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8342人︒前年比で︑47

1・2面＝最新ゴルフ場市場規模
3面＝ 第 回ジャパンゴルフフェア2013出展案内
5面＝ データで見るマーケット状況︑リアルマーケットレビュー

状がそのまま現れた形になっ

整という動きが出ているとも

く︑供給サイドからの数の調

退を始めているとも取れる数

上げの少ないゴルフ場から撤

も構成比を高くしており︑売

すると1億円以上は3階層と

また︑各年の構成比で比較

事業協会︵ＮＧＫ︶がまとめ

あり︑社団法人日本ゴルフ場

今回の調査がサンプル調査で

は︑集計期間の問題もあるが︑

％の落ち込みだった︒入場者

0万4462人減少︑5・3

とれる︒調整局面の話はよく

ているゴルフ場利用税から見

ている︒

出る話題だが︑具体的な動き

字になっている︒

に︑事業所の減少︵率︶が高

がこれまでなかっただけに︑
ば︑1施設当たりの需給バラ

所も含むことから︑集計数が

計はゴルフ場専業でない事業

次に利用者数だが︑この集

統計データであることから︑

利用者数といえる︒しかし︑

たゴルフ場入場者数が正しい

供給数の調整が実際に始まれ
ンスの改善が期待できる︒た

業所数は2187で︑前年比

集計対象となった 年の事

ても5〜9人と 〜 人の階

年のそれぞれの構成比でみ

00人以上の大規模ゴルフ場

先の比較と同様に従業員数

に挙げた通りで︑8438万
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最新ゴルフ場市場規模
︱
経済産業省から平成 年特定サービス産業実態調査︵特サ︶の確報が発表
された︒日本で唯一︑ゴルフ場の市場規模が金額ベースで分かるデータだ︒

なっている︒

若干増える︒
のペースで続くのであれば︑

ここでは特サの数字をそのま

だし︑市場全体の縮小が現在
ゴルフ場にとっては︑厳しい

利用者数︵後述︶は︑ 年

は8438万8342人で︑

と売上げ規模別に利用者数を

福岡にあるゴルフショップ

層で︑構成比が低くなってい

ま紹介する︒

470万4462人減少︑
5・

見ると︑利用者数は従業員1

ら547億9000万円少な

で195事業所減り︑8・2

規模縮小の中身はこうだ

なる︒

％減だった︒利用者数は︑先

くなり︑金額ベースでみた市

兆436億6700万円か
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数の調整が待っていることに

3％の落ち込みだった︒

てのパイが縮小している以上

市場︵金額ベース︶全体とし

この数字からは︑ゴルフ場

場規模は5・2％縮小したこ
とになる︒従業員数について
8061人︑5・7％少なく

は︑ 年の 万577人から

桜美ゴルフハウスでは﹁ソフト

る︒1ゴルフ場での少数運営

ラケット業界からゴルフ業界に
転属して 年程になります︒自分
自身は︑バブル景気が継続された
中でのゴルフ業界の絶頂的な販売
は経験していませんが︑先輩から
聞いた当時の販売状況は大変素晴
らしかったとの事でした︒それか
ら 年ほど経過した現在のゴルフ
市場は大変厳しい状況になってい
ます︒それが︑①2015年問
題︑② 歳代〜 歳代の若年層の
ゴルフ競技への不参加等により︑
今後更にゴルフ市場の厳しさが増
す状況になってきました︒
昨年のゴルフ場入場者は︑震災
の影響もありましたが︑9000
万人を2年連続して下回り840
0万人と減少︒2年間で600万
人減少しました︒クラブ販売も
年々減少しており︑このままでは
ゴルフ市場は縮小を余儀なくされ
てしまいます︑本当に危機です︒
その一方︑石川遼プロの影響で
小︑中学生を中心としたジュニア
ゴルフアーは増加︒ＪＧＡへの登
録人数もここ2年程で ％程増大
して︑大会も数多く開催されるよ
うになってきました︒
ゴルフ競技がオリンピック種目
に加入された事でジュニアゴルフ
ァーは更に増加してくると思いま
す︒このジュニアゴルファーがゴ
ルフを生涯スポーツとして継続し
てくれるようになるまで後 年程
かかると思います︒それまでの期
間︑若年層に何とかゴルフを楽し
んで頂く政策を立案し︑実行して
行かないとゴルフ人口の減少︑ゴ
ルフ市場の縮小に歯止めをかける
事が出来ないと思います︒
今こそゴルフ関係団体が危機感
を持ち︑一致団結してゴルフ人口
の増大を真剣に検討して実行する
時になっていると思います︒その
検討する機関もジュニア大会を販
促している担当員︑ゴルフクラブ
を販売している店員︑その店舗を
販促している営業員︑低価格料金
運営しているゴルフ場経営者︑専
門誌などを含めたマスコミ関係者
等︑現場の近くで活動している人
達の意見を取り入れるような組織
にしなければならないと思います︒
ゴルフ業界で働く人達が将来に
向け本当に夢と希望を持って働け
る業界にして行きたいと思います︒
ヨネックス 黒子武
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これによると︑平成 年のゴルフ場の市場規模は︑前年に対して5％ほど縮
小している︒このデータから︑ゴルフ場市場の現状を分析した︒
21

8億7700万円で︑前年の
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調査実施日は︑平成 年 月1日︒ 年調査から全数調査からサンプル調
査に変わっている︒
金額ベースで市場規模は5・
2％縮小
年調査データによると︑
3で︑前年より189事業所

