第 53 回 ジャパンゴルフフェア 2019
実施概要
パシフィコ横浜
2019 年 3 月 22 日（金）～3 月 24 日（日）
【開催概要】
■ 名

称：

第 53 回ジャパンゴルフフェア 2019（53rd JAPAN GOLF FAIR 2019）

■ フェアスローガン：ゴルフのすべてを見る、触れる
■ 会

期：

2019 年 3 月 22 日（金）～3 月 24 日（日）の 3 日間

■ 開場時間：

10：00～19：00（最終日は 17：00 まで）

■ 会

場：

パシフィコ横浜 展示ホール＋アネックスホール （21,350 ㎡）
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１

■ 主

催：

一般社団法人 日本ゴルフ用品協会

■ 後

援：

経済産業省、横浜市、アメリカ大使館商務部、日本貿易振興機構(ジェトロ)、
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、日本ゴルフ関連団体協議会、
ウィズ・エイジングゴルフ協議会

■ 協

力：

BUZZ GOLF、EVEN、ringolf、UUUM GOLF、アルバトロスビュー、ゴルフクラシック、
ゴルフダイジェスト、ゴルフダイジェスト・オンライン、ゴルフトゥデイ、
ジュピターゴルフネットワーク、パーゴルフ、バリューゴルフ、レジーナ、
ワッグル（50 音順）

■ 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 2019 実行委員会

■ 運

営：

ジャパンゴルフフェア運営事務局

■ 入 場 料：

無料

■ 動員目標：

6 万人

※報道受付は、展示ホール２F コンコースの総合受付横に全日設置しております。
※プレスルームを用意していますのでご利用ください。（M2F 控室 DM１）
※主催者側での駐車場のご用意はございません。公共交通機関をご利用ください。

― イベントおよび取材・掲載に関するお問合せ先 ―
日本ゴルフ用品協会 ゴルフフェア委員会
TEL．03-3832-8589 FAX.03-3832-8594 info@jgga.or.jp
ジャパンゴルフフェア運営事務局
TEL．03-3468-4378 FAX.03-3468-4456 info@japangolffair.com

報道関係者向けイベント紹介
１．オープニングセレモニー
■開催日時：22 日（金） 9：30～10：00
■会 場：イベントステージ（ホールＤ海側）
■内 容：主催者挨拶・来賓祝辞、開会宣言
２．第 8 回 日本プロゴルフ殿堂入り式典
日本のプロゴルフ界に貢献された方々を讃えるために、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のプロゴルフ 3 団体により設立された「日本プロゴルフ
殿堂」の顕彰式典を開催。
■開催日時：22 日（金）14：30～
■会 場：イベントステージ（ホールＤ海側）
■主 催：日本プロゴルフ殿堂
■顕彰者：佐藤精一氏、小林法子氏、中嶋常幸氏、森口祐子氏

