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　新型コロナウィルス感染症
は未だ終息が見通せません。
たまたま知人に呼吸器系の医
師がおられますが、年末年始
も文字通り不眠不休で帰宅も
ままならなかったとのこと、

通り2008年にフェース反発係数等の上限が
定められましたが、今回のレポートでも飛距
離を抑える新たな提案が盛り込まれています。
詳細には言及しませんが、ＰＧＡツアーの現
場からは賛同が得られる一方で、有名選手か
らは、「ゴルフは楽しむためのエンターテイン
メントであり、彼らが使うボールやクラブに
ついてまで議論する必要はない」との意見も
出る状況です。
　ゴルフは密にならずに年配者まで安全に楽
しめるスポーツの代表ですが、一方で引退す
る理由は「飛ばなくなり面白くない。」と「車

の運転をやめた。」が大多数を占めると聞き及
びます。自動車メーカー各社が自動ブレーキ
など新技術の導入で安全な移動をサポートし
ておられる様に、ゴルフ用具メーカーとして
も、アマチュアゴルファーが少しでも長くゴ
ルフライフを満喫できるよう、応援してまい
りたいと思います。皆様も、加齢とともに落
ちる体力を、用具の進歩でカバーしてきた経
験をお持ちと思いますが、知恵を出し合いゴ
ルフ市場を活性化してまいりましょう。

	 （プロギア　日比野公良）

医療関係者の皆様に深謝しつつ、自分が感染
して負荷をかけないよう自制する毎日です。
　さて、R&Aと全米ゴルフ協会（USGA）か
ら「ディスタンス・インサイト・レポート」
を根拠とした用具基準変更案が公表されまし
た。ゴルフクラブのルール改正は、ご存知の

リアルとオンラインの融合でJGF2021
「やって良かった」という声が多数！
　昨年コロナ禍で中止となったジャパンゴルフフェア
が、今年３月にリアルとオンラインの融合イベント「第
55回ジャパンゴルフフェア2021」（パシフィコ横浜・３
月12日～３月14日）が開催された。
　出展社数は４割減（117社、257コマ）と厳しい状況
にも関わらず、新型コロナウイルス感染予防対策を万
全にし、出展社スペースは「３密回避」で十分な間隔
を取ったことで、ビジネス関係者や一般来場者がゆっ
くり出展社の商品説明に耳を傾けることができたイ

ベントとなった。
　そして２日目は悪天候だったにも関わらず、３日間
の入場者数は２万人を突破し、２万1793人（一般来場
者１万409人、ビジネス来場者１万1181人、報道関係
者203人）が３日間で来場した。
　リアルとオンラインの融合開催は初となり、走りな
がら企画は固まっていった。しかし、多くの出展社は
「やって良かった」という声が多かった―。
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　当協会が主催するアジア最大のゴルフショ
ー「第55回ジャパンゴルフフェア2021」が、
３月12日（金）〜３月14日（日）にパシフ
ィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催された。新
型コロナ感染予防対策を徹底し、コロナ禍と
いうこともありリアルとオンラインの融合と
いうイベントとなった。当初は開催も危ぶま
れたものの、出展社数117社（257コマ）、総
来場者数、２万1793人（一般来場者１万409
人、ビジネス来場者１万1181人、報道関係
者203人）と、平時の開催には及ばないもの
の、多くのゴルファー、そして出展社、関係
者が一堂に会してゴルフの祭典を盛り上げた。
　その「第55回ジャパンゴルフフェア2021」
の開催を一部抜粋して報告する。

チャリティ展開
①入札型チャリティオークション
■内容：（１）JGF公式サイトより入札、（２）
会場で入札
■応募数合計：JGF公式サイト/675件、会場
/139件、合計/814件
■最終落札額合計：1,314,241円（昨年実績：
810,756円）
〈男子プロ〉
■入札数：JGF公式サイト/411件、会場/62
件、合計473件
■最高落札：60,000円（藤田寛之プロ・バイ
ザー）
■最終落札額合計：765,323円（前回実績：
830,721円）
■商品提供：JGTOツアーメンバー19名92点
■チャリティ先：JGTOを通じて高松宮妃癌
研究基金
■提供プロ：青木功/浅地洋祐/池田勇太/石
川遼/石田鈴千代/市原弘大/今平周吾/小田
孔明/香妻陣一朗/近藤智弘/時松隆光/比嘉
一貴/深堀圭一郎/藤田寛之/藤本佳則/星野
陸也/宮本勝昌/武藤俊憲/森本雄（50音順）
〈女子プロ〉
■入札数：JGF公式サイト/264件、会場/77
件、合計/341件
■最高落札額：50,000円（脇本華プロ・ゴル
フボール１ダース）
■最終落札額合計：548,918円（前回実績：

