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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、健やかにお過ごしであ
ることをお祈り申し上げます。
昨年も、一昨年に続き、新型コロナウイル
ス感染症の多大な影響を受けた年になりまし
た。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の
適用と解除を繰り返し、ようやく迎えた東京
オリンピック・パラリンピックも無観客での
開催となりました。
先の見えない状況下で様々な困難もありま
したが、ゴルフ界においては歴史的快挙とい
える輝かしい活躍が多く見られました。松山
英樹プロがマスターズで初優勝を飾り、日本
男子初のメジャー制覇を果たし、笹生優花プ
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ロは、全米女子オープンを制覇、稲見萌寧プ
一般来場者の有料化に舵をきらせていただき
ロは東京オリンピックにて銀メダルを獲得し
ました。
ました。
一般来場者の有料化による来場者数減の懸
また、アマチュア勢の活躍も目覚ましく、梶
念に関しては重々承知しておりますが、有料
谷翼選手はアマチュアオーガスタナショナル
化でもご来場いただけるお客様は非常にアク
女子アマで日本勢初制覇、中島啓太選手は、ア
ティブなゴルファーで、よりビジネスに繋が
ジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権の
りやすい方々だと期待されています。
激闘を制し、世界への扉を大きく開きました。
また、「新規ゴルファーの JGF 参加促進施
コロナ禍において、誰もが少なからず行動を
策」、「出展社様による消費者への物販強化」、
制限される中、努力し続け、日本中に興奮と
「BtoB ビジネスマッチングの促進」、
「ゴルフ
感動、そして誇りをもたらしてくれたことに、 業界に於ける SDGs 活動の紹介」以上4つの
心より拍手を送りたいと思います。
新しい柱を中心にJGFを展開することにより
昨年の「ジャパンゴルフフェア 2021」
集客力アップを図り、ゴルフ業界の活性化に
も、例にもれず新型コロナウイルス感染拡大
貢献してまいります。会員企業様をはじめ、ゴ
の影響により、規模を縮小しての開催を余儀
ルフ業界各位の一層のご支援をお願い申し上
なくされ、来場者も大幅な減少となりました
げます。
が、「リアルとバーチャルの併催」という新し
「第45期ゴルフ用品販売技術者講習会」は、
い開催方法により、遠隔地からのアクセスな
これまでの集合教育ではなく、WEB 講習会
ど今までにないファン層へリーチすることが
及びe-ラーニングでの認定試験という新たな
出来ました。
方法で開催いたしました。講師と受講生間の
世界のメタバース市場が2028年までに約
意思疎通や、他企業との交流が困難である等
8289億ドル（約94兆円）規模に拡大すると
の課題はありましたが、今まで参加の少なか
いう予測もある今、長期的な観点において、こ
った小売業態や遠隔地からの参加者が増とな
のバーチャルとリアルを繋ぐ試みは、確かな
り、前回比約40％増の90名のご参加を頂く
前進であると感じております。そして、本年
ことが出来ました。今後可能な限り課題を改
の「ジャパンゴルフフェア 2022」につき
善し、本年も WEB 講習会及び e- ラーニング
ましては、引き続き感染対策を実施しつつ、よ
での認定試験をよりブラッシュアップして開
り魅力的で、より安全な JGF へと進化する為、 催してまいります。

