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★今月のトピックス

1〜2面＝ＧＭＡＣ関西セミナー
3〜4面＝ 第2回ジャパンゴルフインダストリーカップ
6面＝協会関連事項

ー意識調査﹂
︵講演 ＧＭＡ

よりスピーディーに業界を活

す︒これをきっかけとして︑

Ｃ セミナーを開催いたしま

①フォレスト旭川カントリー

企画名は以下のとおり︒

演を実施︒主な講演内容は︑

ファー活性化対策の事例紹介

クラブ
︵北海道︶﹃第1回フ

ォレスト旭川 女子会コンペ﹄

ないと思います﹂
それでは以下より︑各団体

など多岐にわたった︒ＧＭＡ

②津軽高原ゴルフ場︵青森

Ｃの馬場宏之委員長は︑次の

からの活性化事例を抜粋し紹

演 ＧＭＡＣ副委員長 手塚

ようにコメント︒

県︶﹃ふれあい親睦ゴルフコ

ＧＭＡＣの活動について︵講
寛氏︶
︑基調講演﹁2015

介する︒

京都︶﹃子育てパパ・ママ応

ログラム＆満喫ゴルフ﹄

⑦明世カントリークラブ︵岐

ルコンペ﹄

阜県︶﹃Ｕ ペアスクランブ

⑧グランシエロゴルフ倶楽部

︵三重県︶﹃第1回レッツゴ

を参考にしていただき︑その

す︒今回︑選考された各企画

ルフ場が多いことも事実で

も集客で行き詰まっているゴ

力しています︒ただ︑それで

企画を立てて市場活性化に尽

﹁様々なゴルフ場が︑色々な

特別デー﹄

︵福岡県︶﹃アンダー 限定

⑩夜須高原カントリークラブ

ーカップ﹄

︵京都府︶﹃サンセットサマ

⑨久美浜カンツリークラブ

ルミネーション ゴルフ大会﹄

会場はメルパルク大阪

ゴルフ市場活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶主催

関西初のゴルフ市場活性化セミナー開催
テーマ ﹃ゴルフ産業の現状と打開のヒント ﹄
題点や対策をセミナーを通じ
て発表してきましたが︑すで
に待ったなしの状況です︒そ
ういった現状ですから︑今後
はより速度をはやめ︑意識を
高めてゴルフ産業の関係者が
一丸となる必要があります︒
そういった意味も込めて︑今

同セミナーは約3時間︑﹁ゴ

Ｃ 広報委員 山岸勝信氏︶
︑

性化させていかなければなら

回︑関西では初となるＧＭＡ

ＧＭＡＣ 馬場宏之委員長

最終選考企画のゴルフ場︑ ︵神奈川県︶﹃初心者応援プ

ルフ産業の現状と打開のヒン

各団体からの 代︑ 代ゴル

10

ト﹂というテーマについて講

︑大阪のイベント会
ゴルフ市場活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶は 月1日︵月︶
場︵大阪市淀川区︶にて﹁2012ゴルフ市場活性化セミナー﹂を開催︒ち
なみに︑関西でのセミナー開催はこれが初となる︒
主な講演内容は︑ＧＭＡＣの活動目的・活性化施策︑基調講演として﹁2
015年問題と 代︑ 代ゴルファー意識調査﹂
︵講師 ＧＭＡＣ広報委員
山岸勝信氏︶
︑各団体からの 代︑ 代ゴルファー活性化対策の事例紹介など
多岐にわたった︒今号では︑同セミナーの内容を抜粋してお届けする︒
当協会も加盟するゴルフ市
場活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶
る﹃ゴルフ市場活性化セミナ

は 月1日︑関西では初とな
ー﹄を開催︒会場はメルパル
ク大阪︵大阪市淀川区︶で︑
約100名のゴルフ産業関係

20

﹁これまでもゴルフ業界の問

③ニッソーカントリークラブ

同企画は︑
﹁ゴルフ仲間作

援プラン︵初めは誰でも一年

に 企画を選考したという︒
﹁選考の基準は︑汎用性があ
るか︑斬新で独創性︑先進性
に優れているか︑継続的な活
動が行われ︑発展性が見込ま
れるか︑実現可能な企画であ
るのか︑費用対効果は妥当か
など︑あらゆる視点から選び
ました﹂

