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　この度、梅田前委員長の後を
受けJGGA広報委員長を命ぜら
れお引き受け致しました。
　JGGANEWSは、協会の果た
すべき役割を各部会がどんな
方針で、どう活動しているか

のかと。ただ、年が若い分だけは私に利がある
ので、活性化の現場に出来るだけ参加し体験
しようと思っています。
　先日も大宮CCで開催された第2回東日本ペ
アスクランブルに夫婦で出場してきました
が、殆ど一般応募と思しき参加者の中で女子
比率は4割近くありました。
　云うまでもなく、女子ゴルファーの増大を
はかる事は活性化の肝です。実際に女子専用
のゴルフサイトやコミュニティがウェブを介
して勢いよく輪を広げており、JGGANEWS
でも取上げました。そしてわが広報委員会に

も初の女子委員が誕生しましたのでご期待願
いたいと思います。
　勿論、喫緊の最大テーマはJGF2018に対す
る会員企業の期待感と出展意欲を高める事で
す。今般、実行委員会の中から「メディア　コ
ミッティ」が誕生しました。ゴルフメディア
の全面協力を得てゴルフユーザーにJGF2018
をPRする体制が出来上がることからコミッ
ティへの期待は大です。ゴルフは生中継が命
です。ライブ感を以て改革の動きをどんどん
お伝えします。

（ヨネックス　山本美雄）

を会員の皆様と情報共有することが使命と考
えています。これまでも広報委員として浅学
ながら業界の活性化に役立ちたい思いから提
案もしてきましたが、いざ委員長となるとタ
イプじゃないだけに荷の重さを痛感していま
す。梅田さんはどんな思いで続けてこられた

ゴルフ関連17団体で構成される「日本ゴルフサミット
会議」は7月28日、「2017年第2回日本ゴルフサミット
会議」を開催した。

審議事項は1．「日本ゴルフサミット会議　会則」、「運
営内規」改正案の件、2.日本ゴルフサミット会議ホー
ムページ改定案について、3.イメージアップ施策に
ついて、話し合いが行われた。また、報告事項は1.大
学ゴルフ授業の充実を目指した産学連携活動の報

告、2.「選手強化」に関しJGAより報告と要請、3.「ゴ
ルフ場利用税廃止運動推進本部」報告、4.サミット
参画団体の連携について、5.「2018年ジャパンゴル
フフェア」ついて、それぞれ報告がなされた。

「2017年第2回
日本ゴルフサミット会議」開催

2面＝	「2017年度版ゴルフ産業白書」
4面＝	「2017年第2回日本ゴルフサミット会議」開催
7面＝	「ゴルコンがゴルフ市場活性化のキーワードになる！」
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　矢野経済研究所はこのほど、2016年度（1
～ 12月）の市況を調べた「2017年度版ゴルフ
産業白書」を発刊した。国内約1100店舗の販
売実績を土台にしたYPSゴルフデータを推計
しており、これによりゴルフ用品の小売市場
規模は3712億8000万円（対前年比1.7％減）
で、同期のメーカー出荷ベースは2877億
1300万円（同2.7％減）だった。輸出金額はメ
ーカー出荷ベースで329億6300万円（同9.0％
減）と大幅ダウンとなった。特に輸出金額の
大幅な減少は、「ゴルフクラブ」「ゴルフボー
ル」「その他ゴルフ用品」のいずれのカテゴリ
ーで対前年比マイナスとなったが、最大の輸
出国である韓国への輸出額が大幅なマイナス
で推移したのが影響していると分析してい
る。
　2016年の国内ゴルフ用品メーカー出荷金
額は2547億5000万円（同1.9％減）。矢野経済
研究所が今年3月に発刊した「20217年度版ス
ポーツ産業白書」では2016年ゴルフ用品国内
集荷金額（見込み）を2563億8000万円と算出
していたが、この半年間で約16億円の「下方
修正」に着地したと分析。商品カテゴリーに
よって市場動向は異なっており、また数量ベ
ースと金額ベースでの出荷実績に大きな乖離
が生じているのが、2016年市場の特徴のひ
とつとなっているが、出荷金額減少（市場規模
減少）の要因として以下のような点が指摘で
きるという。

総需要の減退

　2016年は数量ベースの出荷量が大幅ダウ
ンした商品カテゴリーが多数だったと指摘し
ている。特にゴルフクラブ市場ではその傾向
が強く、出荷量の減少は即ち総需要量の減少
を意味していると言っても過言ではない。
　2016年から2017年に同研究所が行った小
売店との面接取材では、多くの店舗より「来客
数減少」「レジ通過数減少」を指摘する声が多
かったという。それらの減少した来客数の中
で中心となっていたのが、これまでゴルフ用
品市場を支えていた団塊の世代を中心とした
シニアゴルファーであるという点も多くの小
売店から共通した指摘である。

