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新年に向けて

会長 アレックス・ボーズマン

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、新たな気持ちで新春
をお迎えのことと心よりお慶び申し上げま
す。年頭のご挨拶にあたり、まず初めに、皆様
そしてご家族の方々がご無事で健康でいらっ
しゃることをお祈り致します。
昨年は、日本、そして世界中の皆にとって、
大変厳しい1年でありました。世界を変えた
COVID-19は、私達がどのように人と関わり
を持つか、働き方、そしてビジネスに、大きな
変化をもたらしました。そう遠くない将来、ワ
クチン接種が可能になることにより、この長
いトンネルの終わりにある僅かな灯りがよう
やく見え始めてきましたが、本年は、引き続き
K字回復が見られる事でしょう。いくつかの
産業では成長回帰が見られますが、その一方、

2020年 ２ 月 の
最終日に米国から
帰国しました。帰
国時には、米国で
は『コロナの国に
帰るのね？』と言
われましたが、数十日で立場が逆
転してしまったのは、皆様周知の
事実と思います。本当にあと数十
日ずれていれば、帰国できなかっ
たという複雑な想いです。
コロナの影響で、世界中でイン
ドアのチームスポーツが窮地に陥
り、アウトドアの個人スポーツが
活況です。
弊社で言えば欧米は、ゴ
ルフとランニングがそれに当たり
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困難な状況が続く産業もあるという事です。
私達ゴルフ産業は、成長回帰のセグメントに
あると思ってます。幸運なことに、ゴルフはア
ウトドアスポーツであり、容易にソーシャル
ディスタンスを保つことが出来ます。これに
より、ラウンド回数は上昇傾向にあり、更に重
要なことに、ゴルフ人口も増加しています。故
に、更なるラウンド回数の上昇や新たにゴル
フを始めた方の固定化を促進し続けること
は、私達にとって非常に重要な課題でありま
す。
ニューノーマル（新しい生活様式）は、ここ
に根付いています。COVID-19以前の生活に
戻る事は出来ません。私達は、ゴルフ人口増加
と今私達にあるチャンスを生かすことに注力
しなければなりません。これは、好機なので
す。ニューノーマルに順応している私達は、楽
観的な未来を描く事が出来るはずですし、そ
うなるべきだと思っています。
ゴルフフェアは、2017年に会場を横浜に
移して以来、順調に来場者数が増加し、一昨年
には過去最高60487人もの来場者数となり、
女性や家族連れなどを含めて新しいゴルフフ
ァンを増やして参りました。しかしながら、ジ
ャパンゴルフフェア2020は新型コロナウィ
ルス感染拡大の影響を受け、やむなく直前に

ます。米国では、ゴルフのアイアン
市 場 は2020年10月 昨 対175 ％
と、正に『コロナバブル』の様相を
呈しています。
日本でもゴルフ場・練習場は、賑
わっていますね……。お客さんが
戻ってきた当初は、夫婦での２サ
ムプレーが多かったとの事。夫婦
で仲良くいい事だと思っていまし
たが、聞くところ、喧嘩ばっかりし
ているご夫婦が多かったとの事で
す。それも仲のいい表れだったの
かもしれませんが……。
そして、今エントリー層が、世界
中で増えています。私が入社した
1984年 頃 の 日 本 の ゴ ル フ 場 数

