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【開催概要】 

■ 名    称： 第 54回ジャパンゴルフフェア 2020（54ｔｈ JAPAN GOLF FAIR 2020） 

■ 会    期： 2020年 3月 19日（木）～3月 21日（土）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                

■ 協力メディア： BUZZ GOLF、EVEN、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、スカイ A、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 2020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．03-4586-7899  FAX.03-4216-0210  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：19日（木） 9：30～10：00 

■会 場：イベントステージ（ホール BC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：19日（木）15：30～ 

■会 場：イベントステージ（ホール BC海側） 

■主 催：日本プロゴルフ殿堂 

■顕彰者：謝敏男氏、中村兼吉氏、岡田美智子氏、海老原清治氏 

 

 



 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） 
 

１．2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう！！                                                   

定番人気企画「チャレンジコーナー」を、今回は「2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう！！」と

いうオリンピック・パラリンピックイヤーならではの特別企画として実施します。 

東京大会のゴルフ競技が行われる「霞ヶ関カンツリー倶楽部」をバーチャルに再現した打席を使用し、

来場いただいた方にドラコン、ニアピンにチャレンジしていただきます。 

本企画をご案内した別紙リリースをご参照ください。 

■会   場： チャレンジコーナー（Aホール中央） 

■参加方法： 当日会場にて受付 先着順 

■参加料等： 1,000円 成績に応じて賞品を贈呈 （参加記念品あり） 

■実施内容： 東京オリンピック ゴルフ競技会場の霞ヶ関カンツリー倶楽部に、シミュレーションゴルフ

にてチャレンジ 

■コース等： 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 

 

２．レディース＆ジュニア ワンポイントレッスン                                                   

 新たなゴルフファン獲得のため、女性やジュニアの未経験者や初心者を対象に、JLPGAの協力によって 

 ワンポイントレッスンを実施します。 

試打席を使い、参加者のレベルや能力に応じたレッスンにより、ゴルフの面白さを実感していただきます。

■会   場： レディース＆ジュニア ワンポイントレッスンコーナー（Bホール山側） 

■参加方法： 当日会場にて受付 先着順 

■参加料等： 500円  

 

３．出展社によるステージイベント実施                                                   

人気プロゴルファーなどを起用して展開する出展社によるイベントを、より多くの来場者に観覧していた

だくため、イベントステージにおいて実施します。 

■会   場： イベントステージ（ホールBC海側） 

■実施内容： 

   ＜19日（木）＞ 

    ○12：00～ 「スカイＡスペシャルステージ」 主催：スカイA 

    ○13：00～ 「キャロウェイトークショー」 主催：キャロウェイ 

  ○14：00～ 「タイトル未定」 ：日本シャフト 

  〇１7：00～ 「ＥＶＥＮ」スペシャルステージ ：主催：ＥＶＥＮ 

 

＜20日（木）＞ 

〇12：30～ 「ブリヂストンスペシャルトークショー」  主催：ブリヂストンスポーツ 

〇14：30～ 「ブリヂストンスペシャルトークショー」  主催：ブリヂストンスポーツ 

 

   ＜21日（木）＞ 

    ○12:：30～ 「ミズノ 時松隆光プロスペシャルトークショー」 主催：ミズノ 

    ○00：00～ 「ダンロップ 中島常幸プロ トークショー」 主催：ダンロップスポーツ 



 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．女性専用試打席＆ゴルファーズカフェ                                                      

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「ゴルファーズカフェ」を設置する。 

■実施コンテンツ 

○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 

○人気モデルによるミニイベント 

○ゴルファーズカフェでおしゃれなドリンク販売 

   

