2018 年 5 月度 ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）議事要旨
日 時：５月１７日（木）

10:00～12:00

場 所：ゴルフダイジェスト社 会議室
出 席：JGGA、NGK、JGRA、PGS、JGJA、ゴルフダイジェスト、楽天、ゴルフネットワーク、
有識者、経産省
司 会：平野事務局長
議事録：ＮＧＫ
１．開会挨拶 (馬場委員長)
5/19(土)「エンジョイゴルフ Day」は委員各位の協力のもとキャンセル待ちが出るほどの応募
となり力を合わせると変わる一例となった。大きな意味を含んだイベントなので成功を祈念す
るとともに横展開になるよう努力していってもらいたい。
２．報告・検討事項
(1)GMAC セミナー(3/23)収支報告 (別紙参照)
収入 有料参加者 78 名 収入合計 318,000 円
支出 パシフィコ横浜会場使用料 75,600 円、DSE 運営協力費等 57,780 円
昼食代 14,642 円(次回残らないよう手配する)振込手数料 648 円 支出合計 148,670 円
収支差額 169,330 円
(2)「大学ゴルフ授業」の充実を目指した産学連携について(別紙参照)
①PGA 井上副会長の授業(武蔵野美術大学特別講師)の開催予定と懇親会のご案内
<6/12 授業見学・懇親会参加>は 6/5 までに北先生に申し込み
②産学連携による防止開発プロジェクト(武蔵野美術大学 北徹朗研究室)
<暑さ対策に優れた帽子開発プロジェクト>キックオフミーティング・為末大アドバイザリー
③G ちゃれ報告記事をウェブサイトに掲載
④第 2 回大学ゴルフ授業シンポジウム兼第 7 回大学ゴルフ授業研究会の動画
⑤2018 年度前期の「G ちゃれ」予定(開催決定分のみ)5/27、6/3、7/16、7/19、8/8、8/7
⑥2018 年度前期の「B ちゃれ」予定 5/20、6/24、7/23、7/30
⑦「第 3 回 PGA 大学ゴルフ実技研修会」の開催 7/28
⑧全国大学体育連合夏期全国研修会(岡山) 8/28～30
⑨リレー連載「我が大学のゴルフ授業」(月刊ゴルフ用品界提供)予定
⑩「英語でゴルフ授業」のための海外フィールド研修企画 8/17～22(タイ) 参加費 20 万円
(3)ゴルフ関連団体及び企業からのゴルフ活性化施策の実施状況報告と提案
◆「PGA ゴルフ市場再活性化策」の進捗状況
コースデビュープログラムの開催練習場にクラブ提供依頼(ダンロップ、BS 等)、プロモー
ションとして「ringolf」の YouTube 上にて配信(5/26)、少しずつ拠点拡大中。
◆「ゴルマジ」・・リクルートライフスタイル (別紙参照)
会員登録数 3,671 名(19 歳 539 名・20 歳 3,132 名)

5/10 現在

施設利用者数 2,684 名(練習場 2,527・ゴルフ場 157) 賛同施設(ゴルフ場 92・練習場 159)
＊今期の取り組み ・G ちゃれ×ゴルマジの連携検討 ・ゴルマジ Twitter での G ちゃれ取

材記投稿 ・ゴルマジ!体験動画の投稿 ・賛同ゴルフ練習場でのレッスンクーポンの拡充
・ゴルフショップにおける告知物(ポスター・チラシ)掲示強化
◆「楽ゴル・ゴルフスタートアッププロジェクト」・・楽天 (別紙参照)
楽ゴル提供 G 場数は 200 超だが 4 月は減少、練習場クーポンは増加傾向なので夏に向けて
ゴルフ場、練習場へ楽ゴル提供案内を強化する。
＊電車でゴルフに行こう特集をリリース(関東)4 月より
【実施背景】
<関東ゴルファーの現状>

①車がないからゴルフに行かない②渋滞等で行き帰りの移動に

時間がかかる③電車で行けるゴルフ場を知らない
<電車で行けるゴルフ場のメリットを PR> ①関東ゴルフ場は最寄駅から近いコースが多数
②駅近のゴルフ場はクラブバスが充実している③渋滞の心配無＆1 日の時間有効活用④行
き帰り全員飲酒が可能
メリットを知って頂くことで電車ゴルフの認知向上→ゴルフプレー機会の促進
・宅急便代の値上がりとマイナス材料もあるので、レンタルクラブの充実も視野に入れる
べきと意見あり。
＊楽天 GORA DAY 6/9(大阪)、6/29(愛知)、11/4(東京) 新規・既存ゴルファー応援
①若者(18 歳～29 歳)と同伴者は 1 時間打ち放題無料
②誰でも参加できる抽選会を実施。ゴルフグッズやゴルフプレー割引クーポン提供
◆「ゴルフ場を地域との交流の場として活用した地方創成事業」・・日本旅行 報告なし
◆「ゴルフのたすき」・・ゴルフネットワーク
4 月に第 1 話放映、第 2 話は 6/17 放映予定で製作中。5/19「エンジョイゴルフディ」を
取材し、番組時間は短いが、参加者の声を集約しイベント全体を紹介する。
(4)各団体及び委員からの報告・連絡事項
JGGA・・「ペアスクランブルゴルフ大会」開催について
7/16(月祝)CPG カントリークラブ(千葉県)