ゴルフ場の事業者数は218
少なくなり︑率で8・0％縮

市場が縮小するなかで︑特
徴的な動きを探してみた︒
従業員数規模別にみたゴル
フ場数では︑増えているのは
100人以上のゴルフ場で︑

ゴルフ﹂を提唱中︒ゴルファー

化とグループ化で従業員規模

1億円未満のゴルフ場は少な
く︑これを除外すれば︑増え
ているのが1〜5億円に集中
するということになる︒売上
げ規模が小さくなっている現

50
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小した︒売上高は総計988

ゴルフが︑２０１６年︵リ
オデジャネイロ︶五輪の正式
種目に採用された︒これを機
に︑高齢者でも身体を動かせ

〜 人の中堅規模のゴルフ

他はすべて減少し︑なかでも

とゴルフが出来ない人︵経験が

が増える傾向が読み取れる︒

だ︒ ホール規模で考えると︑

000万円の二つの階層だけ

5億円の規模と1000〜3

見ると︑増えているのは1〜
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10

るスポーツのひとつとして︑
また︑健康推進の一環として︑

場が 割近く少なくなり︑最
も数を減らしている︒ 年と

無い人︶がペアで交互にプレー

売上規模別でゴルフ場数を
伴者が道具を使用しないこと︒
ゴルフ経験の無い人に自然と
緑に囲まれたゴルフ場で醍醐
味を体験してもらい関心を高
めてもらおうというわけだ︒ゴ
ルフ人口減少に歯止めをかけ
るには︑ゴルフプレー未経験
者の囲い込みが急務である︒
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するもので︑スナッグゴルフや
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ゴルフは今後ますます注目さ
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グランドゴルフと違うのは︑同