国内ゴルフツアーも大詰め︑ア

マチュア諸氏にとっても今年のゴ

ルフを締めくくりにかかるシーズ

ンとなった︒

今回は︑ゴルフ市場活性化に関

して本紙読者ゴルファー︵以下

﹁我々﹂と表記︶が取組み可能な

先ず﹁我々﹂自身の一年を振り

自助努力について考えてみたい︒

返ってみよう︒社用以外でどれく

らいのラウンドや練習をしただろ

うか？ 隣人のゴルファー化にど

んな努力をしただろうか？ もし

人 ゴ ル フ ァ ー を 増 や し た な ら︑

﹁我々﹂一人ひとりが︑一人の隣

ずだ︒そう︑業務上の行動でな

﹁我々﹂人口は倍になっているは

増やさずともゴルフ市場活性化へ

く︑個人的に大きな経済的負担を

の貢献へ向けて取組み可能な努力

に︑
﹁我々﹂自身が﹃一人増やす﹄

例えば︑
﹁我々﹂が 年間︑平

アクションがあるのではないか︒

たならば﹁我々﹂人口は 倍に増

均で年に﹃一人増やす﹄を達成し

10

30

年問題と 代︑ 代ゴルファ

若年層ゴルファー活性化コン

︵茨城県︶﹃電車参加ゴルフ

ンペ﹄
ペ企画について

ァー限定コンペ﹁電車でＧ

④足利カントリークラブ飛駒

Ｏ！ＬＦ﹂
﹄
協会︵ＮＧＫ︶の大石順一専

コース︵栃木県︶﹃男子会ゴ

まずは︑日本ゴルフ場事業
務理事による講演︒テーマは︑

ルフコンペ＆女子会ゴルフコ
ンペ﹄

﹁若年層︵ 代・ 代︶ゴル
ファー活性化対策 企画コン

りのサポート﹂
﹁上達を実感

生︶
﹄

⑤ＧＭＧ八王子ゴルフ場︵東

晴天に恵まれる絶好の

させるサポート﹂という目的

ペ﹂というもの︒

コンディションの下︑各

⑥鎌倉パブリックゴルフ場
企画の応募があり︑最終的

に対してコンペ企画を募集︒

のもと︑ＮＧＫ加盟ゴルフ場

競い合った︒
男子スクラッチ部門団
台という

体戦の優勝はフォーティ
ーン︒全員が

総合力で優勝を勝ち取っ
た︒また︑女子スクラッ
チ部門団体戦は本間ゴル
フが見事大会連覇を飾っ
た︒
３・４面︶

ダンロップスポーツ 小崎雄

取組んでゆこうと思う︒

⁝ ⁝︒大きな宿題だが︑地道に

﹃絆﹄強く生きなければいけない

めには︑私自身が心を入れ替えて

得てゴルファー増加を実践するた

支える潜在顧客から信頼や共感を

とが大切だ︒ゴルフ市場の未来を

して︑少し面倒臭く生きてゆくこ

供の友人にまでお節介の手を伸ば

人との﹃絆﹄を大切にし︑その子

たない︒日頃から自分の一族や友

﹁我々﹂では今回の提案は成り立

ファー化へと誘う隣人がいない

ウともなるだろう︒ただし︑ゴル

場にヨコ展開していただくノウハ

に関する生の知見も蓄積され︑市

れば達成できるか？ ということ

の過程で︑何が問題か？ どうす

身が示すのは誇り高いことだ︒そ

ゴルファー増殖成果を﹁我々﹂自

の努力が要るだろう︒それでも︑

があるが︑継続的な実践には相当

ペーン﹄と命名すると身近な響き

える︒これを﹃プラスワンキャン

11

月８日︑石岡ゴルフ
倶 楽 部︵ 茨 城 県 小 美 玉
市︶で当協会主催の第 ２
Ｇｏ ｌ
Ｉｎ ｄｕ ｓ ｔ ｒ ｙ

回﹁Ｊａｐ ａｎ
ｆ

Ｃｕｐ ﹂が盛大に開催さ
れた︒
今年もゴルフ関連企業
社︑計１６６名の選手

30

39

30

ゴルフ企業が存分に腕を

が集結した︒

20

10

20

︵関連記事

51
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者が同会場に足を運んだ︒
30

10
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そして︑ゴルフ場関係者の

報を発信すること︒相互の連

は︑成功を我が物とせず︑情

らやらなければいけないこと

い﹄ということです︒これか

代は止めにしなければならな

交流イベント︵婚活イベント︶

象に︑また︑従業員や出会い

対象に︑7月は一般の方を対

す︒5月連休はファミリーを

始し︑以後毎年実施していま

しては︑2005年2月に開

﹃スクランブル競技会﹄に関

ことができること︒参加者全

コアが出せ︑上級者も楽しむ

了後まで楽しんでもらえま

変盛り上がるため︑プレー終
習場︵ 場︑登録ジュニア7

登録することで全国の協力練

ルファー登録制度﹄があり︑

学習の動機づけなどです︒2

タッフとのふれあい︑ゴルフ

習施設・設備の説明︑事業ス

提供しています︒例えば︑練

ＧＵ︶ゴルフ振興委員会の田

また︑関西ゴルフ連盟︵Ｋ

尾俊介委員によって行われた︒

を紹介︒講演はＧＭＡＣの松

でに︑ 回開催しており︑
延べ

す︒2003年の開始からす

全日本ゴルフ練習場連盟
石井信成会長

一助となれば幸いです︒
みならずすべてのゴルフ産業
に携わる方たちにお願いした
いのは︑みなで統一した危機
感をもち︑自ら行動を起こさ
なければ︑ゴルフ人口は減少
の一途を辿ってしまうという

