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りますが、一方では原材料の生産国や製造元
ではコロナ感染状況の厳しさが続くと共に、
汎用材料は生活品に優先供給されるなど、ゴ
ルフ用品として使われる消費財の供給難が深
刻化している状況はコロナ社会での特徴的な
出来事かと感じております。現在、ゴルフサ
プライチェーンの安定化に向け、日々取組ん
でおりますが、この状況は各国のコロナ終息
状況との関係性が高く、来年も続くと考えら
れます。
　又各国や各企業が取組む地球温暖化に配慮
したCO2削減を意識した“モノづくり”にも積

　感染を予防しながら日常生
活を送るwithコロナの生活も
1年半以上経ち様々な社会変
化が起きる中、私たちがお世
話になるゴルフ業界はご存じ
の通り「密になりにくいスポ

極的に実践しなければならない。その背景に
はコロナ禍の学びとして、密にならないスポ
ーツは自然とも密接な関係があり、私たちが
携わるゴルフ業界も自然の中で楽しむスポー
ツである以上、自然を大切にする取組みを更
に意識し、全世界のゴルフファーの方々に末
永く“豊かなゴルフライフ”を過ごして頂く環
境を整える重要性と意義を改めて長引くコロ
ナ生活において強く感じておりますので、先
ずは出来ることから実践しようと考えており
ます。
　　　（ブリヂストンスポーツ　山本陵太朗）

ーツ」として世界中で既存ゴルファーのプレ
ー回数増や新規ゴルファーの参入により需要
の増加傾向が続いております。その需要増加
にお応えするようにゴルフ商品の生産体制も
補強し、少しでも多くのゴルファーの方々に
より良い商品をお使い頂くことに注力してお

４つの柱を掲げて開催
第56回ジャパンゴルフフェア2022
　2022年３月11・12・13日の３日間、パシフィコ横浜で「第
56回ジャパンゴルフフェア」（JGF2022）が開催される。
　来年のフェアは１）新規ゴルファーのJGF参加促進、２）
出展社による消費者への物販活性化、３）B to Bビジネス
マッチング促進、４）ゴルフ用品協会及び出展者のSDGs活
動の現状紹介と４つの柱を据えて臨む。出展者、そして一般
来場者の求める形に出来るよう、改めてJGFの存在意義や、
すべきことを見直してきた。アレックス M.ボーズマン会長の
挨拶とともにその概要をお伝えする。
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第56回ジャパンゴルフフェア2022 開催概要

名称	 ：「ゴルフのすべてを見る、触れる」
	 第56回ジャパンゴルフフェア2022
	 （56th	JAPAN	GOLF	FAIR	2022）
会期	 ：2022年3月11日（金）〜13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	：	前売　1,000円　当日　1,500円
（ビジネス来場者、18歳未満、学生は無料）
来場予想：会場来場者30,000人／オンライ
ン参加者100,000人
主催	 ：一般社団法人日本ゴルフ用品協会
後援予定：	経済産業省、横浜市、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2021年実績）

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
2022実行委員会

運営	 ：ジャパンゴルフフェア運営事務局

JGF2022の基本方針

　前出のボーズマン会長の挨拶にあります様
に、JGF2022	は一般来場の有料化など様々
な面において変革の開催を予定しています。
　コロナ禍の影響により変化した環境に対応
しながら、より継続的に効果を発揮できる
JGFを目指すために、以下の基本方針を実現
していきます。

●一般来場者の有料化
　今回より一般来場者を対象に有料入場を導
入いたします。
　従来からチャレンジ企画などの実施におい
て、有料化への布石は行ってきましたが、「新