発売することによる、余剰在庫リスク、ブラン
ドイメージ低下リスクなどを回避すること、
右肩上がりの市場成長を前提としたシェア争
いから収益性を重視したビジネスモデルへの
転換をメーカー各社が図ったことなどが背景
にあるが、大局的な視点では「マイナス成長時
代を見据えた各社の戦略転換」であると指摘。
このようなメーカーの動向が「隔年販売での
市場規模増減」に繋がっていると推測してい
る。
　同白書で集計を行っているのは2014年か
ら2017年までだが、この4年間だけでも
「2015年＝対前年比プラス」「2016年＝対前
年比マイナス」｢2017年＝対前年比プラス（予
測）｣となっている。また、カテゴリー別の出
荷量を見ても、おおよそ2015年にプラス成長
を遂げたカテゴリーは翌2016年にはマイナ
スになっており、特にゴルフクラブ市場では
その傾向が強くなっている。当然、全ての新製
品の市場規模が成長している奇数年に発売さ
れているわけではないとしながらも、市場を
牽引する大型商品の発売に市場全体が影響を
受ける側面があるということは、この後も「隔
年での市場規模増減」といった傾向は引き続
き続くものと分析している。
　そのような傾向から、市場動向や市況感を
分析する際には、「対前年対比」の指標だけ
に囚われることなく、「前々年」「4年前」の市
場との比較も行いながら市場分析を行う必要
があるという。

マークダウン品販売の減少
そして新たなテーマ

　国内ゴルフ用品市場は総需要量が軒並み減
少しているが、業界にとって喜ばしい現象も
垣間見られる。それがマークダウン品販売数
量の減少である。
　表1は2014年から2017年の「ゴルフクラブ　
プロパー品／マークダウン品販売数量推移
（1-5月累計）」だが、ドライバー市場ではこれ
まで最大40％を超えていたマークダウン品
の販売構成比が20％強まで下落、他のクラブ
カテゴリーでも概ね同様の傾向となってい
る。もう一つ特筆すべきは、マークダウン品の

　兼ねてからゴルフ産業は中心顧客であるシ
ニアゴルファーのリタイヤによる産業への影
響が懸念されてきたが、2016年の出荷数量
の大幅減少の一因が、そうしたシニアゴルフ
ァーの減少であると考えられている。
　
新規出店数減少と不採算店舗の閉鎖

　ゴルフ産業白書ではメーカー出荷ベースで
市場規模の算出を行っているが、当然の事な
がら小売市場において新規出店が増加すれ
ば、それに応じてメーカー出荷量（＝仮需）も
増加する。必ずしもメーカー出荷量と小売市
場の実売量はリンクしないが、新規出店が増
加するということは需要も顕在化していると
考えられるからである。
　それゆえ、新規出店の増加は業界の動向、つ
まり好不調を図るひとつの指標となるといえ
る。しかしながら2016年は大手量販チェーン
を中心とした新規出店は少なかった模様と分
析。2016年は一部の企業を除いて、出店数よ
り退店数が多く、新規出店を行ったとしても
総合スポーツ型の店舗が中心で、かつてのよ
うな総売場面積300坪超の大型ゴルフ専門店
の新規出店は少なくなっている。
　また、既存店舗についてもマークダウン品
の在庫を抑制する、回転率の低い商品の在庫
を削減する、さらには売場の一部を中古クラ
ブ売場へ転換するなど、既存商品の在庫も総
じて削減する傾向が強まっているとしてい
る。このような「大型新規出店の減少」「不採
算店の閉鎖」「総在庫量の削減」といった小売
市場の動向もメーカー出荷量の減少の一因で
あると考えられる。

ゴルフクラブ市場における「2年サイクル」が
隔年での市場規模増減の原因!?

　上記したように、国内ゴルフ用品市場は総
需要量の減少が顕在化しているが、そうした
市場環境を受けてメーカー各社はこれまでの
ゴルフクラブ市場における商品の販売サイク
ルについて「2年サイクル」を志向している。
これは1年サイクルで商品を販売しても総需
要量が増加しないこと、短サイクルで商品を

