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余暇活動をスポーツ部門︵

★今月のトピックス

1・2面＝レジャー白書からみる市場動向
3面＝ジャパンゴルフフェア実施予定概況
5面＝ 部門別売れ筋ランキング︑リアルマーケットレビュー

の減少︒所定内労働時間は1

規模 人以上︶は︑1788

年の年間総実労働時間︵事業

得率は上向き﹂で︑2011

は﹁労働時間は減少︑休暇取

復興につながるといわれるよ

れ︑被災地で消費することが

るようになった︒被災地を訪

なり〝自粛の自粛〟が叫ばれ

至ることが懸念されるように

して復興する力の減衰にまで

おこなわれ︑経済の停滞︑そ

参加人口 800万人︵81

※カッコ内は前年度

◆ゴルフコース

を紹介する︒

門におけるゴルフ市場の動向

続いて余暇市場スポーツ部

しかし︑必要以上に自粛が

645時間で前年より9時間

うになり︑被災地復興支援ツ

0万人︶

社会生活基本調査との比較

減︑所定外労働時間は143

アーも多数おこなわれた︒回

２０１１年余暇市場は 兆９４１０億円
︱ 前年比４・５％減で１９８９年の水準を下回る︱

28︶だった︒

男女を対象に︑国民の余暇意
種目︶
︑趣味・創作部門︵

時間となり︑前年より 時間

所定外労働時間は1月︑2

になったが︑一部では電力不

復基調が徐々にみられるよう

年間平均活動回数

参加率 7・8％︵7・9％︶

時間で前年比1時間減︒
月は前年同月比プラスで推移

・1回

動回数︑年間平均費用等につ

ニュース番組の中で﹁次はスポ

ーツコーナーです﹂とキャスター

が言うと︑ぱっと気持ちが明るく

なりませんか？ 私はいつもそう

感じています︒空気が変わるとい

うか︑
〝スポーツ〟にはそういう

2011年に﹁生涯スポーツ社

パワーがあるのだと思います︒

会の実現﹂との理念を規定したス

ポーツ基本法が施行︒2016年

のリオ五輪では120年ぶりに競

技種目に復帰という〝追い風〟と

言える話題がゴルフ業界にありま

2014年の世界アマチュアゴ

す︒

ルフチーム選手権の日本開催も決

まっており︑またオリンピックの

れ︑回復傾向に水をさした︒

・用具等

年間平均費用

競技種目に復帰することによって

月から前年比減少となる月が

7月以降は︑回復の早い分野

︵7万900円︶

1996年の1537万人から2

︵ ・4回︶

していたが︑震災の影響で3
続いた︒その傾向が反転した

において︑前年並み︑あるい

・会費等

011年に924万人となってい

9万9500円

しかしながら﹁過去 年間でゴ

広がるのではないかと思います︒

〝スポーツ〟としての認知はより

日本人の余暇をめぐる

のが9月から年末にかけて

は前年以上の業績をあげてい

︵9万3100円︶

6万9000円

環境について

で︑再びプラスあるいは前年

る︒だが︑年間を通してみる

足による計画停電がおこなわ

いて調査している︒

︵公財︶
日本生産性本部はこのほど︑昨年国民が行ったレジャー活動を総合
的に分析する﹁2012年度版レジャー白書﹂を発刊した︒同書によれば︑
2011年の余暇市場は 兆9410億円で︑2010年の 兆9870億
円から4・5％減少︒同時期の国民総支出は前年比2・2％減︑民間最終消
費支出は前年比0・7％増加しているのに対し︑余暇市場の落ち込みが大き
いと発表した︒今号では︑同紙面 月号で掲載した﹁2011社会生活基本
調査﹂
︵総務省発表︶の内容と照らし合わせながら︑同書の内容を抜粋してお
届けする︒
﹁レジャー白書﹂では︑毎

識および余暇活動への参加実
種目︶
︑娯楽部門︵ 種目︶
︑

また︑同調査では 種目の

態を調査︵インターネット調
観光・行楽部門︵ 種目︶に

年全国の 歳以上 歳以下の

査︶している︒今年の有効回

同月と同レベルとなる月が見

月号ではゴルファーの裾野を

り︶
︒

る現実があります︵本紙 月号よ

ルフ人口4割減﹂
︑具体的には︑

15

10

同書によれば︑2011年

・2％︵ ・

12

10

分類し︑参加率︑年間平均活

参加希望率
ている︒

なかった︒したがって︑ほと

1回当たり費用 1万196

70億円から4・5％減少︒

0％︶

0円︵1万2240円︶

手が集結した︒西日本での

同時期の国民総支出は前年比

んどの分野が売上げを減らし

と︑震災後の落ち込みを年後

14

半でカバーするまでには至ら

13

られるようになったとしてい
る︒

開催はこれが初となる︒記

2・2％減︑民間最終消費支

11

月 日︑東広野ゴルフ

余暇市場 兆9410億円
前年比4・5％減
同書によれば︑2011年
の余暇市場は 兆9410億

念すべき第１回大会の優勝

出は前年比0・7％増加して

か︒

ミズノ 藤原達

め︑実現させようではありません

業界が︑堂々と二重課税撤廃を求

健康維持に貢献している私達の

時と心得ます︒

いことと︑私達も心して動くべき

課税を続けるなどあってはならな

〝生涯スポーツ〟であるゴルフに

とても高くなっています︒

で利用税の占める割合は相対的に

ります︒プレー代の低価格化の中

1人1回当たり平均704円とな

人数がのべ7760万人ですので

税徴収実績があります︒課税対象

2010年で546億円の利用

用税の廃止があると思います︒

にしていくべきことにゴルフ場利

ルファー924万人が声をひとつ

でもありませんが︑その一方でゴ

色々な施策が重要なのは言うま

されました︒

会︵ＧＭＡＣ︶からの報告で紹介

な施策が︑ゴルフ市場活性化委員

広げるため︑業界を挙げての様々

11

倶楽部︵兵庫県三木市︶で
当協会主催の﹁第１回西日
本企業ゴルフ大会﹂が開催
された︒競技はアンダーハ
ンディ部門︑スクラッチ部
門︵共に団体戦︶で争われ︑

チームに輝いたのは︑アン

いるのに対し︑余暇市場の落

円で︑2010年の 兆98

ダーハンディ部門はマルマ

ち込みは大きいとしている︒
89年の 兆4290億円を
下回る結果となった︒
その大きな要因のひとつと
して︑東日本大震災と福島第
一原子力発電所事故の影響に
よる〝レジャー自粛〟が全国
に広がったことが挙げられ
る︒多くの公的・私的行事や
催しが中止・延期となった︒