　本年３月、出展社様な
らびにご来場いただいた
多くの方々のご協力を賜
り、新型コロナウイルス
感染症の対策を十分に行
い、パシフィコ横浜とオ

ンラインにて、無事に２年ぶりのJGFを実施
することができました。我々にとっては、大
きな前進であり、来場された方のゴルフへの
思いや、ゴルフ業界の絆の強さ、そしてゴル
フ業界にとってJGFが大きな役割を担ってい
ることを再認識いたしました。
　さて、現在も新型コロナウイルス感染症の
終息が見えない状況ではありますが、引き続
きゴルフ人気は拡大しており、新たなプレー
ヤーをいかに定着させるかが課題になってい
ます。また、ゴルフのスタイルも新しいもの
になってきており、我々は大きな変化の中を
歩んでいると感じております。
　これらの状況を受けて、来年３月に実施す
る予定のJGF2022を、出展者の皆さま、そ
して一般来場者の皆さまの求める形に出来る
よう、改めてJGFの存在意義や、すべきこと
を見直して参りました。そして、下記の４つ
の柱を掲げて、JGF2022は、今まで以上にご
出展意義の高いイベントになるよう進化をい
たします。
　その４つの柱とは、
１）新規ゴルファーのJGF参加促進、２）出
展社様による消費者の方への物販活性化、３）
B	to	Bビジネスマッチング促進、４）ゴルフ
用品協会及び出展者様のSDGs活動の現状紹
介です。詳細は出展要項にてご紹介いたしま
すが、昨今のゴルフへの人気を一過性のブー
ムではなく、しっかりと継続させていくため
にも、皆さまのご協力は必須であり、新しい
JGFを作っていく場にご参加いただきたいと
存じます。
　さらに、大きな変化において、皆様にご理
解をいただきたいことがございます。JGFは
よりよいJGFへと進化するために原資が必要
になっております。しかしながら、出展社様
にこれ以上のご負担を強いるのは非常に難し
いことも理解しております。そのため、数年

来協議をしてきた、一般来場者の入場有料化
を次回より実施することを決定しました。ビ
ジネス来場者様、及び報道関係者様は従来通
り無料となります。これにより、一般来場者
の方にご負担を強いるわけですが、私は、
JGFは元々有料でもお越しいただけるような
価値のある内容であり、先に上げた４つの柱
の強化で、一般消費者の方が有料でもご来場
され、ご満足いただけるコンテンツが豊富に
揃っていると思っております。有料化による
来場者数減を懸念する声もあるかと存じます
が、視点を変えれば、有料化でもご来場いた
だける一般のお客様は、情熱的で、よりビジ
ネスにつながりやすい方々だと捉えることが
できます。また、一般来場者の早期申し込み
割引を設定することで、少しでもご来場いた
だきやすい状況を用意いたします。加えて、絶
対的なリーチという観点では、今年から始ま
ったオンライン展開を強化し、今までのリア
ルを超える消費者の方の参加を目指します。
コロナ禍により、新規ゴルファーからコアな
ゴルファーまで、幅広い層のゴルファーが
SNSやYouTubeでゴルフ情報を取得してい
る今、このオンライン展開には大きな可能性
があると思っています。そして、パシフィコ
横浜会場におきましては、言うまでもなく、引
き続き感染防止策を徹底し、事前登録制にて
開催いたします。
　私たちの日常、生活、そして働き方が一変
した今、ゴルフ業界も新たな舵をきり、その
変化に対応し、挑戦し続ける必要があります。
新規ゴルファーを含め、より多くの皆様にゴ
ルフを楽しんでいただけるように、新しいゴ
ルフスタイルを確立させる事は、私たちゴル
フ業界の共通の課題であり、目標ではないで
しょうか。私は新しいJGFが、ゴルフ業界の
更なる活性化の一端を担い、皆様にご満足い
ただける内容になると信じております。
　この趣旨に賛同いただき、何卒JGF2022
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
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たな魅力に繋がるなら有料化も了承する」と
いう意見も多く、実際に有料利用者も相当数
見られます。
　さらに新規ゴルファーの参入などにより、
ターゲットの入れ替わり傾向が見られる今が、
有料化導入には最適と判断しました。
　有料化による収入は、より魅力的なJGFの
展開や、新たな日常として定着しつつある感
染対策などに活用させていただく予定です。
　出展社、ビジネス来場者、未成年や学生は
無料と致します。

