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また︑新たな取り組みとし
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昨年の﹁ジャパンゴルフフ
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ニアまで多くの来場者の満足

者︑ジュニアやレディス︑シ

ルファーからビジネス関係

関連セミナーも実施︒一般ゴ
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軽量シューズ﹃アディゼロ﹄

変型の﹃Ｒ1﹄や300ｇ の
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で︑新たにアダムスゴルフを

勢いをそのまま反映したもの
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ＪＧＦは︑最新のゴルフク

て︑ゴルフが正式競技となる

／６１６コマで︑昨年と比べ
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ほのぼのしている時が一番良い
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す︒
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︒
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ズの販売が行われた︒
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っては販売を快諾し︑会場全
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巨大モックが展示されていたナイキゴルフのブース

2月17日
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﹁ コマの大型ブースを出展

よると︑

目となる﹃プロＶ1﹄
︑
﹃プロ

フィッティング︑今回で7代

﹃913Ｄ3﹄ドライバーの

イトリストの﹃913Ｄ2﹄
︑

ィッティングコーナーには長

ファーが急増し︑シューズフ

の他に〝試履き〟をするゴル

ツールを商品化︒約 ｇ の本

センサーを利用したレッスン

だ︒3次元測定が可能な9軸

のはアクセスの﹃フルミエル﹄

し︑テーラーメイドゴルフと

そんな中︑今年は〝試打〟

しての総合力を表現すること
の様子だった︒さらに︑ピン

Ｖ1ｘ ﹄に来場者は興味津々
動きが見て取れた︒

蛇の列が出来るなど︑新しい

その振動数を計測してスイン

体をシャフトに装着すれば︑

の皆様に商品個々の特徴をス
パター試打にも大きな人だか

デール・トゥルーロール﹄の

た画期的なパター﹃スコッツ

ラブのカスタムフィッティン

0足を用意︒好調なゴルフク

ノの試履きシューズ数は18

Ｍ﹄シリーズを発売するミズ

かしながら見える化を実現し

ュアル化され︑スイングを動

前後のすべての方向からビジ

専用アプリを通じて上下左右

ができたと思います︒
ゴルフの長さ調節機能が付い

テージやブースでの施策を通
りができていた︒

コースナビ﹃イーグルビジョ

た︒また︑朝日ゴルフ用品の

プリも加えてより多くのゴル

グだけでなく︑シューズでも

また︑2009年からＪＧ

フィッティングビジネスに本

本間ゴルフのブースに軍配が

きな弾みになったと思いま

上がりそうだ︒2階建の試打

ファーに新しいゴルフスタイ

す︒今後も更なる﹃話題喚起﹄ ﹁ゴルファー像﹂を提唱する
と﹃体験機会の創出﹄をテー

ルの提案を行っていくという︒

ン﹄は︑ｉＰｈｏｎｅ 用のア

マに︑波状的にプロモーショ

を継続して行っている﹃フッ

Ｆでシューズフィッティング

※

ブースなど斬新な作りで︑﹁Ｈ

昨今のＪＧＦでは︑外資系

ＯＮＭＡ﹂のＤＮＡが復活し

トジョイ﹄シリーズを展開す

ブースが年々大規模になるに

ン展開をしていきますので期

るアクシネットジャパンの試

ドの﹁白﹂に対抗した﹁真紅﹂

コバート﹄は︑テーラーメイ

2月 日に発売した
﹃ＶＲ︳Ｓ

いない︒ゴルフフェア初日の

ったナイキゴルフも負けては

ープロがそのまま使える性能

﹃ツアーワールド﹄は︑
〝ツア

るゴルファー︶
﹂と定義した

ルフ上達に対して探究心があ