この２年において、新型コロナウイルス感染拡大の話題を避けて業界の話をすることはなか
なか難しいと感じている。感染拡大当初は、未知のウイルスにより世界の人々が行動を自粛し、
経済はストップしてしまった。しかし20年６月ころからは、ゴルフ業界にとっては密を避ける
ことのできるスポーツ、レジャーとして、このウイルス感染拡大が追い風となりゴルフ業界に
は若者や休眠していた方々の参入が相次ぎ市場は拡大した。しかしそれからほどなく、今度は、
その市場が拡大する一方で、部材不足などによる製品の供給不足となり市場は今、大変混乱し
ている状況である。
また最近、日本経済のデフレの問題をよく耳にするようになったが実際にどのレベルかと思い世界の物価水
準を比較する際に使われる「ビッグマック」の価格を見てみると、やはり日本の物価は著しく低いことがわか
る。1990年370円だった日本のビックマックの価格は現在390円、30年間ほとんど上がらなかった。一方、こ
の30年で米国のビックマック価格は2.2ドルから5.66ドルへと2.5倍、中国は8.5元から22.4元へと2.6倍値上
がりしていると言う。このようなデフレや製品の不足の状況下の日本でゴルフ用品を製造販売している私たち
は、今後より付加価値が高く、魅力的な商品を製造販売し、日本の物価を少しでも上げ、それによって世界経
済での競争力を復活させ、日本の個人消費を力強いものにしていくことで私達のこのゴルフ用品市場を更に活
性化させていきたいものである。
（ダンロップスポーツマーケティング 木越 浩文）
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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10社の企業が参画しており、微力で
はありますが CO２削減、小売店の作業軽減、
運送業界の働き方改革に貢献させていただい
ております。また本年からは、副資材である
「段ボール」
について、会員企業数社による共
同仕入れを前向きに検討して参ります。
2012年から実施した「模倣品対策ラベル」
は、現在約30社が使用し、累計で約3,300万
枚を超える発行となりました。小売店では抑
止力効果があると認識されており、今後は更
に消費者の認知度を高めていきたいと思いま
す。また、SDGs の目標に多く含まれる環境
問題対策の一環として、本年は、
「脱プラスチ

チャンスを
つかむ！

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
新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げ

ゴルフの根を
更に深く、太く

副会長 川松英明

新年あけましておめでとうございます。一
年の経過は誠に早いものですが、2022年と
いう新年を新たな気持ちでお迎えのこととお
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ック」への取組みも強化し、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、本年も会員
企業様からご協賛いただいたゴルフクラブを、
大学の授業用に提供し、若年層のゴルフ普及
に貢献してまいります。ご協力を頂きました
各会員企業様にはこの場をお借りし御礼申し
上げます。
また、ゴルフ業界共通の課題である「女性
ゴルファーの創造」をテーマに、他関連団体
と連携し推進してまいります。
私達が直面している世界的なサプライチェ
ーン問題は、今年前半、もしくは今年いっぱ
い続くことでしょう。しかしながら、ゴルフ

業界には勢いがあります。その勢いを継続さ
せるには、新規ゴルファーを定着させ、なお
かつ既存ゴルファーがよりゴルフを楽しむこ
とが出来るようサポートすることが重要です。
そのためには、メーカー、販売店、あらゆ
るサービスを提供する企業等ゴルフ業界全体
が一丸となり、包括的な取組みを行うことが
不可欠です。最後になりますが、本年が皆様
にとりまして、実りある良い年になりますよ
う祈念いたします。
今後とも「ジャパンゴルフフェア2022」、
そして JGGA の活動につきまして、より一層
のご支援を賜りますようお願いし、年頭のご
挨拶とさせていただきます。

ます。
昨年は世界的にも感染症の影響が強く残る
中、日本からスポーツの素晴らしさを世界中
に発信すべく東京オリンピック・パラリンピ
ックが、開催され、ゴルフ競技におきまして
も、女子で日本人初の銀メダルを獲得するな
ど、我々に勇気と感動をもたらしてくれまし
た。
国内における感染症は少しずつ落ち着きを
みせ始め、経済活動が徐々に活発化すると共
にスポーツイベントの集客人数の緩和など正
常化へ向け新たなステージに移りつつありま
す。

当協会と致しましては、若年層を中心とし
たゴルフ人口が増加している状況下において、
機を逃さずに、具体的な用品市場の活性化に
結び付ける必要があります。
本年におきましても、気を緩めず十分な感
染対策を講じた上で、ジャパンゴルフフェア
2022を開催します。今回、初の有料入場に
チャレンジしていきますが、会員一同、一致
協力し成功させて参りたいと存じます。
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。