れていくはずだ︒
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減少するなかで︑ 〜 人の

で増えているが︑他はすべて
従業員数では 〜 人の階層

各階層別に特徴を探すと︑

このデータを補完するのは︑

平成 年調査までと 年調査

うだ︒国はやりそうにない︒

ゴルフ場業界の仕事になるよ

で5・8％増やしており︑そ

49

れ以上従業員規模では減少し

49

中堅クラスで9・9％減と︑

30

事業所数の減少︵ ・7％減︶

30

ばした100人以上の規模だ

少︒ところが︑利用者数を伸

よりは少ないが︑1割近い減
0・8％増やし︑それ以上の

1〜5億円の階層で従業員を

ている︒売上げ規模別では︑

化される︒調査の変更に伴い︑

する経済サンセス調査に一本

年からは総務省統計局が実施

で︑調査方法が変更され︑

売上高を伸ばしたのは 〜

人の規模の9・0％と 億

億円未満を除くと︑1〜5億

〜 人の階層で2・1％と

利用者数を増やしたのは︑

円以上の階層の1・0％で︑

円＝1・9％︑5〜 億円＝

〜 人の0・9％で︑売上げ

以上︑今回発表された特定

3・6％伸ばしている︒

くなる︒

サービス産業実態調査の結果

横串でさして︑マトリックス

ことも多いが︑このデータを

を紹介した︒結果からわかる

全体の市場規模としての数

分析できない︒これができれ

1ゴルフ場当たりでみると

字の把握は以上のようになる

ば︑もう少しゴルフ場経営の

ゴルフ場市場の将来を展望

くなっている︒

する上でも︑ゴルフ場業界と

して現状把握しっかりとしな
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さきに触れたようにゴルフ場

くてはいけない︒利用者数も︑

利用税からの入場者数が正確

だが︑売上げ規模との比較と

なると︑今回の利用者数を使

うことになる︒ゴルフ場のマ

ーケティングは︑この二つの

数字から単純に掛け合わせて

出せる数字ではないことは理
解してほしい︒

＊月刊ゴルフマネジメント
実態が明確にできるはずだ︒ ︵一季出版︶から抜粋

が︑ここで1ゴルフ場に換算

経年でのデータ分析ができな

売上げ規模では減らしてい

わけではないようだ︒

10 30

規模別では 〜 億円だけが

3・9％︑ 億円以上＝4・

49 99

するとどのような数字になる
単純平均だが︑1ゴルフ場

かを出してみた︒
当たりの売上高は4億530
0万円で︑従業員数 人︑利

2人増えて 人︒

2％増えている︒従業員数は

利用者数も1183人︑3・

0％売上げ増になっている︒

が1300万円の増収で︑
3・

前年との比較では︑売上高

る︒

用者数は 万8586人とな

61
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売上げ規模別でみると︑1

49

化は運営効率が必ずしも良い

る︒

21

が︑事業所数の増加より利用

16

者数の増加率が低い︒大規模

10

4％と売上げ規模が大きくな

10
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るほど利用者数の減少率が高

5
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61

当協会が主催するアジア最
ら一部変更点がございますの

たします︒昨年の申込方法か

ジャパンゴルフフェア201

で︑ご出展を予定している企

■ＪＧＦ2013開催までの

組での紹介をはじめメディア

実績︶から分かり︑テレビ番

ケート調査︵ＪＧＦ2012

・カテゴリー別申し込み先着

手続きとなります︒

みはＪＧＦ公式サイトからの

・会社情報登録︑出展申し込

付締切り

また︑ＪＧＦはゴルファー
要項﹂はＪＧＦ公式サイトに

・諸規約等を記載した﹁出展

めにお申し込みください︒

切に保管してください︒この
人日本ゴルフ用品協会﹂から

出展コマ料金は︑
﹁社団法

■出展料の支払いについて

ます︒

出展社バッジ等を配布いたし

・開催1ヶ月前にポスター︑

事料他支払期限

手︑宮城︑福島の3県でゴル

災の被害が特に大きかった岩

これらのチャリティ金は︑震

ャリティ金が集まりました︒

3日間で総額310万円のチ

は︑来場者にも非常に好評で︑

売︵一部オークション形式︶

・時間枠︵予定︶

撤去を含みます︶

・使用時間 1時間︵準備・

い︒

もありますのでご理解くださ

際お断りさせていただく場合

事前申請となりますが︑その

ては展開内容も含めてすべて

時 分

フプレー支援のために使われ

〜／ 時〜 ︵金・土・日共通︶

お︑手形によるお支払いはお

口座にお振込みください︒な

したものに限らせて頂きま

・販売はチャリティを目的と

ます︒

た皆様に心から感謝申し上げ

明記の上メールにてお申し込

者﹂
﹁連絡先﹂
﹁展開内容﹂を

・申込方法 ﹁社名﹂
﹁ご担当

費用は別途︶

／1枠︵設備・備品など実施

・ステージ使用費用

る予定です︒ご協力頂きまし

請求書を発行いたします︒先

当日に多くの入力作業をする
断りいたします︒また︑振込
す︒

述した期日までに指定の銀行

ように︑事前に会社情報を登

手間を省くということが大き
み手数料は︑出展社様の負担

・売上げに対するチャリティ

録しておくことで︑申込受付

な目的となります︒
とさせていただきます︒出展

みください︒

月9日︵金︶ 出展申込内
金支払期限︵出展コマ料金の

ます︒

請求書を発行させていただき

・チャリティ販売はすべて事

に限らせて頂きます︒

・チャリティ先は﹁ＧＴＣ﹂

をお願いいたします︒

催者で選考の上決定させて頂

※申し込み多数の場合は︑主