︵常に向上心を持ち続け︑ゴ

対象者を﹁熱意系ゴルファー

け︑ブース内でお披露目した︒

した﹂

グ︑アドバイスなどを行いま

ウィズを用いたフィッティン

ーシステム﹄搭載モデルの3

新製品の﹃Ｂｏａ クロージャ

﹁今年は座席数を8席用意し︑

によると︑

少︒大手メーカーや外資系の

と比べて出展社数は5社減

に多いコマ数だったが︑昨年

今年は616コマで2番目

イベント色が強くなっている︒

つれ︑一般ゴルファー向けの

※

たと意気込む﹃ツアーワール

履き人数は1050人︒同社

のヘッドカラー︒調整機能以

と機能〟をコンセプトに︑同

※

と鼻息が荒い︒

ド﹄を2月 日の発売に先駆

外の特徴は︑ソール中央部が

社契約プロの意見を最大限に

き出される傾向が浮き彫りに

商談目的の中小メーカーが弾

ブースが大型化することで︑

大きく凹んだ独自のキャビテ

も注目

シャフトやデジタルグッズに

︒

ィバック構造にある︒
﹃コバ

取り入れて開発したクラブだ

︱

ート﹄は︑ソール部の凹みで

ーンで話題のキャロウェイゴ

いたのが︑300ヤードスプ

その他外ブラ勢で目立って

ばせる﹂ことができるという︒

ンの﹃コンダクター﹄シリー

名器復活を予感させたマルマ

アーステージＸ﹄シリーズ︑

ブリヂストンスポーツの﹃ツ

行ったダンロップスポーツや

シリーズのフィッティングを

ャフトを取り扱うＦＳＴＪａ

トゥルーテンパー︑ＫＢＳシ

クレイジー︑トライファス︑

国内メジャーブランドに加え︑

工業︑三菱レイヨンといった

ファイトデザイン︑藤倉ゴム

トラボ︑日本シャフト︑グラ

視線が注がれていた︒シャフ

を失くすようなことをしては

メーカーのビジネスチャンス

で︑新規出展を希望する中小

ている予感はする︒そんな中

済状況好転の兆しは見え始め

にも少しずつではあるが︑経

来場者数﹂など︑ゴルフ業界

万5千人超え﹂
︑
﹁過去最高の

﹁前年比6・8％増﹂
︑
﹁5

なりつつあるのが現状だ︒

ルフの﹃Ｘ ＨＯＴ﹄フェア

ズなどアスリート志向の高い

シャフトメーカーにも熱い

ウェイウッド︒キャロウェイ

ゴルファーに向けたラインア

ン量を軽減させ︑
﹁棒球で飛

ー社長は次のように話す︒

業が出展することが大事なこ

ならない︒一社でも多くの企

とであり︑商談目的の中小メ

は2月 日︵金︶〜 日︵日︶

なお︑来年のゴルフフェア

だろう︒

今年の大手メーカーのブース

また︑今回のＪＧＦではＧ

には︑
﹁軽量シャフト﹂が展示

ｐａｎなども堂々とアピール︒
今年の注目はシューズフィッ

ップが目を引いた︒
ウッドは本当に特別なモデル︒
当社独自のニューテクノロジ

ＰＳ機能を搭載した距離計測

ーカーが出展できるようにす
今年もＪＧＦの会場には多

機やスマホを使ったスイング

ティング
やさしく飛ばせるパフォーマ

各社とも独自のフィッティン

くの試打ブースが設営され︑

解析アプリなども多数展示さ

ることが今後の課題といえる
ンスを生み出しました︒是非

グで来場者に最適なスペック

されているなど年配層に向け

一度試して下さい︒あなたの

を推奨するなど︑すっかりＪ

れていた︒特に︑注目された

ーを駆使し︑どのＦＷよりも

また︑昨年末に発売し︑ロ

ゴルフがきっと変わります﹂

ＧＦに定着した様子が伺えた︒

ての商品群が目立った︒

﹁
﹃Ｘ ＨＯＴ﹄フェアウェイ

ゴルフのチップ・ブリューワ

その他にも﹃スリクソンＺ﹄

という︒

※

一方︑6年ぶりの出展とな

待して下さい﹂

格参入した格好だ︒

国内メーカーでは︑新たな

じて体感して頂けたことは︑

20

ゴルフシーズンに向けての大

グ軌道が再現される︒軌道は

シーズンの立ち上がりの時

今年4月 日に﹃ＧＥＮＥ

期に︑感度の高いゴルファー
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重心を中央部に集約し︑スピ

20

8,847

合 計

13,116
2月15日
（金）

報道関係者
ビジネス
関係者

15

の日程で開催される︒
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オリンピック招致コーナーではアンケートを実施！
今年は 試履き をするゴルファーが急増！

合 計
一般来場者

人集りが絶えなかったテーラーメイドゴルフのブース
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※ 下段は昨年の来場者数

