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ゴルフに本格的に取り組む覚悟と
ともに、給料の大半をつぎ込んで
そのクラブを購入されたそうで
す。その後、ピンアイ２以外にもい
ろいろなクラブを使用されてきた
そうですが、このピンアイ２には
格別な思い入れがあるそうです。
　数年前、ひょんなことからこの
アイアンを使用する機会があった
そうです。新しくオーダーしたア
イアンの納期が次のラウンドに間
に合わず、急きょ家の倉庫にしま
っておいたピンアイ２の出番とな
ったそうです。
　久しぶりの出番に備えて、シャ
フトとグリップを全て新しいもの

　私の知り合い
で、30年近く前
のアイアンを今も
大事に持ち続けて
いる人がいます。
ピンアイ２（ベリ

リウムカッパー）というクラブで、
30年ほど前に爆発的な人気を博
したクラブです。独特のヘッド形
状でフルキャビティバックという
当時としてはとても斬新なデザイ
ンのアイアンでした。
　ゴルフを始めたばかりのその方
は当時20代半ばで、ピンアイ２ア
イアンは憧れのクラブだったそう
です。社会人２～３年目、その方は

冬による苦戦を強いられました。
　しかしながら、プロツアーにおいては、渋野
選手の全英女子オープンの初出場・初優勝の
快挙やアマチュア選手がプロツアーで優勝す
るなど若手選手の活躍が目立ち、東京オリン
ピックにおける日本人選手の活躍を期待させ
てくれました。
　３年目の横浜開催となったゴルフフェア
は、皆様のご協力により過去最高来場者数６
万487人（前年比105.7%）を記録し成功を収
めました。
　本年は「ゴルフファンを増やそう！」、「ゴ
ルフに関する多様な情報を発信しよう！」、
「ゴルフビジネスを積極的に盛り上げよう！」
の３つの柱を掲げ、「ゴルフのすべてを見る、
触れる」と言う観点で訴求し、関連するすべ
ての企業・団体等の参画、メディアや横浜市の
支援によるPR強化、女性やファミリー層への
対応強化等に取り組み、６万人を超える来場
者の定着を目指します。
　販売技術者講習会は、22歳から68歳まで、
女性13名を含む66名の幅広い方々にご参加
いただきました。今後も講義内容を更新しな
がらコンテンツの充実を図ります。
　製造渉外委員会では、「模倣品対策ラベル」
の認知度アップに加え、本年は、「脱プラスチ

に交換し、新たに生まれ変わった
ピンアイ２でのラウンド。やはり
飛距離は最近のクラブとくらべて
確実に１番手落ちるそうですが、
そんなことはお構いなし。昔の感
覚もよみがえり、とても楽しいラ
ウンドとなったそうです。
　昔も今もクラブの技術革新は進
み、毎年多くの魅力的なゴルフク
ラブが登場しています。しかし、昨
今の値段を中心とした競争のな
か、30年たっても手放したくな
いと思わせるクラブはもしかする
と生まれにくくなってきているの
かもしれません。
（広島ゴルフショップ　山田勝久）

　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慶び申し上げ
ます。
　昨年は、自然災害の猛威に拠り、ゴルフ関連
施設においても、未だ嘗てないほどの被害や
影響を受けました。被害を受けた施設、関係者
の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、
復旧に尽力された皆様のご苦労には本当に頭
が下がる思いです。
　さてそのような状況の中、国内経済は、ラグ
ビーW杯の好影響があったものの、GDP成
長率は２年連続で１%を下回りました。
　また、ゴルフ業界は、猛暑や過去最大級の台
風による被害でプレー数の減少傾向が見ら
れ、更に増税により消費は低迷、冬物衣料も暖

