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2020年通常総会開催
新理事６名の新体制で臨む

アレックス M. ボーズマン会長
は じ め に、新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
（COVID-19）により被害を受けた全ての方へ、
私の祈りを捧げたいと思います。
そして、
皆様
とご家族、
従業員の方々が、
健康でご無事であ
る事を心から願っています。
私達、つまり世界中の人々は、今、前例のな
いチャレンジングな時期を経験しています。
しばしば耳にするように、
私達は皆、
共にあり
ます。
そして私は、
この厳しい状況を皆が共に
乗り越えると思っています。
これから世界は、私達の知るCOVID-19前と
は異なる場所になるでしょう。
日本経済、ゴル
フ産業、働き方、他人との関わり方、全てが変
わ る で し ょ う。し か し な が ら、世 界 に は
COVID-19前からでさえも、変わらない物があ
ります。
それは進化するという事です。
進化は
避けられず、変化も避ける事は出来ません。
今、COVID-19後の進化が、私達にずっと早く
訪れようとしています。
ですから、
私達も常に
変容する世界、
経済、
市場、
消費者、
そして職場

ピンチはチャンス
新型コロナウィ
ルス（COVID-19）
による非常事態宣
言が全国で解除さ
れました。２月に
クルーズ船ダイヤモンドプリンセ
ス号での集団感染から始まった国
内感染がやっと一息つける状態に
なり喜びを感じています。
今後も第２波、３波と大なり小
なりの感染発生で自粛と解除が繰
り返すと思います。公助として、ワ
クチンや治療薬の開発を待ちつ
つ、迅速なPCR検査の実施、医療
体制の再構築を国や地方自治体に

のニーズに合うよう素早く進化しなければな
りません。
進化の第一歩はマインドセット（考え方）
です。これは、私達JGGAメンバー自身から始
める事が出来ます。私達自身の考え方を変え
る事は、ゴルフ業界や私達の非常に大切なお
客様、ゴルフファンの皆様に前向きな姿勢を
もたらす事に繋がります。
私達は、再びゴルフファンや消費者がゴル
フを楽しみ、彼らの生活に価値やサービスを
付加すると感じるような物を購入していただ
くための環境を創り出すよう、力を尽くさね
ばなりません。また、新規ゴルファー、女性、ジ
ュニア、ビギナー、そして何らかの理由でゴル
フから遠ざかっている人々を取り込む必要が
あります。そのために、消費者やゴルフファン
がゴルフを始めたり、再開したりする環境と
その価値を創造するよう努める必要がありま
す。これにおける協会の役目は、一貫して、私
達の製品やサービスは彼らの生活を豊かにす
る事が出来るという明白なメッセージをゴル
フファンへ届けることです。
協会における全委員会の素晴らしい仕事の
中心に、ゴルフの魅力を披露するために最も
重要なプラットフォームであるジャパンゴル
フフェアがあります。今年はジャパンゴルフ
フェアを成功させ、エキサイティングなイベ
ントにするための素晴らしいプランが用意さ
れていましたが、残念ながら中止となりまし
た。これはやむを得ない決断でありました。来
年は、より多くの人を魅了し、イベントにご来
場頂けるよう、可能な限り多くの出展社にご
参加頂くようにしなければなりません。その

願うばかりです。
一方で不要不急の外出自粛（ス
テイホーム）、人との接触80％削
減、営業自粛、営業時短によって売
り上げが減少しました。５月後半
にやっと平時に近い状態に戻りま
したが未曾有の危機でした。
危機対応からのテレワークの推進
弊社も導入時は10％未満でし
た。（社内規定で持ち出し制限、そ
の後改定）４月中頃から増加し現
状は60％から70％活用していま
す。社内会議では一か所５人まで
の制限を実施中。６人目からの社
員は自席や自宅からの参加です。

ためには、ゴルフ用品やコンポーネント/パ
ーツのみならず、魅力あるアパレルやサービ
スを展開する多様な出展社が必要です。
結局のところ、ゴルフはライフスタイルの
一部なのです。18ホールのみならず、ゴルフ
をする前や後の生活スタイルも含んでいるの
です。
また、私達は社会にお返しをしなければな
りません。私達は消費者の方々のお陰で、生計
を立て、素晴らしい職場を持つことが出来て
います。これは私の個人的な信念ですが、ゴル
フ業界はもっとサステナビリティに注力すべ
きです。私達は自然、全世界、そして日本社会
と共存していかなければなりません。私は、ゴ
ルフ業界が一つの業界として、そして特に当
協会が率先し、サステナビリティにおける努
力をアピールし、明確に伝え、ゴルフファンの
みならず、ゴルフをしない人々にも、私達のス
ポーツは、環境保護の重要性とその価値を認
識していると知ってもらいたいと思っていま
す。
変わりゆく世界と共に、私達はどう変わる
ことが出来るのか、それは私達自身次第なの
です。いかなるゴールに達するためにも、私達
は健康に気を配り、周囲の人々へ配慮も忘れ
てはなりません。どうぞご無事で健康でいて
ください。 「夜明け前が一番暗い。」