携を密にして︑全体のパイを
として採用しております︒

続いて︑日本パブリックゴ
員に賞品を用意することで初

参加人数は1772名︒この
することが可能です︒

も︑割引を受けて安価に練習

580人︶のいずれにおいて

﹃ゴルフ入門アドバイス﹄制

004年から導入したこの

ルフ振興事業活動概要につい

畑茂氏からは︑
﹁関西地区ゴ

検定制度﹄
︵認定事業場 場︑

また︑
﹃Ｊ ＧＲＡジュニア

比でみると ％が男性︑ ％

490人となりました︒男女

度は︑8月現在で総参加者1

の内容は︑同紙面内で報告し

当協会が実施してきた施策

て﹂の報告があった︒

ような取り組みで︑ゴルフ人
口の拡大に寄与しております﹂
練習場からの市場活性化に向
けた取り組み

人︶を実施することで︑上達

では 代・ 代で全体の6割

が女性となっており︑年齢比

に︑松尾委員が講演で残した

てきたため割愛するが︑最後

延べ実技検定合格者2454
の過程を明確に示し︑より一

一般成人ゴルファーの拡大

土日の夜間利用率増等の変化

若返りがみられ︑複数利用や

果︑営業においても利用者の

以上を占めています︒この結

ｌｌ Ｈａｐｐｙ ︵成功する

ロウェイ氏の﹁Ｈｉｔ ｔｉ

自身の尊敬するイリー・キャ

言葉を紹介する︒松尾氏は︑

の北野友之理事長による講演

層ゴルフを楽しみながら上達

としてはこのたび︑ＫＧＵゴ

がみられています︒

ァー拡大を目的に開始︒同ス

きるような機会を設けること

コースでのレッスンを体験で

心者が比較的安価に︑気軽に

場とゴルフコースの連携︑初

実行していかなければなりま

は︑それぞれの立場で考え︑

何をやらなければいけないか

いことは︑山ほどあります︒

﹁我々がやらなければいけな

言葉を用いて︑

クールでは︑初心者のみを対

が求められる取り組みだと思

ければ︑目的を達成すること

度でもチャレンジしていかな

ています︒
実際に東京の﹃ハイランド

そのほか︑今回のセミナー

せん︒最終的にはみんなで力
センター﹄で行われている事

では︑当協会がいままで取り

でダウンロード可能︶

資料はＧＭＡＣホームページ

︵※同セミナーで配布された

にと聴衆に熱く語った︒

ジする気持ちを忘れないよう

題を打開するため︑チャレン

と︑ゴルフ産業の抱える問

ていきましょう﹂

ｙ ﹄という言葉を皆で共有し

ｉｔ ｔ ｉｌｌ Ｈａｐｐ

いった意味を込めてこの﹃Ｈ

を合わせて︑成功するまで何

とは︑①ジュニアゴルファー

例ですが︑新規参入者が抱く

※

の育成︑②一般成人ゴルファ

様々な不安や負担を軽減し︑

はできないと思います︒そう

※
ーの拡大という2つです︒ジ

組んできた市場活性化の施策

※
ュニアゴルファーの育成とし

ゴルフに親しみやすい機会を

※

ては︑
﹃Ｊ ＧＲＡジュニアゴ

います﹂

象に安価な値段設定で実施し

に導いています︒

ルフスクールをＪＧＲＡ関西

場連盟︵ＪＧＲＡ︶関西支部
を紹介する︒

支部加盟練習場︵9月末現在

まで何度でもやる︶
﹂という

﹁日本ではゴルフを始める場

きいと思われます︒

ゴルフ練習場の役割は大変大
現在︑当連盟がゴルフ活性

今後はさらに︑ゴルフ練習

合︑多くはゴルフ練習場から

場︶において︑新規ゴルフ

続いて︑全日本ゴルフ練習

59

ことです︒

広げる活動をしていかなけれ

戦のため全員で楽しくプレー

ルフ協会の森章次常務理事に
心者も楽しむことができるな

関西ゴルフ連盟 ゴルフ振興委員会
田畑茂氏
満員となった初開催の関西セミナー

特に言いたいのは︑
﹃料金

ばならないということです﹂

できることや︑シングルプレ

よる活性化事例を紹介する︒
ど︑様々な層のゴルファーで

41

30

を下げて人様のパイを奪う時

競技ゴルフを通じて取り組む

﹁兵庫県にある﹃アオノゴル

79

スタートします︒それだけに

20

同競技のメリットは︑団体
活性化対策

フコース﹄の取り組みを例に︑
盛り上がることができます︒

19

化に向けて取り組んでいるこ

17

ーヤーが2名いれば︑凄いス

ゴルフ競技会を通じて︑コー
﹃親子ゴルフ大会﹄に関して
料とし︑夏休み後半︑クリス

は︑ジュニアはプレー費を無
マス時期の年2回開催してい

スに出る敷居を低くするため
同コースでは︑従来︑親父
ます︒こちらの企画において

の企画を紹介いたします︒
の道楽というイメージの強い

も︑親から大変喜ばれ︑遠方
からの参加者も多数います︒

しむことのできるスポーツに

親子でルールやマナーを学

ゴルフをジュニアや家族で楽
するための企画を実施︒
﹃ス

ＧＭＡＣ
松尾俊介委員

65

日本パブリックゴルフ協会
森章次常務理事

クランブル競技会﹄や﹃親子

全日本ゴルフ練習場連盟関西支部
北野友之理事長
日本ゴルフ場事業協会
大石順一専務理事

べ︑賞品も用意︒表彰式も大

熱心に講義内容のメモをとる
ＧＭＡＣ
山岸勝信広報委員

ゴルフ大会﹄がそれです︒

ＧＭＡＣ
手塚寛副委員長

当協会主催の第2回﹁Ｊａ
ｐａｎ Ｇｏｌｆ Ｉｎｄｕ
Ｃｕｐ ﹂が 月8

日︑石岡ゴルフ倶楽部︵茨城

ｓｔｒｙ
県小美玉市︶で開催された︒
大会当日は晴天に恵まれ︑ゴ
ルフ関連企業 社︑計166
同大会は︑競技ゴルフを通

みなさまの力で多くのゴルフ

と思っておりますので︑是非

業全体を盛り上げていきたい

様々な活動を通じてゴルフ産

した︒他のメーカーの方々と

しくプレーすることができま

同伴者の方に恵まれて大変楽

﹁今日は晴天に恵まれ︑また︑

た︒

場し︑3連覇を目指します！﹂

とつだと思います︒来年も出

プレーできたことも勝因のひ

も仲良くなれて︑皆で楽しく

リヂストンスポーツの方達と

また︑一緒にプレーしたブ

ァーを作って頂くことをお願
交流を深めることができたこ

競技は︑アンダーハンディ

今後もゴルフ業界全体の活性

