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新型コロナ感染症が世界的に流行し始めて2年が経過しました。
100年に一度あるかないかの非常事態が今なお続き、経済に深刻な影響をもたらしている。
ただ私は、このコロナ禍が及ぼす影響には今までなかなか変わらなかった仕組みや空気感を一
気に変える力や時代を前倒しする力があると考えております。
コロナ禍で人々の働き方や生活スタイルが変化し、世界から遅れをとっていたデジタル化やキ
ャッシュレス化が一気に加速するなど大きな変化もでてきています。

直ぐに収束が望めないのであればコロナと共存することを考えなければいけない時代になって来ています。
では、コロナ禍で制約の多い中でも、ゴルフは密になり難く安心して出来るスポーツとして注目されている。
現に既存ゴルファーのプレイ回数や、新たにゴルフを始められる方も増え、ゴルフ需要は高まっている。
しかし、今後コロナ禍の制約が緩和されると一人ひとりの活動範囲が広がることにより、それぞれのゴルフプ
レイ回数が減少することも考えられ又、人口が減少していくことによりゴルフ需要が低迷していく危機が予測
されるのも事実である。
コロナ禍によって風向きが変わった今、現状維持を目指すのではなく、コロナ禍をきっかけに新たな一歩を踏
み出せるかが重要だと考えます。
今、ゴルフ界に新たな変化をもたらすかは、ゴルフに携わる私たちにかかっているのでは無いだろうか。
	 （ブリヂストンスポーツセールスジャパン　清水勝之）

新時代のジャパンゴルフフェア
コロナ対策万全でゴルフの祭典
コロナ禍の影響によりニュー・ノーマルの考え方が定着しつつある中、ジャパンゴルフフェアも新たな方向性の中で実施を予定しています。その新たな
可能性を切り拓くステップとして、今回は一般来場者の有料入場制を導入しました。入場料を原資として、ゴルフ人口拡大に向けた志向性の高い企画
の導入を始め、来場者事前登録＆非接触チェックインなどのインフラ整備などを拡充させることにより、展示会としての効果・効率の向上を図ってまい
ります。新たな時代のジャパンゴルフフェアにご注目ください。
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第56回ジャパンゴルフフェア2022 開催概要
【開催概要】
■名称：第56回ジャパンゴルフフェア2022（56thJAPANGOLFFAIR2022）
■会期：2022年3月11日（金）〜3月13日（日）の3日間
■開場時間：10：00〜18：00（最終日は17：00まで）
■会場：パシフィコ横浜開催　展示ホールB･C･D（16,700㎡）
■入場料	〇ビジネス来場者：無料、〇一般来場者：当日1500円（税込）／前売り入場：1000円（税込）、※18歳未満・学生は無料、〇一般来場者プレ
ミアム入場：2000円（税込）※来場には事前登録が必要

■オンライン開催：https://www.japangolffair.com　（参加無料）

【新型コロナ感染防止対策】
〇オープニングセレモニーの中止：会場内で例年実施
していたオープニングセレモニーを、今回も中止しま
す。主催者を代表して日本ゴルフ用品協会会長からの
コメントを、オンラインで配信します。
〇ガイドブックの中止：印刷物などによる間接接触を
避けるために、ガイドブックの配布を中止します。開
催情報については、公式WEBにてご確認ください。
〇プレスルーム設置の中止：密閉空間および印刷物な
どによる間接接触を避けるために、プレスルームの設
置を中止します。出展社情報等は、オンライン展示会
の出展社ページなどから入手をお願いします。
〇プレス腕章の使用中止：間接接触を避けるためにプレス腕章使用を中止します。報道関係者には「報道PRESS」のIDを着用いただくので、ご
了解ください。