2013 ゴルフ市場活性化セミナー

総支配人からは︑実際に同ゴ

リックゴルフ場の田中クリス

ちなみに︑松尾氏の説明に
ントを随時開催しています︒

援プログラム﹄と題したイベ

﹁当ゴルフ場では﹃初心者応

﹁しかしその半数が︑3年以

若年層ゴルファーなのだとか︒

若年層ゴルファー増加に有効

参加比率は ・2％ですので︑

名の計128名︒ 歳以下の

参加人数が男性 名︑女性

を始めて2年半以内に115

アンケート調査では︑ゴルフ

切りプロジェクト﹄
のようにイ

同プログラムは︑
﹃100

ます︒

なプログラムだと感じており

日本のゴルフ事情について説

で松尾俊介委員から︑現在の

活動報告﹂を発表︒そのなか

同プロジェクトでは︑スコア

ト﹄と題したイベントを実施︒

﹃夢の100切りプロジェク

ために︑ＧＭＡＣでは昨年︑

このような現状を改善する

みて︑経験者が初心者を連れ

た︒この2年間を振り返って

で参加するグループもいまし

加する方もいれば︑最大6名

実施しております︒1人で参

伝えていくという主旨の下︑

行いながらゴルフの楽しさを

けた﹁ハイタッチコンペ﹂を

しむ男女ペアゴルファーに向

フ場にご協力をいただきまし

関しましては︑開催するゴル

昼食︑会食︵ビュッフェスタ

て︑1万2000円〜1万6

イル︑フリーソフトドリン

000円の間で収まるように

そもそもグリーンカーペッ

ク︶
︑会費︵3000円〜4

企画運営するグリーンカーペ

ト事務局とはどのようなもの

000円︶までが参加費に含

ット事務局︒そこで事務局長

なのか？ まずはこの点から

まれております︒しかも同料

しています︒その中にはプレ

始めたいと思います︒

金設定は︑基本的に土日・祝

を務めるのが杉本大輔氏で

杉本氏 グリーンカーペット

日のものとなります︒参加し

ーフィーはもちろんのこと︑

事務局は︑これからゴルフを

す︒

始めようとする 代︑ 代の
若者たちの開拓︑さらに︑ゴ

の方がほとんどですから平日

ていただく方たちは︑会社員

カー︑ＥＣサイト運営会社な

ら会費として3000円〜4

杉本氏 はい︒参加費の中か

の収益も含まれる？

すると︑その中に事務局

は難しいので⁝⁝︒

ど︑多数の企業と協業してゴ

︱

っと︑参加人数を増やしてい

ルフ市場を活性化させるため

そのほか︑同業他社︑異業

000円をいただいておりま
およそ何社ぐらいで︑ど
のようなメーカーが協賛して

︱

いるのですか？
杉本氏 スタート時は7社で

参加者の構成は？

ったゴル婚企画など︑ゴルフ

﹃鎌倉ラブストーリー﹄と銘打

歳以下のゴルファーを応援

心者応援プログラム﹄のほか︑

だと︑ダンロップスポーツ︑

トファーなど︑ギアメーカー

ジュン＆ロペ︑セントクリス

ドラ︑エドウイン︑カッパ︑

レルメーカーでいえば︑フィ

をいただいております︒アパ

と夫婦での参加は少ないです

な人を連れてくるとか︑意外

ゴルフの上手な仲間やお洒落

を開けてみると︑友達同士︑

かと思っておりましたが︑蓋

には︑夫婦での参加が多いの

杉本氏 同事業を始めるとき

︱

なっております︒

よそ9000円がいくように

円で開催したゴルフ場へはお

す︒ですので︑1万2000

にスタートしたグループで

ールということにこだわら
ず︑レッスンやセミナーを主
にして︑プレーは3〜4ホー
ルというケースも効果的では
ないかと思います﹂

したが︑現在は 社から協賛

を始めるにあたっての入り口

する
﹃アンダー 応援プラン﹄
︑

年齢構成比は 代が一番多

ね︒

く︑続いて 代︑ 代︑ 代︑

代以上といった順番になり

杉本大輔事務局長をパネラー

グリーンカーペット事務局の

ァー活性化策を実施している

らスタートいたしまして計

の開催実績でいえば︑6月か

杉本氏 昨年︵2012年︶

さい︒

チコンペの概要を教えてくだ

数も倍の2000人を目指し

たので︑ 回の開催︑参加人

とが目標になります︒

後は 代の参加者を増やすこ

てスタートしましたから︑今

務局が企画運営するハイタッ

なるほど︒それでは同事

ャロウェイなどですね︒

キャスコ︑タイトリスト︑キ
イベントを開催している︒
そして以下より︑休眠率5

に招いたパネルディスカッシ

回開催いたしました︒参加人

ます︒若者をターゲットにし

ョンの模様をお届けする︒司

数は各会場100名ほどで︑

が特に重要視する参加費用に

そして︑若年層ゴルファー

で開催しました︒

北海道から九州まで全国規模

合計976名が参加︒会場も

会はＧＭＡＣ委員・
︵株︶
ゴル

催の﹃ハイタッチコンペ﹄

グリーンカーペット事務局主

が務めた︒

フ用品界社代表の片山哲郎氏

割といわれている若者ゴルフ

︱

の拡大︑
ゴルフを楽しむための

また︑同ゴルフ場では﹃初

す︒

種との協力関係の構築︒ ホ

きたいと思います︒

ーカーをはじめ︑クラブメー

ていただけるようアパレルメ

ルフをやめさせずに長く続け

30

青い鳥を眠らせるな！

そして︑年間の総プレー人
ルフ場で行っている﹁ 代︑
代活性化企画コンペ﹂の説

よれば︑
毎年︑
100万人ほど

2011年1月からスタート

明があった︒

がニューゴルファーとして誕

内にゴルフをやめてしまうの

が切れないと︑難しさを感じ

明があった︒

メイクやスムーズなラウンド

てくるケースがほとんどだと

20

〜休眠率5割の若者ゴルファーを活性化しよう〜

数は9148万人で︑これを

︵金︶
︑ジャパンゴルフフェア会場で﹁青い鳥を眠らせるな！ 〜休
ゴルフ市場活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶は2月 日
眠率5割の若者ゴルファーを活性化しよう〜﹂と題したパネルディスカッションを行った︒
ＧＭＡＣはこれまで︑2015年問題への対策として団塊世代のゴルファーがゴルフリタイアしないように様々な
施策を練ってきた︒今後もそれらは継続していく一方︑後続世代のゴルファーも積極的に育成・活性化していかなけ
ればならない︒そのような問題意識がある中で︑今年のパネルディスカッションでは︑ハイタッチコンペを主催する
グリーンカーペット事務局の杉本大輔事務局長を招き︑休眠率5割といわれる若者ゴルファーの活性化策を討議︒そ
のほか︑2012年ＧＭＡＣ活動報告として︑日本ゴルフ場事業協会︵ＮＧＫ︶から﹁ 代︑ 代活性化企画コンペ﹂
︑
当協会から﹁夢の100切りプロジェクト﹂と題した実例報告の発表があった︒同紙面ではこれらの内容を抜粋して
お届けする︒
なお︑コーディネーターは︑ＧＭＡＣ委員・
︵株︶
ゴルフ用品界社代表の片山哲郎氏が務めた︒

