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第55回ジャパンゴルフフェア2021開催決定
コロナ感染対策万全で球春到来を告げる

秋冷の候、ますますご清栄のこととお慶び
申し上げます。平素から当協会の活動に格別
のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さ て、本 年 ３ 月 に 開 催 を 予 定 し て い た
JGF2020の実施を見送ってから８か月が経
とうとしている今、ようやくJGF2021の開催
をご案内することが出来ました。
現在も尚、新型コロナウイルス感染拡大の終
息が見えない状況ではありますが、様々な検
討、議論を重ねた結果として開催の決定に至
りました。
これまで出展いただいた皆様のご意見を拝
聴する中で、現段階で出展の決断は非常に困
難ながら、感染問題が無ければ「出展したい」
という意向を多くの企業が持たれていること
も分かりました。
そこから「どうすればリスク
を軽減しながら出展価値のある開催が出来る

コロナ禍が始ま
って半年が過ぎま
した。有史以来こ
れほど短期間で生
活スタイルが大き
く変化したことは
恐らく無かったでしょう。デジタ
ル化の流れは今までの２倍、３倍
の速さで進み、都心集中・車離れ・
行列のできる店などは地方郊外・
車で移動・デリバリーやテイクア
ウトへと逆回転の様相です。
スポーツにおいてもインドアス
ポーツが減少傾向、アウトドアス
ポーツが増加傾向です。ゴルフも
アウトドアスポーツであり、郊外

か」の検討を続け、その結果を「出展のご案内」
としてご提案させていただきます。
国内外の状況に目を向けますと、感染状況
に注意を払いながら経済活動を再始動させて
いるケースが目につき、大型展示会について
も各地で再開されて、出展社だけでなく来場
者においてもその熱意の高さが注目されてい
ます。
ゴルフの世界においても「密になりにくい
スポーツ」として人気が拡大しつつあり、新
たなプレースタイルの導入や、ゴルフを再開
する人、新たに始める人の増加などで思わぬ
活況を呈しています。
暫くゴルフ人口の減少という大きな課題を
負ってきたゴルフ業界にとって、今、ゴルフに
おけるニューノーマルが生まれ、それが根付
くかどうかの際にあります。

へ車で移動し、人との距離を保っ
てプレイできるという点でコロナ
と共生の世の中で選ばれるスポー
ツになるはずです。年々減少傾向
にあったゴルフ人口を増加へ転じ
る大きなチャンスと考えられま
す。
ゴルフアパレルの購買に関して
も変化が起きています。Eコマー
スの伸長は言うまでもなく、商品
情報取集の場がスマホになること
でデジタルコンテンツ映えする商
品が人気です。これは着用された
らインスタ映えにつながることも
背景にあると思われます（特に女
性）
。

そのような状況で、国内唯一のゴルフ総合
展示会を開催する事は、ゴルフ業界全体の追
い風となり得る、逃すことの出来ないチャン
スなのではないでしょうか。
つきましては、皆様の積極的な出展をお願
いするだけでなく、ニューノーマルなJGFの
在り方についてのご提言や、感染防止策への
ご理解など、多様な連携の実現にご協力をお
願いしたいと存じます。その目指す先には、新
たな時代のゴルフの在り方を確立させるとい
う目標があります。
この趣旨に賛同いただき、何卒JGF2021へ
のご参加をご検討下さいますよう、心よりお
願い申し上げます。
一般社団法人 日本ゴルフ用品協会
会長 アレックス Ｍ. ボーズマン