【JGF2022のポイントおよび企画】
■出展社ブースにおける製品販売の解禁
常に来場者要望のある「会場で製品を買いたい」を実現するとともに、新たなフェア
の形の象徴ともなる方針です。出展社からも「通常のサンプリングとは違い、コスト
削減によって認知度を高めることが出来る」などの声も寄せられ、中小規模を中心と
した出展社の出展促進にもつながったと考えられます。
■イベントステージからの情報発信
感染防止対策から聴衆者数の制限が必要となる中、出展社によるプレゼンテーション
やデモンストレーションの場としてステージを活用いただくとともに、実施の様子を
オンラインで配信することにより、来場いただけないゴルフファンに対してもシズル
感のあるアピールを実現します。
実施場所：イベントステージ　Cホール海寄り
■霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう!!
オリンピック年の前回に実施した企画を、今回も継続実施します。緊急事態宣言下と
いう事で前回来場できなかったゴルフファンの要望を受けて実施を決定。今でも鮮明
に記憶に残る代表選手の活躍が蘇ります。
実施場所：Dホール海側、参加方法：当日会場にて受付先着順、参加料：500円（ニアピン・ドラコンそれぞれの挑戦に対して必要です）
参加賞・賞品：参加者全員に記念品　成績に応じて賞品を贈呈、使用ホール：ニアピンチャレンジ　東コース10番ショートホール／ドラコンチャ
レンジ　東コース18番ミドルホール
■パターコーナー
パッティングトレーニングマシン「ウェルパット　ビック・ティルト」（フランス製）を使用したパッティングチャレンジコーナーを設置。フック
ライン、スライスライン、スネークライン等様々な傾斜にチャレンジいただけます。

感染対策サイン
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実施場所：Dホール海側、参加方法：当日会場にて受付先着順
参加料：500円（5球のチャレンジ）、参加賞・賞品：参加者全員に記念品　成績に応じて賞品を贈呈
■弾道測定器体験コーナー
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す。
参加費：500円、実施場所：Dホール海側
■初心者レッスンコーナー
今回はビギナーゴルファーを対象として、PGAのプロによるレッスンも実施。「密にならないスポーツ」として注目されている新たなゴルフファン
の拡大を図ります。
■コンポーネントコーナー
「ゴルフクラブをコンポーネントとして組み上げたい」というコアなゴルフファンのニーズに応えたコーナーで、毎回多くの来場者が訪れる人気
コンテンツとなっています。クラブパーツのラインアップから組み上げのテクニック、周辺ツールや計測・調整機器の紹介まで、コンポーネント
に関わるあらゆる情報を集約しました。今回はコーナー参加企業により、シミュレーションゴルフを使ったイベントも実施予定です。
実施場所：Bホール海側
■SDGs紹介コーナー
世界的な取組として現在最も注目されているSDGs。ゴルフ業界としても今後真剣に取り組んでいかなければならない重要な課題です。今回は当
協会の関連活動を紹介するとともに、出展企業における取り組みなどを紹介し、業界として取り組んでいく方向性を模索していきます。
実施場所：Dホール山側
■ファッションショー（※オンラインライブ配信あり）

イベントステージより、2022最新春夏ゴルフウェアファッションショーをオンラインで配信します。ファッションショーに登場する最新のファ
ッションアイテムは、JGFウェブサイトから直接ご購入が可能となります。（一部は隣接の「アパレル販売コーナー」でも販売予定）
実施場所：イベントステージ　Cホール海寄り、開催日時：3月11日（土）、13日（日）両日ともに11：00〜　13：00〜　15：00〜