第55回ジャパンゴルフフェア2021開催報告
195,571円）
■商品提供：JLPGAツアーメンバー15名　
37点
■チャリティ先：JLPGAを通じて日本盲導犬
協会、国土緑化推進機構、がん研究会（ピン
クリボン）
■提供プロ：S.ランクン/青木瀬令奈/淺井咲
希/有村智恵/イボミ/勝みなみ/河本結/小
祝さくら/申ジエ/渋野日向子/全美貞/畑岡
奈紗/ぺソンウ/笠りつ子/脇元華
②トーナメントグッズチャリティ販売
■内容：国内男女トーナメントオリジナルグ
ッズ
■チャリティ売上：176,200円（昨年実績：
384,300円）
■チャリティ先：日本ジュニアゴルフファー
育成協議会
■グッズ提供トーナメント（順不同）
〈男子トーナメント〉
フジサンケイクラシック/ダンロップ・スリ
クソン福島オープン/RIZAP	KBCオーガス
タゴルフトーナメント/ブリヂストンオープ
ンゴルフトーナメント/トップ杯東海クラシ
ック/関西オープンゴルフ選手権/日本プロゴ
ルフ選手権大会
〈女子トーナメント〉
Tポイントレディース/大東建託いい部屋ネ
ットレディス/KKTバンテリンレディスオー
プン/ワールドカップレディスチャンピオン
シップ　サロンパスカップ/デサントレディ
ース東海クラシック/TOTOジャパンクラシ
ック/スタンレーレディスゴルフトーナメン
ト/大王製紙エリエールレディスオープン/ほ
けんの窓口レディース/ヨネックスレディス
ゴルフトーナメント/ヤマハレディースオー
プン葛城/アクサレディスゴルフトーナメン
ト/アース・モンダミンカップ/ニチレイレデ
ィス/フジサンケイレディス/宮里藍サントリ
ーレディスオープンゴルフトーナメント
③出展社によるブース販売
■売上：7,665,840円（前回実績：8,549,672
円）※４月14日現在
■協力金：512,644円（前回実績：854,970
円）※４月14日現在
※ゴルフ活性化活動の協力金として売り上げ

の10%以上を設定
■実施出展社：20社
KSP/WOO-EAST/有賀園ゴルフ/カップ	キ
ーパーS.T.O/かなる/幹事さんの味方！『景
品パーク』（ディースタイル）/クレイジー/
コーホー/ゴルフソリューション/テコモーシ
ョン/飛衛門/トライポイントスターズ/日本
女子プロゴルフ協会/阪神交易	･ブッシュネ
ルゴルフ/フィットユアオウン/プログレイス
/マインド/メルシー/メルセデス・ベンツ日
本/ヨネックス/（50音順）

主催者企画（主催者共催）コーナー展開
①コンポーネントコーナー
　ゴルフクラブを各パーツを選びながら組み
上げるコンポーネントクラブに関わる情報を
集約
■主催：ユニバーサルゴルフ社
■出品社：17社、coinco/MKトレーディン
グ /MONSTAR	SHAFT/OMNIX	GOLF/
TRPX/アイインザスカイ/アイジーエム/ア
ドラージャパン/グラビティ/コレット/コン
ポジットテクノ/スリーラック/テンソル・コ
ンサルティング/モダート/ユニバーサルゴル
フ社/日幸物産/和宏エンタープライズ
②ゴルフ場&地域観光・物産コーナー
　各地域のゴルフ場のPR及び情報発信およ
び地域の観光PR及び特産品・物産品の販売
出展：３エリア
北海道：Good	Day北海道（北海道観光振興
機構）、兵庫県神戸市・三木市：神戸・兵庫ゴ
ルフツーリズム協議会/三木市ゴルフ協会、沖
縄：スポーツアイランド沖縄
③フードコート
　安定した人気の崎陽軒に加え、話題のキッ
チンカーによる多様なメニューを展開
■内容：出店店舗、崎陽軒、キッチンカー店
舗（ViiV	Karuizawa）
■売上：崎陽軒/1,641,460円、キッチンカ
ー店舗（ViiV	Karuizawa）/475,700円、合
計/2,117,160円

主催者企画（主催者共催）イベント関連
①霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよ
う！！
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　今回、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「霞ヶ関カンツ
リー倶楽部にチャレンジしよう！！」を開催。
2021年開催される東京オリンピック競技会
場の霞ヶ関カンツリー倶楽部にシミュレーシ
ョンゴルフにてチャレンジ出来る企画。ニア
ピンチャレンジは、東コース10番ショートホ
ール、ドラコンチャレンジは東コース18番ミ
ドルホールで各２打席ずつを準備。東京オリ
ンピックを体感いただきました。
■協賛
マシン：ゴルフシミュレーターSDR
試打用クラブ：クラブメーカー各社
ボール：ダンロップスポーツマーケティング
※試打席全体のボール協賛は、ダンロップス
ポーツマーケティング及びブリヂストンスポ
ーツの２社
■企画協力：日本ゴルフ協会、霞ヶ関カンツ
リー倶楽部
■参加人数：合計	549名
ドラコン：157名、ニアピン：129名、セッ
ト（ドラコン+ニアピンのセット）：263名
■売上合計：680,500円
②弾道計測機体験コーナー
　ゴルファーなら誰もが気になるスイング、
インパクト、弾道測定、すべて見せます。普
段なかなか知ることが出来ないスイングやイ
ンパクトなど弾道測定器を体験いただき、あ
なたのゴルフを計測しました。
■参加数：437名

オンライン展示会コンテンツ
　会期中３日間、ジャパンゴルフフェア
2021会場内のスタジオから公式YouTubeチ
ャンネルにてご自宅にいながらゴルフフェア
を思う存分楽しめるスペシャル配信を実施。
■ JGF公式サイトPV：289,109pv、JGF公
式YoutTubeチャンネル総再生数：9,142回
①JGFインフォメーション
　３月12日〜14日の３日間JGF2021展示
会場内の特設スタジオから生ライブ配信を実
施。ナビゲーターにYouTube動画配信で人気
の菅原大地プロ（レッスンプロ）、フリーアナ
ウンサー山本潤さんを迎え、会場の状況や出
展者の最新の情報など内容盛りだくさんの情
報をライブ配信でお届けしました。
■配信日時：
３月12日（金）〜14日（日）10：00〜10：
30/12：00〜12：30/14：00〜14：30/16：