●新規ゴルファーのJGF参加促進
　コロナ禍で増加した新規ゴルファーや、ゴ
ルフに興味がある未経験者、潜在顧客に対し
ゴルフフェアを通じてゴルフに接触し、ゴル
フを楽しんでいただけるよう積極的な企画と
情報発信を行う取り組みを行います。これま
でのゴルフフェアのイメージを残しつつ、未
経験者でも楽しめるゴルフフェアも目指し、
ゴルフ人口の拡大のきっかけづくりの場とし
て参加いただける環境を目指します。
◯	ゴルフファッションに特化したイベント展
開
◯	幅広い層に訴求力を持つインスタグラマー、
ユーチューバーなどの起用
◯	ゴルフ未経験者を対象とした様々な企画

●出展社による来場者の方への物販活性化
　JGF2022では、来場者の増加及び出展社の
出展意欲の向上を目指し会場内での物品の販
売を強化します。これまで、JGF会場内での
販売について設定していた手数料及び取り扱
い品目についての制限を緩和し、「出展社への
出展メリットの向上」及び会場内販売の強化
を消費者に向けて訴求することでより多くの
「来場者の促進」を促すことを目的とします。
◯	出展社による販売についての販売手数料廃
止
◯	出展社オンラインサイトへの積極的な連携
◯	主催者販売コーナーでは中古品、マークダ
ウン品の委託販売を実施

● B to Bビジネスマッチング促進
　JGF2022では、出展社の商談をより効果的
に獲得していただくため新しい『ゴルフビジ
ネス活性化』サービスを提供します。出展社
およびビジネス来場者を積極的につなぎ、各
社のビジネス発展の橋渡しとしてJGFが機能

するよう、また出展社様のサポートになるよ
うな具体的な施策を立案し提供することを目
指します。
◯	マッチングカウンターの設置
◯	出展社名刺交換会の実施
◯	オンライン商談システムの活性化
◯	公式Youtubeチャンネルによる出展社紹介
◯	ブース来訪者のデータ取得システム

●ゴルフ用品協会及び出展社のSDGs活動の
紹介
　世界的にSDGsが注目される中、ゴルフ業
界も世界を変えるための取り組みを少しずつ
進めて行く使命があります。JGFはゴルフ業
界全体の取り組みとして出展各社が実践して
いるSDGsをJGF会場内で積極的紹介してく
ことにより、出展社の社会貢献活動を一般消
費者にご紹介してまいります。
◯	活動紹介コーナー設置

JGF2022実施におけるポイント

●出展に関連したポイント
◯	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、JGF2022
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。

◯	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、今回も前回同様出展申込終了
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。
　前回感染状況に対する社会的傾向を受けて
導線を１WAYとしましたが、今回は想定外の
状況にならない限り、セーフティエリアを確
保しながら２WAY導線を実施する計画です。
◯	Aタイプ６コマ以上の出展料割引（会員に
限る）の継続

●新型コロナウイルス感染防止対策
　前回実施した対策をベースに、効果および
運営効率における改善を図って実施します。
　また、開催直前の感染状況やワクチン接種
状況に応じて、会場のパシフィコ横浜と連携
した来場者管理を行います。
◯	事前登録を基本とした来場者管理による感
染防止
◯	QRコードによる入退場管理
◯	会場内の回遊性を喚起する2WAYの導線
設定
※2021では１WAYとしたため、回遊性に影
響
◯	セーフティエリアの設置
◯	サーモカメラ等によるスクリーニング
◯	出展社ブースにおける対策実施の管理強化
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第45期
ゴルフ用品販売技術者
講習会開催にあたって

　ご参加いただいている皆様、おはようござ
います。
ゴルフ用品協会で講習会委員長を承っており
ます木越と申します。よろしくお願い申し上
げます。
本日、この講習会に90名の方が全国各地から
ご参加いただいております。各社、お忙しい
中このように多数の方が参加いただきました
ことに用品協会を代表しお礼申し上げます。
ご参加いただく皆様には、３日間、約21時間
もの多大な時間をかけてこの講習会に参加い
ただくことになります。しっかりと学習いた
だき、販売技術者としての知識を身につけて
いただければと思います。