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。 

 ■実施コンテンツ（予定） 

＜19日（木）＞ 

 ○13：30～14：00 ゴルフにおける頭皮のダメージとケア 講師：アデランス 

 ○15：30～16：30 一度で平均 15ヤードアップ！ 

ゴルフのパフォーマンスアップと健康維持に導くエクササイズ 講師：山本優子 

＜20日（金・祝）＞ 

 ○11：30～12：30 ＡＩを屈指したクラブの挙動解析 講師：ユニバーサルゴルフ社 

 ○12：30～13：30 マーク金井ゴルフギアセミナー 講師：マーク金井 

 ○13：30～14：30 グリップ交換体験セミナー 講師：エリートグリップ 

 ○14：30～15：30 ティーチングアワード表彰式 主催ＰＧＡ 

 ○16：30～17：30 パターフィッティング 講師：エンジョイゴルフスポーツジャパン 

＜21日（土）＞ 

 ○10：30～11：30 グリップ交換体験セミナー 講師：エリートグリップ 

 ○11：30～12：30 一度で平均 15ヤードアップ！ 

ゴルフのパフォーマンスアップと健康維持に導くエクササイズ 講師：山本優子 

    ○12：30～13：30  マーク金井ゴルフギアセミナー 講師：マーク金井 

    ○13：30～14：30  パターフィッティング 講師：エンジョイゴルフスポーツジャパン 

    ○15：30～16：30  女性ウェアの選び方 講師ユニバーサルゴルフ社 

 

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。 

コーナーは 2つの種類に分け、「JGFOゴルフフィットネスエリア」では参加者のボディチェックを実施。 

「ゴルフエクササイズエリア」ではゴルフのための機能を高めるエクササイズの指導を、ジュニア向け、

女性向けなど対象ごとのプログラムを設けています。 

協力：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 等    

 ■実施コンテンツ（予定） 

 ＜19日（木）＞  

 ●JGFOゴルフフィットネスエリア ゴルフボディチェック 

 ＜ゴルフの時の痛み予防と上達のための検診＞ 

 ○10：30～11：30  〇12：30～13：30  〇14：30～15：30  〇16：30～18：00 

 ●ゴルフエクササイズエリア 



 ○11：30～12：30 ゴルフピラティス 講師/太田律子 

    ＜体感ストレッチ 柔軟性アップ編＞ 

 ○13：30～14：30 ジュニアゴルファーレッスンプログラム 講師/坂井昭彦 

    ＜子供たちがゴルファーになるために何ができる＞ 

 ○15：30～16：30 ゴルフに求められるカラダづくり 講師/プロティアジャパン 

    ＜パワープレートを使用したコンディションの高め方！＞ 

 ＜20日（金）＞  

 ●JGFOゴルフフィットネスエリア ゴルフボディチェック 

 ＜ゴルフの時の痛み予防と上達のための検診＞ 

 ○10：30～11：30  〇12：30～13：30  〇14：30～15：30  〇16：30～18：00 

 ●ゴルフエクササイズエリア 

 ○11：30～12：30 ゴルフピラティス 講師/太田律子 

    ＜体感トレーニング 飛距離アップ編＞ 

 ○13：30～14：30 子供の身体能力向上教室 講師/齊藤邦秀 

    ＜スポーツの基礎となる7つの能力を伸ばす＞  

    （コーディネーショントレーニングプログラム） 

 ○15：30～16：30 ゴルフを続けるためのセルフケア 講師/矢口温一 

    ＜ストレッチと姿勢でゴルフスイングが激変！＞ 

 ＜21日（土）＞  

 ●JGFOゴルフフィットネスエリア ゴルフボディチェック 

 ＜ゴルフの時の痛み予防と上達のための検診＞ 

 ○10：30～11：30  〇12：30～13：30  〇14：30～15：30 

 ●ゴルフエクササイズエリア 

 ○11：30～12：30 ゴルフ“体幹”ボディメイク 講師/松原潤梨 

    ＜ゴルフ上達と美姿勢ピラティス＞ 

 ○13：30～14：30 アスリートを目指す子供のためのトレーニング 講師/江澤彬 

    ＜ケガを防ぎ段階的な成長をするためのトレーニング＞ 

 ○15：30～16：30 ゴルフボディチェック体験 講師/JGFOゴルフフィットネストレーナー 

    ＜ゴルフの基本動作10項目チェック＞ 

  

４．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」。ＴＶでもおなじみの 4 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 ※2月 20日よりフェア公式サイトにて募集予定 

