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回復基調に転じた米国で始まったパワーゲーム

レルメーカーやアイデア商品

会場面積の5割ほどをアパ

坪︑東京ドームのグラウンド

った︒ブース面積は約900

スゴルフ︶の﹁白い帝国﹂だ

︵テーラーメイド・アディダ

めたともいわれるＴＭａ Ｇ

ーサル﹄
︑
﹃アダムスゴルフ﹄
︑

ジ2﹄
︑﹃ＲＢＺアイアン﹄
︑﹃リ

で︑
﹃Ｒ1﹄
︑
﹃ＲＢＺステー

構成されたブースは7区画

ースに加え︑ブランドごとに

完備︒また︑豪勢な商談スペ

業界関係者は︑

★今月のトピックス

巻した﹁ホワイト・レボリュ

ス﹄と︑今年も世界市場を席

超える注文を受け︑早くも追

が︑ショーでは当初の計画を

した︒詳細は公表できません

ませんよ︒この市場は何かが

﹁だけど︑何があるかわかり

未聞の快挙となる︒

1〜2面＝米国ＰＧＡショー関連
3〜4面上段＝ 2012年度ゴルフ市場動向速報
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

ーション﹂の余熱はＰＧＡシ

起きれば即座に流れが一変し

ます︒我々はクラブビジネス

を誇るアクシネット︑3位の

また︑世界2位の売り上げ

ラ︑ナイキが続くレース展開

トで各 〜 ％︒これにコブ

ロウェイ︑ピン︑タイトリス

で一人勝ち︒第2集団がキャ

の狼煙をあげている︒同社に

界2位のアクシネットも攻勢

ません﹂

ました︒諦めるわけにはいき

4万3000人が来場した今年のＰＧＡショー

ＰＧＡマーチャンダイズショー開催

︱
﹁当社のブースもかなり気合
が入っていて︑投資額は40
00万円を下りません︒しか
し︑テーラーメイドは察する
に︑1億は超えるでしょう﹂
と溜息をついた︒
中央広場にパターグリーン
が2面︑バーを模した休憩所
に試打コーナー︵ 打席︶を

が埋め尽くし︑263社の新

が約4000坪だから︑その

そんな中︑来場者の目を奪

独占した﹁白い帝国﹂
今年はテーラーメイドゴル
規出展組がアメリカンドリー

ったのは会場全体の1割を占

日︑当協会が主催す
回ジャパンゴルフフ

同氏によれば︑米国市場に

の頂点を目指しているし︑そ

加生産を決めています﹂

おけるドライバーシェアは︑

ョーの会場に充満していた︒

﹃アディダス﹄
︑
﹃アシュワー

ムを求めて参加した︒

ピン︑コブラプーマの大手6

4分の1弱に相当する︒ある

フを筆頭にアクシネット︑ナ

客合戦を繰り広げた︒

毎年恒例のＰＧＡマーチャンダイズショー︵※以下ＰＧＡショー︶が︑今年
も1月 日〜 日までの3日間︑米国フロリダ州オーランドのオレンジ郡コン
ベンションセンターで開催された︒ゴルフ関連企業約1000社が出展し︑そ
の4分の1を新規出展企業︵263社︶が占めた︒世界約 カ国から集まった
来場者は4万3000人︱ ︒
ＰＧＡショーを主催するＰＧＡのテッド・ビショップ会長は︑
﹁今回のＰＧＡショーは熱狂的で︑満足な成果をあげられました︒2013年
のゴルフシーズン開幕に向け︑絶好のスタートが切れたと思います﹂
以下︑今年のＰＧＡショーの一部始終をリポートする︒
26

