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第67回「PGAマーチャンダイズショー
2020」開催
能力の維持向上を図りながら楽しむスポーツ」への

今年で67回目を数える「ＰＧＡマーチャンダイズショー
（PGAショー）2020」が、現地時間１月21日～ 24日、

変化などの視点からレポートした。

米フロリダ州オーランドにて開催された。
今回は、
この10年で様変わりしたPGAマーチャンダ
イズショーを矢野経済研究所の三石茂樹氏が、米国
ゴルフ産業における「道具が面倒を見てくれるスポ
ーツ」から「スイングや弾道を物理的に可視化し改
善するスポーツ」へ、更には「ゴルファー自身の身体

「暖冬」である。関西の方で
はこの暖冬のおかげでゴルフ
場や練習場は大変賑わってお
り、来場者数はかなりアップ
しています。では、ゴルフショ
ップはどうか？ 実感として
は来店者数は例年より増え、新製品を中心に
試打される方も多く今後の売上に期待という
ところです。
ゴルフ関係以外の暖冬の影響に目を向ける
とスキー場は雪がなくオープンが遅れたり、
オープンできないスキー場もあったりしてい

6面 =「日本ゴルフサミット会議」
7面 =「2020年ゴルフ新年会特別講演」
8面 =「業界女子リレーインタビュー」

る。また、農作物もダイコンが大きく育ちすぎ
て出荷できず、大量に廃棄処分になるニュー
スも見た。
世の中にとってはいいことばかりで
はないのですが、ゴルフ業界に与える影響と
いうことで考えますとウエア
（特に防寒着）の
売れ行きが少し悪くなりますが、概ねプラス
なのではないでしょうか。徐々に温暖化に向
かっているのか夏は猛暑、冬は暖冬というの
がここ数年続いて、40度近い気温の夏のゴル
フは大変厳しくなってきておりますが、
その反
面冬のゴルフは暖冬の影響で気温も高く、コ
ースの雪によるクローズも減ってよりラウン

ドしやすくなってきているように感じます。
今年は東京オリンピックが開催されます。
前回のリオ・デ・ジャネイロオリンピックでゴ
ルフが112年ぶりの正式種目になって２回目
の大会です。リオの大会では女子の野村敏京
選手が４位とあと一歩でメダルというところ
まで行きました。今大会はまだ出場選手は決
まっておりませんが、昨年のZOZOチャンピ
オンシップのように業界全体が盛り上がりメ
ダル獲得を期待しつつ、猛暑にならないこと
を祈るばかりです。
（西明石ゴルフショップ 梅田竜彦）
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第67回「PGA マーチャンダイズショー2020」開催レポート

現地時間の2020年1月21日から24日にか
けて、アメリカフロリダ州オーランドのオレ
ンジコンベンションセンターにて開催された
PGAマーチャンダイズショーの訪問レポー
トをお届けします。
本ニュースを愛読頂いている皆様であれば
ショーの成り立ちや内容についてよくご存じ
であり、また既にSNSを含めたインターネッ
トでショーに関する様々な情報が発信されて
いるので、ここでは「Demo Dayがどうだっ
た」
「出展社の展示内容がどうだった」といっ
た内容のレポートは割愛させて頂きたいと思
う。
日本のゴルフ業界関係者と訪問前に「（ショ
ーに）行ってきます」という話をしたり、ショ
ーに行って帰国した後に「行ってきました」
という話をした際に必ずと言って良いほど聞
かれるのが「今のPGAショーに訪問する価値
はあるの？」という質問。恐らくその前には
「わざわざ時間とお金をかけてまでして」と
いうニュアンスが含まれているのではないか
と思う。
確 か に、私 が シ ョ ー を 初 め て 訪 問 し た
2013年当時と比べると出展社数は減少して
いるようである（かつてテーラーメイド＆ア
ディダスグループが巨大なブースを構えてい
た会場北側のエリアは「ラケットスポーツ展
示エリア」としてパデルのコートが設置され
ており、テニスラケットブランドがブースを
構えていた）
。
また主要メーカーがブースで出展している
商品群も、一部を除いては既に日本で発表さ