■ガイド： 

○３月１９日（木）１５:００～１６:００ 関雅史 ティーチングプロ    

○３月２０日（金）１５:００～１６:００ 靏原弘 ゴルフジャーナリスト  

○３月２１日（土）１１:００～１２:００ 鹿又芳典 クラブフィッター 

○３月２１日（土）１４:００～１５:００ 堀口宜篤 クラブフィッター 

 

５．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（予定）： 

○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、距離測定器など、ゴルフ関連賞品多数 

 

６．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。

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：1月 31日現在 

㈱アイジーエム／㈱アクシスゴルフ／アドラージャパン㈱／イオンスポーツ㈱／一新時計㈱／ 

㈱MK トレーディング／OMNIX GOLF／㈱カナモリ／共栄ゴルフ工業㈱／クオイド㈱／㈱grindworks／ 

㈱グラビティ／㈱CRIME OF ANGEL／軽撃区㈲／㈱ゴルフギャレーヂ／㈱コレット／ 

コンポジットテクノ㈱／㈲ジェージーイー／㈱シンカグラファイト／㈱スリーラック／ 

㈱スポーツライフプラネッツ／ZESTAIM GOLF／㈱TRPX／DMRグループ㈱／ 

テンソル・コンサルティング㈱／㈱ノビテック／Power Package Golf／HARAKEN㈱／㈲ビーヒット／ 

㈱フェアウェイゴルフ／㈱フォーブス／㈱フライハイト／㈱マスターズ／MONSTER SHAFT／ 

㈲レベルコ／㈱ユニバーサルゴルフ社／㈱渡辺製作所／㈱和宏エンタープライズ 

 

７．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。 

 

８．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。 

毎回、ゴルフフェアオリジナル弁当が好評な崎陽軒を始め、人気のパン工房のオリジナル調理パン 

やおしゃれなスイーツなど、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るレギュラー企画。 

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、 

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．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：1月 31日現在 

アンパスィ、ジュンアンドロペ、ムータマリン、リエンダスエルタ、アルチビオ、アディダス、本間ゴルフ、デ

ルソルゴルフ、ダンスウィズドラゴン、セントアンドリュース、パーリーゲイツ、ガッチャゴルフ、カールカナ

イゴルフ、エフィカス、チャンピオン、TFW49、FDR、マンシングウェア、ルコックゴルフ、フィラゴルフ、ラウ

ドマウス、アドミラル、トミーヒルフィガー、キスオンザグリーン、ラフ＆スウェル、キャロウェイアパレル、

ニューバランス、PUMA、ビバハート、ロサーセン、ビームス、ZOY、トラヴィスマシュー、エドウィンゴルフ 

 

３．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：1月 31日現在 

BRAIN･QED／亜聖／エジソンゴルフ／キャロウェイゴルフ／コアフォース／コー ホー／コラントッテ／ 

ごるらん／ザ･フルカワ／サンクト・ジャパン／スナッグ ゴルフジャパン／タカセ／タバタ／ 

飛衛門 リーダーメディアテクノ／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／ 

メルシー／ラヘラゴ ルフ･イルマヤテラス／リバーサカワゴルフクラブ／リンクス 

 

４．トーナメントグッズ販売＆入札型チャリティオークションコーナー                                               

  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と、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に入札するコーナー。 多くのプロツアーファン注目の企画です。 

■主 催：ジャパンゴルフフェア 

■トーナメントグッズ販売商品提供トーナメント 

（男子ツアー） 

パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ／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/ 

RIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント／フジサンケイクラシック／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  

（女子ツアー） 

ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ／Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント／ 

アクサレディスゴルフトーナメント／ヤマハレディースオープン葛城／ 

KKT杯バンテリンレディスオープン／ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ／ 

ヨネックスレディス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／ 

ニチレイレディス／アース・モンダミンカップ／大東建託・いい部屋ネットレディス／ 

デサントレディース東海クラシック／スタンレーレディスゴルフトーナメント／TOTO ジャパンクラシック／

大王製紙エリエールレディスオープン 

■チャリティオークション商品提供プロ 



（男子）池田勇太／時松隆光／比嘉一貴／藤本佳則／武藤俊憲 他 

（女子）淺井咲希／イ・ボミ／小祝さくら／申ジエ／ペ・ソンウ 他 

■チャリティー先 

〇トーナメントグッズ販売： ジュニアゴルファー育成基金 

〇オークション男子： 高松宮妃癌研究基金 

〇オークション女子： 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） 



 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．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： 20日(金・祝)、21日(土)  