中止を決定するに至りました。出展いただく
予定であった皆様には多大なご迷惑をおかけ
しましたこと、改めてお詫び申し上げます。本
年のジャパンゴルフフェア2021を開催する
にあたっては、コロナウィルスの感染拡大状
況を注視しながら、前回の出展者様にもご意
見を頂戴し、開催の可否について慎重に検討
を重ねて参りました。そのような経緯を踏ま
えながら、会場における感染防止対策には万
全を期すことで来場いただけるリアルなフェ
アに加え、ご来場を見合わせる方、遠隔地にい
らっしゃりご来場が難しい方、さらにはコロ
ナをきっかけに新たにゴルフを始められた
方、休止していたゴルフを再開された方等よ
り多くの方にご参加頂けるようリモートによ
るバーチャルフェアも同時に開催いたしま
す。これらの取組みを行い、リアルとバーチャ
ルのトータル来場者増を実現し、ゴルフファ
ンの増加とゴルフの魅力を幅広く皆様にお伝
えすることを目指します。
2020年度のゴルフ用品販売技術者講習会
は、新型コロナウィルス感染拡大の影響を懸
念し開催を断念致しました。発足以来4189
名が受講され、各企業、各地域でご活躍されて
いますこの講習会は、今後も講義内容並びに
受講方法を検討しながら、広範囲且つ専門的

は、凡そ1,400コース。完全需要過
多状態で、初心者がゴルフ場に行
くと『トラック１杯分球打ってか
らおいで!!』といった冷たい感覚
がありました。昨今では、ゴルフ人
口の減少が社会問題にもなり、今
回のコロナ禍でのエントリー層に
対しては、全てのゴルファーが暖
かく見守っているという感じがし
ます。非常にいい事だと思います。
この不幸中の幸いをゴルフ業界
全体で、大事に育てていく必要性
を強く感じます。まだまだ先行き
不透明ですが、
皆様 Stay Healthy,
Stay Positive でまいりましょう!!
（ミズノ 佐野治）
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にゴルフ用品に関する知識を習得する場とし
て、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と考え
ています。
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」
は、現在9社もの企業参画し、配送量も増え、
取り組みが着実に拡大しています。本年は、配
送条件を更に利用しやすいように基準の見直
しを行い、メーカーには「配送・物流コストの
削減」
、小売店には「荷受け作業の効率化」に
寄与していきます。また、これらの活動が経済
産業省所管の「令和2年度グリーン物流パー
トナーシップ優良事業者」に認定され、表彰
されましたことも、併せて皆様にお伝えさせ

ピンチを
チャンスに！

副会長 米山勉

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

ゴルフの新しい
根づくりを

副会長 川松英明

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。
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ていただきます。
2012年より実施している「模倣品対策ラ
ベル」も、現在29社が使用し、累計で約3000
万枚を超える発行となりました。小売店では
抑止力として効果があると認識されており、
更に消費者の認知度を高めていきたいと思い
ます。また、持続可能な開発目標（SDGs）の中
の環境問題がクローズアップされていること
もあり、引き続き「脱プラスチック」への取り
組みなども議論しております。削減対象とな
るアイテムをもとに、今後具体的な対策を立
案してまいります。
ゴルフ市場活性化の活動では、引き続き会
員企業様から提供いただいたゴルフクラブ
を、大学の授業用に提供し、若年層のゴルフの

普及に貢献することができました。また「女性
ゴルファーの創造」をテーマに、他団体とも
連携し取り組んでおります。
2021年の経済及び業界の回復に関して、
私は楽観的です。働き方やビジネスが変化し
た事により、多くのチャンスが生まれました。
そして、本年はオリンピックの開催も予定さ
れています。オリンピックの延期は、昨年私達
にあった興奮の高まりに水を差す決定ではあ
りましたが、一産業として、私達は再度その興
奮を活性化していかなければなりません。最
も重要な事ですが、私達はCOVID-19の危機
から完全に抜け出せた訳ではありません。ど
うぞ十分な注意を続け、皆様がご無事で健康
であることを切に願っています。

新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げ
ます。
本来であれば、昨年は世界中からお客様を
お招きし、ともにスポーツの楽しさ、素晴らし
さを日本から発信するはずでしたが、予期せ
ぬ感染症の世界的な流行により世界各地であ
らゆるイベントが中止となってしまいまし
た。しかし、そのような中においても、当協会
を含む業界団体からメディアへの働き掛けも
功を奏し、ゴルフは三密回避のスポーツとし
て注目が高まりました。若年層を中心とした
参加者の増加に伴い、ゴルフ場は賑わいを取

