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　サモア戦の瞬間最高視聴率
が46.1％！
　ラグビーワールドカップで
日本代表が予選プール3連勝
と、決勝トーナメントへ大き
く前進しました。これを書い

にわか作りファンの照れ臭ささを逆手に取っ
たセンスと開き直りに感心いたしました。
　ラグビーは言うまでもなく激しいプレーが
魅力である反面、我々世代にとっては観るだ
けのスポーツであると言わざるを得ません。
50歳を過ぎた体にタックルを受けるなんて考
えたくもありませんから…。ラグビーを国技
とするような国々でもさすがに生涯スポーツ
いうわけにはいかないのだろうと思います。
　かたやゴルフは老若男女が楽しめるスポー
ツの筆頭ですね。また日本では素晴らしい環
境がすでに出来上がっています。プレーの予

約は取りやすく、料金も手頃。インドアを含め
た練習場やレッスン施設も豊富。さらにお一
人様需要にも対応可能とくれば、他の競技関
係者からみればうらやましい限りでしょう、
何と恵まれたスポーツであることか。観る楽
しさとプレーする楽しさの両方を持ち合わせ
たスポーツなんてそうは無いですから。
　ラグビーを観ながら「これはできないなあ」
とつぶやく一方、「ゴルフならあと30年やれ
るぞ」と思った今日この頃であります。

（グローブライド㈱ スポーツ営業本部　小林忍）

ている時点ではその後の結果は分かりません
が、今後の活躍に期待が高まります。
　そもそもルールすらよく分からない人々を
これだけ熱狂させていることが驚きで、

「RUGBY NIWAKA DE GOMEN」という観戦
グッズをインターネットで見つけた時には、

第44期ゴルフ用品販売技術者講習会
合格者発表！　新たに66名を認定
「第44期ゴルフ用品販売技術者講習会」が、８月20日
（火）～８月23日（金）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に加え、業界のベテラン勢
も受講。平均年齢は35歳となった。

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。

	 4面=「第９回インダストリーカップ開催」
	 6面=「ゴルフ共配便の状況と今後について」
	 8面=「JGF2020に向けた企画および活動内容」
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　開会式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。今紹介頂きま
した白石でございます。本日より４日間、宜し
くお願い致します。
　最初に今回、66名の方が受講頂きました。
まずを持って、皆さんの御先輩、企業の責任者
の方々が皆さんを送りだして頂いた。非常に
講習会としても主催者を代表して御礼を申し
上げたい。本当にありがとうございます。
　ゴルフ用品協会は、1954年にゴルフ用品
商工会として発足致しました。その22年後
に、当講習会１期が開催されました。当時の受
講者は65名で、現在に至っています。昨年43
期で、4123名の諸先輩がすでに受講され、
各企業、各地域で活躍をされています。皆さん
もそれに次ぐ、人材の証にチャレンジして頂
きたいと思っております。
　用品協会も発足から65周年を迎えます。そ
の過程にはバブル崩壊もありました。過去最
多の受講者は1990年の146名の参加があり
ました。当時はバブル崩壊前で、最も会員数の
多い時期では現在の２倍以上が加盟していま
した。現在、280社まで激減しております。
　今後、皆さんが講習会を契機に、各地域でト
ップランナーとして活躍されることを期待し
ております。我々の力不足の面も多々ありま
すが、講習会は用品協会で最も大事な教育事
業であり、皆さんを加えて多くの人材が現場
で市場活性化のためにうねりを起こせば、大
きな成果が生まれると思っております。
　どうか、この４日間でありますが、会社の代
表として取り組んで頂きたい。どうか最後の
最後まで気を抜かずに、頑張って頂きたいと
思います」
　業界のベテランらしい言葉で受講者の奮起
を促した。
　また、講習会３日目には今年新たに当協会
の会長に就任したアレックス M. ボーズマン
会長が受講者の激励に訪れた。

「お疲れさまです。皆さん、恐らく疲れのピー
クに来ていると思います。ゴルフ業界はいま
苦戦しています。その中でお話ししたいのは、
ゴルフ業界は非常に競争が激しい業界です。
いまここにいる受講者は仲良く受講している
と思いますが、競争は激しい。ただし、僕らは
ゴルフを愛し、そしてゴルフは紳士のスポー

ィショニング学。これまで学んでこなかった
ことで、今後の販売の現場で役に立てたい」
　と、売場における商品知識と同様に、ゴルフ
ァーの身体に関する知識習得の必要性に言及
している。一方で、今年ブリヂストンスポーツ
に入社し、ゴルフ営業部に配属された古川真
実さんは、学生時代はテニスが専門種目。その
ため、