注目の新企画

（ジャパンゴルフフェアが主催 or 共催 or 後援）

１．女性専用試打席＆女性専用ラウンジ
日本のゴルフシーンに欠かせない存在になっている女性ゴルファーに特化した情報発信を展開するた
め、試打席オープンタイプを利用した「女性専用試打席」と、気軽にくつろぎながら女性向けのゴルフ関
連情報に触れられる「女性専用ラウンジ」を設置する。
■実施コンテンツ
○ゴルフを楽しむ女性ならではの様々な疑問に答える「ゴルフ何でも相談デスク」
担当：ゴルフダイジェスト・オンライン 向井康子
○女性ゴルファーに向けたボディチェックのポイントアドバイス
担当：日本ピラティス指導者協会 ゴルフピラティスマスターコーチ 太田律子
○楽園ゴルフ人気モデルによるミニイベント
○フリードリンク
２．コミュニケーション広場
ジャパンゴルフフェア開催中、来場者への情報発信の場として、「コミュニケーション広場」を設置する。
「セミナー」や「ワークショップ」等のイベントを通し、ゴルフに関わる多様なコミュニケーションを実施。
※参加は無料ですが、コンテンツによってはＪＧＦ公式ＨＰから事前予約が必要。
■実施コンテンツ（予定）
＜22日（金）＞
○11：00～ ゴルフJGA新ルール解説セミナー
講師：ＪＧＡルール担当委員
○13：00～ 女性ゴルファーのクラブ選びのポイント
講師：PCMラボ 筒康博、 GUEST：ringolf 宮下泰明、 Curucuru 関香織
○15：00～ クラブ選びで、男性ゴルファーのレベルアップを実現
講師：PCMラボ 村田辰也、筒康博
＜23日（土）＞
○12：00～ ゴルフJGA新ルール解説セミナー
講師：ＪＧＡルール担当委員
○13：00～ ワークショップ「自分でできるグリップ交換」
講師：日本フェィウィック
○14：00～ ＰＧＡティーチングアワード表彰式
○14：30～ マーク金井 ゴルフギアセミナー
講師：マーク金井
○16：00～ 腰痛の原因は◯◯だった！？ 「ゴルフのカラダ」の作り方
講師：日本スポーツ協会アスレチックトレーナー 黒澤洋治
＜24日（日）＞
○11：00～ ゴルフJGA新ルール解説セミナー
講師：ＪＧＡルール担当委員
○12：00～ 知って得するゴルフシャフトの話
講師：藤倉ゴム工業 古川義仁
○13：00～ マーク金井 ゴルフギアセミナー
講師：マーク金井
○14：00～ ワークショップ「ゴルフグリップ交換のススメ」
講師：IOMIC
○15：00～ ゴルフコンディショニング講座 ※事前にフェア公式サイトにて募集
講師：日本理学手技療法協会整体療術師/日本プロゴルフ協会会員 坂井昭彦プロ

３．ゴルフ エクササイズ広場
他のスポーツよりも長く楽しむことが出来るゴルフを、最適なコンディションでプレーするために、フィジカ
ル面の様々なチェック＆トレーニングを体験していただく企画です。
年齢や効果を発揮するシーンにも目を向け、参加者に最も適した多彩なプログラムを提供します。
ゴルフピラティスは、女性ゴルファーにもおすすめです。
※参加は無料ですが、コンテンツによってはＪＧＦ公式ＨＰから事前予約が必要。
協力：国際武道大学陸上部、日本ゴルフフィットネス協会、日本ピラティス指導者協会
■実施コンテンツ（予定）
＜22日（金）＞
○10：30～ ゴルフボディチェック＜ゴルフ時の痛み予防のための検診＞
○13：00～ パフォーマンストレーニング＜パワーを引き出すエクササイズ＞
○15：00～ ゴルフボディチェック＜基本動作10項目を15分診断＞
○17：00～ パフォーマンストレーニング＜ゴルフを続けるためのボディ造り＞
＜23日（土）＞
○10：30～ ゴルフピラティス
1部：＜ウォームアップ編 ラウンド前におススメ体幹ストレッチ＞
2部：＜体幹トレーニング編 下半身を鍛えて飛距離アップ＞
○13：00～ 最新コーディネーショントレーニング＜昨日まで動かなかった機能を活性化＞
※事前にフェア公式サイトにて募集
○15：00～ ※横浜市次世代育成事業
○17：00～ ゴルフピラティス＜けが予防編 18ホール楽しくラウンドできるからだ作り＞
＜24日（日）＞
○10：30～ ※横浜市次世代育成事業
○13：00～ 最新コーディネーショントレーニング＜昨日まで動かなかった機能を活性化＞
※事前にフェア公式サイトにて募集
○15：00～ ゴルフピラティス集
1部：＜ウォームアップ編 ラウンド前におススメ体感ストレッチ＞
2部：＜体幹トレーニング編 下半身を鍛えて飛距離アップ＞
※横浜市次世代育成事業
MICE開催の機会を活用し、横浜の未来を担う子どもたちが普段は体験できない学習を通して、専門性
の高い内容を楽しく学ぶ目的の「横浜市次世代育成事業」にＪＧＦが参加。
『ゴルフ体験と運動能力開発プログラム』 のテーマ―で、小学生に効果的な「運動能力向上のトレーニ
ング」と「ゴルフの基本動作の体験」の２つのプログラムを実施
■主 催：日本ゴルフ用品協会
■共 催：横浜市
■協 力：NPO法人日本ジュニアゴルファー育成協議会
■対 象：横浜市内在住か在学の小学生 ※横浜市による事前募集で当日参加不可
■会 場：「ゴルフ エクササイズ広場」および「試打席」

