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北京ゴルフショーリポート
市場進出を狙う企業中心へと力点が変わる中国ゴルフショー
去る2月 日〜 日の3日間︑中国・北京の中国ナショナルコンベンションセンターで中国ゴルフシ
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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

雰囲気が変わり︑エンドユー

2年連続でプレーオフ︑初のオー

ストラリア人アダム・スコットの優

勝で今年のマスターズも盛り上がり

ザーが見に来て楽しめる雰囲

国内トーナメントでは︑女子がニ

じる方も多いのではないでしょうか︒

者︑メンテナンス機器と練習

場設備の業者など︑開業すれ

気は弱まっている︒新たなメ

さくらプロの復活︑男子は松山英樹

ューフェースの台頭著しい中︑横峯

ズを見て︑ゴルフのシーズンインを感

ば手っ取り早く金が回る業界

ーカーを探す業者が来てこそ

ましたね︒最近は日本でもマスター

の企業が大小のブースを開く︒

収穫がありそうな催しになっ

を競っていたが︑今年はそれ

を並べてそれなりに華やかさ

の風神雷神をモチーフに︑日

ィバッグを出品︑
﹁俵屋宗達

銘打った凝った刺繍のキャデ

事実︑日幸物産は﹁雅﹂と

てきたことで面白くなってきました︒

ップ予選通過と︑魅力ある選手が出

プロの活躍︑ジャンボ尾崎プロのト

そのわりにフジクラ︑グラ

ほど大掛かりなブースは見ら

ているようだ︒

それに比べると用具業界は

かなり地味︒以前は大手メー

ストが出展していたが︑他に

ファイトデザイン︑それに三

カーが大面積の派手なブース
ったように感じる︒出展社も
は目立つブランドがない︒

とが出来ました︒舞台はアメリカジ

しょうか︒2000年頃に日本でも

たバッグを展示しました︒す

す︒父親の作ったゴルフ場リゾート

上演されたそうですが︑先日見るこ

ンスの伝説﹂という映画はご存知で

ところで皆さんは﹁バガー・ヴァ

大気汚染や黄砂の話題が飛
少ないし︑見に行く人も少な

キャスコ︑ヤマハ︑グロー

ぐに買いたいとおっしゃる方

の存続︑起死回生のために娘さん

本ならではの刺繍技術を使っ
のブースが目に付いたりす

ブライドなど︑大きめのブー

がおられる一方︑しげしげと

れなかった︒

ホンマという︑中国で名の通

る︒これらも現地代理店の出

スで目立ったブランドもあっ

見て写真を撮っていかれる方

︵アデール︶がゴルフエキシビジョ

浦技研など︑パーツメーカー

ったブランドが見当たらな

展のようだが︑用具業界がそ

たが︑以前に比べて数は減っ

もいらっしゃる状態で︑人が

日本のメーカーもミズノ︑

い︒ブリヂストン︑ヤマハな

れほど大きくない中国で︑パ

ている︒その中で目立ってい

途切れません︒真似もされる

日の3日間︑オリンピック

の印象がますます強くなっ

どは一応出ているが︑現地の

ーツ業者が意外に頑張ってい

たケンタックゴルフ︒出展は

コンベンションセンターで中

さして︑大手は独自に顧客向

ているらしい︒それに嫌気が

うえに︑さらに値上げを図っ

が︑もともと出展費用が高い

金額については諸説ある

い︒

どうやら出展費用が問題らし

のか？ 地元の業者に聞くと

一体なぜ大手は出展しない

メーカーは苦戦しています︒

高額品市場に力を入れていた

まっています︒当社のような

って以来︑高額品の動きが止

額な贈り物を抑える姿勢を取

締めを打ち出し︑役人への高

﹁習近平国家主席が風紀引き

そのブースで本間顕一氏は︑

同じブースで展示しているが︑

現地の代理店で他ブランドも

と思い︑出展しました︒まだ

ブを中国の市場に提供したい

﹁妥当な価格で高機能なクラ

していた︒

ブースを出して代理店を募集

一方︑アメリカン倶楽部も

います﹂
︵松下真也社長︶

として注目してもらえると思

大変︒日本ならではのバッグ

る刺繍を本当に真似するのは

でしょうが︑この立体感のあ

たそのタイミングで︑地元代表とし

に帰らず行方不明︒ 年ぶりに戻っ

富豪の娘のアデールと結婚もしてい

ていた輝かしい実績の持ち主で︑大

のジュナ︵マット・デイモン︶が加

画です︒ところが︑そこに地元出身

ーゲンを競わせようという大胆な企

ビー・ジョーンズとウォルター・ヘ

ンマッチを考えます︒それもあのボ

は1929年の大恐慌時に遡りま

ョージア州南部の町サバンナ︒時代

国ゴルフショーが開かれた︒
た︒出展社が少ない︒テーラ

代理店が自主参加という雰囲

るという不思議な光景だ︒

の雰囲気だった︒

そのニュースの影響や昨年
ーメイド︑キャロウェイなど︑

気︒力を入れた展示に見えな
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競技場近くの中国ナショナル

来の領土問題等々の影響もあ
米国大手メーカーのブースが

い︒

けに展示会︑発表会︑あるい

今後中国市場の動きも変わり

成長の可能性を持っている市
で確実にビジネス相手にアピ

これから中国に進出を目論

出 展 を 見 送 っ た︒ 一 方 で︑

外資メーカーや日本企業が

立している企業など︑大手

では︑既に業界で地位を確

催された北京ゴルフショー

中国ゴルフ市場︒２月に開

今後の成長が期待される

は招待イベントなどを行って

そうです﹂
領土問題︑大気汚染など︑

ールできるので︑あえてこの

化が感じられるという︒

実はジュナは戦前南部一の天才ゴ

ルファーと言われ︑将来を期待され

た︒第一次世界大戦で自分だけ生き

残ったことへの悔恨から 年間地元

み立てをすべて日本で行って

場ですから︒当社は開発や組

との出会い︒そして彼から︑
﹁ゴル

ュナとキャディのバガー・ヴァンス

のスイング＝人生﹂を失っていたジ

ミズノ 藤原達

Ｐｅａｃｅ ｆｏｒｅｖｅｒ ！

今一度思い直す機会でもありました︒

てのスポーツ︑ゴルフであることを

戦争は人生を狂わせる︑平和あっ

と重ね合わせたところにこの映画の

る︒コース設計業者や建設業

ルフ場関連の業者で占められ

ー︑会場の面積の約半分はゴ

もともと中国のゴルフショ

業は早々に卒業していくらし

のであることと︑ゴルフを﹁人生﹂

りひとりにあるスイングは不変のも

天使的存在であり︑私たち全員ひと

︒
････
バガー・ヴァンスはジュナの守護

の結果は

戻せ﹂と言われ試合に臨みます︒そ

フをやる︵復活︶ことで人生を取り

おり︑メイド・イン・ジャパ

自分らしさを失い︑同時に﹁自分

るを得ない状況になってしまいます︒

て3人でのゴルフマッチに挑戦せざ

10

奥深さを感じました︒

一時期の活気ある市場とは

わり︑2日間 ホールでの対決へ︒

む企業やパーツメーカーの

いるという︒同じ程度の費用
日々ニュースを騒がせてい

ショーに出る必要を感じてい

と︑その意味でも市場の変

姿が多く見られている︒

る中国だが︑ゴルフ市場も

ないのだろう︑ということだ︒

10

い︒

業︒業界で地位を確立した企

とか︑定着しつつある中堅企

から中国の業界に進出しよう

だから出展するのは︑これ

変わりつつある︒
高額品︑贈答品など官僚
ゴルフを中心として成長し
ている市場にも︑中古クラ
ブやアクセサリーのビジネ
スが徐々に活発化している︒
企業規模︑業容によって
は︑中国ゴルフ市場の未来
は頼もしく︑そして眩しく
映るのかもしれない︒
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初日 日の様子を見て︑そ

って︑今年はこのゴルフショ
ない︒辛くもピン︑タイトリ

さそう︒日本の業者は様子見

び交っていた北京︒2月 〜

フショーをリポートした︒

ョーが開催された︒ゴルフ市場として成長が期待されるマーケット︑中国︒その現状を映し出したゴル
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ンのクラブとしてアピールも
かなり大きめのブースを出し

