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〒210-0826　神奈川県川崎市川崎区塩浜4-8-2

川崎センターでは、当社取扱いの商品を幅広く取り揃え、神奈川・

東京城南エリアのお客様に満足していただける、『商品』と『サービ

ス』の充実した拠点センターを目指します。

川崎センターに「この商品を置いて欲しい！」「あの商品の在庫数

を増やして欲しい！」という商品に対してのご要望を、お気軽にお聞

かせ下さい。在庫商品の選定に活用させて頂きます。

大変お手数ですが、担当 芦澤までメールをお送りください。

ashizawa@kensetsu-park.co.jp

お客様の 声 を
お聞かせください

より良い商品の品揃えとサービスの充実のため

2022年4月
川崎センター
が始動します！

左親指を伸ばし過ぎるとトッ
プの位置で左親指に負荷がか
かり過ぎるので、怪我の原因
になってしまいます。
また、このようなグリップの
まま打ってしまうとバックスイ
ングの時にトップが浅くなり過
ぎてしまうというミスにも繋が
りやすくなります。

左親指を写真のように親指
が伸び切らないようにする為
には「クィッ」と指の腹に力を
入れるイメージでやってみま
しょう。
すると、付け根のスペース

も無くなり、全体的に締まりが
出てカッコいいグリップが出来
ます。

写真では確認しづらいです
が、左手親指が伸び切ってし
まうと右手親指の付け根から、
写真のようにグローブ部分が
見えてしまいます。
このようなグリップをしてしま

うとインパクト時に衝撃に耐え
られずフェースの向きがバラつ
いてミスに繋がってしまいます。

先程の左親指を伸ばしすぎ
ない意識が出来る様になり、
親指の付け根からグローブが
見えなくなったら次は、右手
親指も同様、伸びすぎていな
いか？チェックしましょう。
写真のように右手親指も伸

ばしすぎずスペースが出来て
いなかったらOKです。

Vol.1
グリップの
基礎編

初心者の壁「100」切り!
そして、より上達するためのポイントを教えます! !

初心者の壁「100」切り!
そして、より上達するためのポイントを教えます! !
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グリップの確認の際には考え過ぎると力みに繋がるので、アドレス時に少し確認する程度にしてみてください。
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㈱けんせつパーク
イベントスポーツ事業部 部長代理
加藤 大幸キャディーの仕事は

選手に気を遣わせることなく
プレイに集中させること Kato Hiroyuki

首都高速1号横羽線【大師インター】から約8分
6号川崎線【殿町インター】から約8分アクセス

キャディーは選手と1日6時間以上
を共にする中で、選手の調子の変化
を敏感に感じとらなければいけませ
ん。その日の朝の練習で調子が悪い
と感じたら、それに合わせたマネジメ
ントに変更します。それと共に、毎週
試合がある中で選手のモチベーション
を上げるための、メンタルのケアも
キャディーの重要な仕事です。その他
にも、選手の好きな飲み物や食べ物
を、飲みやすかったり食べやすいよう
に準備したり、カイロを用意します。
アドバイスもタイミングを考えて言う
ようにしています。プレイだけに集中
してもらえるような環境を作り、いか

に選手に気を遣わせることなくプレイ
ができるようにするかが重要です。
基本的にキャディーの仕事は一流の
選手が相手なので、そんなに大きい
アドバイスを言う機会はありません。
当たり前のアドバイスの中で、1日に
一回あるかどうかの、選手の知らな
い情報をアドバイスした時に、選手か
ら「よくわかったね」と言われること
がキャディーの醍醐味です。このアド
バイス1回が1打だとすると、4日間の
競技なのでそれだけで4打の違いがで
ます。4打違うと順位はそれ以上に
違ってきます。選手からすると、キャ
ディーは完璧にこなすのが当たり前。
ミスをしないように神経を使い、その
中で、選手にタイミングよく的確なア
ドバイスができた時に成績に繋がると
心がけています。

加藤大幸インタビュー

1983年、千葉県出身。高校時代か
らゴルフジュニア選手権にも出場
し、中央学院大学（ゴルフ部）を経てゴルフの道へ。
2007年12月から2013年3月まで石川遼プロの専属
キャディ、2017年 WGCメキシコ選手権では、松山英
樹プロのキャディとして参戦。現在では、今平周吾プロ
や時松隆光プロなどのキャディを務めています。

 経歴
 1999～2001 日本ジュニア選手権出場
  全国高等学校ゴルフ選手権出場
 2004 日本アマチュア選手権クオリファイ4位
  日本学生出場
  日本オープンゴルフ選手権出場
 2005 日本アマチュア選手権出場