一方で、素材や機能性にこだわ
り、着心地の良さに重点を置いた
シンプルな商品もまた人気が高
く、テレワークスタイルやゴルフ
場への行き帰り、練習場シーンな
どの汎用性と心地よさが需要にマ
ッチしたものと思われます。
また、サスティナブルへの取り
組みも消費者の購買選択に影響度
を増していくと思われます。こう
した様々な変化を読み解き、需要
にマッチした商品を提供すること
でコロナ後の世の中で必要とされ
る企業であり続けたいと思いま
す。
（デサントジャパン 伊藤隆明）
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「第55回ジャパンゴルフフェア」概要
名称：ゴルフのすべてを見る、触れる。
第55回ジャパンゴルフフェア2021
（55th JAPAN GOLF FAIR 2021）
会期：2021年３月12日（金）〜 14日（日）
時間：10時〜 18時
（最終日は17時まで）
会場：パシフィコ横浜 展示ホール２万㎡
入場料：無料
来場予想：４万人（瞬間最大入場者数5,000人
より算出）
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、ウィズ・エイジ
ングゴルフ協議会
（以上2019実績）
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、
ジャパンゴルフフェア2021実行委員会
運営：ジャパンゴルフフェア運営事務局
JGF2021の基本的な考え方
新たな生活様式、ビジネス様式は、将来に向
け持続的に定着していくと言われています。
ゴルフ業界もこの潮流の影響を受け、各所に
新しい様式が生まれていく事は確実です。
JGF2021はこの流れを好機と考え、ゴルフ
に関わる人、組織の円滑な繋がりを構築しま
す。JGF2021自体も新様式へ歩を進め、ビジ
ネス活性化とファンの拡大を目指し展開しま
す。
徹底した感染対策の実施
ウィズ・コロナとも言われる環境の中、より
安全なライブとしての展示会開催のため対策
を徹底します。
出展社の皆さん、来場者の皆さ
んにも対策の連携をお願いし、効果的な対策
を図ります。
ネットワークの積極的活用
生活やビジネスの新たな様式が日常化し、
ネットワークによるコミュニケーションが拡
大していることを受け、JGF2021は会場で

のライブ展開との両輪としてネットワークで
の展開を推進します。ネットワークの活用に
より、JGF2021終了後も出展社情報等をア
ーカイブとして提供可能です。
訴求ターゲットの拡大
ネットワークの積極活用により、従来リー
チできなかった層へのコミュニケーションが
可能になります。これによりJGFの新たなフ
ァン獲得は勿論、ゴルフ未経験層に対するゴ
ルフの魅力訴求により、ゴルフファンの醸成
を目指します。
具体的な方針
新型コロナウイルス感染防止対策①
感染防止対策の策定にあたって
JGF2021の実施には、関係する全員が納得
できる感染防止対策の実施が前提となりま
す。そのためJGFは、対策の具体的内容を策定
中です。
策定にあたっては、国内殆どの大型展示施
設等が組織する「一般社団法人日本展示会協
会」が発表している「感染防止対策ガイドラ
イン」を基に、JGFならではの特徴を考慮し
た感染防止対策を実施予定です。
感染防止対策の基本方針
■ セーフティエリアの設置
感染防止の基本方針として、JGF会場内の
「セーフティエリア化」を図ります。会場内を
「ウイルス付着物が無く、感染者の入場も無い
状態」とし、会場内での様々なプロモーショ
ン活動に過度の制約を課す必要がない状況を
目指します。
■ 全関係者による多角的な防止対策
主催者、出展社、施設、来場者と、多様な立場
の人が関わる大型イベントのため、それぞれ
が実施する内容を明確化し、多角的な展開を
図ります。
主催者による感染防止対策企画
■ 計画段階
①出展社、来場者が密になりにくいレイアウ
ト実施（ブースの配置位置、通路幅）
②海外企業の出展について、入国やビザの発
給制限がある国からの参加を認めない
③感染リスクが比較的高い付帯イベントは実