スポーツ部門

64

収数は3294︵前年は37

10

67

ンチーム︑スクラッチ部門
ームとなった︒
﹁好天に恵まれ︑各社交流
も兼ねて楽しんでいただく
こ と が で き ま し た︒ 今 後︑
より良い大会になるよう関
係各位の力を借りて推進し
ていきたいと思います﹂
︵西日本支部長・白石彰︶

表 余暇活動への参加・消費の実態（2011年）
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ず︑余暇関連産業を取り巻く

まだ経済的にゆとりはみられ

ャー活動は社会の豊かさを映

に進出している︒屋内のシミ

ゴルフコースなどが屋内施設

す鏡といえるわけだが︑まだ

やめてしまうゴルファーが急
で十分という高齢ベテランゴ

層︑ジュニア層は大きく減っ

ションから入ってきた女性

場ゴルファーとは異なるユー

器の正確性の限界から︑練習

も増えてきている︒ただ︑機

種の機器を導入した飲食施設

ュレーションゴルフ施設や同

より強さを増し︑業績を伸ば

低迷していても︑強い企業は

ている︒業界全体の売上げが

のかということを明らかにし

を復興するために何が必要な

しかし︑同書では余暇活動

一方︑ショップ︑量販店︑

増することを懸念する声があ
ルファーは増えている︒一方︑

進められている︒

数﹂としているので︑同書に
る︒そのため︑午後にゆっく

うになった︒これを︑ラウン
ており︑ゴルファーとして定

ザーが︑一種の遊戯施設とし

じ行動日数と考えられるので

コースには出ず練習場だけ

おける2カテゴリーを合わせ
り6ホール︑あるいは3ホー

メージとなった︒

※カッコ内は前年度
れば ・0回となり︑ほぼ同

◆ゴルフ練習場
参加人口 920万人︵88

ドレッスンと組み合わせると
着していない︒その結果︑利

て利用する傾向が強い︒いま

している︒多くの業界で構造

0万人︶

ころもある︒沖縄の﹃カヌチ
用者数は大きく減少している︒

改革につながる動きや︑その

環境は厳しいといえる︒

ャゴルフコース﹄では︑ビー
ゴルファーの高齢化が進み︑

のところ︑そのユーザーがゴ

一時のブームに乗ってファッ

チで泳いだ帰りに︑軽装のま

ルフ練習場に流れる現象はみ

ルを回るプランがみられるよ

それでは以下より︑同書に
ま気軽にゴルフを体験できる
施設数の減少は徐々に歯止

利用時間は長くなっている︒

はないだろうか︒

よるゴルフ場︑ゴルフ練習場
よう︑3ホール︑6ホール︑

︵ ・1回︶
2万2200円

年間平均費用
・会費等

※

られない﹂

性が高い︒レジャー産業界は︑

ネスの地平が見えてくる可能

芽が出てきた︒これにキッチ

業界再編が進むゴルフ場

の動向を紹介する︒
9ホールのプレー料金を設定

・9回

︵2万2200円︶
﹁ゴルフ場の売上げは︑前年

年間平均活動回数

1回当たり費用 1170円
比4・5％減少︵別掲の表を
めがかかり︑底を見せつつあ

以上が﹁レジャー白書﹂に

・2％︵ ・
るが︑1施設当たりの売上げ

よる解説だ︒今回︑同書では

参加希望率

︵1300円︶

ゴルファーは︑3年以内にス

また︑ゴルフ場におけるク

はさらに大きく減っている︒
ラブライフは希薄になり︑ゴ

﹁震災後の余暇を考える﹂と

くされた︒震災後はゴルフを
ところもある︒フィットネス

すいように︑コース変更する

は︑従来の装置産業的

てきた︒ゴルフ練習場

同調査ではゴルフ人口を92

基本調査﹂と比較してみよう︒

ないところも出てくる可能性

いているが︑このまま営業し

だ閉鎖中︒様子見の状況が続

開しているが︑ コースがま

た︒現在は半数強が営業を再

韓国・中国を含めたアジアか

が高いといわれているため︑

ている︒日本のゴルフ場は質

送客しあう仕掛けが期待され

ァーをグループ単位で相互に

とゴルフ場が連携し︑ゴルフ

とから︑フィットネスクラブ

ろ︑カルチャー教室を

健康食を設定するとこ

のレストランに長寿・

がある︒クラブハウス

役割を担っていく必要

地域交流の場としての

憩い︑集いを演出し︑

収益向上とあわせて︑

められており︑打席外

ば︑社会生活基本調査の92

も期待されている﹂

題となっている︒
そして︑クラブやボ
ールのメーカーが心地

はないだろうか︒

その分岐点に立っているので

リ対応できれば︑新たなビジ

コア100を切るまで上達し
やめてしまうという︒そのた

いう副題を掲げている︒レジ

※

年から1兆円を割っており︑
ないと︑面白くないといって

東日本大震災で施設が壊

ルフ練習場にクラブライフが

※

している︒ 代︑ 代の若年

コース参加人口は減少傾向
地域差︑コース間格差は大き

率︑活動回数ともに増えてい

求められるようになっ

3％︶

い︒

―スポーツ部門―

め︑若年層向けレッスンの需

のゴルフ場までつなげること
自粛する気運が強まったが︑

4万人︑ゴルフ参加率を8・

が あ る︒
﹃ 森 ト ラ ス ト﹄ は︑

ら︑観光とセットにしたゴル

経営からサービス業に

1％︑ゴルフ行動日数を ・

震災復興支援と︑産業の持続

フ旅行で集客しようとする動

開催するところが増え

進化していくことが求

レジャー白書では︑ゴルフ
的発展を支える都市基盤形成

てきている︒顧客管理

クラブにゴルフ練習場が併設

人口を﹁ゴルフコース﹂
︑
﹁ゴ
および新産業創出を目的に︑

けアパレルブランドが︑ゴル

きもある︒ 〜 代の女性向

と情報活用を怠らず︑

されるケースが増えているこ

ルフ練習場﹂という2カテゴ
休業中の﹃ラフォーレ白河ゴ

ゴルファーのゴルフラ

大きく盛り返す動きがみられ

年後半はゴルファーが一気に

うだ︒
ここで︑同紙 月号で紹介

リーに分けているため︑正確

ルフコース﹄で︑大規模太陽

ベントを開催している︒3世

フ場との連携を強め︑各種イ

した総務省発表の﹁社会生活

な比較とはいかないが︑ゴル

光発電事業を2013年度に

4万人と︑レジャー白書の9

5日としている︒

フをするというだけで考えれ

開始する︒このようなケース

イフ全体を支援するビ

は︑他のゴルフ場でもみられ
ゴルフ場延べ利用者数は減

るようになった︒

参加率に関しても︑社会生活

高齢ベテランゴルファー増加

いることから︑ゴルフ

に伴う練習場のクラブ化

練習場の騒音対策がク

っているが︑高齢者が利用回

﹁ゴルフ練習場の売上げは︑

ローズアップされてい

数を増やして大きな落ち込み

前年比8・1％減少した︒東

基本調査の8・1％と︑同書

日本大震災の直接的被害を受

における2カテゴリーの平均

に1割以上を占める︒今後も

る︒利用者とのトラブ

よい打球音を重視して

この比率は上昇する見込みで

ルを回避するため︑練

をカバーしている︒全国的に

大きく数値が異なるのはゴ

どであったが︑計画停電によ

けた施設は︑全体の約 ％ほ

みると 歳以上の高齢者は既

ルフ活動回数︵日数︶だが︑

あるが︑2015年前後に団

社会生活基本調査はゴルフ場

塊の世代が 歳前後になり︑

に行くのも︑ゴルフ練習場に

習場利用約款の整備が
体力の限界を感じてゴルフを

る夜間営業の自粛は大きなダ

化した数値︵8・4％︶も同

20万人︵ゴルフ練習場参加

40

12

人口︶はほぼ同じといえる︒

30

28

行くのも同じ﹁ゴルフ行動日

70

11

様に考えられる︒

ジネスを行うことが課

代で一緒に遊べるような工夫

ゴルフを再開し︑利用者数は

が今後︑業界の課題といえそ

28

70

表 余暇市場の推移

要は高い︒よいスコアが出や

30

れ︑ コースが休業を余儀な

※

参照︶
︒市場規模は2010

参加率 9・0％︵8・6％︶

33

る︒練習場人口の増加を実際

20

18

だが︑練習場の参加人口は増

11

17

加︒練習場に関しては︑参加

10

10
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アジア最大級のゴルフショー

と更なる発展のためにも︑皆

から開始していますが︑お陰

します︒出展募集を9月初旬
通しての支援に活用されてき

災地ゴルフ場や日本赤十字を

億円以上の援助が集まり︑被

あると思われるため︑チャリ

しばらく継続していく必要が

ています︒ゴルフフェアの会

ーンへの積極的な対応と考え

大︑定着させていくかも︑フ

関しても︑総数で約200件

た展開も︑オリンピックイヤ

リオデジャネイロ五輪に向け

たり︑ゴルファーとの認識を

イベント
ＪＧＦはゴルファーを満足
させるギアとの出会いをはじ
め︑機能性にファッション性
を加味したゴルフアパレルフ
ァッションショー︑チャリテ
ィー販売など︑様々な魅力あ