　ここでこの技術者講習会の成り立ち、歴史
についてご説明したいと思います。この用品
協会は67年前の1954年にゴルフ用品商工会
として発足いたしましたが、この講習会はそ
の22年後の1976年に第一回が開催され、今
年で45期となります。この長い期間に総勢
4097名もの諸先輩方が受講されている歴史
ある講習会です。皆さまもこの講習会の受講
者として名を連ねることとなります。ついて
は、誇りと責任を持ち受講していただければ
と思います。ちなみに私も過去の受講者のひ
とりとなります。私は、学生の時ゴルフをし
ておりませんでしたので、この業界に入った
時点では、あまり知識がなかったのですが、こ
の講習会に参加し、一生懸命に学習したこと
で、無事に合格し、ゴルフ用品の販売の知識
をつけることができ、今に至っていると思っ
ております。

　続いて今回の講習会についてお話ししたい
と思います。この講習会はこれまで、研修所
に集合しての講習会でしたが、この新型コロ
ナウィルスの感染拡大の影響もあり45回目
にして初めてのリモートでの講習会となりま
す。リモートでの講習会となると、集合の講
習より、資料などが見やすいことや、集中し
やすい、全国各地から参加できる等のメリッ
トがある一方で、質疑応答がチャットでしか
行えず、インタラクティブな講習ができず一
方通行の講習になるなどのデメリットもあり
ます。より良い講習会が行えるように、私ど
も開催者としても努力いたしまが、何か問題
などございましたら遠慮なくご指摘などいた
だければと思います。

　では、本日より３日間と長丁場となります
が、集中して受講いただきますようお願い申
し上げます。最後になりますが、この講習会
が皆様の今後のご成長の糧となり、皆さま方
が大きなご発展いただくことを願いご挨拶と
させていただきます。

ゴルフ用品販売技術者講習会委員長
木越	浩文

１）	第45期ゴルフ用品販売技術者講習会開催
報告書

〈講習会の目的〉
　ゴルフクラブ及びゴルフ用品の科学的基礎
知識を修得し、理論に基づいた販売技術の向
上を推進すると共に、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。
①	WEB講習会…2021年８月24日（火）〜
８月26日（木）３日間

e-ラーニング認定試験…2021年８月30日
（月）〜９月12日（日）
②	参加費：JGGA協会員49,500円、同推薦
60,500円、協会員外71,500円（いずれも
税込）※参考：前回　協会員82,500円、同
推薦93,500円、協会員外104,500円
③	AP市ヶ谷（東京都千代田区五番町）から
ZoomによるWeb講習及びe-ラーニング
による認定試験（14教科各々正解率80%
で合格）を実施。

④講習科目及び講師

⑤受講状況について
A）	受講者数90名（前回　66名　前回比
136.3%）内訳：男性75名、女15名、（内
非会員　６名）

B）	受講者の年齢内訳
・	最高年齢59才・最低年齢21才・平均年齢
32.4才
・	年齢分布　20代46名、30代21名、40代
17名、50代６名
C）	参加社数21社（前回　28社）
都道府県別受験者数　25都道府県90名
（前回　19都道府県）
D）	認定試験合格者数88名　不合格者２名