施しないか、密を避ける実施方法とする
（開会式、ステージイベント、セミナー）
■ 施設・設備
①JGF会場（セーフティエリア）に入場する全
員に対し、スクリーニングのためのサーモグ
ラフィカメラを複数台設備する
②受付やインフォメーション、商談スペース
などの対面が避けられない場所において、ビ
ニールカーテンやアクリル板などを設置する
③待機列の発生が考えられる場所には、整列
用の間隔目印を設置する
④準備を含め会期中を通し、空調システムに
よる換気に加え、会場出入口の開閉による換
気を行う
■ 運営システム
①来場者の事前登録制を導入し、感染対策情
報（体調不良や発熱時に入場不可など）を確
実に発信
②事前登録時にQRコードを発行し、来場受
付においてはQRコードの読み取りによって
受付時間を短縮する
③出展社関係および主催者関係のすべての人
員についても、QRコードによる管理もしく
は勤退状況の管理のための施策を実施する
④セーフティエリアの確保のために、来館→
スクリーニング→入場の対応行程を確立し、
管理する（出展社に対しても適用）
新型コロナウイルス感染防止対策②
主催者による対策運営
①セーフティエリアに入場する人へのサーモ
グラフィカメラによるスクリーニング
・来場者、出展社、主催関係、施設関係者など、
多様な入場者全員のスクリーニング実施
・来場者の再入場や、出展社の外出からの戻
りなどについても、全ての入場を対象とす
る
②スクリーニング結果に対するフォロー
・サーモグラフィカメラのスクリーニングに
より発熱の疑いが発見された場合は、速や
かに別所に移動してもらい、体温測定を実
施
・体温測定においても発熱が確認された場合
は、入場をお断りする（関係者は所属に報
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告）
③入場時の対策の徹底
・入場は、
マスク
（またはフェイスシールドな
ど）の着用を必須とし、お持ちでない方に
は提供する
・入場時、
手指の消毒を必須とする
④会場内入場者数の管理
・国および施設が設定する同時入場者数の上
限を超えないために、QRコードを利用し
て管理し、
必要に応じ入場を制限する
⑤セーフティエリア内外の行き来についての
徹底した管理
・入場と退場を完全に区分し、来場者の導線
においてもセーフティエリアの純度を保つ
設定とする
・運営スタッフ、
施設スタッフ、宅配などの委
託先スタッフについてもセーフティエリア
の入場管理実施
⑥セーフティエリア内への物品の移動につい
ての管理
・セーフティエリア内の物品は、開催までに
事前に全品消毒を済ませる
・開催時間中は、リスキーエリアからセーフ
ティエリアへの物品を移動させない
・来場者のIDバッチなど、来場者と共に移動
する物品は、
基本的に再利用しない
新型コロナウイルス感染防止対策③
出展社にて対応いただく事項
①ブースデザインにあたり、密を発生させる
リスクを抑えるレイアウト
・展示物を見る際に来場者が対面しにくいレ
イアウト
・デモンストレーション時に説明員と来場者
との間隔が確保できるレイアウト
・商談コーナー等で対面が避けられない場合
にはビニールカーテン等を設置
②自社ブースに参加する全スタッフ（自社お
よび外注先）の勤退状況管理
・出展社関係スタッフ全員が登録を行い、
QRコードの発行を受ける
・セーフティエリアの入退場の際はQRコー
ドの認証を行う
・万が一登録が不可能な場合は、当該スタッ
フの勤退状況の記録（日誌）を作成し管理
する
・接触確認アプリ
（COCOA）の利用を推奨
③自社ブースで使用するマスクや消毒液、手
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袋、説明員用のフェイスシールド等の手配
・展示品などの物品を触る場合はゴム製など
の手袋を着用（個人専用とし１日１回交換）
・フェイスシールドは個人専用とし、随時消
毒実施
※万が一商品不足などで入手困難な場合は事
前に運営事務局への委託可能
④自社ブースに参加する全スタッフの消毒、
マスク等着用の徹底
・開場時間前後についても着用を徹底
⑤出展品等の接触感染防止のため、出展製品
や、テーブル、椅子等の消毒
・製品の展示作業日の最終に、展示品および
ブース内什器の清拭消毒を行う
・高頻度接触部位については毎日複数回清拭
消毒を行う
・物品の消毒は、効果および実施の手間等か
らアルコール系のスプレー式消毒薬を推奨
⑥開催時間中にセーフティエリア内に物品の
持ち込みはしない
・持ち込みは開催時間外に物品を消毒の上持
ち込む
⑦商品パンフレットや会社案内などの資料は
極力デジタル化
・バーチャル
⑧デモンストレーションや商談時間を柔軟に
調整し、密な状況を極力避ける
・バーチャル展示会のオンライン商談の活用
ネットワークの積極的活用による
２種類のコミュニケーション展開
リモートワークが常態となるなど、ネット
ワークによるコミュニケーション拡大が加速
化する今、ライブ展開以外想定できなかった
展示会において、ネットワーク化推進の好機
と言えます。JGF2021は、ライブとネットワ
ーク双方の利点を活かす２WAYコミュニケ
ーションを展開します。
JGF会場でのライブ展開
①直接製品に触れ質感・感触を体感
個人スポーツのゴルフは用具やスタイル等
も個人の感覚に依るため、クラブなどについ
て「体感」が製品選びの重要な要素となりま
す。そのため、写真やスペックだけでは判断出
来ない製品の魅力訴求が必要です。多くの製
品接触や試打の機会が、来場者が求める製品
体感を可能にする唯一の方法です。