充実の継続企画

（ジャパンゴルフフェアが主催or共催or後援）

１．見学ガイドツアー
ゴルフ知識豊富なツアーガイドが独自の切り口でジャパンゴルフフェアの会場内を案内する「ゴルフフ
ェア見学ガイドツアー」。好評を受け、今回も実施します。
ＴＶでもおなじみの 3 名のツアーガイドが、それぞれの個性を生かしたコーディネートで分かりやすくそ
して楽しくご案内します。
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■参加人数： 15 名／1 回
■参加費用： 2,000 円(税込) 事前申込み ※事前にフェア公式サイトにて募集
■ガイド：関 雅史プロ、鹿又芳典氏、鶴原弘高氏
２．ゴルフプレー券が当たる！ JGF×GDO 大抽選会
来場者全員にチャンスがある来場者プレゼント企画。今回もゴルフダイジェスト・オンラインの全面協
力で、魅力的な賞品が当たります。
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■共 催：ゴルフダイジェスト・オンライン
■実施内容：・ＬＩＮＥのＧＤＯ友達登録経由でエントリー
（ＬＩＮＥを使えない人は会場設置のＰＣからエントリー）
■賞 品：
○無料プレー招待券 50 組（200 名）
○ゴルフ場利用クーポン 3000 円分×400 名
○その他、ドライバーやパター、スイング診断券など、ゴルフ関連賞品多数
３．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。
前回実施したシャフトや地クラブのコーナーを統合し、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。
■主 催：ユニバーサルゴルフ社／ＰＣＭ
■後 援：ジャパンゴルフフェア
■参加社：
ARESO GOLF／FST Japan／GOLDEN RATIO／HARAKEN／Jewelry Markers Design Inc.／
MK トレーディング／OMNIX GOLF／PCM ラボ／PGN／TOUR SPEC GOLF／TRPX／
アクシスゴルフ／朝日ゴルフ／アドラージャパン／アルク／イオンスポーツ／一新時計／
エストリックス／エリートグリップ／カムイ・中条／共栄ゴルフ工業／グラビティ／軽撃区／
国際インストラクタープロゴルフ協会／ゴルフギャレーヂ／コンポジットテクノ／ジェージーイー／
ジオテックゴルフコンポーネント／島田ゴルフ製作所／シンカグラファイト／
スポーツライフプラネッツ／トライアル／ノビテック／フェアウェイクラブ／フォーブス／
扶桑電機工業／フライハイト／マスターズ／ユニバーサルゴルフ／ヨシムラゴルフ／ヨネックス／
レベルコ ・ ZONE／ロイヤルコレクション／和宏エンタープライズ／渡辺製作所
４．初出展社 製品紹介コーナー
初出展社への注目を高めるため新たに登場する魅力的な製品を紹介するコーナーを設置。
初出展社のブースへ来場者を誘導するためのインデックスとしても活用いただきます。
５．フードコート
食事の時間を気にすることなくゴルフフェアを楽しんでいただくために、フードコートを開設。
前回、ゴルフフェアオリジナル弁当が好評だった崎陽軒を始め、和牛を使用したピタサンドや、
クレープなどのスイーツなど、新たなメニューも登場します。