れているものが多く、「目新しさ」という点
においても新鮮味に欠けるというのが実情で
ある。また上述のように私自身2013年以降
毎年ショーに訪れているが、私の中にある種
の「慣れ」の感情が生じているのも新鮮味を
感じられない一因なのかもしれない。
しかしながら「わざわざ時間とお金をかけ
てまでフロリダまで行くに値しないものなの
か？」という問いに対する私の答えはあくま
でも「No」である。
その理由の一つ目は、アメリカのゴルフ産
業≒世界のゴルフ産業がどこに向かおうとし
ているのか、が（ショーに行くことで）理解で
きるという点。これはあくまでも個人的な感
覚ではあるが、私が初めて訪れた頃はゴルフ
用品がショーの「顔」であり「主役」であった
ように思う。少々飛躍した表現になるが、当時
のゴルフ産業は「ゴルファーのスキルアップ
を面倒見る主役はゴルフクラブ」という世界
であったと言える。しかしそれ以降は「トラッ
クマン」や「フォーサイトスポーツ」
「フライ
トスコープ」
「トップトレーサー」などの「ク
ラブの挙動やインパクト、ボールの動きを可
視化する機器」を展開するブースが拡大した。
そ し て そ れ と ほ ぼ 時 を 同 じ く し て「TPI
（Titleist Performance Institute）」に代表さ
れる「ゴルファーの身体をケアすることによ
りパフォーマンス向上を実現する」ブース、
いわば「ゴルフフィットネス」を提案するブ
ースが拡大していったように思う。
つまりこの10年で米国ゴルフ産業は「道具
が面倒を見てくれるスポーツ」から「スイン

グや弾道を物理的に可視化し改善するスポー
ツ」へ、更には「ゴルファー自身の身体能力の
維持向上を図りながら楽しむスポーツ」へ変
化を遂げた、ということができるのではない
かと思う。上述したようにこうした変化は定
量分析に基づくものではなく、あくまでも私
自身の経験則に基づく「肌感覚」が多分に含
まれており果たしてどこまで「当たっている
のか」は分からないが、そうした「変化」を肌
で感じられたことは私にとって大きな財産と
なっている。業界関係者がもしそうした「変
化」を感じ、自らのビジネスに落とし込むこ
とができたならば、訪れる「価値」は大いにあ
るのではないだろうか。
もう一点訪れる価値として私が感じている
のが、現地での業界関係者との濃密な情報交
換である。今回も弊社のパートナーである
Golfdatatech（GDT）社と「2021年世界ゴル
フ市場レポート」発刊に向けたキックオフミ
ーティングを実施し米国及び英国のゴルフ用
品市場動向について情報交換を行ったが 、そ
の中で改めて浮き彫りになったのが日米英の
ゴルフウエア市場環境の違い、そして米国ゴ
ルフウエア市場の多様化であった。また、現地
でティーチング業を行っているプロとの情報
交換では、米国レッスン市場におけるプロ、イ
ンストラクター間の熾烈な競争環境と、それ
に立脚したセミナーやカンファレンスの充実
についてのリアルな情報を教えて頂くことが
できた。
出展企業が増えた減った、入場者数が増え
た減った、という表層にある事象ではなく、世
界のゴルフ産業をリードする米国のゴルフ産
業がどこに向かおうとしているのか、そして
それを日本のゴルフ産業、自身のビジネスに
どうフィードバックしてゆくのか。そうした
視点を以て臨めば、ショーに訪れる「価値」は
まだ十分にあるのではないかと思う。
最後にもう一つだけ昨年とは明らかに異な
っていた点を。それは今年のショーに日本人
や韓国人を中心とした「ユーチューバー」ら
しき人達が来場していた点。ざっと見積もっ
て10組ほどそうしたグループが会場をスマ
ホで撮影しながらレポートしていたのではな
いだろうか。この数が多いか少ないかは判断
の分かれるところであろうが、こうした「変化
の先」にある産業構造の変化について、皆様
はどのような仮説を立てるだろうか。
（矢野経済研究所・三石茂樹）
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ジャパンゴルフフェア2020に向けた企画および活動内容
当協会主催の
「第54回ジャパンゴルフフェ
ア2020」を、
３月19日
（木）〜３月21日
（土）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します。
そこで２月14日
現在の最新情報、
主な企画をご紹介します。
新企画
● 2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジ
しよう!!
定番人気企画「チャレンジコーナー」を、今
回は「2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャ
レンジしよう!!」というオリンピック・パラリ
ンピックイヤーならではの特別企画として実
施。東京2020オリンピックのゴルフ競技会
場「霞ヶ関カンツリー倶楽部」をバーチャル
に再現し、
ドラコン、ニアピンにチャレンジし
ていただきます。
参加料は1,000円で、参加記念品進呈。会場
にて先着順に受け付けます。
＊「2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレ
ンジしよう!!」は、東京2020応援プログラム
に認証されました。
●レディース&ジュニアワンポイントレッスン
新たなゴルフファン獲得のため、女性やジ
ュニアの未経験者や初心者を対象に、ＪＬＰ
ＧＡの協力によってワンポイントレッスンを
実施します。参加料は500円で、会場で受け付
けます。
● ゴルフアパレル展示コーナー
ファッションショーでは伝えきれないアパ
レル製品よりの豊富な情報を、展示方式で発
信していく新コーナー。女性を中心にトレン
ドに敏感な来場者に満足していただきます。
注目企画