す︒委員の立場として︑また

とに大変喜びを感じておりま

戦の優勝は︑初出場のフォー

男子のスクラッチ部門団体

︵海老澤彩選手︶

いしたいと思います﹂
部門︵ 社・ チーム︶と男

77

チーム︶が1チーム4名︵う

けていきたいと思います﹂

化としてこのような大会を続

3ストロークで全員が 台と

ティーン︒チームスコア22

子スクラッチ部門︵ 社・
ち上位3名のスコアを採用︶
︑
女子スクラッチ部門︵7社・
9チーム︶が1チーム2名の
参加した選手からは﹁ぜひ

3部門で争われた︒
来年も開催してほしい﹂
︑
﹁普
段競技ゴルフをする機会がな
いので︑いい緊張感でプレー
びの声が多く聞かれた︒

することができた﹂など︑喜

委員会︵大会会長・馬場宏之︶

フインダストリーカップ実行

部︑企画運営をジャパンゴル

Ｃ︶
︑協力は石岡ゴルフ倶楽

市場活性化委員会︵ＧＭＡ

と︑
﹃第2回ゴルフインダス

岡ゴルフ倶楽部のご協力のも

まれ︑みなさまのご協力︑石

﹁今年も素晴らしい晴天に恵

コメント︒

の馬場宏之会長は次のように

開催にあたり︑同実行委員会

ンスポーツがチームスコア2

ィ部門団体戦は︑ブリヂスト

深かったが︑アンダーハンデ

だれ？﹂という点が大変興味

ゴルフ業界で一番上手い人は

番強いところはどの企業？

〝アンダーハンディ部門はブ

が実施︒競技は秋晴れの下︑

トリーカップ﹄が盛大に開催

覇！ 男子は総合力でフォー

〝女子は本間ゴルフが2連

は2打及ばず準優勝︒フォー

となった︒因みに本間ゴルフ

間ゴルフの連覇を阻むかたち

いう素晴らしいチーム力で本

ティーンが優勝！〟

みごと大会連覇を飾った︒今

ムスコア156ストロークで

戦の優勝は本間ゴルフ︒チー

んでしたが︑全員が 台でチ

た︒個人での表彰はありませ

で選ばれた4名で臨みまし

6月に選考会を行い︑グロス

﹁今回の大会に向けて社内で

びを次のように語った︒

ティーンの三好海土選手は喜

年から1チーム2名となった

女子のスクラッチ部門団体

同部門だが︑本間ゴルフチー
ムの海老澤選手︑耕田選手と

ることができました︒また︑

ームワークを結集して優勝す

因のひとつだと思っておりま

同伴者にも恵まれたことも勝

もに 台でプレー︒特に︑Ｏ
ストロークでプレーした海老

ＵＴ ︑ＩＮ のトータル

日本大震災のあとゴルフ自粛

思っております︒同大会は東

ツ執行役員の嶋崎平人氏は︑

優勝したブリヂストンスポー

Ｐ ・0︶で優勝を飾った︒

15・0ストローク︵ＨＤＣ

かったことが良い結果につな

日はパターの調子がとても良

が何より嬉しかったです︒今

の前で︑連覇を果たせたこと

今大会も﹁ゴルフ業界で一

す︒普段他のメーカーの方と

話をする機会は中々ないの

澤選手は同部門のメダリスト
を獲得する活躍をみせた︒

で︑こういった機会に交流を

同大会は昨年から︑ゴルフ

ムードが叫ばれた中で︑ゴル

ルフ内田宏健選手はＯＵＴ

戦男子の部で優勝した二木ゴ

また︑スクラッチ部門個人

思います﹂

できるようまた参加したいと

に良かったです︒来年も優勝

深めることができたので本当

﹁今回︑本社から社長はじめ︑
たくさんの人が応援にかけつ

業界に携わる人間が自らゴル

フ業界に携わる人たちの手に

けてくれていたので︑その目

フを楽しみ︑その楽しさを伝

それぞれのゴルフ関連企業が

込んで少しでも足元からゴル

70

名が参加︒

業の活性化と発展を目指した

※

※

もの︒それでは大会の結果報
※

告をお送りしよう︒
※
月8日︑当協会主催の第
Ｃｕｐ

2回﹁Ｊａｐａｎ Ｇｏ ｌｆ
Ｉｎ ｄｕｓ ｔｒｙ
選手権︶
﹂が︑茨城県小美玉

︵ゴルフ関連企業対抗ゴルフ
市にある石岡ゴルフ倶楽部に

無事に終了︒ゴルフ関連企業

されましたことを大変嬉しく

えてゴルフ業界の活性化に寄

社内でコンペを開催したり︑

フ人口を増やすことに繋がれ

がったと思います︒
この喜びを次のように語っ
か？ という主旨のもと企

よって何かできないだろう

名の選手が集結した︒

リヂストンスポーツが優勝〟

社︵別表参照︶
︑計166

て開催された︒後援はゴルフ

18

与していこうという目的で実

画・運営している大会となり
ます︒

ィー・チャリティー﹂をこの

取引先の企業とゴルフをした

ル2万8016円の支援金が

ばと思っております︒我々も

をおまかせ下さいませ。

19
馬場宏之 大会会長挨拶

12

70

じて︑ゴルフ関連企業の相互

施︒
また︑今年もゴルフ業界全

大会を通じて普及させていく

りする機会を増やすことで︑

体で行っている東日本大震災

ことも大切な目的のひとつと

このような大会を通じて︑

なっている︒当日は︑チャリ

代・ 代の若い世代を巻き
集まり︑グリーン・ティー・

店舗・内装・
デザイン・施工

38

理解を深め︑日本のゴルフ産

復興支援活動﹁グリーン・テ

ティー活動も行われ︑トータ

チャリティー口座を通じて︑

こ の よ う な 大 会 を は じ め︑

ゴルフショップの

20

39 70

10

14

10

ゴルフ関連企業20社、
１６６名が参加 ―

17

20

―

日本赤十字社に寄贈︒今回の

30

ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権

第2回

第2回 Japan Golf Industry Cup 参加企業（50音順） 計20社・敬称略
アクシネットジャパンインク
ブリヂストンスポーツ
キャロウェイゴルフ
ブリヂストンスポーツセールスジャパン
グローブライド
プロギア
ゴルフ・ドゥ
本間ゴルフ
ダンロップスポーツ
マグレガーゴルフジャパン
テーラーメイドゴルフ
マルマン
二木ゴルフ
ミズノ
日本シャフト
ヤマト徽章
フォーティーン
ヤマハ
藤倉ゴム工業
ヨネックス

