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★今月のトピックス

ロンドンオリンピックが7月

日〜8月 日まで開催されていま

し た︒ 日 本 の 獲 得 メ ダ ル は 金︑

銀︑銅合わせて 個︑史上最多で

した︒メダルを獲得した選手を含

ゴルフ関連企業約650社︒

析︑⑤中古クラブビジネスの

フ用品関連企業の事業性分

がゴルフボールとなってい

りわけマイナス幅が大きいの

なっているが︑その中でもと

ずれも対前年比でマイナスと

ール︑その他ゴルフ用具のい

た︒ゴルフクラブ︑ゴルフボ

市場同様にマイナスとなっ

323億3600万円と国内

6月にその予測値を発表し

2011年予測調査﹄に着手︑

味したゴルフ用品国内市場の

から﹃東日本大震災発生を加

弊社では震災が発生した直後

大きく受けた一年であった︒

生した東日本大震災の影響を

るが︑2011年は3月に発

に述べるまでもないことであ

しかし5月以降市場は急激な

マイナス基調にて推移した︒

ムード﹄の影響もあり市場は

かった地方においても﹃自粛

スにて推移︑直接的影響のな

を中心に市場は大幅なマイナ

影響を受けた関東以北の地方

を抱いた通り︑震災の直接的

は業界関係者の多くが危機感

競技が毎年あり︑それぞれ個々の

ろんマスターズを含め︑メジャー

00年︑1904年に実施されて

ルフが正式種目となります︒19

ロ・オリンピックではいよいよゴ

以来︑100年以上経ってオリン

ピックに再登場です︒ゴルフ競技

は広く世界で行われているので登

場が遅すぎた感はあります︒もち

選手の目標になっています︒しか

し︑4年に 度開催されるオリン

が盛り上がることを期待していま

す︒ゴルフ市場活性化の取り組み

ルフを！﹂を地道に続けていま

﹁始めよう︑続けよう︑もっとゴ

す︒オリンピックを契機としてジ

ュニアや女性のゴルフへの興味が

増すことも期待しています︒少子

論に基づいた販売技術を

的基礎知識を習得し︑理

ルフクラブ・用品の科学

﹁当講習会の目的は︑ゴ

石彰講習会委員長は︑

加しているものの︑ゴルフク

あるイギリスへの輸出量は増

している︒第2位の輸出国で

て推移したことが大きく影響

の輸出量が大幅なマイナスに

大の輸出国であるアメリカへ

輸出量であるが︑こちらも最

一方︑ゴルフボールの国別

﹃ゴルフという言葉を発する

のようであるが︑一年前には

る︒今となってはそのような

らず挙がったのが事実であ

など話題となる商品も見受け

憂いたことも﹃過去の出来事﹄ ﹃ツアーステージファイズ﹄

危機的な感情を持って将来を

られたが︑市場全体をプラス

たに立ち上がったブランド

ズ﹄や︑ブリヂストンから新

ーメイドの﹃ホワイトシリー

出来るか︑あるいは維持できるか

いかにゴルフ人口を増やすことが

高齢化の日本の社会状況ではゴル

推進すると共に︑消費者

ブリヂストンスポーツ 嶋崎平人

ポーツ競技です︒

は国を挙げて取り組む︑特別なス

て来ませんでした︒オリンピック

日本選手の活躍場面がなかなか出

心にテレビ中継をしていました︒

応援しており︑当然︑米国選手中

オリンピックは国をあげて選手を

中︑米国出張に行っていました︒

余談ですが︑オリンピック期間

う︒

フ市場を盛り上げていきましょ

もらいました︒力を合わせてゴル

動︑勇気︑ポジティブな気持ちを

思います︒オリンピックから︑感

オリンピックは大きな力があると

が大きな課題です︒その意味でも

フ対象人口が減少していく中で︑

へのサービスとゴルフ用

る﹂

て推移することが予測され

品の輸出量はマイナス基調に

っている︒引き続きゴルフ用

の輸出実績は前年実績を下回

︵貿易統計発表の4月まで︶

2年に入ってからここまで

イナスとなっている︒201

ラブ同様韓国への輸出量はマ

貢献することです︒６日
間の長丁場ですが︑全員
合格を目指し︑業界発展
の為に頑張って欲しいと
思います﹂
と︑受講生たちにエー
ルを送った︒

27

﹁

ことが憚られる﹄というよう
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■市場概況② 国内市場動向

な状況になるほど︑震災発生

年ゴルフ用品国内出荷金額は６・６％減の２４１８億７０００万円

﹁2011年のゴルフ用品国

ンピックに出場できたのですから

矢野経済研究所は先頃︑﹃2
同社研究員による直接の面接

現状と今後︑⑥ゴルフ小売市

る︒国内市場同様︑輸出にお

回復基調にて推移︑月次単位

2016年のリオデジャネイ

012年版ゴルフ産業白書﹄
取材を中心に電話・郵送留置

場動向分析︑⑦ゴルフ用品関

た︒その際に発表した数値は︑

誇るべきことだと思います︒

を発刊した︒これは輸出・国
調査などを通じてまとめてい

いても東日本大震災の発生が

ピックは特別なものがあると思い

の取り組みが試されるところで

内出荷規模を網羅する一方︑

連データとなる︒以下︑同書

では前年対比プラスにて推移

れるまでになった﹂

す︒

る︒調査結果は大きく①ゴル

﹃2011年のゴルフ用品国

■用品別市場概況

各アイテム別の販売状況をリ

影響しているものと考えられ

1％の2232億4000万

①ウッド

を抜粋して紹介する︒

円﹄というものであり︑過去

﹁ウッドの2011年国内出

フ用品市場概況︑②用品別商

ゴルフクラブの国別輸出量

に例を見ない大幅なマイナス

荷市場は︑数量ベースで対前

ポートするもの︒調査期間は

であるが︑最大の輸出国であ

予測であった︒しかしそのよ

ます︒4年後に向けて日本として

る韓国及び第2位の輸出国で

うな予測であっても一部業界

る︒

ある香港のマイナスが全体に

■市場概況① 輸出動向

大きく響いている︒シンガポ

関係者からは︑
﹃予測値が楽

金額ベースで対前年比 ・4

その中で︑ゴルフに対する興味

ールや中国︑アメリカへの輸

観的過ぎる﹄
﹃市場は前年実

％ の 4 0 3 億 円 と な っ た︒