必見の販売関連企画
１．JGF×ringolf グッズ販売
ＪＧＦと ringolf のコラボ企画として、ＪＧＦグッズを制作。人気のＮＥＷＥＲＡのキャップとバイザーにダブル
ネーム入りの限定アイテムを販売する。ringolf のオリジナルグッズなども購入が可能です。
３．JGF 販売コーナー
「会場でゴルフ用品を購入したい」という来場者の強い要望に応え、前回初めて実施の企画。
最新・人気モデルの販売や特典商品の販売など、ゴルフフェアならではのサービス満載のコーナーで、
今回は会場を拡大して実施します。
安心して、そしてアウトレット感覚でお得な買い物を楽しんでいただけます。
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■協 力：有賀園ゴルフ、二木ゴルフ
■会 場：２F アネックスホール
５．ゴルフアパレル販売コーナー
ファッションショー開催と共にニーズが高まった企画コーナー。毎回感度の高いブランドを集め、女性は
もちろん男性来場者の注目も集めています。
■出品ブランド：
EVEN／エドウィンゴルフ／エフィカス・エフィカスオム／キスオンザグリーン／クランク・フィドラ／
ザ・スウィンガー／スタッツ／ニールグ＆コー／パームスネーク／リエンダスエルタ
６．出展社ブース内販売
出展各社が直接販売。レアなグッズが手に入ると人気の企画。
マーケティング調査感覚で実施する出展社も多いため、来場者にとってお得な内容となっています。
今回さらに実施ブースが増加しました。
■販売実施ブース：
AZAS GOLF／BMZ／ガレリア光ボール LED）／グレンコーポレーション／ケイジェイシー／
コラントッテ／ゴルフダイジェスト社／コンフォート･ゴトウ／サンヴァリィ (ピレッティ・ラウドマウス）／
シーモアパター・カンパニー・ジャパン／ジュピターゴルフネットワーク／テイクスインク／トップ貿易／
日本たばこ産業／ニューアート・クレイジー／ノビテック／八甲／阪神交易・ブッシュネルゴルフ／
ファイテン／プログレイス／マインド／マスダゴルフ／メルシー／メルセデス・ベンツ日本／ゆうき／
ライト／リーダーメディアテクノ
７．「入札型チャリティオークションコーナー」
ツアープロの愛用品やサイン入りグッズのチャリティオークション。男女人気ツアープロから提供された
グッズを手に入れられるチャンスのため、例年多くの入札が集まる注目の企画です。
売上収益金は、男子は JGTO を通じて「高松宮妃癌研究基金」へ、女子は LPGA 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）」へそれぞれ寄付されます。
※一部のグッズについてはフェアの会期前日まで、ジャパンゴルフフェア公式サイトからもオークションに
参加できます。 http://www.japangolffair.com/
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■商品提供プロ
（男子）
S・ノリス(ﾉﾘｽ･ｼｮｰﾝ)／青木 功／秋吉 翔太／浅地 洋祐／池田 勇太／石川 遼／市原 弘大／
稲盛 祐貴／尾崎 将司／小田 孔明／片山 晋呉／近藤 智弘／薗田 俊輔／竹谷 佳孝／
崔 虎星（ﾁｪ･ﾎｿﾝ）／手嶋 多一／時松 隆光／額賀 辰徳／藤本 佳則／星野 陸也／
武藤 俊憲／山下和宏

（女子）
有村智恵、アンソンジュ、大里桃子、大山志保、勝 みなみ、菊地絵理香、小祝さくら、
ささきしょうこ、笠りつ子、森田遥 他
８．トーナメントグッズ販売コーナー
トーナメント会場でしか入手できないトーナメントグッズのチャリティ販売を実施。
午前中には売り切れとなる日もあるほどの人気企画です。
収益金は、ジュニアゴルファー育成基金に寄付されます。
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■商品提供トーナメント：
（男子ツアー）
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP／ISPS ハンダマッチプレー選手権／
RIZAP KBC オーガスタゴルフトーナメント／関西オープンゴルフ選手権／
～全英への道～ミズノオープン at ザ・ロイヤルゴルフクラブ／
ダンロップ・スリクソン福島オープンゴルフトーナメント／ダンロップフェニックストーナメント／
中日クラウンズ／東建ホームメイトカップ／トップ杯東海クラシック／日本プロゴルフ選手権大会／フジ
サンケイクラシック／ブリヂストンオープンゴルフトーナメント
（女子ツアー）
LPGA ツアーチャンピオンシップ リコーカップ／ＴＯＴＯジャパンクラシック／
Ｔポイントレディスゴルフトーナメント／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／中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン／
ニチレイレディス／日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯／
フジサンケイレディスクラシック／富士通レディス／ほけんの窓口レディース／
マンシングウェアレディース東海クラシック／
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント／
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／
ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGR レディスカップ／ヨネックスレディスゴルフトーナメント