【主催者および関連団体セミナー】
■大学ゴルフ授業シンポジウム2022（主催：一般社団法人大学ゴルフ授業研究会、日時：3月11日（金）　10：00〜11：00、参加費無料）
テーマ：暑熱環境下におけるゴルフと健康
講師：北徹朗（武蔵野美術大学）、服部由季夫（武蔵野美術大学大学院博士後期課程、星槎大学准教授）、高丸功（学習院大学教授）
配信ソフト：Youtube
■日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー（主催：日本ゴルフジャーナリスト協会=JGGA、日時：3月11日（金）11：00〜12：30）
タイトル：「コロナ禍でゴルフ界が得たもの・失ったものを徹底検証!コロナ後、日本のゴルフはどこに行くべきか」
会場：アネックスホール　F204+ZOOMウェビナーによるWeb配信
受講対象：一般
参加費：無料
■GMACゴルフ市場活性化セミナー（主催：ゴルフ市場活性化委員会=GMAC、日時：3月11日（金）　13：00〜14：30、参加費：無料）
タイトル：ゴルフ2030年の課題（サブテーマ：社会と共生するゴルフを目指して）
セミナー内容：GMAC活動報告（GMAC調査研究部会から報告、パネルディスカッション、テーマ：ゴルフ2030年の課題をどうとらえるか（社
会と共生するゴルフを目指して）
会場：アネックスホールF204+ZOOMウェビナーによるWeb配信
募集定員：アネックスホール60名+Web100名（1人につき1アカウント厳守）※申込先着順

申込方法：下記WEBページ（エントリーフォーム）にて必要事項を入力。
申込専用ページURL：https://web.user-page.jp/new_form/?prm=3c5904%2F405%2F02-0314e8
申込期日：2022年3月6日（日）
■ゴルフ練習場ビジネスセミナー（主催：全日本ゴルフ練習場連盟=JGRA、日時：3月11日（金）　15：00〜16：30）
タイトル：JGRAビジネスセミナー2022（セミナー内容：スポーツから学ぶ人材育成術〜より良い組織づくりがより良い人財を育てる〜）
会場：アネックスホールF204+ZOOMウェビナーによるWeb配信
講師：基調講演／仁村薫（にむらかおる）氏
募集定員：50〜70名※オンラインは無制限

受講対象：ゴルフ練習場経営者・ゴルフスクール運営者等
参加費：会員：3,000円／非会員：5,000円
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■R&A用具規則フォーラム（主催：日本ゴルフ用品協会、日時：3月11日（金）16：00〜17：00、最大17：30まで、参加費：無料）
タイトル：R&A用具規則セミナー（セミナー内容：・ディスタンスインサイトプロジェクトのアップデート（利害関係者からのフィードバック）、・
「ローカルルールひな型（46インチ規制）」と「グリーンリーディング資料の制限」、・用具審査提出物の追跡過程）
会場：ZOOMによるWEB配信のみ
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　最高技術責任者）
募集定員：200名（1人につき1アカウント厳守）
受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係者
申込方法：WEBページにて必要事項を入力。申込専用ページURL：https://www.jgga.or.jp/randa-form/
■ゴルフトライアスロン（主催：日本ゴルフトライアスロン協会、日時：3月12日（土）10：00〜11：30、参加費：無料）
タイトル：「ゴルフトライアスロンという新競技がもたらすもの2」（セミナー内容：ゴルフトライアスロンという一つのスポーツイベントがもたら
す効果について）
会場：アネックスホール　F204+ZOOMウェビナーによるWeb配信
登壇者：松尾俊介（ゴルフトライアスロン協会代表理事）
募集定員：50名
受講対象：ゴルフ場関係者を始めとするゴルフ関連業社及び一般参加者