②プッシュ型の情報提供
出展社が自社ブースで製品現物を展示、サ
ービスを紹介するという「展示会本来の展開」
が、プッシュ型の情報提供を実現します。
③製品との「買い回り」的接触
来場者が展示品を比較検討しやすい環境の
ため「買い回り」行動を喚起し、新たな需要意
識が喚起されます。同時に、十分な比較検討が
ビジネス来場者の意思決定を後押しし、活発
な商談が期待できます。
ネットワークで繋いだ展開
①ネットワークにつながる巨大マーケット
時間・空間の制約のないネットの世界には
無数のユーザーが存在し、そこでのゴルフフ
ァンやゴルフビジネス関係者は、巨大なマー
ケットとしてアプローチすることが可能で
す。
②JGF会場とネットワークとのリンケージ
会場で展開するイベントや、デモンストレ
ーション、セミナーなどの具体的に役立つ情
報を配信する事により、ネットで繋がるター
ゲット（ネットワーク参加者）の興味を喚起
することが可能です。
③インタラクティブな情報展開
ネットワーク参加者からの購入や商談とい
ったリクエストに対応できる双方向な環境を
設置します。
④ネットワーク配信専用コンテンツ
関連団体等によるセミナーなど、訴求対象
が明確なコンテンツなど多様な情報を配信し
ます。
⑤出展社の詳細情報
感染対策によって加速する情報のデジタル
化に呼応し、企業や製品の詳細情報の提示や
交換が可能となります。
JGF2021開催全般に関わる改訂
キャンセル料
出展社の都合によるキャンセルには従来通
りキャンセル料を申し受けますが、JGF2021
において感染症の事由により主催者が開催中
止をした場合は出展料全額を返金します。
開催時間の変更
感染防止対策の一環として、初日・二日目の
開催時間を18時までに変更します。
JGF2017より、横浜という開催地を考慮し
て19時までの開催としてきましたが、感染防
止対策で負荷がかかっている出展社の人的負
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担を軽減します。
来場者の事前登録制の導入
展示会における感染防止対策として強く推
奨されている「全来場者の把握」を実現する
ために「事前登録制」を導入し、来場の集中を
防止します。
来場者は公式サイトより来場登録、入力し
たメールアドレスを使用しフェアからの最新
の案内を送るだけでなく、万が一感染者が発
生した場合の連絡に活用します。
QRコードによる入退場管理の実施
事前登録者にはQRコードを発行し、入場
の際はQRコードの提示により非接触で受付
が可能です。来場者だけでなく出展社スタッ
フの皆さんや主催関係においても同様に入退
場の管理を実施します。
出展に関わるレギュレーションの改訂
運営事務局によるブース位置決定
会場レイアウトは感染防止対策の重要な要
素であるため、今回は出展申込終了後に運営
事務局にて出展ブース位置を含めた会場レイ
アウトを決めさせていただきます。
Aタイプ６コマ以上の出展料割引（会員に限
る）を実施
現在の状況を受け、Aタイプ６コマ以上の
出展について、出展料を割り引かせていただ
きます。
JGF2021でのチャリティーへの注力
今年は新型コロナウイルスの感染拡大によ
りゴルフ業界も大きな打撃を受けました。
特にプロトーナメントツアーやアマチュア
のゴルフ競技大会の中止など、本来のゴルフ
競技の実施もいまだに無観客での開催を強い
られる状況というように、これまでにない多
大な痛手を受けております。
「ジャパンゴルフフェア2021」では、この
状況を少しでも緩和し再び多くの方にゴルフ
観戦やゴルフを安心して楽しんでいただける
環境づくりを支援するために「新型コロナウ
イルス感染拡大防止チャリティー募金」を行
いゴルフ界への支援を行っていきたいと思い
ます。
つきましてはトーナメントグッズやプロの
サイン入りグッズのチャリティー販売も今年
は継続し、その使途については従来の寄付に
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加えその一部をトーナメント競技の開催、ア
マチュア競技の開催に関わる団体のスタッフ
や運営に関わる方に対しての感染対策グッズ
などの提供を行う事とします。
例えば、PCR検査費用の補助、感染対策グ
ッズ（マスク、消毒液など）の提供、感染対策

機器（サーモグラフィー）の提供などを考え
ています。
もちろん、JGF2021としましても来場の
一般ゴルファーの方に向けてはチャリティー
募金を募り、新たなチャリティー金の創出の
ため募金活動も実施いたします。