「全般的な知識習得のために受講しています。
テニスが専門だったので、ゴルフでは分から
ない言葉も多い。その中でコンディショニン
グ学は興味深く、身体の使い方など勉強にな
りました。それ以外には、ゴルフ用品市場動向
の講義は、用品の市場での動きが理解でき、大
変勉強になりました」
　また、今回の講習会には日本女子プロゴル
フ協会の浅田真弓理事が特別参加。参加した
理由を次のように語っている。

「LPGAは会員向けに講習を行っていますが、
これほど内容はぎっしりではありません。し
かし、レッスン現場などで教えているのは
LPGAなんです。一般のゴルファーからみれ
ば、プロゴルファーは何でも知っていると思
われがちですが、一概には、そうともいえな
い。特に女性ですからクラブのメカニズムな
どは不得意ですが、クラブのマッチングを相
談されることも多いんです。それに加え、会員
約1000人の半数はレジェンド層。トーナメ
ントプロのリタイア年齢も若く、その受け皿
を作る必要もあります。セカンドキャリアを
むかえるにあたって、ティーチング技術はあ
るがギアの知識等に乏しい。今後、セカンドキ
ャリアをむかえる会員の中には、クラフトが
得意な人材も出てくるかもしれないし、フィ
ッターになりたいプロも出てくるかもしれま
せん。そのようなセカンドキャリアをむかえ
る会員の指導のために、JGGAの販売技術者
講習会を受講しています」
　年を追うごとに、広範囲且つ専門的に知識
を習得できる講習会の存在意義は高まってい
る。当協会としても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44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。その一部を次項で紹介する。

第44期ゴルフ用品販売技術者講習会　開催報告
ツ。18ホールのプレーは非常に厳しい戦い
ですが、ホールアウト後は紳士であるべきで
す。これから、ここにいる66名は仲良くして
もらいたい。それによってゴルフが発展する
ように頑張ってもらいたい。
　もうひとつ、我々はゴルフギアを販売して
います。また、ティーチングしています。その
中で、我々は物を売っているだけではなく、小
さな夢を売っています。スコアを縮める夢、普
段は地味な服装ですがゴルフウエアは派手に
したいという夢、そのような小さな夢を実現
するものを、皆さんは開発して販売している。
その小さな夢が重なると大きな夢になって、
この業界が益々発展していきます。
　そして皆さん、それぞれが会社員だったと
しても、自分の個性を忘れないでください。そ
して自信をもって今後の業界のために頑張っ
てもらいたいと思います」
　と激励した。
　当講習会はゴルフクラブ及びゴルフ用品の
科学的基礎知識（計14科目）を修得し、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してい
る。
　講習会最終日に実施した認定試験では受講
者66名 が 合 格。1000点 満 点 で 平 均 点 は
882.3点と昨年を40点以上上回った。また、
最高点は971点と、こちらも昨年を大きく上
回っている。
　受講者は当協会会員企業を中心に27社、男
性53名、女性13名、内非会員は７名が受講。
最高齢は68歳、最低年齢は22歳となった。

依然人気のコンディショニング学
モノからコトへ、意識変化の過渡期

　今回も受講者へのインタビューで好評を博
したのがコンディショニング学。売り場担当
として、メーカー勤務の業界人としても、モノ
を販売するだけではなく、コトの提供へと意
識が変化していることが顕著に表れた。
　受講者で二木ゴルフ泉佐野店の古市雅彦氏
は、

「今回の受講はこれまでの復習の意味で参加
していますが、最も興味深かったのはコンデ
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第44期講習会受講者アンケート
■担当部署
製造部門（開発含む）：７名／企画部門：３名
／販売：27名／営業：19名／その他：11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：55名
・知らなかった：11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）
・所属先から奨めがあった：16名
・所属先に受講者がいる：38名
・知人に受講者がいる：５名
・研修カリキュラムとして認識されている：３名
・以前から興味があった：９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ください。（複数回答可能）
・入社して間もない：６名
・ これまで他業種、又は他部署に所属してい