会場レイアウト
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株式会社アートレイ その他

株式会社アイ･ジー･エム ゴルフボール

アウタートップ株式会社 ゴルフクラブ

朝日ゴルフ株式会社 ゴルフ用品全般

朝日ゴルフ株式会社 BUZZ GOLF事業部 ゴルフメディア

AZAS GOLF（㈱MURATA） ゴルフ用品全般

株式会社アトリエ その他

アニューゴルフ（㈱MURATA） ゴルフ用品全般

株式会社 有賀園ゴルフ ゴルフ用品全般

有限会社AMPLUS ゴルフシミュレーター

伊藤超短波株式会社 その他

株式会社WEGO JAPAN その他

株式会社AIGIA ゴルフ関連設備

株式会社エーチームデザイン ゴルフアパレル

NHPソリューション株式会社 その他

FSTJAPAN合同会社 クラブシャフト

株式会社エムアイシー ゴルフ練習用品

MA・CAST株式会社 ゴルフ小物

株式会社エムズ ゴルフアパレル

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー 政府観光局

ODYSSEY（キャロウェイゴルフ株式会社） ゴルフクラブ

株式会社オフィスワイズ その他

ガーミンジャパン株式会社 距離計測器

株式会社STM ゴルフ用品全般

株式会社かなる ゴルフ小物

北側物産株式会社 ゴルフ用品全般

キャスコ㈱　（バティックゴルフ） ゴルフ用品全般

キャロウェイゴルフ株式会社 ゴルフ用品全般

キャロウェイアパレル
（キャロウェイゴルフ株式会社） ゴルフアパレル

株式会社京谷 ゴルフ小物

グローブライド株式会社 ゴルフ用品全般

株式会社KSP ゴルフ用品全般

コアフォース（㈱ゆうき） ゴルフ小物

一般財団法人　神戸観光局 政府観光局

ジャパンゴルフフェア 2022 出展社一覧

一般社団法人国際スポーツ振興協会
（ISPS）/NPO法人日本ブラインドゴルフ振
興協会（JBGA）

その他

ココミィ合資会社 ゴルフ小物

株式会社コスモサウンド その他

株式会社ゴルフパートナー ゴルフ用品全般

株式会社ゴルフパフォーマンス ゴルフ練習場

株式会社ゴルフ用品界社 ゴルフメディア

株式会社ゴルフライブ ゴルフ用品全般

株式会社Qoncept 距離計測器

株式会社三信 ゴルフ用品全般

株式会社GPRO ゴルフシミュレーター

シャフトラボ　USTMamiya クラブシャフト

株式会社ジョイライフ 健康関連製品

株式会社タカヒロ ゴルフ小物

株式会社武市ウインド名古屋 ゴルフ関連設備

株式会社ダンロップスポーツマーケティング ゴルフ用品全般

株式会社ディテクト ゴルフシミュレーター

テーラーメイドゴルフ株式会社 ゴルフ用品全般

デサントジャパン株式会社 ゴルフ用品全般

株式会社ときわ商会 その他

株式会社DREAMBEER 食品･飲料

トレンドジャパン株式会社 ゴルフ小物

一般社団法人長野県ゴルフ振興基金 その他

株式会社二木ゴルフ ゴルフ用品全般

日幸物産株式会社 ゴルフ用品全般

日本シャフト株式会社 クラブシャフト

日本ハーモニー･リゾート ゴルフ場

一般社団法人 日本プロドラコン協会 その他

NEXGEN（㈱ゴルフパートナー） ゴルフクラブ

株式会社ネバーマインド ゴルフアパレル

株式会社ノビテック ゴルフ練習用品

株式会社hacomono ゴルフ関連設備

株式会社ハスラック ゴルフクラブ

ハドラスホールディングス株式会社 ゴルフ小物

株式会社HAMANI ゴルフ用品全般

パルシステム生活協同組合連合会
（（有）ビーアンドビーコミュニケーションズ） 健康関連製品

合同会社 Howard International ゴルフアパレル

株式会社 阪神交易 / ブッシュネルゴルフ 距離計測器

ピーアイエム デザインゴルフ ゴルフ用品全般

株式会社VIPグローバル 健康関連製品

Hilton Grand Vacations その他

福島県　県南地方振興局 その他

藤倉コンポジット株式会社 クラブシャフト