ブランドを伸ばそうと考え︑
などが並んでいた︒

ンゴルフや電子機器のブース
富裕層が多いとはいえ︑皆

２０１３年秋冬コレクション

大きいけれど︑当社は香港で

市場に挑戦するのはリスクが

説明に来ました︒単独で中国

に出展するというので︑私も

﹁香港の代理店がこのショー

おり︑真剣にゴルフに取り組

ッティングセオリーを持って

﹁当社は独自のシャフトフィ

が︑

トライファスも出展していた

また会社立ち上げ3年目の

と意欲を見せた︒

ースもあった︒同社はモバイ

動きが分かるフルミエルのブ

ではスウィング中のクラブの

フゾンがあったし︑電子機器

には日本でもおなじみのゴル

スクリーンゴルフのブース

気があった︒

で︑1階の会場とは違う雰囲

中古用品用具の購入は活発

た︒今秋冬の旬なスタイルは

るメーカーも多数見受けられ

な商品をラインアップしてい

ン毎のテーマに基づいて様々

た印象が強い︒また︑シーズ

かなりのこだわりを持ってい

の機能性やデザイン性など︑

された︒各メーカー共︑独自

展示受注会が都内各地で開催

013年秋冬コレクションの

今年の3月〜5月の間に2

水︑防汚効果とストレッチ性

採用︒高い防寒性に加えて撥

能素材﹁Ｗａｒｍ Ｕｐ ﹂を

ＴＯ︵アルベルト︶
﹂は新機

ョンが展開する﹁ＡＬＢＥＲ

一方︑グレンコーポレーシ

夫部長︶

んからも好評です﹂
︵荒川靖

アイテムとして︑バイヤーさ

的長期にわたって販売できる

くないため︑1月以降も比較

れている︒

く︑ギアとしての実質も問わ

パレルは見た目だけではな

展示受注会 続々開催

のビジネスパートナーの関係
むゴルファーや研修生︑プロ
ルアプリなどを得意分野とし

を兼ね備えている︒また︑上

が豊かなわけではない中国︒

を築いてきたところがあるの
などから製品を評価する声と
ており︑ターゲットとなる市

質な素材へのこだわりも特徴

指します﹂
︵松本宏幸氏︶

ました︒もう一段の発展を目

できます﹂
︵増沢良治氏︶
リンクスゴルフの木村真一

で︑そこと協力して進出する
ともに︑セオリーをもっと知
どういったものなのか？ そ

郎社長も︑

スタイルを取ります﹂
りたいという声が寄せられま
の様子をリポートしたい︒

の意欲を示している︒

いずれも中国市場に向けて

っていないのだとか︒機会が

受けるため︑ショーに出掛け

説明や現地メディアの取材を
﹁物﹂自体のビジネスからも

るつもりだという︒

あればどんどん海外にも広め
り

秋冬に向けた素材へのこだわ

追加する︒

ム︑コットン︑フランネルを

代理店から要請され︑その

場は日本だけとは最初から思

ちょっとスタンスが違うの
に以前から中国︑韓国をはじ
ました﹂
︵赤塚恒夫社長︶

はヒロマツモト︒同社はすで
め︑アジア市場に力を入れて

年秋冬の﹁アドミラルゴ

ドを知られたメーカーだが︑

その意味ではすでにブラン
フィッティングセオリーもア

製品はもとより︑シャフト
げていくようだ︒やや寂しい

フのビジネスは急速に幅を広

っと幅広いビジネスへ︑ゴル

する﹃素材﹄に各社こだわり

寒アイテムだが︑防寒を実現

秋冬のメインとなるのは防

フプレーを考慮したステッチ

ノ︶
﹂はシンプルながら︑ゴル

ＯＬＦＩＮＯ
︵ ゴルフィー

同じく同社が展開する﹁Ｇ

ョンを発表︒スコットランド

に︑レトロモダンなコレクシ

スコットランドへ〟をテーマ

ルフ﹂は〝ゴルフ発祥の地︑

を彷彿させるタータンチェッ

光景も見られた今年のゴルフ

ク︑アーガイルなどクラシッ

ジアに広めるため︑積極的に

や素材使いが特徴的︒その中

展開するつもりだという︒

でメインとなるのが︑カシミ
グリップインターナショナ

を持っているようだ︒

クテイストを現代風にアレン

による発展の可能性も見られ

ジ︒スポーツミックスやミリ

ショーだが︑新しいスタイル

アやウールなど上質な素材を

タリーといった趣の異なるテ

実は今回のショーには地下

使用したニットとアウターだ︒

イストを巧みにコレクション

の展示スペースがあり︑そち

ルが展開する﹁ロサーセン﹂

﹁ハイクラスなゴルフコース

へ取り込んでいる︒

﹁早く着手していましたが︑

からの一押しアイテムは︑ス

にも相応しい品の良さで︑袖

迷彩ブルゾンを展開するロサーセン

60

︵文・写真 川田泰三︶

トレッチの効いた防風パン

を通した瞬間︑ゴルファーを

近年あまり伸びていませんで
た︒

ツ︒裏起毛が施されており︑

らは中古クラブやアクセサリ

寒い時期に活躍するアイテム

オクラシシズム﹄
︒ 年代の

一方で︑グリップインター

ファッションを意識しながら

ナショナルが展開する﹁ヒー
ヤマニが展開する﹁アドミ

ドットやブロック︑アシンメ

虜にする圧倒的な着心地の良

ラルゴルフ﹂は︑秋冬より機

トリーのボーダーなど︑幾何

さと機能性が魅力です﹂
︵島

能面が改良される︒ニット類

学的な模様を多く取り入れた

として注目される︒

には︑東レ製の素材﹁ホット

﹁防風パンツやこれと同じ素

ウェーブ﹂を採用し︑さらな

デザイン展開となっている︒

試行錯誤が伺える︒ゴルフア

各社とも︑機能面における

で︑新たな顧客を獲得しそう︒

イト面双方の幅を広げたこと

採用︒デザイン・コーディネ

るという
﹁竹﹂
を素材の一部に

高くマイナスイオンも発生す

ナー類には蓄熱性・抗菌性が

さを求めている︒また︑イン

る軽量化とスイングのしやす

ルクリーク﹂のテーマは﹃ネ
は︑ 月の商品として展示し
ていますが︑見た目は冬っぽ

12

宗廣司副社長︶

ー類の販売︑そしてスクリー

台湾のゴルフメカニクスのブース
ヒロマツモトのブース

材を使用したブルゾンなど

した︒これではいけない︒も

日幸物産のブース

う一度真剣に取り組み直して

今回広いブースで存在をアピ

で︑秋冬よりツイード︑デニ

展開していた︒

様々なシーズンテーマ

した︒

キャスコのブース

ールしていた︒

13

素材へのこだわりを見せるアドミラル

ヒールクリークは
60年代のファッションを意識
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ケンタックゴルフのブース