50 ペア 100 名

7/26(木)よみうりゴルフウエストコース(兵庫県)
7/27(金)みずなみカントリー倶楽部(岐阜県)

50 ペア 100 名

100 ペア 200 名

全会場は満杯で人気があると認識、何か所も開催したいが今後の課題、事後報告する。
JPGS・・5/1～ミッドアマ G 選手権の予約開始 5/15 現在 1,312 名(前年同日比▲25)例年並み
向井委員・・「関西コレクション」における若い女性向きのゴルフ活性化取組みへの参画提案
あり。
３．分科会ごとの討議と全体で討議結果の発表・協議
◎「若年層活性化」分科会

大石委員

「働き方改革」の中の「健康経営」をキーワードとして、一般企業にゴルフというものを意
識して頂く普及活動を実施するためのスキームが纏まりつつある。
「健康経営」(従業員が健康に働ける職場づくりを構築)により、ロスコストの削減を図るた
めにスポーツを活用(特にゴルフ)する方策を提案。大企業や中小企業(地域の商工・青年会議所
等含む)に汎用性のある仕組づくりを構築する。
第１段階・・机上の教育としてゴルフの良さをアピールできる機会を設けてもらう。
第２段階・・「G ちゃれ」に類似した社会人向けの「B ちゃれ」を実施する。
第３段階・・市場で行われている活性化施策へビジネスとしてつなげていく。

◎「情報発信強化」分科会

嶋崎委員

■ホームページの発信強化
・各団体における活性化施策を確実に HP に掲載していく。(担当者の役割分担の明確化)
・外部も含め、各種市場データを一括で GMAC の HP 上で閲覧できるよう各種データを整理し発
信する。 (喜田委員による取り纏めたものや、GEW 記事をクレジット付けて発信等々)
・三石委員より YPS データなど用品の売れ筋データの提供が承認されたので定期的に掲載して
いく。また、ゴルフ産業白書の過去分なども掲載できるよう交渉中である。
・各団体からの情報提供のスピードが遅くなるので、まずは団体の Facebook で拡散していく。
■情報発信のスケジュールについて
行政や企業・団体が定例的に発表している各種データを時系列的に整理し、ニュースリリー
スする。また、各部会イベント等においては集客も含め早めにニュースリリースする。
■メーリングリストの構築と整理
◎「４０～５０代掘り起こし」分科会

平野事務局長

GMAC 主催『エンジョイゴルフ Day』開催について 5/16 現在報告
日程:2018 年 5 月 19 日(土) 会場:東我孫子カントリークラブ西コース 9H 貸切
[参加者数]
コンペの部:26 ペア(52 名)

60 名応募でキャンセル 8 名

イベント全体(コンペ含む)

75 名参加を見込む

[アトラクションの部] (参加費無料)

12 歳未満は保護者同伴要

・最新クラブ試打会 ティーチングプロによるワンポイントレッスン
・パター＆アプローチレッスン、 １コマ 10 名以内 コンペとの時間調整あり
・スナッグゴルフ体験
・エチケット、マナー講習(初心者限定) コンペ参加者は半数程度
[昼食] 一般来場者と混同してしまうため、コンペスタート時間ごとに昼食時間設定
[参加者属性] 経験者／AV130 以上、50 歳以上夫婦、親子(父・母／子)、初心者同士と
いった、想定通りのペアの応募が多そう。初心者へのレンタルクラブ貸与 4 名
[アンケート実施] 75 名全員 (イベントを何処で知ったか等々)
[当日役割分担・協力]
コンペ(スタート・受付)、試打会、スナッグゴルフ、パター＆アプローチ、エチケットマ
ナー等 7 部署にて運営。(GMAC 関係 13 名、マグレガー松下氏、永井プロ、ダンロップインス
トラクター)
[イベント見学・取材]
<取材> ゴルフネットワーク →写真(動画)等は GMAC ホームページ用に提供
<見学> ゴルフ練習場

ポールパーク(相模原市)、タイムジップス 24(西東京市) HP より

[コンペについて]
シンプルにしたいので「ペアスクランブル(9HS)」とし、ショートは「複数カップ」「でか
カップ」を採用、ミドル等にはラッキーゾーンを設置。特別ルールとして OB は 1 ペナ、バン
カー3 打で出ない時は 4 打目で手投げ OK。
【質疑】
■プロ 3 名の費用について→今回のダンロップ所属プロについてはダンロップが負担している。
(ダンロップゴルフスクールでは系列イベントでは特別価格→GMAC イベントは検討)

■本イベントは汎用性があるのか?経費の担保はあるのか?
今回のイベントは試作企画なので参加費 4,000 円と極力安価に設定したが、土日開催なら
１万円を下回る 9,000 円程度が見込めると思われる。今回 9HS 貸切は大きかった。横展開と
して、今後は 27H のゴルフ場や、夏場等の一般プレー後のイベントとして 9H プレーを促進で
きるよう提案していければと考える。
４．委員会開催日程
2018 年 6 月 15 日(金)

10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

7 月 27 日(金) 10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

8 月 23 日(木) 10:00～12:00

於）ゴルフダイジェスト社

以上