出展意向確認アンケートの結果
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2020年第2回日本ゴルフサミット会議開催報告
当協会も加盟する日本ゴルフサミット会議
が９月23日以下の通り開催された。日本ゴル
フサミット会議は、ゴルフ関連15団体が結集
した協力機関。
アマチュアゴルフやプロゴルフに関連する
競技団体、ゴルフ場や練習場、用品、ゴルフ会
員権など全国規模の15団体が一つになり、ゴ
ルフ界の健全な発展をめざして積極的に活動
している。
2020年第２回日本ゴルフサミット会議
開催日時：2020年９月23日（水）13時30分
〜 15時30分
開催場所：AP 東京八重洲通り会議室11階
Ｌ・Ｍルーム
出席者
（敬称略・団体名略称）
竹田恆正（議長）
、永田圭司（JGA）
、小沼達夫
（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）
、下 田 和 則（PGA）
、宮 内 勝（JGTO）
、
松尾恵（LPGA）
、津々木秀司
（JGMD）
、今和泉
久 生（JGIA）
、小 川 朗（JGJA）
、川 田 太 三
（JSGCA）
、田村和男（支配人会連合会）
、高橋
正孝
（TOJ）
議事
【決議事項】
1．2019年 度 日 本 ゴ ル フ サ ミ ッ ト 会 議 及 び
2020年ゴルフ新年会収支決算報告の件
収支決算書に基づき報告し、両決算報告は
承認された。
2．「2021年 度 ゴ ル フ 新 年 会 」
（ 開 催 予 定 日：
2021年１月18日）の開催について
「新型コロナウイルス感染リスク」を勘案
し、
開催を中止することとした。なお、
「2021
年度日本ゴルフサミット会議活動方針」につ
いては、
次回会議で審議決定し、発信する。
3．
「新型コロナウイルス感染症対策啓発活動
用ポスター」について
目的：ゴルフ界の
「新型コロナウイルス感染防
止」
に取組む姿勢をアピールすることにより、
感染防止の実効性を高めるとともに、ゴルフ

に対する負のイメージを払拭する。
①第２弾「新型コロナウイルス感染症対策啓
発活動用ポスター」について・石川プロ・渋野
プロの熱意と厚意により実現できたポスター
のため、「肖像権及び知的財産権の保護」を
最大限に諮る。
・ポスターは、基本的に2020年度予算2,780
千円（4,000枚程度）で印刷物として郵送。
補助的にサミット会議ホームページから入
手要件（氏名、アドレス、使用上の注意事項
承諾）を登録した後にデータ入手可能とす
る。※「ゴルフ界も廃プラ削減に取り組も
う！」ポスターも同梱
・キャッチコピーについて、「ゴルフは、ポス
トコロナにおいて安全で精神的・肉体的に
極めて有益なスポーツである」等を訴えら
れるものに変更することとした。
②「スポーツ事業継続支援補助金」の活用に
ついて
・コロナによって自粛を余儀なくされたスポ
ーツ関係団体等への補助金（１団体上限
100万円、補助率2/3）に関し、「ゴルファ
ーの回復・開拓事業としてのポスター作製
費等」の申請が可能。
・コロナ感染防止ガイドラインに即したトー
ナメントにおける対策費も１団体50万円
まで補助される。よって、サミット参画団体
が主催する全国競技におけるPCR検査費）
を申請可能。
上記の２点から、「日本ゴルフサミット会
議（JGRA・JSGCAを除く補助要件適合の最
大10団体）」として、JSPOに補助金申請す
ることとした。（上記②の支出削減）
4．「2020年度第３回・2021年度第１回日本ゴ
ルフサミット会議」の開催について
リモート会議として、原則開催する方向で検
討することとした。
【報告事項】
1．「日本ゴルフ関連団体協議会」
（ゴ連協）解

散によるサミット会議事務局業務等について
７月31日付けで「ゴ連協」が解散したため、
自民党、超党派ゴルフ振興議員連盟との窓口
は、当面の間、JGAが残余活動資金とともに
引き継ぐ。
日本ゴルフサミット会議事務局を本年度中
はNGKで代行する。次年度以降の事務局委託
先については、年内に決定する。
2．「ゴルフ場利用税」及び「国家公務員倫理
規程」に関する事項（JGA）
・「ゴルフ場利用税」に関しては、全廃との旗
印はそのままで、中長期的計画を立案する。
・「国家公務員倫理規程」について、国務大臣・
人事院倫理審査委員会に陳情し、廃止を目
指す。
3．「新型コロナウイルス感染症」対策等につ
いて
①業界別「新型コロナウイルス感染防止ガイ
ドライン」及び「適合宣言」について
・「ゴルフ場における新型コロナウイルス感
染症対策ガイドライン」・
「適合宣言」
・「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」・
「適合宣言」
・「日本国内プロゴルフトーナメントにおけ
る新型コロナウイルス感染症対策ガイドラ
イン」
②第１弾「新型コロナウイルス感染症対策啓
発活動用ポスター」を６月11日に発信
③コロナウイルスに関係する各団体からの報
告
4．「女性ゴルファー創造プロジェクト」中間
報告（PGA）
11団体が参画するタスクフォースの審議
状況について、議事録が配布された。
5．その他
JGJAより、コロナ禍でトーナメント取材
が困難となっているため、ゴルフ雑誌記者協
会・ゴルフ写真家協会の３団体で連絡協議会
を立ち上げる方向を検討しているとの報告が
あった。