を反映した企画をゴルフフェ

当協会はこれまで︑時代性

おります︒

を高めてもらいたいと思って

促すなど︑各出展社にも気運

ツなどに着用してもらうよう

を事前に配布︒会期中︑スー

ック招致に向けたピンバッジ

では出展社に対し︑オリンピ

特に︑今回のゴルフフェア

で強くアピールしていきます︒

どを﹁ＪＧＦ2013﹂の中

年オリンピックの東京招致な

ゴルフ競技の復活︑2020

が︑2016年リオ五輪での

残念ながら未開催となります

ルゴルフトーナメント﹄は︑

きると好評だった﹃バーチャ

イングを間近でみることがで

今年は︑プロの迫力あるス

ふれる企画と情報が満載です︒

日
︵日︶

できる打席を用意︒前回は

ーカーなど様々な試打が体験

クラブメーカー︑計測器メ

●最新クラブ打ち比べ

ションによるレディス・メン

㈱枻出版社とのコラボレー

●ファッションショー

ズファッションショーを開催

社︑ 打席のブースが用意さ

●トーナメントグッズチャリ

れ︑来場者に大変好評でした︒

する予定︒ゴルフフェアの来
場者に最新ゴルフファッショ

ンを実施︒例年様々なジュニ

使用したワンポイントレッス

たします︒

会場内でチャリティー販売い

重なコレクションアイテムを

手できない憧れのグッズや貴

トーナメント会場でしか入

ティー販売コーナー

ブースでチャリティー販売を

アクラブの試打が出来ると好

シミュレーションゴルフを

●ジュニア企画

実施いたします︒

評の企画です︒

また︑会場では︑ゴルフフ
ェア限定特別販売商品をはじ

●ＰＧＡ︑ＬＰＧＡブース

ケアをテーマに︑石渡俊彦ト

ッスンを実施︒シニアからレ

女子プロゴルフ協会主催のレ

日本プロゴルフ協会︑日本

●シニア企画

レーナーによる講座を開催し

ディス︑ジュニアまで幅広い

シニアゴルファーのボディ

め︑人気ツアープロの希少な
サイン入りグッズをオークシ
す︒

ます︒

ョン形式で販売する予定で
●ドラコンチャレンジ

す︒

ゴルファーが対象となりま

※

●レディス企画

※

﹁ゴルフを始めたのだけど︑

シミュレーションゴルフで

※

るＪＧＦには︑世界各国から

フショーという位置付けであ

毎年︑アジア最大級のゴル

※
から熱いメッセージ︒座学と

どうもうまくならない﹂とい

ネット打席でのレッスン︑セ

う女子達に︑藤井かすみプロ
ホールインワンを目指して

●ニアピンチャレンジ

腕を競い合うニアピン対決を

げます︒

ますよう宜しくお願い申しあ

すので︑引き続きご支援賜り

皆様のご協力あってのもので

て展開していきます︒関係者

に活用していただける場とし

ど︑ゴルフ産業活性化のため

や企画︑チャリティー販売な

れからも︑先述したイベント

いたします︒ＪＧＦでは︑こ

発・製造する企業も多数出展

アプリなど画期的な商品を開

ォンを利用したスイング解析

め︑距離測定器︑スマートフ

ュレーションゴルフをはじ

に表れており︑次世代のシミ

いてもデジタル化の波が顕著

最近では︑ゴルフ業界にお

負しております︒

できているのではないかと自

ルフ業界活性化に大きく貢献

も多く来場することから︑ゴ

を掴みたいと願う新規参入者

す︒また︑ビジネスチャンス

たくさんの関係者が集まりま
実施︒

25

ンのトレンドを紹介します︒

46

ットで上達をサポートします︒

たドラコン対決を実施︒

﹁より遠くへ﹂をテーマにし

15

アに取り入れておりますが︑
今年は主にどのようなイベン
トを行うのか以下より紹介し
●チャリティー販売

ていきましょう︒
前回に引き続き︑ＧＴＣ特

17

別企画として会場内の多くの

日
︵金︶
〜

ジャパンゴルフフェア２０１３
﹂ 実施概況

会期 ２０１３年２月

様のご協力を賜りたいと存じ

す︒ゴルフ界全体の元気回復

多くの出展社の皆様に多大

とが出来ました︒
な協力をいただきました震災

当協会が主催するアジア最
ジャパンゴルフフェア201

大級のゴルフショー﹁第 回

ン・ティー・チャリティー
︵Ｇ

ます﹂

2月 日︵金︶〜 日︵日︶
団体の活動でこれまでに

ＴＣ︶
﹄ですが︑ゴルフ関連

さまで申込み状況は例年に比
ました︒影響を受けられたゴ

毎年ＪＧＦは︑世界が注目

ルフ関連業界に対する支援も

するゴルフショーとして出展
ティー企画は今回も継続させ
フェアのテーマとして注目

ていただきます︒
しなければならないのが︑大

社のビジネスチャンスを積極
ネス関係者︑報道関係者そし

ちなみに︑2012年の来
場においても︑若い女性や子

きく変わりつつあるゴルフシ

場者数は5万1590人を数
供連れのファミリーの姿が急

ェアの課題として真剣に取り

この新しい層をいかにして拡

ケート調査︵ＪＧＦ2012

と注目度も増しております︒

ーである今年から取り組んで

もうひとつ︑2016年の

組んでまいります︒

今回の開催にあたり︑日本ゴ

を進めていく必要があると思