● コミュニケーション広場

来場者への多様なゴルフ関連情報発信の場
として設置。
「セミナー」や「ワークショップ」
等のイベントを通し、ゴルフに関わる多様な
コミュニケーションを実施。
＊３月19日
（木）
〇ゴルフにおける頭皮のダメージとケア
〇一度で平均15ヤードアップ！ゴルフのパ
フォーマンスアップと健康維持に導くエクサ
サイズ
＊３月20日
（金・祝）

〇AIを屈指したクラブの挙動解析
〇マーク金井ゴルフギアセミナー
〇グリップ交換体験セミナー
〇ティーチングアワード表彰式
〇パターフィッティング
＊３月21日（土）
〇グリップ交換体験セミナー
〇一度で平均15ヤードアップ！ゴルフのパ
フォーマンスアップと健康維持に導くエクサ
サイズ
〇マーク金井ゴルフギアセミナー
〇パターフィッティング
〇女性ウェアの選び方
● ゴルフエクササイズ広場

年齢性別を問わず楽しめるゴルフのフィジ
カル面に注目し、ボディチェック&トレーニ
ングを体験していただく企画です。
コーナーは２つの種類に分け「JGFOゴル
フフィットネスエリア」ではボディチェック、
「ゴルフエクササイズエリア」では身体機能
を高めるエクササイズの指導を、対象ごとの
プログラムを設けて実施します。
〇ゴルフボディチェック
〇ゴルフピラティス
〇ジュニアゴルファーレッスンプログラム
〇ゴルフに求められるカラダづくり
〇子供の身体能力向上教室
〇ゴルフを続けるためのセルフケア
〇ゴルフ“体幹”ボディメイク
〇アスリートを目指す子供のためのトレーニ
ング
● 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しました。
〇参加社数：38社（２月14日現在）
人気企画