日︵水︶

・申込締切 2012年 月

■出展のキャンセル及びコマ

月 日︵水︶〜 日︵木︶

の削減

・ブース位置選択は各タイ

数を削減する場合は︑次の金

する場合︑あるいは申込コマ

都合により出展をキャンセル

は可能ですが︑プロパー品の

チャリティ販売して頂くこと

せて頂きます︒記念品などを

しくは関連会社の製品に限ら

・販売頂く商品は自社製品も

前申請が必要です︒

見積りとなります︒

どすべての実施費用は別途お

・音響・照明他設備・備品な

す︒

採用の参考とさせて頂きま

きます︒実施内容に関しても

ブース位置選択︵ＪＧＦ公式
サイト︶

プ・コマ数毎にＪＧＦ公式サ

額をキャンセル料として申し

お支払いください︒

イトにて実施いたします︒

受けます︒

・申込期間を過ぎてからのお

・正確な使用時間などは調整

申し込みの場合︑ブース位置

後ご連絡させて頂きます︒

ます︒

合 出展コマ料金の ％

月7日までのキャンセルの場

キャンセルの場合 出展コマ

・2012年 月8日以降の

■グリーン・ティー・チャリ

料金の100％

・電気幹線工事・使用料︑レ

ブースでの実施と

れます︵※各社各

企画として実施さ

きます︒ステージ使用に関し

ベント・ステージ﹂が活用で

出展社の方は会場内の﹁イ

ト・ステージ﹂

ます︒

︵ＪＧＦ運営事務局︶

お申し込みは別途必要となり

・集合ファッションショーの

■より印象的に来場者へのア

・2012年 月 日から

︻ ・1月 出展に関する諸
月7日︵金︶ 出展コマ料

手続き︼

％・残金︶

金支払期限︵出展コマ料金の

ティー賛同企画
﹁チャリティ販売﹂

月 日︵金︶ 電気供給／
2次側電灯・電力工事︑レン

ンタル備品︑パッケージブー

なります︶
︒

提出期限

スの費用を2013年2月8

︵ＧＴＣ︶の応援

日︵金︶までにお支払いくだ

内で実施いたしま

また︑前回会場
︻2月 開催準備︼

したチャリティ販

さい︒
2月8日︵金︶ 電気幹線工

ピールを可能にする﹁イベン

販売はできません︒

は運営事務局にて決定いたし

お申し込み後︑出展社様の

・出展コマ料金は期限までに

％︶

万円

︻ 月 ブース位置選択︼
申込期間締切後のお申し込み

の割合は最低 ％以上の設定

お申し込みの手順はJGF公式サイトをご確認ください。

の場合は︑出展コマ料金額の

12

アジア最大級のゴルフショー

大級のゴルフショー﹁第 回
業・団体の皆様はご注意くだ

出展社スケジュール

さい︒以下詳細となります︒

3﹂
︵Ｊ ＧＦ︶は︑平成 年
の3日間︑東京ビッグサイト

2月 日︵金︶〜 日︵日︶
西棟1・2ホールで開催を予

8月1日︵水︶ 会社情報登

続き︼

︻8・9・ 月 出展申込手

録受付開始︵ ︶

今年の来場者数は5万15
90人を数え︑3年連続で5

への露出に関しても︑総数で
順によりブース位置を選択し

を満足させるギアとの出会い
掲載となります︒ＪＧＦ公式

10

定しています︒

万人を突破いたしました︒そ
9月3日︵月︶ 出展申込受

約200件と注目度も増して
ていただきます︒

月 日︵水︶ 出展申込受

付開始︵ＡＭ 時より︶

のうち︑ 代のゴルファーは
・7％︑女性の来場者は

います︒ＪＧＦは︑さらに多
・期日前でも予定コマ数にな

・3％にのぼることがアン

報道関係者そしてゴルフファ

くのゴルフビジネス関係者︑

をはじめ︑機能性にファッシ
サイトからダウンロードして

り次第締切りますので︑お早

ョン性を加味したゴルフアパ
ください︒

31

出展申込期間：9/3
（月）
から10/31
（水）

ンの来場を目指します︒

レルファッションショー︑チ

同活動は︑ゴル
フ業界一丸となっ

タル備品︑パッケージブース

﹁グリーン・ティ

申請書提出期限

付﹂を実施いたします︒同登

・
﹁出展要項﹂に基づく各種

ー・チャリティー﹂

開始前に︑
﹁会社情報登録受

今年から︑
﹁出展申込受付﹂

ャリティ販売など︑様々な魅
力あふれる企画と情報が満載

録は8月1日よりスタートい

届出書及び申込書は期限まで

て被災地の支援に

さらに︑2016年にリオ

たしますが︑先着順ではござ

に必ず申請ください︒

取り組もうという

で開催されるオリンピックの

いませんので︑ご出展を予定

1月 日︵金︶ 各種申請書

ゴルフ競技の開催︑2020

している企業・団体の皆様は︑

を登録後︑ＩＤとパスワード

30

２０１３年
２月15日（金）
〜
２月17日（日）

年オリンピックの東京招致な

を発行いたします︒同ＩＤ・

12

会期

ども﹁ＪＧＦ2013﹂の中

当協会会員企業・団体の皆

パスワードは︑9月3日より

15

www.japangolffair.com

17

本申込受付前までにご登録く

様には別途︑フェア開催のご

始まる﹁出展申込﹂のログイ

ださい︒ここでは︑会社情報

案内をいたしますが︑今回︑

す︒

同紙面におきまして﹁ＪＧＦ

ンに必要になりますので︑大

会社情報登録：8 /1
（水）〜

47

25

2013出展案内﹂を掲載い

出展申込方法が変更となりました。

11

17

で強くアピールをしていきま

です︒

11

11

15

20

東京ビッグサイト西棟1・2ホール

・16日（土）
・17日（日）
2月15日（金）

18

30

10

10

10

出展のご案内

11

12

31

21

28

10

30

11 30

12

12

12 70

27 18

22

7

﹁ ジャパンゴルフフェア２０１３﹂
出展のご案内 ︵※ 月 日現在︶
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夏ゴルフ対策サポートサプリ紹介