人気のレギュラー企画

（ジャパンゴルフフェアが主催・共催・後援）

１．チャレンジコーナー
20 年以上続く、ゴルフフェアの人気ナンバー1 参加型イベント。
飛距離のドラコン、寄せのニアピン、繊細さのパターと、ゴルフの３要素で競っていただきます。
成績に応じて参加者全員に賞品を進呈。
■参加方法は当日受付（先着順）
■参加料： 500 円
イベントパスポート：1000 円
※ドラコン･ニアピン･パターそれぞれに１回チャレンジできる大変お得なパスポート
２．ファッションショー
女性ゴルファーが注目されて以来、常に人気のコンテンツとして定着した企画。本格的ゴルフシーズン
到来の時期、ファッションに敏感な来場者に最新トレンドを紹介します。
■開催日時： 23 日(土)、24 日(日)
両日ともに 11：00～ 13：30～ 14：00～
■会 場：イベントステージ
■主 催：EVEN／楽園ゴルフ
■共 催：ジャパンゴルフフェア
■出品ブランド：
アドミラル ゴルフ／アンパスィ／エドウイン ゴルフ／キスオンザグリーン／キャロウェイアパレル／
クランク・フィドラ／ジュン＆ロペ／ゾーイ／チャンピオンゴルフ／トミーヒルフィガーゴルフ／
ニューバランスゴルフ／パーリーゲイツ／ビームスゴルフ／ビバハート／フィラゴルフ／
マンシングウェア／ムータマリン／ラウドマウス／ラフアンドスウェル／リエンダスエルタ／
ルコック スポルティフ ゴルフ
３．ゴルフ場＆地域観光・物産コーナー
ゴルフツーリズムの視点でゴルフ場の紹介とともに地域の観光および物産を紹介します。
物産販売が来場者の人気につながり、レギュラー企画として定着しました。
■主 催：ジャパンゴルフフェア
■出展地域：北海道、福島･しらかわ、御殿場市･小山町、高知市、ゴルフアイランド沖縄
４．ファミリーゴルフ広場
スナッグゴルフを使った的当てゲームや、パターなどで遊べるコーナーです。
お子さんの安全なゴルフ体験としてはもちろん、大人でも十分に楽しめる広場です。
ゲームの賞品も用意されています。

その他の展開
１．ringolf on Stage
「リンゴルフがゴルフサバイバルをやってみた」
You Tube 動画配信サイト ringolf （リンゴルフ）が、ＢＳ日テレの協力のもとリンゴルフメンバー複数人に
よるサバイバル方式の対決を実施。その様子を YouTube のプレミア配信(視聴者全員で同じ時間にチ
ャットをしながら視聴する)形式で配信し、ゴルフフェアの来場者と共に視聴します。
果たして誰が勝利するのか、チャットで推測しながらみんなで盛り上がりましょう！
■日 時： 22 日（金）17：00～ 23 日（土）17：30～
２．有賀園Ｇゴルフウェア買取サービス
不要なゴルフウェアを買取ります。
■内 容：ゴルフウェアを 2 枚で 1,000 円分の「ＪＧＦ×有賀園ゴルフ商品券」で買取ります。
■商品券利用対象：
○有賀園ゴルフ全店
○ゴルフフェア会場内の主催者コーナーで利用可能
※一部ブランド、商品で買取できない商品があります
３．とことんゴルフゴルフフェア生中継 2019
関根勤が 4 時間にわたってＪＧＦを見て回る生中継番組を今回も実施します。
■主 催：ゴルフネットワーク
■出演者： MC/関根勤 松本あゆみ GUEST/レッド吉田 ほか
■中継日時： 24 日（日）11：00～15：00
４．ゴルフ FAN！プロジェクト
2019 年の男子プロゴルフツアーは、選手がファンと直接ふれあう「ゴルフ FAN！プロジェクト」を発足。
今回ＪＧＦのイベントステージで、参加選手からプロジェクトへの意気込みが発表されます。
■主 催：日本ゴルフツアー機構
■日 時： 23 日（土）12：15～
■出演者：市原弘大、堀川未来夢、梅山知宏、中西直人 他（予定）