イキ︑キャロウェイゴルフ︑

会場の約1割を

24

２０１3年

社が華やかなブース装飾で集

２月
る﹁第

ェア２０１３﹂が開幕した︒

﹁白﹂には﹁赤﹂で

のためにゴルフ業界へ参入し

キャロウェイとこれを急追す

だという︒6社で大半を占め

とって今年は勢力拡大のチャ
開会式セレモニーでは︑当

﹁ゴルフの日﹂の提案

ゴルフ関係者全員が今後のゴル

フ業界がどうなるのだろうと心配

されていると思います︒本当に深

刻なクラブ・用品の販売状況です

し︑ゴルフ場・練習場の入場者数

安倍政権になりまして株価の上

も年々減少しています︒

昇・円安で少しは景気浮上の模様

が出始めてきましたが︑今後さら

に厳しい状況が継続されると思い

しかし︑ゴルフはジュニアから

ます︒

年配層まで幅広く愛好者がおり︑

三世代が一緒にプレー出来るスポ

今年のゴルフ関連 団体の年賀

ーツで他にないと思います︒

団体が協力してイベントを開催

フの日﹂と命名して︑ゴルフ関連

策﹂として8月の第一週に﹁ゴル

サミット﹂で︑ゴルフ競技﹁活性

の会の前に開催された﹁グリーン

17

すると決定されました事は皆さん

そこで︑
﹁ゴルフの日﹂の開催

の知る事と思います︒

について次の様に提案したいと思

います︒

と︑
﹁お金と時間が無い﹂との

① ゴルフ業界の将来を考える

歳代・

歳代の若年世代の人

理由でゴルフ人口が少ない

達に︑ゴルフに参入するきっ

かけを作る為に若年世代に限

定してゴルフ場に協力頂いて

低価格でハーフプレーを楽し

んで頂く︒

は︑クラブメーカー各社が貸

② 若年世代が使用するクラブ

し出しする︒各ゴルフ場に各

クラブメーカーの社員が派遣

されて︑スタート時にルール

やマナーを説明する︒

あるクラブの200ヶ所と限

③ ゴルフ場は全国2200ヶ所

定して協力をして頂く︒

事代は別料金とする︒

④ プレー料金は3000円で食

この様にして毎年協力して実施

⑤ 全国で3万人を目標にする︒

する事が︑将来のゴルフ人口の増

ヨネックス 黒子武

大につながると思います︒

20

今年のテーマは﹁ゴルフのす
べてを見る︑触れる﹂で︑ジュ

テーラーメイドが ％台後半

ントとなった︒また︑オリンピ

るナイキ︑さらにはピン︑コ

るのだが︑テーラーメイドの

ンスであり︑その主役がボー

対抗するナイキ

ック招致コーナーでは︑パネ

ブラプーマの面々が独自色を

強さが飛び抜けており︑仮に

ルのニュー﹃プロＶ1﹄だ︒

ニアやレディス向けのレッス

ルやフラッグの展示およびグ

訴求してもいた︒その急先鋒

シェア5割を達成すれば前代

15

ン企画など内容が満載のイベ

ッズの販売などが行われた︒

が﹁白﹂に対抗して﹁赤﹂を

一方︑首位奪還を目指す世

協会馬場宏之会長が︑

掲げるナイキである︒
同社は昨年 月︑
﹃コバー
ト﹄の記者発表をフロリダ州
で開催し︑以後︑各国で前景
気を煽るためのプレゼンテー
ションを実施︒プロダクトマ
ネージャーのジッジ・ムーデ
ィー氏が︑
﹁今回の﹃コバート﹄は来場
者の注目度が非常に高く︑新
規取引の要望も数多くありま

10

17

10

﹁ 今 回︑ 新 し い 試 み と し て︑
２ ０ ２ ０ 年 の オ リ ン ピ ッ ク︑
パラリンピックの招致活動を
支援するべく︑招致コーナー
を設置させて頂きました︒皆
様方と一緒にオリンピックに
ついても盛り上げていきたい
と思います﹂
と挨拶し︑業界発展のため
決意を新たにした︒
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代目を投入する︒2000年