た：４名
・所属先・知人に受講者はいない：１名
・興味がない：０名
・その他：１名

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 38 21 7 0

ボール 38 21 6 1

ゴルフ用具 27 21 15 3

ウェア 36 20 10 0

ゴルフ用具規制 23 26 13 4

ゴルフシャフト 34 21 8 3

ゴルフクラブの基礎知識 27 26 11 2

ゴルフクラブの進化 25 27 9 5

ツアープロのクラブサポート 29 24 13 0

クラブフィッティング 24 25 17 0

ゴルフコンディショニング理論 57 8 1 0

公正競争規約 38 22 6 0

接客技術 23 23 19 1

店頭の活性化 28 30 8 0

順位 氏名 企業名 点数

1 山田　勉 アクシネットジャパンインク 971

2 木村　悠二 ㈱ヴィクトリア 968

3 杉村　優太 ㈱ヴィクトリア 965

4 稲井　敬子 ㈱二木ゴルフ 964

5 岡村　敏宏 ㈱ヴィクトリア 953

6 内山　良幸 アクシネットジャパンインク 953

7 織田　悠聖 ヤマハ㈱ 949

8 大畑　亮太 日本シャフト㈱ 945

9 川村　尚也 ゼビオ㈱ 942

10 水谷　優介 ミズノテクニクス㈱ 941

成績優秀者一覧

3.各講義の満足度

受験番号 氏名 企業名

1 香川　豊数 ㈱ゴルフショップえざき

2 堂西　亜希子 ㈱ゴルフショップえざき

3 大畑　亮太 日本シャフト㈱

4 稲井　敬子 ㈱二木ゴルフ

5 古市　雅彦 ㈱二木ゴルフ

6 高橋　孝輔 ㈱二木ゴルフ

8 佐藤　彩可 藤倉コンポジット㈱

9 古河　慎吾 ㈱二木ゴルフ

10 川崎　良久 住友ゴム工業㈱

11 尾崎　りお 日本シャフト㈱

12 織田　悠聖 ヤマハ㈱

13 山本　修 ㈱オキコバランス

14 水谷　優介 ミズノテクニクス㈱

15 相川　雄希 ミズノテクニクス㈱

16 菅原　幸喜 個人参加

17 森　枝里 キャロウェイゴルフ㈱

18 小菅　将幸 キャロウェイゴルフ㈱

19 船田　大智 朝日ゴルフ㈱

20 服部　真浩 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

21 古川　真実 ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

22 芹川　夏海 ブリヂストンスポーツ㈱

23 太田　亮 ヨネックス㈱

24 小俣　美岬 ヨネックス㈱

25 四ツ塚　恒 ㈱ゴルファーズ・ラボ

26 山崎　洋輔 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

27 大谷　周平 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

28 荒川　祐樹 ㈱ダンロップスポーツマーケティング

29 阿部　将 テーラーメイドゴルフ㈱

30 武藤　敦則 テーラーメイドゴルフ㈱

31 栗原　哲也 藤倉コンポジット㈱

32 伊藤　邦博 ㈱ジゲン

33 兼村　高敏 グローブライド㈱

34 金本　眞 ㈱ゴルフパートナー

35 倉田　大樹 ㈱ゴルフパートナー

36 大宮　巧也 ㈱ゴルフパートナー

37 根本　昭司 ㈱ゴルフパートナー

38 奈良坂　成弘 ㈱ゴルフパートナー

39 林　幸樹 個人参加

40 池田　寛之 ㈱ヴィクトリア

41 谷田　等 ミズノ㈱

42 牧　かおり ミズノ㈱

43 市川　将士 ㈲アンプラス

44 佐藤　一樹 ㈱ヴィクトリア

45 川田　彩乃 ㈱ヴィクトリア

46 伊佐　祐里子 ㈱ヴィクトリア

47 杉村　優太 ㈱ヴィクトリア

48 岡村　敏宏 ㈱ヴィクトリア

49 岡本　薫幸 アクシネットジャパンインク

50 山田　勉 アクシネットジャパンインク

51 久保田　徹 アクシネットジャパンインク

52 田泓　陽一 アクシネットジャパンインク

53 内山　良幸 アクシネットジャパンインク

54 井上　亮 アクシネットジャパンインク

55 宇都宮　友音 ㈱渡辺製作所

56 木村　悠二 ㈱ヴィクトリア

57 永井　聡 ㈱ヴィクトリア

58 笹目　達哉 ㈱ヴィクトリア

59 星　雅俊 ゼビオ㈱

60 佐藤　宗孝 ゼビオ㈱

61 佐藤　秀幸 ゼビオ㈱

62 川村　尚也 ゼビオ㈱

63 藤村　真也 ゼビオ㈱

64 末竹　洋二 ㈱ヴィクトリア

65 伊藤　美佳 ㈱ブライト

66 肥沼　美徳 ㈱本間ゴルフ

67 田中　伸一郎 個人参加

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：30名
・やや満足：21名
・普通（どちらでもない）：14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：１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：１名
・資料が古いような気がする：１名
・その他：１名
3.各講義の満足度（右記の表を参照）

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：33名
・やや満足：18名
・普通（どちらでもない）：10名