﹁2011年のゴルフ用品総

期

出量はプラスとなっている

績の半分まで届けば御の字で

﹃Ｒ ﹄を中心としたテーラ

年比 ・8％の178万本︑
が︑全体のマイナスを埋める

はないか﹄という声が少なか

品動向・予測︑③ゴルフ用品

日で︑調査対象は日本国内の

当協会主催の第

日

﹁ゴルフクラブ販売技術
者講習会﹂が︑８月

から５泊６日の日程で開

名︵ う ち 女 性 ３名︶

催された︒今年の受講生
は

1

までには至っていない︒

84

品業界のレベルアップに

94

19
開講式の冒頭挨拶で白

91

11

37

関連企業の事業内容︑④ゴル

する商品カテゴリーも散見さ

震災発生直後の3月︑4月

め︑獲得できなかった選手も長期

出荷市場︵輸出含む︶は︑対

は当該市場に暗い影を投げ掛

4％の2418億7000万

38

間にわたる努力の結果としてオリ

内出荷金額は︑対前年比 ・

円となった︒今更ここで詳細

12

内出荷金額は︑対前年比 ・

92

けていたのである︒

前年比 ・3％の2742億
600万円となった︒輸出に

93

関しては対前年比 ・8％の

93

︱
93

だった︒
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矢野経済研究所は先頃︑
﹁2012年版ゴルフ産業白書﹂を発刊した︒同書
によれば︑ 年ゴルフ用品国内出荷金額は対前年比 ・4％の2418億7
000万円︒震災の影響を大きく受けた一年となった︒この数値を見ると
﹁震災発生後に予測した最悪のシナリオは回避された﹂ということになるが︑
同書ではその要因を﹁小売市場における価格競争の激化とそれによる需要回
復︵拡大︶
﹂とも指摘︒不安材料の多かった2011年の市況を振り返りつつ︑
2012年の用品別市場予測を踏まえて同書の内容を紹介する︒
11
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らなかった︒とは言え震災発

方向に持って行くまでには至
市場も少なからず﹃価格競争﹄

が大きくなっているが︑当該

ッド市場と比較すると縮小幅
と数量︑金額ともプラス成長

比104・9％の382億円

7万本︑金額ベースで対前年
法も含め︑市場構造の変革が

考えられる︒売場及び販売手

ッド市場の陳腐化﹄であると
スで対前年比 ・9％の86

年国内出荷市場は︑数量ベー

﹁ラウンドボールの2011
れる︒

期化など様々な要因が考えら

によって底上げが図られてい

が予測されるが︑2010年
あると言える︒

最も求められる市場の一つで
前年比 ・1％の196億6

1万ダース︑金額ベースで対

7万ダース︑金額ベースで対

対前年比103・0％の88

2012年は数量ベースで

生直後の状況から考えると

﹃予想以上の急回復﹄を果た
の水準には遠く及ばない﹂

12・5％の 億円と︑特に

本︑金額ベースで対前年比1

対前年比104・5％の 万

2012年は数量ベースで

場の入場者動向との関連性が

該市場は消耗品故に﹃ゴルフ

大幅なマイナスとなった︒当

000万円と数量︑金額とも

0年対比では未だ大幅なマイ

成長が予測されるが︑201

億円と数量︑金額ともプラス

前年比106・3％の209

④パター
荷市場は︑数量ベースで対前

﹁パターの2011年国内出
年比 ・6％の 万本︑金額

ながらウッド市場ほどその効
られる︒ウッド︵ドライバー︶

果は高くなかったものと考え
と比較して総じて買い替えサ

みれば健闘レベルの数字であ
012年に入って︑
﹃価格競

83

争激化の反動﹄とも言える事

ると言える︒しかしながら2

るものと推察される︒しかし

87

しており︑2011年単体で
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測される︒希少素材を使用し

金額ベースでの高い伸張が予

れら統計数値と比較しても低

高い﹄と言われてきたが︑そ

⑥ゴルフシューズ

ある﹂

需要回復とは言い難い状況に

ナスとなっており︑本格的な

億円となった︒当該市場も

い水準となっている︒ロスト

ベースで対前年比 ・8％の

ボールや並行品ボール市場へ

﹁ゴルフシューズの2011

イクルが長いとされる当該市
たモデルや︑ツアーモデルな

年国内出荷市場は︑数量ベー

場において︑﹃価格以上の何か﹄
どの限定品といった高価格︑

の需要流出︑震災発生による

象が起き始めている︒201
少なからず東日本大震災発生

法人需要・コンペ︵の賞品︶

2年は数量ベースで対前年比
の影響を受けているが︑当該
高付加価値商材を各メーカー

金額いずれもプラス成長の予

4・2％の420億円と数量︑

金額ベースで対前年比10

102・8％の183万本︑

対前年比105・2％の44

2012年は数量ベースで

数字は示していると言える︒

難しいことを︑2011年の

購買意欲を底上げすることが

が伴っていないとユーザーの

策﹄及び﹃マレットタイプヘ

るトップダウンによる拡販

﹃有名トッププロの使用によ

市場の主たるマイナス要因は

⑤ラウンドボール

ある﹂

による買い替えサイクルの長

が強化することがその要因で

69

スで対前年比 ・1％の16

63

需要の減退︑
﹃プラス1販売﹄

66

84

84

測となっているが︑ここまで

円となった︒当該市場も東日
本大震災の影響を少なからず
受けたが︑数量︑金額とも対
前年比で﹃ほぼ横ばい﹄と表
現して差し支えない結果とな
った︒その要因として︑ゴル
フクラブ市場の中では比較的
歴史が浅くゴルファーの﹃所
有率﹄が他のクラブと比べ低
いこと︑アイアンセットのセ
ット本数が減少傾向にある中
で︑ロングアイアンの代替需
要として機能していることが
指摘できる︒2012年も数
量ベースで対前年比100・
0％の 万本︑金額ベースで
1000万円とほぼ横ばいに
て推移するものと予測する﹂
③アイアン
﹁アイアンの2011年国内
出荷市場は︑数量ベースで対
前年比 ・2％の425万本︑
金額ベースで対前年比 ・7
％の364億円となった︒ウ