有限会社藤本技工 ゴルフ用品全般

ブリヂストンスポーツ株式会社 ゴルフ用品全般

株式会社BRAIN ゴルフシミュレーター

プレミアムウォーター株式会社 食品･飲料

株式会社プログレイス ゴルフ用品･卸販売

公益社団法人 北海道観光振興機構 政府観光局

株式会社ボディスプラウト ゴルフ小物

ホログラム･ワークス株式会社 ゴルフ用品全般

株式会社マインド ゴルフ用品全般

マジェスティゴルフ株式会社 ゴルフ用品全般

マスダゴルフ（㈱MURATA） ゴルフ用品全般

みかんぐみ株式会社 ゴルフ用品全般

ミズノ株式会社 ゴルフ用品全般

三菱ケミカル株式会社 クラブシャフト

株式会社メルシー その他

メルセデス･ベンツ日本株式会社 その他

株式会社ヤマト 健康関連製品

ヤマト徽章株式会社 ゴルフ用品全般

ヨネックス株式会社 ゴルフ用品全般

リーダーメディアテクノ株式会社 ゴルフ用品全般

株式会社リンクス ゴルフ用品全般

株式会社レザックス ゴルフ用品全般

ロックフィールドゴルフリゾート株式会社 ゴルフ場

株式会社 YKY ゴルフ関連設備

株式会社わたしのお教室 ゴルフメディア

出展社名（50音順） 主な取扱品
または業種 出展社名（50音順） 主な取扱品

または業種 出展社名（50音順） 主な取扱品
または業種

申込期日：2月20日〜3月10日
■ゴルフ用品セミナー（主催：日本ゴルフ用品協会、3月12日（土）13：00〜14：00　※講義後質疑応答の時間あり）

タイトル：コロナ禍におけるゴルフ産業の構造変化と今後（セミナー内容：1.FactData：データで振り返る「コロナ期」のゴルフ産業、2.コロナ
による市場変化から見えた課題と今後）
会場：パシフィコ横浜アネックスホールF204+ZOOMウェビナーによるWeb配信
講師：株式会社矢野経済研究所　フェロー　三石茂樹
募集定員：アネックスホール60名+Web100名（1人につき1アカウント厳守）※申込先着順

受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係者
参加費：無料（会員か非会員のみ必ずご入力ください）
申込方法：WEBページにて必要事項を入力ください。申込専用ページURL：https://www.jgga.or.jp/equipment-form/
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「JGGA 西日本支部主催 大試打会」 実施報告
　（一社）日本ゴルフ用品協会（JGGA）西日本支部（内本浩史支部長）は、7年振りとなる「大試打会」を2月13日（日）ポートアイランドゴル
フ俱楽部（神戸市中央区）に於いて、徹底したコロナ感染防止対策の下開催した。参加クラブメーカーは、国内外15社、32打席。
　当日は、コロナまん延防止重点措置期間中の小雨が降る肌寒い生憎の天候ではあったが、練習場自体の打席待時間が1時間を超えるような状況
もあり、最終的には161名が各メーカーの新製品クラブを存分に体感されていた。
　毎年「ジャパンゴルフフェア」が開催される首都圏エリアとは違い、関西エリアに於いては国内外のクラブメーカーの新製品クラブを一度に試
打できる機会は非常に少ない為、JGGAとしては今後も「大試打会」を継続して開催していく予定。来年は大阪市での開催を検討中。
■開催日時：2022年2月13日（日）　10：00〜16：00
■会場：ポートアイランドゴルフ倶楽部（神戸市中央区）
■参加メーカー：（順不同　法人格略）
本間ゴルフ、ミズノ、アクシネットジャパンインク、キャスコ、キャロウェイゴルフ、グローブライド、朝日ゴルフ、ダンロップスポーツマーケ
ティング、ヤマハ、マジェスティゴルフ、ヨネックス、ブリヂストンスポーツ、マスターズ、プロギア、テーラーメイドゴルフ
以上15社32打席
広告協賛：アルペンゴルフ5、二木ゴルフ、ゴルフギアサージ
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2022年1月20日開催「日本ゴルフサミット会議」報告