・やや不満足：３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：３名
・空調が不快（寒い・暑い）：１名
・昼食（例）味、食事量など：３名
・その他（例）事務局からの連絡など：１名
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　10月15日（火）、当協会が主催する当協会
が 主 催 す る「 第 ９ 回Japan Golf Industry 
Cup（ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権）」
が、埼玉県日高市にある日高カントリークラ
ブ東・西・南コースにて開催された。直前の週
末には台風19号が東日本を中心に上陸し、甚
大な災害を及ぼして一時は開催も危ぶまれた
が、日高カントリーの御協力で無事ティーオ
フをむかえた。各ホールには台風の爪痕が残
っていたが、好天に恵まれ日中は汗ばむほど
だった。ゴルフ関連企業23社２団体、160名

（スクラッチ部門：14組14チーム56名、アン
ダーハンディ部門：26組26チーム104名）の
選手が参加した。
　今年で９回目を迎えた『インダストリーカ
ップ』の開催にあたり、当協会のアレックス 
M. ボーズマン会長が表彰式で次のように挨
拶した。

「まず最初に、先週末の台風で被害に遭われた
地域、被害に遭われた人々に対し、皆さんが早
く復帰できるよう心から祈っております。
　このインダストリーカップのスタートは
2011年。東日本大震災の後で、ゴルフ自粛が
叫ばれるなか、ゴルフをプレーしなければな
らないということで、インダストリーカップ
がスタートしました。同じように、今年も似た
ようなことがあって、やはりスポーツという
のは社会を元気にさせないといけないと思い
ます。先日の日曜日に試合があったラグビー

Ｗ杯、バレーボールＷ杯でも非常に明るい話
題を提供することで人々を元気にさせること
が大事だと思います。同じようにゴルフもそ
れができると思います。
　ゴルフというのは、必ず向かい風がありま
す。皆さんも経験があると思いますが、向かい
風でも乗り越えられる。そして必ず追い風も
来ます。来年の東京オリンピックではゴルフ
が競技に採用されています。さらに、渋野（日
向子）効果のようなこともあります。ただ、一
番大事なのはここにいる皆さんの一人一人の
力を借りて、ゴルフをもっともっと盛り上げ
て行くことです。
　最後になりますが、日高カントリークラブ
の皆さんに、多大なるご尽力頂きましたこと
に対して心より御礼申し上げます」

　競技はアンダーハンディ部門が26チーム
104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56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は、本間ゴルフ（ネ
ットトータル213.6ストローク）が優勝を飾
った。２位にゴルフダイジェスト・オンライン
Ａチーム、３位はブリヂストンスポーツだっ
た。
　スクラッチ部門で、個人戦の優勝は根津博
嗣氏（ピンゴルフジャパン、グロス74ストロ
ーク）、２位は柳原光瑠氏（ダンロップスポー
ツマーケティング）、３位は井坂昌文氏（ゴル
フパートナー）であった。
　団体戦の１位、２位は上位３名の合計が同
じく237ストロークと大接戦。４人目のスコ
アで順位が決定し、栄えある優勝はダンロッ
プスポーツマーケティング、２位はゴルフパ
ートナー、３位はゴルフダイジェスト・オンラ
インであった。
　アンダーハンディ部門団体戦優勝チームで
ある本間ゴルフの菱沼信之氏は、

「まさか、このような結果になると思っていま
せんでしたのでなんの用意もしておりません
が、週末の台風で大きな被害があったと思い
ますが、そのような中、皆さんが参加できたこ
とを嬉しく思います。その意味で我々の結果
は二の次で、皆さんと共にゴルフ業界の発展
のためにワンチームとしてタッグを組んでい
きたいと思いますので、宜しくお願い致しま
す」
　と、業界発展のために一致団結を促した。
　今回のインダストリーカップは日高カント

第９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本間ゴルフ、スクラッチはダンロップが優勝

スクラッチ部門　団体戦
優勝　ダンロップスポーツマーケティング

アンダーハンディ部門　団体戦
優勝　本間ゴルフ

スクラッチ部門　個人戦
優勝　ピンゴルフジャパン　根津博嗣氏

<アンダーハンディ部門　団体戦> <スクラッチ部門　団体戦><スクラッチ部門　個人戦>

順位 企業名 上位3人の
合計

優勝 本間ゴルフ 213.6

2位 ゴルフダイジェスト・オンラインＡ 214.2

３位 ブリヂストンスポーツ 215.6

順位 企業名 上位3人の
合計

優勝 ダンロップスポーツマーケティング 237

2位 ゴルフパートナー 237

３位 ゴルフダイジェスト・オンライン 238

順位 企業名 氏名 Gross

優勝 ピンゴルフジャパン 根津　博嗣 74

2位 ダンロップスポーツ
マーケティング 柳原　光瑠 75

３位 ゴルフパートナー 井坂　昌文 75
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　当協会西日本支部では、これまで当支部が
開催していました西日本企業ゴルフ大会から
趣を変え、今回は日本最古のゴルフ場をプレ
ーしながら日本におけるゴルフの歴史を学
び、企業間の親睦を図るイベントを開催しま
した。
　令和元年10月８日（火）、悪天候の中、西日
本支部の理事及び実行委員を中心とした16
社（28名）の参加を得て、日本最古のゴルフ場
である神戸ゴルフ倶楽部で懇親ゴルフ体験会