お取引先様との商談も活用してい
ます。コミュニケーション不足に
ならないか不安でしたが、使い慣
れれば問題も少なくメリットが多
いと感じています。
地方の会社は移動時間が削減で
き有効です。勿論、商品やサンプル
を手にしての内見会、展示会、商談
は必要であることは変わりませ
ん。今後もテレワークは継続して
いきます。
新型コロナウィルスによる未曾
有のピンチ。後にして思えば、コロ
ナがきっかけで働き方が変わった
チャンスとなっていたい。
（アルペン 村瀬一夫）
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2020年度通常総会開催報告
2020年度通常総会は、今年もアレックス
M. ボーズマン会長の議事進行により、以下
の審議内容で進行された。尚、出席者24名、委
任状出席者184名、合計208名が出席。定款の
定めの通り構成員数の過半数をもって、同総
会は適法かつ有効に成立した。
【審議事項】
第１号議案：2019年度事業報告書承認の件
第２号議案：2019年度決算報告書承認の件、
監査報告
第３号議案：2020年度事業計画書（案）承認
の件
第４号議案：2020年度収支予算書（案）承認
の件
第５号議案：定款の一部変更に関する承認の
件
第６号議案：役員選任に関する承認の件
【2019年度事業報告】
2019年４月１日～ 2020年３月31日まで
の事業報告で説明の要点は以下の通り。
■ 会員の状況
2020年３月31日現在の正会員、賛助会員
の数 正会員：262社／賛助会員:12社
以下、総会で報告された内容を抜粋してお
届けする。
会員の増強と組織の活性化（総務委員会・広報
委員会）
１）会員相互の連携と勧誘活動
協会ホームページに於いて入会勧誘活動を
行ったが、
正会員２社の入会に留まった。
更に倒産、廃業、閉店などを含め退会が13
社を数え、期末正会員数は11社減の262社と
なった。なお、賛助会員数は±０の12社であ
った。
２）広報紙JGGANEWSの隔月奇数月発行（年
間６回）
３）OFFICIAL HANDBOOK（会員名簿）の
発刊
2019年は役員改選の年度の為、10月に
OFFICIAL HANDBOOKを発行した。
代表者、
住所、TEL、ホームページ、メールアドレスの
確認、
修正は随時行い、発行時に反映させた。
４）ホームページ（HP）の有効活用
ジャパンゴルフフェア、JGGANEWSの紹

2020年6月17日(水)

介、事業内容の紹介、業界情報のリンク、バナ
ーによる関連団体の活動内容の紹介、製造渉
外委員会で検討した各種取決め情報等のほか
新着情報は「お知らせ」でタイムリーに掲載
した。
またHPの更新頻度を高め、閲覧者の増加、
情報発信の強化が図られた。
教育・研究事業
１）第44期ゴルフ用品販売技術者講習会を開
催（講習会委員会）
・講習会期間：2019年８月20日（火）～８月
23日（金）の４日間
・講習会場：AP市ヶ谷（千代田区五番町）
・受講者数：66名・認定試験合格者数：66名
・累計合格者数：4189名
２）セミナーの開催
『ゴルフ用品セミナー』、R&Aセミナーの
開催を予定したが、フェア中止によりセミナ
ーも中止。
３）ゴルフ用品の性能及び品質の向上、並び
に安全性を確保する為の活動（製造渉外委員
会）
①製造渉外委員会：2019年５月９日、９月12
日、11月７日、2020年１月９日の計４回開
催。
②関連団体とのミーティング開催
・R&Aとミーティング開催
・USGMCとのミーティング開催
４）製造物責任法（PL法）に係る製品安全対
策の推進
①消費生活用製品の製品事故、製品苦情情報
への対応。（一財）生活用品振興センター、（
一財）製品安全協会より製品事故、製品苦情
に関する情報提供や生活用品PLセンターイ
ンフォメーションなどの活用でそれぞれに連
携を図る。
②ゴルフクラブ及びゴルフクラブシャフトの
統一取扱い説明書の周知徹底と有償頒布を行
った。
③団体PL保険契約（東京海上日動火災）
新規入会会員への紹介を継続し昨年より１
社増加し11社と契約を更新した。
５）物流の共同化に向けた研究（流通委員会）
①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