り戻しつつあり、用品市場も活性化していま
す。
改めてオリンピックイヤーとなる本年も、
まだ気を緩めることはできませんが、当協会
では十分な感染対策を講じた上でジャパンゴ
ルフフェア2021の開催等に取り組むなど、
前代未聞のピンチをチャンスに変えるべく、
新しい生活様式においてゴルファーの皆様の
健康増進を後押しするとともに、活動環境の
整備にも努めてまいります。会員の皆様には
より一層の強いご支援とご協力をお願いし、
新年の挨拶とさせて頂きます。

昨年は、世界中がコロナウィルス感染拡大
の影響のため、不安の中で一つ一つ苦難を乗
り越えていくという事態となり環境が大きく
変わりました。
スポーツ界においては、東京オリンピック
が延期となり、他多くのスポーツ競技も中止
を余儀なくされましたが、人々の
「スポーツで
感動や元気を届けたい」という思い、
努力や協
力により少しずつ様々な競技が再開され、ゴ
ルフの祭典
「マスターズ」も11月という異例の
時期に開催されました。また、国内男女プロト
ーナメントも無観客試合で開催され、多くの
ゴルフファンの楽しみが戻りつつあります。
そのような中、密を避けたスポーツとして

ゴルフが見直され、練習場やコースに若年層
や4、50歳代のゴルフ復活組が新たな顧客層
として動き始めているということはご周知の
ことと思います。大きな花を咲かすには、根を
深く張らなければなりません。
この流れを長く
根付かせるため業界を挙げて
「根を深く」張る
ように取り組んでいきたいと思います。今年
の
「ジャパンゴルフフェア」は３月に開催をす
ることになりました。皆様のお力で今の環境
に即した開催をぜひとも成功させましょう。
道のりはまだ厳しいですが、様々なスポー
ツイベントの安全な開催を祈願し、業界全体
で結束し2021年を皆様と共に乗り越えてい
きたいと思います。
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災い転じて福となす

東日本支部長 石田純哉

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。

苦難を超えて

西日本支部長 白石彰

地球規模での未曾有のコロナ禍により世界
の景色が一変することを誰が想像できたでし
ょうか？ 先ずは日夜奮闘して頂いている医
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2020年末2021年始、日本の現状は未だ暗
く予断を許さない状況です。しかしその中で
もゴルフ業界は他とは違った光が見えている
のかもしれません。
コロナ感染に対する人々の行動の変化が、
ゴルフというスポーツへの注目度を上げるき
っかけになるとは、当初私には想像できませ
んでした。ゴルフマーケットが30年間右下が
りで縮小し、関係者が様々な施策を打ち出し
ても作り出せなかった新規のゴルファーが、
増えだしたのです。
鬼に笑われるかもしれませんが、非常に楽
観的に2021のシナリオを考えてみると…
「2021年春夏にワクチンなどによりコント

ロールに成功する。コロナとの戦いに勝利す
る。増えたゴルファーはそのままに、その人た
ちがインフルエンサーになって益々強い追い
風がゴルフマーケットに吹く。オリンピック
で男女のメダリストが誕生しゴルフが30年
ぶりのブームになる。30年前とは違って、そ
の流れを一時的なモノにしない為に業界が力
を合わせて行動し、息の長い繁栄に結び付け
る。」などと妄想しています。
14世紀のペスト、15世紀の梅毒、18世紀
の天然痘、近代のコレラ、結核。人類は多大な
る犠牲を払いながらも最終的にはウィルスと
の戦いに勝ち残りました。
人類の知恵を信じて
明るい年に変えて行きたいと思っています。