矢野経済研究所

「2017年度版ゴルフ産業白書」 ―総需要の減退、プロパー品の販売増に見る新たなテーマ―
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販売が大幅に減少している一方で、プロパー
品の販売は健闘レベルと表現しても差し支え
ない販売実績を記録している点である。アイ
アンこそ前年同月比96.6％と僅かながらマイ
ナスだが、ドライバー、フェアウェイウッド、
ハイブリッド市場では前年実績を10％程度
上回る販売実績を記録している。
　加えて、プロパー品の小売市場における平
均実売価格推移は表2の通りだが、この4年で
大幅な平均実売価格が上昇している。これは
2017年に入ってからも同様で、クラブ市場は
一層健全化が進んだと表現できるだろう。
　ただし、プロパー品の値引率はこの4年間
でドライバーを例にとると2015年の28.6％
から2017年の29.9％と改善の兆しは見られ
ない。しかしながら、各メーカーから発売され
る新商品の値上げ、マークダウン品販売の減
少により、平均実売価格は上昇基調にあると
いえるだろう。
　一方、このような市場の健全性が高まりを
見せており、且つマークダウン品販売量の減
少傾向は強まっているとしながらも、マーク
ダウン品の在庫量は需要量ほど減少している
わけではないと推測している。
　当然ながらマークダウン品の販売は、その
時の「売りダマ」によって動向が大きく異な
る。2017年に入ってからのマークダウン品
市場の急激な縮小は、たまたま当該期間に魅
力的な売りダマが存在しなかったことが要因
であり、今後魅力的な売りダマが出てくれば
市場は再び活況を呈すかもしれない。しかし
ながら市場には今でも一定量のマークダウン
品在庫が存在している筈である。実際一部の
小売店からは「メーカーはマークダウン品の

卸売先、消化先を実店舗からECサイトに切り
替えており、それらのチャネルではマークダ
ウン品が売れている」（量販店筋）という指摘
も上がっている。
　
マークダウン品ユーザーへ

「第三の商品」開発を提案

　今後、これらの指摘に関しては検証を進め
ていく可能性はあるが、少なくとも現在明ら
かになっている定量データから導き出される
のは、これまでマークダウン品を中心に買換
を行っていたユーザーが、現在市場で販売さ
れているマークダウン品に対し「新たに買い
換える魅力、理由」を見いだせていないとい
う仮説である。
　つまり、従来型の「新製品を中心としたプ
ロパー品については2年サイクルで販売を継
続し、それ以外のユーザーに対してはマーク
ダウン品を提供することで市場規模（需要

量）を維持する」という商売が成立しなくな
っていると考えられる。また、当然ながらプ
ロパー品の販売サイクルが長期化すれば、そ
れに応じてマークダウン品そのものが減少
傾向になる。過去数年間にわたって繰り広げ
られた「マークダウン品販売の常態化」はメ
ーカー、小売市場双方の過当競争が招いた副
産物といえるが、そうした副産物として生ま
れたマークダウン品の存在によって、「よい
商品をお買い得価格で」購入しゴルフを楽し
んでいるゴルファーが存在するのもまた事
実である。
　しかしながら、その「両輪」ではこれまでの
需要を形成するのが困難になっている現在、
かつてマークダウン品を購入していたゴルフ
ァーに対して新たな価値を提供できるような
「第三の商品」とでも形容できる商品を開発
し提案することが、今後の市場維持、拡大には
必要な「あるべき姿」なのではないかと考え
ている。
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「2017年 第2回日本ゴルフサミット会議」開催
第3号議案　イメージアップ施策について
　プロジェクトチームを編成し、抜本的なイ
メージアップ施策についての検討を行った結
果、下記4点の理由により運営会議案を上程
致します。
＊マスメディアを利用した一時的広告宣伝
は、恒常的な効果が望めない。
＊恒常的な広告宣伝を行った場合、多額の費
用が発生するが、その効果には疑問がある。ま
た、その費用を17団体が負担することは不可
能である。
＊平成27年決定の「ゴルフ活性化のための戦
略目標と主要戦術課題」を各団体が協力して
解決していくことが、地道ではあるが、最良の
方法である。
＊今後も「日本ゴルフサミット会議」のホー
ムページを有効活用できるようにコンテンツ
の検討を進める。
【運営会議案】
　現状進めているホームページの改定を着実
に実行し、各団体が協力して最新の情報提供
を行い、ゴルフ未実施層からのアクセスが増
加するように内容を整える。
　また、各団体及びその加盟企業等に「日本ゴ
ルフサミット会議ホームページ」にリンクを
してもらえるように依頼活動を行い、露出度
を高める。

4.【報告事項】

（1）大学ゴルフ授業の充実を目指した産学連
携活動の報告
　（一社）大学ゴルフ授業研究会代表・（公社）
全国大学体育連合常務理事　北徹朗（武蔵野
美術大学身体運動文化准教授）
（2）「選手強化」策についてのJGAからの報告
と要請
　日本ゴルフ協会専務理事　山中博史
（3）「ゴルフ場利用税廃止運動推進本部」報告
　日本ゴルフ関連団体協議会会長・ゴルフ場
利用税廃止運動推進本部長　小宮山義孝　
（4）サミット参画団体間の連携施策について
…スポーツ庁長官杯
　日本ゴルフ協会理事　塩田良

