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【開催概要】 

■ 名    称： 第 52回ジャパンゴルフフェア 2018（52nd JAPAN GOLF FAIR 2018） 

■ フェアスローガン：ゴルフのすべてを見る、触れる 

■ 開催テーマ：FIND GOLF 2018 

■ 会    期： 2018年 3月 23日（金）～3月 25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 

■ 特別協力： JGFゴルフメディア・コミッティ 

BUZZ GOLF、EVEN、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、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 2018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 

mailto: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：3月 23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・来賓ご祝辞、開会宣言 

 

２．第 6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：3月 23日（金）13：30～ 

■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：金井清一氏、藤井義将氏、吉川なよ子氏 

 

３．ウィズ・エイジングゴルフ協議会 研究結果発表会                                        

ゴルフの健康効果について、認知症予防の視点で進められた研究の成果を発表します。 

研究はウィズ・エイジングゴルフ協議会の協力の元、国立長寿医療研究センター、東京大学、杏林大学 

によって共同で進められ、ゴルフ業界にとっても注目の内容となります。 

■発表タイトル：ゴルフで認知症予防～記憶力がゴルフで改善～ 

■開催日時：３月２３日(金) １１：００～ 

■会 場：イベントステージ（ホールＤ海側） 

■主 催：ウィズ・エイジングゴルフ協議会 

参画団体：関東ゴルフ連盟、日本芝草研究開発機構、日本ゴルフ場支配人会連合会 

日本女子プロゴルフ協会、日本プロゴルフ協会 

 



 注目の新企画 （ジャパンゴルフフェアが主催・共催・後援） 

 

１．～After 5～ バーディータイム企画                                           

開催期間中の金曜日と土曜日の閉場時間を 19：00に延長し、「～After５～ バーディータイム」と命名。 

夕方からの来場を促進することを目的とした各種企画を実施。 

■開催日時：3月 23日（金）、24日（土） 17：00～19：00 

  ■展開内容：フェア各コーナーで夕刻からの来場者を想定した特典企画を実施。 

＜JGF販売コーナー＞ 

バーディータイム限定商品の販売 

 

＜試打・スペシャル指定＞ 

午前中には予約が終了する人気の各社試打ブースで、夕方から参加できる枠を設定。 

一部打席の事前予約はＪＧＦの公式サイトから可能です。またそれ以外の打席は 

各社それぞれですので、事前にご確認下さい。 

○協力出展社 

FDR、アクシネットジャパン、キャロウェイゴルフ、ダンロップスポーツマーケティング、 

テーラーメイドゴルフ、日本シャフト、ニューアート・クレイジー、フォーティーン、 

ブリヂストンスポーツ、プロギア、ミズノ、ヤマハ、ヨネックス （50音順・1月 29日現在） 

 

 ＜出展社からのプレゼント お楽しみ抽選会＞ 

     出展社から提供された景品が当たる抽選会を実施。 

○主催：グローバル ゴルフ メディア グループ 

○共催：ジャパンゴルフフェア 

○会場：イベントステージ（ホールＤ海側） 

○開催日時：3月 23日（金）、24日（土）17：30～ 

               25日（日）16：00～ 

 ＜各出展社ブース＞ 

   各ブースにて、オリジナルな展開を予定 

 

 