成績優秀者は７名（上位５名の予定であった
が同率の為）
伴野　允勇（日本シャフト）、川尻　蓮人（ヴ
ィクトリア）、大和田　唯衣（キャロウェイゴ
ルフ）、前田　修（アクシネットジャパンイン
ク）、副田　優（アクシネットジャパンイン
ク）、関根　祥樹（ダンロップスポーツマーケ
ティング）、水野　裕紀（ゴルフパートナー）
※今回の講習会に会員外（推薦含む）７名が
申込、うち６名が受講
・	株式会社アドウェル　１名（９月理事会で
承認後　会員企業予定）
・NIBLIC合同会社１名
・双日㈱１名（当日キャンセルの為不参加）
・オキコバランス㈱１名（推薦）
・	一般社団法人　日本女子プロゴルフ協会　
３名参加（推薦）
⑥特記事項
・	昨年2020年はコロナウィルス感染拡大の
為中止となったが、本年度は初めて講習会、
認定試験ともWEBで実施した。
・	初めてのWEB講習、認定試験という事で、
講師、受講者からの評価や運営上のトラブ
ルが心配されたが、概ね高評価をいただい
た。但し、臨場感の無さ、講義中の質疑応
答の不在、意思疎通不足などのご指摘をい
ただいている為今後の課題としたい。
・	WEB講習で自宅あるいは職場で受講でき
ることや、参加費用が安くなった（約
30%off）という要因で参加者が前回より
増加（+36%）した。また、参加エリアも
25都道府県（前回19都道府県）と広がり
をみせ、特に地方の小売店からの参加者が
増加した。
・	受講者に評価が高かった教科は、小売店か
らの受講者が多かった為か「ゴルフクラブ
の基礎意識」、「ゴルフコンディショニン
グ」、「ゴルフクラブの進化」、「シャフト」、
「クラブフィティング」等店頭での接客に即
結びつくゴルフクラブに関する教科となっ
た。
・	今回の教科には無かったものの今後受けて
みたい教科としては、「弾道計測機データに
ついて」、「各シャフトメーカーのシャフト
性能やフィッティング」等、やはり店頭で
の接客に役立つ内容となった。今後検討し
てゆきたい。

第45期ゴルフ用品販売技術者講習会 報告

谷津田講師 石渡講師 三石講師
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「第45期ゴルフ用品販売技術者講習会についてのアンケート」統計 （一部抜粋）
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「第11回 ジャパンゴルフインダストリーカップ2021」開催報告

開催日：2021年10月12日（火）
開催会場：茨城ゴルフ倶楽部　西コース（貸
し切り）
参加者：JGGA会員企業19社　関連団体２団
体　36チーム　144名
スクラッチ部門12社12チーム　48名
アンダーハンディ部門16社　２団体　24チ
ーム　96名

　当協会が主催する「第11回ジャパンインダ
ストリーカップ2021」が、10月12日（火）　
茨城ゴルフ倶楽部西コース（茨城県つくばみ
らい市）にて開催されました。本大会は昨年
に引き続き、来場時の検温や「コロナ感染対
策についての確認書」の提出など、徹底した
コロナ感染対策を行った上での実施となりま
した。ご参加いただきました各企業の皆様、会
場を提供いただきました茨城ゴルフ倶楽部の
皆様のご協力を持ちまして、事故もなく無事
終了することができました。事務局一同感謝
申し上げます。

　さて当日は、時折小雨が混じる生憎の天候
ではありましたが、LPGA公式競技「サロン
パスカップ」開催コースに於けるトーナメン
ト並のグリーンスピード、ピンポジションに
各参加者はだいぶ苦戦された様子で、競技の
結果も最終競技者がホールアウトするまで判
らないという大混戦となりました。
　この大会はご参加いただいた皆様から、社
内でのゴルフ活性化や業界内交流、情報交換
の場として役立つとのお言葉をいただいてお
ります。今後もゴルフ業界の活性化の為継続
を目指してまいりますので、会員企業様のご
理解、ご協力をお願い申し上げます。

アレックス M.ボーズマン会長の挨拶
「今は緊急事態宣言はあけましたけど、この
世の中では油断できません。しかし、普段交
流できない競合他社同志がゴルフで交流でき