2年に一度の隔年発売で︑七
ＴＭａ Ｇへの対抗意識は強い

率をプーマが上回っている︒
市場で﹁ボール・フィッティ

ブリヂストンは以前から米国
ると思います﹂

リップ市場は少し上向きにな
年の8月には 〜 ％に達す

﹁それでも成長途上です︒今

待できないでしょう﹂

は将来的に︑大きな伸びが期

大ブランドだけに︑ドライバ

ーで2000勝を突破した巨

のデビュー以降︑世界のツア

イバーの上限が299〜34

い︒アメリカでは売れ筋ドラ

ゴルファーの感性に訴えた

らない戦略で︑若くて新しい

でしょうが︑むしろ大手がや

シェアはタイトリストに次ぐ

この活動でアメリカのボール

にファン層を拡大している︒

とは異なる草の根運動で地道

ング﹂に注力しており︑日本

カーも積極策に転じている︒

この機に乗じて︑日本メー

目を集めているとか︒

グリップは︑米国市場でも注

日本で発祥したカラフルな

どうだろう︒炭素繊維といえ

一方のカーボンシャフトは

るゴルファー︒そしてこだわ

らにその1割がギアにこだわ

能性を次のように話す︒

田拓郎常務が︑米国市場の可

ターのエリック・ハブル氏は︑

これ以外では﹁300ヤー

ラスα の戦略が必要でしょう﹂

価値販売とは異なるので︑プ

ぶトップダウン戦略が不可欠

は︑一流プロと高額契約を結

広大な北米市場を攻めるに

れ︑跳ね返された経緯がある︒

カーが米国進出に本腰を入

です︒アフターとＯＥＭの双

﹁参入から業績は右肩上がり

のように語る︒

念がない︒古東義崇専務は次

を交わし︑知名度の向上に余

月にはカリー・ウェブと契約

演じている︒三菱レイヨンの

ーボンシャフトも熱い戦いを

める︒その技術を生かしたカ

の3社で世界需要の7割を占

ヨン︑東邦テナックス︑東レ

ば日本の御家芸で︑三菱レイ

響で好調ですが︑今後もトッ

Ｉ﹄シリーズはタイガーの影

領域はここです︒当社の﹃Ｄ

いわれています︒当社が狙う

シャフトを交換するコア層と

り派の1割に当たる 万人が

その1割がゴルファーで︑さ

﹁アメリカの人口は約3億人︒

ネットジャパンの大谷多佳志

ドスプーン﹂に注力するキャ
で︑日本流の緻密な流通戦略
方で伸びた結果︑昨年は約

口にする︒

俄かには信じられない数字を

マーケティング・ディレク

グラファイトデザインの山

ー市場におけるテーラーメイ
そのひとつが米国市場参入6

るのではないか﹂

ド同様︑ボールでは他社を寄
年目のイオミックだ︒昨年2

部長︵東日本営業部︶が︑期

ロウェイなど︑
﹁白い帝国﹂
は﹁砂漠に水を撒くようなも

年代には多くの日本メー

規模に躍進したという︒

﹁今回デビューしたニュー
﹃プ
を包囲する企業群の意欲はハ
の﹂と断念した︒

訴求の面が強い︒日本の付加

ロＶ1﹄は︑すでに多くの契
ンパではない︒市況回復の裏

プダウン戦略を強めていきま

ところが︑粘り強くＰＧＡ

﹃Ｋ
今年は東海岸も攻めるので︑ ﹁最近は250ドル前後の

の数字は西海岸だけのもの︒

を目指します︒とはいえ︑こ

影﹂である︒

拡大を誓う︒戦略商品は﹁黒

頭で︑かつての超大国は揺ら

足で紹介した︒中国経済の台

す﹂︱ ︒

ショーへの出展を続ける日本

部︶が︑静かな口調でシェア

メーカーは︑それぞれ独自の

もコア層の高齢化が進んでお
ーカーの本気が漂っていた︒

に反転攻勢を仕掛ける日本メ

ところで︑今年は米国市場

日本市場で注目を集めるフ

火花を散らす

パーツ市場は日米混戦で

契約で︑スチールシャフトの

同じくカリー・ウェブとの

視野に入れて︑囲い込む算段

ウン︒プロからの波及効果を

アクシネットからコブラを買

のひとつかもしれない︒

けで︑本会場への出展を見送

クリーブランドを訴求しただ

われたデモデー︵試打会︶で

スポーツは︑ショー前日に行

ど︒日本最大手のダンロップ

手法として定着しているから

スタマイズが三位一体の販売

ッスン↓フィッティング↓カ

はゴルフ場で働いており︑レ

んでいる︒多くのＰＧＡ会員

販売は︑実は米国のほうが進

に転じます︒グローバル対応

まっていますが︑今年は攻勢

ルシャフト︶は1割弱にとど

﹁こちらでのシェア︵スチー

︵営業部︶は︑

ャフトである︒沖田暢善部長

シェア ％を狙うのが日本シ

だ︒

収したコブラプーマの足音も

だ︒そして︑アフターマーケ

先駆け︑昨年から米国市場で

また︑ヨネックスは日本に

最大のグリップメーカー︑ゴ

ットで影響力をもつのが世界

を発売して︑シェア ％を獲

の﹃モーダス・ツアー130﹄

ショナブル・ギアの地歩を築

ァウラーを起用して︑ファッ

で︑看板プロのリッキー・フ

Ｐ ＣＥＬＬ﹄が今年の主役

ヘッドを4色展開する﹃ＡＭ

れが本来のメーカーの在り方

﹁派手さはありませんが︑こ

グ︶によれば︑

ーバル戦略室・マーケティン

ックスの永嶌俊昭課長︵グロ

ＥＺＯＮＥ﹄も同様で︑ヨネ

に踏み切った︒今回の﹃ｉ

ツアーシーンからの露出が増

習慣はあまりなかったけど︑

です︒これまでリグリップの

色展開の﹃ＭＣＣ﹄シリーズ

﹁アメリカでの売れ筋は︑7

に商況を聞いてみよう︒

ルス＆マーケティング担当︶

％以上の成長を記録︒ＯＥ

いだ結果︑過去4年間で毎年

クラブメーカーの採用が相次

ＫＢＳの存在がそれで︑大手

だ︒2008年に設立された

の台頭も影響しているよう

意気込みには︑新興メーカー

ところで︑日本シャフトの

です﹂

ん﹃ダイナミックゴールド﹄

こうとしている︒

です︒原点回帰で︑地道に一

え︑かなりの勢いで浸透して

ブルース・ミラー氏︵セー

﹁アメリカではすでに販売し

きました︒売り上げの詳細は
フィッティングへの注力は

公表できませんが︑今年のグ

Ｍでのシェアは ％に達し︑

大を狙ってのこと︒日本市場

メリカ︑アジアでのシェア拡

を買収しましたが︑これはア

また︑当社は先頃アルディラ

ＵＲＯＫＡＧＥ﹄が好調です︒

り戻していた︒

るＰＧＡショーは︑元気を取

たく許さない︒その象徴であ

業に関しては他の追随をまっ

ぎをみせているが︑ゴルフ産

以上︑ＰＧＡショーを駆け

地道に浸透図る

比べて130〜140％の売
れ行きです︒今後の課題は高

さらに上積みが期待できま

り︑その対策が急がれます﹂
出展企業はブリヂストンゴル

ィッティング・カスタマイズ

す︒とにかく攻めます﹂

米国で起きているシニア化
フ︑ミズノ︑本間ゴルフ︑ヨ

ほどでないものの︑アメリカ

の波︱ ︒競技系ブランドの
ネックス︑フォーティーンな

同社の基本戦略はトップダ

ば︑これも無視できない変化

﹃タイトリスト﹄にしてみれ

聞こえてくる︒同社の吉福哲
っている︒

パーツ販売︵ヘッド約300

後続企業に目を転じれば︑

事業部長は︑
ーマの目標は昨対120％で

得したい︒ライバルはもちろ

﹁北米市場におけるコブラプ
す﹂

ルフプライド︒

ており︑昨対130％ほどの

歩一歩進んでいきます﹂

と鼻息が荒い︒ドライバー

ドル︑シャフト約250ドル︶

20

推移です︒プーマとコブラが

20

賑わったデモデーの様子
コブラプーマのブースは凄い人集り！

だ︒

流儀で定着を図ろうと懸命

待感を滲ませる︒

約プロがスイッチして結果を
側で︑壮絶なパワーゲームが

伊吹努部長︵ゴルフシャフト

出しています︒また︑﹃913﹄

30

日本メーカー

18

齢化への対応でしょう︒日本

万本︑今年は3割増の 万本

も世界的に好スタートを切っ

日本から駆け付けたアクシ

9ドルといったように︑価格

40

せ付けない︒

35

はじまった︒

14

ており︑前作の﹃910﹄に

80

クラブに限った話ではない︒

27

相乗効果を発揮しています
が︑こちらではコブラの伸び

50

キャロウェイゴルフの商談スペース

圧倒的な規模だったテーラーメイドブース
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が前年同期を上回るなど市場