慶び申し上げます。
昨年は、東京オリンピック開催、他多くの
スポーツ競技も有観客での開催が可能となる
など、少しずつ以前の環境を取り戻せるよう
になりました。その中でも「マスターズトー
ナメント」における松山英樹選手のアジア人
初の優勝は、スポーツ界全体にとっても類を
見ない明るいニュース、感動を届けてくれま
した。
3月に開催した「ジャパンゴルフフェア」は
リアル開催と同時にオンライン配信もするな
ど、新しい形で無事に実施することができま
した。関係者のご尽力、出展者様、来場いた

だきました方々に改めて御礼申し上げます。
今年度も、さまざまな注意をしながらではあ
りますが、参加される皆様が安全で楽しい場
となるように取り組んでいきたいと思います。
昨年のご挨拶で、新規、復活ゴルファーが増
えている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
たいと述べました。大きな花を咲かすための
根を、更に深く張る年にすべく業界一丸とな
り活動できればと思っております。
本年が皆様にとって新たな飛躍の年になる
ことを心より祈願いたします。
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ゴルフを選ばれ
続けるスポーツに

東日本支部長 石田純哉

新年明けましておめでとうございます。

新年を
迎えるにあたり

西日本支部長 内本浩史

あけましておめでとうございます。
Sustainable Development Goals を日本
語で言えば、
「持続可能な開発目標」とするの

新しい
ゴルフのカタチ

中部日本支部長 西本秀夫

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喜び申し上げ
ます。
コロナの感染拡大は私たちの身近な生活だ

お詫びと訂正
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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。
2020年から続くコロナ渦が、ゴルフマー
ケットにプラスの影響をもたらすことになる
とは当初誰も想定していない事でした。今で
はコロナ渦でゴルフ人口が増えていることは、
世界的に常識化しつつあります。
その一方で、
「新規参入したゴルファーに継
続してゴルフを楽しんでもらうにはどうした
ら良いのか」という課題には十分に取り組め

ていない状況です。19年のラグビーワールド
カップが既に取り組んでいる様に、テレビ放
映でゴルフの試合を初めて観る人を意識した
解説がもっと必要だと感じますし、ゴルフ場
で簡易的なビギナーラウンドセミナーを開催
するのも手だと思います。
小売業だけでは出来ないことが数多くあり
ますが、業界をまたいで協力をしていくこと
で、この良い流れを止めないように積極的に
動いていきます。今年も引き続きご協力のほ
ど宜しくお願い致します。

が普通ですが、「永続的発展社会の実現」とい
う訳も存在します。Development を「開発」
とするか、「発展」と捉えるか？ でニュアン
スが異なります。
私は後者の方が好きです。前者には、迫り
くる脅威に対抗すべく、キリキリとした切迫
感を伴う暗鬱とした空気を感じ、後者には、本
来的社会を問いながら、変質を重ねて進んで
ゆく社会の姿があり、なんとなく、一筋の光
明というか、明るさを見出せるように思うの
です。
何れにせよ、将来世代の明るい未来を約束
するためにも、個人、企業を問わず、小さな

努力が必要となります。
気が付けば、コロナとの付き合いも２年で
す。当初こそ、恐怖を伴う自粛の嵐の中で躓
いたものの、新しい生活スタイルと、少しの
寛容を含む他力の風に押されて、ゴルフは少
しだけ前に走りました。
ならば、この風を追い風に、ゴルフが本来
持つ多様性を広げて、自力で新しい風を吹か
せることも必要だと思います。
大きく変化してゆく世界の中で、将来世代
に渡すべきものを考えながら、永続的発展に
向かって一歩を踏み出してゆきましょう。
皆様にとって良き年となりますように。

けではなく、働き方、そしてビジネスまでも
大きな変化をもたらしました。
ゴルフの楽しみ方にも少し変化が出てきて
いるのをご存じですか？
年々街中にはインドアゴルフ施設の増加が
目立っています。そこにはゴルフの練習だけ
はなく、シミュレーションゴルフを活用した
ラウンドを楽しむ人達の姿があります。
20代、30代がゴルフへの関心を持ち、と
りあえずインドアで遊ぶ。休眠されていたゴ
ルファーが身近な感覚で誘われて遊ぶ。ちょ
っとしたコトの変化から、ゴルフウエアが可
愛いいねと購入したり、もっとゴルフをやっ
てみたいと初めてクラブを揃えるまでになっ
てくれたりしています。