  両日ともに 11：00～  13：30～  16：00～ 

■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：1月 31日現在 

Ｃｈａｍｐｉｏｎ／ＦＩＤＲＡ／ＺＯＹ／アドミラル／アンパスィ／キスオンザグリーン／キャロウェイアパレル／ 

セントアンドリュース／トミーフィルフィガー／ニューバランス／パーリーゲーツ／ビームス／ 

ビバハート／マンシングウェア／ムータゴルフ／ラフ＆スウェル／ルコック 

 

２．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、御殿場市･小山町、ゴルフアイランド沖縄 

 

３．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。 

 

※ チャレンジコーナーは今回、特別企画 「2020霞ヶ関カンツリー倶楽部にチャレンジしよう！！」として 

実施します。 「注目の新企画」をご確認ください。 



 その他の展開  
 

１．有賀園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 

 

２．ゴルフ FAN！プロジェクト                                                 
男子プロゴルフツアーは、2019年に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： 19日（木）11：00～ 

■出演者：調整中 

 

３．ジュピターゴルフネットワーク公開収録                                                  
ゴルフ専門 TVゴルフネットワークが会場内で 2番組を収録予定。 

人気の稲村亜美さんのゴルフ情報番組「ゴルフスイッチ」が、ゲストに関根勤さんを迎えて会場内を散策

します。さらに JGFにぴったりの番組「ギア猿」も収録予定です。 

■収録日： 「スイッチ」20日（金・祝）  「ギア猿」未定 



 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：東京五輪＆ZOZO CHAMPIONSHIP、2大イベントのキーパーソン語る！ 

■セミナー内容： 

今年は ZOZO CHAMPIONSHIP だけでなく、東京オリンピックの男女ゴルフ競技も行われることが決まり

ました。２大イベントに注目が集まる中、両競技を成功に導くべく準備を進めているキーパーソンの皆様

に、その内側を大いに語っていただきます。 

■日 時：3月 19日（木）11：00～13：00 

■会 場：アネックスホール F206 

■主 催：日本ゴルフジャーナリスト協会（JGJA） 

■登壇者：瀧口悟氏(習志野CC)、東海林護氏（霞が関CC）、畠山 恩氏（ZOZO CHAMPIONSHIPトーナ

メントディレクター）、福島 靖氏（日本プロゴルフ殿堂特別参与） 

■募集定員：80名 

■受講対象：特に無し 

■参加費：会員：500円／非会員：1,000円 

■申込期日：3月 6日（金） 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：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／FAX：03-3351-1706／E-mail：info@jgja.jp  

 

２．市場活性化セミナー                                                        

■タイトル：練習場の成功事例・ホットヨガの市場開拓から学ぶ、「誘い・誘われ」口コミ活用策 

■セミナー内容 ：練習場など現場での成功事例紹介、異業種成功事例からの集客ヒント 

■日 時：3月 19日（木）13：20～15：20 

■会 場：アネックスホール F205 

■主 催：ゴルフ市場活性化委員会（GMAC） 

■後 援：経済産業省 

■登壇者：杉田 裕一(ジェネシスコミュニケーション 代表取締役社長) 

礒﨑 博文(リボーン 代表取締役)  

片山 秀夫(みのるゴルフセンター 総支配人)  