　当協会及び東京都、若洲シーサイドパーク
グループが後援し、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「2019 PGA Handa Cup・フィランスロ
ピー障害者ゴルフ大会」が10月８日、若洲ゴ
ルフリンクス（東京都江東区）で開催されま
した。ここ数年は定員を上回る応募があり抽
選での参加者決定としていましたが、今回
110名の応募となり抽選せず、体調不良欠席
を除いた全員を受け入れとなりました。
　部門別の参加者は、聴覚障害者22名、内部
障害者７名、上下肢障害者11名、視覚障害者

（全盲）８名、上肢障害者17名、視覚障害者（弱
視）15名、下肢障害者20名の合計100名。サ
ポートもプロ52名（千葉15名、東京20名、神
奈川17名）、公募23名、サッポロビール社員

が開催されました。
　当日朝の悪天候（横殴りの風雨と濃霧）の
影響で、８時30分のスタートができず時間調
整を行い、何とか10時に４つのホールからシ
ョットガン方式でスタートすることに。霧と
小雨と風と少しばかりの晴れ間の中で何とか
全員無事にホールアウトすることができまし
た。
　スタート迄の時間調整の間に、池戸支配人
様に1903年開場の神戸ゴルフ倶楽部誕生話
を伺い、どのようなかたちで日本でゴルフが
始まったのかについて少しばかり知ることが
できました。
　クラブハウスは宛らゴルフの歴史博物館の
ような落ち着いたクラシカルな雰囲気があ
り、また建築上の工夫もあり、ガラス格子窓が
一瞬にして解放窓になったり雨戸になったり
と、四季に対応する素晴らしい仕掛けに感動

11名、明治大学学生９名の計95名がボラン
ティアとして参加しました。
　当日は天候に恵まれ、障害を感じさせない
ダイナミックなプレーに随行したプロも感心
させられ、競技進行もスムーズで各所滞るホ
ールもなく、全ホール予定通りに実施できま
した。参加者が口々に大会関係者、プロのサポ
ートなどに深く感謝を示されていたことが印
象的でした。当協会からは、アレックス M. ボ
ーズマン会長が表彰式でプレゼンター及び中
締めのご挨拶をされ、PGAからは各企業か
らの協賛に感謝されております。
■賞品協賛社28社（法人称号略、順不動）
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、有賀園ゴルフ、ア
クシネットジャパンインク、ダンロップスポ
ーツマーケティング、藤倉コンポジット、ブロ
ッサム、ブリヂストンスポーツ、阪神交易、ヤ
マト徽章、ヤマニ、ヨネックス、キャスコ、グロ
ーブライド、マスターズ、ミズノ、テーラーメ
イドゴルフ、つるや、コラントッテ、本間ゴル
フ、ヤマハ、デサントジャパン、アキラプロダ
クツ

リークラブの東・西・南コースの27ホールを
使用したため、プレー時間も遅延することな
く、15時半過ぎには表彰式を開始できるス
ムーズな大会運営がなされた。
　各部門の表彰式の後、石田純哉東日本支部
長が閉会の挨拶を行った。

「最終組は少し雨に降られましたが、一人の怪
我人もなく、無事終了することができました。
今回、女性の参加者のチームが２組上位にな
っており、大変喜ばしい事だと思います。ま
た、今日は台風が過ぎ去って、参加できない方
もいるのではないかと心配しましたが、これ
だけ多くの方にゴルフのために集まって頂い
たことを嬉しく思います。参加者には若い方
が多く、その若い力を合わせれば新しいチャ
ンスも生まれてくると思います。参加者の皆
さんが中心となって、業界を盛り上げてもら
いたい。また、来年も皆さんが磨いた腕を披露
してもらいたいと思います」