ック」への取り組み等も議論して参ります。
自然環境と共にあるゴルフ業界において、サ
ステナビリティは重要課題であり、この活動
をゴルフ業界のみならず社会全体のためにも
推進していきたいと考えております。そして、
我々ゴルフ業界がこの活動をサポートし、拡
大していく事をゴルファーのみならず、多く
の方々にご周知頂きたいと考えております。
流通委員会は、メーカー各社の荷物を提携運
送会社が集約し、各店舗へ配送する仕組み「ゴ
ルフ共配便」を強化しており、今後は配送条
件等の更なる改良に努めます。
　各支部での一般参加型のペアスクランブル
や、会員企業向けのインダストリーカップゴ
ルフ大会の開催も恒例イベントとして定着
し、一般ゴルファーへの新しいゴルフの楽し
み方の提案や業界関係者の親睦推進、ゴルフ
市場活性化に貢献しています。
　2020年オリンピックイヤーを迎え、日本
全体が大きく盛り上がる本年を「チャンス」
と捉え、ゴルフを見る事の魅力も伝えながら、
ゴルフ人口の増加に向けて、協会一丸となっ
て邁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慶び申し上げ
ます。
　昨年のスポーツ界は、ラグビーワールドカ
ップにおける日本代表チームの大活躍が多く
の感動を呼び、またゴルフ界においても、
「AIG全英女子オープン」で優勝した渋野日向
子選手の明るい笑顔と溌剌としたプレーが、
幅広い注目を集めました。さらに、USPGA
ツアー日本初開催となった「ZOZOチャンピ
オンシップ」では、多くのギャラリーが開催
コースに足を運び、世界トップクラスの技を
目の当たりにしました。改めてスポーツの感
動と魅力、そしてゴルフの素晴らしさを実感
させる一年となりました。
　さて、今年はいよいよ東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催となります。様々な競技
へ注目が集まることと思われますが、我々ゴ
ルフ用品業界の役割はそうした追い風を自ら
積極的に生かし、「数あるスポーツの中での
ゴルフの魅力」をひとりでも多くの人に伝え
ることだと考えます。ゴルフの魅力のひとつ
は、観るだけではなく老若男女問わず幅広い
人がプレーを楽しめることです。その魅力を
伝えるために我々のすべきことは、ゴルファ
ーをワクワクさせるモノ作りであり、販売の
現場における商品提案やサービスです。それ
ぞれが為すべきことを愚直に徹底し、個々の
力を業界全体の力に結集していくよう、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。

　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。
　昨年は令和の新元号になり一層早く時が進
んだ気がします。
　そんな中で国内スポーツ最大のスポーツイ
ベントはラグビーワールドカップでした。
　流行語までONE	TEAMになり、街には所
謂俄かファンが大勢現れて日本がラグビー大
国になった様でした。
　それを見てゴルフにもチャンス有と感じた
のは私だけでしょうか、８月に渋野プロが全
英で優勝してからというものスポーツ紙の一
面はもとより一般紙の社会面でもゴルフが取
り上げられることが増えました。
　10月のZOZOでは過去類を見ないギャラ
リーをタイガーウッズが引き連れて習志野
CCを盛り上げてくれました。
　オリンピックに向けゴルフが盛り上がる下
地は出来つつあります。
　俄かファンも大いに歓迎して、男子プロ、女
子プロ、シニアプロの１試合１試合を大切に
していくことが重要だと感じております。
　ゴルフ用品を通じてゴルフの素晴らしさを
伝えることに真剣に取り組む１年にしていき
ます。

ONE	TEAM

　本年もご指導ご協力をお願いし、新年の挨
拶とさせて頂きます。

　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。
　昨年は平成から令和へと年号が変わり文字
通り新しい時代を迎えました。
　しかしながら台風災害に代表される自然災
害の多発や大型化による様々な困難と、色々
な社会問題の顕在化により、残念ながら少し
息苦しく感じる一年でした。
　一方スポーツ界では、ラグビーワールドカ
ップやZOZOチャンピオンシップの大成功
や、全英女子オープンでは渋野選手が日本人
として初優勝し世界中から「スマイルシンデ
レラ」の称号を得たりと、オリンピックパラ
リンピック2020東京大会の前年として大い
に盛り上がった年でもありました。
　本年はいよいよ自国開催のオリンピックパ
ラリンピック本番の年です。ゴルフと言うス
ポーツに携わる我々としても、気持ちを新し
くして前向きに明るく楽しくをモットーに、
一人でもファンを増やし一人でも参加者を増
やすようにしたいものです。
　その気持と姿勢を抱き英知を集めて新しい
時代を切り開いて行く惜しみない努力が求め
られていると思います。微力ながら皆さんと
共に汗をかいて行きたいと思います。
　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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　このほど日本ゴルフ場経営者協会は、
2018年度の「ゴルフ場利用税課税状況から
みたゴルフ場の数・利用者数等」（集計期間
2018年３月～ 2019年２月）を発表した。ゴ
ルフ市場に関わる調査データは数多くある
が、「課税状況」から市況を把握している確
度の高いデータといえる。一部資料を抜粋し
てお伝えする。