■募集定員：150名 

■受講対象：ゴルフ市場活性化や新規・女性ゴルファー集客に関心のある方はどなたでも 

■参加費：会員：男性 4,000円（関連６団体会員）、女性 3,000円、男女ペア 6,000円 

非会員：男性 6,000円、女性 5,000円、男女ペア 10,000円 

■申込期日：3月 6日（金）※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        

団体名：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 ゴルフ練習場の安全管理対策 

～これからの災害に負けない練習場運営とは～ 

■セミナー内容： 

2018 年には関西を、2019 年には関東を、台風という今まで脅威としていなかった天災が多くの練習

場の営業にダメージを与え始めた。今後も天災の被害は拡大の一途となるであろう環境の中で、地

域の住民に安心安全を提供し、誰もが気持ちよく利用できる施設運営を改めて見直す。 

■日 時：3月 19日（木）15：30～17：30 

■会 場：アネックスホール F206 

■主 催：全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA） 

■登壇者：基調講演：国土交通省 住宅局 建築指導課 建築物防災対策室 企画専門官（構造） 

福井 武夫氏 他 

■募集定員：100名 

■受講対象：練習場経営者・ゴルフスクール経営者・ティーチングプロ・ゴルフ業界関係者 

■参加費：会員：1,000円／非会員：5,000円 

■申込期日：3月 12日（木） 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：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：info@jgra.or.jp 

 

４．グリーン研究講習会                                                       

■タイトル：第 68回グリーン研究講習会 

■セミナー内容： 

セミナー 

「インターシードの国内実施事例と成功のコツ・ウルトラドワーフバミューダ、米国での状況と課題他」 

パネルディスカッション 

「コース管理者確保とコース委員会」 

■日 時：3月 19日（木）16：00～18：00 

■会 場：アネックスホール F205 

■主 催：関東ゴルフ連盟（KGA） 

■登壇者： 

セミナー 

木村 正一(KGAグリーン委員会 参与（東洋グリーン取締役)）  

パネルディスカッション 

海老原 寿人 KGAグリーン委員長（エビハラスポーツマン代表取締役） 

前花 貢 KGAグリーン委員会参与（嵐山カントリークラブ取締役 コース管理部長兼グリーンキーパー） 

喜田 任紀 KGAグリーン委員会参与 

■募集定員：100名 

■受講対象：KGA加盟倶楽部関係者 

■参加費：会員：無料 ※参加者は事前登録制で、一般開放無し 

■申込期日：2020年 3月初旬予定 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        



団体名：関東ゴルフ連盟／担当者名：福地育恵 

TEL：03-6278-0005／FAX：03-6278-0008 

 

５．PGAティーチングアワード                                                    

■タイトル：2020PGAティーチングプロアワード最終選考会 

■セミナー内容：2019年 11月の一次選考会で選出された 3名がここで自身の研究のプレゼンテーショ 

ンを行い、その後最終選考が行われます。 

■日 時：3月 20日（金･祝）10：30～12：30 

■会 場：アネックスホール F205 

■主 催：日本プロゴルフ協会  

■参加費：無料 

■申込期日：当日 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：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 

 

６．ゴルフ用品セミナー                                                        

■タイトル：弾道計測器の基礎と運用 

■セミナー内容： クラブ販売やレッスン市場において、ほぼ必須の「弾道測定器の特性、利用・活用方法」

を解説します。 

■日 時：3月 20日(金･祝) 12:00～13:30 

■会 場：アネックスホール F206  

■主 催：日本ゴルフ用品協会 

■登壇者：斎藤 仁（アンプラス 営業企画部課長）  

■募集定員：80名      

■受講対象：ゴルフ用品協会会員、ゴルフ用具製造・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 12日（木） 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先        

団体名：日本ゴルフ用品協会／担当者名：上原・北川     

TEL：03-3832-8589／FAX：03-3832-8594／E-mail：info@jgga.or.jp 

 

７．ゴルフトライアスロン                                                         

■タイトル：日本発の新競技、ゴルフトライアスロンがもたらすもの 

■セミナー内容：＜ゴルフトライアスロン＞が掲げる３つの目的、その意図と将来性について 

■日 時：3月 20日（金･祝）13：30～14：30 

■会 場：アネックスホール F205 

■主 催：日本ゴルフトライアスロン協会 

■登壇者：松尾 俊介（日本ゴルフトライアスロン協会） 

■募集定員：100名 

■受講対象：ゴルフ業界関係者、スポーツツーリズム関係者、ゴルフトライアスロンに興味のある方、 

メディア関係者 



■参加費：会員：無料 ／ 非会員：無料 

■申込期日：2019年 12月 23日（月） 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：日本ゴルフトライアスロン協会／担当者名：松尾•壹岐 

TEL：080-9569-2757／E-mail：info@golftriathlon-japan.com 

 