どのようなカタチであれゴルフの魅力・楽
しさを体感していただけることは、ゴルフ市
場活性化に欠かせないものであり、そこから
コースへとつながっていくことへのサポート
も必要です。
ニューノーマル（新しい生活様式）はチャ
ンスを生かす好機と思い、ゴルフ場、練習場、
インドアゴルフが三位一体となり、新たな視
点でチャレンジしていければ良いと思ってい
ます。
まだまだスポーツ全体への環境は厳しいで
すが、本年が皆様にとって充実した良い一年
になることを祈念して、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

2021年11月号記事についてのお詫びと訂正
「第11回インダストリーカップ」スクラッチ個人部門準優勝者のお名前が間違っておりました。
正しくは「長谷川和市」様でした。お詫びして訂正させていただきます。
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また、千葉県や埼玉県の決定基準は、芝生
の優劣・クラブハウスの豪華性等を評価する
ものとなっているが、極めて客観性が乏しく、
主観的な判断によるものとなっている。
5．18歳未満利用者は逓減傾向
「ゴルフ普及」とのテーマで、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。その原因分析と
対応策の検討も必要である。
「全国の 歳未満者の利用者数」
（２０１０年度以降の利用者数）
（単位：千人）

期以降の利用者の増加に加え、バブル期以降
の経営スリム化等が効を奏して過去10年間
で２番目に少ない閉場数となった。ゴルフ場
の閉場が本格的に始まったと考えられる
2010年度以降、11年間の累計で229ゴルフ
一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会
場が閉場したこととなった。
専務理事 大石順一
3．ゴルフ場利用税額の推移とそこから見えて
くるもの
このほど（一社）日本ゴルフ場経営者協会
「2020年度ゴルフ場利用税」の総額は、対
は、1957年度以降64年間のゴルフ場業界で、 前年度比32億円減少の399億円であった。ゴ
唯一の確定データである「ゴルフ場利用税の
ルフ場利用税額は1992年度に1,036億円を
課税状況からみたゴルフ場数・延利用者数等
記録した以降、年々減少を続けて38.5％にま
2020年度版」を発表いたしました。本デー
で減少した。
タは、都道府県別の利用者数を調査した唯一
また、2020年度の「１人当たりゴルフ場
の資料でありますので、是非ゴルフ関係企業
利用税額」は、前年度比16円減少の631円で、
の経営政策立案の基礎的資料としてご活用下
1993年度の1,019円から61.9％にまで減少
さい。
している。
1．2020年度ゴルフ場利用者数
1989年の「娯楽施設利用税」から「ゴル
注：
「ゴルフ場利用税」の納税データにより集計した
フ場利用税」に変更されて以降、大半の自治
ため、ゴルフ場の利用としては、2019年３月～2020
体の「ゴルフ場利用税決定基準」が変更され
年２月となっている。
ていないため、
「１人当たりのゴルフ場利用税
2020年度ゴルフ場利用者数は、対前年度
額減少＝ゴルフ場利用税決定対象料金の減
比462万人減少（5.4％減）の8,135万人とな
少」と考えられ、平均的なゴルフ場プレー料
った。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我
金もほぼ同率に減少したと考えられる。
が国で初めて発出された緊急事態宣言による
4．都道府県ごとに定められている「ゴルフ場
各種自粛要請の影響により、前年同月との比
利用税決定基準」の不合理性
較で４月36％減・５月30％減・６月13％減
都道府県ごとに定められている「ゴルフ場
となった。
利用税決定基準」には、合理性を欠いたもの
感染状況が小康状態になった８月以降、ゴ
がある。その典型的な例が、27ホールや36
ルフは身体的・精神的ストレス解消のための
ホールの「ゴルフ場利用税」が高く決定され
感染リスクの低いレクリエーションスポーツ
る仕組みとなっているもので、14県の基準に
として評価され、前年同月を上回る利用者数
取り入れられている。現状、18ホールプレー
となった。特に、８月については、帰省の自
が100％に近い状況であり、18ホールプレー
粛・県外移動の自粛に加え海水浴場やレジャ
だけのプレーヤーに27ホールや36ホール分
ー施設の利用制限などにより、近くで感染リ
の税負担を求めるのは、不合理なことだ。ま
スクが低いゴルフが選択され、前年同月比18
た、もっと不合理なことは、秋田県の「ゴル
％もの伸びを示した。
フ場利用税決定基準」にゴルフ場利用税等級
また、コロナ感染を危惧した70歳以上者の
決定の対象となる利用料金を次のように定め
減少率は6.2％となり、課税対象者（18歳～
ている点である。
69歳）の減少率5.1％を上回る結果となった。 「利用料金＝平日における通常の利用料金（グ
2. ゴルフ場数
リーンフィー・各種維持費・連盟協力金・ゴ
2021年３月末日におけるゴルフ場数は、
ルファー保険・緑化協力金・河川整備基金）」
対前年度末比11減少の2,198ゴルフ場であ
上記のアンダーライン部分はプレーヤーの
った（都道府県に跨るゴルフ場が18あるた
承諾に基づき徴収される任意の寄付である。
め、実稼働のゴルフ場数は2,216から18を減
このようなものが、対象料金に含まれること
じた2,198ゴルフ場となる）。
になっている（他県においてもゴルフ場の申
年度当初は、新型コロナウイルスの感染拡
告時において選択制である旨の届出がない場
大による利用者の減少により、ゴルフ場の閉
合は、「協力費」との名目で含むとしている自
鎖が大幅に生じるのではと危惧されたが、下
治体がある）。