● 見学ガイドツアー

ゴルフ知識豊富なツアーガイドが独自の切
り口でJGFの会場内を案内する「ゴルフフェ

ア見学ガイドツアー」。TVでもおなじみの４
名のツアーガイドが、それぞれの個性を生か
したコーディネートで分かりやすくそして楽
しくご案内します。参加費は2,000円で、公式
HPで事前申込み。
〇３月19日（木）関雅史ティーチングプロ
〇３月20日（金）靏原弘高ゴルフジャーナリ
スト
〇３月21日（土）鹿又芳典クラブフィッター
〇３月21日（土）堀口宜篤クラブフィッター
● 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。GDOの協力で、魅力的な賞品が当
たります。
○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、距離測定器な
ど、ゴルフ関連賞品多数
● JGF販売コーナー
最新・人気モデルの販売や特典商品の販売
など、
ゴルフフェアならではのサービス満載の
コーナーで、安心して、そしてアウトレット感
覚でお得な買い物を楽しんでいただけます。
● ゴルフアパレル販売コーナー
ファッションショー開催と共にニーズが高
まった企画コーナー。毎回感度の高いブラン
ドを集め、女性はもちろん男性来場者の注目
も集めています。
〇出展ブランド（１月31日現在）
アンパスィ /ジュンアンドロペ/ムータマリン
/リエンダスエルタ/アルチビオ/アディダス/
本間ゴルフ/デルソルゴルフ/ダンスウィズド
ラゴン/セントアンドリュース/パーリーゲイ
ツ/ガッチャゴルフ/カールカナイゴルフ/エ
フィカス/チャンピオン/TFW49/FDR/マン
シングウェア/ルコックゴルフ/フィラゴルフ
/ラウドマウス/アドミラル/トミーヒルフィ
ガー /キスオンザグリーン/ラフ&スウェル/
キ ャ ロ ウ ェ イ ア パ レ ル/ニ ュ ー バ ラ ン ス/
PUMA/ビバハート/ロサーセン/ビームス/
ZOY/トラヴィスマシュー /エドウィンゴルフ
ステージイベント
● ファッションショー

（ 4 ）2020年3月1日発行

女性ゴルファーが注目されて以来、常に人
気のコンテンツとして定着した企画。本格的
ゴルフシーズン到来の時期、ファッションに
敏感な来場者に最新トレンドを紹介します。
〇開催日時：３月20日（金・祝）、21日（土）
両日ともに11：00 〜 13：30 〜 16：00 〜
〇出展ブランド
（１月31日現在）
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/パーリーゲイ
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
● 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。
〇開催日時：３月19日（木）15：30 〜
〇顕彰者：謝敏男氏、中村兼吉氏、岡田美智子
氏、
海老原清治氏
● ゴルフFAN!プロジェクト

男子プロゴルフツアーは、2019年に選手
がファンと直接ふれあう「ゴルフFAN!プロジ
ェクト」を発足。参加選手からプロジェクト
への意気込みが発表されます。
〇開催日時：３月19日（木）11：00 〜
その他の企画
● 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の紹介
とともに地域の観光および物産を紹介しま
す。
物産販売が来場者の人気につながり、レギ
ュラー企画として定着しました。
〇出展地域：北海道、御殿場市･小山町、ゴルフ
アイランド沖縄
● ファミリーゴルフ広場
スナッグゴルフを使った的当てゲームや、
パターなどで遊べるコーナー。お子さんの安
全なゴルフ体験としてはもちろん、大人でも
十分に楽しめる広場です。
● 有賀園ゴルフウェア買取サービス
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前回からスタートした話題の企画で、不要
なゴルフウェアを買取ります。
〇ゴルフウェアを２枚で1,000円分の「JGF
×有賀園ゴルフ商品券」で買取ります。
〇商品券はゴルフフェア会場内の主催者コー
ナーおよび有賀園で利用可能
アネックスホールでのセミナー
● 日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
「東京五輪&ZOZO CHAMPION SHIP、２大
イベントのキーパーソン語る！」
日時：３月19日（木）11：00 〜 13：00
● 市場活性化セミナー
「練習場の成功事例・ホットヨガの市場開拓か
ら学ぶ、『誘い・誘われ』口コミ活用策」
日時：３月19日（木）13：20 〜 15：20
● ゴルフ練習場ビジネスセミナー
「ゴルフ練習場の安全管理対策〜これからの
災害に負けない練習場運営とは〜」
日時：３月19日（木）15：30 〜 17：30
● グリーン研究講習会
「第68回グリーン研究講習会」
日時：３月19日（木）16：00 〜 18：00
● PGAティーチングアワード
「2020PGAティーチングプロアワード最終
選考会」
日時：３月20日（金･祝）16：00 〜 18：00
● ゴルフ用品セミナー
「弾道計測器の基礎と運用」
日時：３月20日（金･祝）12：00 〜 13：30
● ゴルフトライアスロン
「日本発の新競技、ゴルフトライアスロンがも
たらすもの」
日時：３月20日（金･祝）13：30 〜
● R&A用具規則フォーラム
「エキップメントスタンダードセミナー」
日時：３月20日（金･祝）14：30 〜 15：30（最
大延長16：00まで）
● ゴルフメンタルセミナー
「vision54が認めた最新メンタルトレーニン
グ手法」
日時：３月21日（土）13：00 〜 16：00
● 大学ゴルフ授業研究会シンポジウム
「大学生のゴルフ人口１万人増加の背景」
日時：2020年３月21日
（土）14：00 〜 16：00