療従事者の皆様に敬意を表すると共に，心な
らずも罹患された方や大切な人を亡くされた
方には心よりお見舞い並びにお悔やみを申し
上げます。残念ながら事態は収束が見えず混
迷を深めており，例年同様の新年を寿ぐには
程遠い状況であります。しかしながら我々は
嘆いているだけでは何も始まらないことを知
っています。できることを一つずつ積み重ね
て自らが眼前の状況を変えてゆき，環境と時
代に対応し続けなければなりません。
ゴルフは屋外スポーツであり感染症対策を
しっかり実施することで，積極的に経済循環
に寄与できることは皆さん既にご承知の通り

です。これを良として元気よく世の中を引っ
張ってゆくことこそが我々に与えられた使命
だと思います。
一方，協会には運営に関する問題等乗り越
えなければならないことがありますが，先ず
は何より三月に予定されているジャパンゴル
フフェアが無事開催されることを願っており
ます。無事に開催され皆様と共に本当の意味
で新年を寿ぎたいと願っております。
最後になりましたが，本年が皆様にとって
良い年になりますよう祈念いたしますととも
に，今後共ご指導ご支援の程よろしくお願い
申し上げます。

「2019年度ゴルフ場利用者数・2020年3月末ゴルフ場数」について
ゴルフ場業界の数値的データとして最も信
頼性が高く、1957年以降63年間の推移を知
るうえで重要な「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」をご送
付申し上げます。
本冊子のデータは、都道府県
別の利用者数を調査した唯一の資料でありま
すので、
是非、
経営政策立案の基礎的資料とし
てご活用いただきますよう、お願い申し上げ
ます。
１．2019年度ゴルフ場利用者数
（
「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2019年３月～ 2020年２月となってい
る）
。
2019年度ゴルフ場利用者数は、対前年度

比110万人増加（1.3％増）の8,597万人とな
り、2016・2017年度のレベルに復活した。
これは、2018年度に豪雨災害や台風の直撃
により大きく減少した西日本地域が2017年
度水準に回復したため、９月～ 10月に相次
ぐ台風の上陸により減少した関東地方の結果
をカバーする形となったためである。
特に注視すべき点は、全利用者数は前述の
通り1.3％の増加でしたが、「18歳以上70歳
未満の利用者数」が2010年度7,758万人と
な っ て 以 降10年 間 で1,093万 人 減 少 し て
6,665万人となっている反面、「70歳以上の
利用者数」が2019年度も7.2％増加して全利
用者数の22.5％となっていることである。
「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年以降の数年間は逓
増すると考えられるが、2020年２月以降の
新型コロナウイルス感染拡大により外出を自
粛する傾向が強まっており、コロナ休眠が長
引かないように対応策を取らなければ逓減傾
向に転ずる可能性が高まると危惧される。
２．ゴルフ場数
2020年３月末日におけるゴルフ場数は、
対前年度末比21減少の2,209ゴルフ場であ
った（都道府県に跨るゴルフ場が18あるた
め、実稼働のゴルフ場数は2,227ゴルフ場か
ら18を減じた2,209ゴルフ場となる）。
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、10年間の累計で218
ゴルフ場が閉場したこととなった。
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３．ゴルフ場利用税額の推移とそこから見え
てくるもの
「2019年度ゴルフ場利用税額」は、対前年
度比２億円減少の431億円であった。ゴルフ
場利用税額は1992年度に1,036億円を記録
した以降、年々減少を続けて41.6％にまで減
少している。また、2019年度の「１人当たり
ゴルフ場利用税額」は、前年度比１円減少の
647円で、1993年度の1,019円から63.5％
にまで減少している。
1989年の「娯楽施設利用税」から「ゴルフ
場利用税」に変更されて以降、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。ただ、
前述の通り、
直近の２年間の通算で0.5％（３
円減）となっており、一時期のデフレスパイ
ラル的なプレー料金低下傾向は小康状態とな
っている。
４．
自治体ごとに定められている「ゴルフ場利
用税決定基準」の不合理性
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で、14県の基
準に取り入れられている。現状、18ホールプ
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増額される基準が
設けられていることは、不合理なことだ。
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また、もっと不合理なことは、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。
５．18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。
６．「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、税額
決定が理解出来ない税制になってしまってい
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自治体が徐々に
増加しているが、このような動きは独自税収
の少ない過疎地の自治体にとって、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
れたままとなっている。2019年度は、ゴル
フ場利用税撤廃運動としては初めて、完全撤
廃を前提としつつ「非課税対象年齢の拡大
（30歳未満、65歳以上）、非課税競技の拡大」
を要望事項とした。その結果は、「国民体育大
会の公式練習・2020年東京オリンピックの
ゴルフ競技及び国際的な規模のスポーツ競技
会のゴルフ競技（公式練習を含む）の非課税
措置」が導入された。極めて限定的な成果で
あったが、2003年度の非課税制度導入以来
の改正は評価されるべきと考える。
ゴルフ界として、2019年度の要望事項は
地方自治体に歩み寄ったものとなったが、地
方自治体との協調と共栄を希求するとの姿勢
を地方自治体にも理解が得られるよう、活動
していくことが要点だと考える。