ゴルフ人口で割ると年間のプ
レー回数は約9・9回になり

生しているという︒しかもそ

して︑2年間の実施結果は︑

ます﹂

のうちの約7割が 代︑ 代の

が現状です︒我々が実施した

当協会も加盟するＧＭＡＣ

てしまい︑楽しいと思う前に

﹁いま日本の総人口は約1億

のコツをプロから学び︑ゴル

いうことが分かりました︒

50

日本のゴルフ事情を踏まえた

主催の﹁2013ゴルフ市場

2800万人で︑そのうちゴ

フは身近で楽しいスポーツだ

40

若年層ゴルファー活性化企画

活性化セミナー﹂では︑恒例

ンストラクターを少人数のグ

ルファーは924万人といわ

ということを参加者に体感し

ですから︑そういったキー

ループに配置︒実際に指導を

ことが分かりました︒

ゴルフをやめてしまうという

れています︒総人口の約7・

マン的な存在にアプローチし

〜 代のおしゃれを楽

今年は昨年実績が 回でし

業に関しましても 社ぐらい

て運営していきます︒協賛企

10

のパネルディスカッションの

2％がゴルファーという計算

また︑ＧＭＡＣ委員・鎌倉

てもらうことができました﹂

︱

20

前に︑
﹁2012年ＧＭＡＣ

になります︒これは︑ピーク

18

20

20

80

時に比べおよそ4割減︒年々︑

30

20

︱

このように数字だけをみ

ております︒

まで伸ばしていけたらと考え

30

10

39

17

30

ていくことが大切︒今後はも

60

39

48

30

カントリークラブ／鎌倉パブ
ゴルファーが減っています︒

30

67

39

15

20

30

20

20
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●6年生の娘さんを持つ 代

します︵笑︶
﹂

半分になるようなそんな気が

た︒楽しさは2倍︑苦しさは

から︑最初にスタートした人

そ100名が参加しています

わけですね︒ちなみに︑およ

彰式がひとつのメインになる

この点についてハイタッチな

が最大の悩みだと思います︒

ようにＰＲするのか？ これ

しさに加えて︑そもそもどの

して非常に役立つのではない

ファーに対するアプローチと

に高いです︒特に若者層ゴル

見た﹂という参加動機が非常

る一人ひとりが何ができるの

思うのではなく︑業界に携わ

やってくれるんじゃないかと

たときに︑誰か別の人が何か

子で参加する魅力のひとつだ

をとることができることが親

な機会でコミュニケーション

頃だと思いますが︑このよう

限り︑娘も父親を煙たがる年

﹁こういったイベントがない

お父さん

ーチングプロによるワンポイ

別セールを開催したり︑ティ

現在はアパレルメーカーの特

こともあります︒ですので︑

うクレームを︑過去に受けた

彰式までの時間が長い﹂とい

杉本氏 確かにその件で﹁表

ですか？

どういう対策をされているの

す︒表彰式までの待ち時間は

と最後の人では時間差がでま

みることで情報が一気に拡散

自分の友人︑そのまた友人が

いね！﹂ボタンを押すことで︑

みることができますから︑﹁い

のみならず一般のユーザーも

ています︒もちろん︑参加者

た﹁いいね！﹂ボタンがつい

そのペアごとにＦＢと連動し

ジで見られるだけではなく︑

撮影した写真は︑ホームペー

杉本氏 先述したプレー前に

さい︒

らではの方法をお聞かせくだ

参入してもすぐ止めてしまう

せんでした︒結果︑若い人が

に楽しむゴルフが中々ありま

用︶がほとんどで︑このよう

﹁いままでゴルフは︑商用
︵社

●
︵株︶
ワールド

す︒

声を聞いてみたいと思いま

た︒それでは最後に関係者の

活性化するためにも︑平野氏

われている若年ゴルファーを

お届けした︒休眠率5割とい

カッションの内容を抜粋して

活性化につながっていく︒そ

ら線へ︑そして面となり業界

ッチコンペに例えれば︑点か

かを考えて︑それを行動に移

︱
ントレッスン︵無料︶の実施︒

かと思います︒

ていくと順風満帆なイメージ
ーワードが参加者の声に詰ま

﹁楽しさ﹂
︑
﹁感動﹂というキ

さらには︑スマホ用ゴルフア

協賛する関係者の声は？
長元明氏

※

※

ういうことが大事だと思って
います﹂
※

以上︑今回のパネルディス

※

活性化につながるイベント

が言ったように業界に従事す

運営に取り組みたいけど︑1

という状況でした︒このコン

思っています︒そして一番良

していくワケです︒これもひ

それではここで︑ハイタッ

かったと思うのは︑男性が非

プリのイベント︑化粧品メー

するには正直︑苦労する面は
カーによるお肌チェック︑ス

にはどのような方法を？

る一人ひとりが行動に移すこ

トレッチマシーンを導入する

杉本氏 当初はゴルフ雑誌︑

とが急務といえるだろう︒

チコンペの特徴を伺いたいと
など︑待ち時間を飽きさせな

ペをやることによって︑色々

思います︒
い工夫をしています︒

な機会を作ることができたと

あります︒企画内容には賛同
杉本氏 このコンペ最大の特

方ばかりではないので︑スロ

杉本氏 やはりプレーが早い

は？

信するなどしてＰＲしてきま

サイトの会員にメルマガを配

協賛していただいているＥＣ

広めたりしていました︒また︑

ポスター︑店頭でスタッフが

アパレルメーカーのチラシや

︵株︶
エドウイン
●

ね﹂

が増えていってほしいです