いくべきテーマとして︑企画

は次のようにコメント︒

ジャパンゴルフフェアは︑

います︒

共有したりできる︑唯一のス

や課題について情報を発信し

当初は中止も視野に入れて検

ゴルフに関わる様々なテーマ

討した状況のなか︑予想を大

テージであると考えていま

やく一年を迎えようという今

きく超えた出展をいただくこ

年2月に開催いたしました︒

アは︑東日本大震災からよう

﹁前回のジャパンゴルフフェ

ルフ用品協会の馬場宏之会長

をはじめメディアへの露出に

また︑テレビ番組での紹介

実績︶から分かっております︒

・3％にのぼることがアン

に目立つようになりました︒

え︑3年連続で5万人を突破︒

しております︒

てゴルフファンの来場を目指

的に支援︒多くのゴルフビジ

ります︒

べ順調な滑り出しをみせてお

20

そのうち︑ 代のゴルファー
30

﹁ＪＧＦ2013﹂開催予定

復興支援プログラム﹃グリー

19

3﹂
︵Ｊ ＧＦ︶は︑平成 年

47

25

の3日間︑東京ビッグサイト

17

西棟1・2ホールで開催いた

15

は ・7％︑女性の来場者は
18

27

プレー︒4人1組の団体戦で︑
名ずつ他地域との組合せで親

た︒当日は天候にも恵まれ2

ツーリズムを実践されてい
宣誓し︑大会を締めくくった︒

られるよう充実させることを

し︑来年度は多くの参加を得

びつきを認識してもらうと共

貸出し︑ゴルフと健康との結

からご祝辞を頂戴した︒また︑

また︑参加者にはゴルフ関

その結果は表4〜6となった︒

了後に運動量の測定を行った︒

フの楽しみ方も提案︒
プレー終

プレー終了後の表彰式兼懇

チカラに︒〜﹂に賛同して頂

ー〜日本のゴルフが︑日本の

リーン・ティー・チャリティ

各地域より決勝進出された
的を達成︒選手並びに大会に

会を約束するなど︑当初の目

募金があり︑日本赤十字社に

き︑義援金4万3000円の

貞宝ＣＣ

中部

日吉Ａチーム
ベストグロス

関東・東北

田中 良博

72
最多歩数

九州

小佐古哲哉

16,615
ベストエクササイズ

関東・東北

茂木 春男

4.31

仲山 恭司

信藤 民和

松田 一彦

220.2
靖

221.6
二宮 直樹

中部

日吉Ｇチーム

板垣 廣光

中島 伸幸

棚町

登

島崎宇太郎

準優勝

九州

国際チーム

田中 俊已

石山 忠典

石橋 国彦

梅野 文博

218

第３位

関東・東北

大宮国際

奥田

秋元

孝

山崎 正一

佐々木義二

219.6

第４位

九州

大坪チーム

大坪 衆介

濱田

博

前田 和幸

-------

219.6

第５位

関東・東北

Ｇ＆Ｇ

大野

鈴木 利正
ベストグロス

九州

篠原 茂行

76

最多歩数

中部

板垣 廣光

16,527

ベストエクササイズ

九州

大坪

杉山 和雄

衆介

優 勝

九州

ワイズレディス会

箕田有里子

竹森

準優勝

関東・東北

足利レディース

第３位

九州

第４位

九州

第５位

関西・中四国

サーティワンレディス
ベストグロス

九州

松尾 賢子

77

最多歩数

関東・東北

岩本美代子

16,792

ベストエクササイズ

九州

選手

選手

愛

木村 紀子

秋山 幸恵

215.8

秋山 ミイ

石堂 道子

柏瀬 利子

宮岡 久恵

220.6

チーム宮崎

松尾 賢子

川添 礼子

松村智恵子

井上 京子

220.8

アミューズアルファ

松尾 和子

西島ひとみ

岩井田佳代

麻生 育枝

221.2

渡辺 良美

阪ノ下佳代

佐藤 典子

安永 寿恵

222.2

表４：【男子シニアの部】

平均
81歳

60歳

66.4歳
101ストローク

87.5ストローク
0.79EX

1.93EX
16,527歩

5,143歩

10,770歩

表５：【レディースの部】

最高

最低

平均
年齢

71歳

22歳

54.1歳

93.1ストローク
スコア（18H）

77ストローク

114ストローク

ベストエクササイズ

5.05EX

0.94EX

3.07EX
最多歩数

16,792歩

7,426歩

12,490歩

表６：【一般男子の部】

最高

最低

平均

年齢

72歳

36歳

54.7歳

89.2ストローク
72ストローク

109ストローク

4.31EX

0.41EX

2.34EX

最多歩数

16,615歩

7,778歩

11,923歩

れた︒ 社 名の参加で︑曇

ンダストリーカップが開催さ

フ用品協会中部日本支部・イ

コースにて︑第一回日本ゴル

グリーンゴルフ倶楽部レイク

平成 年 月 日︑レイク

天の寒空の下スタート︒前半
は天気がもったものの︑後半
は雷雨のため 分ほど中断す
るアクシデントもあったが︑
全参加者怪我もなくラウンド
成績はダブルペリアで︑上