東京ガーデンパレス ３階 平安の間

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、
JGGA会員各社の物流コストは増大傾向にあ
り、１社でのコスト削減には限界にきており、
業界全体で知恵を出し仕組みを作り、物流コ
ストを削減する必要があります。
②「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JGGA推奨事業として2016年２月より
取り組んでまいりました。
当初は集中化によるコスト効率向上を図り
出荷先を関東地区の量販店を対象にスター
ト。2018年４月からは配送地域を全国に広
げ、配送先も全業態に拡大し本格運用を開始、
2018年末には７社での運用となり、出荷量
も増え、コスト削減効果も着実に実現。2019
年末現在10社の運用となっております。
2020年度からは参画企業の個別要望に応
えるために料金体系の見直しを計画しており
ます。
③「ゴルフ共配便」の実績と削減効果予想
④配送条件と運賃（運賃は月間の配送数量に
より決定）
「ゴルフ共配便」の大きな特徴は、同じ店舗
に出荷した１日の出荷個数を合算し複数個口
が累積して安くなる料金システムです。
2020年度からは、現在運用中の梱包ごと
に個別に計算する『個口料金制』に加え、参加
企業の商品特性（重量や大きさ）や、出荷ボリ
ュームの実態を踏まえて、１回の出荷先に対
する貨物の量をまとめて計算する『重量制』
の２つの料金体系を計画中。
需要開発事業
１）ジャパンゴルフフェア2020の開催（ゴル
フフェア委員会・実行委員会）
残念ながら本年度は新型コロナウィルスの
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新任理事の紹介

感染拡大を受けて開催を中止とした。
２）ペアスクランブルゴルフ大会の開催（活
性化委員会・支部実行委員会）
2019年度は２支部でペアスクランブルゴ
ルフ大会を開催した。
①東日本支部
開催日時：2019年６月４日（火）
開催場所：野田市パブリックゴルフ場けやき
コース
（千葉県野田市）
②中部日本支部
開催日時：2019年７月26日（金）
開催場所：富士カントリー可児クラブ織部コ
ース
（岐阜県可児市）
③西日本支部
「オール関西エンジョイ・ペア・スクランブル
ゴルフ大会2019」協賛
開催日時：2019年６月11日（火）～ 11月１
日
（金）
開催場所：よみうりカントリークラブ他 関
西16コース
３）インダストリーカップの開催
①第９回インダストリーカップ2019
（ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権）
開催日：2019年10月15日（火）
開催場所：日高カントリークラブ（埼玉県日高
市）
②第８回中部日本インダストリーカップ大会
開催日：2019年10月23日（水）
開催場所：涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ
市）
③西日本支部
「聖地巡礼神戸ゴルフ倶楽部で体験会」
開催日：2019年10月８日（火）
開催場所：神戸ゴルフ倶楽部（兵庫県神戸市）
４）関連団体に対する協力事業
①「第87回日本プロゴルフ選手権大会」に協
力団体として参画した。
②「2019PGAフィランスロピー障害者ゴル
フ大会」に賞品の提供と運営を支援した。
５）関連団体との協調事業
①ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）の活動
②日本ゴルフ関連団体協議会の活動
③ジュニア育成活動
④
（公財）日本ゴルフ協会（JGA）
⑤スポーツ用品公正取引協議会
⑥
（一財）生活用品振興センター
⑦全国運動用品商工団体連合会
６）情報及び資料収集と整備
・業界に関する統計資料の整備
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ブリヂストンスポーツ
山本陵太朗
「 私 は1984年 か ら こ の
業界にお世話になり、既
に30数 年 と い う と 時 間
を過ごさせて頂いており
ますが、今回のコロナ禍はあらゆる分野に
甚大な影響を及ぼしており、今後は生活様
式が変わろうとするなか、新しいゴルフの
楽しみ方をお客様に提案していくなど、良
い変化が起こると確信しておりますので、
用品協会の更なる躍進にむけ、微力ながら
もお役に立てるように頑張って参ります」
ミズノ

佐野治

「ゴルフ事業から10年間
離れていたのですが、微
力ながら、ゴルフ界の発
展の為尽力致します」

マジェスティゴルフ
西原徹朗
「30年近くに渡りお世話
になったこの業界に少し
でも恩返し出来るよう、
精進する所存ですので宜
しくお願い申し上げます」
プロギア

日比野公良

「前任の森田より理事を
引き継がせていただきま
し た。当 面 は『Withコ ロ
ナ』ですが、安全な環境で
のゴルフ再開と継続を推
進したいと存じます」
本間ゴルフ