主催者および関連団体セミナー

（於：アネックスホール）

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多数開催されます。
＜開催日時順＞
１．日本ゴルフジャーナリスト協会セミナー
■タイトル：黒船来襲！どうなる日本ツアー
■セミナー内容：ZOZO チャンピオンシップ日本開催でどんな変化が起こるのか？
■日 時： 22 日（金） 11：00～13：00
■会 場：アネックスホール Ｆ206 会議室
■主 催：日本ゴルフジャーナリスト協会（ＪＧＪＡ）
■登壇者：ゴルフ緑化促進会 大西久光 理事長／ゴルフジャーナリスト 佐渡充高／
ゴルフインストラクター：永井延宏氏／
ファシリテーター：小川朗氏
■募集定員：100 名
■受講対象：ゴルフ業界関係者、メディア
■参加費： 無料
■申込期日：3 月 15 日（金）
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
日本ゴルフジャーナリスト協会 担当者名：車田いずみ
TEL 03-6273-2240 FAX03-3351-1706 E-mail：info@jgja.jp
２．ＧＭＡＣゴルフ市場活性化セミナー
■タイトル：「寛容」から見るビジネスヒント 女性ゴルファーの創造に向けて
■セミナー内容：ゴルフ場、練習場での成功事例紹介、女性ゴルファー目線での集客ヒント
■日 時： 22 日（金） 13：20～15：20
■会 場：アネックスホール Ｆ205 会議室
■主 催：ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）
■後 援：経済産業省
■登壇者：吉川インターゴルフ倶楽部（ＭＥＣＨＡ）代表取締役 佐藤祐康
第百ゴルフクラブ（練習場）支配人 山本桂
allure edit.代表 谷口綾
■募集定員：150 名
■受講対象：ゴルフ市場活性化、女性ゴルファー集客に興味のある方はどなたでも
■参加費：会員 4,000 円（関連 6 団体会員） ／ 非会員 5,000 円
■申込期日：3 月 8 日 ただし定員になり次第締め切りと致します
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
ゴルフ市場活性化委員会 担当者名：事務局(住友ゴム） 平野敦嗣
TEL 078-265-3044
E-mail：atsushi-hirano@dunlopsports.co.jp

３．ゴルフ練習場 ビジネスセミナー
■タイトル：ＪＧＲＡビジネスセミナー2019
「ゴルフ練習場 来客と売上増える 2 つの最新成功術」 ～今年が旬な打席装置と人材活用術～
■セミナー内容：
第一部：若年層のエンジョイゴルファーが来客する最新打席装置
第二部：女性目線が成功のカギ！あなたの練習場ファンが増える女性スタッフ活用術
■日 時： 22 日（金） 15：30～17：30

■会 場：アネックスホール Ｆ206 会議室
■登壇者：第一部：株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 取締役 吉川雄大氏
TrackMan 株式会社 代表取締役 庭山章氏
第二部：第百ゴルフクラブ 支配人 山本桂氏
■募集定員：100 名
■受講対：練習場経営者
■参加費：会員 4,000 円 ／ 非会員 6,000 円
■申込期日：3 月 8 日（金）
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
全日本ゴルフ練習場連盟
担当者名 山崎博之
TEL 03-5772-3821 FAX 03-5772-3822 E-mail：jgra@gol.com

４．ＰＧＡティーチングプロアワード
■タイトル：2019PGA ティーチングプロアワード最終選考会
■セミナー内容：
2018 年 11 月に行われた一次選考会で選出された３名が、ここで自身の研究をプレゼンテーションし、そ
の後最終選考会が行われます。
■日 時：23 日（土） 10：30～12：00
■会 場：アネックスホール Ｆ205 会議室
■主 催：日本プロゴルフ協会（PGA）
■登壇者：伊藤佳祐／上田栄民／長谷川康之 ※最終メンバー3 名
■募集定員：特になし
■受講対象：PGA 会員
■参加費：会員 無料 ／ 非会員 無料
■申込期日 当日
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
日本プロゴルフ協会
担当者名：伊藤靖士
TEL 03-5472-5585
FAX 03-5472-7700
E-mail：info@pga.or.jp