た震災復興支援﹁グリーン・

るゴルフ関連 団体で組織し

昨年4月︑当協会も加盟す

一助となることを期待すると

地のゴルフ活動の再活性化の

ものです︒この企画が︑被災

地の経済活動にも寄与できる

地で使用されることで︑被災

して︑賞品として商品券を購

①同事業が行われる施設に対

3︑支援策

開催は1回限りとする︒

・但し︑各ゴルフ場での事業

0名以内を条件とする︒

そこで︑今月号では猛暑のゴ

楽しいゴルフも台無しです︒

ん︒事故が起きてしまっては

崩すケースも少なくありませ

大きく︑熱中症などで体調を

夏のゴルフは体への負担が

クや清涼飲料水に含まれがち

解質は多くのスポーツドリン

また︑同製品に含まれる電

ム︶を補給できるという︒

ウム︑マグネシウム︑カリウ

加えるだけで電解質︵ナトリ

1本分に相当し︑こちらの製

ーツドリンク︵500㎖︶約

﹃エンライテン﹄3枚でスポ

部隊の採用も決まったとか︒

2008年1月には米軍特殊

ーム︑大学︑高校に導入され︑

震災復興支援グリーン・ティー・チャリティー

ティー・チャリティー﹂
︵Ｇ
ともに︑改めてご支援いただ

猛暑のゴルフプレー時の熱中症防止に

ゴルファーをはじめ︑ゴルフ

‼

ＴＣ︶に対しては︑数多くの

﹁被災地区ゴルフ場支援チャリティー
ゴルフコンペ事業﹂について

平成24年８月１日発行（ 4 ）
場︑ゴルフ団体から様々な形
ゴルフ関連 団体では︑昨

いた皆様に感謝申し上げます︒
に支援する︒

入する資金を東北ゴルフ連盟
ッズを紹介いたします︒その

ルフプレー時の熱中症対策グ

でいないため︑口の中がべと

な糖分やカロリーを一切含ん

となっている︒フィルム1枚

品も糖分ゼロ︑カロリーゼロ

ことを︑この場を借りて心よ
ファーの皆様をはじめ多くの

り組んでおりますので︑ゴル

年に引き続きＧＴＣ活動に取

資金の支給は事業規模に応じ

②各ゴルフ場への商品券購入

る総額は2700万円とする︒

高い中での作業や運動によ

﹁熱中症とは︑室温や気温が

知っておきましょう︒

・商品名 エリートダッシュ

■商品概要

エネルギー転換を支える︒

ゼロ︑糖分ゼロで筋肉運動︑

■商品概要

目安としている︒

応じて3〜6枚程度を摂取の

100㎎ ︒運動量や発汗量に

の大きさは × ㎜ ︑重さは

り御礼申し上げます︒
方々の変わらぬご支援︑ご協

り︑体内の水分や塩分︵ナト

つかないとのこと︒カロリー

2012年7月現在︑ゴル
て以下の内容で行う︒

前に︑まずは熱中症について

フ関連 団体の活動でこれま
力を賜りたく︑宜しくお願い

でに 億円以上の援助が集ま

れ︑体温の調節機能が働かな

・問い合わせ先 ブロッサム

・価格 1575円

㎖︵2㎖× 本︶

・内容量

り2700円とする︵総参加

体がだるい︑ひどいときには

くなり︑体温上昇︑めまい︑

な症状を起こす病気です﹂︵総

痙攣や意識の異常など︑様々

解質フィルム︼

︻米軍特殊部隊も使用する電

なお︑
﹁被災地区ゴルフ場
者数1万人を目処︶
︒

り︑被災地のゴルフ場や日本

・事前に事業規模を報告し支
給金額を受け︑事後にコンペ

務省︶

赤十字社を通しての支援に活
支援チャリティーゴルフコン

集計表を基に精算し過不足調

︻サマースポーツの水分補給の

︱5470 ︱1582︶

ペ事業﹂の概要は以下の通り︒

整を各県ゴルフ連盟と行う︒

︵

用されてきました︒そのなか

1︑支援先︵開催地区︶

・過の場合は再度︑ＧＴＣ募

・商品名 エンライテン

・内容量 アスリートパック
※1カセット 枚入り

︵3カセット入り︶
・価格 1960円

・問い合わせ先 アーニーゴ

︱6775 ︱470

び︑米ヘルススポーツ社の電

ランスが原因で脱水症状・熱

発汗による電解質のアンバ

中心となって企画をまとめた

くために︑東北ゴルフ連盟が

フ再活性化に役立てていただ

被災地である東北地区のゴル

おいて検討した結果︑今回は︑

いて︑ＧＴＣの支援委員会に

上︑開催を希望するか否かの

・各県ゴルフ連盟を経由の

る以下ゴルフ場とする︒

加盟ゴルフ場で開催を希望す

フ場︑日本ゴルフ場事業協会

ブリックゴルフ協会加盟ゴル

ルフ協会加盟倶楽部︑日本パ

開催地区に所在する日本ゴ

ながる︒

当するので︑更なる支援につ

②参加料の一部を支援金に充

①ゴルフ場の集客につながる︒

4︑本事業の支援効果

ルフ連盟に支給する︒

告宣伝費200万円を東北ゴ

③当該事業開催を告知する広

ゴルフ連盟が負担する︒

した成分を使用しており︑好

トレイクの塩水湖水から抽出

いう︒具体的には︑米国ソル

士などにも愛飲されていると

ーツ時や過酷な訓練をする兵

シュ︶
﹄を発売した︒

ｅ ｄａｓ ｈ︵エリートダッ

るサポートサプリ﹃ｅ ｌｅｔ

ゴルフの水分補給に頼りにな

の︒米国では2007年の発

通じ直接血流へ送り込むも

ことで︑電解質を口腔粘膜を

と歯ぐきの間に挿入し溶かす

具体的には︑フィルムを頬

取できる画期的商品﹂
︵同社︶

効率的に電解質のみを直接摂

ドリンクより6倍速く︑4倍

同フィルムは︑
﹁スポーツ

有益なアイテムとして話題を

適にプレーできるラウンドに

だろう？ どちらの製品も快

プリを使用してみてはいかが

イテムとして今回紹介したサ

させることなく︑快適にプレ

フ時のパフォーマンスを低下

ゴルフプレー︒この夏︑ゴル

どが起こりやすくなる猛暑の

2︶
解質フィルム
﹃エンライテン・

ルフ︵

スポーツストリップス﹄を発

﹁被災地区ゴルフ場支援チャ

調査を行い︑東北ゴルフ連盟

③商品券が被災地で使われ︑

みの飲料︵500㎖〜100

︻事業概要︼
・岩手県︑宮城県︑福島県

ブロッサムはこのたび︑夏

リティーゴルフコンペ事業﹂
に報告する︒

被災地の経済活動に寄与でき

売以来︑190以上のプロチ

呼びそうだ︒

ーできるラウンドに有益なア

0㎖︶に1パック︵2㎖︶を

という触れ込み︒

中症や過度の疲労︑筋痙攣な

の賞品︵商品券︶に役立てる

・基本的に開催を希望するゴ

る︒

売した︒

ことを決定いたしましたの

ルフ場の全てで開催する︒
40

同サプリは︑炎天下のスポ

で︑お知らせいたします︒Ｇ

・事業規模は 名以上︑15

﹁当コンペは︑
﹃震災復興支
援グリーン・ティー・チャリ

『エンライテン』

ティー〜日本のゴルフが日本
のチカラに〜1万人参加ゴル
フコンペ﹄と題して︑岩手︑
宮城︑福島の東北3県で支援
金に充てられるため︑更なる
支援にも繋がるものです︒
また︑賞品の商品券が被災

『エリートダッシュ』

次のようにコメント︒

ルフ協会会長の安西孝之氏は

ズ販売によるチャリティーの
2︑事業開催施設

40

頼りになるサポートサプリ︼

アーニーゴルフはこのた

収支差額約3000万円︵2

しました支援金ならびにグッ

でも︑皆様からお預かりいた

10

25

18

申し上げます﹂

リウム︶などのバランスが崩

20

・支給金額は参加者1名当た

・賞品として商品券を購入す

でご協力いただいております

20

011年末現在︶の使途につ

03

金に充当し不足の場合は東北

06

20

20

19

ＴＣ支援委員会座長・日本ゴ
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データで見る
マーケット状況
万8766本