※ジャパンゴルフフェア2020は、新型コロナウィルスの感染が拡大し今後の状況の見通しが
立たないことから開催中止を決定いたしました。皆様のご理解をいただきます様、何卒よろ
しくお願い致します。
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JGF2020会場レイアウト（2020年2月15日現在）
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日本ゴルフサミット会議 2020年度活動方針
2020年の第１回目となる日本ゴルフサミ
ット会議が、１月22日にANAインターコン
チネンタルホテルで開催された。出席者は以
下の通り。
出席者：竹田恆正
（議長）
、永田圭司
（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）
、
石 原 俊 爾（GTPA）
、倉 本 昌弘（PGA）
、青 木 功
（JGTO）
、小 林 浩 美（LPGA）
、津 々 木 秀 司
（JGMD）
、今 和 泉 久 生（JGIA）
、片 山 哲 郎
（JGJA）
、川田太三
（JSGCA）
、田村和男
（支配
人会連合会）
、
高橋正孝
（TOJ）
（敬称略・団体名
略称）
議事：竹田議長より、東京五輪成功に向けてゴ
ルフ界が一致団結して臨むこと必要がある旨
の挨拶があった。
（１）
「2020年度日本ゴルフサミット会議活動
方針」の確認と一部議案審議
【日本ゴルフサミット会議〜 2020年度活動方
針〜】
1ゴルフの活性化をはかる
ゴルフ普及の阻害要因である「プレー時間
が長い」を払拭するための「短時間プレー」の
普及、
「技能・年齢に適合したプレー距離」に
関する啓発活動を推進する。
1.「統一テーマによるゴルフ活性化への取組
み
（４課題）
」の具体化と展開
①ゴ ルフ振興の中期目標：20歳代後半から
30歳代前半のゴルフ実施率を10%に引き
上げる。
②選手強化
③女性ゴルファーの創造（開拓）
各種データによるターゲット年齢層は40
歳代であるため、それを意識しつつも幅広い
年齢層に対して「ゴルフ参画」を呼び掛ける
施策を展開する。
＊2019年度第３回会議にPGAより提案され
た「女性ゴルファーの創造に関する施策」
について、
本会議の共同施策として認証し、
参画を希望する団体によるタスクフォース
を編成し、様々な意見を加味しながら施策
を完成させる。
（１月22日時点での参画団
体は、JGA・GTPA・JGJA・JGTO・支配人会・
JGRA・NGK・JGGA・PGA・JPGSの10団