「全国の18歳未満者の利用者数」（2010年度以降の利用者数）

（単位：千人）

年度

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

利用者数

329

338

346

343

330

329

309

293

273

267

第441号（奇数月1日発行）

2021年1月1日発行（ 5 ）

「第9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宰する第９回を迎
えた「中部インダストリーゴルフ関連企業対
抗ゴルフ大会」が、三重県いなべ市にある涼
仙ゴルフ倶楽部において開催をされました。
今回は感染対策防止もありパーティーは行い
ませんでした。
それでもおかげさまでゴルフ日和な秋晴れ
に恵まれ、
中部支部会員企業様、ゴルフ練習場
様、ゴルフ場支配人様、スポーツメディア様、
インドアのゴルフ施設様、などゴルフ関連企
業計16組32名参加のもと年に一度ですが名
刺交換など交流を兼ねたゴルフ大会でした。
皆さまには来年のジャパンゴルフフェアは
開催予定であり準備を進めている旨もご報告
を致しました。
大会概要
● 開催日：2020年10月28日
（水）
● 会場：涼仙ゴルフ倶楽部
（三重県いなべ市）
● 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）

● 参加者：16組32名

● 費用：プレー代/17000円
（キャディ付、昼

食・ドリンク込）、参加費/4000円（賞品代等
含む）
成績は以下のとおり。
団体戦
１位：中部ゴルフ練習場連盟
OUT 36 IN 40 GROSS 76
２位：ブリヂストンスポーツ
OUT 38 IN 39 GROSS 76
３位：中日チーム
OUT 42 IN 36 GROSS 78
個人戦
１位：小澤寿広さん（大三機材）
OUT 39 IN 39 GROSS 78
２位：太田智也さん（中部練習場連盟理事長）
OUT 38 IN 42 GROSS 80
３位：宇野勝さん（中日チーム）
OUT 45 IN 37 GROSS 82

商品協賛（順不同、商号略）
ダンロップスポーツマーケティング、ミズノ、
ブリヂストンスポーツ、キャロウェイ ゴル
フ、ヨネックス、武市ウインド、涼仙ゴルフ倶
楽部、中部練習場連盟、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。

「ゴルフ用品協会における共同配送事業」で「グリーン物流パートナーシップ会議特別賞」を受賞

当協会はこの度、当協会が実施している共
同配送事業に対して経済産業省及び国土交通
省が実施している「グリーン物流優良事業者
表彰」において、持続可能な物流体系の構築
に顕著な功績があった取組が評価され「グリ
ーン物流パートナーシップ会議特別賞」を受
賞しました。
経済産業省及び国土交通省は物流分野にお
ける環境負荷の低減や物流の生産性向上等、