00〜16：30/17：30〜18：00
※日曜日は17：30〜18：00の配信はありま
せん。
■ナビゲーター：菅原大地プロ（PGA所属テ
ィーチングプロA級ジュニア指導員）、山本潤
（フリーアナウンサー）
②ライブ配信版ジャパンゴルフフェアガイド
ツアー
　毎年恒例の人気企画「見学ガイドツアー」
を今年はオンライン配信でお届けしました。
ガイドには、おなじみの関雅史プロ、クラブ
フィッター鹿又芳典氏、ゴルフジャーナリス
ト靏原弘高氏と、今回よりクラブフィッター
&レッスンプロ堀口宣篤氏が加わり、展示会
場から最新の情報を配信しました。
■配信日時：
関雅史プロ　３月12日（金）13：30〜14：
00/16：30〜17：00
鹿又芳典氏　３月13日（土）13：30〜14：
00/16：30〜17：00
靏原弘高氏　３月14日（日）11：30〜12：
00/13：30〜14：00
堀口宣篤氏　３月14日（日）12：30〜13：
00/14：30〜16：00
③オンラインファッションショー
　レギュラー企画として毎回開催しているフ
ァッションショーを、今回はオンラインでの
配信を中心とした展開で実施。
■開催日時：３月13日（土）、14日（日）両
日ともに12：00〜、14：00〜
■会場：特設ステージ
■出品ブランド：Admilral	GOLF（アドミラ
ルゴルフ）/and	per	se（アンパスィ）/SY32	
by	SWEETYEARS（エスワイサーティトゥ
バイスウィートイヤーズ）/KISS	ON	THE	
GREEN（キスオンザグリーン）/Callaway	
Apparel（キャロウェイアパレル）/FILA	
GOLF（フィラゴルフ）/LOUDMOUTH（ラ
ウドマウス）/PEARLY	GATES（パーリーゲ
イツ）/rough	&	swell（ラフ&スウェル）
④JGFスペシャル対談
　27万人の登録者を抱える人気ゴルフユー
チューバー菅原大地プロとクラブフィッター
鹿又芳典氏のスペシャルトークショー。ゴル
フスイングとゴルフギアの関係性を紐解くゴ
ルフに悩むゴルファー必見のトークショーを
配信。
■配信日時：３月13日（土）11：30〜12：
00

■出演者：菅原大地プロ（PGA所属ティーチ
ングプロA級ジュニア指導員）、鹿又芳典（ク
ラブフィッター）
⑤JGFスペシャルトーク「クラブアナリスト・
マーク金井氏」ゴルフ談義！
　JGF会場から「人気クラブアナリスト・マ
ーク金井氏」によるスペシャル講演を配信！
抱負なクラブ知識と独特のキャラクターで人
気を誇る「マーク金井氏」のゴルフ談義を２
日間連続で配信！　ゴルファーが抱える疑問
や悩みをマーク金井さんの独特の世界観で解
説。
■配信日時：３月13日（土）15：00〜16：
00、３月14日（日）15：00〜16：00
■出演者：クラブアナリスト・マーク金井氏
⑥JGFオンラインショップ
■出展企業：BUZZ	GOLF、有賀園ゴルフ、カ
ップキーパー、幹事さんの味方！景品パー
ク！、神戸・兵庫ゴルフツーリズム協議会、ゴ
ルフ免許証、サンディ、日本ゴルフ協会、日
本プロゴルフ協会、日本女子プロゴルフ協会、
フィットユアオウン、藤倉コンポジット、マ
インド、マニューバーライン、ミズノ、ラビ
シェア、ラヘラ	ゴルフ、オンラインファッシ
ョンショー専用ストア

■主催・関連団体オンラインセミナー
　ゴルフ業界が一堂に集まるゴルフ総合展示
会として、関連団体などに拠るセミナーもオ
ンラインにて多数開催。
①日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
■テーマ：ゴルフジャーナリストが見た聞い
た、コロナ禍この１年取材裏話
■主催：日本ゴルフジャーナリスト協会
■講師：小川朗氏ほか理事数名
②市場活性化セミナー
■テーマ：ゴルフのワクワクを健康経営の視
点で
１部　基調講演：健康経営研究会の平野治副
理事長による健康経営とは
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２部：パネルディスカッション　ゴルフ活性
化のために健康経営の視点をどのように取り
込むか
■主催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）
③ゴルフ練習場ビジネスセミナー
■テーマ：JGRAビジネスセミナー
第一部：基調講演「厳しい将来を生き残るた
めに求められる経営の基本を知る」
第二部：JGRA経営サービス表彰式
■主催：全日本ゴルフ練習場連盟
④R&A用具規則フォーラム
■テーマ：R&A用具規則セミナー
■主催：日本ゴルフ用品協会
■講師：スティーブ・オットー教授（R&A　
エクゼクティブ・ディレクター／エキップメ
ントスタンダード、最高技術責任者）
⑤ゴルフトライアスロン
■テーマ：「ゴルフトライアスロンという新競
技がもたらすもの」
■主催：日本ゴルフトライアスロン協会
■講師：松尾俊介（ゴルフトライアスロン協
会代表理事）
⑥ゴルフ用品セミナー
■テーマ：ゴルフ用品セミナー「弾道計測器
の運用」
■主催：日本ゴルフ用品協会
■講師：有限会社アンプラス営業部課長　齋
藤仁
⑦大学ゴルフ授業シンポジウム
■テーマ：ゴルフ授業におけるLearning	
over	Education
■主催：大学ゴルフ授業研究会
■講師：北徹朗（武蔵野美術大学）、鈴木タケ
ル（PGA、武蔵野美術大学非常勤講師）、高
丸功（学習院大学教授）