ＯＵＴＥ ﹂が通る米国8州

﹁ＴＭＴクラシック﹂は︑
﹁Ｒ
いる︒

見せ方に大きな変化を加えて

ちりばめたゴルフスタイルを

リタリー﹂テイストを随所に

じながら﹁ウエスタン﹂や﹁ミ

デザイナーが各州の歴史を感

を巡るゴルフ旅行がテーマ︒

考えました︒そのため︑ボト

トの中で﹃色﹄を見せたいと

からはトータルコーディネイ

せてきましたが︑今シーズン

﹁これまでは︑単品で色を見

栄冠はどのペア？

アベレージゴルファー大集合！

抗戦﹂の予選大会参加チーム

年経済産業大臣杯全国ペア対

ＧＫ︶が主催する﹁2013

日本ゴルフ場事業協会︵Ｎ

け︑全国 のゴルフ場で予選

という2つのカテゴリーを設

女混合含む︶とレディスの部

のゴルフ大会︒一般の部︵男

誰でも楽しめるペア対抗形式

︻競技方法︼

②レディスの部

①一般の部︵男女混合含む︶

︻種目別︼

ネットスコアの合計︶

﹁ ２０１３年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦﹂参加ペア募集！

を募集します︒
同大会の趣旨は︑ゴルフに

して全国決勝大会に進出︒

ームが経済産業大臣杯を目指

大会を開催︒各部門の上位チ

なし︶

カット・算出ハンディの上限

①新ペリア方式︵ダブルパー

使用し︑トップスにカラーア
よる健康増進のアピールとゴ

ムスは比較的控えめの配色を

独自の世界観を醸し出して
ルフを通しての交友関係の拡

提案する︒

展開してきたが︑
﹁タウンユ

ィバッグなどの小物を中心に

︒子供時代から

クセントを置いています﹂︵前

︱

間旅行﹄

﹁魅力ある大会﹂とするため︑

︻決勝大会︼

アの内︑年齢の高い人上位︶

による︒同ネットの場合︑ペ

②順位決定︵ペア合計ネット

従来の﹁4名1組﹂より︑参

大であり︑ゴルフ市場活性化

加し易い﹁2名1組﹂のペア

の一環として実施するもの
で︑協力団体は以下の通り︒

戦に変更︒

年秋冬よりウエアでの展開
後援 経済産業省

︻競技規則︼

ースしやすい﹂との声が多く︑

協賛 ゴルフ市場活性化委員

同時期に開催されたサンエ

会︵ＧＭＡＣ︶
︑ 日本ゴル

ー・インターナショナルの
﹁パ
ーリーゲイツ﹂は春夏コレク
は﹁ＴＭＴクラシック﹂
︒小

縄県名護市︶※決勝大会進出

大人になるまでのメモリーを

ションで︑特徴的なスタイリ
物ほか︑売れ筋のパーカーは

会場コースのローカル・ル

日程

者には決勝大会の旅費を補助

思い出し︑それを季節ごとに
ゴルフという歴史あるスポ

表現していくというものだ︒

ネイトを同じ柄で合わせ︑キ

ングを提案︒上下のコーディ

フ協会︑ 日本パブリックゴ

ール及びＪＧＡゴルフ規則を

同じく迷彩柄を展開するの

を開始する︒

ーツの特性だろうか︑テーマ
バックプリントに﹁ＴＭＴ﹂

適用する︵距離計測器使用

月7日︵木︶

ト・カヌチャゴルフコース
︵沖

カヌチャベイリゾー

はいずれも過去のモノ︒歴史
ャップやベルトなどの小物と

協会︑㈳全日本ゴルフ練習場

ルフ協会︑ 日本ゴルフ用品

するこだわりよう︒

① Ｈ・ストロークプレー
②2名1組のペア戦︵2名の

会場

ある風情が︑現代ゴルファー
のロゴをあしらい︑迷彩柄に

このようなコーディネイト

特別協賛 大塚食品㈱
アマチュアゴルファーなら

２０１３ ＰＧＳ主催

︻プレー条件︼

可︶
︒

併せて展開している︒
また︑今秋冬から新たに︑
ゴルフシューズを収納できる

提案は︑バイヤーの力量も試
される︒顧客の好みだけでは
が登場︒薄くて硬いナイロン

﹃ミリタリートートバッグ﹄ ︻大会概要︼
素材を使用したトートバッグ

なく︑顧客自身のスタイルに
を楽しんでもらおうというわ

で︑あえてビンテージ感を施

︱3864 ︱67

日本ゴルフ場事業協会

︻問い合わせ先︼

01

ＴＥＬ

日本パブリックゴルフ協会

けではなく︑ゴルフの楽しさ

フを﹂の部分にも合致するだ

ある﹁続けよう︑もっとゴル

ＧＭＡＣのスローガンでも

しくは日本パブリックゴルフ

現在︑参加者を募集中︒詳

でしょう︒

ルフを楽しんでみてはいかが

入れた新たな競技方法で︑ゴ

﹁ドリーム・エイジゴルフ大会﹂参加者募集！

以上︑ゴルフアパレル各社

活性化委員会︵ＧＭＡＣ︶が

︵ＰＧＳ︶主催︑ゴルフ市場

をシニアの人たちに︑もっと

※

の展示会模様をリポートし

後援する﹁ドリーム・エイジ

※

た︒全体的にタウンユースを

ゴルフ大会﹂の地区予選大会

※

した加工が注目される︒

各社のオススメアイテムか

意識したコーディネイトが目

※

ら︑最新の流行が見えてくる︒

立ってきた感がある︒今後︑

ンツがオススメだとか︒レギ

化に寄与することを期待した

おしゃれビジネスが市場活性

がスタートしました︒

もっと味わっていただこうと

協会へ︑

グレンコーポレーションが
展開する﹁Ｂｕｎ ｋｅｒ Ｍｅ
お洒落上級者には﹁ロサー

ンスと合わせるなど︑多彩な

い︒
次回は︑アパレルやアクセ

るための競技です︒ゴルフで

方々の健康の保持増進に資す

ファーを対象とし︑シニアの

本年度はＰＧＳ加盟 コー

このような大会が必要です︒

いま︑ゴルファーの拡大にも

団塊の世代が 代に入った

の楽しさ﹂
︑
﹁元気で長生き﹂

スで予選を開催︒東・中部・

ハンディ競技として開催する

齢﹂ハンディのみのアンダー