（ 6 ）2020年11月1日発行

第440号（奇数月1日発行）

第10回ジャパンゴルフインダストリーカップ2020開催報告
当協会が主催する「第10回ジャパンインダ
ストリーカップ2020」が10月５日（月）、狭
山ゴルフ・クラブ（埼玉県）にて開催されまし
た。
本大会は、
大会事務局にて慎重に検討を重
ねた結果、独自の新型コロナ感染拡大防止対
策を行ったうえ、JGAが推奨するコロナウイ
ルス禍での競技ルールを採用することで何と
か開催することができました。ご参加いただ
きました各企業の皆様、会場をご提供いただ
きました狭山ゴルフ・クラブの皆様のご協力
感謝申し上げます。
当日は金木犀が薫る中まずまずの天候及び
素晴らしいコースコンデションに恵まれ、ト
ーナメント並のタフなセッティングに関わら
ず、参加者はプレーを満喫されたことと思い
ます。
特に、今年は新型コロナウイルス感染対策
のため、JGAが定める「新型コロナウイルス
感染症予防対策としてのゴルフ規則修正の指
針」を採用。
「プレー時には自分の道具やボ
ール以外は一切触らない」
「ホールカップや
ピンは持たない、
触らない。バンカーレーキは
使わず足でならす。また、他人のヘッドカバー
を拾ってあげる等の親切行為を全て行わな
い」
「カップまで28cmに止まった球は次のス

アンダーハンディ部門
ヤマニ/214.6

優勝

スクラッチ部門 団体戦 優勝
グラファイトデザイン/221

トロークで入ったものとみなす」など。
もちろん、参加者は当日検温を行い、「新型
コロナウイルス感染対策についての確認書」
への記入・提出を義務化。徹底した感染対策の
もと、開催いたしました。
◇開催日：2020年10月5日（月）
◇天候：くもり24℃
◇開催コース：狭山ゴルフ・クラブ（埼玉県入
間市）
◇主催：日本ゴルフ用品協会、後援：ゴルフ市
場活性化委員会
◇総参加者数：20社2団体32チーム126名
◇スクラッチ部門：10社10チーム40名
◇アンダーハンディ部門：16社2団体22チー
ム86名
当協会のアレックスM．ボーズマン会長は、
「インダストリーカップに参加頂きありがと
うございました。
今年は非常に大変な一年になっています。
ジャパンゴルフフェア2020もキャンセルに
なりましたが、夏からは少しは復活してきま
した。景気も良くなってきました。ただし、ま
だまだ本格的に景気は戻らないと思います。
そのような環境の中、ゴルフはアウトドアの
スポーツで、且つ、ソーシャルディスタンスが

アンダーハンディ部門 準優勝
キャロウェイゴルフB/217.2

スクラッチ部門 団体戦 準優勝
ダンロップスポーツマーケティングA/226

確保できる競技です。そのようなゴルフの特
性を生かして、ピンチをチャンスに変えるこ
とだと思います。
また、このような状況ではゴルフを始める
人々は沢山いると思います。いまは全国で
『Go To トラベル』
『Go To イート』がありま
すが、本来は『Go To ゴルフ』も有りだと思い
ます。正式には『Go To ゴルフ』はありません
が、皆さんがそのような心掛けで、皆さんのお
客様にも接してもらいたいですね。
今年はいつ、新型コロナウイルスの状況が
どのように変化するか誰にも分かりません。
しかし、皆さんがこのようなピンチをチャン
スに変える。そして最も大事なことは、皆さん
ご自身、そして家族のご健康を祈っておりま
すので、皆さん、今年も宜しくお願い致しま
す。今日は一日お疲れ様でした。ありがとうご
ざいました」
また、石田純哉実行委員長東日本支部長は、
「本日は日本ゴルフ用品協会の東日本のイン
ダストリーカップに御参加いただきましてあ
りがとうございます。無事、競技を終えること
ができそうです。当初は開催自体の検討を行
っていましたが、是非、開催しようと、業界の
中にいる身として開催しようという決断をし
たのが３か月ほど前です。その時分はまだ新
型コロナウイルス拡大の状況も落ち着いてお
らず、少し腰が引けていた部分もありました
が、開催して良かったと思っています。