体）
＊
（10月）への参画呼び
「ピンクリボン月間」
掛け等についてピンクリボン運動」の主旨、
並びに、本運動を取り上げた目的「もっと女
性がゴルフを楽しめる環境を作る」等をテ
ーマとしたチラシを作成し、団体の所属会
員や関連産業に参加を呼びかける。チラシ
等の具体的内容は、４月を目途に「運営会
議」で審議。
④イメージアップ
2.団体の活動目的に即した「ゴルフ活性化活
動」
2ゴルフ界も廃プラ削減に取り組もう！
「啓発用ポスター」を承認し、全ゴルフ場に
配布する。また、必要に応じて各団体に配布す
る。本運動の推進委より影響を受ける関連産
業への周知も図りつつ、丁寧に進めていくこ
ととした。また、ゴルフ界の廃プラ削減への取
組みを広くアピールするために「ゴルフ界環
境サミット」
（仮称）を企画して東京五輪前に
開催する。
3ゴルフ場利用税廃止を求める運動
2019年度の活動結果を報告。2020年度
活動方針は、「ゴルフ場利用税廃止運動推進
2020年ゴルフ新年会特別講演
JGAナショナルチーム ヘッドコーチ

ガレス・ジョーンズ氏

本部」を中心に参画団体が緊密な連携のもと
に関係省庁や地方自治体と協議する方向性を
模索する。
4国 家公務員倫理規程における「ゴルフ」の
削除
5暴力団等反社会勢力の排除
（２）報告事項
「統一テーマによるゴルフ活性化への取組
＊
み」に関する経過報告
①「大学のゴルフ授業」充実に向けた産学連
携協力の推進（過去４ヶ年の累計実績等）
「ゴルフクラブ寄贈事業」について、
＊JGGA：
延べ105校に3237本、156セット寄贈。
「Gちゃれ」
（デビュープログラム）参
＊NGK：
加者数は、延べ1458名。
＊PGA：教員研修会５回・プロゴルファーに
よる授業実施９回
②「ゴルマジ」
（2014年〜 2019年）の実績報
告延べアクション数18万8800名。
＊選手強化策についての中間報告（サミット
会議15団体支援）
JGA：強化プログラムの実施により、男女と
もに若い世代の活躍が顕著である。
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＊JGGA：
「 第54回 ジ ャ パ ン ゴ ル フ フ ェ ア
2020」の開催告知
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2020年ゴルフ新年会特別講演
ゴルフ関連16団体が主催した「2020年ゴ
ルフ新年会」では、新春特別企画としてJGA
ナショナルチームのヘッドコーチであるガレ
ス・ジョーンズ氏が「世界水準の選手育成そし
て、ゴルフ界に及ぼすインパクト」と題して
１時間にわたり2015年からの取り組みを紹
介した。
その一部を紹介する。
今回の講演でガレス・ジョーンズ氏が強調
したのは、ナショナルチームのメンバーがゴ

ルファーとして成長するだけではなく、人間
としても成長することが大きな目標であると
いうことだ。
そのため、ナショナルチームのチーム哲学
として、以下のように定めている。
「アスリートがゴルファーとして、また、人間
として、学び・成長し・発展する環境を作るこ
と。そして、周囲に良い影響を与えるロールモ
デルになれるような選手を輩出し、日本のゴ
ルフの発展に貢献すること」
としている。また、ナショナルチームの成功
の４本柱として、次の４点を据えている。
①健康、②教育、③精神的弾力性、④社会とい
うもので、①健康は精神的な成長を含めたも
ので、成長志向ともとらえられるという。②の
教育はゴルファーの中で１%のツアープロと
いう現実に対して、様々な分野への興味促進、
複数キャリア（能力）の追求、③の精神的弾力
性とは自立性とし、④の社会とはコミュニケ
ーション能力としている。