（5）「2018年ジャパンゴルフフェア」について
　日本ゴルフ用品協会会長　馬場宏之
　ゴルフサミット会議との連携の必要性を強
調した。
「一般来場者が年々増え、出展者が多様化する
ゴルフフェアを、ゴルフ業界一緒になってゴ
ルフ活性化の場としてさらに有効活用し、ゴ
ルフの魅力を伝えるゴルフ業界全体のお祭り
にして行きたい」

5.その他　意見交換
【2017年第3回　日本ゴルフサミット会議開催
日】
平成29年11月21日（火）or 22日（水）
開催時刻：14時～16時

　尚、同会議の出席者は以下の通り。

　以上、計22名が出席した。

「2017年第2回日本ゴルフサミット会議」で
は、以下の内容について審議、報告された。

【審議事項】
第1号議案　「日本ゴルフサミット会議会則」

「運営内規」改訂について
【目的】
「日本ゴルフサミット会議」がゴルフ普及活
動等においてゴルフ界全体を牽引すること
への要望は益々高まっていると考えられる
ため、この期待にも応えるためにも、参画団
体が積極的に結合するとともに機動的な活
動が出来るよう「会則」及び「運営内規」を改
定する。
【主要改正点】
＊事業内容に「ゴルフの普及」を加え、ゴルフ
人口拡大を明確にする。（第4条）
＊「運営会議」の議決とされている事項をサ
ミット会議での議決に改定し、サミット会議
が最高議決機関であることを明確化する。（第
6条、7条、10条、13条）
＊事業及び会計年度を「1月1日～ 12月31日」
に変更し、決定事項の早期着手を可能とする。
（第12条）
＊実体に整合した文言に修正し、意思決定や
執行体制を明確化する。

第2号議案　「日本ゴルフサミット会議ホーム
ページ」改定について
【方針】
　国民全てに、ゴルフの魅力や効用を理解し
て頂くため、情報を発信する統一活動に着手
する。
【日本ゴルフサミット会議ホームページ改定案】
　初年度の取組みとして、学術研究やゴルフ
産業界の取組みを掲載するよう決定する。
＊ゴルフに関する学術的研究成果
「ゴルフと健康」、「ゴルフと教育」、「環境貢
献」、「地域社会貢献」その他
＊ゴルフ界の地域への社会貢献
　ジュニア関係（小・中・高）、市民・町民・県民
大会、地域への開放及び提供、ゴルフ以外の文
化活動等の会場提供
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「アイアン（セット）市場に関しては厳しい市場

環境を指摘する声が多いものの、ドライバーを

中心にプロパー品の市場に関しては“堅調”とす

る声が多く、総需要（販売数量）は減少基調が

引き続いているものの売上高ベースでは前年

同期実績を上回っているカテゴリーが多い状

況です。また、９月以降の新製品発売に期待す

る声が多く挙がり始めており、市場での話題は

早くも“秋商戦”へと向かっていると感じます」

順位 DRIVER BEST５ ヘッド素材 メーカー名 順位 FW ＆ UTILITY BEST５ メーカー名

1 GBB EPIC STAR コンポジット キャロウェイ 1 M2 FW（2017） テーラーメイド

2 M2（2017） コンポジット テーラーメイド 2 GBB EPIC STAR FW キャロウェイ

3 XXIO9 チタン ダンロップスポーツ 3 XXIO9 UT ダンロップスポーツ

4 G SERIES（2016） チタン ピン 4 M2 RESCUE（2017） テーラーメイド

5 RS 2017 SERIES チタン プロギア 5 XXIO9 FW ダンロップスポーツ

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 inpres UD+2 IRON カーボン ヤマハ 1 VOKEY DESIGN SM6  
SERIES アクシネット

2 XXIO9 カーボン ダンロップスポーツ 2 MD3 MILLED キャロウェイ

3 M2（2017） スチール テーラーメイド 3 Cleveland RTX-3 
SERIES ダンロップスポーツ

4 XXIO9 LADIES カーボン ダンロップスポーツ 4 DJ-33 フォーティーン

5 Steelhead XR  N.S.PRO スチール キャロウェイ 5 MACK DADDY 
FORGED（2016） キャロウェイ

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 PRO V1 SERIES（2017） 3ピース/
４ピース アクシネット 1 ODYSSEY O-WORKS 