アンダーハンディ部門
プロギア/217.4

3位

スクラッチ部門 団体戦 3位
ゴルフダイジェスト・オンラインA/232
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毎回感じるのは、ゴルフ業界で違う会社の
方と交わるのは商談くらいしかありませし、
営業マン同士、
バイヤー同士、開発担当者同士
が交わることはほとんどありません。ゴルフ
をプレーしながら、仕事の話はしませんが、そ
のようなことが垣間見えるだけでも暖かい交
流ができ本当に価値あるものだと思います。
来年はオリンピックも開催されますし、来
年の今頃はオリンピックも閉幕して、日本の
ゴルフ業界がどのように変化しているのか。
楽しみでもあり、
いささか不安もありますが、
目の前のできることを精一杯やりながら、チ
ャレンジしてきたい。恐らく、本日インダスト
リーカップに参加して頂いた方々も同じ気持
ちだと思いますので、協力しながらやってい
きましょう。本日は本当にありがとうござい
ました」
スクラッチ部門 個人戦
優勝：高橋雅也〈グラファイトデザイン〉/65
（西32/東33）
「コロナ禍におけるゴルフは、特にアメリカで
言われている通り『３密』にはならないスポ
ーツです。多くの企業がテレワークで社員が
ストレスをためている中、このように他社と
交流できるイベントの意義は大きいと思いま
す。
今日はコースのコンディションも良く、大
会関係者、
狭山ゴルフ・クラブの方々に感謝を
申し上げたい」
準優勝：前田晃希〈ピンゴルフジャパン〉/71
（西35/東36）
「わたしは学生上がりの競技ゴルファーなの
で、
試合の少ないコロナ禍にあって、このよう
な大会を開催して頂いたことに感謝しており
ます。特に入社１年半と業界初心者の私にと
って、他メーカーの方々と親睦を図ることが
できる場があるというのは、今後の自分の強
みになると思います。本日はありがとうござ
いました」
３位：柳原光瑠
〈ダンロップスポーツマーケテ
ィング〉/72（西36/東36）
「コロナ禍に本大会を開催して頂いたこと、ま
た、ゴルフ業界も厳しい状態にある中で出場
させていただいたことに感謝しかありませ
ん。
コースはグリーンが小さく、ピンポジショ
ンも厳しい場所にきってありましが、コース
コンデションも素晴らしく、気持ちよくプレ
ーを楽しむことができました。ありがとうご
ざいました」
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ペア・スクランブルゴルフ大会2020開催報告
今年のペア・スクランブルゴルフ大会は10
月14（水）に四街道ゴルフ俱楽部にて開催し
ました。新型コロナウイルス感染拡大防止対
策として、６月２日からの延期、表彰式のとり
やめ、９ホールプレー、事前の問診郵送など
様々な策を講じた大会となりました。
54組108名（男性67名、女性41名：女性参加
率39%）と、多くのゴルファーに参加頂きま
した。
参加者からは「良いスコアでラウンドでき
てとても楽しかった」
「来年も是非参加した
い」という声が多く寄せられ、このプレー形
式による大会の魅力を感じていただきまし
た。
ご参加いただきました皆様、ご協力をあり
がとうございました。スクランブルゴルフ未
経験の皆様も来年以降のご参加を心よりお待
ち申し上げております。
■ 開催概要
日程：2020年10月14日（水）
開催コース：四街道ゴルフ俱楽部（千葉県四街
道市）
参加者：54組108名（男性67名、女性41名女
性参加率38%）男女ペア29組、男性ペア19
組、女性ペア６組
■ 賞品ご協賛各社
（18社順不同）
（株）二木ゴルフ、（株）ダンロップスポーツ
マーケティング、キャスコ（株）、アクシネット
ジャパンインク、マジェスティゴルフ（株）ミ
ズノ（株）、ブリヂストンスポーツ（株）、キャロ
ウェイゴルフ（株）、朝日ゴルフ（株）、ピンゴル
フジャパン（株）、テーラーメイドゴルフ（株）
アキラプロダクツ（株）、デサントジャパン
（株）、ライト（株）、（株）本間ゴルフ、ヨネッ
クス（株）、ヤマハ（株）、四街道ゴルフ倶楽部

優勝：つかチャンふじい
グロス35 HDCP2.4 ネット32.6

２位：もこもこゴルフサークル
グロス33 HDCP0 ネット33.0

３位：チーム佐藤
グロス36 HDCP2.4 ネット33.6

ベストドレッサー賞
Polka dot 72

ベストペア賞
ドラゴンフライ
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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.31