を廃止します︒参加者の﹁年

方式から︑
﹁歩数﹂ハンディ

した従来のハンディキャップ

の﹁年齢﹂と﹁歩数﹂を加算

間と〝遊び心〟を取り

しょうか︒同世代の仲

っていくのではないで

で︑ゴルフの輪が広が

を募ってもらうこと

関係者が奮って参加者

催いたします︒ゴルフ

会︵個人戦のみ︶を開

西日本地区にて各地区決勝大
平成 年度競技より参加者

をテーマにしています︒

21

︱3563 ︱23

セン﹂のダウンのショートパ

注目のアイテムが続々

けだ︒

変化を与え︑
﹁今年の自分﹂

連盟

の支持を集めるということな
のか？
トータルコーディネイトで魅
せる
ブランドコンセプトを大切
にしている商品は︑シーズン
毎のテーマをあえて設けずに

11

ンタリティー︶
﹂
は︑ロイヤル︑

コーディネイトで勝負をかけ

03

ｎｔａ ｌｉｔｙ ︵バンカーメ
ピンク︑ブラックを中心に︑

コーディネイトを楽しめそ

歩くことを推奨し︑
﹁ゴルフ

ロサーセンが手がける
ダウンのショートパンツ

12

http://www.gmao.jp/
index.html

●ＧＭＡＣホームページ

http://www.pgs.or.jp/
user/top.do

●ＰＧＳホームページ

88︒

ポロ︑ニット︑アウターとの

う︒また︑ 年秋冬のグッズ

を基に検証をする予定︒お楽

サリー市場動向について数字

いうものです︒

組み合わせを提案︒
Ｖネック︑

から取り入れた﹁ミリタリー

同大会は︑ 歳以上のゴル

クルーネック︑カラーカーデ

テイスト﹂風の迷彩柄も注目

しみに！

ィガン等のニットやスポーテ

60

ィーなジッパーを厳選した︒

ＴＭＴクラシックは
ウエスタン＆ミリタリー

を集める︒これまではキャデ
独自の世界観を醸し出すＤＷＤ

03

るようだ︒

18

13

︻昨年との変更点︼

出 荒川部長︶

トータルコーディネイトが魅力の
バンカーメンタリティー

いる﹁ＤＷＤ﹂のテーマは﹃時

51

66

﹁ロサーセン﹂は展示会での

65

ことになりました︒

25
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ゴルフ用品販売技術者講習会第

期 受講生募集
〒297 ︱0201
千葉県長生郡長柄町上野52

ディショニング研究所︶
③ゴルフ用品市場動向
1 ︱4

ゴルフ用品販売技術者︵Ａ．
Ｇ．Ｓ．Ｃ︶講習会は︑当協
所︶

・三石 茂樹︵矢野経済研究

称を変え︑更にゴルフ用品販

ラブ販売技術者講習会から名

⑤ゴルフクラブ知識

公正取引協議会︶

・宮地 弘孝︵スポーツ用品

④公正競争規約

受講費用

ＦＡＸ 0475 ︱

33

グリーン・ティー・チャリティー２０１３

﹁ＪＧＧＡゴルフ大試打会﹂ 愛知
リーン・ティー・チャリティー

が主管する中部地区での﹁グ

当協会主催︑中部日本支部

盛況のうちに終えることがで

業も昨年より3社上回り︑大

参加者数が701名︑参加企

い状況が続いておりますが︑

業界的には︑まだまだ厳し

トを試打と同時に開催︒ＧＴ

また︑今年も様々なイベン

ト告知などを行った︒

力のもと雑誌の紙面でイベン

デイやゴルフマスターズの協

メーカーのブースを回って試

り︑大変好評でした︒次回は︑

は︑4打席が埋まる場面もあ

﹁お楽しみ販売コーナー﹂を

ナルグッズなどが購入できる

愛用品やトーナメントオリジ

ムコーナー﹂
︑ツアープロの

レンジで賞品が貰える﹁ゲー

Ｃ企画として︑ドラコンチャ

同練習場はドライビングレ

打した方に豪華賞品をプレゼ

特にレディスコーナーで

きました︒

ルフ大試打会﹂が︑ゴールデ
日

ンジが400ヤードで︑1階

︵愛知県瀬戸市︶
で開催された︒

と2階を含め320打席を誇

万8000円

ン︶
食事代ほか諸費用一切を含

︵宿泊費
︿コテージ1室2名﹀
︑

非会員

生を募集いたします︒これま
⑥ボール
む︒消費税込み︶

などの企画も行いたいと思い

ントする﹃スタンプラリー﹄

﹁ゲームコーナー﹂では 名

実施︒

なゴルファーが参加した︒

︵別表参照︶
︒701名の熱心

る地元で人気のゴルフ練習

お送りいたしますので指定日

場︒今年は︑昨年より3社増

⑧キャディバッグ
までに納付下さい︒なお︑既

費用納付

⑨グローブ

⑦シューズ

ジャパンインク︶

下事項をご承知のうえ︑所定
・佐々木 隆︵ブリヂストン

後援は㈳全日本ゴルフ練習

なお︑今回行われたチャリ

00円の寄付金がよせられた︒

全19社

ティイベントによる寄付金

ヨネックス

場連盟で︑㈱ジュピターゴル

横浜ゴム

フネットワーク︑ゴルフ倶楽

ヤマハ

﹁過去2年間は雨模様でした

ミズノ

が︑試打会当日は天候にも恵

X-GOLF JAPAN

キャスコ

ず︑返却致しません︒

イオンスポーツ

納負担金は理由の如何を問わ

マルマン

は︑グリーン・ティー・チャリ

マスターズ

ティーに寄付される︒

本間ゴルフ

部大樹瀬戸の協力のもと開

ブリヂストンスポーツ

催︒その他にも︑ゴルフトゥ

藤倉ゴム工業

まれ︑多くのゴルファーに参

テーラーメイドゴルフ

加頂きました︒

〒101 ︱0021

ダンロップスポーツ

申込

⑫ウッド型クラブ

シャフトラボ

期間 平成 年7月 日︵金︶

⑬アイアンクラブ