7万足︑金額ベースで対前年

97

56

の市場動向を見る限り予断を
許さない状況である﹂
②ユーティリティ
﹁ユーティリティの2011
年国内出荷市場は︑数量ベー
スで対前年比 ・3％の 万
00・8％の 億3000万

本︑金額ベースで対前年比1

58

64

89

【ゴルフ用品別 国内出荷金額】

98

61

対前年比104・6％の 億

58

86

は徐々に沈静化しつつある

2012年に入りその動向

■用品別市場規模

と予測する﹂

いの905億円にて推移する

2012年は対前年比横ば

特徴である︒ここまでレディ

小幅が大きくなっているのが

もとりわけ﹃レディス﹄の縮

スにて推移したが︑その中で

て︑いずれも対前年比マイナ

た東日本大震災の影響を受け

などが指摘するように﹃確か

情である︒しかし一部百貨店

になってしまっているのが実

め﹄の声が多く聞かれるよう

ームも終わった﹄という﹃諦

業界の中では﹃女性ゴルフブ

いるように見える︒そのため

止めたりすることの﹃免罪符﹄

をトーンダウンさせたり取り

場活性化に向けた各種施策﹄

で業界が講じてきた﹃女性市

もしれないが︑それはこれま

ゴルフブーム﹄は去ったのか

うか︒確かに﹃若年層女性の

行為と言えるのではないだろ

うならば︑それは一種の背徳

せない︒上述したような﹃諦

00円台のプロパーモデルが
が︑需要が本格的に回復した
﹁ゴルフ用品の国内出荷金額
ス市場拡大を牽引してきた

に一時のような盛り上がりは

にはならない筈である︒ブー

めムード﹄に支配されてしま

市場を牽引︑厳しい市場環境
とは言えず︑数量ベースでは
を用品別に分類したのが別掲

失われたかもしれないが︑ブ

ムに乗じてゴルフを始めた女

盤頃の﹃ゴルフブーム﹄と言

ながらも微減レベルの縮小に
引き続きマイナスでの推移が
のグラフである︒2011年
新規参入が減少したことが主

﹃若年層女性ゴルファー﹄の

ームによって参入してきた女

われていた頃の活力を失って

止まった︒その他︑カジュア
予測される﹂
は﹃ゴルフクラブ﹄が﹃ユー

性が全て消えてしまった訳で

2011年は3月に発生し

ルタイプのスパイクレスシュ
⑧ゴルフグローブ
ティリティ﹄を除いて軒並み
たる要因であると考えられる

3億7300万円となった︒

ーズが各メーカーより提案さ
﹁ゴルフグローブの2011

が︑それらのゴルファー増加

しのトレンド変化は起きてお

れ︑ユーザーの﹃買い足し需
年国内出荷市場は︑数量ベー
前年比マイナスで推移したの

らず︑課題は少なくない︒

要﹄を促したことも微減レベ

に対し︑
﹃ゴルフウエア﹄が

ド優劣が決する色合いが例年

ルの縮小で止まった要因の一
スで対前年比 ・9％の79

以上に濃かった︒

つである︒当該市場は他のス

0万円となった︒実売価90

比 ・0％の102億800
97

比べると平均単価が頭一つ︑

ポーツシューズカテゴリーと
比 ・5％の 億7000万

1万枚︑金額ベースで対前年
もあり︑遂に﹃ゴルフウエア﹄

微減レベルにて推移したこと
都市圏において顕著であると

は主に関東圏を中心とした大

を続けている女性はコア化し

はない︒むしろ今でもゴルフ

らうことを目指すことが重要

性にゴルフを長く楽しんでも

91

合わせて複数足を所有する﹄

ジュアル化に伴い︑
﹃服装に

つつある︒ゴルフウエアのカ

が︑近年ではその差は縮まり

二つほど高い市場であった

アップが顕著となっている︒

などの海外ブランドのシェア

目立った変化はなかったもの

円となった︒商品面において

反発規制以降は一気に構成比

上の規模を有していたが︑高

までは市場規模構成比 ％以

ットジョイ﹄
﹃アディダス﹄ ﹃ウッド﹄市場は2008年

の︑ブランド動向において
﹃フ

が下落︑現在は﹃アイアン﹄

を抜いて最大規模となった︒

市場が﹃ゴルフクラブ﹄市場

性が屋外でのス

と︑若年層の女

大きかったこ

おいて︑震災の直接的被害が

かったと推察される関東圏に

でもとりわけ新規参入層が多

言われてきた︒大都市圏の中

人が多い﹄という側面は見逃

ての〝上顧客〟になっている

りも高くなるなど市場にとっ

ており︑道具に対するこだわ

沈に惑わされない﹃ぶれない

であり︑短期的なブームの浮

意識が変化しているものと推

への市場へとユーザーの購入
ている︒

市場とほぼ同等の規模となっ

ポーツやアクテ

﹁キャディバッグの2011

⑦キャディバッグ

測する﹂

ベルの水準まで回復すると予