１．2018年度の利用者数状況
（「ゴルフ場利用税」の徴税データにより集計
している関係から、ゴルフ場の利用者数とし
ては2018年３月～ 2019年２月となってい
る）
　2018年度ゴルフ場利用者数は、対前年度
比66万人減少（0.8％減）の8,488万人とな
り、2010年度に8,809万人となった以降、東
日本大震災が発生した2011年度を除き最小
の利用者数となった。
　2018年度の四半期ごとの状況は、第２四
半期が西日本豪雨災害や台風21号の近畿圏
直撃などにより、47都道府県で前年度を下

回り、181万人減少（7.6％減）となった。特
に、西日本豪雨災害に見舞われた中国５県・四
国４県においては、広島県の前年度同期比
20．3％減を筆頭に岡山県14.3％減等、10
％以上の減少となった。また、台風21号の直
撃や高槻地震等により、近畿６府県も前年度
比10％以上の減少となった。第３四半期は、
北海道胆振東部地震とそれに伴う全道停電な
どにより対前年度7.9％減となった北海道と
台風や豪雨災害の後遺症が残る近畿・中国地
方を除けば、概ね前年度並みで推移した。そし
て、第４四半期は、１～２月の降雪が全国的に
極めて少なかったため、第２四半期とは逆に
千葉県を除く46都道府県において116万人
（7.8％増）増加した。
　特に注目すべきは、全利用者数は前述の通
り0.8％程度の減少で踏みとどまったが、「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９年間で6,686万人
にまで減少しており、新規ゴルファーの創造
活動が急務となっている。
　過去10年以上に亘り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、2018
年度も7.4％増加し、全利用者数の約21％と
なっている。「70歳以上」の利用者数は、団塊
の世代の全てが70歳に到達する2020年以降
の数年間も逓増すると考えられるが、その後
は逓減傾向に転ずると予測される。
２．ゴルフ場数
　2019年３月末日におけるゴルフ場数は、
対前年度末比９減少の2,229ゴルフ場であっ
た。（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2,248ゴル
フ場から19を減じた2,229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、９年間の累計で197
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
　前年度と比較して大きく減少した地域は、
いずれも大きな災害に見舞われた道府県であ
った。
　減少率が大きかったのは、地震と全道停電

2018年度「ゴルフ場利用税の課税状況からみたゴルフ場の数・利用者数等」報告
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が発生した北海道が5.62％減、西日本豪雨災
害に見舞われた広島県5.02％・岡山県が4.02
％減、台風が直撃した大阪府が4.20％減とな
っている。

４．ゴルフ場利用税額の推移とそこから見え
てくるもの
　「2018年度ゴルフ場利用税額」は、対前年
度比14億円減少の433億円であった。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41.8％に減少してい
る。また、2018年度の「１人当たりゴルフ場
利用税額」は、前年度比２円減少の648円で、
1993年度の1,019円から36.4％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、平均的な
ゴルフ場プレー料金もほぼ同率に減少したと
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
　2018年度にゴルフ場利用税決定基準が見
直された自治体は島根県のみであった。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
い状況であり、18ホールしかプレーしない
プレーヤー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プレーヤーの
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2012年度
をピークに逓減傾向にある。その原因分析も
必要である。