「2020年度ゴルフ場
利用者数・2020年3月末
ゴルフ場数」について
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年度

利用者数

2011

338

2012

346

2013

343

2014

330

2015

329

2016

309

2017

293

2018

273

2019

267

2020

263

6．
「ゴルフ場利用税」廃止問題の今後は？
①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」
の変更により、制度的に整合性を欠いた状
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、徴税
側の都合によって様々な変化が加えられて
いるため、税負担をす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いる点
の改善を求める。
②「ゴルフ場利用税」は、ゴルフ場が「特別
徴収義務者」となって徴収する仕組みとな
「ゴルフ場利用税」はプレー料金
っている。
と一体となって支払われるため、キャッシ
ュレス化の拡大による集金手数料には「ゴ
ルフ場利用税」分も含まれている。特別徴
収義務者に徴収手数料として支払われる
「特別徴収交付金」があるが、不支給の自治
体や極めて低額な自治体が多い。「ゴルフ
場利用税」分の徴収手数料は、自治体の負
担とするよう要望する。
③ゴルフ場利用税収額の30％は、都道府県の
一般財源となっている。この部分を活用し
て、都道府県と地域の発展に貢献する連携
事業の実施を要望する（「地方創生 SDG ｓ
官民連携プラットフォーム」の活用）。
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日本ゴルフ場経営者協会調べ

第10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催する「第10回中
部インダストリーゴルフ関連企業対抗ゴルフ
大会」が10月20日（水）、三重県いなべ市に
ある涼仙ゴルフ倶楽部において開催されまし
た。当日は、爽やかな秋晴れに恵まれ、計14
組28名の参加でした。
第10回中部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会
■ 大会概要
開催日：2021年10月20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：14組28名
費用：プレー代 /1万7000円（キャディ付、昼
食・ドリンク込）
参加費：4000円（賞品代、パーティー代含
む）
成績は右記のとおり
商品協賛各社（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。
◇競技結果〈団体戦〉
順位