と︒これを機に益々︑若年層

常にオシャレになってきたこ

これを読んでそう感じたクラ

い︒顧客との接点を持ちたい︒

に自社ブランドをＰＲした

欲旺盛なオシャレゴルファー

社では負担が大きい︒購買意

ここまで認知されるまで

していただけても︑
﹁料金的
徴は︑オシャレをコンセプト

とつの方法だと思います︒

に難しい﹂
︑
﹁ほかのメンバー

前に皆さまのお写真を撮影︒

ープレーに対する事前のアナ

︱

さんもいるから﹂という理由

皆さまがハーフを終えてお昼

ウンスはしっかりと行うよう

いただくことで︑参加者︵エ

杉本氏 同コンペに参画して

リットは？

やって一番嬉しいことだと思

ことが︑ハイタッチコンペを

シャレを楽しもうとしている

参加するにあたって︑色々オ

に身近に感じてもらえたり︑

る商品を少しでも︑お客さん

﹁自分たちが売ろうとしてい

小川信幸氏

ＵＲＬ

36

ＴＥＬ

●グリーンカーペット事務局

問い合わせてほしい︒

リーンカーペット事務局まで

ー︑ゴルフ場があればぜひグ

ブメーカー︑アパレルメーカ

それではここで︑実際に

しています︒基本的にはスク

ンドユーザー︶との距離がも

というのも︑まずスタート

を食べるころには︑グリーン

ランブル競技になりますの

の凄く縮まるということ︒さ

●ダンロップスポーツ
︵株︶

っています﹂

● 代カップル

︱

といったような企画運営

協賛するメーカー側のメ

した︒

また︑当日︑協賛している

で︑初心者がペアでも通常よ

らに︑ＳＮＳを活用すること

平野敦嗣氏

プレー面においての対策

にしているところです︒

同コンペに参加した参加者の
カーペットのホームページ︑

ね︒

声を聞いてみたいと思いま

にしています︒また︑ゴルフ

アパレルメーカーの方が運営

り進行が早いと思います︒

でＰＲにもつながります︒参

﹁ゴルフ業界の活性化を考え

参加者の声は？

にも携わり︑参加者のコーデ

加者の多くは︑
﹁知人・友人

田中クリス氏

︱

一緒に練習︒本番ではお互い

﹁参加を決めた1ヶ月前から︑

ィネイトやファッションセン

をしているハイタッチコンペ

の紹介︑口コミ﹂
︑
﹁ＳＮＳを

︱
す︒
同フェイスブックページ︵Ｆ

場側にご協力いただきマーシ

が助け合い︑ミスをカバーす

スなどをチェック︒それを表

ですが︑ゴルフ場サイドとし

ャルを出してもらうようにも

ることができたので︑成果を

彰式で﹃ベストペア賞﹄
︑
﹃ベ

ては︑若者向け企画立案の難

contact@greencarpet.jp

Ｅメール

http://greencarpet.jp/

06

います︒

出すことができたと思いま

ストファッション賞﹄という

﹁一人では出せないスコアも

が欲しくてウエア選びに力を

なるほど︒そうすると表

フウエアを贈呈しています︒

10

︱7175 ︱30

す︒本当に楽しかったです﹂

カタチで表彰します︒その賞

二人で協力して出すことがで

さらに︑賞品に関してもア

入れている参加者の方も多い

パレルを中心に︑飛び賞には

んですよ︒

食品や化粧品など︑ゴルフと

きたり︑二人でラインを読み

むことができました︒ありが

くさんしました︒非常に楽し

関係ない物も用意していま

あったりしてハイタッチをた

● 代夫婦

す︒優勝は 万円相当のゴル

とうございました﹂
﹁ゴルフは基本的に個人競技
ですので︑こうして協力し合

︱

杉本大輔氏

20

30

40

いプレーするのが新鮮でし

司会：片山哲郎氏

Ｂ︶にアップするようにして

︱

で断られるケースも多いです

といったように︑
﹁仲間﹂
︑

すということが︑このハイタ

になりますが︑苦労したこと
っていたのではないかと思い

ありがとうございまし

やカベを感じたことは？
ます︒

︱

杉本氏 やはり土日での開催

と思います﹂

で︑先述した料金形態で実施

40
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部門別売れ筋ランキング
月1日〜

月

日
31

PHYZ

4ピース

ブリヂストン

3

WHITE RIZE iX SERIES

キャロウェイ
4

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

4

DUAL FORCE Classics
SERIES

キャロウェイ
5

E・R・C SERIES

3ピース

キャロウェイ

5

BACKSTRYKE 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︶

キャロウェイ

2

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE（2012）

アクシネット
3

ROCKETBALLZ

スチール

テーラーメイド

3

VR PRO FORGED WEDGE
SERIES

ナイキ
4

ROCKETBLADEZ

スチール

テーラーメイド

4

CALLAWAY FORGED
WEDGE

キャロウェイ
5

R11 IRONS

スチール

テーラーメイド

5

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
順位

PUTTER BEST５
メーカー名
構造