年度 18歳未満の利用者数

2009 311

2010 329

2011 338

2012 346

2013 343

2014 330

2015 329

2016 309

2017 293

2018 273

（単位：千人）

７．「ゴルフ場利用税」廃止問題の今後は？
　ゴルフ場利用税は、娯楽施設利用税時代か
ら軽減措置の追加、非課税制度の導入、地方自
治体の税収事情等による「決定基準」の変更
等により、制度的に整合性を失った状態とな
っている部分が多い。そもそも課税根拠が希
薄な税金であることに加え、徴収側の都合に
よって様々な変化が加えられているため、税
負担を求められているゴルファーには、課税
根拠が理解出来ない制度になってしまってい
ると考える。
　また、最近の動きとして、ゴルフ場利用税収
の一部を財源とした「ゴルフ振興策」を地域
ゴルフ場と協力して実施する市町村が徐々に
増加している。このような動きは独自税収の
少ない過疎地の市町村にとって、ゴルフ場利
用税収が一般財源として貴重な財源である証
でもあるだろう。
　2019年10月１日に消費税が10％に改正
されたが、「ゴルフ場利用税」は依然と残さ
れたままである。2019年度は、完全撤廃を
最終目標として掲げつつ、初めて「非課税対象
年齢の拡大（30歳未満、65歳以上）」が要望
事項として取り上げられた。

「第8回中部ゴルフ関連企業対抗
ゴルフ大会」開催報告

　当協会中部日本支部が主催する「第８回中
部インダストリーゴルフ関連企業対抗ゴルフ
大会」が10月23日（水）、三重県いなべ市にあ
る涼仙ゴルフ倶楽部において開催されまし
た。当日は、爽やかな秋晴れに恵まれ、計16組
32名の参加でした。
　中部支部会員企業、ゴルフ練習場、ゴルフ場
支配人、スポーツメディア、インドアのスクー
ルなど、ゴルフ関連企業の交流と情報交換が
友好的に行われました。パーティー会場では
ご参加の皆さまにジャパンゴルフフェア
2019のオフィシャルカタログをお渡しし
て、改めて６万人を超えた入場者数があった
こと、うち女性が３割近くもみえたことなど
を交えて、フェアのご紹介をさせて頂きまし
た。今年３月のフェアに向けてすでに準備中
であり、ぜひご来場頂きたいとお願いをしま
した。

■競技方法：２人１組のチーム戦
18ホールズストロークプレー、スクラッチ戦
（ベストボール方式）
■定員：20組40名
■費用：プレー代17,000円（キャディ付、昼
食・ドリンク代含む）、参加費4,000円（賞品
代、パーティー代含む）
　成績は以下の通りとなります。
■団体戦
優勝：涼仙ゴルフ倶楽部チーム
	 スコア／アウト35、イン34、グロス69
２位：ディテクトチーム
	 スコア／アウト36、イン36、グロス72
３位：中日チーム
	 スコア／アウト36、イン36、グロス72
■個人戦
優勝：鈴木将太さん（涼仙ゴルフ倶楽部）
	 スコア／アウト38、イン36、グロス74
２位：小澤寿広さん（ディテクト）
	 スコア／アウト39、イン38、グロス77
３位：宇野勝さん（中日チーム）
	 スコア／アウト39、イン38、グロス77
〈賞品協賛企業〉※商号略
ダンロップスポーツマーケティング、ミズノ、
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「シャフトの質量（重量）測定基準」に関するガイドライン
ブリヂストンスポーツ、キャロウェイゴルフ、
ヨネックス、プロギア、カジュアルゴルフ各社
様にご協賛を賜りました。厚く御礼申し上げ
ます。

団体戦　３位
中日チーム

団体戦　２位
ディテクトチーム

団体戦　優勝
涼仙ゴルフ倶楽部チーム
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■SNSの活用によるコミュニケーション強化
　情報の発信とそれによる話題の喚起におい
て、常に注目を浴びている各種SNS。その影
響力をJGFでも活用し、集客やブランドイメ
ージの構築に役立てていくこととなった。
　功罪についてはいろいろな意見も聞かれる
が、運用方法によってリスクを回避しながら、
想定するターゲット層に対してJGFの情報＆
イメージを訴求していく予定である。
　SNSの中でイメージ訴求力が期待できる
ことから「JGF2020公式Instagram」を１月
より開設。主催者からの情報を発信するだけ
でなく、多くのフォロワーを持つゴルフ好き
なインスタグラマーの起用や、ハッシュタグ
キャンペーン（＃ジャパンゴルフフェア）、リ
グラム（リポスト）などにより、情報の拡散を
図っていく。