SERIES（2017） キャロウェイ

2 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 2 ODYSSEY WORKS 

SERIES キャロウェイ

3 SRIXON Z-STAR 
SERIES（2017）

3ピース/
４ピース ダンロップスポーツ 3 ODYSSEY WHITE HOT 

RX SERIES キャロウェイ

4 SRIXON DISTANCE
（2015） 2ピース ダンロップスポーツ 4 CADENCE TR SERIES ピン

5 HVC SERIES 2ピース アクシネット 5 SPIDER TOUR SERIES
（2017） テーラーメイド

＝矢野経済研究所＝
国内大手調査会社。約150人の調査員が「生活周辺」「情報通信」「ラ
イフサイエンス」「インダストリーテクノロジー」などの6万社以上を調
査。スポーツ用品市場は約450社を調べ、ゴルフ用品市場も緻密な
調査を行っている。
（コメント：三石茂樹）

7 月1日〜 7 月 31日

ドライバー1位＝GBB EPIC STAR

　当協会が主催するアジア最大級のゴルフシ
ョー「第52回ジャパンゴルフフェア2018」
（JGF）は、平成30年3月23日（金）～ 25日（日）
の3日間、パシフィコ横浜（神奈川県横浜市）展
示ホールで開催を予定しています。昨年の第
51回ジャパンゴルフフェアは3日間の来場者
数が5万6163人と過去最高を記録致しました。
「第52回ジャパンゴルフフェア2018」は過去
最大の6万人の来場者を目標に、新たな試み
にチャレンジ致します。出展社のプロモーシ
ョン機会の拡大とアフター 5の来場促進を図
るために開催時間の延長、JGFゴルフメディ
ア・コミッティを立上げ一般ゴルフ誌に協力
を依頼して一般ゴルファーへJGFの積極的な
PR、そして新たにシャフトコーナーを設けて
中小のシャフトメーカーの出展を促すなど、
新たなチャレンジを計画しております。また、
出展社各位には、会場レイアウトを速やかに
決めるために出展申込順にブース位置を決め
る「ブース選択」が復活致します。
　開催時間の延長、出展申込関連スケジュー
ルの変更、ブース選択制の復活の内容は以下
の通りとなります。

開催時間の延長
■3月23日（金）：10:00～ 19:00
■3月24日（土）：10:00～ 19:00
■3月25日（日）：10:00～ 17:00
（最終日は変更無し）

出展申込スケジュールの変更
■｢出展のご案内｣のWEB掲載：8月下旬
■会社情報登録：9月1日（金）～
■出展申込期間：10月2日（月）～10月31日（火）

ブース選択制の復活
「第52回ジャパンゴルフフェア2018」より、
出展社のブース選択制が復活します。従来の
様に完全な早いもの順でなく、日別の早いも
の順、同じ日の同じ大きさのコマ申込時に以
下の優先順位になります。
1、JGGA会員企業
2、JGF2017出展社
3、 過去10年間の出展総コマ数の大きい順

「ジャパンゴルフフェア２０１８」
出展のご案内
（※8月23日現在）
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くやっている5人
●ペアスクランブルはどうだった？
①楽しかった132人、②余り楽しめなかった8
人、③もっとやりたい27人、④その他1人
●また参加したい？
①ぜひ参加したい121人、②時々なら参加し
たい27人、③その他1人

「第2回JGGA中部日本ペア・スクランブルゴルフ大会」開催結果報告

「第3回JGGA西日本ペア・スクランブルゴルフ大会」開催結果報告

ベストドレッサー賞　teamAS

　7月27日、当協会中部日本支部が主催する
「第2回JGGA中部ペア・スクランブルゴルフ
大会」が岐阜県瑞浪市のみずなみカンツリー
倶楽部で開催された。
　第2回JGGA中部日本ペア・スクランブルゴ
ルフ大会はペア92組、192人（男性137名、女
性55名、女性比率28.6％）と大きな大会となっ
た。女性の参加人数も事前予約で55名。当日は
キャンセルもなく、ケガもなく無事終了した。
今大会では、アルペンからも協会の活性化活
動の趣旨を理解頂き大いに協力を頂いた。
　今大会は午前中の成績で順位を決定するた

　7月26日、当協会西日本支部が主催する「第
3回JGGA西日本ペア・スクランブルゴルフ大
会」を兵庫県のダンロップゴルフコースで開
催された。今回で3回目を迎えたペア・スクラ
ンブルゴルフ大会は39ペア78名（女性22名、
女性参加率28.2％）が参加した。
　スタート前の記念撮影では、多くのペアがお
そろいのウエアにて笑顔でポーズ。午前中時々
涼しい風が吹いたものの、午後からは猛暑だっ
たにも関わらず、各ペア和気あいあいのプレー
で事故なく全員無事ホールアウトした。
　今大会の女性参加率は28.2％と前回大会と
同じだったが、参加39ペアのうち、9ペアが
アンダーパーとなり、
「OBでも相方のボールを選択できた」「ペアス
クランブル競技は初めてだったが、とても楽
しかった」と好評のうちに幕を閉じた。
　今大会では、表彰式までの待ち時間を活用
して、スタート前のペア写真や数多く撮影し
たプレー風景をスライドショーで放映。表彰