※1：チーム内上位3選手のグロス合計スコア、同スコアの場合4人
目のスコア／※2：チーム内上位3名のネット合計スコア、同スコア
の場合4人目のスコア

〈アンダーハンディ部門　団体戦〉※2

順位 企業名（チーム名） 上位3人の
合計

優勝 二木ゴルフ 218.2

準優勝 フォーティーン 218.4

第３位 プロギア 218.4

〈スクラッチ部門　団体戦〉※1

順位 企業名 上位3人の
合計

優勝 キャロウェイゴルフC 234

準優勝 アクシネットジャパンインク 236

第３位 ゴルフパートナー 241

〈スクラッチ部門　個人戦〉

順位 企業名 氏名 Gross

優勝 キャロウェイゴルフ 広保　啓太 73

準優勝 ゴルフパートナー 長谷川　和一 74

第３位 アクシネットジャパンインク 星　尚弥 76

◇競技結果（社格、敬称略）

るというのは非常に大切なことだと思います。
また、ゴルフがいつでもできるというのは
我々のメッセージであります。我々の仕事と
して大事なことは、いい商品といいサービス
をゴルファーに直接提供することです。今回
インダストリーカップで皆さんと交流があり
ましたが、来年ジャパンゴルフフェアがあり
ます。その時にゴルファーへ直接いい商品を
見せて、サービスを提供することはとても大
事なことです。来年のジャパンゴルフフェア
は、さらに変化します。内容もより深くしま
す。新しいゴルファーや女性ゴルファーに向
けたり、また、BtoBマッチングができたり、
または物販もできるようにします。そして、最
後にSDGsの紹介と非常に話題が豊かです。
皆さん、ともにジャパンゴルフフェアを盛り
上げていきましょう」

スクラッチ部門　団体戦
優勝　キャロウェイゴルフC

スクラッチ部門　個人戦
優勝　広保啓太
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西日本支部主催
「第二回　聖地巡礼 神戸ゴルフ倶楽部体験会」

開催日：令和３年10月７日（木）
開催場所：神戸ゴルフ倶楽部
参加者：JGGA会員企業19社39名

　当協会西日本支部は、令和３年10月７日に
「第二回　聖地巡礼神戸ゴルフ倶楽部体験会」
を開催した。令和元年の小雨模様と変わり、快
晴の中で19社39名を集めて行われた。
　眼下に広がる神戸市内や特徴的なホール、
クラブハウスをバックに撮影を楽しみながら
も、50ｍの標高差を登り降りするレイアウト
に息を切らす参加者も少なくなかった。
　池戸秀行支配人による勉強会は、スタート
前の時間を利用し、開場当時のグリーンを再
現した日本唯一の「サンドグリーン」を前に
始まった。ラウンド後は、登録有形文化財に
指定される瀟洒なクラブハウス内で行われた。
往時の写真や、チャンピオンズボードを前に、
興味いエピソードを交えた日本ゴルフの起源
に、参加者は真剣に聞き入った。
　アレックス	M.ボーズマン会長は、「ようや
くここに来られた。業界人は、一度はここを
経験した方が良い」と締め括り、内本西日本
支部長は「ゴルフの原点を全身で感じること
が出来る貴重な勉強会である」と、来年以降
の開催も視野に意欲的に語った。
　ニッカポッカや、クラシッククラブを使用
してプレイを楽しむ参加者もいた今回の体験
会は、神戸ゴルフ倶楽部での新たな方向性を
示唆しているようだった。

毎年1月中旬にANAインターコンチネンタルホテルで開催して
おりました「2022年ゴルフ新年会」はコロナ禍の開催は見合
わせるべきだとの意見を踏まえ開催を見送ることとなりました。

石田純哉東日本支部長の挨拶
「本日は素晴らしいコンディションの中、茨
城ゴルフ倶楽部でインダストリーカップが開
催されました。とても有難く思っております。
この２年、コロナの大変な状況にありますが、
お蔭様でゴルフの業界には新しい風が吹いて
おります。何十万人という新しい人がゴルフ
を始めてくれていると思います。この流れは
二十年、三十年ぶりといわれています。私達
は長らく業界にいますので、新しいゴルファ
ーの人たちが何を考えているのか分からない
と思っています。そこでこんな言葉を使った
らどうだろうか、あんな表現の方がわかって
くれるんじゃないか。また、こんなことして
しまったらゴルフから離れてしまうのではな
いか。そんなことを自問自答しながら毎日を
過ごしています。ゴルフは素晴らしいスポー
ツでこれからも長く楽しんでもらえればと思
いますが、新しいゴルファーに対して日本ゴ
ルフ用品協会が何をできるのか考えながらこ
のチャンスを活かしていきたいし、ゴルフの
仲間を増やしていければいいなと考えており
ます」