■受付システムにおける事前登録の拡大
　前回ビジネス来場者を対象に初めて実施し
た事前登録システムを、今回から一般来場者
に対しても実施する。朝の来場の混雑緩和を
目的として試験的に実施した施策だったが、
懸念された現場での混乱もなかったため、一
般来場者にも対象を広げていくこととなった。
　システムについては前回同様JGFの公式サ

イトで事前登録していただき、会場ではスマ
ートフォンで認証という流れとなる。ビジネ
ス来場者と違い、一般来場者は個人情報の提
示に対しての抵抗感が強いため、事前の登録
内容が簡易でありながらアンケート調査以上
の精度でデータが取得できるよう、内容につ
いて検討を進めている。
　同時に、事前登録者が増えるため、事前と当
日の受付＆来場の誘導方法についても検証中
である。

■会場レイアウトのリニューアル
　イベントステージの活用強化、来場者の会
場回遊の促進などをテーマとして検討を続け
てきた会場レイアウトの概要が決定した。
　最大の変更点はイベントステージを会場中
央の海側に配置したこと。これによりイベン
トステージがJGFのシンボリックな施設とし
て認識されやすく、そこで行われるイベント
についても注目が集まりやすくなると想定し
ている。
　イベントステージと向き合うエリアにはア
パレル関連コーナーや主催者関連企画を配置
し、ステージの賑やかさが一般出展社の商談
等に影響を与えにくくするとともに、主催者
の企画意図の明確化という効果も期待してい
る。
　またAホールとDホールの見通しを極力担
保することにより、このセンターエリアが退
場者の導線を分断することなく回遊性を喚起
するために、具体的なレイアウトを進めてい
る。

■チャレンジコーナーを活用した
　プロモーション展開
　オリンピックイヤーとなる今年、ゴルフも
正式競技として実施されるが、その雰囲気の
一端でもJGF会場で味わっていただくため
に、ゴルフ競技の舞台となる「霞ヶ関カンツリ
ー倶楽部」の10番（ショート）と18番（ロン
グ）をシミュレーションゴルフで再現。
　人気のレギュラー企画・チャレンジコーナ
ーの打席を倍の４打席に拡大し、「2020霞
ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう
!!」という企画名でドラコン、ニアピンへの来

場者参加企画を展開する。(一社)霞ヶ関カン
ツリー倶楽部およびJGAのご協力により実
現した本企画では、コースにちなんだ賞品な
ども用意し、来場促進策として活用予定。

■ゴルフフリーマーケット募集概要
　JGGANEWS2019年11月号で紹介したフ
リーマーケット企画の実施概要が決定。
　開催はJGF中日となる３月20日（金・祝）の
10：00 ～ 16：00。一出品者あたり５m×
3.5mのスペースで、参加料は4,000円とし、
40件の出品を予定する。
　この企画により、ゴルフにかかわりながら
もJGFへの来場経験が無いといった、新たな
ターゲットの開拓を図っていく。

■JGF協力メディア
　JGF2018にゴルフメディアコミッティと
してスタートし、前回からこの企画名で実施
している来場促進に向けた展開に、今回も多
くのゴルフメディアから参加表明を頂いた。
「ゴルフ業界に身を置く私たちにとって、ゴル
フ人口の拡大が共通の目的であり、その施策
を展開する場としてJGFは有効」
　との意見を耳にし、これらの協力を無駄に
せず、試行錯誤の中ででもJGFにおいて新た
なターゲット拡大を図っていく。

ジャパンゴルフフェア2020に向けた企画および活動内容
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1 Barudan Golf