（公社）日本プロゴルフ協会主催
2019 PGA Handa Cup・フィランスロピー障害者ゴルフ大会 開催報告

西日本支部主催
「聖地巡礼/神戸ゴルフ倶楽部で体験会」レポート

しました。
　今回は残念な天候でしたが､晴れていれば
クラブハウスからは遠く大阪平野、関西空港、
友が島まで見渡せる眺望が魅力との話でした
ので、参加者の多くが「また来たい」との想い
を持ったように思います。
　お世話をして頂きました池戸支配人様をは
じめ、神戸ゴルフ倶楽部のスタッフの皆様に
感謝し、山上を後に帰路につきました。
■参加16社：（五十音順・商号略）
男性26名、女性２名、合計28名
朝日ゴルフ、イオミック、ウイング、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、住友ゴム工業、ダンロップスポーツマー
ケティング、デサントジャパン、西明石ゴルフ
ショップ、藤倉コンポジット、ブリヂストンス
ポーツセールスジャパン、マスターズ、ミズ
ノ、ヤトゴルフ、リアルマックス
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　実施から３年が経過した共同配送「ゴルフ
共配便」の状況と今後の展開を報告します。

共同配送・推進の背景
　近年、ゴルフ人口の減少、社会経済動向の変
化や個人消費の現象などの影響により、ゴル
フ用品業界は厳しい経営環境が続いていま
す。一方、運送業界では慢性的なドライバー不
足と、労働時間等法令順守の強化、さらには昨
今のネット通販の急増にかかわる宅配事業の
採算悪化などが経営を圧迫、大手運送会社の
運賃値上げ要請が増加しています。
　このような内外の環境変化の影響を受け、
各社の物流コストは増大傾向にあり、また１
社でのコスト削減には限界にきており、業界
全体で仕組みを作り物流コストを削減する必
要があります。
　そこで、①共同での輸配送、②物流倉庫の共
同利用、③情報システムの共同化の３テーマ
を設定し検討を重ねた結果、第１ステップと
して共同配送を実施しています。

「ゴルフ共配便」の仕組み
　これまでメーカー各社が得意先（小売店）
にそれぞれ送っていた荷物を提携運送会社が
集約し、各店舗への配送を行う仕組みです。
　JGGAではこの事業を「ゴルフ共配便」と命
名し推奨事業として2016年２月より取り組
み、2018年４月には配送地域を全国へ広げ、
配送先も全業態に拡大し本格運用を開始しま
した。
　共同配送ネットワーク…用品メーカー各社
の自社倉庫から引取車両を運行し、共同配送
センターで荷物を集約、方面別に仕分けを行
い、得意先別に共同配送します。

実績報告
◆2018年度　88,708件　130,677個
１件当たり平均1.5個を配送。
◆2019年度　103,293件　159,844個
１件当たり平均1.6個配送。（９月現在）
※ 2019年９月現在８社が参加。配送量は９

月までで前年対比122%を達成。
※ 複数口の出荷が多い企業にとっては共同配

送はコスト削減の有効な手段…「ゴルフ共
配便」の大きな特徴は、『同じ店舗に出荷
した一日の出荷数量を合算』し、複数個口
が累積して安くなる料金システム。

※ 参加企業の拡大により配送先への配送車両
が減車となり、CO2削減に寄与。

今後の取り組み
◆ゴルフ共同配送の配送条件を更に利用し易
いものに基準見直し（2020年上期予定）
　ゴルフ共同配送基準は継続し、基準外のサ
イズ・重量の大・小に対応すべくサイズと重量
別タリフを策定。企業の出荷実態に併せた配
送メニューを準備する。

〈重量別タリフ導入の考え方〉
１） １梱包が１～２㎏程度の軽量貨物への対

応。（共同配送タリフが割高な貨物対応）
２） カタログ、什器、販促物等　不定形サイズ・

重量物への配送対応
◆共同倉庫提案
１） 運送事業者の所有倉庫、契約先倉庫情報

を希望される会員企業様に既紹介済。将
来的に共同倉庫構想に繋げる下地作り。
分散化している倉庫の集約化によりコス
ト削減へ。

２） ゴルフ場向け配送貨物の倉庫集約により
コスト削減、CO2削減を目指す。（ゴル
フ場向け専用倉庫の企業提案　2020年
予定）

『ゴルフ共配便』利用で期待できるメリット
●製造メーカーのメリット
　①配送・物流コストの削減
　②CO2排出量削減
　③ ダンボールなど梱包資材の業界統一基準

を検討
●小売店のメリット
　① 検収、検品など荷受け作業効率化により

スタッフの接客時間の増加
　② 通い箱や梱包資材削減の取り組みによる

廃棄費用の削減

「ゴルフ共配便」の状況と今後について

配送条件と運賃（運賃は月間の配送数量によ
り決定）
◆JGGA会員（メーカー・卸）で、共配対象店舗
への月間出荷数量が400個以上見込めること。
営業日：月曜日～金曜日 （休日、祝日は除く）
集荷時間：原則18時まで
配送時間：原則翌日配送、時間指定は不可。
対象貨物：１梱包につき原則重量５㎏まで、結
束時も５㎏まで。※５㎏超の場合は別途対応
対象先：個人宅配を除く、全国・全チャネルの
ゴルフ用品取扱小売店舗（館内配送手数料は
実費請求）