を無事終了した︒
位3名は下記の通り︵敬称略︶
︒

2位 小林宏︵ネット ・6

／加賀スポーツ︶

1位 藤田勝︵ネット ・4

インダストリーカップ開催

第一回日本ゴルフ用品協会中部日本支部・

4.82EX

最多歩数

アベレージゴルファーの祭典

ネット上位3名のスコア合計

全国チーム対抗戦決勝大会

で争われた︒

2012年経済産業大臣杯

業協会が主催する﹁2012
優勝したのは︑シニアの部
表彰式では安倍晋三理事長

一般の部は︑関東・東北支部
市場活性化には若年層ゴルフ

ゴルフ市場活性化委員会より

連団体が取り組んでいる日本

レディス会﹂チーム︵箕田有
親会は︑全国各地からの出場

された第1回大会から︑
﹁男
選手は︑前日には練習ラウン

中部

第５位

218.2
衛藤 仁秀

最低

月2日︑日本ゴルフ場事
年経済産業大臣杯全国チーム
が中部支部の﹁日吉Ｇ﹂チー
の筆頭秘書が挨拶を述べら

また今大会では︑運動量測

対抗戦決勝大会﹂が︑福岡県
ム︵板垣廣光︑中島伸幸︑棚

定機能付き歩数計を競技者へ

の小郡カンツリー倶楽部で開
町登︑島崎宇太郎／チームス

の﹁塩屋崎﹂チーム︵田中良
ァーの拡大も必要とのことか

同大会の主旨は︑ゴルフ産
ゴルフ場サービスの向上・ゴ
博︑細川徹︑白石勝範︑佐藤
ら︑参加者へは会社・友人・

里子︑竹森愛︑木村紀子︑秋
選手が交友を深め︑翌年の再

子シニア﹂
︑﹁レディース﹂
︑﹁男

第４位

斉藤 幸光

※ ベストエクササイズは１万歩当たりの数値

ーム戦となった︒

催された︒

ルフ人口の拡大が目的︒また︑
浩二／チームスコア216・

に︑大会を通じて新しいゴル

本大会は︑ゴルフプレーによ
2ストローク︶
︒レディース

ゴルフ界合同・震災復興支援

れ︑九州経済産業局産業部長

る歩数及びエクササイズを測
家族への若年層ゴルファーの

コア216・8ストローク︶
︒

定してゴルフと健康増進︑ア
の部は︑九州支部の﹁ワイズ

業の振興・発展を目指して︑

ベレージゴルファーを対象と
したチーム対抗戦により交友
山幸恵／チームスコア21

チャリティープログラム﹁グ

関係の拡大を図る競技内容と
5・8ストローク︶だった︒

仲間入りをお願いした︒

なっている︒平成 年に実施

子一般﹂の三部門を設け︑各

寄付を行った︒

チーム R-Tyu

西村 知市

スコア（18H）

70

携わった全ての皆様に感謝

表３：【レディースの部】18組72名参加 南コース⇒西コース

ドや観光を楽しみ︑スポーツ

表２：【男子シニアの部】18組71名参加 西コース⇒東コース

優勝団体に対して経済産業大

九州

米分 守幸

臣賞︑準優勝団体に対して商

第３位

修

下林

務情報政策局長賞を授与して

近澤

鈴木 元弘

おり︑本年で 回目となる︒

チーム西神戸

佐藤 浩二

ベストエクササイズ

14

協力団体は以下の通り︒

5.05
選手

美鈴

後援 経済産業省

関西・中四国

白石 勝範

最高

睦を深めながらも白熱したチ

4.82

優 勝

善治

協賛 ＧＭＡＣ︵ゴルフ市場

準優勝

徹

舟橋 裕之

3名スコア
チーム名

選手

活性化委員会︶
︑日本ゴルフ

細川

成瀬 正尚

220

選手

丸

協会︑日本パブリックゴルフ

田中 良博

76ストローク

11

場事業協会︑日本ゴルフ用品

塩屋崎

年齢

24

協会︑全日本ゴルフ練習場連
盟︵敬称略︶
特別協賛 大塚食品株式会社
今決勝大会には︑予選︵7
予選会・合計3010名参加︶

関東・東北

選手

西尾 元彦

216.8

選手

孟

222

優 勝

選手

毅

3名スコア

チーム名

選手

216.2

選手

草野 史郎

上位ネット
支部名

茂

3名スコア

チーム名

杉浦

選手

上位ネット
支部名

ベストエクササイズ

3位 深川賀行︵ネット ・

店︶

／ゴルフショップかとう知立

71

無事終了した︒

来年の再会を約して︑大会は

メダルを授与︒参加者全員が

れ︑表彰式では協会本部から

は当協会の活動報告等が行わ

の一日となり︑パーティーで

荒天を吹き飛ばす和気藹々

0／中部ゴルフ練習場連盟︶

72

を勝ち抜いた出場者215
人・ チームがエントリー︒
その内訳は次の通り︒
チーム︵計
チーム︵計
チーム

表１：【男子一般の部】18組72名参加 東コース⇒南コース

スコア（18H）

26

20

■一般の部

名︶
名︶

■シニアの部

︵計 名︶

72

上位ネット

支部名

中村

13

18

選手

12

18

18

競技は ホールストローク
18

■レディースの部

71

14

11

54

72

平成24年12月１日発行（ 4 ）
第361号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング
9月1日〜9月

日

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ
＝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︑