2 BC Interholding

3 Birdie79

4 BRAIN / QED ブース

5 BUMYANG GLOVE

6 CRAFTSMAN SPORTS GOODS LIMITED

7 Dint Golf Solutions

8 DONGGUAN JY LEISURE APPLIANCE

9 Farfalla International Development

10 FDR

11 FR SONS

12 Grand Golf Company

13 Henrich Technology

14 HUGE LOONG INTERNATIONAL LIMITED

15 IDEAMAKER_GOLF

16 Jinhua Lanhai Photoelectricity Technology

17 KBS シャフト

18 MIST JAPAN

19 OLYMPIC / OBAN COMPOSITES

20 One Story

21 QingDao Integrity Industry and Trade

22 QINGDAO OUDUN SPORTS GOODS

23 Sandarich International Private Limited

24 SHENZHEN NEW GAOPIN SPORTS GOODS

25 SKIMP ( フランスブランド スキンプ ）

26 Sunshine Plus

27 TAU Corp

28 University of Highlands and Islands

29 VIP グローバル

30 YKY

31 アートレイ

32 アイシム医療器

33 アクシネットジャパンインク

34 アザスゴルフ

35 朝日ゴルフ

36 有賀園ゴルフ

37 アンプラス

38 イーブンロールパター

39 エジソンゴルフ

40 エリートグリップ

41 エンジョイゴルフ

42 沖縄観光コンベンションビューロー

43 小田原湯本カントリークラブ

44 オニット

45 オリムピックナショナル VIP

46 ガーミン

47 ガレリア

48 ディースタイル

ジャパンゴルフフェア2020　出展社一覧
49 北側物産

50 キャスコ

51 キャロウェイゴルフ

52 喜和産業

53 久我修一ゴルフアーティスト

54 グラファイトデザイン

55 クラフトマン スポーツ

56 クレイジー

57 グレンコーポレーション

58 黒潮観光開発　黒潮 CC

59 コアフォース

60 コーホー

61 国際スポーツ振興協会 (ISPS) 日本ブラインドゴルフ振興協会 (JBGA)

62 御殿場小山ゴルフ振興事業実行委員会

63 コモン ジャポネスク

64 コラントッテ

65 ゴルフプライド

66 ゴルフプレミアム

67 ゴルフプロテイン

68 ゴルフ用品界社

69 ごるらん

70 コンバー ゴルフ

71 サンディ

72 サンテック

73 サンクト ・ ジャパン

74 シーディアイ

75 ジオテックゴルフ

76 ジョイライフ

77 スカイ A

78 スカイトラック / エックススイング

79 スナッグゴルフジャパン

80 スポーツマインド

81 スリーディ

82 セントアンテロープ

83 創機工業

84 ダイヤゴルフ

85 タイ国政府観光庁

86 タカセ

87 武市ウインド名古屋

88 タバタ

89 ダンロップスポーツマーケティング

90 帝人フロンティア

91 ディテクト

92 テーラーメイドゴルフ

93 テクノイースト

94 テクノクラフト

95 デサントジャパン

96 飛衛門 リーダーメディアテクノ

97 トラヴィスマシュー

98 長野県ゴルフ振興基金

99 ナノテックジャパン

100 二木ゴルフ

101 ニコン

102 ニセコ & 余市 ゴルフコース

103 日幸物産

104 日本シー･ エー･ ディー

105 日本シャフト

106 日本たばこ産業

107 バズゴルフ

108 八甲

109 パノラマインターナショナル　サイパンラオラオベイゴルフ & リゾート東京案内所

110 阪神交易 / ブッシュネルゴルフ

111 ヒルトン ・ グランド ・ バケーションズ

112 ピレッティジャパン ・ ラウドマウス

113 ピンゴルフジャパン

114 ファイテン

115 藤倉コンポジット

116 フライトスコープジャパン

117 ブリヂストンスポーツ

118 プレミアムウォーター

119 プログレイス

120 ベトナム航空 x 名鉄観光

121 ベルグロ

122 北海道観光振興機構

123 マーベラス

124 マスダゴルフ

125 マニューバーライン

126 ミズノ

127 三菱ケミカル

128 ミドリ PF1

129 メルシー

130 メルセデス ･ ベンツ日本

131 ヤマト

132 ヤマト徽章

133 ユーエスティーマミヤ

134 ヨネックス

135 ライト

136 楽天 GORA

137 ラヘラゴルフ ・ イルマヤテラス

138 リバーサカワゴルフクラブ

139 リンクス

140 レクサス

141 レザックス

142 ロイフ

143 ローガンズ / エーチームデザイン

144 ワールドゴルフ

計144社（敬称略）
2019年12月20日現在
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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 SERIES チタン PING 1 G410 FW SERIES PING