菱沼信之

「ゴルフはスポーツとし
て、老若男女・国籍も関係
なく、多くの方々が、長く
楽しめる健康的なスポー
ツだと考えております。
この事実を啓蒙し、ゴルフの魅力を伝え、ゴ
ルフ人口の増加／業界の発展の為に、微力
ながら貢献していきたいと思います」
アドラージャパン
岩崎暁展
「この度、理事に選任され
就任致しました。身にあ
まる重責ではございます
が諸先輩方のご指導の
下、微力ではございますが業界を盛り上げ
貢献していきたいと思っております」
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新型コロナウイルス感染症対策「ガイドライン」
ゴルフ業界は５月14日、新型コロナ感染症
対策としてゴルフ場、練習場を対象とした「ガ
イドライン」を発表した。ゴルフ場は日本ゴ
ルフ場経営者協会（NGK）と日本パブリック
ゴルフ協会（PGS）
、練習場は全日本ゴルフ練
習場連盟（JGRA）が作成したもの。その一部
を紹介する。
ゴルフ場業界としての「新型コロナウイルス
感染症」感染拡大防止ガイドライン（NGK、
PGS）
ガイドラインの構成は、下記の３点につい
て「新型コロナウイルス感染症」の感染リス
クを軽減すると考えられる事項を纏めまし
た。各々の事業形態や経営状況・経営環境は
様々と考えますが、「新型コロナウイルス感
染症」の感染拡大防止には全ゴルフ場事業者
が対応して頂かなければならない事項があり
ますので、必須項目とした事項については対
応をお願い申し上げます。
（１）ゴルフ場従業員の「新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止対策」
ゴルフ場従業員が日常業務を遂行する上
で、感染症の予防対策として実施しなければ
ならないガイドラインを示し、今後予想され
る感染症収束までの長丁場において感染予防
の職場内ルールとして習慣化を図って頂く事
項を纏めました。そして、ゴルフプレーヤーに
従業員一人一人の行動の変容である「身体的
距離の確保」や「マスク着用」を理解頂き、プ
レーヤーの行動についても行動変容を促すベ
ースを作れればと考えております。
（２）
「クラブハウス」、「コース」等の運営・管
理に関する感染防止対策
クラブハウスについては、
「三つの密を徹
底的に回避」することを前提に運営・管理等
について感染防止対策を明確にする。特に、政
府からは、ロッカールームにおける人と人と
の接触、
レストランでの飲食、懇親会用の個室
利用は感染リスクが比較的高いとされている
ことから、都道府県の指示に沿った適切な感
染防止対策を講じることが求められている。

（３）
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止対策としてゴルフプレーヤーに協力を要
請する事項」
ゴルフプレーヤーの協力無くしては、ゴル
フ場における「新型コロナウイルス感染症対
策」は成功しない。そのために必要な事項を
纏め、プレーヤーに事前告知しておく事項、及
び、プレー時に遵守頂きたい事項を中心に纏
めた。
【参考資料】
「新型コロナウイルス感染症」対策として導
入されている施策事例
営業継続を選択されたゴルフ場において
は、「新型コロナウイルス感染症」の感染リ
スクを最小限とすべく、様々な施策を導入さ
れていることとご拝察申し上げますが、他ゴ
ルフ場で実施されている施策をご紹介申し上
げ、ご参考にして頂ければと存じます。ゴルフ
ァーの心理は、「不要不急の外出自粛」を要
請されているために、長時間の外出はできる
限り避けたいとの思いがあるようです。した
がって、「９ホールプレー」や「18ホールスル
ープレー」等の「短時間プレー」のニーズが高
まっているようです（「短時間プレー」の認知
が進めば、「ゴルフ普及」に繋がる可能性も
あります）。
【プレースタイルの変更】
①18ホールスループレーの導入全組をスル
ープレーとするケース、プレーヤーの要望に
よって対応するケース
②９ホールプレー
③１ラウンド制限
④２サムプレーの奨励
【レストランを閉鎖】
①全組をスループレーとしているゴルフ場
②事前予約等による弁当提供
③飲食料品の持ち込みを認め、テラスや屋外
での飲食を許可
【レストランを営業しているゴルフ場での対
応】
①昼食時のみ営業
②テーブル・椅子の減少で「身体的距離の確
保」
（２mを目安に確保）。
③コンペルームの閉鎖。（多人数での個室使
用を廃止し、リスクを軽減）