月にゴルフクラブの販売数量
社が﹃適切な収益体制﹄を取

り是正してメーカー・流通各

れない﹂

の﹃分岐点﹄になるのかもし

り戻すのか︑2013年はそ

それから暫くの間はそのよ

は底上げされた︒
うな好況が続いたが︑その裏

らすると︑2012年は非常

﹃ほぼ横ばい﹄という数字か

2011年と比較しての

見方によっては供給過剰が

似た声が多く寄せられた︒

のではない﹄といった悲鳴に

販売されたのではたまったも

店の仕入値よりも安い価格で

年であった︒好調な販売を記

しくなった︵小売店筋︶
﹄一

モデルの差が今まで以上に激

続けるモデルと︑そうでない

るが︑
﹃好調な販売を記録し

において特に顕著な傾向であ

﹁これはゴルフクラブ市場

︻
﹁売れ筋モデル﹂の集中化︼

した︒振り返れば2011年
に厳しい年であったというよ
慢性化するゴルフ用品市場に
録したモデルの代表的なもの

で資本力に勝る大手量販チェ

は︑3月に発生した﹁東日本
うに見えるかもしれない︒し
おいて︑価格競争を引き金に

は﹃ゼクシオ7﹄
︑
﹃ロケット

ーン店のシェアが拡大︒中小

大震災﹂の発生により経済不
かし2011年がゴルフクラ
市場淘汰が行われたとも言え

ボールズ﹄などである︒これ

り︑当該市場の中で最も金額

況が色濃くでた一年であっ
ブを中心とした価格競争によ
るのかもしれないが︑201

ら2モデルの﹃売れた要因﹄

構成比の高い﹃ゴルフウエア﹄

矢野経済研究所はこのた

た︒震災発生以降は︑早いペ
って︑比較的早いタイミング
2年に入り少し潮目が変わり

はそれぞれ異なっているが︑

び︑
﹁2012年ゴルフ市況

ースで数字上は回復したゴル
で震災からの回復が実現され
始めた︒2011年︑価格競

規模専門店の中には﹃自分の

フ用品市場だが︑2012年
た︵価格競争によって需要が
争によってシェアを伸ばした

を除いての結果である︶
︒

も引き続き小売市場における
活性化し市場が底上げされ

トピック・市場動向速報﹂︵2

﹁価格競争﹂の激化などが表面
た︶ことを考えると︑それほ

012年1月〜 月︶を発表

そこで今月号の﹃ＪＧＧＡ

という定量情報からは掛け離

からは﹃対前年比ほぼ横ばい﹄

の現場を取材して回った結果

客様は︑
﹃そんなお得な価格

は︑大幅値引を始めた当初お

の要因について対象各社から

が出現し始めたのである︒そ

した前年実績に届かない企業

一体自分がどのような商品を

したとも考えられる︒つまり︑

もシンプルな購入方法を選択

モデルを購入する﹄という最

結果的に﹃今一番売れている

しきれなくなった消費者が︑

爆発的に情報量が増加した現

説と同研究所の市場動向デー

れた﹃厳しい市況感﹄を訴え

でその商品が買えるのか！﹄

代社会において︑情報を処理

タの速報を抜粋してお届けし

る声が数多く聞かれた︒この

大手量販チェーン店の中でも

■2012年ゴルフ市況トピ

よう︒

ような﹃数字上の市況感﹄と

選んだら良いのか分からなく

価格競争によって売上の拡大

ック

というある種の驚きを持って

ど厳しい数字ではないと言え

〜市況動向について〜
﹃小売現場の市況感﹄の乖離

なってしまったゴルファー達

るだろう︒しかしながら小売

︵解説 矢野経済研究所 三

が﹃今一番売れている商品﹄
という情報を拠りどころにし

購入してくれたが︑それから

ていると考えられるというこ

約一年が経過して﹃昨年レベ
ルの値引率では反応しなくな

とである︒高反発規制以降︑

は一体どこから生まれてくる

ってきた﹄などといったコメ

ゴルフクラブ市場におけるモ

のであろうか﹂

ントが挙がるようになったの

石茂樹主任研究員︶

︻引き続く価格競争による〝疲

である︒つまり﹃値引き馴れ﹄

は﹁対前年比ほぼ横ばい﹂に
て推移︼
労蓄積〟
︼

に摑みづらい年であったが︑

況感﹄というものが例年以上

た年であったが故に︑その
﹃市

本大震災﹄の影響を強く受け

象となる2011年が﹃東日

移したのであろうか︒比較対

売品であっても﹃ ％引きは

顕在化︑新製品・プロパー販

を中心とした﹃価格競争﹄が

後あたりから︑ゴルフクラブ

災﹄後のゴールデンウィーク

1年に発生した﹃東日本大震

﹁上述したように︑201

るが︑まさに2012年は2

きい﹃劇薬﹄であると言われ

法であるが︑その副作用も大

最も短期的に効果が表れる手

る︒
﹃安売り﹄という手段は

てしまったと言うことであ

してしまい︑その効果が薄れ

動向とは逆に特定のモデルに

とになるのだが︑そのような

る環境が整っているというこ

せて最適なクラブを選択でき

ファー一人一人の特性に合わ

一途を辿っている︒即ちゴル

デル数・スペック数は増加の

フデータ﹄集計対象カテゴリ

店実売動向調査﹃ＹＰＳゴル

結果となった︵但し弊社小売

市場は﹃ほぼ横ばい﹄という

に︑2012年のゴルフ用品

及びグラフからも分かるよう

フデータ﹄では2011年5

況は回復︑弊社﹃ＹＰＳゴル

常に早いタイミングで用品市

しかしながらそれにより非

店筋︶
﹄という状況に陥った︒

きからの接客スタート︵小売

当たり前︑ひどい店は ％引

した価格競争を自浄能力によ

突入するのか︑それとも過熱

残りを掛けた戦いの第2章に

更に価格訴求力を強めて生き

た年であったと言える︒今後

ことの﹃副作用﹄に悩まされ

011年に市場を底上げした

の﹃新規性﹄や﹃性能進化﹄

発売する新製品︵特にクラブ︶

反発規制以降︑各メーカーの

また︑このような傾向は高

言えるのではないだろうか︒

ているのは何とも皮肉な話と

売上が集中する傾向が強まっ

30

ーのみの集計値ベースであ

40

データのみで見ると別掲の表

市場動向はどのような形で推

﹁2012年のゴルフ用品

︻2012年ゴルフ用品市場

三石茂樹主任研究員の市況解

11

ＮＥＷＳ﹄では︑同研究所︑

化した年であったといえる︒

第364号（毎月１日発行）
（ 3 ）平成25年３月１日発行

﹃１００切りプロジェクト﹄を開催

ＧＭＡＣ主催

練習を行った︒その後︑スク

にゴルフ用品を販売する流通

ランブル方式の実践練習を行

のような現象が少なからず発

身近で楽しいスポーツだと体

い︑グリーンでのパッティン

が多様化してきたことも関連

感してもらい︑それを機会に

グ練習も実施するなど盛りだ

〜古河ゴルフリンクスにて実施〜

技術向上に目覚めてもらうこ