2 XXIO 10 SERIES チタン DUNLOP 2 G410 HYBRID SERIES PING

3 G410 LST SERIES チタン PING 3 XXIO 10 HB SERIES DUNLOP

4 JGR 19 W1 SERIES チタン BRIDGESTONE 4 XXIO 10 FW SERIES DUNLOP

5 XXIO 10 L. SERIES チタン DUNLOP 5 XXIO 10 L. HB SERIES DUNLOP

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 XXIO 10 SERIES カーボン DUNLOP 1 VOKEY DESIGN SM7 
WEDGE SERIES TITLEIST

2 XXIO 10 L. SERIES カーボン DUNLOP 2 JAWS WEDGE CRM 
SERIES CALLAWAY

3 G410 SERIES スチール PING 3 MACK DADDY 4 
WEDGE SERIES CALLAWAY

4 T200 SERIES カーボン TITLEIST 4 MIZUNO CUSTOM MIZUNO

5 EPIC FORGED STAR 
SERIES カーボン CALLAWAY 5 DJ-4 WEDGE SERIES FOURTEEN

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

1 HONMA D1 19 BT1801 
OP

3ピース/
４ピース HONMA 1 SIGMA2 19 SERIES PING

2 PRO V1 19 OP 2ピース TITLEIST 2 STROKE LAB 19 
SERIES ODYSSEY

3 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE OP 3ピース BRIDGESTONE 3 SPIDER X SERIES TAYLORMADE

4 PRO V1 19 X OP 2ピース TITLEIST 4 STROKE LAB 20 
BLACK SERIES ODYSSEY

5 WARBIRD 17 OP 3ピース/
４ピース CALLAWAY 5 SC SELECT 18 SERIES TITLEIST

=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）

10 月1日～ 11 月 30日

ドライバー1位=PING　G410 PLUS

vol.27

業界女子

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.ご縁です。ゴルフ業界に入ることは目的ではあ
りませんでしたが、自社で製造、扱う製品、そし
てゴルフを身近に感じ、より興味をもつことができ
ると思い社会人になってからゴルフを始めました。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ゴルフ用品をはじめ、スポーツ用品の輸出入、
貿易業務、海外取引先との債権・債務管理に
携わっています。当社では近年、ミズノグループ
海外拠点でのゴルフカスタムフィッティング事業
を拡大しています。ミズノテクニクス『YORO 
JAPAN CRAFTED』ブランドをグローバルに展
開し、海外のお客様へも届けていきたいです。
Q.年間のラウンド数は？
A.年間５～10ラウンドほどです。基本的なスタ
ンスはエンジョイゴルフですが、スコアアップを
目標にラウンド数を増やしていきたいです。
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.好きなスポーツができたことですね。スポーツ
が得意ではない私が、入社以来これほど長く楽
しむことができ、自分自身が一番驚いています。
これからも長く続けていきたいと思えるスポーツ
に巡り合えて嬉しく思います。職場の方と楽しい
時間を共有できることも魅力です。
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフが女性にとって、もっと身近なスポーツに
なってほしいものですね！私たちが発信源となり、
ゴルフの楽しさ・魅力をアピールしていきましょう。

他部署や異業種の人と一日一緒にプレイすることは、考えや価
値観の異なる人とのネットワークづくりにも役立ちます。ゴルフ
は知見を広めるチャンスです！

（管理部次長　山本 美奈子さん）

ミズノテクニクス株式会社
管理部経理課
古田 智美さん

10月は消費増税前の駆け込み需要の反動に加え、

台風上陸の影響で各カテゴリーとも非常に厳しい

結果。クラブ市場では新製品発売がなかったこと

も需要減退に拍車をかける格好。11月も10月の

悪い流れを引きずる形で厳しい市場環境。クラブ

市場では12月発売の『XXIO	11シリーズ』の予約

受注（11月ランキングには未加算）、所謂「様子見」

的なゴルファーも多少存在することなどから、厳し

い市場環境もある程度納得いきますが、ボール販

売も芳しくないことから、ラウンド市場も厳しかっ

たのではないかと推察できる。