④レストランの換気を確保（常時、或いは、定
期的。クラブハウス全体も含む）
⑤バイキング形式の飲食提供の中止
⑥使用済みのテーブルを各組ごとに消毒レス
トランの営業については、複数の対策を組合
わせて実施しているゴルフ場が多い。
【浴室・脱衣室の閉鎖】
①浴室・脱衣室を閉鎖
②浴槽を閉鎖し、シャワーのみ使用可
【乗用カートの使用について】
①２名に１台として、４サムには２台使用と
する。（安全対策の徹底が必要）
②乗用カートのフロントガラスを空けたまま
で使用
③乗用カートへの乗車人員の制限（運転者の
み乗車可として、他のプレーヤーは歩行）
【組数制限や営業スタイルの変更等・接触機会
の低減】
①早朝・薄暮プレーの廃止・スタート間隔の拡
大
②会員同伴に限定、プライベートコンペの受
付停止
③セルフ化の推進（ゴルフバッグの積み降ろ
し）
④クラブハウスの使用エリアの縮小（ロッカ
ールーム等）
⑤入場時・会計時のソーシャルディスタンス
の確保
⑥プレー中でもマスク着用を依頼
全日本ゴルフ練習場連盟新型コロナウイルス
感染症対策「ガイドライン」の改訂（第３版）
（JGRA）
（１）利用者への注意喚起（ホームページ・ポ
スター掲示、書面配布等）
【ポイント】
施設利用時の注意事項並びに、体調が思わ
しくない時の来場自粛をHPや掲示で会員へ
呼びかけ、実行の徹底を強く求めていきます。
掲示例１ 症状のある方の入場制限
感染拡散を防ぐため、しばらくの間、以下の
点を厳守の上ご利用いただきますよう、強く
お願い申し上げます。少しでも該当すると感
じる点がある方のご来場は固くお断り申しあ
げます。
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次の症状がある方等、該当する点があるお
客様は来場をお控えください。
・風邪の症状（くしゃみや咳が出る）や37.5
度以上の熱がある方。
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。
・咳、
痰、
胸部不快感のある方。
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者
との濃厚接触がある方。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方
がいる。
・嗅覚・味覚に異常を感じる方。
・過去14日以内に、政府から入国制限、入国
後の観察期間を必要と発表されている国や地
域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接
触がある方。
・その他新型コロナウイルス感染可能性の症
状がある方。
掲示例２ 感染防止のための入場者の整理
（密にならないように対応）
感染拡大を防ぐために、当練習場では以下
の対応を行ってまいります。皆様のご協力と
ご理解をお願い申し上げます。
①打席についてゴルフ練習場は基本的に打席
間隔が2.5m前後確保されているため、１打席
に１人だと濃厚接触になりません。ただし、１
打席をグループで利用する場合はその保証は
ありませんので、基本的に１打席１人のご利
用とします（子供連れやカップルは例外とす
る）
。
②フロントについて
フロント受付での順番待ちの列は、前の方
と２m以上空けてお並び下さい。
待合室でのウェイティングは３密（密集、密
接、
密閉）にならないようにお願いします。
（２）場内衛生確保・感染防止対処
【ポイント】
お客様が手に触れるであろう設備・備品を
確認し、清掃スタッフに消毒と清掃の徹底を
します。
また、クラスターを作らないためにク
ラブハウス内での打席待ちや休憩を制限した
運営を行います。
1. クラブハウス
①可能な限り、入場口への手指消毒剤配置と
消毒の徹底。
②出入り口のドア、自動ドア、窓を可能な限り
開放し、
良好な風通しの確保。
③場内椅子机・更衣室・手洗い場の清掃・除菌
の通常以上の徹底。巡回清掃の実施及び実施
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済管理簿の設置、記入。
④混雑時、クラブハウス内での打席待を制限
し、車内もしくは屋外で待機いただく。
⑤フロントでの飛沫感染を防止するため、ア
クリル板、ビニールシート等を設置し接客に
あたる。
⑥長時間（15分以上／濃厚接触の基準）の対
面接客は行わない。
⑦打席でのお客様とスタッフの会話は、打席
内では行わず２m程度の距離を取る。
⑧ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
⑨ボールベンダーからのボールカゴを使用の
場合、定期的に清掃、除菌を行う。
2. トイレ（※感染リスクが比較的高いと考え
られるため留意する）
①便器内は、通常の清掃で良い。
②不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を
行う。
③手洗い場に石鹸を置くこと。
（ポンプ式が
望ましい）
④トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示す
る。
⑤ペーパータオルを設置するか、個人用にタ
オルを準備する。
⑥ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは
禁止する。
⑦室内のこまめな換気に努める。
3. 待合スペース、喫煙所、ロッカールーム（※
感染リスクが比較的高いと考えられるため留
意する）。
①一度に休憩する人数を減らし、対面で会話
をしないようにする。会話時にはマスクを着
用する。
②休憩スペースは、常時換気することに努め
る。
③共有する物品（テーブル、いす等）は、定期
的に消毒する。
④喫煙所は灰皿の距離を離して密集しないよ
うにする。
⑤ロッカールームでの着替えは控えてもら
う。
4. ゴミの廃棄
①鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋
に入れて縛って密閉する。
②ゴミを回収するスタッフは、マスクや手袋
を着用する。
③マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流
水で手を洗う。
5. 清掃・消毒