主催者ブース展開
①日本ゴルフ用品協会
■内容：事業紹介パネル展示､ 入会相談窓口、
総合インフォメーション､ 協力メディア紹介
パネル展示、インダストリカップ開催報告･
開催結果パネル展示

関連団体　会場内展開
〈コーナー展開〉
全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA）関連コー
ナー
■使用スペース：210㎡
■出展社数･コマ数：11社20コマ

■内容：出展各社の展示・PR/事業活動紹介
■出展社：MIST	JAPAN、UCCコーヒープ
ロフェッショナル、WOO-EAST、エムディ
ーアイVIP事業部、喜和産業、グリーンヒル
ズ、黒潮カントリークラブ/黒潮観光開発、コ
ーホー、スポーツマインド、機工業、日本シ
ー･エー･ディー（50音順）
〈ブース展開〉
①４団体（日本ゴルフ協会､ 日本ゴルフツア
ー機構､ 日本プロゴルフ協会､ 日本女子プロ
ゴルフ協会）コーナー
■内容：団体各ブース（JGA､ JGTO､ PGA､	
JLPGA）､ PGA･JLPGA共有試打席（１打席）
JGA/オリジナルグッズ、ルールブックの販
売、パネル展示
PGA/オリジナルグッズ販売、レッスン会
JLPGA/オリジナルグッズ販売、レッスン会
JGTO/オリジナルグッズ販売、プロによるト
ークショー･サイン会、抽選会
４団体/メジャートーナメント優勝カップ展
示
②日本パブリックゴルフ協会（PGS）ブース
■内容：活動内容のパネル展示
③日本ジュニアゴルファー育成協議会（JGC）
ブース※試打席オープンタイプ１打席を使用
■内容：スナッグゴルフレッスン、ジュニア
ゴルファーに関する情報発信と収集、ジュニ
アゴルファー育成相談、パンフレット配布、活
動紹介
④日本ゴルフトーナメント振興協会（GTPA）
ブース
■内容：男女トーナメントのポスターの紹介、
アンケート抽選会
⑤ウィズ・エイジングゴルフ協議会ブース
■内容：活動内容のパネル展示
⑥日本プロゴルフ殿堂ブース
■内容：年表パネル紹介、殿堂入り顕彰者パ
ネル紹介、ブレザー展示

PR展開
①協力ゴルフメディア　媒体各社純広
掲載媒体：BUZZ	GOLF、EVEN、アルバト
ロスビュー、ゴルフダイジェスト、パーゴル
フ、ゴルフトゥデイ、バリューゴルフ、レジ
ーナ、ワッグル
②フェアオフィシャルチラシ
チラシ制作数：6,500枚
配布協力：
・主催者（JGGA会員）…計：2,000枚

・JGRA…計：4,000枚
・その他…計：500枚
③ゴルフネットワーク
放送内30秒スポットCM放映
④ゴルフ系YouTuberによるLive配信
■参加YouTubeチャンネル：ゴルフ我流道、
ゴルピア、恵比寿ゴルフレンジャー、やすゴ
ルTV、ゴルフななちゃんねる、No-Limit	
Golf、ゴルフクエスト-Golf	Quest-、ゴルピ
ROOM、もぐらのゴルフカンパニー、ゴル部、
TG	ゴルフChannel、Wonder	GOLF	-ワン
ダーゴルフ-、WonderGOLF1990
（順不同）

報道関係
①来場メディア数
３月12日（金）109名
３月13日（土）69名
３月14日（日）25名　合計：203
②取材
〈ラジオ〉IBC岩手放送　ラジオ・電話取材
（２月20日（土）放送分）
〈テレビ〉NHK、TBS、テレビ朝日、BSフ
ジ、ゴルフネットワークほか
〈ネット〉ゴルフダイジェスト・オンライン
ほか

その他
会場運営におけるPGAスタッフ派遣
■拘束時間：３月11日（木）09：30〜18：
30　※事前準備
３月12日（金）08：00〜19：30
３月13日（土）08：00〜19：30
３月14日（日）08：30〜18：30
■スタッフ数：13名
■配置ポジション：場内誘導・試打席配球、霞
ヶ関CCにチャレンジしよう！・弾道計測機
体験コーナー
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ジャパンゴルフフェア2021　ＪＧＧＡ主催ウェビナー内容報告