20

第360号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成24年11月１日発行

「ジャパン ゴルフ インダストリー カップ」開催！

第360号（毎月１日発行）

平成24年11月１日発行（ 4 ）

剛

35

43

78

星

健太

42

38

80

森田

隆昭

42

41

83

氏名

会社名

OUT

優勝

海老澤 彩

本間ゴルフ

39

準優勝

利根川雅美

ブリヂストンスポーツ
セールスジャパン

3位

耕田 千秋

本間ゴルフ

IN

チーム名

氏名
海老澤

優勝

本間ゴルフ

2位

ブリヂストンスポーツ
セールスジャパン

3位

マルマン

OUT

IN

Total

順位

氏名

会社名

OUT

IN

38

77

優勝

内田 宏健

二木ゴルフ

34

36

70

37

41

78

準優勝

岩国 誠之

アクシネット ジャパン
インク

35

36

71

40

39

79

3位

松井 純二

テーラーメイド
ゴルフ A

38

34

72

225

228

彩

39

38

77

千秋

40

39

79

利根川雅美

37

41

78

山本佳代子

44

39

83

伊藤安紀子

44

41

85

菅野

45

46

91

耕田

恭子

2人の
合計
156

男子スクラッチ優勝
フォーティーン

男子スクラッチ２位
本間ゴルフ

男子スクラッチ３位
二木ゴルフ

女子スクラッチ優勝
本間ゴルフ

女子スクラッチ２位
ブリヂストンスポーツセールスジャパン

女子スクラッチ３位
マルマン

アンダーハンディ優勝
ブリヂストンスポーツ

アンダーハンディ２位
ブリヂストンスポーツセールスジャパン

アンダーハンディ３位
ヤマハ

161
176

アンダーハンディキャップの部 団体戦 成績表
順位

優勝

準優勝

3位

チーム名

ブリヂストン
スポーツ

ブリヂストン
スポーツ
セールスジャパン

ヤマハ

氏名

OUT

IN

Total HDCP NET

早崎

克司

38

39

77

6.0 71.0

渡部

友紀

37

38

75

3.6 71.4

大滝

圭一

36

39

75

2.4 72.6

嶋崎

平人

45

40

85

9.6 75.4

野村

拓哉

39

45

84 13.2 70.8

南本

秀郎

39

37

76

4.8 71.2

井上

聡

40

42

82

8.4 73.6

山本陵太朗

44

45

89 14.4 74.6

藤崎

康司

41

41

82 12.0 70.0

伊藤

弘子

47

44

91 16.8 74.2

藤本

岳大

48

45

93 18.0 75.0

川上

弘三

43

47

90 13.2 76.8

70

Total

スクラッチ（女子）の部 団体戦 成績表
順位

36

技ゴルフを楽しめる機会が少

70

榊田

ないということで︑いい緊張

83

36

︑ＩＮ のトータル スト

40

34

ロークという見事なスコアだ

43

宏健

感の中︑プレーできた選手達

徹

内田

は皆清々しい顔をしていた︒

77

った︒内田選手はこの喜びを

38

次のようにコメント︒

39

このような大会を通じて︑

祐哉

﹁今日は︑普段刻むようなテ

大野

今後ゴルフ業界の発展のため

76

にゴルフに関わる企業同士が

72

40

ィーショットも︑すべてドラ

37

36

イバーを使って積極的に攻め

35

亮二

連携を強めていくことが大事

祥倫

赤羽

だということを出場した企業

福富

たことが良い結果に結びつき

78

ました︒当社は︑ 月に創業

76

41

の選手達は改めて感じたので

38

37

はないだろうか︒経済不況が

38

純

周年を迎え︑その作業等で

海土

池田

思うように練習できませんで

三好

順位

223

続く現状ではあるが︑自ら率

75

先してゴルフを楽しみ︑周り

72

40

した︒ですので︑まさか個人

37

35

優勝できると思っていません

35

元

を巻き込みながら︑若年層を

裕一

中嶋

取り込む企画を考えていけ

ば︑新たなビジネスチャンス

Total

でした︒もちろん︑個人の優

に発展する機会も生まれてく

IN

勝も嬉しいですが︑チームに

貢献できたこと︑3位に入賞

そして︑既存のゴルファー

できたことが非常に嬉しいで

※

るだろう︒

やゴルフ未経験の方々にもっ

※

す︒来年もぜひ開催してほし

とゴルフの楽しさ︑奥深さを

※

※

知ってもらい︑関心をもって

いと思います﹂

﹃インダストリーカップ﹄は

二木ゴルフ

2回目の開催を迎え︑社内選

3位

OUT

上位3人の
合計

10

34

スクラッチ（男子）の部 個人戦 成績表

スクラッチ（女子）の部 個人戦 成績表

飯塚

小保方

もらうことが日本のゴルフ産

本間ゴルフ

業の活性化につながるのでは

フォーティーン

考会などを実施する企業もあ

準優勝

氏名

るなど︑思い入れを持って臨

優勝

チーム名

ないだろうか︒

順位

む企業が多かった︒現状︑競

スクラッチ（男子）の部 団体戦 成績表

40

上位3人の
NET合計

215.0

215.6

219.2

Total

部門別売れ筋ランキング

＝矢野経済研究所＝

月1日〜8月 日

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

1

XXIO7

カーボン

ダンロップスポーツ

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE
2

XXIO7

スチール

ダンロップスポーツ

2

RM-11

フォーティーン
3

VG3

スチール

アクシネット

3

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
4

XXIO7 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

Callaway FORGED Wedge

キャロウェイ
5

MP-62

スチール

ミズノ

5

D-030

フォーティーン

アクシネット

PRO V1 SERIES

3ピース /
4ピース

アクシネット

1

METAL-X SERIES

キャロウェイ
2

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

2

WHITE ICE SERIES

キャロウェイ
3

SRIXON Z-STAR SERIES

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

WHITE ICE iX SERIES

キャロウェイ