⑨ゴルフウエア

すると予測する﹂

数量︑金額とも微増にて推移

年比102・3％の 億円と

00万枚︑金額ベースで対前

で対前年比101・1％の8

2012年は︑数量ベース

る︒しかしここまで︵201

い返す予測数値となってい

ブ﹄市場が〝主役の座〟を奪

いることから︑
﹃ゴルフクラ

市場が前年比横ばいとなって

る一方で︑
﹃ゴルフウエア﹄

を果たすことが予測されてい

ブ﹄市場が軒並みプラス成長

2012年は﹃ゴルフクラ

ドア﹄の市場で

グ﹄や﹃アウト

続く﹃ランニン

増で市場拡大が

で︑女性の参入

がらその一方

ない︒しかしな

とは想像に難く

したであろうこ

本︑金額ベースで対前年比

る動向を見る限りクラブ市場

2年7月︶の小売市場におけ

の減少という現

は︑若年層女性

ような状況が続き︑小売段階

製品の仕入れもままならない

の消化が進まず2011年新

リー在庫︵マークダウン品︶

る︒2010年モデルのキャ

とは対照的な数字となってい

年比微減レベルで止まったの

市場でも﹃シューズ﹄が対前

を少なからず受けたことなど

パークールビズ需要﹄の恩恵

よる節電を目的とした﹃スー

の市場となった︒震災発生に

ブ﹄を抜いて当該市場が最大

たこともあり︑
﹃ゴルフクラ

リーに比べ縮小幅が小さかっ

ったものの︑他の商品カテゴ

た︒対前年比でマイナスとな

は︑
﹃ユニセックス︵メンズ︶
﹄

内出荷市場における性別実績

﹁2011年のゴルフ用品国

■性別市場規模動向

である﹂

咲けるかどうかは微妙な情勢

フ用品市場の﹃主役﹄に返り

い難い状況にあり︑再びゴル

も順調に回復しているとは言

ということにな

要因﹄ではない

も の の︑
﹃真の

る要因になった

需要を減退させ

発生は一時的に

つまり︑震災の

たようである︒

象は起きなかっ

で達した︒商品トレンド云々

﹃レイヤード︵重ね着︶スタ

機能性アンダーを軸とした

た︶要因として考えられるが︑

62億8100万円︑
﹃ジュ

ス﹄が対前年比 ・7％の4

8億6600万円︑
﹃レディ

2000年代中

ディス市場は︑

る︒

レディス市場の

におけるマークダウン品の販

が対前年比 ・9％の170

よりも﹃価格ありき﹄
︑つま

ニア﹄が対前年比 ・2％の

残念ながらレ

りマークダウン品の売りダマ

イル﹄に代わる大きな着こな

89

94

るといえるだろう﹂︱ ︒

姿勢﹄が今こそ求められてい

というスタイルが一般化しつ
の市場から﹃アパレル連動型﹄

対前年比101・8％の17

2012年は数量ベースで
0万足︑金額ベースで対前年
察される︒

年国内出荷市場は︑数量ベー
﹁ゴルフウエアの2011年

000万円と︑2010年レ

スで対前年比 ・5％の 万

ィビティを敬遠

比103・7％の106億6

20

・8％の905億円となっ

58

が︵小さな縮小幅にて推移し

となった︒同じソフトグッズ

91

売数量構成比は ％近くにま

98

84

の有無で市場におけるブラン

93

【ゴルフ用品 商品別国内出荷金額構成比推移】

﹃ギア︵ゴルフクラブ︶連動型﹄

56

つあると考えられる︒

91

国内出荷市場は︑対前年比

90

・7％の 億1000万円

86

50
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楽しむスポーツにとって悲し

います︒

川端総務大臣に署名簿と要望書を提出

︱

ゴ ル フ 場利用税廃止運 動
全国一斉陳 情 活 動 を 実 施

︱

当協会も加盟するゴルフ関

当協会がゴルフ用品メーカ

まで以上に多くの企業に参加

していると思われます︒これ

な業者に対する抑止力は機能

※注意事項

4・4円︵1万枚から一律︶
︒

■ラベル単価

おります︒

模倣品対策ラベル
導入後１年経過について
ーに模倣品対策シールの導入

して頂き︑足並みが揃うこと

年を迎えます︒現在︑会員企

1枚につき

を推奨して︑本年 月で丸1

あったものが︑1989年の

・消費税は含まれません︒

かつては娯楽施設利用税で

いま︑ロンドンで開催され

・特殊な番号印字・番号生成

いことであります︒

場利用税廃止運動推進本部﹂

も今後の課題になるでしょ

連 団体で組織する﹁ゴルフ

う﹂
︵ダンロップスポーツ︶

らは︑ゴルフが正式種目とな
スポーツ基本法の趣旨にも相

す︒2011年に制定された

ているのがゴルフ場利用税で