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
4

XXIO 7 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

SRIXON Z 725 DG

スチール

ダンロップスポーツ

5

D-030 WEDGE

フォーティーン
メーカー名

順位

2

PRO V1 SERIES（2011）

3ピース /
4ピース

アクシネット

2

WHITE ICE iX SERIES

キャロウェイ
3

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

3

WHITE ICE SERIES

キャロウェイ
3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

4

RAYLOR GHOST（2011）

テーラーメイド
3ピース

ダンロップスポーツ

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット

SRIXON Z-STAR SERIES
（2011）
4

XXIO SUPER XD

PUTTER BEST５
構造
BALL BEST５

FW ＆ UTILITY BEST５
チタン

ダンロップスポーツ

1

ROCKETBALLZ FW SERIES

テーラーメイド
2

ROCKETBALLZ SERIES

チタン

テーラーメイド

2

ROCKETBALLZ RESCUE

テーラーメイド
3

910D2

チタン

アクシネット

3

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
4

910D3

チタン

アクシネット

4

XXIO7 UT

ダンロップスポーツ
5

TOURSTAGE PHYZ SERIES

チタン

ブリヂストン

5

TOURSTAGE PHYZ FW
SERIES

ブリヂストン
順位

IRON BEST５

WEDGE BEST５
順位

アクシネット

ドライバー2位＝ ROCKETBALLZ
TOURSTAGE X-01 SERIES

ブリヂストン

1

METAL-X SERIES

キャロウェイ

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︶

3

異なっており︑
単純に
﹃前年同

ダンロップスポーツ

﹁2013年新製品発売に向

スチール

月比﹄のみで市況を語ること

XXIO 7

が難しくなっています︒表面

3

けた︵モデルチェンジ対象商

フォーティーン

品の︶マークダウン販売品及

RM-11 SERIES

的な数値のみを見るのではな

2

く︑
﹃何故そのような数字にな

キャロウェイ

び2012年秋新製品︵20

スチール

13年新製品の﹃前倒し﹄販

RAZR X

っているのか﹄を分析し把握

2

することが︑今まで以上に重

1

売？︶が上位に顔を揃えてい

ダンロップスポーツ

ます︒新製品発売に向けたメ

カーボン

要になっていると感じます﹂

XXIO7

ーカー各社の動きが昨年とは

XXIO7

メーカー名

メーカー名

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

順位

メーカー名

1

シャフト

順位

メーカー名
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

リアルマーケットレビュー
いますが︑これらの店舗が
﹁元

プ︑小物雑貨まで含めて幅広

カスタムモデルやプロトタイ

シリーズ⑭
﹁リアルマーケットレビュ
気な理由﹂というのは一体ど

矢野経済研究所・三石茂樹
ー﹂では︑これまで全国各地

く商品を揃えています︒これ

中で︑幾つかの﹁共通点﹂が

るようです︒所謂﹁集中と特

明なものにしている側面があ

が逆にお店の﹁色﹂をより鮮

こにあるのでしょうか？

あることに気付きました︒そ

これまで取材を行ってきた

の専門店を中心にインタビュ
載開始から1年以上が経過し

ーを行ってきました︒既に連
ている訳ですが︑今回はこれ

があるかもしれませんが︑過

化﹂を実践しているお店であ

度にお客様︵エンドユーザー︶

るといえます︒

クラブを中心とした価格競

に迎合せず﹁出来ること﹂と

の共通点とは︑以下の3点に

争の激化など︑現在のゴルフ

﹁出来ないこと﹂の線引きが

集約されます︒

用品市場の環境下では取引先

できているお店が多いように

までの﹁店主に対するインタ

な専門店﹂の傾向や特性とい

や競合店に対して愚痴や文句

感じます︒このように書くと︑

ビュー﹂といった内容から若

う点について考察してみたい

の一言も言いたくなるのはと

これまで掲載してきた小売店

③顧客と対等の立場を構築し

と思います︒

てもよく理解できます︒しか

はあたかも﹁高圧的な態度で

ている

マクロ的な視点で国内のゴ

しこれまで取材してきた小売

顧客に接する﹂お店のように

①市況の悪さを取引先や競合

ルフ用品市場を見てみると︑

店からは︑
﹁あそこのメーカー

聞こえてしまうかもしれませ

店など︑
﹁自分以外の誰か﹂

2011年は東日本大震災の

がしっかりしていないから売

んが︑決してそのような接客

干主旨を変えて︑これまで取

影響もあって大幅なマイナス

れない﹂
﹁あそこの店が安売り

ではなく︑
﹁自分のキャラク

材を行ってきた小売店のイン