ドライバー１位＝ ROCKETBALLZ

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

1

3

タイトリスト﹃プロＶ

アクシネット

﹁当期は2013年新製品発

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

1 シリーズ︵201

2

1︶
﹄及びダンロップ

ダンロップスポーツ

売を控えたバトンタッチモデ

3ピース /
4ピース
2

ルのマークダウン品が市場を

キャロウェイ

シリーズ︵2011︶
﹄
︑

METAL-X SERIES

SRIXON Z-STAR SERIES
（2011）

1

﹃スリクソンＺスター

スチール

PRO V1 SERIES（2011）

アクシネット

牽引しました︒クラブではテ

RAZR X BLACK

1

3ピース /
4ピース

ーラーメイド﹃ロケットボー

2

ブリヂストン﹃ツアー

フォーティーン

ステージファイズ﹄が

RM-11

ルズシリーズ﹄が好調に推移

1

しましたが︑ＦＷ及びＵＴが

ダンロップスポーツ

好調に推移しました﹂

カーボン

中心だったため︑金額ベース

1

ROCKETBALLZ SERIES

チタン

テーラーメイド

1

ROCKETBALLZ FW
SERIES

テーラーメイド
2

913D3

チタン

アクシネット

2

ROCKETBALLZ RESCUE

テーラーメイド
3

XXIO7

チタン

ダンロップスポーツ

3

XXIO 7 FW

ダンロップスポーツ
4

R11S

チタン

テーラーメイド

4

XXIO 7 UT

ダンロップスポーツ
5

913D2

チタン

アクシネット

5

RAZR X BLACK FW

キャロウェイ

では伸び悩み気味︒ボールは

XXIO7

BALL BEST５

シリーズ⑰

リアルマーケットレビュー

大規模な組織改編を発表した

ビューは︑先月号に引き続き︑

ことがあります︒商品部つま

じような﹁空気﹂を経験した

用品メーカーで働いていて同

なるほど︒私も以前ゴルフ

財産は﹁人﹂
︒近年クラブの

二木 言うまでもなく当社の

ょうか？

どうあるべきだとお考えでし

ゴルフショップというものは

うか？ また︑これから先の

ように変わっていくのでしょ

︵二木一成 社長︑北條圭一 部長︶

二木ゴルフの二木一成社長

りバイヤーサイドと販売サイ

安売り競争が加速したことで

壊そうと思った︒

と︑改編された組織を統括す

ドの組織的な﹁カベ﹂を取り

今回のリアルマーケットレ

二木ゴルフ

る北條圭一部長にお話を伺い

払って風通しを良くしよう︑

店頭に並べ︑それがお客様の

いうことで︑商品を仕入れて

できるようにしましょう﹂と

に責任と自覚を持って仕事を

言うと﹁社員の皆が〝売り〟

二木 もう少し分かりやすく

うか？

とどのようなことなのでしょ

るまで﹂とは︑具体的に言う

﹁モノ︵商品︶がお金に変わ

※

までよりもより良いものが二

期待できる︒平たく言えば
﹁今

って仕入れの﹁質﹂の向上が

行えるようになる︒それによ

で︑顧客目線に近い仕入れが

を面倒見るようになること

品が店頭で売れるまでの流れ

二木 バイヤーが仕入れた商

わるのでしょうか？

ことで︑具体的に何がどう変

た︒その﹁カベ﹂を取り払う

という意図は理解できまし

り 立 た な い と 考 え て い る︒

は﹁モノ﹂を売るだけでは成

いるようにこれからの小売店

また︑世間一般で言われて

る﹂点だと思う︒

のきめ細やかさを持ってい

間口を持っていながら専門店

﹁人﹂に立脚した﹁量販店の

た︒当社の強みは財産である

成には手を抜いてこなかっ

のような環境の中でも人材育

当社の収益は悪化したが︑そ

特にクラブ販売構成比の高い

※

手に渡ってお金に変わるま

木ゴルフには常にあります

※

で︑当社の様々な部署で働い

※

ました︒

ている社員が関われるように

境の変化といったことが深く

と感じていた︒これは市場環

トの方が目立つようになった

のメリットよりも︑デメリッ

つの部署が分かれていること

商品部と営業部だが︑この2

になって本社の部長になる︑

長になり店長になり︑地区長

の店員からスタートして副店

人事制度だった︒つまり現場

離れていくというのが当社の

するにつれて販売の現場から

二木 従来はキャリアアップ

ねらいはありますか？

ためには︑コミュニティ構築

い︒そのような姿を達成する

な存在にならなければならな

い人の﹁駆け込み寺﹂のよう

はゴルフを経験したことのな

とってのコミュニティ︑また

所﹂ではなく︑ゴルファーに

用品を買いに来るだけの場

えている︒要するに﹁ゴルフ

ていくことが重要であると考

関係していると思っているの

という流れだった訳だが︑偉

その他に今回の組織改編の

よ﹂という世界が実現できる︒ ﹁コト﹂も含めてサービスし

だけど︑商品部は﹁売れない

当社の﹁心臓﹂的な部署は

したいと考えている︒

のは︵売らない︶営業部のせ

現在ゴルフ業界全体が厳し

に向けたアライアンスも必要

い状況にあるが︑そうは言っ

になってくると思う︒
が能力を発揮できるという人

ない人︑本社よりも現場の方
も多く︑そういった人たちに

くなっても現場から離れたく
商品部のせい﹂といったよう