 2007～2013 石川遼プロ専属キャディー
  マスターズトーナメント
  全米オープン・全英オープン
  プレジデントカップ　出場
 2009 最年少賞金王 年間4勝
 2013～2016 宮里美香プロ専属キャディー
 2013 日本女子オープンゴルフ選手権　優勝
 2017 松山英樹プロのキャディーとして
  WGCメキシコ選手権出場
 2020 今平周吾プロのキャディーとして
  WGCメキシコ選手権出場
 2021 星野陸也プロのキャディーとして
  全米プロ・全米オープン・
  全英オープン　出場
 2021 今平周吾プロのキャディーとして
  ZOZOチャンピオンシップ出場
 2022 今平周吾プロ専属キャディー

サラリーマンツアーキャディー 加藤大幸インタビュー  Kato Hiroyuki Interview



1750mm

2550mm

150（1.47kN）1000×2000

最大使用荷重（kgf）

600～  850@125（3段階）
850～1250@100（5段階）
1350～1950@100（7段階）

天板垂直高さ（mm）

70
65
75

自重（kg）

S
M
L

1750～2550@100（9段階） 95LL
サイズ 天板寸法（mm）

LLタイプ
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連結版を使用して、
簡単に大きなステージも作れます。
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収納バンドを外し、振れ止め材のボルトを緩める。車輪のロックを解除し、蛇腹部
をしっかりと開き、床板を回転させ上部へセットし、各部をロックしたら完成。

（Sタイプを除く）
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ア ル ミ 製 で 簡 単 設 置・施 工ア ル ミ 製 で 簡 単 設 置・施 工 フェンスの土台、重しとしてご利用下さい。フェンスの土台、重しとしてご利用下さい。

東京近郊で取り扱っている業者が少なく大変好評をいただいています！！東京近郊で取り扱っている業者が少なく大変好評をいただいています！！

※長さには多少の誤差があります。予めご了承ください。※長さには多少の誤差があります。予めご了承ください。

朝霞重仮設センター 〒351-0001 埼玉県朝霞市上内間木532
営業時間：月～金 8：00～17：00（昼休み 12：00～13：00）

今人気の今人気の
商品です！商品です！H型鋼（生材・サビ止め）ラクラクダイラクラクダイアルミ製

折り畳み
ステージ

アルミ製
折り畳み
ステージ

 LL サイズ
 L サイズ
 M サイズ
 S サイズ

安全施工を確保する
抜群の安定性!!

仮設工業会認定品

ラクラクダイは、安全・簡単施工のアルミ合金製移動式室
内足場です。
ジャバラ構造によるシンプル且つ安全な組立て足場を実
現し、各種振れ止め機能により安定度は抜群！
コンパクトな収納幅による高い機動性により、土木現場は
じめ様々な場所での活用、現場の仮設足場での安全施工
を実現します。

平素よりけんせつパークをご利用いただきまして
誠に有難うございます。今回ご紹介させていただく
板橋三園仮設機材センターは2017年7月に当社
初の仮設機材専門のセンターとして埼玉県和光市
にオープンいたしました。オープン後に仮設工業会
指定工場の認定を取得し日々お客様へ安全で安心
してご利用いただける商品をご提供しております。
当センターではアルミステージ【ラクラクダイ】や
立馬【勇馬・マキシムベース】といった内装工事用
の仮設足場だけでなく、親綱やスタンション、落下
防止ネットといった安全用品も取り扱っておりま
す。また、パイプやクランプなどの屋外で使用される
足場材も保管しておりますので必要な商品がござ
いましたら何なりとお問合せください。
首都高速5号線 高島平インターから約5分、外環

自動車道和光北インターからも約8分とアクセスも
抜群です。引き続きお客様に安心してお使いいただ
ける商品を提供できるよう努めてまいりますので今
後ともよろしくお願いいたします。

板橋三園
仮設機材センター
〒351-0111 埼玉県和光市下新倉6-15
TEL：0484-64-0800　FAX：0484-64-0803

センター紹介
CENTER INTRODUCTION File.1

H300 約93kg 約140kg 約186kg 約232.5kg 約279kg 約372kg 約465kg
H200 約50kg 約75kg 約100kg 約125kg 約150kg 約200kg 約250kg

L1000 L1500 L2000 L2500 L3000 L4000 L5000

使用例

使用例

連結したまま移動もできます!

管理センター

おすすめ商品

Pick Up!!