２．シャフトコーナー                                                       

 シャフトにこだわるのが常識となりながら、意外に知られていないシャフトの機能と製品についての情報 

 を集結したのが、初企画の「シャフトコーナー」。 

 クラブコーディネーターとしてＴＶ番組でもおなじみの鹿又芳典氏の協力を得て、シャフトに様々な角度 

からアプローチします。もちろん製品紹介も充実し、16社にのぼるシャフトが一堂に展示されます。 

 ■主 催：ジャパンゴルフフェア 

■コーナー監修：鹿又芳典（クラブコーディネーター） 

■参加出展：※このコーナーのみの出展 

TRPX、アールエムプロダクツ、コンポジットテクノ、シンカグラファイト、 

■協力出展：※会場内にブース出展あり 

FDR、HARAKEN、オリムピック、グローブライド、ジオテックゴルフコンポーネント、 

島田ゴルフ製作所、ダンロップスポーツマーケティング、日本シャフト、 

ニューアート・クレイジー、藤倉ゴム工業、三菱ケミカル、ヨネックス 



３．コンポーネントコーナー／ヘッドその他                                         

クラブシャフトへ注目が集まるとともに、ヘッドなどその他のパーツについての関心も高まっています。

「ゴルフクラブをコンポーネントして組み上げたい」という声に応えて、今回初めて「コンポーネントコーナ

ー／ヘッド・その他」を展開します。 

ヘッドやグリップといったシャフト以外のパーツを始め、周辺ツールや計測・調整機器等、クラブのコンポ

ーネントに関わるアイテムを紹介します。 

■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：  

ＨＡＲＳＡＫＥＮ、MTグローバル、Shang Chong International、Sunshine Plus、Ｔ＆Ｄ、 

アクシスゴルフ、朝日ゴルフ用品、アドラージャパン、イオンスポーツ、エム･ケイ･トレーディング、 

ガゼックス･カンパニー、共栄ゴルフ工業、共和ゴルフ、軽撃区、光栄ゴルフ製作所、 

ゴルフギャレージ、ゴルフテック叡智、ジオテックゴルフコンポーネント、スポーツライフプラネッツ、 

東邦ゴルフ、日幸物産、フェアウェイクラブ、フォーブス、藤本技工、フライハイト、マスターズ、 

ムジーク、ユニバーサルゴルフ社、ヨシムラゴルフ、レベルコ、ロイヤルコレクション、ワークス、 

和宏エンタープライズ、渡辺製作所 

 

４．ゴルフメディア合同ブース                                                 

 ゴルフ専門媒体が、ゴルフフェアを通じてゴルフの活性化に向けた活動のために結集した「ＪＧＦゴルフメ 

 ディア・コミッティ」が合同で展開するコーナー。 

 初の今回は、雑誌表紙などのイメージ・パネル 12枚を設置し、その前で来場者にモデル感覚の記念写 

 真を撮っていた だく展開です。 

 「インスタ映え」という言葉が定着する中で、ゴルフのニューカマー層に対しての訴求を図ります。 

■主 催：ジャパンゴルフフェア 

■共 催：ＪＧＦゴルフメディア・コミッティ 

■構成媒体： 

BUZZ GOLF、EVEN、ゴルフダイジェスト、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･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、 

レジーナ、ワッグル 

 

５．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。 

■出品者： 

GEUMSAN JAPAN、HUA’s FASHION SPORTS、JAMESMILR GOLF、MEGADENT、 

Threehundredsports、71GOLF、ゴルフプレミアム、シャノワ物産、ビルマテル、ファンクデザイン、

ボルテックス（50音順・2月 21日現在） 



 充実の継続企画 （ジャパンゴルフフェアが主催・共催・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」、好評のため今回も実施します。 

｢2018 年ゴルフトレンドを知る｣という総合テーマを設定し、関 雅史プロなどＴＶでもおなじみの人達が

ツアーガイドとなり、ガイドの個性を生かしながらジャパンゴルフフェアをご案内します。 

■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 

2,500円(税込) 当日申込み 

■ガイド：関 雅史プロ、鹿又芳典氏、鶴原弘高氏、向井康子氏 

 

２．ゴルフプレー券が当たる！ JGF×GDO大抽選会                                  

  前回初の実施で大好評だった来場者プレゼント企画を、今回はゴルフダイジェスト・オンラインの全面協 

力で、内容がさらに充実して実施。 

■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×400名 

その他、クラブ等のゴルフ用品も多数用意 

 

３．地クラブコーナー                                                      

接触機会が少ない地クラブメーカーを集めた、コアなゴルファーを意識した企画コーナー。 

各地の人気メーカー６社を集め、試打をしながら地クラブの実力を体感することができます。 

■主 催：ゴルフ用品界社 

■後 援：ジャパンゴルフフェア 

■出展社：  

エスティバンゴルフ、共栄ゴルフ工業、倉本産業、島田ゴルフ製作所、日幸物産、 

日本プロドラコン協会 （50音順） 

■コーナー専用試打席：完全予約制（10:00～、各回 15分）※受付は先着順 

 

４．グルメコーナー                                                        

イベントとしての魅力を強化し、来場者にフェアを満喫していただくことを目的としたグルメコーナー。 

初回の昨年は人気で空席待ちが発生しましたが、今回は席数を大幅に増強し、お腹を満たしたい人にも

ゆっくり食事を楽しみたい人にも満足いただける内容となっています。 

■出店店舗：崎陽軒シウマイ関連商品、広島焼き、焦がし醤油ラーメン、牛カツ丼、 

ローストビーフ丼&和牛すきやき弁当、ミルフィーユ豚カツ丼 （すべて予定） 



 必見の販売関連企画 （ジャパンゴルフフェアが主催・共催・後援） 

 

