにより、
自然・社会・生活・地域性など、来場者への訴求
テーマが広がっていくフェアを目指します。
1）ゴルファーというライフスタイルをテーマ化
　 どんな服装で、どんな食の好みで、どんな車

に乗って…そんな生活文化に注目します。
2）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、ゴルフ場を立

体的に訴求しています。
③ゴルフファンによって、ゴルフの魅力を感
じるポイントは様々です。新たなゴルフの魅
力に来場者が出会えるよう、多様な提案を展
開します。
1）コミュニケーション広場
　 ゴルフを楽しむためには、プレー技術以外

にも様々な知識やテクニックが必要です。
そんな様々な情報発信の場所を設置し、ゴ
ルファーのニーズにきめ細かく応えます。

2）ゴルフエクササイズ広場
　 スポーツとしてのゴルフを考える上で必須

となる「健康との関係」。その視点からのア
プローチで、「いつまでも健康にゴルフを
楽しみたい」というニーズに応えた体験・
レッスンを提供します。

「第54回ジャパンゴルフフェア2020」の
ポイント③：ゴルフビジネスを積極的に盛り
上げよう！
①出展いただく皆様のプロモーション活動を

積極的に支援するため各種施策を展開し、ゴ
ルフ関連業界におけるゴルフビジネスが盛り
上がる環境を提供します。
1）ビジネスサポートの強化
　 来場者はもちろん、出展社同士のコミュニ

ケーションもビジネスチャンスのきっかけ
となっています。今回は企業のマッチング
という視点で、サポートカウンターなどの
設置を予定しています。

2）ブース内販売
　 出展社によるブースでの販売を推奨してい

ます。会場でしか入手できないレアなアイ
テムは、来場者にも人気となっています。

3）プレゼンテーションスペースの提供
　 イベントステージやコミュニケーション広

場など、来場者へのプレゼンテーションの
場を提供します。

②JGF2020開催の３日間だけを考えるので
はなく、WEB上の広がりを活用し、フェアを
起点としたビジネス機会を提供します。
1）オフィシャルサイトでの出展社情報の発信
　 出展申込をいただいた段階で、JGF公式サ

イトにおいて、製品やサービスなどの紹介の
ための専用ページを設定する予定です。

2）出展社情報バナー
　 出展社情報の露出機会拡大を図るため、

JGF公式サイトにてバナーを掲載します。
③関連メディアとの協力体制の強化を図り、
情報発信力を増大させます。
1）協力ゴルフメディアによるPR展開
　 「ゴルフを一緒に盛り上げる」ためにJGFに

は多くのゴルフメディアの協力が集まりま
す。フェアの開催告知はもちろん、出展社情
報についても取材による臨場感ある発信が
行われます。

■出展スケジュール
●会社情報登録開始：９月２日（火）～
●出展申込：10月１日（火）～ 10月31日（木）
●ブース位置選択開始：12月中旬
○出展申込日順に、ブース位置を選択いただ
きます。同じ日にタイプ・コマ数とも同じ申込
の場合には、以下の優先順位とします。
　①JGGA会員企業（出展申込時点）
　②JGF2019出展企業
　③ 過去10年間の出展総コマ数（Aタイプ以

外は比率換算）

「第54回ジャパンゴルフフェア2020」開催概要決定