共同配送ネットワーク

会社
月次出荷規模

個/件 削減率
件数 個数

Ａ社 400 480 1.2 23％

Ｂ社 1,000 1,500 1.5 21%

Ｃ社 2,000 3,400 1.7 22%

Ｄ社 4,000 7,200 1.8 20%

コスト削減効果想定
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９月は住友ゴム『XXIO X』のマークダウン販

売開始に加え、一部メーカーから発売された新

製品効果、消費増税前の駆け込み需要も手伝っ

て各カテゴリーとも好調な需要を形成しまし

た。『XXIO X』はメンズモデルもさることなが

らレディースモデルが各店舗で好調だったと

いう声が多かったです。

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 PLUS チタン ピン 1 XXIO X HB 住友ゴム

2 XXIO X チタン 住友ゴム 2 XXIO X FW 住友ゴム

3 XXIO X L. チタン 住友ゴム 3 G410 HYBRID ピン

4 JGR(2019) チタン ブリヂストンスポーツ 4 G410 FW ピン

5 G410 LST チタン ピン 5 XXIO X L. 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. カーボン 住友ゴム 2 MACK DADDY4 キャロウェイ

3 XXIO X NS スチール 住友ゴム 3 JAWS CRM キャロウェイ

4 EPIC FORGED STAR カーボン キャロウェイ 4 DJ-4 フォーティーン

5 M6 スチール テーラーメイド 5 RTX4 住友ゴム

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 SIGMA2(2019) ピン

2 HONMA D1 
BT1801(2019) 2ピース 本間ゴルフ 2 STROKE LAB(2019) キャロウェイ

3 BRIDGESTONE GOLF 
TOUR B(2018) 3ピース ブリヂストンスポーツ 3 SIGMA G ピン

4 SRIXON Z-STAR(2019) 3ピース/
４ピース 住友ゴム 4 SPIDER X テーラーメイド

5 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 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）

９ 月1日〜 ９ 月 30日

パター１位=SIGMA2

vol.26

業界女子

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.ゴルフが好きで、ゴルフ業界を盛り上げてい
きたいと思ったため。

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ゴルフ場の予約サイトの運営

Q.年間のラウンド数は？
A.30ラウンドほどです。２月８月はラウンドをお
休みし、残りの10カ月で月３回ほどラウンドして
います。年２回ほど１泊２Ｒの合宿に行きます。

Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.ラウンド以外のゴルフのイベントに参加するこ
とです。初心者の方や今まで興味がなかった方
に対してどのようなアプローチができるか、どうし
たら興味を持ってもらえるか、日々勉強中です。

Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.交友関係が広がったこと、幅広い年齢層のゴ
ルフ仲間ができたことと、一生続けていきたいと
思えるスポーツに巡り合えたことです。スコアは
まだまだですが、心から楽しめる趣味が出来て
幸せです。

Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.より多くの方にゴルフの魅力を伝えて、共にゴ
ルフ業界を盛り上げていきましょう！

楽天GORAを利用してよかったと思えるようなプランをゴルフ
場と一緒に考えながら、すべてのゴルファーが楽しめるような
サイトを提供し、ゴルフ業界の発展に貢献していってください。

（ゴルフ事業 営業部 マネージャー 相澤亜浪さん）

楽天株式会社
ゴルフ事業　営業部
芝岡 真理さん
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■イベントステージ関連のリニューアル企画
　イベントステージは従来「JGFが主催もし
くは共催するイベントの実施」「ゴルフ関連
団体のイベント実施」と大きく２種類の用途
で活用してきた。
　今回はステージのスケール感をより一層有
効活用し、来場者に対する訴求力を効果的に
発揮するために、設置場所を含めた活用方法
のリニューアルを検討している。
● 来場者の回遊導線を再検証し、より多くの

