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ゴルフ先進国のアメリカに

かってきている︒

を伴って︑進行することが分

間︶
・地域内格差
︵県内市町村︶

業界
〝初〟リアルゴルファー２万人アンケート ＮＧＫ速報

一般社団法人日本ゴルフ場事業協会︵ＮＧＫ︶は先頃︑ゴルファー1万8
000人超のプレー動態を分析した﹁ゴルフ場入場者一斉調査報告書﹂をま
とめた︒調査期間は昨年 月〜 月上旬で︑全国一斉に コースのゴルフ場
の協力を得て実施し︑回答を得たもの︒今回行われた約2万人規模の大規模
調査は︑ゴルフ界では初めての試みだったという︒これら過去最大数のデー
タ集計の各調査項目を複合的に分析した同調査報告書を抜粋して紹介する︒

書﹂をまとめた︒これは個別

ルフ場入場者一斉調査報告

のプレー動態を分析した﹁ゴ

ゴルファー1万8000人超

事業協会︵ＮＧＫ︶は先頃︑

ゴルフ用品となる︒以下︑月

習場利用状況︑⑧入場者使用

⑥コース間差異︑⑦入場者練

平日差異︑⑤都道府県間差異︑

③プレー内容の全容︑
④土日・

レーコース選択行動の把握︑

属性分布の把握︑②ゴルフプ

可避な問題である︒また︑平

応はゴルフ場経営にとって不

される2015年問題への対

アすることによって始まると

ゴルフマーケットからリタイ

﹁団塊の世代が 歳を迎えて

①マーケット調査の必要性

1．調査目的と必要性

動にはなっておらず︑ゴルフ

メリカのようなまとまった活

連団体が存在するものの︑ア

フ大国日本には各種ゴルフ関

一方︑アメリカに続くゴル

ている︒

するための調査と対策を講じ

財団︶がゴルフ市場を活性化

ｎ ｄａｔｉｏｎ 米国ゴルフ

女・年齢・居住地域・希望料

集計項目は大きく①入場者

11

ゴルフ場の入場者の状況︵男

一般社団法人日本ゴルフ場

10

昨年 月〜 月上旬に全国一

金等︶のアンケート調査を︑
書を抜粋して紹介する︒

出版︶掲載による同調査報告

刊ゴルフマネジメント︵一季

析からは︑ゴルファー人口の

た﹃社会生活基本調査﹄の分

成 年に総務省より発表され

て︑ゴルファーのデータの蓄

のが現状といえる︒したがっ

その対応が後れを取っている

市場の減少スピードに対し︑

斉に コースのゴルフ場の協

★今月のトピックス

1〜2面＝﹁ゴルフ場入場者一斉調査報告書﹂
面＝ 第 回ジャパンゴルフフェア2014出展案内
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