4

SRIXON DISTANCE

2ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES

アクシネット
5

Reygrande Power Drive

2ピース

ブリヂストン

5

RAYLOR GHOST

テーラーメイド

ドライバー1位＝ XXIO7

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︑

チタン

テーラーメイド

3

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
4

LEGACY SERIES

チタン

キャロウェイ

4

XXIO7 UT

ダンロップスポーツ
5

GLOIRE

チタン

テーラーメイド

5

TOURSTAGE PHYZ FW
SERIES

ブリヂストン

シリーズ⑬

リアルマーケットレビュー

うな奇抜なアイテムは敬遠さ

﹃原色のカラーパンツ﹄のよ

いくことは出来ないと思う︒

しむお客様のニーズに応えて

⑦ ２ 小田急百貨店 新宿店 ︵東京都新宿区︶
永田慶一 統括マネージャー
今回のリアルマーケットレ

ゴルフ業界ではいま﹃20

暮ったいゴルフウエアは勘弁

年問題﹄をマイナスの事象と

が︑私自身はこの﹃2015

話題となり議論となっている

15年問題﹄といったものが

して欲しい︑という気持ちも

は捉えていない︒年金の受給

しかし︑ 年前のような野

れる傾向にある︒

ビューは︑先月号に引き続き
東京新宿﹁小田急百貨店﹂の
当の永田慶一統括マネージャ

あると思う︒
﹃トレンド﹄と

店舗運営部・店舗ＭＤ計画担
ーにお話を伺いました︒

﹃トラッド﹄のバランスが今

格差といった問題はあるもの

※

の︑今までよりも時間に余裕

※

後重要なカギを握ってくるの

※

メーカーさんにとっては厳

ではないかと思う﹂

※
しい話が続きますが︑貴店に

高い︒これは︑既存のゴルフ

﹃ビームスゴルフ﹄は 歳代︑

る︒

番目のブランドに成長してい

伸張しており︑売上高では3

﹃ビームスゴルフ﹄が大幅に

ド別売上実績を見てみると︑

境にあり︑これらの女性がこ

よりは女性市場は恵まれた環

でいる︒少なくともブーム前

めた頃よりもゴルフを楽しん

とはなく︑残っている人は始

しまったかといえばそんなこ

ゴルファーが市場から去って

かもしれないが︑全ての女性

﹁
﹃ゴルフブーム﹄は去った

いかがでしょうか？

しい︒

なく︑ポジティブに考えて欲

もネガティブに考えるのでは

と思う︒業界も何でもかんで

て悲観するような話ではない

は数多く含まれており︑決し

はゴルフ業界が伸張する要素

つまり提案の仕方によって

識も高い︒

これらの人は健康に対する意

の生まれる人は増える訳で︑

ブランドに何らかの不満を持

﹁当社の今年上半期のブラン

っている 歳代︑ 歳代のゴ

若年層の女性市場活性化は

おけるブランド動向は？

10

31

1

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︶

R11 SERIES

なのか︑それとも﹃値

3

﹁ほぼ全ての商品カテゴリー

テーラーメイド

引き合戦によりプロパ

ROCKETBALLZ RESCUE

ー品の販売価格が下が

2

で前年同期実績を割り込んで

テーラーメイド

おり︑市況は厳しい状況が続

チタン

ったことで︑マークダ

ROCKETBALLZ SERIES

ウン品の価格訴求力が

2

いています︒クラブ市場は
﹃マ

テーラーメイド

ークダウン品︵特価処分品︶

ROCKETBALLZ SERIES FW

薄れた﹄ことによるも

1

のなのか︑注視する必

ダンロップスポーツ

販売の大幅減﹄が続いていま

チタン

すが︑これが﹃売りダマ︵流

XXIO7

要があると思います﹂

1

通在庫︶の減少﹄によるもの

FW ＆ UTILITY BEST５

歳代からの支持が圧倒的に

30

有効に機能していると感じて

ルファーの﹃受け皿﹄として

ような商品作り︑売場作りを

れから先もゴルフを楽しめる

貨店というチャネルは非常に

ゴルフ用品市場全体では百

いるように﹁若いゴルファー

うことは︑業界内で言われて

3番目の売上を記録するとい

ビームスゴルフが御社内で

女性ゴルファー参入促進も︑

勢はあり得ない︒また新しい

たから諦めます﹄といった姿

少なくとも﹃ブームが去っ

思う︒そのような状況下なが

ら低下しているのが実情だと

業界内での影響力は残念なが

縮小︑撤退が相次いでおり︑

的に見るとゴルフ用品売場の

まで述べてきたような﹃停滞

ら当社は何とか頑張って売場

状態﹄が続くようであれば売

まだやり方によっては可能性

最後に︑今後ゴルフウエア

があるはず︒業界はもっと彼

市場における百貨店チャネル

場の存続が危ぶまれる可能性

が減っている﹂訳では決して

の位置付けはどのように変化

もある︒

ないこと︑そして中高年ゴル

していくと思われますか？

は︑今までの既成概念に囚わ

を維持しているが︑我々もゴ

﹁我々も含めた小売業態は︑

れない新しい﹃チャレンジ﹄

ルフウエアの市場全体がこれ

に付くことはありますか？

ただ単にモノだけを売ってい

を行い自らの殻を破ること

女たちに真摯に向き合わなけ

﹁私は﹃ニュークラシック﹄

るところは存在意義がなくな

で︑市場全体の活性化に繋げ

ればいけないと思う﹂

と呼んでいるのだが︑そのよ

っていくと思う︒
﹃コト﹄を

るといった気概を持って欲し

ファーの間の﹁ファッション

うなテイストのウエアに今後

含めた提案を行い︑そこに
﹃モ

いと思う﹂

何よりも雄弁に語っているの

期待をしている︒先程述べた

ノ﹄を絡めていくという考え
フスタイルとしてゴルフを楽

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

その他に市場動向として目

かもしれませんね︒

ように︑中高年齢層も含めて

でなければ︑少なくともライ
が︑最近は数年前に流行した

ゴルフ関連企業の方々に

ション感度は高くなっている

ゴルフウエアに対するファッ

感度﹂が高まっていることを

いる﹂

厳しい立ち位置にある︒全国

40

続けていく必要はある︒

30

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

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

順位

メーカー名
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

40

8

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ
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て服部実行委員より資料をも