チャネルも多様化している

ルフリンクス︵茨城県古河市︶
とを目的としている︒

生しているようであり︑中に

でゴルフ市場活性化委員会
︵Ｇ

了した︒実際に﹃100切り

くさんの内容で企画は無事終

していると考えられる︒

い付けていないが故に上述し
ＭＡＣ︶主催の﹃100切り

企画内容は︑実施日を休日

プロジェクト﹄を体験した参

平成 年 月 日︑古河ゴ

たような﹃ショウルーミング﹄

午後にして電車で気軽に来場

加者は︑

が︑多様化する流通チャネル

ブを探したのに︑
﹃また来る﹄
といった現象が起きていると

できるように︑駅からコース

に業界サイドの流通戦略が追

と言って二度と店に来ない人

同企画の主旨は︑
﹁100切

プロジェクト﹄が実施された︒

までの無料送迎付︒また︑デ

は﹃一時間以上もフィッティ

来品以上の反発係数﹄
即ち
﹃飛
もいる︵小売店筋︶
﹄など深
言えるのかもしれない︒
りを目指すゴルファー﹂に育

ングしてお客様に合ったクラ

距離﹄であった︒現在でも各
刻な問題となっているケース

っていくきっかけ創りを目的

高反発時代は各メーカーの

メーカーが発売する新製品の
もあるようだ︒これによって
うな課題に対する具体的且つ

新製品発売の謳い文句は﹃従

謳い文句は﹃飛距離﹄ではあ

効果的な対策は顕在化してい

うメーカーも存在したが︶
︒

に自分の店で購入してくれる

でなく︑
﹃このお客様は本当
問題解決に取り組むことで2

ないが︑業界全体でこれらの
会としては︑同企画に全面的

として企画されたもの︒当協

ザート付の昼食で 時には都

﹁この内容で6800円とい

25

︵勿論中には異なる主張を行

現時点において上述したよ

るが︑それを実現するための
生じる弊害は﹃小売店の店員

16

の時間ロス﹄
︑
﹃売上減﹄だけ

12

で統一されていたのである

24

﹃機能﹄が以前は﹃高反発﹄

平成25年３月１日発行（ 4 ）
い﹃共通言語﹄があったが︑

とってシンプルで分かりやす

つまり規制以前はユーザーに

っては﹃サービス低下﹄に繋

結果となり︑それが顧客にと

心﹄を小売店員に生じさせる

のだろうか﹄という﹃疑いの

期待したい﹂

換の年﹄となることを大いに

とって﹃健全発展に向けた転

013年がゴルフ用品業界に

わらず︑ゴルフから離れてし

で︑ゴルフを始めたにもかか

ＧＭＡＣのアンケート調査

にバックアップをしている︒

ファーが参加︒昼食後にはレ

当日は︑8名の熱心なゴル

円と破格な料金を設定︒

ルを組み︑参加費は6800

心に戻れるようなスケジュー

制だったので︑プロからのレ

﹁1クラス4名という少人数

う価格は非常にお得感がある﹂

ができた﹂

ッスンをしっかり受けること

現在の市場は各メーカーが

報や商品などを含めたゴルフ

向であるが︑一言で括れば情

用品市場における主だった動

以上が2012年のゴルフ

12年は非常に厳しい年だっ

という数字からみると︑20

年と比べて︑
﹁ほぼ横ばい﹂

ように当該市場は︑2011

ク・市場動向速報﹂だ︒この

012年ゴルフ市況トピッ

以上が同社調べによる﹁2

のコツ﹂など︑まずゴルフが

コツ﹂
︑
﹁スムーズなラウンド

するために﹁スコアメイクの

ある︒このような現状を改善

15が切れないという実態が

始めたものの2年半以内に1

まう理由の一つが︑ゴルフを

や距離を変えてのアプローチ

び︑100切りコースはライ

しいグリップの握り方を学

施︒まず︑初心者コースは正

りコースのクラス分けを実

い︑初心者コースと100切

ッスンプロによる座学を行

スを提供していく︒

Ｃと共に最高の内容とサービ

で︑当協会としては︑ＧＭＡ

ェクト﹄は継続していく方向

などの声も聞かれ︑好評を

本来であればユーザーとメ
ァー周辺の
﹃多様化﹄
に︑業界
たと言える︒

※

※

ーカーの接点である小売店が
の構造や体質といったものが

※

がる弊害を生む可能性を孕ん

その﹃翻訳者﹄でなければな
追い付いていない状況にある

ただ︑2013年は徐々に

常に複雑且つ難解な市場環境
であると言える︒

カーの発売する各モデルの

チャンダイズショー﹂では︑

米国で行われた﹁ＰＧＡマー

正についての審議が行われま

開催され︑平成 年度税制改

長会議﹂
︑
﹁税調小委員会﹂が

本部において﹁党税調正副会

体の貴重な財源となっている

ますが︑この税収が地方自治

のであるという主張をしてい

基本法の主旨にも相反するも

場利用税廃止﹂は実現するこ

デジャネイロ五輪の正式競技

ゴルフは2016年にリオ

は︑1人につき1日800円

ゴルフ場利用税の標準税額

そのような現状もあり︑ゴル

いるのは日本だけなのです︒

れているゴルフに課税されて

ツとして世界中で広く親しま

いる商品を手に取って吟味し

に合った料理を作るための

えるならば︑一人一人の味覚

い面があるのではないか︒例

88人で同 ・2％増と大幅

終日となった日曜日が1万1

過去最高を記録した︒特に最

なっています︒かつては﹁娯

として徴収される二重課税と

っては消費税との二重課税に

フ場利用税はゴルファーにと

いサイトを探してそこで購入

たが︑それを﹃料理する側﹄

﹃材料﹄は改良され多様化し

り戻す年であってほしいと願

3年は︑業界全体が元気を取

が話題になっている︒201

に伸びるなど明るいニュース

ず︑形を変えて残っているの

で廃止されたにもかかわら

が︑1989年の消費税導入

楽施設利用税﹂であったもの

なりますので︑1日も早くゴ

税することにより負担が重く

来年8％︑再来年に ％と増

なっているうえ︑消費税率が

がゴルフ場利用税です︒20

ルフ場利用税の廃止を願うも

今後も﹃100切りプロジ

おります︒次の平成 年度税

る最大の機会であると考えて

ゴルフ場利用税廃止を実現す

﹁消費税見直しのこの時期が

のです︒

〜平成 年度税制改正要望の結果〜

﹃主義主張﹄も多様化してお

が出展︒その4分の1を新規

ゴルフ関連企業約1000社

現状もあり︑廃止に至ってい

11年に制定されたスポーツ

のは実質不可能﹄と音を上げ
り︑商品のスペック数も飛躍

税制改正において︑
﹁ゴルフ

した︒その結果︑平成 年度

とが出来ず︑結論を先送りさ

来場者数は5万5115人で

代に加えてその5％が消費税

︵上限は1200円︶
︒プレー

に決まっております︒スポー

方﹄や﹃伝え方﹄といったも