︱3832 ︱85

神田小林ビル4階

東京都千代田区外神田6 ︱
︱

︱3832 ︱85

アクシネットジャパンインク

迄

ゴルフクラブ及びゴルフ用
⑭クラブ計量
ＴＥＬ

申込先 一般社団法人日本ゴ

品の科学的基礎知識を修得し︑
⑮クラブヘッド素材
89
94

①成績優秀な受講生︑並びに

賞罰
別途委員会で指定した事項に

⑰ゴルフ用具規則
協会用具規則担当︶

・大久保 裕司︵日本ゴルフ
⑱ゴルフクラブチューンアップ

グローブライド

受講を希望される方は︑以
の申込用紙に必要事項を記入
スポーツ︶

が参加し3200円︑
﹁お楽し

し︑当協会事務局までお申し
⑩ウエア

ます﹂
︵中部日本支部長・伊

込みください︒ただし︑申込
・高井 啓次︵デサント︶

のトップメーカー 社が参加

み者が定員を越えた場合は︑
⑪ゴルフシャフト

受講承認証並びに請求書を

当協会の講習会委員会でこれ

み販売コーナー﹂では1万6

キャロウェイゴルフ

藤巖︶

を調整することもありますの
・谷津田 愛樹︵日本シャフ

理論に基づいた販売技術の向
・益田 直幸︵ミズノ︶

ＦＡＸ

ト︶

で︑予めご了承ください︒

上を推進すると共に︑消費者
⑯クラブフィッティング

目的

へのサービスの向上と︑ゴル
・清水 俊充︵ミズノ︶

ルフ用品協会

フ用品産業のレベルアップに

受講生資格

8月 日︵木︶まで3泊4日

該当する受講生を表彰しま
す︒

・女部田 真弘︵ミズノ︶
⑲接客技術

当協会々員並びに業界関係
企業の従業員︑プロゴルファ

②他人に迷惑をかけたり︑講
受講生は講習受講を停止する

習会の名誉を傷つけたりした

・渡辺 満枝︵ＥＭＭＹ︶
⑳店頭の活性化

認定試験

ことがあります︒

・宮木 淳︵日本ＶＭＤ協会︶

ー及び主催者が認めた方︒
名

募集定員

︿敬称略﹀
※以上の講習科目︑講師につ

講習科目及び講師氏名
①ゴルフ力学

講習最終日に認定試験を実
施し︑当協会の規定する以上

いては変更する場合がありま
す︒

の成績を修めた人には資格認

・三浦 公亮︵東京大学名誉
教授︶

定証並びにカードを授与しま

ゴルフ大試打会参加企業（50音順）

19

●日本メディカルトレーニン

す︒

11

25

03

03

11

講習会場並びに宿泊場所
グセンター

グラファイトデザイン

れております︒

・岡本 好生︵アクシネット

︵土︶
︑ゴルフ倶楽部大樹瀬戸

ンウィーク前の4月

︵ＧＴＣ︶
2013ＪＧＧＡゴ

in

での認定者数は3579名を

︱23

︱33

会の教育事業の一環として従

売の基礎︑関連知識を修得し
会員 9万8000円

ＴＥＬ 0475 ︱

来開催しておりますゴルフク

ていただくため開催されるも
・竹林 隆光︵フォーティー

35
35

数え︑業界の第一線で活躍さ

13

のであり︑本年は第 期受講

20

38

②ゴルフコンディショニング
理論
・石渡 俊彦︵スポーツコン

19

16

11

38

貢献することを目的とする︒

26

平成 年8月 日︵月︶〜

講習期間
25

29

80
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ダンロップスポーツ

1

X HOT FW SERIES

キャロウェイ
2

913D3

チタン

アクシネット

2

ROCKETBALLZ FW
SERIES

テーラーメイド
3

ROCKETBALLZ SERIES

チタン

テーラーメイド

3

ROCKETBALLZ STAGE2
FW

テーラーメイド
4

R1

チタン

テーラーメイド

4

XXIO7 FW SERIES

ダンロップスポーツ
5

ROCKETBALLZ STAGE2

チタン

テーラーメイド

5

XXIO7 UT SERIES

ダンロップスポーツ

3月1日〜3月

3

CALLAWAY FORGED
WEDGE SERIES

キャロウェイ
4

RAZR X BLACK NS PRO

スチール

キャロウェイ

4

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
5

XXIO7 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

5

TOURSTAGE X-WEDGE
ブリヂストン
FORGED SERIES（2013）
メーカー名

順位

日

キャロウェイ

SRIXON Z-STAR SERIES
（2011）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

SCOTTSDALE TR
PUTTER

ピン
4

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット
5

DUAL FORCE Classics
SERIES
アクシネット
2ピース
HVC SERIES

PUTTER BEST５
４ピース

ブリヂストン

1

VERSA SERIES

キャロウェイ
2

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
4ピース

アクシネット

2

METAL-X SERIES

キャロウェイ

リアルマーケットレビュー

有賀園ゴルフの有賀史剛社長