１．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 

 

２．出展社ブース内販売                                                    

出展各企業が直接販売。レアなグッズが手に入ると固定ファンがなどに人気の企画。 

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拡大しました。 

■販売実施ブース：  

Airpeak、DMMP デザイン、HARAKEN、MYHANABI（マイハナビ）、アクシネットジャパン、アザスゴ

ルフ、アズロフ・コンバース、アドバンスオノ プラス ハチイチハチロク、グムサンジャパン、グレン

コーポレーション、クロノスゴルフ、コアフォース（ゆうき）、ゴルフダイジェスト社、コンフォート･ゴト

ウ、サソーグラインドスポーツ、ザップ、シャノワ物産、スウィンガー、トゥモローカレッジ、トップ貿易、

ニッケントゴルフコリア、ハヤブサ、ピュアスマート、ピレッティ・ラウドマウス・バーチカルグルーブ、

ファーズファッション、ファイテン、プロティア・ジャパン、マインド、メルシー、メルセデスベンツ日本、

ライト、ラミスタ、リーダーメディアテクノ、国際スポーツ振興協会（ISPS) （2月 21日現在） 

 

３．ゴルフアパレル販売コーナー                                               

毎回来場者が殺到するゴルフアパレル販売コーナー。 

今回はグローバル ゴルフ メディア グループ（ＧＧＭＧ）の「ダブルイーグル」が品揃えを企画し、最新の

ゴルフファッショントレンドを意識した展開となります。 

■主 催：グローバル ゴルフ メディア グループ／ダブルイーグル 

 

４．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。 

毎回、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 

※売上収益金は「ジュニアゴルファー育成基金」に寄付。 

■商品提供トーナメント： 

（男子ツアー） 

関西オープンゴルフ選手権／フジサンケイクラシック／日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌ

ードル杯／トップ杯東海クラシック／ブリヂストンオープンゴルフトーナメント／RIZAP KBC オーガ

スタゴルフトーナメント／マイナビＡＢＣチャンピオンシップゴルフトーナメント／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／中日クラウンズ／ISPS ハンダカップフィランスロピーシニアト

ーナメント／ダンロップフェニックストーナメント／日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サ

ミットカップ／ハンダグローバルカップ（順不同・2月 21日現在） 

 

（女子ツアー） 

THE QUEENS presented by KOWA／TOTOジャパンクラシック／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／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／サントリーレディスオープンゴルフトーナメント／中京テレビ・ブリヂスト

ンレディスオープン／富士通レディース／大王製紙エリエールレディスオープン／伊藤園レディス

ゴルフトーナメント／大東建託・いい部屋ネットレディス／スタンレーレディスゴルフトーナメント／

ニチレイレディス／ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGR レディスカップ／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（順不同・2月 21日現在） 

 

 

５．「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チャリティ用 

に提供いただい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。 

収益金は、JGTOを通じて高松宮妃癌研究基金、LPGAを通じて日本盲導犬協会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）※売上収益金は「高松宮妃癌研究基金」に寄贈 

秋吉翔太、石川 遼、今平周吾、大堀裕次郎、小田孔明、小田龍一、片岡大育、 

久保谷健一、小池一平、小鯛竜也、小平 智、近藤智弘、重永亜斗夢、薗田峻輔、 

高山注洋、塚田陽亮、時松隆光、永野竜太郎、深堀圭一郎、藤田寛之、藤本佳則、 

古田幸希、宮里優作、宮本勝昌、武藤俊憲 （2月 8日現在 ※一部予定含む） 

 

（女子）※売上収益金は「日本盲導犬協会」に寄贈 

青木瀬令奈、イ・ボミ、柏原明日架、川岸史果、菊池絵理香、全 美貞、テレサ・ルー、 

永井花奈、成田美寿々、西山ゆかり、比嘉真美子、福田真未、堀 琴音、森田 遥、 

吉田弓美子、横峯さくら （2月 8日現在） 

 



 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                                                       

常にファッション性を意識する女性ゴルファーに対するプレゼンテーションとして、2018 春夏ゴルフウェア

をファッションショー形式で紹介します。 

今回はグローバル ゴルフ メディア グループ（ＧＧＭＧ）のセレクトショップである「ダブルイーグル」によ

るプロデュースで、様々なゴルフシーンごとにショーを展開。 

■ショータイトル：｢Double Eagle Collection with JAPAN GOLF FAIR｣ 

■開催日時：３月２４日(土)、２５日(日)  