が数社あり︑撲滅運動に積極

策シールを実施している企業

ます︒同様に独自の模倣品対

策シールの参加を頂いており

ノ︶

ていると思われます﹂
︵ミズ

対するお問い合わせは減少し

せんが︑感覚的には模倣品に

﹁数値的には把握しておりま

・運賃については納入地域に

などは別途オプション︒

社が当協会推奨の模倣品対

ります︒
反するものであるという主張
的に取り組んでおります︒

かかわらず︑形を変えて残っ

さらに︑2014年には世
をゴルフ業界は繰り返してい

動を実施いたしました︒

界で最も大きなアマチュアの
ますが︑この税収が地方自治

・発注の際に︑代金前払いの
場合があります︒

ム選手権﹄の日本開催も決定
ません︒ですが︑ゴルファー

現状もあり︑廃止に至ってい

体の貴重な財源となっている

リゴルフ・ゴリラ事業部︑キ

ーツ︑カタナゴルフ︑カナモ

イーアンドエフ︑イオンスポ

順︶は︑アキラプロダクツ︑

ールの参加社︵敬称略・ 音

ですが︑他のゴルフ用品にも

員各位を中心とした要望次第

と考えております︒今後は会

みを少しでも成果に繋げたい

様か︑
﹁オリジナルロゴラベ

は﹁ＪＧＧＡ標準ラベル﹂仕

ル﹂仕様︑ 万枚以上の場合

の場合は﹁ＪＧＧＡ標準ラベ

■発注単位・印字タイプ 最

しています︒スポーツとして
にとっては消費税と利用税の

ャスコ︑キャロウェイゴルフ︑

ル﹂仕様から選択可能︒

上記のように︑導入企業で

次衆議院議員︶の2つの総会
世界中で広く親しまれている
二重課税になっている上︑消

グローブライド︑ジェージー

模倣品シールの検討を推進し

ルフ振興議員連盟﹂
︵会長
衛藤征士郎衆議院議員︑幹事
ゴルフチーム選手権である

よって別途算出︒

長 中曽根弘文参議院議員︶
︑
﹃世界アマチュアゴルフチー

での要望活動に続き︑日本ゴ

費税の増税でより負担が重く

ていき︑業界自体の信用の確

低ロットは1万枚以上︑発注

ルフ協会︵ＪＧＡ︶安西孝之
日本だけです︒この機会にぜ

ゴルフに課税されているのは

なりますので︑1日も早くゴ

イー︑ダンロップスポーツ︑

は一定の成果をあげていま

会長︑小宮山義孝同本部長︑
ひとも︑スポーツに対する課

東邦ゴルフ︑フォレスタ︑ブ

単位は1万枚単位となりま

衛藤会長︑山岡会長︑中曽根
税であるゴルフ場利用税は廃

ルフ場利用税の全廃を願うも

す︒1回の発注が 万枚未満

幹事長らが総務省に赴き︑川

のです︒

村正典専務理事も同席︒署名

員として別府幹弘副会長︑中

につき1日800円︵上限は

場利用税の標準税額は︑1人

害要因﹂などと指摘︒ゴルフ

税がゴルフの普及や振興の阻

ではなく生涯スポーツ﹂
︑
﹁課

要望書は︑
﹁ゴルフは遊興

と要望いたしました︒

進してまいります﹂
︵ゴルフ

けて︑これからも諸活動を推

け︑ゴルフ場利用税廃止に向

ルファーの皆様のお声を受

ことを感謝申し上げます︒ゴ

活動にご協力いただきました

ルフ場利用税廃止運動の署名

﹁ゴルファーの皆様には︑ゴ

ゴルフメーカー協議会︶展開

ス︑米国︵ＵＳＧＭＣ・米国

ールにて展開企業はヨネック

ワークスの 社︒独自対策シ

ヤルコレクション︑リンクス︑

ノ︑ヤマハ︑横浜ゴム︑ロイ

ガーゴルフ︑マルマン︑ミズ

ックス︑本間ゴルフ︑マグレ

リヂストンスポーツ︑プロテ

を強化していく予定です︒ご

くためにも︑今後も啓蒙活動

ザーが安心してお買いあげ頂

て行く必要があります︒ユー

の維持のためにも対策を講じ

保と︑そして自社のブランド

は下記までお願い致します︒

ースグラム﹄のお問い合わせ

ラベル・凸版印刷社製﹃リバ

ル︑当協会推奨の模倣品対策

当協会からは︑ 団体の一

︻協会連絡先︼

専務理事 中村 正典

日本ゴルフ用品協会

︱3832 ︱85

がアクシネットジャパンイン

です︒こちらは︑目視で検証

策用ホログラムシールは︑凸

に関するお問い合わせ先︼

版印刷社製﹃リバースグラム﹄ ︻リバースグラム関係・技術

簡単に﹂真贋判定を行うこと

ラム﹄のラベル単価︑発注単

当協会推奨の﹃リバースグ

お願い致します︒

でメールにてお問い合わせを

※﹁ＴＯ 山口 ＣＣ 渡辺﹂

︵
takanori.watanabe
︶
@toppan.co.jp

渡辺 貴紀

︵ tadahiko.yamada
︶
@toppan.co.jp
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ク︑クリーブランドゴルフ︑