基調にて推移しています︵弊

しているから売れない﹂とい

ターを交えて顧客と接するこ

﹁対等の立場﹂というと語弊

社﹁2012年版ゴルフ産業

った類のコメントを耳にする

とで︑
〝自店のファンを創る〟

の所為にしない

白書﹂では︑2011年のゴ

ことはありませんでした︒多

タビューを振り返りながら︑

ルフ用品国内出荷市場は対前

くは﹁他所の文句を言うより

﹁厳しい市場環境下でも元気

年比 ・4％の2418億7

﹁元気な店舗﹂というのは数多

材を行った小売店以外にも︑

徴です︒勿論私がこれまで取

な店舗﹂が非常に多いのが特

実に売上を作っている︑
﹁元気

市場環境下でありながらも着

小売店舗はいずれも︑厳しい

これまで本稿で取材してきた

れています︒しかしながら︑

店業態は総じて苦境に立たさ

り︑単店舗展開が中心の専門

ーン店の占有率が高まってお

に優位性のある大手量販チェ

て︑仕入交渉力︑価格競争力

した価格競争の激化も手伝っ

けると︑震災発生以降顕在化

状況です︒小売市場に目を向

ルまでの回復は期待できない

れるものの︑2010年レベ

年対比でプラス成長が見込ま

000万円︶
︒2012年は前

定ブランドの品揃えにおいて

に太刀打ちできないので︑特

店やインターネットショップ

当然近隣の大手量販チェーン

す︒売場の広さや品揃えでは︑

るところが多いように感じま

く狭い﹂商品構成を行ってい

ない﹂といった︑言わば﹁深

の品揃えならばどこにも負け

社の商品はないけれど︑Ｂ社

いった総花的な店よりも︑﹁Ａ

るメーカーが揃えてある﹂と

かもしれませんが︑
﹁あらゆ

いるので一概には言えないの

これは店の規模も関連して

との取り組みを強化している

②特定のメーカー・ブランド

を持っているようです︒

実行するべきだ﹂という考え

分たちが何をすべきかを考え

も︑その現状に立った上で自

じました︒

取材を通してそんなことを感

する﹂ことなのではないか︒

ルフライフそのものを最適化

うな役割︑つまり﹁顧客のゴ

場合によっては﹁教祖﹂のよ

あり﹁カウンセラー﹂であり︑

ファーにとっての﹁医者﹂で

る﹁物売り﹂ではなく︑ゴル

店員に求められるのは︑単な

ゴルフショップ・ショップの

もしれませんが︑これからの

真似できるものではないのか

産﹂でもあり︑誰もがすぐに

﹁長年の商売で培ってきた財

に拠るところが大きく︑また

﹁店主︵担当者︶個人の性格﹂

もしれません︒

というように表現できるのか

術に長けている人物が多い﹂

以上に挙げたのはいずれも

く存在するのではないかと思

93

30

1

3ピース /
4ピース

5
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年

・シニア企画に関して吉本実
行委員より︑ジュニア企画に

協会からの
お知らせ

海老沢実行委員が体調不良で

される︒また︑ヨネックスの

して同社︑渡辺貴史氏が紹介

●メインビジュアルについて

議題 ︱2︑審議事項

ントの中止の報告について

⑥バーチャルゴルフトーナメ

トを募集いたしております︒

ＮＥＷＳ﹂の広告クライアン

会が毎月発行する﹁ＪＧＧＡ

ゴルフ用品協会では︑当協

︻ＪＧＧＡニュースの広告掲

関して天満実行委員長より︑

理事会にて承認︒
実行委員を退任されることが

協会会員の各企業︑ゴルフ関

資料を基に各企画の進行状況

①日程②場所③タイトル④科

連団体等︑ゴルフ業界で幅広

1〜2面 ﹁関西市場活性化

アイベント﹂
︑
﹁2012ゴル

4面 ﹁3ツアーズ ジュニ

者数
︵ＮＧＫ調べ︶
を掲載予定︒

3面 全国ゴルフ場延べ利用

トの模様を掲載予定︒

場の動向と今後の展望﹂につ

ト会議室にて﹁ゴルフ用品市

月 日
︵金︶
に東京ビッグサイ

●ＧＦＫ金子講師を予定︒2

ミナーの件について

ンゴルフフェア﹂用品協会セ

議題 ︱2︑
﹁2013ジャパ

③オリンピック関連企画提案

告された︒

月中旬から始まることが報

売の募集に関して︑正式には

ンショー及びチャリティー販

・運営事務局よりファッショ

状況について

②ファッションショーの進捗

数は133社︑542コマ︒

ことが報告された︒出展コマ

番ホール﹂小崎委員

載について︼

議題 ︱3︑1月号の編集につ
目⑤日程表⑥費用⑦講師費用

・運営事務局より事前に展開

セミナー﹂開催報告︒

フ用品部門別売れ筋ランキン
いてセミナーを開催する予定︒

●
﹁

の報告があった︒

いて

された5案の中から実行委員

期講習会を検討︒ 月 日

1〜2面 協会会長︑副会長︑
報告された︒

6面 協会関連事項を掲載︒

協会関連事項
月 2 日︵ 金︶
︑

広報委員会
平成
議題 ︱1︑報告事項

各支部長による年頭所感を掲

●受講者の参加率を上げる為

載する予定︒

他業界団体関係などに広く呼

協会事務局内にて標記委員会

く購読されております︒

を開催した︒梅田委員長が議

会により審議され︑メインビ

﹁ゴルファー増加策﹂について︒
グ︵ゴルフ用品界調べ︶
﹂を
議題 ︱3︑次回委員会の日程

について
・運営事務局よりＪＯＣと東

媒体名 ＪＧＧＡＮＥＷＳ

ンにお役立て下さい︒

ジ
︵縦8・5㎝ ×横 ㎝ ︶
5万

広告料金 ①ヨコ1／4ペー

発行日 毎月1日

発行所 ㈳日本ゴルフ用品協会

議題 ︱3︑今後の実行委員会
月 日︵水︶ 時〜︑

がとうございました︒

す︒会員の皆様のご協力あり

ましたのでご報告いたしま

更の件につきまして承認され