  両日ともに １１：００～／１５:００  ※１日２回開催 

■会 場：イベントステージ 

■主 催：グローバル ゴルフ メディア グループ／ダブルイーグル 

■共 催：ジャパンゴルフフェア 

 

 

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、鹿児島県･奄美徳之島、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。 

 



 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                         

ゴルフを普及するための中継スタイル 

■開催日時：３月２３日（金） １１：００～ 

■会 場：アネックスホール Ｆ２０６会議室 

■登壇者：JGTO大西副会長、JGA山中専務理事、アベマ古川マネージャー（予定） 

■主 催：日本ゴルフジャーナリスト協会（ＪＧＪＡ） 

■対 象：報道関係者、ゴルフ業界関係者 

■参加費：無料 

■問合せ先：日本ゴルフジャーナリスト協会 TEL03-6273-2240 EMAIL：info@jgja.jp  

 

 

２．ＧＭＡＣゴルフ市場活性化セミナー                                            

ゴルフ市場活性化に向け、広がりを見せる 

「産学連携による大学ゴルフ授業の充実」と「ペアスクランブルゴルフの輪」 

■開催日時：３月２３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）  

■対 象：ゴルフ場、ゴルフ練習場、ゴルフ用品業界、ゴルフジャーナリスト等 

■参加費：GMAC会員 ４,０００円/非会員 ５,０００円/報道関係者 無料 

■問合せ先： GMAC構成の各団体（NGK、JGRA、PGS、JGGA、JGJA） 

 

 

３．ゴルフ練習場ビジネスセミナー                                              

ゴルフスクールビジネス ノウハウ公開「成功するスクールの集客とクオリティ術」 

■開催日時：３月２３日（金）  １５：３０～１７：１５ 

■会開催場：アネックスホール Ｆ２０６会議室 

■登壇者：全国の中でも実際に成功を続けている練習場とインドアスクールの３氏 

■主 催：全日本ゴルフ練習場連盟（ＪＧＲＡ） 

■対 象：ゴルフ練習場関係者、ゴルフ業界関係者 

■参加費：JGRA会員 ２,０００円/非会員 ３,０００円 

■問合せ先： 全日本ゴルフ練習場連盟  TEL03-5722-3821 EMAIL igra@gol.com  

      

 

 

 

 

 



４．２０１８ＰＧＡティーチングプロアワード最終選考会                                  

ＰＧＡに登録するティーチングプロ会員で指導において特に優れたプレゼンテーション 

■開催日時：３月２４日（土）  １０：３０～１２：３０ 

■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）  

■対 象：プロゴルファー、ゴルフ関係者、ゴルフジャーナリスト等 

■参加費：無料 

■問合せ先： 日本プロゴルフ協会  TEL03-5472-5585 EMAIL hq@pga.or.jp 

 

 

５．ゴルフ用品セミナー                                                     

ゴルファーに信頼されるクラブアドバイザーになろう！ 

■開催日時：３月２４日（土）  １１：３０～１２：３０ 

■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：村田 辰也（ユニバーサルゴルフ社代表・PCM編集長） 

■対 象：ゴルフ用品協会会員、一般ユーザー 

■参加費：JGＧA会員 無料/非会員 １,０００円 

■問合せ先： 日本ゴルフ用品協会  TEL03-3832-8589 EMAIL info@jgga.or.jp 

 

 

６．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                           

大学体育として行われるゴルフ授業に関する実践研究発表とゴルフ業界からの支援状況の報告 

■開催日時：３月２４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 

■登壇者：大学ゴルフ授業研究会、協力産業団体 

■対 象：大学関係者、大学院生、ゴルフ業界関係者等 

■参加費：会員 無料/非会員 １,０００円 

■問合せ先： 大学ゴルフ授業研究会  https://daigaku-golf.org/about 

 

 

７．Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム                                                 

ゴルフ用具規則に関する最新の情報や動向についてのプレゼンテーションと質疑応答 

■開催日時：３月２４日（土）  １３：３０～１４：３０ 

■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：スティーブ・オットー教授 

（R&Aエキップメントスタンダードディレクター、チーフテクノロジーオフィサー） 

■対 象：ゴルフ用具製造・卸・小売関係者 

■参加費：JＧＧA会員 無料/非会員 ２,０００円 

■問合せ先： 日本ゴルフ用品協会  TEL03-3832-8589 EMAIL info@jgga.or.jp  

      

 

mailto:hq@pga.or.jp