ＴＥＬ

借りて御礼申し上げます︒ご

尚︑当協会推奨の模倣品対

そのほか︑模倣品対策ラベ

全体は先述した通り約122
1200円︶
︒プレー代に加

場利用税廃止運動推進本部︶

を提出いたしました︒

万人ですが︑日本ゴルフ用品
えてその5％が消費税として

協力ありがとうございまし

凸版印刷 情報コミュニケー

が可能で︑中国での偽造防止

です︒消費者様︑販売店様︑
が観測されています︒

製品を管理する﹁産品防偽監

導入後1年を経過しました

﹁偽造防止に関するＪＧＧＡ

税関など﹁誰でも︑どこでも︑

の取り組み表明以前に比べる

督管理弁放﹂の認定を取得済
さらに︑商品を販売頂いて

みです︒
いるお取引先様にも有益な施

ます︒

と︑格段に減少した感があり

が︑導入企業では徐々に効果

おります︒

ション事業部

﹁ゴルファーが消費税ととも

長より︑

の陳情では︑ＪＧＡの安西会

さて当日︑川端総務大臣へ

しました︒

知事宛に同要望書を提出いた

支配人会に連携いただき︑各

は︑各地区ゴルフ競技団体と

また︑ 都道府県において

た︒
47

に︑ゴルフ場利用税の二重課

山口 忠彦

できる技術と︑器具で検証で

23

きる技術を複合させたラベル

72

17

ピンゴルフジャパンとなって

03

協力をお願い致します︒

協会分といたしまして 社約

徴収される二重課税となって

10

7000名の皆様の署名をい

10

50

ただきましたことをこの場を

用税廃止要望署名簿と要望書

30

当協会はこのような取り組

端達夫総務大臣に約122万
止していただきたい﹂

す︒

人︵7月 日現在︶に及ぶ利

当協会推奨の模倣品対策シ

の議員連盟﹂
︵会長 山岡賢

﹁スポーツゴルフ確立のため

のリオ・デジャネイロ五輪か

業 社と米国の4社を加え︑

10

消費税導入で廃止されたにも

全国一斉陳情活動を実施

ている五輪の次︑2016年

JGA 安西会長（左）と山岡賢次衆議院議員

は7月 日︑全国一斉陳情活
30

東京では同日︑
﹁自民党ゴ

23

位などは以下の通りとなって

をおまかせ下さいませ。

27

策となっていると共に︑悪質

店舗・内装・
デザイン・施工

17

税される現状は︑老若男女が

ゴルフショップの

平成24年９月１日発行（ 4 ）
第358号（毎月１日発行）

がはじまって以来︑初めて﹁輸入

月期は震災後の大底で︑輸入統計

米国

中国

2％減だった︒国別の輸入状況は︑

入量は431万3241㌤で︑1・

月比 ・2％増となった︒累計輸

当月は 万684㌤で︑前年同

■輸入ボール

データで見る
マーケット状況
■輸入クラブ

当月は 万928本で︑前年同

クラブが輸出クラブを下回る﹂と

月比 ・5％増だった︒昨年の6

いう逆転現象を来たしてしまっ

韓国
万2910本

香港 1万6688本

リアルマーケットレビュー

これまでこの﹁リアルマー
は︑2011年実績で国内出

であったゴルフクラブ市場

にして約1375億円の規模

でしょう︒

きたと言っても過言ではない

収益を原資として実施されて

シリーズ⑪

ケットレビュー﹂では︑全国
荷金額における構成比 ・6

矢野経済研究所 三石茂樹

各地の専門店を中心にインタ

中国 1万2191本

シンガポール 6117本

ビューを行ってきました︒既

マレーシア 8072本

ミャンマー 5966本

はお休みとさせて頂き︑弊社

﹁店主に対するインタビュー﹂

過している訳ですが︑今回は

に連載開始から1年以上が経

ルフクラブの市場は僅か 年

小しているのです︒つまりゴ

4億円というレベルにまで縮

％︑金額ベースにして約88

じる﹂というかつてのビジネ

として様々な販売促進策を講

によって得られた収益を原資

ような﹁ゴルフクラブの販売

2011年の数字は︑その

台湾 5360本

■輸出ボール

れた︒

など︑計 ヶ国・地域へ輸出さ

米国 4503本

万9274㌤

012年版ゴルフ産業白書﹂

より7月末に発刊された﹁2

時の約 ％の規模にまで縮小

と少しの間で︑2001年当

つつあることを意味している

スモデルが立ち行かなくなり

輸出量は248万6147㌤で前

て頂きたいと思います︒

の調査結果についてお話させ

す︒2011年︑ゴルフクラ

してしまったことになりま

か︒卑近な例で言えば︑ゴル

と言えるのではないでしょう

同月比 ・9％減となった︒累計

当月は 万2743㌤で︑前年

万8631㌤

台湾 9万5597㌤

年同期比 ・5％増だった︒国別

タイ 6万570㌤
インドネシア 5万9583㌤

1年のゴルフ用品国内出荷金

今回の調査の結果︑201

なったのは﹁ゴルフウエア﹂

ブ市場に代わって最大規模と

とあるメーカーが始めたこの

く付いてくるヘッドカバー︒

フクラブ︵ウッド︶にもれな

豪州 2万4272㌤

東日本大震災発生直後に弊社

た︒この数字は︑ 年3月の

億7000万円となりまし

く︑マイナス成長ながらゴル

長を果たしている訳ではな

ウエア市場も決してプラス成

ていましたが︑上述したよう

﹁差別化施策﹂として機能し

万7056㌤

市場︵規模905億円︑構成

サービスは︑一部のメーカー

の輸出状況は︑

額︵メーカー出荷ベース︶は︑

比 ・4％︶ですが︑ゴルフ

南アフリカ 1万1608㌤

米国
英国 6万8856㌤

対前年比 ・4％の2418

当月は計7ヶ国・地域から輸入
された︒
韓国 4万8529㌤

カナダ 8500㌤

当月は 万4445本で︑前年
同月比4・2％増だった︒累計輸

数字と比べると︑大幅な﹁上

市場予測︒同年6月発表︶の

大震災の発生を加味した 年

が実施した市場予測︵東日本

過ぎません︒

的に構成比が上昇しているに

も落ち幅が少ないため︑相対

フクラブ市場の落ち込みより

り︑
﹁付加価値﹂﹁差別化政策﹂

ウッドクラブに付属してお

に現在では殆どのメーカーの

などで︑計 ヶ国・地域へ輸出