群馬県高崎市に本社を置く㈱

ビューは︑先月号に引き続き︑

今回のリアルマーケットレ

に︑国産ブランドの商品をき

方が多い︒そのようなお客様

高年齢の富裕層はそのような

特に当社の中心顧客である中

きている人は非常に少ない︒

ドは欠品リスクが大きい︒そ

ドで展開している海外ブラン

依存した場合︑ワールドワイ

いる︒海外ブランドに過度に

ルに慢性的な欠品が発生して

︵有賀史剛 社長︶

に話を伺いました︒
※

のような欠品リスクも国内ブ

※

ランドの構成比を高めてゆく

※

ラブの中でもドライバーに関

良かった︒しかし︑ゴルフク

月はゴルフクラブ以外売上が

こまでの業績だが︑直近の3

有賀 2013年の当社のこ

戦略についてお聞かせ下さい︒

の方にばかり目が向いてしま

条件面で優位性のある外ブラ

していて売りやすかったり︑

有賀 海外の有名プロが使用

た？

ランドの販売を強化してい

これまでは意図的に海外ブ

現在当社では約 万人のお

変えていこうと考えている︒

強化を図り︑宣伝広報戦略を

改善していって︑財務基盤の

有賀 今後は更に経費構造を

ここからは︑今後の御社の

※

しての数字が悪くて︑前年の

った面がある︒国内男子トー

今後の中期的な戦略は？

でもある︒

9掛ほどの数字に止まってい

戦略を取ることの一つの要因

ちんとお勧めするようにして

シリーズ⑲

チタン

ゆきたい︒

部門別売れ筋ランキング

ダンロップスポーツ

構造

単価に差があるのが原因︒

は中心になっているクラブの

る︒これは︑昨年と今年とで

メーカーさんには不利に働い

モーションを行っている国内

ことで︑国内プロ中心にプロ

ナメントの開催が遅れている

は 万人に減らし︑残りの

かなり高い︒これを3年後に

しているのだが︑この経費が

客様に年間7回のＤＭを送付

しい環境だった︒これから先

い付かない︑という非常に厳

生懸命数を売っても金額が追

中心になって動いたため︑一

とした比較的安価なモデルが

セージを発して共に頑張って

頑張りましょう﹂というメッ

もう一度﹁国内メーカーさん

ーナメントも始まったので︑

思う︒しかし︑国内男子のト

てしまっている面があったと

0〜3000人という小さい

かくセグメントして︑100

もこの一つ︒

い︒ＡＧＯを立ち上げた目的

できるシステムを構築した

万人にはメールでＤＭを送付

今年は海外ブランドを中心

は海外ブランドと国内ブラン

行きたいと考えている︒

だが︑決して﹁海外メーカー

有賀 誤解して欲しくないの

ない？

激しくて単価も安いので売ら

海外メーカーは価格競争も

トの情報を提供することで顧

品ですよ﹂というピンポイン

はなく︑
﹁これはあなたの商

つまり︑総花的な商品情報で

を発送できるようにしたい︒

その顧客属性に合わせたＤＭ

クラスターレベルに対して︑

更には当社の顧客情報を細
ドの構成比を見直して︑もう

る消費者が増えている中で︑

の販売に手を抜いて国内メー

少し国内ブランドの比率を高

小売店サイドの意思による

カーに肩入れする﹂というこ

様が増えているのは事実︒し

有賀 確かにそのようなお客

うか？

理矢理国内ブランドの商品を

求めて来店されたお客様に無

とではない︒外ブラの商品を

万人を対象としたＤＭでは

方法︒このレベルであれば︑

客満足度を高めていくという

最近は︑
﹁指名買い﹂をす

めたいと考えている︒

いったことは可能なのでしょ

﹁ブランド構成比の是正﹂と

10

有賀園ゴルフ②

XXIO7

20

＝矢野経済研究所＝

スチール

BALL BEST５

10

ブが合うのか︑正確に判断で

く︑ましてや自分にどのクラ

性までを知っている人は少な

けれど︑それぞれの商品の特

か︑といったことには詳しい

思う︒どんな商品が出ている

いて知らないのではないかと

ーの ％はクラブのことにつ

かし︑私の感覚ではゴルファ

回は海外ブランドの一部モデ

しょう︑という話︒それと今

の努力を販売側としてやりま

を納得してご購入頂けるため

言い換えれば単価の高い商品

内メーカーのクラブの良さ︑

クラブをお勧めする中で︑国

あくまでもお客様に合った

押し売りすることはしない︒

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

度築き上げよう﹂ということ︒

ョンに根ざした商売をもう一

﹁お客様とのコミュニケーシ

専門店として本来あるべき

かなサービスをしましょう︑

すくなる︒要するにきめ細や

メーカーさんも企画に乗りや

協賛不可能だった中小規模の
80

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

PHYZ

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︑

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︶

XXIO 7

パー品も︑3月

3

﹁3月は前年同月比でクラブ

フォーティーン

に入り一段と値

RM-12

引率が拡大して

2

を中心に高い成長を記録して

テーラーメイド

いますが︑詳細に見ていくと

スチール

います﹂

ROCKETBLADEZ KBS