　当協会はジャパンゴルフフェア2021にて、
下記の３つのWEBセミナーを開催致しまし
たので、その内容を抜粋して報告する。

R&A 
用具規則ウェビナー

■開催日：2021年３月12日（金）16:00〜
17:00
■主催：（一社）日本ゴルフ用品協会
■後援：（公財）日本ゴルフ協会
■セミナー内容：
①ディスタンスインサイトプロジェクトの進
捗
②2010年より以前のクラブ（旧溝規則準拠）
の2024年以降のステータス
③用具審査提出過程と利害関係者との関わり
■講師：スティーブ・オットー教授（R&Aエ
グゼクティブ・ディレクター、エキップメン
トスタンダード、最高技術責任者）
■配信元：英国（講師）、JGF会場（事務局）、
東京都内（通訳）の３元配信
■受講人数：63名
　オットー教授が約１時間のセミナーで大半
を割いたのが、①のディスタンスインサイト
プロジェクトの進捗で、
「R&AとUSGAは飛距離制限に関する現行
の用具テスト過程とプロトコル、基準の実効
性について取り組んでいます。その結果、我々
は３つの用具基準変更案について、用具製造
業者からのコメントを求めています」
　として、次の３つの案件についてメーカー
へのアンケートを行っている。
①クラブの長さ−ローカルルールひな型
（MLR）によって46インチに減じることがで
きる（パターを除く）
②ゴルフボールのテスト方法の更新
③テスト許容誤差の変更−特性時間（CT）
　背景には、飛距離アップによりゴルフ場は
改造を迫られ、これが環境問題に直結する。ま
た、ゴルフ場経営の問題や、一部のロングヒ
ッターがゴルフゲームを支配することを抑制
し、技量と用具進歩のバランスを保つためだ
とオットー教授は説明している。
　具体的には、
①クラブ長を46インチに制限する変更案（ロ
ーカル規則、パターを除く）
　これに関しては、高い技量をもつプレーヤ
ーに限定された競技（プロフェッショナルや
エリートアマチュア競技）でのみ採用するこ
とが推奨され、各大会の主催者や競技委員会
が採用を決定できるとしている。
②ゴルフボールのテスト方法の更新
　現在のボール速度の規格は、メカニカルゴ
ルファーにより、キャリブレーションドライ
バーを用いてクラブヘッドスピード
120mph（約53.64m/s）でボールを打ち、キ
ャリブレーションボールは10度の角度で打

ち出されて毎秒42回転するという規格だが、
今後は打ち出し角7.5〜15度の間、バックス
ピン量は2200〜3000rpmの間で定められ
る。この数値が制限値の317ヤード＋現在の
テスト許容誤差３ヤードに対して、そのボー
ルの適合性を決める変更案だ。
　最後がロフト角35度未満のクラブのスプ
リング効果についての、
③テスト許容誤差の変更−特性時間（CT）
　提案内容は、CT値の許容範囲を239μs±
18μs→239μs±６μsに狭めるもの。

ゴルフ用品ウェビナー 
「弾道計測機の運用」

■開催日：2021年３月13日（土）13:00〜
14:00
■主催：（一社）日本ゴルフ用品協会
■セミナー内容：クラブ販売やゴルフレッス
ン、練習に於いて弾道計測はほぼ必須アイテ
ムとなってきている。計測器の仕組みや、取
り込めるデータを知ることで、より良い理解
が可能となります。計測における考え方や、計
測データとゴルファーがどう向かい合うかを
講師からアドバイスいただく。
■講師：齋藤仁（有限会社アンプラス営業部
課長）
■配信元：長野県伊那市（講師）、JGF会場
（事務局）の２元配信
■受講人数：47名
　講師のアンプラスの斎藤仁営業課長は、
①弾道計測機器の主な種類と仕組み
②計測データについて（データの活用方法）
③弾道計測機とゴルファーのバランス
　をテーマとして約１時間の講演を行った。
　まず、インドア施設が増加し、インドアで
も屋外に近い環境でゴルフ体験ができる。弾
道計測が可能な時代で、データでのフィッテ
ィング、レッスンが主流になっている。また、
メーカー開発においても、計測データや開発
に多用されている、ということを前提に、
①計測方式の種類
A）高速カメラセンサー
B）レーダーセンサー
C）赤外線センサー
の３種類があるとし、
A）は高速カメラでボール、ヘッドを撮影し
て弾道を計算するシステム
B）はレーダー式で弾道を追尾するため、屋
外ではリアルに弾道を計測
C）は従来の赤外線センサーによる計測方法
と説明。特にA）とB）に関しては、デメリ
ットも示唆しており、
A）指定の条件下となるため、天候や風とい
った環境をリアルに再現できないが、フィッ
ティングやレッスン時における説明の差はな
くせる。
B）天候などで曲がったボールも計測するた

め、インパクト情報と異なる弾道結果が出る
場合もある。
　と説明している。
②データの活用方法
　現在は、フィッティングやレッスンで活用。
実弾道を目で確認　→　計測器で弾道を分析　
→　弾道とクラブ挙動データを分析、という
流れで計測器を使用し、その起点となるデー
タは、ボールでは初速、打ち出し角、スピン
量、キャリー、総飛距離、左右ブレ、最高到
達点、落下角度。ヘッドはヘッドスピード、ミ
ート率、インパクトロフト、インパクトフェ
ース角、アタック角、クラブパス、インパク
トライ角、打点位置など。それを分析して、ク
ラブフィッティングやレッスンに活用する。
　具体的には、２つの活用方法があり、１つ
は飛距離、そしてもうひとつは方向性の向上
が目的となる。前者はボール初速、打ち出し
角（上下）、バックスピン量のデータを活用。
後者は、打ち出し角（左右）、サイドスピン量、
入射角を最適化。原因追及するために、それ
らのデータの相関関係を分析することがベス
トとしている。
　相関関係だが、左右の打ち出し角は原因と
して、クラブパス、インパクトフェース角に
あるとし、クラブの重心、重量、フレックス、
キックポイントに起因するとしている。
　また、計測項目の相関関係についてボール
スピードとミート率に関しては、打点、イン
パクトフェース角、クラブパスに注目する必
要があるとして、ゴルフクラブの慣性モーメ
ント、重量、フレックスに起因しているとし
ている。
C）弾道計測機とゴルファーのバランス
　これについて斎藤氏は、
「フィッティングやレッスンにおいてデジタ
ル化が進んでも、最終的には人間の手が必要
になる。『飛んだ、飛ばなかった、曲がった』
という情報だけでは、ゴルファーには対処方
法が分からず、正しい導き方によって人間が
説明する必要がある」
　としている。