前年比6・8％増︑ 回目で

れました︒

となっている︒
﹃ショウルー

のが多様化に追い付いていな

た後︑スマートフォンや携帯

する行為のことであり︑まさ

の環境が整い切っていない状

うばかりである︒

態と言えるのかもしれない︒
また︑商品のスペック同様

しく実店舗が﹃ショールーム
ゴルフ小売店においてもこ

博した︒

らないのであるが︑その小売

活気を取り戻しつつある傾向
平成 年1月 日︑自民党

るような状態である︒小売の
的に増加している︒即ち現在

出展企業︵263社︶が占め

でいるという点である︒

店ですら﹃店に入ってくる全
上述したように特にゴルフ

と言えるのではないだろうか︒

ことで︑ユーザーにとって非

ての商品を︑競合品や過去の

が伺える︒今年の1月下旬に

現場に立つ人々にとって現在

るなど回復基調に転じてい

性を以ってお客様に説明する

のゴルフクラブというのは

のゴルフクラブ市場は﹃ゴル

協会が主催した﹁ジャパンゴ

ません︒

ファー一人一人に合ったクラ
いうことであり︑その点だけ

ルフフェア﹂では︑3日間の

25

25

ミング﹄とは︑店頭に並んで

また︑今年の2月中旬に当

を捉えれば非常に喜ばしいこ

る︒

昨今新聞等を賑わせている

とであるのだが︑その﹃売り

ブが買える時代﹄になったと

サイドを疲弊させている一因

うことになる︒

が掛かる︶
﹄商材であるとい

15

﹃手離れの悪い︵接客に時間

25

端末などで価格検索し最も安

47

化﹄している現象である︒

26

は︑ 社約7000名の皆様

フ用品協会分といたしまして

名簿に署名があり︑日本ゴル

万人に及ぶ利用税廃止要望署

なお︑これまでに約122

進本部︶

︵ゴルフ場利用税廃止運動推

な活動を継続してまいります﹂

部科学省とともに︑より強力

ツ立国調査会等の先生方や文

ゴルフ振興議員連盟︑スポー

制改正での廃止実現に向け︑

26

ゴルフ場利用税は存続

発売品と比較して明確に具体
クラブ市場において︑各メー

※

﹃異なる言語﹄を数多く使う

18

10

ざいました︒

げます︒ご協力ありがとうご

をこの場を借りて御礼申し上

の署名をいただきましたこと

72

﹃ショウルーミング﹄も小売

第364号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング
月1日〜

月

日

4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

DUAL FORCE Classics
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︶

アクシネット

ズ﹄を中心にマークダウン品

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

﹁前年同期︵2011年 月︶

3

市場は動きましたが︑こちら

ブリヂストン

も同じく市場を大きく底上

3ピース /
4ピース

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︑

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

＝矢野経済研究所＝

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ

31

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

と比較すると︑クラブを中心

フォーティーン
2

R11 IRONS

スチール

テーラーメイド

2

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE（2012）

アクシネット
3

ROCKETBLADEZ

スチール

テーラーメイド

3

CALLAWAY FORGED
WEDGE

キャロウェイ
4

RAZR X

スチール

キャロウェイ

4

VR PRO FORGED WEDGE
SERIES

ナイキ
5

PHYZ（2013）

カーボン

ブリヂストン

5

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
順位

PUTTER BEST５

アイアン３位＝ ROCKETBLADEZ
テーラーメイド
5
ダンロップスポーツ
2ピース

テーラーメイド
2

913D2

チタン

アクシネット

2

ROCKETBALLZ RESCUE

テーラーメイド
3

ROCKETBALLZ SERIES

チタン

テーラーメイド

3

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
4

XXIO7

チタン

ダンロップスポーツ

4

XXIO7 UT

ダンロップスポーツ
5

R11S

チタン

テーラーメイド

5

RESCUE11

テーラーメイド

シリーズ⑯

リアルマーケットレビュー

か？ そしてその﹁ねらい﹂

どのような組織改編をしたの

昨今の市場環境変化を受けて

識の高さに定評のある同社が︑

販売技術や接客技術︑商品知

ゴルフ﹂と言われるように︑

業界の中でも﹁接客力の二木

タビューを実施︒ゴルフ用品

統括する北條圭一部長にイン

成社長と︑改編された組織を

発表した二木ゴルフの二木一

ビューは︑大幅な組織改編を

今回のリアルマーケットレ

業開発担当グループ﹂
︒以前

新規店舗開発も担当する﹁事

ング関連や中古販売︑更には

署で︑具体的にはフィッティ

クアップを行う位置付けの部

担当グループ﹂
︒営業のバッ

部的な位置づけの﹁店舗運営

る︒具体的には︑以前の営業

4つのグループを配置してい

二木 統括部長の北條の下に

て教えてください︒

少し詳しく組織の中身につい

なるような気がします︒もう

に見えて︑相当負担が大きく

の仕事が加わる﹂というよう

にあったのでしょうか？

目的・ねらいはどのような点

うな大幅な組織改編を行った

のですが︑この時期にこのよ

込んだお話を伺いたいと思う

このあたりからそろそろ突っ

ますが理解できました︒では

︵二木一成 社長︑北條圭一 部長︶

はどのような点にあるのか？

の商品部的な位置付け︑つま

二木 時期については今年が

二木ゴルフ

を中心に話を伺いました︒