社団法人移行に対する定款変

スにて開催され︑議案の一般

日︵火︶に東京ガーデンパレ

臨時総会が平成 年 月

臨時総会報告

ョンルームＡ

場所 ㈱大広プレゼンテーシ

1月 日︵木︶ 時〜

日程

の開催スケジュールについて

是非︑貴社のプロモーショ

①出展申込状況について

●写真 ﹁東日本インダスト

掲載予定︒
平成 年 月4日
︵火︶ 時

京都との打ち合わせ結果につ
いて報告があった︒
④今後のスケジュールについて
⑤小委員会からの報告

ジュアルが決定された︒

・中村専務理事より︑ 月

●
﹁

長が担当︒

番ホール﹂ 梅田委員

長を務め議事進行︒議事録署
名人には増本︑藤原両委員が

リーカップ﹂の模様を掲載︒
5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

分〜︑協会事務局にて開催︒

日で出展申込が締め切られた

3〜4面 ﹁東日本インダス
タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

ジャパンゴルフ
フェア２０１３
月 8 日︵ 木︶
︑

第８回実行委員会
年

2500円②突出し
︵縦8・5

空き状況︵ 月 日現在︶

㎝ ×横5㎝ ︶3万6750円

①＝8月・ 月・ 月号
②＝8月・ 月号

︱3

問い合わせ先 ㈳日本ゴルフ
用品協会事務局ＴＥＬ
832 ︱8589

︻協会正月休みのご案内︼

● 月 日︵土︶〜1月6日

︵日︶まで︒

2013年ゴルフ新年会

・天満実行委員長︑西本実行

する﹁ゴルフ新年会﹂が開催

るゴルフサミット会議が主催

ゴルフ関連 団体で構成され

グラム﹁グリーン・ティー・
チャリティー〜日本のゴルフ
が︑日本のチカラに︒〜﹂が
スタートしてから2年目を迎

た︒2012年は震災から1

て被災地への支援活動を行っ

ゴルファー全員が一丸となっ

体の活動でこれまでに 億円
以上の援助が集まり︑被災地
のゴルフ場や日本赤十字社を
通しての支援に活用されてき

◆内容 受付開始 時 分〜

◆会費 1万円／人

コンチネンタル東京

◆開催場所 ＡＮＡインター

︵金︶

◆開催日 平成 年1月 日

なお︑詳細は以下のとおり︒

まいりたいと存じます︒

し︑皆さまとの親交を深めて

協力︑活性化のため一堂に会

とともに︑ゴルフ界の一層の

ました︒そこで︑新年を祝す

㈱大広内のプレゼンテーショ

副委員長︑吉本実行委員︑嶋

災復興支援チャリティープロ

２０１３年 サミット会議 ＆ ゴルフ新年会開催のご案内
開催した︒
︻出席者︼

田実行委員︑酒井実行委員︑

されます︒今年は新たに日本

え︑プロゴルファーの方をは

年が経ちましたが︑自然災害︑

じめ︑ゴルフ場︑ゴルフ団体︑
天満実行委員長が議長とな

盟して飛翔を誓い合いまし

ゴルフ場支配人会連合会が加

り︑議事進行︒議事録署名人

不透明な経済状況により︑ゴ

ております︒ゴルフ関連 団
ルフを取り巻く環境は一段と

げての日本ゴルフ界合同・震

また︑一方で︑ゴルフ界挙

厳しくなっております︒

には︑西本実行副委員長︑服

中村専務理事より︑藤倉ゴ

入る︒

部実行委員が任命され協議に

・運営事務局 名

・事務局中村専務理事

服部実行委員︑渡辺実行委員

・別府フェア委員長

︑
2013年1月 日︵金︶

ンルームＡにて標記委員会を

平成

25

ことで︑資格の認知と価値を

トリーカップ﹂を掲載︒
ュー﹂を掲載予定︒

となり︑議事進行︒議事録署

19

上げる︒

5面 ﹁ＹＰＳゴルフデータ﹂
6面 協会関連事項の中で︑

名人には︑瀬沼︑松原両委員

20

●
﹁写真﹂ 3ツアーズ会場

及び﹁リアルマーケットレビ
各委員会議事録を掲載予定︒

フフェア実施概況﹂紹介︒

が任命され協議に入る︒

12 10 11

14

内で開催するジュニアイベン

ュー﹂を掲載︒

4面 ﹁経済産業大臣杯﹂
︑﹁中

議題 ︱1︑
﹁第 期ゴルフクラ

11

14

任命されその後協議に入る︒

6面 ﹁協会関連﹂報告︒
議題 ︱4︑次回委員会の日程

部インダストリーカップ﹂報

24

︻審議事項︼

﹁広報委員会﹂
︑
﹁講習会委
●
平成 年 月4日︵火︶
時〜 時 分︑協会事務局内
にて開催︒

会事務局内にて標記委員会を

告記事を掲載︒

●各委員会のアンケート結果

ブ販売技術者講習会﹂
について

13

議題 ︱1︑ 月号について

員会﹂
︑
﹁フェア委員会﹂
︑
﹁2
者ゴルフ大会報告﹂を掲載︒
︿※ 月以降の委員会予定﹀

012フィランスロピー障害
議題 ︱2︑ 月号の編集につ
月 日︑1月 日︑2月
日︑3月 日︑の毎月水曜日

いて
1〜2面 ﹁レジャー白書﹂
を予定︒

開催した︒白石委員長が議長

平成 年 月 日︵木︶協

講習会委員会

から内容を抜粋した報告記事
番ホール﹂ 藤原委員

を掲載︒
●
﹁

が担当︒

31

●ゴルフ雑誌などで紹介する

20

び掛けＰＲ活動を行う︒

11

ム工業浅見実行委員の後任と

11

﹁写真﹂ ﹁西インダストリ
●
ーカップ﹂の模様を掲載︒

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

に基づいて︑以下の項目で第

03

交換パーティー

新春特別講演︵未定︶
︑賀詞

30

3面 ﹁第 回ジャパンゴル

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
ュー﹂を掲載︒

29
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