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

■タイトル：エキップメントスタンダードセミナー" 

■セミナー内容：R&Aスティーブ・オットー教授が 2019年用具規則やテストプロトコル、用具審査提出 

 手続きについて解説します。また、用具規則の時事問題に加えて、「ディスタンスイン 

 サイトプロジェクト」について 2020年 2月発表のレポートの概要を説明します。 

■日 時：3月 20日（金･祝）14：30～15：30（最大延長 16:00まで） 

■会 場：アネックスホール F206 

■主 催：日本ゴルフ用品協会 

■登壇者：スティーブ・オットー教授 

（エクゼクティブ・ディレクター－エキップメントスタンダード、最高技術責任者） 

■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 12日(木) 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：日本ゴルフ用品協会／担当者名：上原・北川     

TEL：03-3832-8589／FAX：03-3832-8589／E-mail：info@jgga.or.jp 

 

９．ゴルフメンタルセミナー                                                       

■タイトル：vision54が認めた最新メンタルトレーニング手法 

■セミナー内容： 

＜VISION54の進化系 OptiBrain＞ 

脳の状態を可視化することを研究し続けてきたアリゾナ州立大学スポーツ心理学者Drデビー・クルーズと

VISION54 のチームが解決に向けて試行錯誤した結果生まれたのが、OptiBrain（オプティブレイン）でした。

＜アメリカの最新メンタルトレーニングをあなたに＞ 

今回、そのOptiBrainとトレーニング手法を、開発者である Drデビー・クルーズが来日して、日本の悩める

ゴルファーに解決策を提案します。 

■日 時：3月 21日（土）13：00～16：00 

■会 場：アネックスホール F206 

■主 催：ONE Story 

■登壇者：Dr.デビー・クルーズ（アリゾナ州立大学スポーツ心理学博士）  

■募集定員：30名 

■受講対象：トーナメントプロ・ティーチングプロ・研修生・目標スコアに 3 年以上結果が出ていないア

マチュアゴルファー 

■参加費：※下記、お問合わせ先へご確認ください 

■申込期日：3月 14日（土） 



◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：ONE Story／担当者名：山崎博之 

TEL：080-8158-1904／E-mail：yamazaki@one-story.co.jp  

      

10．大学ゴルフ授業研究会シンポジウム                                           

■タイトル：「大学生のゴルフ人口１万人増加の背景」 

■セミナー内容： 

オープニング:『Gちゃれ開催と JGGA提供クラブの状況』 

基調講演:『ここ数年で大学生のゴルフ人口が１万人以上増加している－データと要因の考察－』 

報告:   ①『本学ゴルフ履修学生の「ゴルフ」に関する意識調査』 

 ②『大学卒業生 1,800人の学生時代及び卒業後のゴルフ経験と意識』 

 ③『集中授業による「生きる力」の変化について 2018・2019年度集中ゴルフ調査報告』 

 ④『地方の強みを活かした教育効果を高めるゴルフ授業実践』 

■日 時：2020年 3月 21日（土）14：00～16：00 

■会 場：アネックスホール F205 

■主 催：一般社団法人大学ゴルフ授業研究会シンポジウム 

■登壇者：オープニング：北 徹朗（武蔵野美術大学） 

基調講演：大石順一（日本ゴルフ場経営者協会）  

報告：高丸 功（学習院大学）、小林 勝法（文教大学）、桂 豊（甲南大学）、西村 次郎（岡山理

科大学） 

■募集定員：80名 

■受講対象：大学関係者、ゴルフ業界関係者 

■参加費：会員：無料 ／ 非会員：無料（名刺を頂戴いたします） 

■申込期日：3月 11日（水）正午 

■参加申込フォーム：http://kita-labo.jp/em/spmail.cgi?id=daigakugolf2020 

※当日参加も可能ですが、事前申し込みが無い場合は資料をお渡しできないことがあります。 

◇本セミナーのお問合せ・お申込み先 

団体名：大学ゴルフ授業研究会／担当者名：車田いずみ 

TEL：03-3351-1501／FAX：03-3351-1706／E-mail：info@daigaku-golf.org 

 