企業名

OUT

IN

GROSS

1位

㈱ OZAXE

40

38

78

2位

大三機材㈱

40

38

78

3位

ヨネックス㈱

40

38

78
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「ジャパンゴルフフェア2022」に向けた活動及び企画
ファーは除く
当協会は下記の日程で「第56回ジャパンゴ
ルフフェア2022」
（JGF2022）を開催する。 ■ 入場料：当日1,500円
（税込）、前売り1,000円
現在の進捗状況、活動内容、企画についてご
（税込）
報告する。
■ 会期：2022年3月11日（金）～13日（日）
◇実施予定の主な主催
■ 会場：パシフィコ横浜展示会場（約2万㎡）
者企画
■ 開催時間：10：00〜18：00（最終日は17：
● ライブスタジオ（仮
00迄）
称）
◇「JGF2022」出展状況
情報発信拠点として
「JGF2022」の出展募集は、前回と同時期の
出展企業の紹介やセミ
2021年11月1日にスタートした。今回も、昨
ナーなどを実施するス
年に引き続き「新型コロナウイルス感染防止
タジオを会場内に２、
対策」の観点から、海外企業の出展募集を見
３か所設置し、会場内
合わせるなど制約の多い募集展開となってい
コンテンツの WEB で
る。
のライブ配信のほか、
2021年12月15現在の出展状況は、前回同
会場内の来場者に向け
時期の108％程度となっているが、欧州や韓
ても映像として発信を
国での感染拡大、オミクロン株の出現等今後
する。
● ファッションショー
のコロナの状況が見えない為、依然として楽
会場内にて、ゴルフ
観視はできない状況となっている。
アパレルに特化したイ
出展募集については、引き続き2022年1月
ベントを実施。女性ゴ
中旬まで行い、少しでも多くの出展社を受け
ルファーや若年ゴルフ
付ける。
ァーに関心の高い最新
◇新型コロナウイルス感染防止対策
のゴルフウェアやゴル
「JGF2022」の実施には、政府指針及び国内
フ小物をファッション
の殆どの大型展示施設等が組織する「一般社
ショー形式で展開。会
団法人日本展示会協会」が発表している「感
場内での販売を始め、
染防止対策ガイドライン」を基に、徹底した
オンラインによる予約
感染防止対策を実施する。
販売を展開。来場者促
◇一般来場者の有料化
■ 入場料収入の目的
進を図る。また、人気
JGF2022開催において、安全且つより魅力
インスタグラマー、ユ
的な展示会として開催するために原資が必要
ーチューバーによる事前告知、当日の出演な
となってきており、出展社様のこれ以上のご
どこれまでJGFに来場していなかった方たち
負担を避けるため、一般来場者様のご入場に
への告知や動員を強化する。
● チャレンジコーナー
関し有料化とさせていただくこととなった。
会場内にゴルフシミュレーターを設置し、東
今回、一般来場者様より徴収する入場料につ
京五輪ゴルフ競技の開催コース「霞ヶ関カン
いては、
「魅力的なコンテンツの実施」、
「新規
ツリー俱楽部」の10番ホールと18番ホール
ユーザー来場促進施策」、及び『新型コロナ感
を再現。来場者の方に挑戦していただける企
染対策費』
として有効活用させていただく。何
画を実施する。
卒ご理解を賜りたくお願い致します。
● 会場内飲食コーナー
■ 対象者：一般来場者
※18歳未満、学生は除く（※学生については学生証
会場内での調理を避け、弁当などを中心に
の提示）
展開する。飲食スペースについても密や接触
※出展社／ビジネス来場者／媒体関係者／プロゴル
を避ける資材やレイアウトにより感染防止を

図る。
● 会場内見学ガイドツアー
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。
● チャリティコーナー
国内開催トーナメント会場でしか手に入ら
ないオリジナルグッズや男女プロゴルファー
からご協賛いただいたグッズを中心とした
入札型チャリティオークション。
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ジャパンゴルフフェア 2022 出展社一覧