また、ゴルフ技術の面では、①強化&準備期
と②試合期に期分け。①の強化&準備期はコ
ーチ陣が選手の技術面、身体面、心理面を補足
やサポート。さらに年４回の強化合宿や定量
的・数値に基づく分析を行いながら、客観的視
点から能力の発展を促すコーチングを行う。
一方の試合期は、国内外での競技出場や世
界アマランキングへの着目、異なる環境での
経験、競技に集中させるためのコーチングを
行っているという。
また、ガレス・ジョーンズ氏が強調したこと
がもうひとつある。それは、
「しっかりと学校
に通ってほしい」ということ。
ジュニア育成で
は、学業や学校生活よりゴルフの技術習得が
優先されがちだ。それによる弊害はスコア改
ざんやマナーの欠落に表れているともいわれ
ている。それを防止するのが学校教育であり、
アスリートゴルファーである前に、社会性や
協調性など、人としての成長が最も重要であ
るということを強調している。

協会関連事項

①「ゴルフクラブのスペック測定に関するガ
イドライン」基準クラブを作製しました。

関しても、参考値を表記することにより、測定
基準統一の手助けになればと考えています。
この基準クラブに関しては、３月10日から貸
し出しを開始する予定ですので、貸し出しの
希望、またお問い合わせ等は、日本ゴルフ用品
協会事務局までご連絡ください。

（３）その他
1.雇用人材不足への対応、風水害対策等につ
いて、
経過報告等があった。
2.「2021年度ゴルフ新年会」
：2021年１月
18日（月）ANAインターコンチネンタルホテ
ル東京

〈東日本〉
「2020ペア・スクランブルゴルフ大
会」参加者募集のお知らせ
初心者から上級者まで、年齢・男女問わず楽
しめる「ペア・スクランブルゴルフ大会」を、
本年もゴルフ活性化施策の一環として開催し
ます。
ふるってご参加ください。
開催日：2020年６月２日（火）
場所：四街道ゴルフ倶楽部 千葉県四街道市
小名木268
競技方法：ペア・スクランブル方式によるダブ
ルペリア戦
参加資格：アマチュア資格を有する者に限り
ます。
参加費用：1万3000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50組100名様
詳細・お申込みは、当協会公式ホームページ
（http：//www.jgga.or.jp）をご覧ください。
お 問 い 合 わ せ は、当 協 会（tel：03-38328589）まで。

JGGA製造渉外委員会

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
（改正第１版）
」を2015年９月16日に、
また
シャフトに関する３項目を追加した「改正第
２版」を2019年１月１日より施行しました。
このガイドラインは、会員企業が製造・販売
するゴルフクラブ及び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
時期については、会員企業の自主的な判断に
ゆだねているため、企業毎に導入時期及び導
入の方法に違いが生じているのが現状です。
そんな中で、このスペック測定方法を導入し
たいが、特にクラブ長さに関しては測定誤差
が出やすいので、基準となるクラブはないか
という問い合わせがあり、製造渉外委員会で
は、ウッド、アイアンの長さ測定の基準となる
クラブを作製し、会員企業に貸し出すことに
より、測定精度向上に役立てていただくこと
としました。
また、長さ以外のクラブスペック７項目に

②R&A/USGAから
「ディスタンスインサイト
プロジェクト」のレポートが発表されました。
2020年２月４日付けで、R&A/USGAが
「ディスタンスインサイトプロジェクト」の
レポートを発表しました。翌日の２月５日に
R&AからJGGA製造渉外委員会に対し、TV
会議で本レポートの主旨について報告があり
ました。
飛距離の増加は極めて重要な問題として捉
えており、更なる調査を踏まえ、対策を講じて
いくことを検討していく予定とのことでし
た。今後45日以内に具体的なリサーチのトピ
ックスを公表し、製造業者やゴルフコミュニ
ティーなどからインプットを求める予定とし
ています。
JGGA製造渉外委員会は引き続きR&Aと
情報交換を図り、対応を行っていくことと致
します。
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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。
（コメント：三石茂樹）