アンダーハンディ部門　団体戦
優勝　二木ゴルフ

来年の「ゴルフ新年会」は

中止
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順位 DRIVER BEST５ メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 XXIO 11 SERIES DUNLOP 1 G425 HYBRID SERIES PING

2 SIM2 MAX SERIES TAYLORMADE 2 XXIO 11 HB SERIES DUNLOP

3 G425 MAX SERIES PING 3 XXIO 11 L. HB SERIES DUNLOP

4 EPIC MAX FAST SERIES CALLAWAY 4 G425 FW MAX SERIES PING

5 SIM2 MAX-D SERIES TAYLORMADE 5 SIM2 MAX RESCUE SERIES TAYLORMADE

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

1 XXIO 11 SERIES DUNLOP 1 VOKEY DESIGN SM8 
WEDGE SERIES TITLEIST

2 XXIO 11 L. SERIES DUNLOP 2 MILLED GRIND3 WEDGE 
SERIES TAYLORMADE

3 EPIC MAX FAST SERIES CALLAWAY 3 RTX ZIPCORE WEDGE 
SERIES CLEVELAND

4 G425 SERIES PING 4 JAWS FORGED WEDGE 
CRM SERIES CALLAWAY

5 P790 21 SERIES TAYLORMADE 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,BT2001H OP HONMA 1 PING 2021 SERIES PING

2 PRO V1 21 OP TITLEIST 2 WHITE HOT OG SERIES ODYSSEY

3 PRO V1 21 X OP TITLEIST 3 TP COLLECTION 
HYDROBLAST SERIES TAYLORMADE

4 WARBIRD 21 OP CALLAWAY 4 DFX SERIES ODYSSEY

5 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE OP BRIDGESTONE 5 SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

=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8月1日〜 2021年9月30日

DRIVER 1位＝DUNLOP XXIO 11

vol.3

ゴルフを始める方が増えている環境で、その方達にもっとゴ
ルフを楽しんでもらうにはどうしたら良いか？同じように始め
た自身の体験と合わせて、新鮮な目線で様々な提案に繋げて
いってくれることを期待します。

（直販営業部 営業課 課長　永野洋平さん）

９月にゼクシオのマークダウン販売が開始されたこと、８月
から９月にかけ一部メーカーから新製品が発売されたこと
もあり、対前年比ではプラスの需要を形成している。
しかしながら前々年比では、比較対象となる2019年９月に
消費増税前の駆け込み需要があったことなどもあり、マイナ
スとなっている。
更にはグリップやスチールシャフトを中心としたパーツ不
足を主たる要因とした欠品も改善の兆しはみえておらず、真
の「市況」を見極めるのが難しくなっている。

ブリヂストンスポーツセールスジ
ャパン株式会社
直販営業部　営業課

業界リレー
インタビュー

Q1.いつからゴルフを始めたか

数回練習場には行ったことがありますが、入社をし
たタイミングで始めました。

Q3.好きなプロゴルファー

古江彩佳プロです。

Q5.ゴルフについてよく判らなかった事、不思議に思った事

止まっているボールを打っているのにボールに当た
らないことです。

上司の方からのひとこと

Q7.今後のゴルフの目標

パーで回れるホールを増やしたいです。そして楽しく
ゴルフをしていきたいです。

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度/月ベース

練習場には月1回ほど行っています。ラウンドは最
近全然行けておりません。

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

入社後、ゴルフ営業の担当になったことをきっかけ
に始めました。

Q6.ゴルファーをさらに増やすためにはどうすれば良いか

クラブレンタルもあるので、気軽に体験できることを
多くの方に伝えていく。

古川 真実さん