持続可能な物流体系の構築に顕著な功績があ
った優良な取組に対し、「グリーン物流優良
事業者表彰」を、経済産業省及び国土交通省
がおこなうもので、今年度のグリーン物流優
良事業者表彰の受賞者について、経済産業大
臣表彰1件、商務・サービス審議官表彰1件、グ
リーン物流パートナーシップ会議特別賞2件
を決定。そのうち、当協会は「グリーン物流パ
ートナーシップ会議特別賞」を受賞しました。
表彰式は、12月16日（水曜日）に日経カン
ファレンスルームで開催され、
「令和２年度
グリーン物流パートナーシップ会議」にて行
われました。
「グリーン物流パートナーシップ会議」は、我
が国物流分野におけるCO2排出削減に向け
た荷主企業と物流事業者が連携した取組を拡
大するため、平成17年4月に経済産業省、国土
交通省、公益社団法人日本ロジスティクスシ
ステム協会、一般社団法人日本物流団体連合

会が設立した会議体です。
本会議では、持続可能な物流体系の構築に
特に顕著な功績があった優良な取組に対し
て、経済産業省、国土交通省それぞれから表彰
が行われた。経済産業省には12件の応募があ
り4件が受賞し、当協会は特別賞を受賞した。
また、表彰式当日は、各取組の発表を行った。
当協会受賞の評価
（早稲田大学名誉教授 杉山審査委員長より）
グリーン物流の主な評価項目であるＣＯ2
削減の他に一般的に提唱されている「競争は
商品の品質とサービスで、協業できる物流は
共同で」を実現した事例として今後の取組の
拡大と他業種への展開が期待できる。そして
この実現により、荷主側のコスト削減、荷受側
の作業の効率化、輸配送業者側の労働力と労
働環境の改善が図られたことでホワイト物流
の実現にも大きく貢献したと判断できる。
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ジャパンゴルフフェア2021に向けた活動および企画
ジャパンゴルフフェア2021出展状況
ジャパンゴルフフェア2021の出展募集
は、例年より１カ月遅れの2020年11月２日
にスタートした。
今回は、感染防止対策に重点を置いた会場
レイアウトのために主催者によるブース位置
決定や、渡航制限の状況から海外企業の出展
募集を見合わせるなど、様々な点で従来とは
違った募集展開となった。
2020年12月17日現在の出展状況は前回
の約60%程度になっているが、出展について
のアンケート時には出展意向の有った企業で
も、第３波と言われる感染拡大状況を見て出
展の決定までには至っていない状況となって
いる。
引き続き追加募集は2021年１月末まで行
い、
少しでも多くの出展社を受付ける。
会場スペースは前回より若干規模を縮小す
るが、通路を広く取り密にならないレイアウ
トを実現する。
新型コロナウイルス感染防止対策
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
しております。
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いたします。
バーチャル展示会展開概要
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。

ネットワークを活用した主なコンテンツ
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実施予定の主な主催者企画
感染防止の観点から企画実施の是非を検討
した結果、以下の企画について実施を予定す
る。実施に当たってはいずれも十分な感染防
止対策を講じつつ、より多くの方に多彩な体
験や情報を伝達していく。
● オープニングメッセージ
（仮称）

ステージを利用し観客を集めた従来のセレ
モニーに代わり、開会直前にJGGAのアレッ
クス会長より出展社の皆様に向けたメッセー
ジを館内放送により送る。同時に、オンライン
参加者に向けてもメッセージを配信予定。
● ライブスタジオ
（仮称）
ステージに代わる情報発信拠点として、出
展企業の紹介やセミナーなどを実施するスタ
ジオを会場内に２、３か所設置し、コンテンツ
オンラインのライブ配信のほか、会場内の来
場者に向けて映像にとって放映する。

2021年1月1日発行（ 7 ）
● ファッションショー

● 見学ガイドツアー

従来の大型ステージ&客席という方法での
開催は困難だが、多くのファンがいる企画の
ため実施に向け検討中。専用のライブスタジ
オを設置し、会場内とオンラインにライブ配
信する方法などを想定している。
● チャレンジコーナー
東京五輪に向けて前回実施予定の「霞ヶ関
カンツリー倶楽部にチャレンジしよう!」をリ
ニューアルして実施する。
コーナーにゴルフシミュレーターを設置
し、霞ヶ関カンツリー倶楽部東コースのニア
ピン（10番ホール）とドラコン（18番ホール）
を臨場感のある映像で楽しんでいただき五輪
の盛り上げに貢献する。
● フードコート
会場内での調理を避け、弁当などを中心に
展開する。飲食スペースについても密や接触
を避ける資材やレイアウトにより感染防止を
図る。