①市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や
漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不
特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後
に清拭消毒することが重要である。
②手が触れることがない床や壁は、通常の清
掃で良い。
6. ハウス内喫茶、レストラン
※ハウス内喫茶、レストラン等の飲食関係の
ガイドラインは今後追記する。（予定）
7. クラブハウス内のゴルフショップ、フィッ
トネスジム、マッサージその他の付帯設備
※各設備のガイドラインを参考に今後追記す
る。（予定）
（３）スタッフの健康管理／処遇
【ポイント】
スタッフがもっとも危機感を感じながら業
務にあたっているので、スタッフ１人１人の
体調管理を心がけます。
①スタッフ全員の就業前の体温チェックを徹
底（37.5度以上は即出勤停止）
※職場におけるチェックリスト及び対応ルー
ル例（厚生労働省作成）参照
②お客様の健康チェック項目に該当するスタ
ッフの出社停止。
③スタッフの家族等、同居者に感染者や感染
者への接触があることが判明した場合は即刻
出社停止とし、他のスタッフとの接触につい
て正確に把握する。
④万が一感染が発生した場合に備え、個人情
報の取扱に十分注意しながら、入場者等の名
簿を適正に管理することも考えられる。
（４）感染者が発生した場合の対処（保健所か
らの通知・本人からの通告）
【ポイント】
感染拡大の恐れがあるために速やかに休業
を行い、保健所と対応に当たります。
①まず、即時に保健所へ報告（求められる情報
の速やかな開示）。
②保健所の指示に従った上で早い段階で休場
（閉鎖）を決定し、関係者への周知の徹底。
③自社内だけでなく行政に対する関連者リス
トの提出を求められる場合を想定し、抽出す
データベースの確認や作表の手順など事前に
具体化。
※新型コロナウイルス感染者の陽性者等が発
生した場合における衛生上の職場の対応ルー
ル例（厚生労働省作成）参照
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矢野経済研究所「2020年度版スポーツ産業白書」～2019年市場は出荷金額2.4% 増～
矢野経済研究所はこのほど、2019年のス
ポーツ用品の市場を調べた「2020年度版ス
ポーツ産業白書」
（調査期間2020年１～３
月）を発刊した。主要スポーツ用品17分野の
国内出荷市場規模を算出しており、ゴルフカ
テゴリーは48頁にわたりゴルフ用品９カテ
ゴリーの調査結果を記載している。メーカー
からの聞き取り調査に加え、国内約1100店
舗の販売実績を土台にしたYPSゴルフデー
タで推計しており、昨年のゴルフ用品国内出
荷金額は2690億200万円（2.4%増）という
結果となっている。
カテゴリー別の国内出荷金額を見るとゴル
フクラブが1078憶6000万円（前年比4.9%
増）でトップ。次いで、ゴルフウエア917億円
（同増減ゼロ）
、ソフトグッズ（シューズ、キャ
ディバッグ、その他バッグカバー類、グロー
ブ ）331億 円（ 同0.6%減 ）
、ラ ウ ン ド ボ ー ル
202億3000万円（同増減ゼロ）
、その他ゴル
フ用品
（ティ・マーカー類、練習器具、コンペ賞
品・ギフト、携帯型飛距離測定器、その他ゴル
フ 用 品 ）141億3000万 円（ 同10.5%増 ）で、
「2018年同様ゴルフクラブがけん引役とな
った。また、規模自体は市場全体の５%と小さ
い も の の『 そ の 他 ゴ ル フ 用 品 』が 対 前 年 比
110. ５%と最も伸長率が高くなっている。ル
ール改正により需要が活性化した飛距離測定
器（レーザー型、GPS型）が高い成長を示し
た」としている。
ただし、上述したのは「対前年比」という尺
度での分析であるが、兼ねてより指摘したよ
うに、メーカーの新製品発売サイクルの変化
などにより「対前年比」のプラスマイナスの
みでは市場の好不調の判断は難しくなってき
ているとしている。
その中で特筆すべきは、ゴルフクラブカテ
ゴリーのウッドクラブだ。国内市場規模は数
量ベースで180万本（対前年比3.4%増）、金額
ベースで450億円（同1.6%増）で数量、金額ベ
ース共にプラスが見込まれる。牽引役となっ
たのがピンゴルフジャパンで、2019年は数
量ベースで21万本（同82.6%増）
、金額ベース
で54億 円（ 同86.2%増 ）と、2018年 以 上 の
成長を果たす見込み（当社推計値）としてい
る。
シェアも二桁の大台に乗り、キャロウェイ
ゴルフとほぼ同水準規模まで成長している。

2019年の成長を支えたのが、「G410シリー
ズ」の３機種（「プラス」
「LST」
「SFT」）でフィ
ッティングを中心とした対面販売を展開して
いる。「G410シリーズ」及び同社の高い成長
要因であるが、性能面（「易しさと安定性」＝
量販店筋）はもちろん、販売手法や流通政策、
同社契約の渋野日向子プロの活躍、世界同一
価格などあらゆる面がプラスに作用したこと
で２年連続で高い成長が成し遂げられている
としている。
一方の小売市場の動向では、調査対象店以
外のシェア拡大、出荷と販売のタイムラグな
どが起因していると推測しながら、メーカー
出荷量と小売市場における実販売量の乖離が
大きくなっていると指摘。実際一部のメーカ
ーではテレビ通販用商材の出荷により2019
年に大きく数字を伸ばした企業もある。また
実店舗からは「ボール販売におけるECサイト
の台頭」を脅威と捉えてい
る、という声が多く聞かれ
た。これによって小売店サ
イ ト は、「 消 耗 品 で あ る ボ
ールの売上をECに奪われる
ことにより、来店頻度が低
下する」という警戒心を露
わにしているとしている。
このような文脈から、小
売店では「これまで以上に
フィッティング力強化」を
重点テーマのひとつに掲
げ、「 既 存 ゴ ル フ ァ ー に 対
する買い替え提案力を更に
強化する」ことに繋がり、そ
の一方で業界の普遍的な課
題である「新規ゴルファー
創出」に向けた具体的な戦
略展開や戦術実行について
は、ここのところ、小売市場
関係者から積極的なコメン
トが聞かれないのが不安な
ところであるとしている。
最後に、今後の展望とし
て2020年 の ゴ ル フ 用 品 国
内 出 荷 金 額 は、対 前 年 比
99.1%の2665億8000万円
と予測している。この数値