GMAC市場活性化セミナー

■開催日：2021年３月12日（金）13:00〜
15:00
■主催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）
■後援：経済産業省、スポーツ庁
■セミナー内容：
ゴルフのワクワクを「健康経営」の視点で（社
会と共生するゴルフ界を目指して）
第一部/基調講演：健康経営研究会の平野治
副理事長による健康経営とは。
第二部/パネルディスカッション：ポストコ
ロナのゴルフ界が社会にとって有意義な存在
になるための方策を討論。
■登壇者：
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第一部/平野治（健康経営研究会副理事長）
第二部/
MC：片山哲郎（GMAC企業連携交流部会長、
ゴルフ用品界社代表）
有賀史剛（有賀園ゴルフ代表）、礒﨑博文（ウ
ィルトラスト代表）、小林忠広（セブンハンド
レッドゴルフ代表）、平野治（健康経営研究会
副理事長）
●第一部：健康経営とは？
　コロナ禍で人々の悩みは増えています。仕
事、家庭、趣味などの３つの分野で、「やらな
くちゃ」ということが増え、精神疾患まで及
ぶケースがあります。その一つの解決策が、
「人と人のコミュニケーション」です。ただし、
コミュニケーションの取り方が、平成意向は
人と人を介さずインターネットの普及もあっ
て、家長中心の縦型情報伝達　→　家族個別　
→　自問自答・自己完結型と変化しています。
結果、「孤食」「孤立」など「弧」とういうキ
ーワードが出てきます。全体的に社会変化は
市場変化であり、既存の市場では答えが見つ
からないことになります。
　そこで健康経営という視点では、
「人という資源を資本化する」
　つまり、個々が持つ未活用の知恵、異なる
知識を活用するということになります。管理
コストではなく「人を活かすための環境」に
新たな投資をすることが重要になります。
　資本とは、「モノ」「金」「ひと」ですが、現
在の財務指標に「ひと」はなく、人件費とい
う項目になっている。つまり、「ひと」は資本
の考え方に該当しない。
　背景には社会保障給付金の嵩み、人口減、地
方市町村の過疎化・消滅があり、中小企業で
は2025年には経営者の２/３が70歳以上、う
ち半分が後継者不足ということがあります。
そのような社会変化、市場変化に企業が「健
康経営の考え方」を取り入れ、健康的な社内
環境づくりに積極的に取り組むことで、生産
性の向上、売上アップ、株価上昇、優秀な人
材の獲得、定着などの効果があることが分か
ってきています。
●第二部：ポストコロナのゴルフ界が社会に
とって有意義な存在になるための方策を討論。
片山　昨年はコロナ禍で世の中が大変でした。
ゴルフ産業はまだ影響が少ない方だと言われ
ますが、それぞれどうでしたか？	
有賀　３月から５月は特に先行きが不安で、
４月、５月は売上５割減。緊急事態宣言以降

７店舗を閉鎖。理由は完全にコロナです。
片山　茨城県で練習場２か所を経営する礒﨑
さんはどうでしたか？
礒﨑　４月５月は厳しい状況でした。練習場
はゴルファーの多い某大手企業の城下町にあ
り、その企業でゴルフ練習場、ゴルフ場への
出入りが禁止になったようです。それもあり、
５月の売上は半減しました。
小林　３月以降、企業コンペの現象が顕著で、
来場者全体も８月くらいまで落ち込みました。
片山　一方で、夏以降用品市場は一気に回復
して人気商品の欠品もありました。
有賀　ここは反省点で、これだけ回復すると
は予想しておらず、３〜５月で在庫を極端に
絞り過ぎた。経営者として大きな反省です。
片山　回復した理由は？
有賀　６月くらいになって「ゴルフくらいし
かやることがない」というマインドになった
ことだと思います。
片山　新たなゴルファーが増えたと言われま
すが、実感は？
礒﨑　あります。８月くらいから明らかに増
加し、それが継続しました。休眠ゴルファー
の復活も多かった。人が人を呼びましたね。
小林　ゴルフ場までは、その流れは当時来て
いませんでした。ゴルフ場デビューまでは、繋
がっていないイメージです。
片山　いまの話を聞かれて、平野さん、如何
ですか？
平野　人が人を呼ぶことは同意見です。自動
車教習所や銭湯が本業以外で施設を有効活用
してイベントを行い、地域に貢献して本業に
好影響を及ぼしている事例があります。銭湯
では150%の来場者になっています。
片山　一方で、ゴルフ人口は国民の約７％。業
界は増加に様々な施策で挑戦してきたが、実
りがなかった。しかし、コロナで増加した。
有賀　まず、私は７％もゴルファーがいると
いう捉え方です。他のスポーツの参加率より
ゴルフは高く、定着度、費用も高い。ゴルフ
産業なしでは日本のスポーツ産業は成立しな
い。各ゴルフ団体、産業は努力してきました
が、その知恵ではゴルフ人口は増加しなかっ
た。ところが、コロナで増えた。皮肉なこと
ですが、社会環境や時代の影響が大きかった。
礒﨑　私は異業種から練習場経営に参入しま
したが、ゴルフ業界は不思議な点が多い。例
えば「練習は静かに行う」などで、若者が賑
やかにしていると常連さんに怒られる。つま