ても国民の﹁ 人に1人﹂し

い﹂
︑営業部は﹁売れないの

な責任のなすり合い的な空気

も活躍できる﹁道﹂を作りた

は︵売れない商品を仕入れる︶

が生まれかねない雰囲気があ

組織でもあるし︑仕組み︵組

の長い歴史の中で築き上げた

場合じゃないだろうと︒当社

そんなことを言い合っている

った︒今の時代︑身内同士で

できると考えている︒

言って頂けるような店作りが

やっぱり良いお店だよね﹂と

にはお客様に﹁二木ゴルフは

﹁道﹂を作ることで︑結果的

いと思っている︒そのような

と思うし︑その実現に貢献で

それを実現することは可能だ

に2人﹂にする発想が大事︒

奪い合うのではなく︑
﹁ 人

の厳しさ︒その1人のパイを

かゴルフをしていない状況で

お客様視点で見た場合に﹁二

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

思っている︒

きるような存在になりたいと
かは正直分からない面もある

木ゴルフ﹂というお店がどの

今回の組織改編によって︑
が︑まずは組織の﹁カベ﹂を

た﹁文化﹂が変わるのかどう

織︶を変えただけでそういっ

10

1

メーカー名

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

10

第365号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成25年４月１日発行

013年活動内容︒
リック選手権記者発表会﹂を

③ＰＧＳ 2月 日に﹁パブ
開催︒

平成

年4月

日︵ 火︶
︑

時 分より協会事務局内に
て開催︒

・場所 ビッグサイト会議室

で意思統一できるようにし︑ ︻所在地変更︼

ール﹂に関して事務局レベル

ゴルフ振興初心者ゴルフスク

④ＫＧＰＵ ＫＧＵと﹁関西

・主催 ゴルフ市場活性化委

●ゴルフ徳永︵西日本支部︶

日

イタッチコンペ﹂の効果︑2

フェア2013用品協会関係

議題 ︱1︑
﹁ジャパンゴルフ
年2月

・日時

・タイトル ﹁2012年の
員会構成5団体

新住所 〒594 ︱1123

︵金︶ 時 分〜 時 分

平成

セミナー﹂報告について
フェア2013﹂会場内の模
展望﹂

ゴルフ用品小売市場と今後の

加盟練習場からの問い合わせ

①﹁ゴルフ用品セミナー﹂
様を掲載︒

に対応できるようにしている︒

変更事項

3面〜4面 ﹁2013ゴル
社 名︑好評にて終了︒

・講師 ＧＦＫライフスタイ

ア動向︒
ラブ販売技術者講習会﹂につ

議題 ︱2︑
﹁第 期ゴルフク

大会﹂を関東︑中部︑関西に

その他︑
﹁企業対抗ゴルフ

33

ＴＥＬ 0725 ︱

・受講者

会︑講習会委員会

年3月

日

7000円で募集人員は5名︒
平成

︵木︶
︑ 時 分よりキャロウ

・日時

ンター
日︵ 火︶
︑

︻次回日程︼

年4月

議題 ︱3︑次回委員会の日程
平成
て開催︒

ェイ大阪事務所にて開催︒

時 分より協会事務局内に

西日本ゴルフ市場

第２回ＪＧＧＡ
活性化委員会
活性化委員会

︱35

大阪府和泉市福瀬町614 ︱

・受講者 130名︑プレス

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
いて

1

・内容 2012年クラブ︑

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
・日程

⑤Ｊ ＧＧＡ ﹁ジャパンゴル

ボール︑アクセサリー︑ウエ

を開催した︒梅田委員長が議
ルトラッキング・ジャパン

フフェア2013﹂
開催報告︒

フ市場活性化セミナー﹂報告

長を務め議事進行︒議事録署
ュー﹂を掲載︒
日

6面 協会関連事項の中で︑ ︵株︶スポーツ・トイ ビジネ
年8月

名人には藤原︑小崎両委員が

34

ＦＡＸ 0725 ︱

平成

任命され協議に入る︒

て実施予定︒また︑
﹁100

了︒

︱35

︱

︱5767 ︱89

︱5767 ︱89

開催した︒

会事務局内にて標記委員会を

新住所 〒105 ︱0003

支部︶

フェア2013﹂開会式の模

﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ
●

案について︒

ュー﹂を掲載予定︒

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

定︒

打会﹂報告記事を掲載する予

ター︶
︑クレア・ベイツ︵エ

ー︵Ｒ＆Ａ試験研究ディレク

・講師 スティーブ・オット

いての規則ガイド︒

のある分野︑クラブと球につ

・日本ゴルフ場事業協会︵Ｎ

・関西ゴルフ連盟︵ＫＧＵ︶

︻出席者︼︵順不同・敬称略︶

・他のゴルフ場を含め︑8月

②その他の実施計画報告

ＦＡＸ

77

︱3580 ︱47

︱3580 ︱47

︻代表者変更︼

●アキラプロダクツ︵株︶
︵東

・代表者 堀江孝男︵旧 栗

日本支部︶
山直樹︶

・西日本活性化委員会との連
力対応︒

携や関西ゴルフ連盟などと協
④﹁100切りプロジェクト﹂
の今後の展開について

・日本ゴルフ用品協会︵ＪＧ
ＧＡ︶

・
﹁110﹂
︑
﹁120﹂など表
現の対応及び対象者を細分化︒

会︶は︑公益法人改革関連三

①ＫＧＵ 2月 日に再度︑

︻報告事項︼

イベントについて

議題 ︱2︑
﹁ゴルフウィーク﹂