香港 2万2389本

韓国

米国 6987本

万5574㌤

マレーシア 5506本

台湾 6032本
中国

シリーズ⑩

リアルマーケットレビュー

⑥ ２ アリムラゴルフ ︵鹿児島県鹿児島市︶
有村俊朗 社長︑有村俊一朗 氏
のことが言える︒ゴルフ場だ

■輸入クラブ

けでなく用品市場もこれだけ

などで︑計 ヶ国・地域へ輸出

今月も前月号に続き鹿児島

中国 4343本

県﹁アリムラゴルフ﹂様への

万7917㌤

規模が縮小しているのだか

万2294㌤

インタビューです︒

米国

※

台湾
された︒米国を除く上位勢はすべ

同月比 ・5％増︒5ヶ月間の累

てアジア諸国で占められており︑

耗品のボールをばらまくよう

﹁例えばコンペの参加賞で消

にあるとお考えでしょうか？

決すべき課題はどのような点

現在のゴルフ用品市場が解

話︒そのようにタダのサービ

ば販売価格を下げればよい

選択してもらい︑不要であれ

るか要らないか﹄をお客様に

ヘッドカバーであれば︑
﹃要

いう発想を持つべき︒先程の

パンチの﹃風圧﹄だけでウチ

ら︑
﹃売るものを増やす﹄と

インドネシア 8万958㌤

なことをして︑業界自らが需

のような店は消し飛んでしま

う
︵笑︶
︒その方法はお店や地

スを続けておいて﹃売れない﹄
﹃利益が出ない﹄というのは

にすれば用品市場への影響は

品であれば﹃醤油﹄を参加賞

おかしい︒例えばコンペの賞

ているのは誰がどう見たって

ーズが売れない﹄なんて言っ

ながら﹃お店でボールやシュ

が︑そのようなことをしてい

きるから良いのかもしれない

てシューズやボールが処分で

まである︒メーカーはまとめ

になったパックといったもの

パックや︑シューズがセット

ィッティング﹄を軸とした販

皆様が言っているように︑﹃フ

﹁この連載で他の専門店主の

えでしょうか？

のようなところにあるとお考

中で︑専門店の存在意義はど

品の価格競争が激化している

いですね︒最後に︑ゴルフ用

方々には前向きに捉えて欲し

ね︒このメッセージを業界の

る﹂ということでもあります

化する可能性は残されてい

の改善を講じれば業界が健全

それは裏を返せば﹁それら

たお客さんがなかなかお店に

ペを開催したけれど︑参加し

う︒また︑他のお店で﹃コン

様性のある商売は可能だと思

ラインアップが豊富なので多

カー数でも商品のスペック︑

が︑今の市場は数少ないメー

築できる類のものではない

の信頼関係が必要で直ぐに構

いを実現するためにはお互い

いる︒当然そのような付き合

とが重要ではないかと考えて

る覚悟でお付き合いする﹄こ

とつのメーカーさんと心中す

いするメーカーを絞って︑ひ

が︑私は今の時代﹃お付き合

域によってそれぞれだと思う

ないし奥さんだって喜ぶ︒そ

売や﹃ホスピタリティ﹄を高

来てくれない﹄という話をし

本末転倒﹂

ういったところまで考えない

めるというのはその通り︒恐

ル1ダースがセットになった

る︒最近ではプレー代とボー

要の芽を摘んでしまってい

※

タイ 6万5719㌤

英国 7万5284㌤

※

計では300万1942本で︑前

香港 5万4888㌤

された︒

※

年同期比5・1％増となった︒震
アジア圏は計 ヶ国・地域で全輸

英国︵500㌤︶
︑ベトナム︵3
■輸出ボール

成長している︒

出量の ・8％を占有するまでに

48㌤︶など︑計9ヶ国・地域か

ほかに韓国︵1万3740㌤︶
︑

な谷へ落ち込んだが︑今年は安定

ら輸入された︒

災の影響が色濃かった昨年は急激

的な反転をみせている︒国別の輸
入状況は︑
当月は 万8669㌤で︑前年

からの輸入量が昨年以降︑上昇基

1％増だった︒国別の輸出状況は︑

同期比208万3404㌤で ・

同月比 ・4％増︒累計では前年

調を辿っていること︒これまでボ

この分野で顕著な動きは︑台湾

米国 2万5746本

ール事業に本腰を入れてこなかっ

万6501本

ベトナム 8499本

力の高まった台湾系ボールメーカ

万1820㌤

ーにＯＥＭ生産を依頼するケース
韓国 4万9942㌤

米国

韓国︵1135本︶
︑台湾︵95

中国 4万2158㌤

た多くのクラブメーカーが︑技術

1本︶など︑計9ヶ国・地域から
■輸出クラブ

26

などで︑計 ヶ国・地域へ輸出

豪州 1万4950㌤

南ア 2万3552㌤

が増えている︒

同月比5・6％増︒累計は103

当月は 万8718本で︑前年

■輸入ボール

ほかにメキシコ︵3431本︶
︑

タイ 6311本

中国
46

64

18

輸入された︒

当月は 万7126㌤で︑前年
同月比 ・6％増︒累計は364

1％減となった︒国別の輸出状況

万5250本で︑前年同期比 ・
15

万2557㌤で︑前年同期比5・

は︑

20

23

1％減となった︒国別の輸入状況
は︑

で︑安易にゴルフ用品をタダ

らく殆どの専門店主が﹃そう

字だと思っている︒市場が厳

であげてしまうというのは︑

しいこともあるのだと思う

この業界が右肩上がりのバブ

いと思う﹄ことと﹃実行する﹄

が︑今の市場は﹃種を撒いた

ていたと聞いたことがあるが︑

ッドカバー﹄
︒昔は一部のメ

ことは全く異なっていて︑理

ら直ぐに刈り取る﹄方向に偏

私は例えば150人コンペに

ーカーだけがやっていてそれ

想を現実にするためには強い

り過ぎ﹃ゆとり﹄がなさ過ぎ

したい﹄と考えているのでは

なりに差別化に繋がっていた

意志を持たねばならない︒技

ると思う︒もう少し大らかに

ないか︒しかしその考えを実

のだが︑今ではどのクラブに

術や手法も大事だが︑最終的

商売しないと︑お客様にとっ

ルの頃の意識から抜け出せて

もヘッドカバーが付いている

には﹃気持ち﹄の問題だろう︒

ても居心地の悪い空間になっ

いないことの証拠だと思う︒

ので︑全く差別化になってい

それと︑簡単に言えば専門店

てしまうのでは？ と思う﹂

参加したら︑そのうちの 人

ない︒以前は店でも単品のヘ