今後の「日本ゴルフサミット会議」の在り方、活動について
代表幹事　JGA山中専務理事

現在のサミット会議は主なゴルフ関連団体の代表者が集まっているとはいえ、それぞれ業種は多種多様であり、各団体の規模や目的も異なること
から、サミット会議として１つの事業を成し遂げたり、世の中に発信していくのには難しいのではと感じています。同様に感じておられる方も多
いと思いますが、サミット会議の在り方を根本的に見直す時期に来ていると思います。先人、諸先輩方が作られ、尽力されてきて、それなりの認
知度はありますが、一方で事務作業やお金の管理等、一部の団体に負担がかかっているのも事実で、団体間でサミット会議に対するかなりの温度
差、熱量の差があるように思われます。
つきましては、今回の日本ゴルフサミット会議にて、今後のサミット会議の在り方、役割の大きな柱として下記の提案について承認されましたの
でご報告させていただきます。

1.ゴルフ新年会の主催および事務局業務
新年にゴルフ界の主な団体の代表者が集まり、親睦を図り、情報交換をする場としては大変良い機会です。細かい事務局作業は今まで通りアウト
ソーシング（外注）する必要があると思いますし、今後はお呼びする人数も見直す必要はあるかと思いますが、新年会（特別講演等も含み）の主
催者および事務局としてその役割を担います。

2.政党・国会議員等の推薦や応援
いままでは、「ゴルフ関連団体協議会（ゴ連協）」がその窓口となってきました。当協会（JGA）は公益法人でもあるので、特定の政党や議員の推
薦や応援をすることはできません。ゴ連協が解散となり、その残預金は一時的に当協会で預かっておりますが、今後は本会がその窓口となり、役
割を引き継ぐことで、ゴルフ界として政府与党や議連の有力者に対する窓口、受け皿になります。

3.ゴルフ業界に於けるJGAの役割
ゴルフの普及や振興活動については、各団体それぞれで実践されておりますし、サミット会議でも2015年に「ゴルフの活性化のための3戦略目標
と18主要戦術課題」を決定し、ゴルフ界に呼びかけを行った結果、一定の成果はあげてきたと思います。当協会でも遅まきながら、ゴルファーの
数を増やすこと、ゴルフ振興やゴルフのイメージアップを図ることが重要であるということから、昨年は定款も変え、「ゴルフ振興推進本部」なる
ものを設立する準備を行っています。一方、当協会で出来ることは、そのマンパワーや財政を考えても限定されることから、この本部には地区連
盟やゴルフ関連団体から数名の方にも入ってもらいご尽力いただくことを考えております。ナショナルフェデレーションとして当協会でやるべき
ことを模索し、ゴルフ業界の旗振り役として、ゴルフ関連団体と連携し、推進、発信していくことが大切であると感じています。
そこで各団体で行っている普及・振興活動の告知、広報において、是非当協会（振興推進本部）の名前を利用していただけたらと思っています。な
お、本会でも長年に渡り取り組んできた「ゴルフ場利用税問題」や「国家公務員倫理規程問題」についても、今後は「ゴルフ振興推進本部」が中
心となり進めてまいりたいと考えております。本来統括団体（ＮＦ）としてやらなくてはならないことが出来ていなかったことを反省しつつ、今
後は皆さんと協力してゴルフの普及と振興活動に取り組んでいきたいと感じております。

JGGA製造渉外委員会からのお知らせ
「TIPスリーブ」模倣品についての注意喚起

平素は製造渉外委員会を始めJGGA諸活動へのご理解とご協力感謝申し上げます。この度、ゴルフクラブの使用上
におきまして、ご連絡をさせていただきます。

昨今、主にネット販売を中心に、各メーカードライバー用の「TIPスリーブ」（ネック部分の可変式スリーブ）の個
別販売が散見しております。その多くは、非正規品という注釈付きのもの含め、クラブメーカー純正のものでは無
い様です。模倣された側のクラブメーカーの調査によりますと、これら非正規品には、正規品とはスリーブの寸法、
ネジの材質および形状が異なるものがあり、またクラブメーカー所定の事故防止基準を満たさないものも一部ある
事が確認されております。非正規品使用による事故や、装着したゴルフクラブ等に不具合が発生した場合、クラブ
メーカーからの保証は受けれず、その責任は「TIPスリーブ」の装着を行った加工者が問われる事となります。「TIP
スリーブ」は、各クラブメーカー純正のもののみご使用されますよう、推奨させていただきます。 ※画像はイメージです。
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順位 DRIVER BEST５ メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 G425 MAX SERIES PING 1 G425 HYBRID SERIES PING