優勝　三好裕策・富永和之

め、18H終了後には既に順位も掲示されてお
り、ラウンド終了後には随時賞品の授与が行
われるので、この参加人数でも17時時過ぎに
は終了となった。参加者から「楽しかった、ま
た参加したい」との声も多くいただき無事終
えることが出来た。
　また、同大会では参加者にアンケートを実
施。そのアンケート結果は下記の通り。

【アンケート調査結果】
●誰と参加した？
①友人79人、②親子9人、③夫婦27人、④仕事
仲間14人、⑤ゴルフ仲間32人、⑥その他5人
●同大会を知ったきっかけ
①ゴルフ仲間43人、②カジュアルゴルフで
122人、③その他2人
●大会参加の目的
①賞品55人、②仲間とプレー 31人、③普段と
は違う楽しさ89人、④その他9人
●ペアスクランブルゴルフについて
①知らなかった37人、②知っていたがやって
いない61人、③やったことはある58人、④よ

式までの待ち時間も終始和やかな雰囲気で表
彰式を迎えた。
　優勝は「くるくる」ペアで、「とても楽しく
プレーができ感謝しています」と優勝にビッ
クリするとともに、満面の笑みで喜んでいた。
一方のベストドレッサー賞は、多数の候補の
中から選考の結果、「team AS」ペアに決定。
副賞としてダンロップゴルフコースより無料
プレー券が進呈された。

優勝　くるくる
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ゴルフをきっかけにした「出会いの場」ゴル
コン（ゴルフ合コン）をご存知でしょうか？

わたしが株式会社ジョイントプロデュースを
設立したのは2012年7月。メイン事業は、創業
当時と変わらず独身ゴルファーをターゲット
にゴルコンイベントを関東・東海・関西・九州
で展開しています。

起業のキッカケは、20代半ばに仕事がキッ
カケで始めたゴルフにすっかりハマってしま
い、9年勤務した会社を退職してゴルフ場運
営会社へ転職をしたことが転機となりまし
た。銀座の本社で売上管理を行っていました
が、運営していた全国約10箇所のゴルフ場は
赤字続き…。少しでも自社のゴルフ場を盛り
上げたい、ゴルフ人口を増やしたい！と切に
想い、始めたのが独身ゴルファーをターゲッ
トにした「ゴルコン」イベントでした。とにか
く若いゴルファーが増えなければ、この先ゴ
ルフ場は減る一方…。大好きなゴルフもいつ
か出来なくなるかもしれないとひとり焦って
いました。
自社のゴルフ場で始めたゴルコンイベント
は、盛り上がってきたと自分では感じていま
したが、会社ではあまりよく思われなかった
ことがキッカケで、ならば「自分でやろう！」
と起業したわけです。

わたし自身、ゴルフで主人と出会い10ヶ月で
スピード結婚をしており、ゴルフと婚活の相
性の良さを自負しています。一緒にゴルフを
すれば話も盛り上がり、性格もすぐにわかり
ます。自ら体験をし「ゴルコンは婚活の最強ツ
ールになる！」と気づきました。

■婚活とゴルコンの違い

「婚活」というとガツガツしているとか、焦っ
ていると思われがちですが、共通の趣味であ
る「ゴルフ」をテーマにしたイベントでゴル
フ仲間を探すと考えれば、気軽に参加してみ
たくなるのではないでしょうか。

ゴルフコミュニティサイト「ララ♪ゴルフ
（http://www.lala-golf.com）」をスタートした
のは2012年になります。
実際のところ、起業当時はまだゴルコンイベ
ントを開催してもなかなか集客できず、イベ
ントが開催できないこともしばしば。予算も
なかったので広告を出すことができず、コツ
コツとブログやFacebookなどのSNSでイベ
ント告知やレポートを書き続けました。
その結果、徐々に認知度が高まり、今では月間
300名以上・年間の参加者人数は3,000名を超
えるようになってきました。累計参加者人数
は1万人を超え、広告なしでも沢山のゴルフ
好きな独身ゴルファーが、毎月イベントに参
加いただきゴルコンを楽しんでいただいてい
ます。

■ララ♪ゴルフの主な活動

●貸切バスで行く「ゴルコンツアー」
（関東限定）
関東エリアは車を持っていない方が多いの
で、貸切ツアーバスで行くゴルコンツアーを
毎月開催。長時間一緒に過ごせるためカップ
ル率が高い人気イベントとなっています。
（関西・東海エリアは現地集合）