和 年代の第1次︑昭和 年

﹁日本のゴルフ場業界は︑昭

②ゴルフ場からの市場分析

べきかを考える必要がある﹂

2．アンケート実施状況

の市場分析が必要である﹂

は︑個々のゴルフ場について

ような状況を打破するために

ける結果となっている︒この

よって得られた知見

3．今回のアンケート調査に

を得た﹂

︵回答率 ・7％︶から回答

6351名中1万904名

で︑土曜日は︑入場者数1万

た視点により︑いま何を試す

積と分析を通して得た統一し

減少は地域間格差︵都道府県

力を得て実施したもの︒

ＮＧＫがまとめた﹁ゴル
フ場入場者一斉調査報告
書﹂によると︑新生ゴルフ

代の第2次︑そしてバブル経

﹁ 都道府県に所在する ゴ

図3 性・年齢別コースへの所要時間

済期の第3次ゴルフブームに

48

﹁ゴルフ場入場者一斉調査報告書﹂
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電

3

﹁プレイファースト﹂直筆の文

字が印刷されたポスターをゴルフ

場で目にする︒直筆の主は﹁白洲

お恥ずかしい話︑白洲次郎との

次郎﹂
︒

出会いは数年前に放映されたドラ

マである︒伊勢谷友介演じる白洲

次郎が無茶苦茶カッコいいのであ

貿易商の子として芦屋に生ま

った︒

れ︑神戸一中では乱暴者︑外車を

乗り回す﹁驕慢﹂な中学生︒英国

ケンブリッジに留学︒ベントレ

ー︑ブガッティを乗り回し︑貴族

社会の中で成人となる︒帰国後は

実業家として活躍︒終戦後吉田茂

に請われＧＨＱを向こうにまわし

八面六臂の活躍︒貿易庁長官︒東

北電力会長︒大沢商会会長︒ 歳

までポルシェを乗り回した︒経歴

エピソードは勇気と知恵に溢れ

だけでも超一流の巨人である︒

る︒終戦時多くが占領軍に媚びへ

つらう中﹁戦争に負けたが奴隷に

なったわけではない﹂と占領軍と

老年期に情熱を傾けたのが﹁軽

堂々対峙した唯一の日本人︒

井沢ゴルフ倶楽部﹂
︒理事長とし

て君臨したが︑実際は私心なく倶

楽部のために尽くした︒マナーに

呼応してゴルフ場が増加し︑

土曜日の各1日にアンケート

ルフ場において︑平日並びに

によるゴルフ場の集客エリア

①交通手段と所要時間の把握

動に節度を忘れてはならないとい

と怒鳴りつける︒権力者はその言

を許さない︒若いものが行儀悪い

うるさく︑うまい奴が威張ること

現在 ホール以上のゴルフ場

ケティングという視点から︑

た︑ＧＭＡＣの調査によれ
ば︑ゴルフを始めて３年以

は全国で約2280コースと

平日の入場者数1万256

プレーヤーの居住地域とゴル

ブリヂストンスポーツ 高岡哲也

﹁早くやろうぜ﹂︱ 白洲次郎

だった︒

マナーに厳しく︑日本一優しい男

日本一カッコいい男は︑日本一

は聞けなかったとの逸話がある︒

と全員が涙をこらえるばかりで話

したが﹁本当に優しい方だった﹂

ディさんを集めて思い出話を取材

しかった︒彼が亡くなった後キャ

反面︑キャディ達には無類に優

の扱いをした︒

部での立場はメンバーとして平等

る︒たとえ︑相手が首相でも倶楽

﹁てめえは手が無いのか﹂と怒鳴

に靴の紐を結ばせている御仁に

うプリンシプルに厳格で︑運転手

内に約半数がゴルフをやめ

なっている︒このゴルフ場数

4名中アンケート回答者数は

﹁今後重要になるエリアマー
てしまうとのデータもあ

︵供給︶
の増加に対して︑
需要
象としたマーケティング調査
が十分実施されていなかった︒
この結果︑移動時間1時間
圏の半径 ㎞以内の居住人口
万人〜 万人︵ゴルフ参加
率を ％とした場合︑ゴルフ
人口は2万人〜3万人︶に対

調査を実施した︒
る︒業界は︑新生ゴルファ

フ場との関係について把握す
が急務だと言える︒
ゴルフ関連 団体は今年
から毎年 ８月 １〜 ７日を
﹁ ゴ ル フ ウ ィ ー ク﹂ と 定 め
て︑様々なゴルフ振興策を
実施する︒団塊世代への提

してゴルフ場が コース以上

争による低料金化に拍車をか

ている地域も発生し︑過当競

も存在するという状況となっ

30

案だけでなく︑新しい世代
のプレー機会の創出を図る

30 30
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図2 女性のマイカー利用率

8040名︵回答率 ・0％︶

40

ァー︵過去１年以内にゴル
フを始めたプレーヤー︶の
年齢が 〜 代で約 ％を
60

ことも同時に行っていくべ
きである︒
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占めることが分かった︒ま
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る調査を行うことにより︑ゴ
ルファーの面的移動状況を一