は各メーカーに聞き取り調査をした2019年
末の数値に、新型コロナウイルスの影響を「あ
る程度加味」した上で当社で一部修正をして
いる。
また、この予測値についても、
「このような状況下では定量的な予測を算出
することはほぼ不可能に等しいものの、影響
が年内一杯まで続くと仮定した場合、最悪で
20 〜 30%のレベルでマイナスを『覚悟』し
ておく必要があるかもしれない。勿論こうし
た『最悪の予測』が外れることを期待したい
が、そのためにも今一度ゴルフ産業従事者は
『ゴルフ』というものがこの世に存在し続ける
意義を再認識した上で日々の業務を遂行する
こと、
『ピンチはチャンス』の発想で市場活性
化のためのアイデアをゼロベースで考えるよ
うなポジティブな思考力も必要であろう」
と締めくくっている。
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協会関連事項
「2020ペア・スクランブルゴルフ大会」
〈東日本〉開催日変更のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を考
慮し、開催日程を2020年10月14日（水）に変
更いたしました。募集枠が残りわずかとなり
ました。
ふるってご参加ください。
開催場所：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）・参加費等を含む。
募集人数：２人ペア50組100名様
詳細・お申込みは、当協会HP（http：//www.
jgga.or.jp）をご覧ください。お問い合わせは、
当協会
（TEL：03-3832-8589）まで。
第５回JGGA中部支部ペアスクランブル大会
開催日：2020年７月28日（火）
開催場所：富士カントリー可児クラブ可児ゴ
ルフ場織部コース
協力：㈱226カジュアルゴルフ
生産物賠償責任保険制度のご案内
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で、当協会ではゴ
ルフ用品の製造に携わる会員各社に加入を推
奨しています（現在11社が加入）。
①JGGA会員専用の制度です。
（一社）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２年８月１日午後４時から令
和３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３年８月１日午後４時までです。詳細につ
きましては、下記へご連絡下さい。
・当協会 TEL：03-3832-8589
・取扱代理店 ㈲エージェンシー・クロサワ
TEL：03-5632-3739
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・引受保険会社

東京海上日動火災保険㈱

ETCカード・ガソリンカードで経費削減
昨今の厳しい経営環境の中、経費削減とし
て「ETCカード・ガソリンカード」が２年目と
なり、ご加入会員も増加してきましたので、あ
らためてご紹介します。
～本事業の特徴～
①会員各位のみご利用いただけます（都市近
代化事業協同組合と提携しており、ご加入い
ただきます）。
②ETCカード：高速道路の利用額に応じて割
引 が 受 け ら れ ま す（NEXCO高 速 道 路：最 大
40%、首都高・阪神高速道路：最大20%OFF）。
③ガソリンカード：月極め組合契約単価にて
給油（全国一律価格）できます。
④ETCカード、ガソリンカードどちらかのご
利用でもかまいません。
資料請求・お問い合わせは、当協会（TEL：
03-3832-8589）まで。

を活用して頂ければと考え、作成したもので
あります（印刷サイズによっては、チラシ配布
でも良い）。
各団体の帰属会員の皆様には、「新型コロ
ナウイルス感染症」の感染拡大防止に関する
措置と啓発活動に最大限のご協力を賜ります
よう、お願い申し上げる次第です。
啓発活動用ポスターは下記URLよりダウ
ンロードしてください。
ポスター Aタイプ
https：//www.jgga.or.jp/jgga/wp-content/
uploads/2020/06/coronavirus_posterA.
pdf