人気のクラブ評論家やプロが会場内を案内
して巡る人気企画を、バーチャルで実施する。
ガイド役がナビゲーターとなって各ブースや
コーナーを紹介する様子をオンラインで配信
する。
● チャリティー企画
◇トーナメントグッズチャリティ販売・入札
型チャリティオークション
今年のトーナメント開催状況から規模は縮
小する可能性はあるが、人気の定番企画のた
めオペレーション方法に考慮しながら実施を
予定する。
◇ゴルフ競技の開催を支援するチャリティー
募金
来場者からのチャリティー募金を募り、そ
の収益金でゴルフ競技主催の団体へ新型コロ
ナウィルス感染防止対策の機器やグッズを寄
贈する。募金者にはお礼の品としてJGFオリ
ジナルマスクを提供する。

ジャパンゴルフフェア 2021 出展社一覧

計67社（敬称略）
2020年12月17日現在

1

BAiSE

25

グーエンス ・ イング

49

ピンゴルフジャパン

2

BUZZ GOLF

26

久我修一ゴルフアーティスト

50

フォーサイト

3

Fit Your Own

27

ケンセイサービス

51

フォルクスワーゲン グループ ジャパン

4

GPRO

28

コアフォース

52

藤倉コンポジット

5

HYPERHOLIC

29

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)

53

ブリヂストンスポーツ

6

KSP

30

ゴルフ用品界社

54

プレミアムウォーター

7

LEXUS

31

ゴルフパートナー

55

プログレイス

8

TSI グルーヴアンドスポーツ

32

ジョイラフ

56

マインド

9

VIP グローバル

33

信州開発研究所

57

マニューバーライン

10

YKY

34

タイ国政府観光庁

58

ミズノ

11

アールアンドデー

35

武市ウインド名古屋

59

三菱ケミカル

12

アヴァンクレール

36

ダンロップスポーツマーケティング

60

メルシー

13

アウタートップ

37

帝人フロンティア

61

メルセデス ・ ベンツ日本

14

朝日ゴルフ

38

ディースタイル

62

ヤマト徽章

15

有賀園ゴルフ

39

ディテクト

63

ヤマト

16

イデアジャパン

40

トライアル

64

ヨネックス

17

エーチームデザイン

41

トライポイントスターズ

65

リーダーメディアテクノ

18

沖縄観光コンベンションビューロー

42

トラヴィスマシュー

66

レザックス

19

晴れ倶楽部 / オフィスワイズ

43

長野県ゴルフ振興基金

67

わたしのお教室

20

ガーミンジャパン

44

日本シャフト

21

カキヌマ

45

日本ハーモニー ・ リゾート

その他

22

かなる

46

日本プロドラコン協会

コンポーネントコーナー等の出展社についてはこの

23

キャロウェイゴルフ

47

ニューアート ・ スポーツ

一覧には記載していません。

24

共栄ゴルフ工業 / 藤本技工

48

阪神交易 / ブッシュネルゴルフ

全日本ゴルフ練習場連盟、ゴルフ関連団体、
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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.32

2020年10月1日〜 2020年11月30日
10月度については、
ゴルフクラブ
（ウッド、
アイアン）市場に関しては、
9月に発売されたピン
『G425』シリーズが引き続き牽引しつつ、10月
に発売された各社新製品がいずれも好調なスタートを切ったことによ
り、
前年同期実績を大きく上回る結果となりました
（前年同期は消費増
税後の反動減があったので当然と言えば当然だが）
。
また当データ集計
対象外ではあるが、初心者向けの所謂
「スターターセット」の好調を指
摘する声も依然多く、
これらゴルファーの継続を如何にして実現する
株式会社ヤマニ
ゴルフ事業部 アパレル部
けい