2020 年 8 月 1 日〜 2020 年 9 月 30 日
前月に続き、8月の
「YPSゴルフデータ」集計対象カテゴリー合計で
対前年比プラスとなりました。お盆休みの時期に海外旅行や帰省がで
きなかったゴルファーの多くが国内のゴルフ場でプレーをしたこと
により、
ゴルフボールを含めた用品市場が恩恵を受けたものと推察さ
れます。コロナによる若年齢層を中心とした新規ゴルファー増加もど
うやら全国的な傾向となっているようで、一部小売店ではゴルフクラ
ブの
『スターターセット』が前年比で大幅に伸長しているようですね。
広島ゴルフショップ
ダイナマイト吉島店

堀田 裕子さん

「潮目の変化」が確実に起きているようです。9月のウッド市場はピン
『G425シリーズ』が下馬評通りの初動を記録しました。
ドライバーに限
れば前作
『G410シリーズ』の初動のおよそ1.5倍の売上を記録、
ブラン
ドシェアも2位以下を大きく引き離してのトップとなりました。一部ス

Ｑ .ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A. 高校3年生のとき、石川遼選手の活躍を見て
ゴルフを知り、ゴルフに興味を持ちました。
Ｑ .お仕事内容を教えてください。
A. 主にアパレルの仕入、接客、販売をしています。
最近は、可愛いゴルフウェアも多いので、お客
様と同じ目線で接客、販売できるよう心がけて
います。
Ｑ . 年間のラウンド数は？
A. 月に2〜3回程度ラウンドしています。
Q. 今積極的に取り組んでいること
A.100切りを目標に頑張っています。お客様とラ
ウンドさせて頂くことが多いので、ゴルフショップ
のスタッフとして恥ずかしくないように頑張ってい
ます ( 笑）
Ｑ .ゴルフをやっていてよかったことは？
A.ゴルフに携わったことで、多くの方々と知り合
え年齢、性別、職業問わず、沢山のゴルフ友
達ができました。また、いろんな知識を学ぶこと
が出来て、日々勉強できます。
Ｑ .ゴルフ界で働く女性へメッセージ
A.ゴルフ女子も増えているので、業界の皆様と、
積極的に女子ゴルフ市場を盛り上げていきたい
です。

ゴルフを通じていろいろな方への感謝の気持ちを忘れず、
ゴ
ルフ業界活性化のための人材になるように期待しています。
（ダイナマイト吉島店 店長 中田尚宏さん）

ペックは早々に欠品となっており、一部の小売店からは機会損失に対
する不満の声もあがっている状況。ブリヂストン
『TOUR Bシリーズ』
は、
特にアイアンカテゴリーにおいて好調な滑り出しを見せています。
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

1

G425 MAX SERIES

コンポジット PING

2

SIM MAX SERIES

チタン

3

G410 PLUS SERIES

チタン

4
5
順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G425 HYBRID SERIES

PING

TAYLORMADE

2

G425 FW MAX SERIES

PING

PING

3

SIM MAX FW SERIES

TAYLORMADE

G425 LST SERIES

コンポジット PING

4

SIM MAX HB SERIES

TAYLORMADE

MAVRIK SERIES

コンポジット CALLAWAY

5

G410 FW SERIES

PING

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

IRON BEST５

メーカー名

メーカー名

順位

WEDGE 1位=TITLEIST
VOKEY DESIGN SM8 WEDGE SERIES

順位

1

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

2

XXIO 11 L. SERIES

DUNLOP

2

RTX4 WEDGE SERIES

CLEVELAND

3

SIM MAX SERIES

TAYLORMADE

3

JAWS WEDGE CRM
SERIES

CALLAWAY

4

G710 SERIES

PING

4

DJ-4 WEDGE SERIES

FOURTEEN

5

MAVRIK SERIES

CALLAWAY

5

GLIDE 3.0 WEDGE
SERIES

PING

BALL BEST５

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

メーカー名
ODYSSEY

順位

1

HONMA D1 19 BT1801 OP

HONMA

1

STROKE LAB 19
SERIES

2

SRIXON Z-STAR 19 XV OP

DUNLOP

2

SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

3

WARBIRD 17 OP

CALLAWAY

3

SIGMA2 19 SERIES

PING

4

PRO V1 19 OP

TITLEIST

4

EXO SERIES

ODYSSEY

5

SRIXON Z-STAR 19 OP

DUNLOP

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