土曜日の年齢別の割合は︑

代が ％を占めている︒

③ゴルフ歴

る﹂

び 歳代で全体の ％を占め

男女ともに 歳代︑ 歳代及

てはゴルファーの多くが広域
﹁ゴルフ歴別でのプレー状況

その結果︑大都市圏におい
移動するため︑大都市圏所在

万人以上増加する︒

れば︑入場者人口は1000

り︑プレー動機を訴求する︒

績金額をベースに希望料金を

日本の生活習慣病に関わる医

加味した回答を行ったと考え
を据えなおす貴重なデータが
療費は莫大で︑メタボ撲滅が

を切れない状況にある﹂

得られた﹂
図れれば最大2兆円の医療費

⑤年間プレー回数と年齢・ゴ

4．全国平均プレー希望料金

が削減できるとの見方もあ

②健康とゴルフの切り口によ

﹁年間プレー回数の最大ボリ

﹁平日のプレー希望料金の中

る︒ゴルフと健康をアピール

られ︑現在のプレー料金設定

ューム層は︑ 回〜 回のゴ

央値は1万円で︑1万円以上

ルフ歴との関係

占めている︒年間 回未満の

ルファーで全体の4分の1を

でも可とする層が ％いた︒

コア別ゴルフ人口の推計

⑥年間プレー回数から見たス
ァーの料金メリットに対する

また︑
﹃友の会﹄加入ゴルフ

興が両立する︒

すれば︑国の政策とゴルフ振

日の ％だった﹂

プレーヤーは︑土曜 ％︑平

3％となっており︑これは年

土曜は ・5％︑平日は ・
齢構造とも関係すると考えら
要求度は高い︒

③ 〜 代が約 ％を占める

﹁平均スコア別でみると︑平
希望料金との相関を見ると︑

県民所得と居住地別プレー

ゴルファーはプレー人口の約

めること︒スコア 台以上の

新生ゴルファーの継続率を高

④新生ゴルファー︵過去1年

均スコア 台が ％で最大ボ
栃木県・福島県・山口県・北

％を占め︑この層と新生ゴ

れるが︑プレー歴 年未満の

海道等の居住者が︑県民所得

プレーヤーは平日より土曜に

格差以上に低料金でのプレー

以内にゴルフを始めたプレー
ヤー︶

そして︑100台は ・8

ルファーはかなりの割合で重
複するため︑ゴルフが楽しい
と思えるための上達支援︑多
様なプレー機会の創出も行っ

り8月1日〜7日に実施され

策を ゴルフ団体の提唱によ

﹁
﹃希望プレー料金﹄を尋ね

の ％を占めるため︑536

ァーはゴルフ人口800万人

と考えているという︒

れてもらうことが重要である

念されたが︑回答者は支払実

料金に一極集中しないかと懸

プレー回数を平均2回増やせ

万人と推計される︒この層の

︵一季出版︶から抜粋

＊月刊ゴルフマネジメント

ビジター

友の会

メンバー

部ではあるが把握できた︒

のゴルフ場の地元集客率は低
いては︑地元でのプレーが

は︑ 年以上のプレーヤーが
90

く︑大都市圏以外の地域にお

れた︒

％を占めるという結果が得ら
交通手段は︑土曜・平日と

ると8・0％と大幅に減少し

％であったが︑110台にな
を希望している﹂

リュームであった︒

ている︒ゴルフ市場活性化委

プレーする割合が高い﹂

﹁過去1年以内にゴルフを始

以上が﹁ゴルフ場入場者一

※

※

※

員会の調査にも表れていた

ＮＧＫは︑これらの活性化

ていきたい︒

で︑活性化策のポイントが明

る﹁ゴルフウィーク﹂に全て

斉調査報告書﹂による内容だ︒

らかになったという︒ポイン

のゴルフ場が参画して取り入

ＮＧＫによると︑今回の調査

と考えられる﹂

トは以下の3点に絞られる︒

めると安定ゴルファーにな

⑦メンバー・ビジター・友の

①年 回未満のライトゴルフ

る質問を設けた︒極端な低額

⑧プレー希望料金

会︵来場者構成の表参照︶

り︑ゴルフ休眠をしなくなる

が︑
﹃100切り﹄が見え始

※

めたプレーヤーは全体の1・
9％︵365名︶だった︒
年齢は︑ 代︑ 代が ％
であり︑新生ゴルファーの
以上のことから︑ゴルファ

％が女性であった︒
ーの大部分は 代︑ 代でゴ
ルフを始め︑女性の進出に期
次に︑新生ゴルファーの平

待が持てるという結果だ︒
均スコアは130台が ・2

90

もに ％のプレーヤーがマイ
カーを利用しているが︑男女
ともに 代・ 代のマイカー
利用率が他の年代層に比較し
て ％程度低かった︒若者の
車離れがゴルフ市場ではっき
所要時間は︑全国平均で土

りと出ている︒
曜が ・6分︑平日が ・0
分となっているが︑年間プレ
ー回数の増加とゴルフ歴の長
さに反比例した形で所要時間
は減少する﹂
②性別・年齢構成
﹁平日の利用者を年齢別に見