り、「黙々と練習する文化」が根付いている。
そうなるとリピーターになりづらい。このよ
うなことがゴルフ人口増加の障壁になってい
ると考えられます。
有賀　私は30年以上のゴルファーで、昔から
他人に迷惑をかけない紳士・淑女のスポーツ
として認識しています。ただ、いまの時代に
合っているかと問われれば、合っていないと
思います。それが若者の参加率増加の弊害に
なっているとは思いませんが、楽しみ方が多
様化していることも否めません。
小林　楽しみ方の多様化に対応できるゴルフ
場経営を目指しており、ゴルフ場は広いイメ
ージを持たれており、芝も管理されている。ゴ
ルファーだけに場を提供することが不思議で、
地域を含め多くの方に利用してもらう。フッ
トゴルフをやっていますが、それらでゴルフ
を知ってもらうという考え方です。
片山　そのような多様化を求められる時代に、
ゴルフを広げる具体策はありますか？	
有賀　今後は物販だけではなく、サブスクや
レンタルなども多様化として必要になると思
います。
片山　平野さん、ここまでゴルフ産業は課題
を解決しつつ、新しい世界観の獲得に挑戦し
ています。どのように見えますか？
平野　変化する時代に合わせる、一方で事業
の役割を見つけるのもマーケティングです。
ただ、コロナは一過性。トレンドではない。企
業は５年先、10年先、20年先のトレンドを
作ることが必要になってくる。
片山　一方で経営者の思想も問われてくる。
礒﨑さんは「利他主義」を掲げていますが。
礒﨑　「我々と出会って良かった」と思っても
らえる生き方をしようと従業員に伝えていま
す。来場者の方もパートナー企業の方にもで
す。その「利他主義」を実践できれば自然に
応援者が表れてくれます。
小林　私は地域との共生がひとつの鍵だと思
っていて、ゴルフ場の存在意義が重要となり
ます。「みんなが幸せになるゴルフ場」を掲げ
ていますが、幸せもそれぞれです。誰一人取
り残さないSDGsの理念、それを実現できる
のがゴルフ場だと思っています。全体的なゴ
ルフ産業の話をすれば、この産業が何処に向
かっていくのか？　ビジョンを共有して、そ
こに向かっていくことが大事だと思います。
平野　キーワードは利他と公共性のようです
ね。新時代への過渡期かもしれませんね。
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協会関連事項

　日本ゴルフ用品協会（JGGA）では、ゴル
フ活性化の一環として、最近ゴルフから遠ざ
かっている方や、まだ一人でゴルフ競技に参
加する自信のない方を楽しくゴルフが出来る
様に「ペア・スクランブルゴルフ大会」を開
催致します。ダブルぺリア方式による表彰の
他、ベストペア賞、ベストドレッサー賞等各
種特別賞も設定しておりますので、奮ってご
参加ください。

東日本支部 
第6回ペア・スクランブルゴルフ大会

■開催日：2021年6月8日（火）
■会場：千葉よみうりカントリークラブ（千
葉県市原市）
■競技方法：ペア・スクランブル方式による
ダブルぺリア戦（前半9ホールでスコア集計）
※選手それぞれがいつも通りにティショット
を打ち、2打目からは2人のボールの好きな方
を選び、2人とも2打目を打つ。それをカップ
インまで繰り返すルール。
■参加資格：アマチュア資格を有する者に限
ります。※JGAアマチュア資格規則に準ずる。
■参加費用：12,000円（税込）/1人。※1ラ
ウンドプレー費、昼食、参加費を含む。※表
彰式、パーティはありません。
■募集人員：2人ペア50組/100名。※18歳
以下同士のペアは不可。定員に達し次第締め
切り。
■申込方法：1ペア（2名）でJGGAホームペ
ージからお申込み下さい。※お名前、性別、年
齢、住所、日中連絡可能な連絡先、チーム名
等。
■ドレスコード：当日はウェアの色やグッズ

等お二人でペアの物を身に着けてご参加下さ
い。
　本大会に関するお問い合わせは下記までお
願い致します。
■大会事務局：（一社）日本ゴルフ用品協会
東日本支部　担当：新居、北川
TEL：03-3832-8589
FAX：03-3832-8594
email：info@JGGA.or.jp

中部日本支部 
第7回ペア・スクランブルゴルフ大会

■開催日：2021年7月29日（木）
■開催日：ゴルフ5カントリーみずなみコー
ス（岐阜県瑞浪市）
■募集人員：2人ペア100組/200名
■運営協力：カジュアルゴルフ（月間カジュ
アルゴルフでの募集広告及び大会運営）
■後援：中部練習場連盟
■その他：募集方法等詳細は別途。

2021年 
ゴルフ用品販売技術者講習会の開催

　当協会が主催する第45期ゴルフ用品販売
技術者講習会の開催概要が決定いたしました。
昨年はコロナ禍で残念ながら開催中止となり
ましたが、今年はオンラインにての講習とe
ラーニングによる認定試験という新しい形で
の開催となります。
　ゴルフ用品販売技術者講習会は、当協会事
業の一環としてゴルフ用品販売の基礎、関連
知識を習得していたいただく為に開催される
もので、これまでの認定者は4,189名を数え、
皆さん業界の第一線でご活躍されております。
奮ってご参加をお願い致します。
　受講を希望される方は、所定の申込用紙に