りバイヤーグループの﹁商品

当社の設立 周年という節目
ープ﹂
︒インターネットに関

当する部署の﹁販売促進グル

く︑検討を重ねた結果この時

期を目標にしていた訳ではな

た訳ではないが︑別段この時

であったという理由がなかっ

※

担当グループ﹂
︒販売促進や
に近い商品部と営業部︒つま

しては今まで販売を中心とし

※

まずは組織改編の具体的な

インターネット関連などを担
り﹁モノ﹂を担当する部署で

た戦略を取ってきたが︑今後

※

内容についてお聞かせ下さい︒

ある商品部と︑
﹁売り﹂を担

※

二木 当社の中でも﹁心臓部﹂

当する営業部を統合して﹁営

期になったというだけの話︒

らば﹁モノ︵商品︶がお金に

は販促︑プロモーションツー

変るまでの流れを一括して管

業商品統括部﹂という部署を

これらそれぞれの課に担当

理したかったから﹂というこ

今回営業部と商品部を統合し

の次長がいるという構成にな

とになる︒

たねらいを一言で表現するな
部署にした﹂ということが一

っているが︑店舗運営グルー

ルとしての役割を強化してい

番のポイント︒その組織のト

プのトップだけは部長を配

こうと考えている︒

ップとして北條に﹁商品統括

作った︒今回の組織改編はこ

部長﹂になってもらった︒

﹁モノ︵商品︶がお金に変る

る﹂
︒正直なところ︑二木社長

までの流れを一括して管理す

のこの言葉を聞いた瞬間︑私

置︒つまり統括部長である北
という構図で︑もしかしたら

條の下にもう一人部長がいる
これが取引先様などから見る

きな変更で︑分かりやすい説
人くらいいる

二つの部を北條部長が部長と

すし︑今まで別組織であった

う単純な話ではないと思いま

ったものを一つにした﹂とい

しかしながら当然﹁二つあ

まり﹁売り﹂を強化したいと

るのは︑それだけ営業面︑つ

業部門のみ部長を配置してい

の部の次長と職階は同等︒営

ないが︑基本的には他の3つ

混乱を与えてしまうかもしれ

と権限範囲などといった点で

店にしていく計画なのか？

﹁二木ゴルフ﹂をどのようなお

て︑エンドユーザーから見た

そして今回の組織改編によっ

の言葉の意味するものとは？

マークが並んでいました︒こ

の頭の中にはたくさんの﹁？﹂
︵笑︶
︒

して統括するという点につい

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

したいと思います︒

より具体的な話は次号に掲載
なるほど︒組織の具体的構

いう思いが込められている︒
造については大雑把ではあり

ても︑外野から見れば﹁これ
さんの仕事に︑新たに営業部

まで商品部の部長だった北條

る人間が

明をすると名刺の肩書きが変

北條 今回は当社にとって大

の﹁営業部と商品部を一緒の

40

12

3

に厳しい月となりました︒幾

キャロウェイ

げするまでには至りません

WHITE RIZE iX SERIES

でした︒ウエッジでは﹃ＲＭ

2

つかのメーカーから新製品が

ダンロップスポーツ

発売され好調なスタートを切

3ピース /
4ピース

﹄
︑ボールでは﹃プロＶ

RM-11

メーカー名

RAYLOR GHOST SERIES
（2011）
5

キャロウェイ
SRIXON Z-STAR SERIES
（2011）

METAL-X SERIES

︱

ROCKETBALLZ FW
SERIES

1シリーズ︵2011︶
﹄が

1

PRO V1 SERIES（2011）

1

りましたが︑市場全体を大き

1

く底上げするまでの動きを示

アクシネット

マークダウン販売を開始︑好

チタン

したモデルは少なかったよう

913D3

調に推移しました﹂

ダンロップスポーツ

構造

12

1

です︒また﹃ロケットボール

カーボン

1

80

12

メーカー名

XXIO7

BALL BEST５

アクシネット

11

1

順位

メーカー名
順位

WEDGE BEST５
メーカー名
シャフト
IRON BEST５
順位

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

3ピース /
4ピース

2

SRIXON DISTANCE
（2011）

第364号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成25年３月１日発行

協会関連事項
科目 ・5または

時間を原則とする︒試験得

・科目

主旨について報告︒
﹁ゴルフ

ルールの修正・緩和に関する

基に提案書をまとめ︑201

そこで︑これまでの議論を

提案﹂として文書でＲ＆Ａに

・日程表 当日資料配布予定

3年1月 日付けでＲ＆Ａの

提案することに合意を得た︒

・費用 9万8000円︵会

点は例年通り1000点満点

員︶
︑ 万8000円︵非会

の700点合格とする︒

13

3面〜4面上段 ﹁2012

様を掲載︒

フェア2013﹂開会式の模

ナー開催について

フェア2013﹂期間中セミ

議題 ︱1︑
﹁ジャパンゴルフ

が任命され協議に入る︒

名人には︑嶋田︑粟津両委員

せるな﹂〜休眠率5割の若年

・タイトル ﹁青い鳥を眠ら

ー﹂

③﹁ゴルフ市場活性化セミナ

田委員︑瀬沼委員
︵2月 日︶
︒

議題 ︱3︑次回委員会の日程

期も早める予定︒

報告承認予定︒また︑募集時

※講習会関係3月理事会にて

紹介︶

換していく計画を予定︒

してＲ＆Ａと積極的に意見交

送付︒今後これをたたき台と

スティーブ・オットー氏宛に

市場動向トピック︵矢野経済

を掲載︒
・講師 ＧＦＫライフスタイ

展望﹂

ゴルフ用品小売市場と今後の

員会構成5団体

・主催 ゴルフ市場活性化委

議室等

・場所 東京ビッグサイト会

日

が担当︒2020年東京オリ
様を掲載︒

フェア2013﹂会場内の模

●
﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ

が担当︒

・講師 スティーブ・オット

則フォーラム﹂

・タイトル ﹁Ｒ＆Ａ用具規

②﹁Ｒ＆Ａセミナー﹂

会︑講習会委員会

⑤その他

社

・主催 ゴルフダイジェスト

議室等

命され協議に入る︒
議題 ︱1︑各ワーキンググル
ープ︵ＷＧ︶の報告
①用具ルールＷＧの進捗報告
日本のゴルフ人口は縮小傾
向にあり︑今後も大きな拡大
は期待できないという現状を