計80社（敬称略）
2021年12月16日現在

1

株式会社 阪神交易 / ブッシュネルゴルフ

28

株式会社 BRAIN

55

株式会社ゴルフライブ

2

株式会社メルシー

29

デサントジャパン株式会社

56

キャスコ株式会社

3

朝日ゴルフ株式会社 BUZZ GOLF 事業部

30

三菱ケミカル株式会社

57

株式会社三信

4

株式会社リンクス

31

ココミィ合資会社

58

株式会社アイ ･ ジー･ エム

5

株式会社ゴルフ用品界社

32

伊藤超短波株式会社

59

株式会社 Qoncept

6

株式会社 YKY

33

株式会社 DREAMBEER

60

テーラーメイドゴルフ株式会社

7

株式会社 KSP

34

株式会社ボディスプラウト

61

株式会社ヤマト

8

株式会社プログレイス

35

株式会社エーチームデザイン

62

ホログラム ･ ワークス株式会社

9

一般社団法人長野県ゴルフ振興基金

36

株式会社コスモサウンド

63

日本ハーモニー･ リゾート

10

ミズノ株式会社

37

MA ・ CAST 株式会社

64

株式会社ハスラック

11

株式会社ディテクト

38

株式会社ニコンイメージングジャパン

65

株式会社ゴルフパートナー

12

プレミアムウォーター株式会社

39

株式会社レザックス

66

パルシステム生活協同組合連合会 （㈲ビーアンドビーコミュニケーションズ）

13

株式会社二木ゴルフ

40

グローブライド株式会社

67

アニューゴルフ （㈱ MURATA）

14

株式会社ジョイライフ

41

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

68

AZAS GOLF （㈱ MURATA）

15

リーダーメディアテクノ株式会社

42

株式会社エムズ

69

マスダゴルフ （㈱ MURATA）

16

株式会社かなる

43

株式会社タカヒロ

70

株式会社マインド

17

NHP ソリューション株式会社

44

株式会社 STM

71

日本シャフト株式会社

18

株式会社 有賀園ゴルフ

45

ロックフィールドゴルフリゾート株式会社

72

NEXGEN （㈱ゴルフパートナー）

19

株式会社 GPRO

46

ブリヂストンスポーツ株式会社

73

株式会社わたしのお教室

20

有限会社藤本技工

47

北側物産株式会社

74

株式会社武市ウインド名古屋

21

株式会社ゴルフパフォーマンス

48

3S 株式会社

75

株式会社 VIP グローバル

22

ガーミンジャパン株式会社

49

Hilton Grand Vacations

76

有限会社 AMPLUS

23

キャロウェイゴルフ株式会社

50

キャロウェイアパレル（キャロウェイゴルフ株式会社）

77

福島県

24

ODYSSEY （キャロウェイゴルフ株式会社）

51

トレンドジャパン株式会社

78

合同会社 Howard International

25

朝日ゴルフ株式会社

52

みかんぐみ株式会社

79

株式会社オフィスワイズ

26

ヤマト徽章株式会社

53

藤倉コンポジット株式会社

80

株式会社京谷

27

ヨネックス株式会社

54

マジェスティゴルフ株式会社

県南地方振興局

JGGA 会費値上げのお願い
当日本ゴルフ用品協会（JGGA）は、昭和
57年（1982年）に設立以来、極一部の会員
企業様には会費の値上げを検討していただき
ましたが、
ほとんどの会員企業様の会費は、長
年見直しされず現在に至っております。
長年当協会の全体収支は、ジャパンゴルフ
フェア（JGF）自体の収支に依存する財務体
質となっておりますが、今回の新型コロナ感
染拡大などの大きな要因によるJGFの開催自
粛や規模の縮小などが起きた為、JGGA 全体
収支も大きな赤字となっているのが現状です。
この JGGA の財務体制を少しでも改善する

為に、2021年11月の理事会に於いて、来年
2022年4月以降の会費の改訂（基準テーブル
の値上げ）を決議させていただきました。
新会費のご案内は、2022年1月中旬より順
次送付させていただきますので、各会員企業
様に於かれましては、何卒ご理解、ご協力の
程をお願い申し上げます。
※基準テーブル改定

一部抜粋

・現行月会費5,000円未満の189社については、
一律1,000～1,500円増額
・現 行月会費5,000円以上10,000円未満の企
業24社については、一律1,500～2,000円増

額
・現行月会費10,000円以上の企業24社につい
ては、一律2,000～4,000円増額
・小 売 業 態 の 月 会 費 上 限 を15,000円 か ら
30,000円に引き上げる
また現行基準では、資本金のみを会費の基
準とさせていただいておりましたが、今後は
売上高も併用し、その企業の事業規模に準ず
る会費となる様に見直しを行い、一部の会員
様には順次個別にご依頼をさせていただきま
す。重ねて各会員企業様のご理解、ご協力を
お願い申し上げます。
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=矢野経済研究所=

vol.4

業界リレー
インタビュー

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10月1日〜 ２０２1年11月30日
ヨネックス株式会社