●初心者にオススメ
レッスンつきハーフゴルコン
18ホール回るのはちょっとハードルが高い
という方のために、午前中は練習場でレッス
ンを行い、午後から9ホールを男女ペアでラ
ウンドする。ラウンドデビューにイベントを
利用する方が多く、初心者の女性に喜ばれる
イベントです。

●シミュレーションゴルコン
初心者に人気で、イベントに手ぶらで参加で
きるインドアイベント。天候に左右されるこ
とがなく気軽に参加できることから、どのエ
リアでも人気となっています。人気の秘訣は、
お酒を飲みながら食事をしながらゴルフと交
流が楽しめるところです。

「ゴルコン」がゴルフ市場活性化のキーワードになる！
株式会社ジョイントプロデュース　田井 真貴子

●ゴルフ親睦会（飲み会）
ゴルフをまだ始めていない方が1番多く参加
するイベントで「ゴルフを始めたいけど、何を
どうしたらいいのかわからない」という方も
多く参加しています。まずは親睦会でゴルフ
仲間・先輩を見つけることによって、さらにゴ
ルフに興味を持ってもらえます。

参加者のニーズに応えてサービス展開をして
いるうちに、今のような形になりました。

■ゴルファー専門結婚相談室
「L-Lounge（エルラウンジ）」

2013年12月よりサービスを開始した婚活サ
ービス。より真剣に結婚相手を探しているゴ
ルファーのための結婚相談室です。会員数約
6万人の中から検索ワードに「ゴルフ」と入力
し、自分の理想の相手を探し実際にお見合い
することが可能。現在お見合い率は100%と
なっていて、すでに30組以上がゴルフ好きな
人と出会い成婚に至っています。

■ゴルコンにできること

ゴルコンで出会ったゴルファーカップルが夫
婦となり、子供もゴルファーになる確率が高
いと考えています。ゴルコンはゴルフ市場を
支えるツールとなり、それが市場活性化につ
ながるはずです。今後も、当社はひとりでも多
くの方へゴルフの楽しさを伝えていくことを
使命に活動していきます。

（株）ジョイントプロデュース代表取締役

1979年生まれ、新潟県出身。大手ペット

フードメーカー、ゴルフ場運営会社勤務

を経て、32歳で独立。2012年株式会

社ジョイントプロデュースを設立、代表取

締役就任。ゴルフコミュニティサイト「ラ

ラ♪ゴルフ」、ゴルファー専門結婚相談室

「エルラウンジ」を運営。ベストスコアは

「78」自他ともに認めるゴルフ狂である。

田井 真貴子 （たい・まきこ）
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　平成29年7月27日（木）、協会事務局内にて
標記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS8月号について
1～ 3面：「デジタルフィッティングの最新現
場」を掲載。
●「19番ホール」：二木一成理事が担当。
4～ 5面：「市場活性化コーナー」を掲載。
7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組み
（丸毛晴恵氏）」などを掲載。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー（ピン）」を掲載。
議題-2、JGGANEWS9月号編集について
1、4面：「2017年第2回日本ゴルフサミット会
議の開催報告」を掲載。
●「19番ホール」：山本美雄委員長が担当。
2～ 3面：「2017年度版ゴルフ産業白書」を掲
載。
6面：「中部・西日本ペアスクランブルゴルフ
大会の開催報告」を掲載。
7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組み
（田井真貴子氏）」を掲載。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー（ゴルフパートナー）」を掲載。
議題-3、JGGANEWS10月号について
1～ 3面：「第42期ゴルフ用品販売技術者講習
会の開催報告」を掲載予定。
●「19番ホール」：山田理事が担当。
4～ 5面：「2017年度版レジャー白書」などを
掲載予定。
7面：「関連団体のゴルフ活性化の取り組み
（カフェボローニャ）」などを掲載予定。
8面：「協会関連事項」、「業界女子リレーイン
タビュー（デサント）」を掲載予定。
議題-4、次回委員会の日程
　平成29年9月27日（水）