たっては︑単に日本のゴルフ

いて昨年から議論︒議論に当

平成

年8月

日

ラブ販売技術者講習会﹂につ
いて
・日程

ローバルな観点から考えるこ

品業界の立場だけでなく︑グ

界の立場︑あるいはゴルフ用

興協会のセミナーあり

踏まえ︑ゴルフルールの観点

日

議題 ︱2︑
﹁第 期ゴルフク

から︑プレー人口増加・ゴル
キップメントスタンダードア

フの活性化への取り組みにつ
シスタントディレクター︶

日本ゴルフトーナメント振

報告記事を掲載予定︒

・日時

㈳全日本ゴルフ練習場連盟︑

掲載︒

6面 協会関連事項の中で︑

︵土︶ 時〜 時︵最大延長

ー︵Ｒ＆Ａ試験研究ディレク

4〜5面 ﹁ジャパンゴルフ

各委員会議事録を掲載︒

ター︶
︑クレア・ベイツ︵エ

フェア2013出展社一覧﹂

議題 ︱4︑次回委員会の日程

時 分︶

日とする︒

化しており︑できるだけ多く

ゴルフに対する価値観は多様

とを基本とした︒その中で︑
議室等

・場所 日本エアロビクスセ
ンター

の価値観を満足させるように

Ａ理事会で︑
取り組みの背景・

平成 年 月 日のＪＧＧ

るという意見で纏まった︒

ー︑機関で努力する必要があ
り下げ名札は﹁ゴルフ用品販

ゴルフ界のあらゆるメンバ

売技術者 公認 日本ゴルフ

・タイトル ﹁ゴルフ用品販
委員で進める︒

売技術者講習会﹂に変更︒吊
・受付担当 白石委員長︑唐

※応援体制の確認

会事務局内にて標記委員会を

用品協会﹂とする︒

・両セミナーとも司会は嶋田

会

・主催 ㈳日本ゴルフ用品協

︵月︶〜 日︵木︶の3泊4

26

16

・場所 東京ビッグサイト会

38

25

25

14

年2月

を掲載︒

内にて開催︒

30

13

平成

※リアルマーケットレビュー

平成

日︵ 水︶
︑

については︑今回は休載︒

時〜 時 分︑協会事務局

年2月

6面 協会関連事項の中で︑
各委員会議事録を掲載︒
議題 ︱2︑3月号の編集につ
いて

講習会委員会

14

戸委員︑粟津委員︑松原委員

平成 年1月 日︵水︶協

29

27

23

1面〜2面 ﹁2013米国

番ホール﹂ 黒子委員

ＰＧＡショー﹂報告記事を掲
﹁
●

30

開催した︒白石委員長が議長

20

載︒
が担当︒

11

11 25

25

のほどようやく 項目の﹁標

約1年の議論を通して︑こ

化することを目指して活動︒

ペック表示方法の基準を標準

に異なっている測定方法やス

境を整えるべく︑現在各社毎

の比較検討が容易になる﹂環

購入いただく﹂
︑
﹁メーカー間

中︑お客様に﹁より安心して

プレー人口が年々減少する

②標準化ＷＧの進捗報告

研究所調べ︶
﹂を掲載︒

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
ルトラッキング・ジャパン㈱

国際展示場会議棟にて標記委

日︵ 水︶
︑

平成 年3月8日︵金︶
時 分〜 時︑協会事務局内

任命され協議に入る︒
タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

④﹁ジュニアゴルファーシン

年1月

・日時

ゴルファーを活性化しよう〜

議題 ︱1︑2月号について
ュー﹂を掲載︒

ポジウム﹂

平成
協会事務局内にて標記委員会
①﹁2013ＪＧＦゴルフ用

にて開催︒

1〜3面上段 ﹁2013年
スポーツ・トイ ビジネスユ

製造渉外委員会

ゴルフ新年会﹂関連記事を掲
ニット 金子昇氏︵マネジャ

日︵土︶
︑

6面 協会関連事項の中で︑

員会を開催︑山口委員長が議

月

各委員会議事録を掲載︒

長を務め議事進行︒議事録署

年

載︒本年度の﹁日本ゴルフサ

・タイトル ﹁2015年問

平成

ミット会議﹂活動テーマ5項

題の本質﹂〜日本のジュニア

年2月

30

活性化セミナー﹂
︑
﹁広報委員

番ホール﹂ 増本委員

16

名人には奥︑飯泉両委員が任
て〜

・場所 東京ビッグサイト会

15

会のメンバーによる座談会﹂

●
﹁

2

ゴルフの実情と将来像につい

フェア2013﹂報告記事を

︵金︶ 時〜 時

平成

日

また︑新春特別講演﹁ゴル

目を紹介︒
フの魅力を広げるために﹂︵講

・日時

演 玉木正之氏︶の抜粋記事

︵土︶ 時 分〜 時 分

年2月

議室等

平成

・主催 ㈳日本ゴルフ用品協

30

・場所 東京ビッグサイト会

13

3面〜5面 ﹁2013市場

番ホール﹂ 嶋崎委員

●
﹁

掲載する予定︒

15

を掲載︒

25

3面下段 ﹁ＹＰＳゴルフデ

13

﹁写真﹂ ﹁2013年ゴル
●

ータ﹂を掲載︒

16

1〜2面 ﹁ジャパンゴルフ

ー︶
︑大槻琢也氏︑山本智英氏

日

品セミナー﹂
年2月

4面下段 ﹁ゴルフ場利用

25

15

・日時

︵金︶ 時 分〜 時 分

平成

税﹂の税調報告︑
﹁100切

員︶
︑ 万8000円︵会員

20

を開催した︒梅田委員長が議

︵2月 日︶
︒白石委員長︑沖

23

長を務め議事進行︒議事録署

となり︑議事進行︒議事録署

20

・タイトル ﹁2012年の

●
﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ

10 11

りプロジェクト﹂の報告記事

30

議題 ︱3︑4月号の編集につ

15

いて

20

25

15

25

12

ンピック招致について︒

19

25
24

10

討課題としていく︒

展開は様子を見ながら継続検

ゴルフクラブ以外へのラベル

ルは継続実施をしていくが︑

た︒以上を踏まえ︑現行ラベ

は希望していない結果となっ

望する会員もいたが︑大部分

については︑ごく一部には希

クラブ以外へのラベル展開

との意見が出された︒

﹁必要性が低い﹂
︑
﹁コスト高﹂

からは非参加の理由として

となった︒また︑非採用会員

果については未確認との結果

価は高かったが︑認知度や効

会員からは︑ラベル自体の評

して︑ラベルを採用している

部会会員に実施︒その結果と

するアンケートをクラブ製造

を受けて︑ラベルの運用に関

の実施より1年経過したこと

昨年末に模倣品対策ラベル

③模倣品対策ＷＧの進捗報告

ンケート︶表を配布した︒

見を頂戴するための調査︵ア

至り︑会員企業への報告と意

準化ガイドライン﹂の策定に
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名人には藤原︑増本両委員が

広報委員会
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フ新年会壇上挨拶﹂の模様を
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