議題 ︱2︑審議事項

︱6804 ︱55

①出展に向けた海外からのＤ

業態区分 製造

http://www.digitalgolf.
co.jp

ＵＲＬ

yokoyama@digitalgolf.
co.jp

とに各企画の進行状況の報告

が任命され協議に入る︒

①ＰＲプランについて

議題 ︱1︑報告事項

ド素材︑クラブ知識︑ウエア

出展コマ数が現時点で昨年
②メインビジュアルの方向性

の点数が低い︒アイアンクラ

実績を超えているものの︑社
について

Ｅメール

数の減少について今後検討す

があった︒

20点︵昨年959点︶
︑平
る必要がある︒

①出展申込状況について

均点826点︵昨年836

ブ︑シューズ︑バッグ︑グロ

点︶
︒
試打ブースについては︑今

ーブの点数は高い︒最高点9

●写真 ﹁中部インダストリ

ゴルフフェア﹂概況

年は申込が多いため追加案内

協会関連事項
広報委員会
④優秀者一覧表
議題 ︱3︑その他

⑤アンケート結果

取扱商品 ゴルフシミュレー

が担当︒
①日程 期間を短く検討

いて
ことから︑アトリウムでの設

ントスペースを確保できない

議題 ︱4︑次回委員会の日程

ついて

事業協会︵賛助会員入会︶

●一般社団法人日本ゴルフ場

番ホール﹂ 藤原委員

ター事業

3面 ﹁レジャー白書﹂
︵社
②場所 日本エアロビクスセ

●
﹁

ーカップ﹂

②オープニングセレモニーに

Ｍについて

協会事務局内にて標記委員会
会基本調査との連動︶を掲載︒

協会担当者

④ガイドブック︑ゴルフスケ

向性について

ＦＡＸ

が担当︒オリンピックイベン
トを契機にゴルファー増につ

●株式会社デジタルゴルフ

大石 順一

東京都千代田区岩本町3 ︱

いる︒

ジュール広告募集について

︵東日本支部／賛助会員から

03

置にて調整する︒

今回︑会場内に主催者イベ

を開催した︒梅田委員長が議
4面 ﹁経済産業大臣杯﹂
﹁中

㈱大広内プレゼンテーション

月 5 日︵ 金︶
︑
ができない︒

長を務め議事進行︒議事録署

②バーチャルゴルフトーナメ

年
議題 ︱2︑第 期講習会につ

名人には黒子︑瀧川両委員が
ンター

住所 〒101 ︱0032

⑤日程表 科目︑講師等が決

⑤今後のスケジュールについ

正会員へ種別変更︶
沖田 勝典

安倍 晋三

③タイトル

ルームＡにて開催︒

代表者

部インダストリーカップ﹂報
ントについて

月 8 日︵ 木︶
︑

告記事を掲載︒

③オリンピック関連企画の方

年

任命され協議に入る︒
④科目 現場で役立つ実践的

1〜3面 ﹁2011社会生
活基本調査﹂内容掲載︒
を掲載︒
定してから再検討︒
て

代表者

住所 〒101 ︱0052

ビル5階
ＴＥＬ
01

体

︱3864 ︱67

事業案内 ゴルフ場の事業団

http://www.golf-ngk.or.jp

ＵＲＬ

oishi@golf-ngk.or.jp

Ｅメール

︱3864 ︱67

アーバンネット岩本町

6面 協会関連事項を掲載︒
⑥費用 概算費用の算出︒そ

⑥トーナメントグッズ収集状

東京都港区赤坂9 ︱7 ︱2

︱

議題 ︱4︑その他
の他の費用についても提案の

況について

変更事項

現在︑ＪＯＣ東京オリンピ
ように削減可能なものは対応

︻入会関係︼

ック招致委員会︑ＪＧＡとの
する︒

番ホール﹂ 瀧川委員

連携でゴルフフェアの中での

●
﹁

なげる︒
企画を進行中︒

術者講習会﹂合格者・成績優

シニア企画に関して吉本実

ＴＥＬ

横山 俊朗
行委員より︑ジュニア企画に

協会担当者

セミナー﹂の件

関して天満実行委員長より︑

⑦小委員会からの報告

①タイトル ﹁ゴルフ用品市

議題 ︱3︑
﹁2013Ｊ ＧＦ

業の社員に広く見て貰えてい

場の動向と今後の展望﹂
︵Ｇ

秀者一覧を掲載︒
5面 ﹁データで見るマーケ