方にステージイベントを注目していただけ
る設置場所。

● ステージ活用の対象を一般出展社まで拡大
し、出展社イベントによってステージで展
開するコンテンツの訴求力拡大を図る(主
催者と調整要)。

■フリーマーケットの実施
　JGF2020の新たな来場者拡大企画として、
フリーマーケットを実施する。
　様々な展示会と共催されるだけでなく、単
独イベントとしても人気が定着しているフリ
ーマーケットの集客力を活用するために、販
売物をゴルフ関連用品に限定して展開。
　参加者はJGFのHPやメルマガなどによっ
て募集する他、以前関連団体の主催で実施し
た時のルートも活用して参加者を集める予
定。実施場所はパシフィコ展示ホール１Fの
ピロティ（1500㎡）というスペースを予定し
ており、フェア来場者が容易に回遊が可能で、
天候にも左右されない。
　参加募集は、11月中旬スタートを予定し
ている。

■注目の継続企画概要
　横浜開催３年目の前回、JGFへの出展や来
場促進に効果的な企画が徐々に明確化したこ
とを受け、JGF2020に向けて継続・拡充して
いく企画の方向性が決定。前回、特に注目され
た企画の概要を紹介する。
〇女性関連企画の拡充
　JGF2020のスローガンに関連した女性対
象の企画として、イベントステージでのファ
ッションショーの実施、アパレル販売コーナ
ーの展開を実施。今回は特に、ファッションシ
ョーとアパレル販売コーナーとの連携展開を

強化する方向で調整を進める。
　女性専用ラウンジについては、女性ゴルフ
ァーの活性化視点でコンテンツを見直し、訴
求力の充実を図る。
〇コミュニケーション広場
　ゴルフにかかわる様々な情報を、セミナー
やワークショップという形式で訴求する
JGF2019に新たに実施した企画で、2019
年のルール改正についてや、ゴルフ関連の専
門的・実践的な情報を提供し、多くの聴衆を集
めた。
　JGF2020では出展社による展開などを強
化し、来場者の知的好奇心を刺激して、フェア
で体験・経験できることの幅を広げる方向で
プログラムを作成する。
〇ゴルフエクササイズ広場
　ゴルフをフィジカル面からアプローチし、
ゴルフの技術を効果的に発揮できる体作り
や、いつまでも健康的にゴルフを楽しむため
のボディケアなど、すべてのゴルファーが興
味を持っているレッスンやアドバイスを実施
する。
　JGF2020においては、年齢や性別により違
ったプログラムを提供し、より効果が期待で
きる展開を実施予定。
〇コンポーネントコーナー
　コアなゴルファー、ギアにこだわるゴルフ
ァー注目の企画をJGF2020でも継続展開。ギ
アをコンポーネント感覚でフィッティングす
るために必要な、ヘッドやシャフトなどのパ
ーツから、フィッティングの精度を向上させ
るための計測機器など、すべての情報を集め
たコーナー。
〇ゴルフフェア見学ガイドツアー
　ゴルフに精通したガイドが、最新のゴルフ
トレンドを紹介しながらフェアを巡る、今回
４回目となる人気企画。回を重ねるごとにガ
イドそれぞれのキャラクターが際立ち、それ
ぞれ魅力的な展開が好評となっている。
　JGF2020でも、事前予約方式で公式サイト
にて募集予定。

■その他のレギュラー企画
● 定番企画でありながら毎回多くの参加者を

集める「チャレンジコーナー」
● 子供たちはもちろん、大人でも楽しめる「フ

ァミリーゴルフ広場」
● ４回目の開催と定番企画として定着する
「JGF販売コーナー」

● レアなグッズが入手できると人気の「出展
社ブース内販売」

● 名産品やお土産なども人気の「ゴルフ場＆
地域観光・物産コーナー」

● ツアーのロゴ入りグッズを集めた「トーナ
メントグッズ販売」

● ツアープロのレアなグッズが手に入る「入
札型オークション」

● 食事を気にせず一日たっぷりフェアを楽し
め、味も人気の「フードコート」

協会関連事項

新入会
【正会員】
○東日本支部
・有限会社アンプラス（代表者　倉地伸尚）
　業態区分：小売、輸入
○西日本支部
・株式会社IZUMI GOLF（代表者　泉慶治）
　業態区分：製造 （クラブ製造部会）
【賛助会員】
・株式会社オフィスワイズ
　（代表者　山田敬三）
　事業内容：広告業、教育事業、飲食業

社名・代表者変更
○東日本支部
・株式会社ニューアート・スポーツ
　（旧：株式会社ニューアート・クレイジー）
　新代表者：代表取締役社長　植野文弥
・彌生興業株式会社（旧：株式会社稲垣商事）
○東日本・西日本支部
・ダイヤ株式会社
　（旧：株式会社ダイヤコーポレーション）

お詫びと訂正
　JGGANEWS2019年９月号３面「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」の写真において、「優勝　
林（常）・林」とありますが、正しくは「表彰式
の様子」です。お詫びして訂正致します。

ジャパンゴルフフェア2020に向けた企画および活動内容