製品開発部

製品開発第三課

東海林 亜樹さん
Q1. いつからゴルフを始めたか

2016年12月に練習を開始、2017年4月にコースデ
ビューしました。

緊急事態宣言が解除され、
飲食店での飲酒や越境しての旅行が解除さ
れたこともあり、
それまでの制約下の生活の中で結果的にゴルフ
（用品
の購入、
場でのプレー）に落ちてきたお金が
「目減りした」という声も一
部小売店から聞かれるようになってきている。
それに加え、原材料不足を主要因とした欠品
（供給不足）が未だに一部
商品で続いていること、2022年春の新製品発売を控えた一部メーカー
の
「既存モデルの売り減らし」とも取れるような動きも顕在化しており、
現在の小売実売実数が
「実需」をそのまま反映したものなのかどうか、
ちょっと怪しい面もある。

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度 / 月ベース

練習は月10回位、ラウンドは年10回位。ラウンド
回数を増やし実践経験を積みたいです。

日本では新型コロナウイルス感染は収束の気配を見せているが、それ
によってコロナ期にゴルフを始めてくれた人、
再開してくれた人が離脱
するリスクが上昇したとも言える。
これまで散々述べてきたことではあ
るが、それらゴルファーの離脱を防止する
（継続率を向上する）ための
具体的戦術実行が改めて望まれる。

DRIVER 1位＝DUNLOP XXIO 11

Q3. 好きなプロゴルファー

若林舞衣子プロ。 昨年はプレーオフでの優勝、
85Hノーボギーの試合に感動しました。

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

ヨネックス入社を機に始めました。優しい先輩方々
にレッスンして頂いています。

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

クラブの打ち分けが出来ませんでしたが、少し成長
し飛距離の差も出来る様になりました。

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

手ぶらで楽しめる初心者 OK の施設が増えれば気
軽に始めるきっかけが出来良いと思います。

Q7. 今後のゴルフの目標

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

G425 MAX SERIES

PING

2

XXIO 11 HYBRID SERIES

DUNLOP

3

SIM2 MAX SERIES

TAYLORMADE

3

G425 FW MAX SERIES

PING

4

B2 SERIES

BRIDGESTONE

4

XXIO 11FW SERIES

DUNLOP

5

SIM2 MAX-D SERIES

TAYLORMADE

5

SIM2 MAX RESCUE SERIES

TAYLORMADE

IRON BEST５

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

順位

順位

1

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

2

XXIO 11 L. SERIES

DUNLOP

2

MILLED GRIND3 WEDGE
SERIES

TAYLORMADE

3

T200 21 SERIES

TITLEIST

3

JAWS FORGED WEDGE
CRM SERIES

CALLAWAY

4

SRIXON ZX5 SERIES

DUNLOP

4

RTX ZIPCORE WEDGE
SERIES

CLEVELAND

5

T100S 21 SERIES

TITLEIST

5

JAWS WEDGE CRM SERIES

CALLAWAY

BALL BEST５

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名
TAYLORMADE

パーオン率の UP!と生涯スポーツとして自然とプレ
ーを楽しみながら長く続けたいです。

上司の方からのひとこと
趣味でゴルフに励んでいますが、
業務ではウォーキングシュ
ーズの開発担当をしています。
ゴルフのスコアもシューズ開
発でも、
今までを大きく超えて行く事に期待しています。
（ヨネックス株式会社 製品開発部 部長 米山 亘さん）

順位

順位

1

HONMA D1 20
BT2001L,BT2001H OP

HONMA

1

TP COLLECTION
HYDROBLAST SERIES

2

PRO V1 21 OP

TITLEIST

2

WHITE HOT OG SERIES

ODYSSEY

3

PRO V1 21 XOP

TITLEIST

3

PING 2021 SERIES

PING

4

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE OP

BRIDGESTONE

4

SC SELECT 20 SERIES

TITLEIST

5

WARBIRD 21 OP

CALLAWAY

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