ない現状を受け︑次回までに

︱5771 ︱05

それぞれが同紙の活用対策を

リンクス︵東京都江東区︶に

リヂストンスポーツ㈱︑アキ

プリ︑㈱フォーティーン︑ブ

会場

ノ㈱︑朝日ゴルフ用品㈱︑ア

フ︑㈱カタナゴルフ︑ミズ

若洲ゴルフリンクス

社︑順不同︶

ルフ事業部︑㈱デサント︵計

㈱島田ゴルフ製作所︑ヤマト
●キャロウェイゴルフ㈱︑ダ

徽章㈱︑㈱カナモリゴリラゴ
ンロップスポーツ㈱︑つる

通り︒
する﹁2012 ＰＧＡフィ

︻賞品協賛企業︼
ランスロピー障害者ゴルフ大

や㈱︑キャスコ㈱︑㈱グラン

ゴルフ協会︵ＰＧＡ︶が主催

当協会が後援し︑日本プロ

２０１２・ＰＧＡフィランスロピー障害者ゴルフ大会

㈳日本プロゴルフ協会主催

62

ット状況﹂
﹁リアルマーケッ

名︵会員無料︑

③場所 東京ビッグサイト会
議室等
④募集人数

非会員1000円︶
議題 ︱4︑次回委員会の日程

会﹂が 月2日︑若洲ゴルフ
て開催された︒
聴覚障害︑視覚障害全盲︑視

クシネットジャパンインク︑

ラプロダクツ㈱︑㈱二木ゴル
覚障害弱視︑片マヒ障害︑内

テーラーメイドゴルフ㈱︑日

大会は上肢障害︑下肢障害︑

部障害の7部門︵計103名︶

本シャフト㈱︑藤倉ゴム工

日︵ 木︶
︑
㈱大広内のプレゼンテーショ

で実施︒今回も多くの会員企

月

ンルームＡにて標記委員会を

業協力のもと︑大会は無事に

年

開催した︒天満実行委員長が

平成

そして︑レディス企画に関し

トレビュー﹂を掲載︒
︵※デ

日

ＦＫ金子講師予定 事業企画
年2月

︵金︶
︑ 時〜 時 分

平成

提案願いたい︒

日︵ 木︶
︑

②日時

ータで見るマーケット状況は
月 2 日︵ 金︶
︑

年9月

講習会委員会

協会事務局内にて開催︒

年

部マネージャー︶

1︑2面 ﹁西日本活性化セ
●写真 ﹁東日本インダスト

ミナー﹂報告記事を掲載︒
平成

協会事務局内にて標記委員会

協会事務局内にて開催︒

番ホール﹂ 小崎委員

を開催した︒白石委員長が議

日︵ 木︶
︑

長を務め議事進行︒議事録署

月

が担当︒

名人には嶋田︑松原両委員が

ジャパンゴルフ
フェア２０１３

年

3︑4面 ﹁第2回ジャパン

任命され協議に入る︒

平成

ゴルフインダストリーカッ

議題 ︱1︑第 期講習会の反

●
﹁

リーカップ﹂

平成

議題 ︱5︑次回委員会の日程

議題 ︱2︑ 月号の編集確認

6面 協会関連事項を掲載︒

今号が最終となる︶

ＪＧＧＡニュースが会員企

4面 ﹁第 期ゴルフ販売技

●写真 練習場レッスン風景

11

議長を務め議事進行︒議事録

第７回実行委員会

プ﹂の開催報告記事を掲載︒

①開催報告書 マスコミ対応

03

24
03

業㈱︑横浜ゴム㈱︑ヤマハ㈱︑

11

省

を掲載︒

②受講状況について 本年

︵1社／ゴルフ用品界社︶

③認定試験問題と結果につい

15

終了︒賞品協賛企業は以下の

視覚障害全盲部門優勝の土屋豊治さん
（写真右）

20
25

署名人には吉本︑手島両委員

10

﹁リアルマーケットレビュー﹂
6面 協会関連事項︑フィラ

いて

名︵男性 名︑女性3名︶

ンスロピー結果報告を掲載︒
議題 ︱3︑ 月号の編集につ

て ゴルフ力学︑クラブヘッ

24

10

25

13

80

10

27

12

24

11

37

03

平成

議題 ︱1︑ 月号について
な科目︑内容等が求められて

平成

03

5面 ﹁ＹＰＳゴルフデータ﹂

19

﹁リアルマーケットレビュー﹂

24

5面 ﹁ＹＰＳゴルフデータ﹂

54

24

24

11

38

10

10

37

11

12

15
22

19

19

1︑2面 ﹁第 回ジャパン
47
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