佐々木 奎さん

かが今後の課題となりつつあります。11月度については、
ドライバー
はピン
『G425 MAX』がトップを維持。アクシネット
『TSI』シリーズが
2位、3位に入るなど順調なスタートを切っています。全体的にマーク
ダウン品の売りダマが少なく、数量ベースで前年同期実績に届かない

Q. ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A. 大学生時代のツアーバイトがきっかけです。プ
ロのトーナメントに行き、業界の仕組みやプロゴ
ルファーのことをたくさん知ることが出来ました。
より一層ゴルフへの魅力を感じ、仕事としてゴル
フ業界に携わりたいと考えました。
Q. お仕事の内容を教えてください。
A. Admiral、TOMMY HILFIGER GOLFのPR
などを担当しております。
Q. ゴルフをやっていてよかったことは？
A. 家族と共通の趣味を持てたこと、プレッシャ
ーに強くなること、マナーを養えること、生涯続
けられるスポーツであること、性別を問わず幅広
い年齢層の方々と交流することで新たな人間関
係の構築が出来ることなど、ゴルフをやることに
対しては多数のメリットを感じられます。
Q. ゴルフ業界で働く女性へメッセージを。
A. コロナ禍で新規の女性ゴルファーが増えた
今、その方々に一生続けられるオシャレなスポー
ツとして好きになってもらいたいと思います。宣伝
方法や SNSの活用法など、まだまだ未熟で日々
精進しております。皆様から多くのことを学び、
吸収したいと思っておりますので、お会いした際
はご指導のほどどうぞよろしくお願い致します。

ブランドバリューをライブ感を持ってお伝えできるよう一緒に
知恵を絞り頑張りましょう！
（ゴルフ事業部 アパレル部 マネジャー 仁木貴子さん）

カテゴリーが多いものの、
プロパー品販売構成比が上昇していること
で平均実売価格が上昇、
金額ベースでは前年同期実績を上回ったカテ
ゴリーが多いですね。
順位

DRIVER BEST５

メーカー名

1

G425 MAX

PING

2

SIM GLOIRE

3

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G425 HYBRID

PING

TAYLORMADE

2

G425 FW MAX

PING

TSI3

TITLEIST

3

SIM GLOIRE FW

TAYLORMADE

4

G425 LST

PING

4

SIM MAX RESCUE

TAYLORMADE

5

BIGBERTHA 21

CALLAWAY

5

XXIO 11 HB

DUNLOP

IRON BEST５

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

順位

順位

DRIVER 1位=PING
G425 MAX

順位

1

G425

PING

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE

2

SRIXON ZX5

DUNLOP

2

RTX ZIPCORE WEDGE

CLEVELAND

3

SIM GLOIRE

TAYLORMADE

3

JAWS FORGED WEDGE
CRM

CALLAWAY

4

XXIO 11

DUNLOP

4

RM4 WEDGE

FOURTEEN

5

SRIXON ZX7

DUNLOP

5

JAWS WEDGE CRM

CALLAWAY

PUTTER BEST５

メーカー名

BALL BEST５

メーカー名

1

HONMA D1 20
BT2001L,BT2001H OP

HONMA

1

SIGMA2 19 SERIES

PING

2

SRIXON Z-STAR 19 XV OP

DUNLOP

2

SC SELECT 20 SERIES

TITLEIST

3

BRIDGESTONE GOLF TOUR
B JGR OP

BRIDGESTONE

3

STROKE LAB 20 BLACK
SERIES

ODYSSEY

4

SRIXON Z-STAR 19 OP

DUNLOP

4

STROKE LAB 19 SERIES

ODYSSEY

5

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE OP

BRIDGESTONE

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

順位

順位