の生き残る道は﹃量販店と正

でもお店に来てくれれば御の

ッドカバーが売れていたの

面から喧嘩しないこと﹄
︒正

践できているところは決して

に︑今は殆ど売れない︒購入

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

多くないと思う︒
﹃そうした

するのは相当コダワリのある

面切って喧嘩すれば︑彼等の

それと︑クラブに付属の
﹃ヘ

お客様くらい︒
﹃傘﹄も同様

1

25

10

当月は 万2839本で︑前年

10 15 28

17

93

61

36

56

70

20

5月度輸出入実績

協会関連事項
ティー・チャリティーコンペ開
催について﹂を掲載する予定︒
※掲載内容は変更される恐れ

西日本支部
合同実行委員会

③東日本支部のスクランブル
ゴルフ実施案が紹介された︒
開催結果を参考にし︑今後︑

①スクランブルゴルフ企画の件

議題 ︱3︑次回委員会の日程
※未定 現在調整中

◆募集期間

7月 日︵金︶

〜8月 日︵金︶

●㈱ＩＯＭＩＣ

︵西日本支部︶

西日本支部では︑ゴルフ市場

◆問い合わせ先 ㈳日本ゴル

◆賞品 優勝〜3位︑参加賞

35

ＦＡＸ

◆開催場所 東広野ゴルフ倶

ークプレー︵ハンディはダブ

ルペリア方式︶

︱6949 ︱2520

︱4391 ︱10

︱4319 ︱10

マーケットレビュー﹂のタイ

面に掲載されている﹁リアル

ＪＧＧＡＮＥＷＳ7月号5

お詫びと訂正

39

ＴＥＬ

ＩＯＭＩＣビル

大阪府大阪市西区北堀江2 ︱

ことになる︒

活性化の一環として︑
﹁第1回

新住所 〒550 ︱0014

大阪労働会館︵エル大阪︶6
新たな実行委員として︑朝

議題 ︱4︑その他

西日本企業ゴルフ大会﹂を以下

フ用品協会西日本支部

◆受付場所 ㈳日本ゴルフ用

08会議室にて標記委員会を

日ゴルフ用品㈱内本浩史社長

ＴＥＬ／ＦＡＸ

品協会西日本支部事務所

議題 ︱3︑その他
開催した︒白石支部長が議長

が紹介され︑満場一致で承認

◆開催日 平成 年 月 日

の内容にて開催いたします︒

西日本支部でも推進していく

︻梅田委員長より︼
につき議事進行︒議事録署名
された︒

年 7 月 3 日︵ 火︶
︑

を掲載︒
﹁より多くの協会関係者︑ま
人には安藤︑田上両委員が任

議題 ︱5︑次回委員会などの

平成

5面上段 ﹁データで見るマ
た業界関係者に﹃ＪＧＧＡＮ
命され協議に入る︒
日程

あり︒

ーケット状況﹂を掲載︒
ＥＷＳ﹄などを通じて協会活
議題 ︱1︑開催結果報告

・合同実行委員会 8月 日

変更事項

4︱

5面下段 ﹁リアルマーケッ
動を理解してもらえる活動を
①﹁2012ＪＧＧＡゴルフ

ホールストロ

トレビュー﹂
︵鹿児島県のア
進めたい︒さらに︑ホームペ
大試打会開催結果﹂

〒673 ︱0515

楽部
・ゴルフクラブ販売技術者講

◆競技方法

リムラゴルフ有村俊朗社長︑
ージの充実も図り︑多くのユ

﹁第１回西日本企業ゴ
ルフ大会﹂開催概要

協会事務局内にて標記委員会
有村俊一朗氏︶を掲載︒
ーザーが当協会にアクセスす
説明があり︑成功裡に終える

トル部分及び文中で︑
﹃有村俊

一郎氏﹄となっておりますが︑

正しくは
﹃有村俊一朗氏﹄
です︒

︵東日本支部︶

︻所在地変更︼

●㈱本間ゴルフ

︱1

お詫びして訂正いたします︒

東京都港区六本木6 ︱

新住所 〒106 ︱6135

1

0

0

ＪＧＧＡ（主催者）

0

0

2

20

8

17

年 7 月 6 日︵ 金︶
︑

を開催した︒事務局中村が議
6面
るホームページ構築を目指し

兵庫県三木市志染町三津田1
525 ︱8
ＴＥＬ 0794 ︱

︱31

習会 8月 日︵日︶〜 日
︵金︶
・理事会 9月 日︵水︶

名︵1組2名

ヨネックス株式会社

平成

事進行を務め︑議事録署名人
﹁広報委員会﹂
︑
﹁講習会委員
ていく﹂

︵水︶

には小崎︑瀧川両委員が任命
会﹂
︑﹁ＪＧＦ実行委員会﹂
︑﹁活
ことができ︑参加各社につい
次回に活かしていくことにな

◆募集人員

11

協会からの
お知らせ

1

て謝辞があった︒反省事項を

協会事務局内にて開催

った︒来年の試打会担当委員

階

1

0

協会関連事項の中で

され協議に入る︒
性化委員会﹂の各委員会議事
議題 ︱4︑次回委員会の日程

︵木︶

なお︑7月度委員会より米
録︑
﹁変更事項﹂
︑
﹁インダス
状況﹂及び﹁西日本開催予定﹂
︿※9月以降の委員会予定﹀

六本木ヒルズ森タワー

私書箱︵第 号︶

0

1

事務局から配布資料による

山宏作広報委員長に代わり︑
トリーカップ東日本申し込み

ていく︒議事の前に新委員長
等を掲載︒

第５回
活性化委員会

チーム︶

◆参加資格 ゴルフ用品協会

0

ヤマハ株式会社

年 8 月 3 日︵ 金︶
︑

梅田光人広報委員長が就任し

より就任の挨拶があった︒

は︑小山理事︑宮崎委員︒

年 7 月 9 日︵ 月︶
︑

ヤマト徽章株式会社

︻審議事項︼

平成

1

梅田理事より配布資料の説

0

②﹁第 回ゴルフ祭開催結果﹂

1

月2日︵金︶
︑ 月4日︵火︶

日︵月︶

ミズノ株式会社

1︑2面 ﹁最近のゴルファ

●2012年8月

︻協会夏期休暇のご案内︼

まで︒

〜2012年8月 日︵木︶

1

議題 ︱1︑7月号の反省

︱6864 ︱11

︱6893 ︱22

1

1︑2面 ﹁平成 年度通常

11

協会事務局内にて標記委員会

22

ＦＡＸ

ＴＥＬ
を開催した︒

ャディ付き1ラウンド費用︑

◆参加料金 2万円／人︵キ

明があり︑161名の参加者

昼食︑
参加申込金︑
消費税含む︶

会員
で盛会に終えられたこと︑ま

議題 ︱1︑報告事項

1

講習会委員会

1︑6月度東日本ＧＭＡＣ報告

1

マルマン株式会社

ー動向﹂について︑ゴルフ場︑

た︑多くの賞品を協賛いただ

①全国チーム対抗戦︑経済産

第２回インダストリーカップ参加企業一覧