10

当協会︵日本ゴルフ用品協
ゴルフ振興初心者ゴルフスク

ＫＧＰＵ加盟練習場に﹁関西

協会からの
お知らせ

ＧＰＵ︶

・関西ゴルフ練習場連盟︵Ｋ

︵ＰＧＳ︶

︱

ＧＭＡゴルフ事業部︵東日本

キャロウェイゴルフ6Ｆ会議

議題 ︱1︑
﹁100切りプロ

●ティーティーオー株式会社

02

ＦＡＸ

01

ＴＥＬ

3 ビリーヴ大森4Ｆ

東京都品川区南大井6 ︱

新住所 〒140 ︱0013

ｎ 株式会社︵東日本支部︶

●ＧＯＬＦＺＯＮ Ｊａｐａ

切りプロジェクト﹂を3〜9

日

日とする︒

年2月

︵月︶〜 日︵木︶の3泊4

各委員会議事録を掲載︒

平成

ージャー︶
︑大槻琢也氏︑山

議題 ︱3︑5月号の編集につ
本智英氏

スユニット 金子昇氏︵マネ

場者となった旨の報告があっ
・日時

●
﹁写真﹂ ﹁西日本試打会﹂

が担当︒

②﹁Ｒ＆Ａセミナー﹂

平成 年3月8日︵金︶協
室にて標記委員会を開催し

日︵ 月︶
︑

た︒馬場委員長が議長を務め︑

東京都港区西新橋1 ︱

年2月

・内容 ゴルフゲームにおけ

ジェクト﹂について

平成

る用具規則の意義︑現在関心

川村委員の進行により議事進

宮田ビル1Ｆ

様を掲載︒
6面 協会関連事項の中で︑

日

ＴＥＬ

3面〜4面上段 ﹁2012
各委員会議事録を掲載︒

79
年2月

日本ゴルフ用品協
名︑好評にて終

にて4回開催予定

市場動向トピック︵矢野経済

③西日本支部について

までに合計で 回実施予定︒

了︒
③﹁ゴルフ市場活性化セミナ
平成 年3月8日︵金︶協

法が施行されたことに伴い︑

平成 年4月1日をもちまし

1面〜2面 ﹁ジャパンゴル

・平成 年8月1日︵木︶〜

ール﹂開講案内を送付済み︒

7日︵水︶を﹁ゴルフウィー

②ＮＧＫ 9〜 月にかけて

て︑これまでの社団法人から

・タイトル ﹁青い鳥を眠ら

一般社団法人に移行しまし

せるな﹂〜休眠率5割の若年

ク﹂にすることが決定︒イベ
・内容 ゴルフ市場活性化委

ゴルファーを活性化しよう〜

ントは個々で対応する︒

となり︑議事進行︒議事録署

実施する﹁経済産業大臣杯﹂
名人には︑瀬沼︑沖田両委員

で︑関西は1000人を目標

会事務局内にて標記委員会を

ー﹂

行︒出席者は以下の通り︒

研究所調べ︶
﹂を掲載︒

・日本パブリックゴルフ協会
平成

シスタントディレクター︶

ＧＫ︶

日︵ 水︶
︑

キップメントスタンダードア

年3月

議題 ︱4︑次回委員会の日程
平成

4面下段 ﹁100切りプロ
ジェクト﹂
︑﹁ゴルフ場利用税﹂

・日時

・場所 ビッグサイト会議室
会

︵土︶ 時〜 時 分

内にて開催︒

・主催

時〜 時 分︑協会事務局

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

︿※4月以降の委員会予定﹀

報告記事を掲載︒

23

た︒

開催した︒白石委員長が議長

を掲載︒
番ホール﹂ 瀧川委員

が担当︒

●
﹁

25

月の間で 回実施予定︒1回

いて

事務局より︑過去最高の入

16

記事を掲載︒

協会関連事項

日︵ 水︶
︑

広報委員会
年2月

15

26

議題 ︱3︑次回委員会の日程
として集める︒

が任命され協議に入る︒

員会の活動報告と成果︑
﹁ハ
﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ
●

92

92

平成

20

25

25

・場所 日本エアロビクスセ

1〜2面 ﹁ゴルファーズア

たと思われる︒
の模様を掲載︒
・タイトル ﹁Ｒ＆Ａ用具規

日本ゴルフ用品協

議題 ︱1︑3月号について
3面〜4面 ﹁ジャパンゴル
則フォーラム﹂

・主催

・場所 ビッグサイト会議室

︵金︶ 時〜 時

た︵5万5115人︶
︒梅田
ンケート2013﹂報告記事

委員長の紹介による新聞媒体
︵サンケイスポーツ︑スポー
﹁
●

を掲載する予定︒

1〜2面 ﹁2013米国Ｐ
フフェア2013来場者アン

番ホール﹂ 小崎委員

ツ報知︑日刊スポーツ︑日本

ＧＡショー﹂報告記事を掲載︒
ケート集計結果﹂
︑
﹁西日本試

29

①﹁真名カントリークラブ﹂

名︑好評にて終

番ホール﹂ 黒子委員

21

協会事務局内にて標記委員会

30

18

25

10

17

経済新聞︶への掲載が影響し

15

16

4月 日
︵金︶
︑5月 日
︵水︶
︑

ュー﹂を掲載︒

6月 日︵木︶
︑7月 日︵金︶

講習会委員会

・受講者

6面 協会関連事項の中で︑
各委員会議事録を掲載︒
議題 ︱2︑4月号の編集につ

30

フフェア2013﹂報告記事

いて

14

65

03

●
﹁

30

25

12

25

12

13

03

が担当︒
﹁ゴルフの日﹂の提

15

23

25

03

30

25

25

27

26 29

03

13

13

61

25

25

19

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

30

16

13

10

27

15

38

10

25

30

25

19

19

25

11 25

27 26

25

20

10
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