クラブはアジア商圏への輸出が

ルは ・5％と低水準︒

された︒

全体の ・6％を占めたが︑ボー

特に韓国への輸出が前年同月比で
9・1％増と1割近い伸びを示し

メキシコ 2379本

たのが明るい兆し︒国別の輸出状
況は︑

の直接的な︶影響は少なかっ

に予測した数字よりも︵震災

国内市場は︑
﹁震災発生直後

まり2011年のゴルフ用品

方修正﹂となっています︒つ

業界全体の収益構造の悪化﹂

意味しているものは﹁ゴルフ

りになりますが︑この数字が

さというものが改めて浮き彫

間のゴルフクラブ市場の厳し

を検証してみると︑ここ数年

改めてこうして数字で市場

だ﹂という声も多くなってい

ブ付属のヘッドカバーは不要

がっており︑最近では﹁クラ

になっているという声さえ挙

題︑在庫管理の点から﹁負担﹂

小売店からは保管場所の問

見えません︒それどころか︑

ーの購買意欲を刺激したこ

格競争が︑結果的にゴルファ

﹁震災発生以降顕在化した価

ライバーの平均単価は上昇基

タンウッドブーム﹂を機にド

ると︑1990年代中盤の
﹁チ

ー市場の歴史を振り返ってみ

でも中心商材であるドライバ

ゴルフクラブ市場︑その中

くはゴルフ用品全体︶が〝高

ような﹁ゴルフクラブ︵もし

幅に縮小している現在︑この

単価が下がって市場規模も大

ますが︑ゴルフクラブの平均

てしまったということになり

となったことで市場性を失っ

た商材が︑クラブの﹁オマケ﹂

ます︒元々﹁売り物﹂であっ

と﹂など様々な点が指摘でき

調にて推移︑これが市場を支

であると言えます︒

ますが︑データ面から見て私

える大きな原動力となってき

切る空気が醸成されたこと﹂

が 年市場の大きなトピック

早い段階で自粛ムードを断ち

その要因について﹁比較的

として機能しているようには

などで︑他に台湾︵815本︶
︑

年同期比 ・0％増となっている︒

出量は130万9695本で︑前

が実施することで﹁付加価値﹂

■輸出クラブ

ベトナム 600㌤

韓国 6428㌤

万2870本で︑前年同期比 ・
6％増を記録している︒国別の輸

万3974本

入状況は︑
中国
タイ 2万3327本

17

韓国︵710本︶
︑ドイツ︵4本︶

米国 2万2021本

37

た﹂ということになります︒

11

ベトナム 7698本

27

21

95

16

18

11

た﹁ゴルフクラブ﹂市場が﹁ゴ

で最大の市場規模を誇ってい

であると考えるのは︑これま

プロモーションなど︶は︑ド

の提供︑各種キャンペーン︑

ける様々な施策︵試打クラブ

ました︒ゴルフ用品市場にお

いるのだということを︑今回

界自身が脱却する時期に来て

いう一種の〝呪縛〟から︑業

級品〟だった時代の常識﹂と

る構成比約 ％︑金額ベース

ルフ用品国内出荷金額におけ

ピーク時2001年にはゴ

即ちゴルフクラブ販売による

クラブ市場の安定した需要︑

ライバーを中心としたゴルフ

しょうか︒

は表しているとは言えないで

の﹁ゴルフ産業白書﹂の数字

回ったことです︒

ルウウエア﹂市場の規模を下

11

からも輸入された︒

6月度輸出入実績

26

11

6ヶ月間の累計輸入量は346

ベルには戻っていない︒

そんな状況に比べれば︑一応好

た︒

36

10

67

10 33

転といえるのだが︑2010年レ

64

26

27

46

20

40

12

86

40

93

45
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来年の4月を目処に当協会

議題 ︱3︑その他
行委員より報告があった︒

・シニア企画について吉本実
スト︵ＮＧＫ︶

②ゴルフ場活性化企画コンテ
別紙 案を実施し︑優秀企

月 日︑関西地区でも
﹁西

⑤ＪＧＧＡ関連

さらに多くのユーザーがアク
報告があった︒

実行委員より企画概要を基に
ぞれの企画の成果を検証す

画を表彰する︒そして︑それ

たゴルフ体験会を開催する︒

スン・スクランブルを合わせ

ファーを対象に︑座学・レッ

する︒関東地域で初心者ゴル

日本企業ゴルフ大会﹂を開催

セスしてくれるようなページ
る︒

・レディス企画について酒井

夏ゴルフ対策サポートサプリ
③ドリームエイジゴルフ大会

検討する時期にきている︒

大会もあり︑今後のあり方を

今年度は実施できなかった

展事項の変更点について報告

運営事務局町田Ｄより︑出
があった︒

月より の加盟練習場にて開

ＫＧＵゴルフスクールを9

④活動報告︵ＫＧＰＵ︶

①出展案内について

議題 ︱2︑審議事項

︵ＪＧＧＡ︶
﹂の各委員会議事

員会﹂
︑
﹁第5回活性化委員会

ョンルームＡにて︑標記委員

㈱大広7Ｆのプレゼンテーシ

・ 月 日︵木︶

・9月 日︵木︶

開催について
時〜

時〜

セミナー打ち合わせ

﹃ゴルフ活性化対策セミナー﹄
の件

︵8月 日に実施︶にて開催
を決定した︒
︻次回日程︼

・日時 9月 日︵月︶
︑キ

ャロウェイ大阪事務所にて開
催︒

連5団体から構成されるゴル

当協会も加盟し︑ゴルフ関

い︒申込受付連絡が届き次第︑

ＡＸにてお申し込みくださ

に必要事項をご記入の上︑Ｆ

時〜

フ市場活性化委員会︵ＧＭＡ

キャロウェイゴルフ6Ｆ会議

ますようお願い申し上げま

ますが︑是非ご参加いただき

とともに︑ご多忙中とは存じ

ＧＭＡＣ

2︑
﹃ＧＭＡＣの活動﹄

ＧＭＡＣ

1︑主催者挨拶

︻内容︼

■参加費 2000円／人

参加費をお振込みください︒

催︒

は初となる﹃ゴルフ市場活性
化セミナー﹄を開催いたしま

室にて標記委員会を開催し

す︒同紙面でのご紹介をする

た︒馬場委員長が議長を務め︑

年 8 月 1 日︵ 水︶
︑

基に報告があった︒

手塚寛副委員長

馬場宏之委員長

②ゴルフネットワークの特別

の模様を掲載︒

について資料を基に報告があ

ルフネットワークの特別企画

・関西ゴルフ連盟︵ＫＧＵ︶