会員情報

〈新入会〉
○東日本支部
・株式会社ゴルフライブ（代表者 大谷彰）
・株式会社アドラージャパン（代表者 岩崎
暁展）
○中部日本支部
・大三機材株式会社（代表者 西本秀夫）
〈代表者変更〉
○東日本支部
・株式会社プロギア
新代表者：代表取締役社長 日比野公良
・ブリヂストンスポーツ株式会社
新代表者：代表取締役社長 磯部正博
「新型コロナウイルス感染症対策 啓発活動
用ポスター」のお知らせ
日本ゴルフサミット会議では、緊急事態宣
言の解除後の気の緩みによる感染拡大を極力
抑制するための第一歩として、ゴルファーに
実施して頂きたい感染症防止対策をイラスト
で表現した「新型コロナウイルス感染症対策
啓発活動用ポスター」を作成しました。
感染症拡大防止には、「新しい生活様式」
を基本としたゴルファーの協力と行動が必要
不可欠ですので、ゴルフ場・ゴルフ練習場・ゴ
ルフショップ・トーナメント会場、その他ゴル
ファーとの接点となるポイントで本ポスター

ポスター Bタイプ
https：//www.jgga.or.jp/jgga/wp-content/
uploads/2020/06/coronavirus_posterB.
pdf
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第438号（奇数月1日発行）

=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.29

20２０ 年 ４ 月 1 日〜 ２０２０ 年 ５ 月 31 日
４月は各商品カテゴリーの販売実績は、おおむね前年
同期比50%程度という結果です。
５月トータルでは、
数
量ベースで前年同期比70%弱のレベル。ただし日を追
うごとに回復基調が鮮明になっており、緊急事態宣言
が解除された５月25日以降は、カテゴリーによっては
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
ゴルフ販売企画部１課

松川 由花さん

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A. 学生時代、ゴルフ量販店でアルバイトをして
いました。当時ゴルフ経験も知識も全くありませ
んでしたが、スタッフに恵まれたことと、メーカ
ー実施イベントが楽しかったことをきっかけに、
ゴルフ業界で働きたいと思いました。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A. 今年の4月からゴルフ用品 (キャディバッグ・
グローブ・ギフト小物 )の販売企画業務を担当
しています。昨年までは、ウェアアクセサリーの
販売企画を行っていました。
Q. 年間のラウンド数は？
A. 平均10～12回程度です。今年はまだゼロで
すので…5回ラウンドが目標です！
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A. 論点思考力を高めるために、内田和成さん
の著書より勉強中です…！
Q.ゴルフをやっていて良かったことは？
A. 世代や役職を超えて楽しくコミュニケーション
が取れることです。1回ラウンドするだけで、誰
とでも親しくなれます！
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A. 女性ゴルファーが増えることで、業界が更に
明るく盛り上がると考えています。用品市場も伸
びます ( 笑 ) 業界のみなさまと女性ゴルファー活
性化を積極的に図りたいです！
持ち前の明るさと人なつこさ、
豊富なアイデアを生み出すパワ
ーでゴルフの魅力を多くの人に伝えてください。
（販売企画部 部長 青木 光さん）

前年同期実績を上回る需要を形成している。
６月は
「給
付金」の支給により需要が盛り上がる
（盛り上げたい）
とする小売店の声も挙がっており、市場は徐々にでは
あるがポジティブな空気が流れ始めているように感じ
る
（まだまだ油断は禁物だが……）

順位

DRIVER 1位=SIM MAX SERIES

DRIVER BEST５

ヘッド素材

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

SIM MAX SERIES

コンポジット TAYLORMADE

1

G410 HYBRID SERIES

PING

2

G410 PLUS SERIES

チタン

PING

2

G410 FW SERIES

PING

3

MAVRIK SERIES

チタン

CALLAWAY

3

SIM MAX RESCURE
SERIES

TAYLORMADE

4

MAVRIK MAX SERIES

コンポジット CALLAWAY

4

SIM MAX FW SERIES

TAYLORMADE

5

EPIC FLASH STAR
SERIES

コンポジット CALLAWAY

5

EPIC FLASH STAR
SERIES

CALLAWAY

WEDGE BEST５

メーカー名

順位 IRON BEST５

シャフト

メーカー名

メーカー名

順位

順位

1

G710 SERIES

PING

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

TITLEIST

2

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

2

VOKEY DESIGN SM7
WEDGE SERIES

TITLEIST

3

SIM MAX SERIES

TAYLORMADE

3

JAWS WEDGE CRM
SERIES

CALLAWAY

4

G410 SERIES

PING

4

MACK DADDY FORGED
WEDGE 18 SERIES

CALLAWAY

5

MAVRIK SERIES

CALLAWAY

5

RTX4 WEDGE SERIES

CLEVELAND

順位

PUTTER BEST５

メーカー名

順位 BALL BEST５

構造

メーカー名

1

HONMA D1 19 BT1801
OP

2ピース

HONMA

1

STROKE LAB 19
SERIES

ODYSSEY

2

PRO V1 19 OP

3ピース

TITLEIST

2

SIGMA2 19 SERIES

PING

3

PRO V1 19 X OP

４ピース

TITLEIST

3

SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

4

BRIDGESTONE GOLF
TOUR B XS 20 OP

3ピース

BRIDGESTONE

4

HEPPLER SERIES

PING

5

WARBIRD 17 OP

2ピース

CALLAWAY

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