2 SIM MAX SERIES TAYLORMADE 2 G425 FW MAX SERIES PING

3 TSI3 SERIES TITLEIST 3 TS2 UT SERIES TITLEIST

4 SIM GLOIRE SERIES TAYLORMADE 4 SIM MAX FW SERIES TAYLORMADE

5 TSI2 SERIES TITLEIST 5 SIM MAX RESCUE SERIES TAYLORMADE

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 SRIXON ZX5 SERIES DUNLOP 2 RTX ZIPCORE WEDGE 
SERIES CLEVELAND

3 SIM MAX SERIES TAYLORMADE 3 JAWS FORGED WEDGE 
CRM SERIES CALLAWAY

4 XXIO 11 SERIES DUNLOP 4 RM4 WEDGE SERIES FOURTEEN

5 SIM GLOIRE SERIES TAYLORMADE 5 GLIDE 3.0 WEDGE SERIES PING

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

1 PRO V1 19 X OP TITLEIST 1 EXO SERIES ODYSSEY

2 PRO V1 19 OP TITLEIST 2 SIGMA2 19 SERIES PING

3 HONMA D1 20 
BT2001L,BT2001H OP HONMA 3 SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

4 BRIDGESTONE GOLF TOUR 
B JGR OP BRIDGESTONE 4 STROKE LAB 20 BLACK 

SERIES ODYSSEY

5 ERC SOFT OP CALLAWAY 5 TRIPLE TRACK 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12月1日〜 2022年1月31日

WEDGE 1位＝VOKEY DESIGN SM8 
WEDGE SERIES

vol.5

自らプレーを楽しんで、一人でもゴルフの魅力を伝えていただ
き、担当業務では、ユーザー目線でより分かりやすく、見やすい
カタログや店舗ツールなどの製作を期待しています。

（ゴルフ販促宣伝部一課　課長　河埜 友彦さん）

・2021年12月発売のゼクシオ12シリーズ、クラブ市場で順当に上位に
ランクイン。大雑把に集計すると、「ゼクシオ12」メンズモデルは前作並
みの初動、「ゼクシオEKS」は前作比約130%、レディースモデルは過去
最高の初動を記録
・当該月の販売実績も「バックオーダー分の納品による売上計上」が多
分に含まれており（例えば、11月以前のバックオーダー分が12月に小売
店に納品され12月分の売上として計上される）、「その月の実需」が読み
づらくなっている傾向が続いている
・ドライバー市場においては2月発売のテーラーメイド「ステルス」が各
小売店で過去最高レベルの予約受注が入っている模様だが、それをあ
まり感じさせない（「ステルス待ち」によって1月の実売が抑制されるといっ
た現象があまり感じられない）実績であった。このあたりも上述した「欠
品による納品時期のずれ」が少なからず関連しているものと推察される

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
ゴルフ販促宣伝部一課

業界リレー
インタビュー

Q1.いつからゴルフを始めたか

2018年会社に入社してから始めました。

Q3.好きなプロゴルファー

松山英樹プロ、勝みなみプロ。

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

自分の球がいつもスライスすること！意識すると逆に
曲がってうまくいかないこと

上司の方からのひとこと

Q7.今後のゴルフの目標

スコア100切りを目標に頑張ります！

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度/月ベース

練習は多いときで週1回で月4回です

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

ゴルフの部署に配属されたので、自分もゴルフデビ
ューしようと思ったため

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

ゴルフへの接点が大人になるまでにほぼないので、
子供のうちにゴルフに接する機会を作る。

河野 嶺太さん