TOUR

マークダウン品で底上げされ

2

アクシネット

ている面が強く︑2013年

1

新製品を中心としたプロパー

ダンロップスポーツ

品はフェアウェイウッドの一

カーボン

部を除いて力強さに欠ける印

1

象が否めません︒それらプロ

XXIO 7

ドライバー５位＝
ROCKETBALLZ STAGE2
3

5

メーカー名

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE（2012）

順位

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

メーカー名
順位

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

20

31
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広報委員会

・事務局 中村専務理事︑蓋
手島実行副委員長︑森本実行

︿ジュニア﹀西本実行委員長︑ ︻所在地変更︼

●キューブ︵東日本支部︶

新住所 〒150 ︱0033

︱8

ヒルサイドテラス Ｆ304

東京都渋谷区猿楽町

新住所 〒298 ︱0205

︵東日本支部︶

務局は︑鈴木氏︒

︱6247 ︱07

︱6247 ︱07

庫県尼崎市サンランド武庫川

西日本大試打会﹂
開催報告
︵兵
した東日本大震災はゴルフ産

も大切な目的のひとつとなっ

を通じて普及させていくこと

ー・チャリティー﹂を同大会

とアンダーハンディの部を東

コースは︑女子のスクラッチ

ゴルフメディアの部 ※実施

部︑女子の部︶
︑アンダーハ

︵団体戦＆個人戦︑各男子の

92

ＦＡＸ

91

ＴＥＬ

︱58

︱58

千葉県夷隅郡大多喜町沢山2

93

Ｊａｐａｎ Ｇｏｌｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

議題 ︱3︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

業にも大きなダメージを与え

知県瀬戸市ゴルフ倶楽部大樹

中部大試打会﹂開催報告︵愛

をし︑ゴルファーの方々にゴ

風の中で自ら率先してゴルフ

に携わる人間として︑この逆

ました︒しかし︑ゴルフ業界

の通りです︒

ております︒大会詳細は以下

加・ご協力をお待ち申し上げ

ご賛同いただき︑皆様のご参

是非︑
同大会趣旨にご理解・

ています︒

チーム︵1チーム4名︶

・スクラッチ部門男子の部

96名

ンディ部門︵団体戦のみ︶
︑

7月号の編集について
②﹁2013ＪＧＧＡゴルフ

ゴルフセンター︶

瀬戸︶

ルフの楽しさを強くアピール

︻実施概要︼

常総会﹂報告記事を掲載する

③﹁2013ＪＧＧＡゴルフ

すると同時に︑ゴルフ業界全

2011年3月 日に発生

5月号について
1面〜2面 ﹁平成 年度通

が担当︒
東日本大試打会﹂開催予定報

体に元気を与えていかなくて

■募集人数

チーム 組1

チーム︵1チーム2名︶

・スクラッチ部門女子の部

チーム︵1チーム4

・アンダーハンディ部門男子
の部
名︶

・アンダーハンディ部門女子

6面 協会関連事項を掲載︒

ュー﹂を掲載︒

6面 協会関連事項を掲載︒

ュー﹂を掲載予定︒

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

④オリンピックをテーマとし

企画について

③全国ゴルフ場の﹁お土産市﹂

について

れ︑ゴルフ関連企業 社︑計

第2回大会は︑晴天にも恵ま

しております︒昨年行われた

ｕｓｔｒｙ

Ｃｕｐ ﹂を開催

援・ゴルフ市場活性化委員会

日本ゴルフ用品協会︑ ●後

安永豊彦
︵同副会長︶
︑●主催・

弘
︵同副会長︶
︑●実行委員長・

スクラッチ部門女子の部︵1

子の部︵1チーム／4万円︶
︑

■参加費 スクラッチ部門男

ーム︵1チーム2名︶

年度通常

第3回 ゴルフ関連企業

チーム︵1チーム2

議題 ︱2︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

議題 ︱4︑次回委員会の日程

チーム／2万円︶
︑アンダー

6月号の編集について

ハンディ部門男子の部︵1チ

1面〜2面 ﹁中国ゴルフシ

ウッドゴルフクラブ︑ ●企画

︵ＧＭＡＣ︶
︑ ●協力・レイク

平成 年5月 日︵水︶

載︒

ンルームＡにて標記委員会を

㈱大広内のプレゼンテーショ

田実行委員︑渡辺実行委員︒

︿シニア﹀吉本実行委員︑嶋

は以下の通り決定

②各小委員会の分担について

展を目指したいと考えており

本のゴルフ産業の活性化と発

連企業の相互理解を深め︑日

技ゴルフを通じて︑ゴルフ関

した︒第3回大会としても競

大会を開催する運びとなりま

東コース︵ 組程度︶

大 磯 町︶ 西 コ ー ス︵ 貸 切︶
︑

ゴルフクラブ︵神奈川県中郡

■開催コース レイクウッド

日︵月・祝日︶

ーイズ

品協会︑ ●実施事務局・㈱ボ

●大会事務局・日本ゴルフ用

ストリーカップ実行委員会︑

運営・ジャパンゴルフインダ

年と同様とさせていただきま

門の表彰などについては︑昨

部︵1チーム1万円︶

1万円︶
︑ゴルフメディアの

ディ部門女子の部︵1チーム