︻出席団体︼
︵順不同︶

状と打開のヒント﹂

■テーマ ﹁ゴルフ産業の現

②﹃震災による需要動向予測

産業の現状﹄

①﹃2015年問題とゴルフ

4面上段 ゴルフ場利用税撤

■日時

︻セミナー概要︼

サービス産業実態調査﹂の確

・日本ゴルフ場事業協会︵Ｎ

行︒出席団体は以下の通り︒

報発表記事を掲載︒

ＧＫ︶

︵月︶
︑ 時〜 時

・関西ゴルフ練習場連盟︵Ｋ

︵ＪＰＧＳ︶

員会

■主催 ゴルフ市場活性化委

5分︶

ソレイユ︵新大阪駅より徒歩

■会場 メルパルク大阪4階

4︑ゴルファー活性化対策の

●講師

査﹄

と 代︑ 代のゴルフ意識調

った︒

料を基にトーナメントグッズ

・日本ゴルフ用品協会︵ＪＧ

ＧＰＵ︶

場支援チャリティーゴルフコ

4面上段 ﹁被災地区ゴルフ

会﹂の各議事録︑
﹁西日本ゴ

委員会﹂
︑
﹁西日本活性化委員

﹁広報委員会﹂
︑
﹁フェア実行

⑤小委員会からの報告につい

について報告があった︒

料を基に今後のスケジュール

運営事務局鈴木Ｄより︑資

︻報告事項︼

■募集定員

フ振興委員会
先着100名

■申込方法 ﹁参加申込書﹂

日︵月︶まで

■申込期日 平成 年9月

︵ゴルフ産業関係者︶

①ゴルフ復興策の募集状況報
告︵ＫＧＵ︶
チャリティーフェスタには
約5000名の申込者があっ
た︒

︱6949 ︱2520

ＴＥＬ／ＦＡＸ

事務局︶

本支部事務所︵関西ＧＭＡＣ

㈳日本ゴルフ用品協会 西日

み先︼

︻お問い合わせ並びにお申込

山岸勝信委員

収集状況について報告があっ

ンペ事業﹂についての報告記

ルフ市場活性化セミナー﹂開

運営事務局鈴木Ｄより︑資

5面上段 ﹁データで見るマ

た︒

月1日
③トーナメントグッズ収集状

年

廃活動陳情報告記事を掲載︒

平成

4面下段 模倣品対策ラベル

況報告について

ーケット状況﹂を掲載︒

番ホール﹂黒子委員

導入後1年経過について報告

の模様を掲載︒

5面下段 ﹁リアルマーケッ

事を掲載︒

て

事例紹介

3面 ﹁ジャパンゴルフフェ

4面下段 ﹁猛暑のゴルフプ

催のご案内を掲載する予定︒

■協力 関西ゴルフ連盟ゴル

ア2013出展のご案内﹂を

レー時の熱中症対策﹂として︑

nishinihon@jgga.or.jp

Ｅｍａ ｉｌ

06

ＧＡ︶

④今後のスケジュールについ

30

て

20

トレビュー﹂を掲載︒

﹁
●
ゴルフ業界の厳しい状況下で

記事を掲載︒

24
16

6面 協会関連事項の中で︑

・日本パブリックゴルフ協会

●写真 親子ゴルフイベント

運営事務局曽良ＥＤよりゴ

企画について

3︑基調講演

平成

Ｃ︶は 月1日︑関西地域で

・ 月8日︵木︶

14 14 14

す︒詳細は以下の通りです︒

24

西日本ゴルフ市
場活性化委員会

﹃ゴルフ市場活性化セミナー﹄
開催のお知らせ

催︒その後は︑開催練習場は

運営事務局鶴巻Ｐより︑出

会について提案があった︒
録︑
﹁第1日西日本企業ゴル
会を開催した︒

※いずれも︑㈱大広7Ｆプレ

展案内について提案があり︑

・梅田委員長より
フ大会 開催概要﹂
︑
﹁変更事
天満実行委員長が議長とな

11 13

︻議案︼

・ジュニア企画について天満

月5日
︵金︶
︑ 月2日
︵金︶
︑

︵ＰＧＳ︶

実行委員長より報告があった︒

リムラゴルフ有村俊朗社長︑

⑥出展要項の変更点について

づくりを行っていきたい︒
年 9 月 5 日︵ 水︶
︑

議題 ︱4︑次回委員会の日程

のホームページの充実を図り︑

21

メントを紹介︒

協会関連事項
広報委員会

11

5面上段 ﹁データで見るマ
平成
協会事務局内にて開催︒

ーケット状況﹂を掲載︒
5面下段 ﹁リアルマーケッ
︿※ 月以降の委員会予定﹀

年 8 月 3 日︵ 金︶
︑

協会事務局内にて標記委員会
トレビュー﹂
︵鹿児島県のア

平成
を開催した︒梅田委員長が議
事進行を務め︑議事録署名人
月4日︵火︶

協会関連事項の中で

有村俊一朗氏︶を掲載︒
6面

には瀧川委員が任命され協議

ジャパンゴルフ
フェア２０１３

﹁より多くの関係者にＪＧＧ
項﹂
︑
﹁お詫びと訂正﹂
︑
﹁協会
り議事進行︒議事録署名人に

ゼンテーションルームＡで開

会﹂
︑
﹁西日本支部合同実行委

Ａニュースを見てもらうため
からのお知らせ﹂
︑
﹁第2回イ
は吉本︑浅見両実行委員が任

﹁広報委員会﹂
︑
﹁講習会委員

に︑記事内容の精査を進めた
ンダストリーカップ参加企業
され協議に入る︒

議事の前に梅田委員長︑事

い︒特に販売や営業の最先端
一覧﹂を掲載︒
議題 ︱1︑報告事項

増えていくものと思われる︒

にいる人たちに役立つ内容を
議題 ︱2︑9月号の編集につ
①営業について

務局の方から今後の広報委員

に入る︒

10

審議された︒

増やす必要性を感じている﹂
いて

事務局中村より︑ジャパン

第５回実行委員会

・事務局より
1︑2︑3面 矢野経済研究

ゴルフフェア2013に向け

議題 ︱3︑次回実行委員会の

﹁今月号︵8月号︶の議事録
所発行﹁2012年版ゴルフ

日︵ 木︶
︑

配信時に事務局より各委員に
産業白書﹂から内容を抜粋し

年7月

現状のニュースの中で︑不要

平成

な記事項目や新たに入れる項

ての出展営業について資料を

番ホール﹂ 嶋崎委員

11 10

10

11

10

た報告記事を掲載︒
●
﹁

が担当︒

12

20

24

24

川村委員の進行により議事進

10

12 10

目など︑具体的に意見を求め
る﹂
●写真 ﹁第

︻審議事項︼
ブ販売技術者講習会﹂開講式

期ゴルフクラ

1︑2面 ﹁平成 年度特定

議題 ︱1︑8月号の反省
37

19

13

24

の一致団結を提唱︒

22

10

13

19

掲載︵※7月 日現在︶

10

24

17
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