0

インドア施設などから見るゴ

いた会員各社に対して謝辞が

業大臣杯︵ＮＧＫ主催︑ＧＭ

1

総会﹂開催報告︵大阪府／メ

述べられた︒

ＡＣ後援︶

権〜﹂は 月8日︵月・祝︶
︑

0

マグレガーゴルフジャパン株式会社

加企業が決まりましたのでこ

当協会が主催する﹁第2回

1

1

ルパルク大阪で開催︶
︒事業

協会事務局内にて標記委員会

議題 ︱2︑西日本企業ゴルフ

②2012ＰＧＳドリーム・

0

1

日︵ 火︶
︑

を開催した︒白石委員長が議

大会開催に関して

エイジゴルフ大会︵ＰＧＳ主

0

株式会社本間ゴルフ

年7月

長を務め議事進行︒議事録署

︵※別途開催概要を掲載︶

株式会社プロギア

平成

が担当︒

名人には嶋田︑沖田両委員が

議題 ︱3︑ＧＭＡＣ活動報告

1

番ホール﹂ 黒子委員

●写真 ゴルファー動向に関

任命され協議に入る︒

1

●
﹁

係する画像を掲載︒

議題 ︱1︑第 期講習会につ

1

番ホール﹂増本委員

サントリーレディース優勝の
3面 活性化委員会︵ＪＧＧ

ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社

﹁
●
キム・ヒョージュ選手から学
Ａ︶活動報告︒
﹁ 代〜 代

1

年度通常総

2

●写真 ﹁平成

0

びとったもの︒

2

0

こにご報告いたします︵別掲

1

1

の表を参照︶
︒

2

グローブライド株式会社

茨城県の石岡ゴルフ倶楽部で

キャロウェイゴルフ株式会社

開催されます︒同選手権の参

0

インダストリーカップ 〜ゴ

0

ルフ関連企業対抗ゴルフ選手
の活動内容について報告があ

1

催︑ＧＭＡＣ後援︶
いて

アクシネットジャパンインク

③ゴルフ場活性化企画コンテ
①受講生応募状況の件

募集 /
14チーム

天満委員より東西ＧＭＡＣ

ランブルゴルフ﹂の提案検討

ゴルファーの活性化策 スク

募集 /
８チーム

会﹂の馬場会長挨拶の模様を

1

ルファー動向を掲載︒

21

募集 /
18チーム

掲載︒

1

ストの件︵ＮＧＫが進行中︶

2

1

④アパレル各社協力による

1

1

った︒

代︑ 代活性化イベント
・本年ＧＭＡＣとして後援を
なった︒

2

株式会社二木ゴルフ

①6月 日の会議にて︑関西
にセミナーを開催することと

ＧＭＡＣとして 月1日︵月︶

・内容 若年ゴルファー市場

⑤東インダストリーカップ最

ブリヂストンスポーツ株式会社

平成

て︑今後︑委員会活動を進め

広報委員会

10

テーラーメイドゴルフ株式会社

②期間中の役割分担確認の件
④出題問題確認の件
いて

活性化を中心に素案作成中︒

終申し込み状況報告
2︑西日本ＧＭＡＣ報告
ミナー開催﹂について

1

③講習会教材確認の件
議題 ︱2︑第 期講習会につ
①Ａ︑Ｂ︑Ｃプラン講習会科

・対象 関連5団体ゴルフ産

3︑西日本活性化委員会︵Ｊ

1

0

中︒東西インダストリーカッ
載する予定︒
フフェア2013出展のご案

目︵別紙︶から選択︒

業関係者100名
大阪︶予定︒

ＧＧＡ︶報告

0

1

プ開催にあたり途中報告を掲
4面 ﹁第 回ジャパンゴル
内﹂
︑
﹁熱中症対策サプリメン

議題 ︱3︑ジャパンゴルフフ

②関西ゴルフ連盟︵ＫＧＵ︶

1

ダンロップスポーツ株式会社

3面上段 西日本支部主管の
記事を掲載︒
ゴルフ選手権﹂におけるＪＧ

ト紹介﹂を掲載する予定︒

ェアセミナー︵来期︶の件
協会セミナー提案︵案︶
︒

によるゴルフ振興協力金支援

①西インダストリーカップ開

0

報告︑決算報告︑事業計画︑

11

87

06

株式会社ゴルフ・ドゥ

﹁第 回ゴルフ祭﹂開催報告
3面下段 ﹁第 回日本プロ
ＧＡのギャラリーサービス︑

5面 ﹁データで見るマーケ

回開催予定︒

﹁グリーン・ティー・チャリ

ット状況﹂
︑
﹁リアルマーケッ

する︒来年3月までに全国で

ティー﹂活動報告の関連記事

議題 ︱4︑講習会テキスト試

催について

を掲載︒

フ︶
﹂を掲載する予定︒

験問題の確認

事業が紹介され︑ＪＧＧＡと

①﹁若年ゴルファー活性化セ
6面 協会関連事項の中で︑

してバックアップできるもの

・場所 メルパルク大阪︵新

ラブ販売技術者講習会﹂受講

﹁広報委員会﹂
︑
﹁講習会委員

議題 ︱5︑次回委員会の日程

議題 ︱2︑検討議題

0

予算案承認の件を掲載︒

30
24

①第 回ＪＧＦ時における当

生募集案内を掲載︒

会﹂
︑
﹁ＪＧＦ実行委員会﹂
︑
﹁活

20

06

1

いて

9月5日
︵水︶
︑ 月5日
︵金︶
︑

19

議題 ︱2︑8月号の編集につ

19

は協力したい旨報告された︒

45

30

トレビュー︵アリムラゴル

10

4面上段 ﹁第 期ゴルフク

4面下段 ﹁ガン撲滅︑グリ

性化委員会﹂など各委員会議

日︵ 火︶
︑

ーン・ティー・チャリティー

協会事務局内にて開催︒

年7月

2012ＪＧＧＡゴルフ大試

事録︑﹁東北復興支援グリーン・

平成

打会 東日本会場﹂開催報告

16 13

24

06

藤倉ゴム工業株式会社

計

10

10

0

44

26

35

0

0

合

38

11

24

20

0

1

11

24

60

24

24

18

1

株式会社フォーティーン

計

47

62

日本シャフト株式会社

小

47

03

12 10

37

10

24

名

30

19

24

24

男子
女子
アンダー
スクラッチ スクラッチ ハンディ部門
（チーム数）（チーム数）（チーム数）
※1チーム4名 ※1チーム2名 ※1チーム4名
社

80

37

03

30

2012Japan Golf Industry Cup 参加企業一覧（50音順）

20

19

44

10

24

24
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