５．ゴルフ用品セミナー
■タイトル：ゴルフクラブの「スペック測定」に関するガイドラインの説明
■セミナー内容：
消費者がゴルフクラブやシャフトなどを購入する際にその機能や特徴が分かり易く、比較・選択が容易
に正しく出来ることを目的にガイドラインを制定している。
本年 1 月にそのガイドラインに新たにシャフトが追加されたので全般の説明を含めて紹介。
■日時：23 日（土）12：00～
■会場：アネックスホール Ｆ206 会議室
■主催：日本ゴルフ用品協会（JGGA）
■講師：ＪＧＧＡ製造渉外委員会メンバー
■募集定員：80 名
■受講対象：ゴルフ用品協会の会員、一般ユーザー
■参加費：会員 無料 ／ 非会員 2,000 円
■申込期日：3 月 14 日（木）※但し、定員になり次第締切といたします
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
日本ゴルフ用品協会
担当者名：蓋・北川
TEL 03-3832-8589
FAX 03-3832-8594
E-mail：info@jgga.or.jp

６．大学ゴルフ授業研究会会合
■タイトル：課外授業でコース体験１０００人突破 ぼくらが「ゴルフ」を選んだワケ
■セミナー内容：大学ゴルフ授業の現状報告ならびに現役大学生がゴルフと業界を語る
■日 時：23 日(土） 13：00～16：00
■会 場：アネックスホール Ｆ205 会議室
■主 催：大学ゴルフ授業研究会
■講 師：
第１部：北 徹朗（武蔵野美術大学）、高丸 功（学習院大学）、蓋孝（日本ゴルフ用品協会）、
佐々木進一（八王子カントリークラブ）、小見戸 哲（上野原カントリークラブ）、
大石順一（日本ゴルフ場経営者協会）
第２部：浦邉敏彦（ブリヂストンスポーツ株式会社）、中村 修（ゴルフダイジェスト社）、
第３部：北 徹朗（武蔵野美術大学）、片山哲郎（株式会社ゴルフ用品界社）、一橋大学、
東京工業大学、慶應義塾大学、学習院大学、法政大学、中央大学、亜細亜大学、
武蔵野美術大学、など都内の大学生とディスカッション
■募集定員：80 名
■受講対象：ゴルフ業界関係者、教育関係者、一般
■参加費：会員 無料 ／ 非会員 無料（名刺を頂戴致します）
■申込期日：当日参加可能
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
大学ゴルフ授業研究会
担当者名：車田いずみ
TEL03-3351-1501
FAX03-3351-1706
E-mail：info@daigaku-golf.org
７．Ｒ＆Ａ用具規則セミナー
■タイトル：Ｒ＆Ａ用具規則セミナー
■セミナー内容：2019 年用具規則
用具審査手続き
ディスタンスインサイトプロジェクト
■日 時：23 日（土） 14：00～15：00（最大 15：15 まで）
■会 場：アネックスホール Ｆ206 会議室
■主 催：日本ゴルフ用品協会（JGGA）
■登壇者：スティーブ・オットー教授 （R&A ｴｷｯﾌﾟﾒﾝﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、ﾁｰﾌﾃｸﾉﾛｼﾞｰｵﾌｨｻｰ）
■募集定員：80 名
■受講対象：ゴルフ用品製造・卸・小売関係者
■参加費：会員 無料 ／ 非会員 2,000 円
■申込期日：3 月 14 日（木）※但し、定員になり次第締切といたします
◇本セミナーのお問合せ・お申込み先
日本ゴルフ用品協会
担当者名：蓋・北川
TEL 03-3832-8589
FAX 03-3832-8594
E-mail：info@jgga.or.jp