vol.28

2019 年 １２ 月 1 日〜 ２０２０ 年 １ 月 31 日
12月は
『XXIO11シリーズ』及び『XXIO X-eks-シリー
ズ』が新発売となり、いずれも
「順当に」ベストセラー
トップを獲得している状況です。
アイアン市場に関して
はトップ５すべてが
『XXIO』という結果となりました。
しかしながらFW及びハイブリッドカテゴリーではピン
『G410ハイブリッド』が首位を維持しており、
『XXIO』
が新発売された中でも勢いが続いていることがわかり
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社
ブリヂストンゴルフガーデン TOKYO

安藤 亜美さん

ます。1月は気候が温暖だったこともあり活発に物が
動いたようでした。セール商材としてテーラーメイド
『Mシリーズ』がマークダウン販売されましたが、その

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.もともとはテニスでブリヂストンを知り、ゴルフ
を始める為に入社。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ブリヂストンの直営店で店長をしています。
Q. 年間のラウンド数は？
A. 年20～25回くらいです。社内のゴルフ部にも
入部し積極的にラウンドにでるようにしています。
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.トーナメント観戦 !! 昨年 ZOZO チャンピオ
ンシップを観戦し刺激を受けました。プロのプレ
ーはもちろんの事、お客様の行動なども興味深
く人間ウォッチングが楽しかったです。いろいろ
と仕事に繋がりそう!!
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A. 最近の女子ゴルフはとても注目を浴びていま
すが、まだまだ女性のプレイヤーは多くはありま
せん。女性でも手軽にゴルフに触れ、楽しんで
いただける環境作りが必要と感じます。おじさん
に連れて行ってもらうゴルフから、女性から誘っ
て行くゴルフとして盛り上げていきませんか ??こ
れからも丸の内のビジネス街からゴルフの楽しさ
を発信していきます♪
直営店店長として１年半。
女性ならではの視点、
発想でゴルフ
業界活性化に繋げて下さい。
期待しています。
（東日本営業本部 営業1部 川島さん）

他に大きなセール商材はなく、需要は
『Mシリーズ』に
集中するような格好となりました。

順位

FW ＆ UTILITY 1位=PING

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

1

M6 SERIES

チタン

TAYLORMADE

2

XXIO 11 SERIES

チタン

3

G410 PLUS SERIES

4
5

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G410 HYBRID SERIES

PING

DUNLOP

2

M6 SERIES

TAYLORMADE

チタン

PING

3

G410 FW SERIES

PING

XXIO 10 SERIES

チタン

DUNLOP

4

M6 SERIES

TAYLORMADE

M5 SERIES

チタン

TAYLORMADE

5

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５

メーカー名

1

M6 SERIES

カーボン

TAYLORMADE

1

VOKEY DESIGN SM7
WEDGE SERIES

TITLEIST

2

XXIO 11 SERIES

カーボン

DUNLOP

2

JAWS WEDGE CRM
SERIES

CALLAWAY

3

XXIO 10 SERIES

スチール

DUNLOP

3

DJ-4 WEDGE SERIES

FOURTEEN

4

XXIO X-EKS- SERIES

カーボン

DUNLOP

4

RTX4 WEDGE SERIES

CLEVELAND

5

T200 SERIES

カーボン

TITLEIST

5

MIZUNO CUSTOM

MIZUNO

順位

BALL BEST５

構造

メーカー名

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

BRIDGESTONE GOLF
TOUR B XS
OP

3ピース

BRIDGESTONE

3

O-WORKS 17 SERIES

ODYSSEY

4

PRO V1 19 X
OP

2ピース

TITLEIST

4

STROKE LAB 20
BLACK SERIES

ODYSSEY

5

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE
OP

3ピース /
４ピース

BRIDGESTONE

5

SPIDER X SERIES

TAYLORMADE

順位

順位

G410 HYBRID SERIES

順位