ーム2万円︶
︑アンダーハン

ジャパンゴルフフェア２０１４

開催した︒

運営事務局は︑中田氏︑町田

ます︒また︑ゴルフ業界全体

集結し︑無事大会を終えるこ

掲載︒

︻出席者︼

氏︒

で行っている東日本大震災復

とができました︒

2面〜3面 ﹁ゴルフウエア

・別府フェア委員長

︿レディス﹀天満実行委員︑

いて

特集﹂を掲載︒
﹁2013年

・西本実行委員長︑手島実行

酒井実行委員︑勝俣実行委員︒

●
﹁写真﹂ ﹁中国ゴルフショ

ー2013﹂会場内の模様を

平成

年4月

日︵ 水︶
︑
17

10

そこで今年も 月に第3回

■開催日 2013年 月

14

第２回実行委員会

経済産業大臣杯全国ペア対抗

副委員長︑吉本実行委員︑嶋

25

が担当︒

戦﹂
︑
﹁2013ＰＧＳドリー

田実行委員︑酒井実行委員︑

10
■競技部門 スクラッチ部門

10

ついて

ム・エイジゴルフ大会﹂参加

38

ページをご覧下さい︒

す︒詳しくは︑当協会ホーム

※参加規程︑競技方法︑各部

＋昼食＋表彰式︶

円︵1Ｒキャディ付プレー費

■プレー料金 2万2000

者募集の案内を掲載︒

興支援活動﹁グリーン・ティ

①小委員会のスケジュールに

20

運営事務局は︑曽良氏︒

番ホール﹂ 藤原委員

29

石田実行委員︑勝俣実行委員

●
﹁

25

4面上 ﹁第 期ゴルフ用品

19

ョー2013﹂報告記事を掲

166名の選手が石岡ゴルフ

●大会会長・馬場宏

コース使用で予定

●
﹁写真﹂ ﹁平成

告
︵神奈川県横浜市ウィンズラ

予定︒

が担当︒
総会﹂会場内の模様を掲載︒
ジャゴルフステーション戸塚︶

はなりません︒

対抗ゴルフ選手権

ｐ

の部

番ホール﹂ 増本委員

●
﹁写真﹂ ﹁2013ＪＧＧ

3面 ﹁第 回日本プロゴル
議題 ︱2︑
﹁ジャパンゴルフ

としてはこの機会に自らの手

名︶

49

倶楽部︵茨城県小美玉市︶に

●
﹁

Ａゴルフ西日本大試打会︵兵
フ選手権﹂
︑
﹁グリーン・ティ
フェア2014﹂について

で新しい大会を企画し︑20

■組織

・ゴルフメディアの部 6チ

番ホール﹂ 小崎委員

庫︶
﹂会場内の模様を掲載︒
ー・チャリティー活動報告﹂

1︑基本方針作成に向けた集

之︵日本ゴルフ用品協会会

62

2︑小委員会の役割分担につ

25

●
﹁

3面〜4面 ﹁第 回ジャパ
を掲載予定︒
中討議

11年よりゴルフ関連企業対

長︶
︑ ●大会副会長・別府幹

Ｃｕ

ンゴルフフェア2013来場
4面 ﹁ゴルフウエア特集﹂
︑

抗ゴルフ選手権﹁第1回 Ｊ

Ｇｏ ｌ

者アンケート﹂
︑
﹁2013Ｊ
﹁2013Ｊ ＧＧＡゴルフ東

①新規出展増加施策について

ａｐａｎ Ｇｏ ｌｆ Ｉｎ ｄ

■名称 Ｊａｐａｎ

ＧＧＡゴルフ西日本大試打会

②グリーン・ティー・チャリ

ｆ Ｉｎ ｄｕｓｔｒｙ

︵兵庫︶
﹂報告記事を掲載︒
日本大試打会︵横浜︶
﹂を掲

ティー最終年度に向けた企画

18

10

81

19

た公募企画について

このような状況から当協会

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
載予定︒

11

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

18

10

47

19

告記事を掲載︒

25

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

ズ・アンケート2013﹂報

1面〜2面 ﹁ゴルファー

﹁第３回 ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権﹂開催

Ｃｕｐ

ＦＡＸ 0470 ︱

90

ＴＥＬ 0470 ︱

︱1

議題 ︱3︑今後の実行委員会

18

●マグレガーゴルフジャパン

事務局長
委員︑石田実行委員︒運営事

西本実行委員長が議長とな

・運営事務6名
り︑議事進行︒議事録署名人

21

変更事項

25

03

03

販売技術者講習会﹂受講生募
平成 年5月 日︵火︶

の開催スケジュールについて

議題 ︱1︑
﹁2013Ｊ ＧＧ

には︑嶋田実行委員︑酒井実行

Ａゴルフ大試打会﹂開催報告

委員が任命され協議に入る︒

について

集の案内を掲載︒

報告記事を掲載︒

ゴルフ中部大試打会︵愛知︶
﹂

︻報告事項︼

4面下 ﹁2013Ｊ ＧＧＡ

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
1︑ゴルフ大試打会開催報告

日︵ 金︶
︑

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
①﹁2013ＪＧＧＡゴルフ

年4月

を開催した︒梅田委員長が議
ュー﹂を掲載︒

平成

長を務め議事進行︒議事録署
6面 協会関連事項を掲載︒

協会事務局内にて標記委員会

名人には藤原︑黒子両委員が

26

任命され協議に入る︒

25

議題 ︱1︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

62

62

協会関連事項
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