第2回JGF2018実行委員会

　平成29年8月1日（火）、 ダンロップスポー
ツマーケティング会議室にて標記の委員会を
開催した。

議題-1、報告事項
　JGFゴルフメディア・コミッティの合同会
議についての報告。
　シャフトコーナーの企画展開についての報
告。
議題-2、審議事項
◇ファッション企画について打診している服
飾系専門学校からの回答を8月末まで待ち、
次の展開を検討する。
◇アワード企画について、メディアグループ
のブース展開の進捗を見ながら検討する。
◇会場レイアウトについて、コマ番号に住所
機能をもたせるなど、来場者が見易くなる工
夫をして欲しいという意見があった。
◇開催時間の延長に際し、夕方に物販のタイ
ムセールやグルメコーナーのイベントなどを
企画するべき。
＜審議経緯＞　
◎試打席オープンタイプについて
・打席数を28打席から30打席に増やす（総合
試打を2打席減）が上限は3打席としたいとい
う事務局からの提案があり、了承された。
◎開場時間の延長について
・根本的に見直しをして、延長することに対し
ては賛成された。
・開場時間のアピールをどうするか、企画と連
動しないと意味がない、など積極的な意見が
あった。
・BtoBの出展社は負担増、全体の企画で納得
性のある形にして欲しい、など消極的な意見
もあった。
＊最終的に、JGF2018では金・土の開場時間
を19：00まで1時間延長することに決まった。
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年10月24日（火）

第 5回活性化委員会
　平成29年8月2日（水）、協会事務所にて標記
の委員会を開催した。
議題-1、ペアスクランブルゴルフ大会の報告
東日本大会：平成29年7月17日(月・祝)　大宮
カントリークラブ(埼玉県さいたま市)
参加者：51組102名（男性71名、女性31名　女
性参加率30.4%）
男女ペア23組、男性ペア24組、女性ペア4組
　当日は早朝に局地的な豪雨があり、開催が
心配されたが、スタート前には天候も回復し、
予定通りに大会が終了した。

　今大会の参加リピーターは10組程度と少な
かった。開催場所を変えることは必要である。
議題-2、次回委員会の日程
　平成29年9月21日（木）

第 4回インダストリーカップ
委員会

　平成29年8月2日（水）、協会事務所にて標記
の委員会を開催した。
議題-1、第7回ゴルフインダストリーカップ
日程：2017年10月16日（月）
場所：総武カントリークラブ総武コース（千葉
県印西市）
人数：約180名
料金：18,970円
◇インダストリーカップの申込状況は以下の
通り。
　23社2団体　計43チーム162名　(平成29
年7月28日現在）
◇議事要旨
①女子のスクラッチの参加者を1チーム増や
す事の協力が全員に依頼された。
②クラブバスを特別に運行してもらう。発着
は北総線の千葉ニュータウン中央駅とする。
③クラブバスの情報は「参加のしおり」に入
れる。
④当日の朝、参加者にカテゴリー別で色分け
したリボンを付けてもらうよう依頼する。
⑤特設受付は設けないが、参加者管理は実施
事務局がコースと連携して滞りなく行う。
⑥スコアカードの提出に関しては、従来通り
「投函型」で実施する。
⑦アンダーハンディの商品を決定した。
⑧表彰式での挨拶とプレゼンターに関して
は、蓋専務理事からの報告を待つ。
⑨当日の配車は改めて決める。
⑩事前の宿泊は委員全員分を手配している。
議題-2、次回委員会の日程
　平成29年9月21日（木）

変更事項

【社名・代表者・住所変更】
●株式会社FDR（旧社名：株式会社フラッグ）
新代表者：神谷秀樹（旧代者：湯川仁孝）
新住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
3-1-26 SS神宮前6F
TEL：03-6447-0513　FAX：03-6447-0514

協会関連事項

広報委員会

ゴルフ業界に入られたきっかけは？
ゴルフに全く興味のなかった私ですが、（TV中
継を観ているとチャンネルを変えさせるくらい）
主人の練習について行き、そこで初めて打ちっぱ
なしを体験しました。
その時は空振りばかりでしたが、なぜかとても楽し
くその日のうちにゴルフスクールを探し、体験レッ
スンに申し込んでいました。それからはゴルフの
楽しさにはまってしまい、ゴルフにかかわる仕事が
したいと思うようになりました。当時は別の仕事を
していたのですが、偶然にも現職の募集を見つ
け思いきって応募し、現在に至ります。

お仕事の内容を教えてください。
入社後～現在、プライベートブランド（PB）の企

vol.9

画・開発チームのメンバーとしてクラブ開発のサポ
ート業務を担当しています。
主に、PBクラブに関する店舗等からの問合せ対
応やカスタムクラブ等の受発注、試打クラブ貸出
管理等を行っております。レディースのクラブやグッ
ズ開発の際には、女性目線での意見を求められる
こともあります。

ゴルフ界で働く女性へメッセージを
ゴルフ場には、まだまだ女性ゴルファーが少ないと
感じています。始めたいけど、周りにゴルフをしてい
る人がいないから…という声を耳にします。女性に
限らず、若い世代の方たちが敷居の高いスポーツ
ではなくもっと身近にゴルフを感じ、始めるきっか
け作りのお手伝いが出来るよう頑張りましょう。

株式会社ゴルフパートナー
商品企画部　商品企画課
石井 智子さん
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