記入し、当協会までお申し込み下さい。申込
者が定員を超えた場合は、当協会から調整を
お願いすることも有りますので予めご了承く
ださい。

■目的：ゴルフクラブ及びウェアを含めたゴ
ルフ用品の科学的基礎知識を習得し、理論に
基づいた販売技術の向上を推進するとともに、
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することを目的とする。
■日程：
①オンライン講習会＝2021年8月24日（火）
〜8月26日（木）
②eラーニングによる認定試験＝2021年8月
31日（月）〜9月10日（金）
■会場：AP市ヶ谷（東京都千代田区）より各
講師がオンライン配信
■科目：前回同様の全14科目とし全科目で認
定試験を実施
■講師：以下順不同、敬称略、法人格略
①ゴルフ用品市場動向/三石茂樹（矢野経済
研究所）
②ゴルフボール/大濱啓司（住友ゴム工業）
③ゴルフクラブの基礎知識/則村貴洋（住友
ゴム工業）
④クラブフィッティング/平井誠一（ミズノ）
⑤ツアープロのクラブサポート/女部田真弘
（ミズノ）
⑥シャフト/谷津田愛樹（日本シャフト）
⑦ゴルフクラブの進化/中嶋元（フォーティ
ーン）
⑧ゴルフ用具規則/大久保裕司（日本ゴルフ
協会）
⑨ゴルフ用品/芳賀匠（ブリヂストンスポー
ツ）
⑩ウェア/川井秋彦（デサント）
⑪ゴルフコンディショニング理論/石渡俊彦
（スポーツコンディショニング研究所）
⑫公正競争規約/長谷川浩（ミズノ）
⑬自己演出力/金子郁美（EMMY）
⑭店頭の活性化/宮木淳（日本VMD協会）
■認定試験：eラーニングで受験。各科目と
も正解率80%以上で合格。
■費用：JGGA会員＝49,500円、非会員＝
71,500円（いずれも税込）
■募集人員：60名（最大80名まで可能）。21
年5月上旬より募集開始。
■その他：前回同様、キャリア形成促進助成
金の対象セミナー
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順位 DRIVER BEST５ メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 SIM2 MAX SERIES TAYLORMADE 1 SIM2 MAX RESCUE SERIES TAYLORMADE

2 EPIC SPEED SERIES CALLAWAY 2 G425 HYBRID SERIES PING

3 SIM2 MAX-D SERIES TAYLORMADE 3 G425 FW MAX SERIES PING

4 EPIC MAX SERIES CALLAWAY 4 SIM2 MAX FW SERIES TAYLORMADE

5 G425 MAX SERIES PING 5 EPIC SPEED FW SERIES CALLAWAY

順位 IRON BEST５ メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 G425 SERIES PING 1 VOKEY DESIGN SM8 
WEDGE SERIES TITLEIST

2 SIM2 MAX SERIES TAYLORMADE 2 RTX ZIPCORE WEDGE 
SERIES CLEVELAND

3 SRIXON ZX5 SERIES DUNLOP 3 JAWS FORGED WEDGE 
CRM SERIES CALLAWAY

4 SIM2 MAX OS SERIES TAYLORMADE 4 HI-TOE RAW WEDGE 
SERIES TAYLORMADE

5 XXIO 11 SERIES DUNLOP 5 JAWS WEDGE CRM SERIES CALLAWAY

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

1 HONMA D1 20 
BT2001L,BT2001HOP HONMA 1 STROKE LAB 20 BLACK 

SERIES ODYSSEY

2 PRO V1 21OP TITLEIST 2 SIGMA2 19 SERIES PING

3 PRO V1 21 XOP TITLEIST 3 TRIPLE TRACK SERIES ODYSSEY

4 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE OP BRIDGESTONE 4 SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

5 ERC SOFT OP CALLAWAY 5 EXO SERIES ODYSSEY

=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）

2021年2月1日～ 2021年3月31日

IRON 2位=TAYLORMADE
SIM2 MAX SERIES

vol.34

業界女子

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.メンズ、レディースクラブのフィッティングと販
売をしています。お客様と相談しながらのクラブ
選びや、とくにカスタム提案は細やかなオーダー
になりますのでやりがいを感じます。
Q.年間のラウンド数は？
A.30～35ラウンドほど。日焼けをしながらの夏
ゴルフが待ち遠しいです。寒いのは苦手なので
冬はなるべく冬眠です。（笑）
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.女性のフィッティングは、とても慎重にクラブ
を選ばないといけないと思います。お客様から、
いろいろとヒヤリングできるようにすることを心が
けています。
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.お客様のクラブをフィッティングするにあたり、
自分のラウンド経験をもとに、詳しく説明と提案
ができていると感じています。あと‥‥メンタル
が強くなりました。（笑）
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフ業界で、女性スタッフが少ない事はと
ても残念に思っています。コロナ禍でゴルフを始
める女性や、リスタートの方も増えてきていますの
で、女性スタッフも増えていくことを願います。フ
ィッターとしていろいろと情報発信していきますの
で、この業界も女性の力で盛り上げられたらい
いですね。

齊藤さんは当社でも、数少ない女性クラブ販売員です。彼女の
テーマは男性女性問わず、ゴルフを楽しんでもらえるためのお
手伝いですので、ぜひお気軽にお声がけください！！

（ヴィクトリアゴルフ御茶ノ水店 店長　金澤 秀光さん）

ゴルフクラブ市場では2月に発売されたテーラーメイド

「SIM2シリーズ」、キャロウェイ「エピック2021シリーズ

（ウッド）」及び「エイペックス2021シリーズ（アイアン）」が

好調なスタートを切った。ゴルフシューズ市場はアディダ

スの新製品「ZG	BOA	21」が2位以下を大きく引き離しての

トップとなった。

ヴィクトリアゴルフ御茶ノ水店

齋藤 綾さん