30

女性
男性

60

％であり︑ ％以上が100

70

平日

26.60%

8.10%

63.50%

土曜

39.80%

4.30%

54.40%

13,837円

11,392円

9,470円
8,191円

19

10

26

23

男女比率

平日

85.70%

12.90%

土曜

90.70%

8.10%
ビジター
友の会
メンバー

46

21

10

37

20

17

12,069円

12,741円

13,159円

土曜

た割合は︑男性では 歳代及
歳代が全体の ％ を占

22
図6 新生ゴルファーの年齢特性

8,792円
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●性別・年齢構成
●全国平均プレー希望料金
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図11 平日プレー希望料金の分散状況
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め︑女性では 歳代及び 歳

図5 女性ゴルファーの年齢構造
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図4 男性ゴルファーの年齢構造

15

図10 プレー回数別人口推計（構成比）
年間プレー回数でみた人口分布
図9

平均スコア別人口推計（構成比）
図8
図7 全回答者の平均スコア分布
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●来場者構成

グラフ・表出典＝月刊ゴルフマネジメント

アジア最大級のゴルフショー

19

大級のゴルフショー﹁第 回

当協会が主催するアジア最
ャリティ販売など︑様々な魅

ァッションショー︑会場内チ

ジャパンゴルフフェア201
です︒今後もＪＧＦは︑さら

力あふれる企画と情報が満載

者︑報道関係者そしてゴルフ

2月 日︵金︶〜 日︵日︶
ファンの来場を目指します︒

が︑先着順ではございません
■出展料の支払いについて

ます︒

出展社バッジ等を配布いたし

・開催1ヶ月前にポスター︑

す︒

スの費用は事前払いとなりま

ンタル備品︑パッケージブー

・電気幹線工事・使用料︑レ

に必ず申請ください︒

喜ばれる企画となっています︒

場される多くの方から非常に

援﹂を着実に達成しつつ︑来

ある﹁東日本大震災の復興支

内での販売は︑当初の目的で

出展社の皆さまによる会場

ィ販売﹂を継続実施します︒

●出展社の会場内﹁チャリテ

■出展に関するお問い合わせ

ません︒

が︑プロパー品の販売はでき

売して頂くことも可能です

・記念品などをチャリティ販

しくは関連会社の製品に限ら

・販売頂く商品は自社製品も

録後︑ＩＤとパスワードを発

い︒ここでは︑会社情報を登

受付前までにご登録くださ

す︒先述した期日までに指定

から請求書を発行いたしま

団法人日本ゴルフ用品協会﹂

出展コマ料金は︑
﹁一般社

とにしました︒

会貢献活動を継続していくこ

場内販売を奨励し︑活発な社

て︑出展社の皆さまによる会

東京都千代田区外神田6 ︱

住所 〒101 ︱0021

用品協会

●一般社団法人 日本ゴルフ

先

せて頂きます︒

ので︑ご出展を予定している

行いたします︒同ＩＤ・パス

神田小林ビル4Ｆ

案内をいたしますが︑今回︑

様には別途︑フェア開催のご
保管してください︒このよう

必要になりますので︑大切に

る﹁出展申込﹂のログインに

振込み手数料は︑出展社様の

いはお断りいたします︒また︑

い︒なお︑手形によるお支払

という分野にも目を向けてい

まらず︑広く﹁ゴルフ活性化﹂

既存の﹁社会貢献活動﹂に留

付金の活用範囲に関しては︑

ＵＲＬ

94

ＦＡＸ

89

ＴＥＬ

以下のゴルファーは ％︑女
とがアンケート調査︵ＪＧＦ
はその点ご了承ください︒以

定している企業・団体の皆様

要となりますので︑出展を予

性の来場者は ％にのぼるこ
2013実績︶から分かり︑

8月1日︵木︶ 会社情報登

続き︼

6社で︑コマ数に限っては6

みはＪＧＦ公式サイトからの

・会社情報登録︑出展申し込

付締切り

さらに︑ＪＧＦはゴルファ

めにお申し込みください︒

り次第締切りますので︑お早

・期日前でも予定コマ数にな

︱3832 ︱85

同紙面におきまして﹁ＪＧＦ

負担とさせていただきます︒

いきたいと考えています︒会

︱

で︑ＪＧＦ3日間の来場者数
に︑事前に会社情報を登録し

まず出展申込内金の請求書を

場内売上の一部は
﹁グリーン・

また︑そこから生まれる寄

が5万人を超え︑2013年
2014出展案内﹂を掲載い
ておくことで︑申込受付当日

発行し︑内金の入金確認後︑

ティー・チャリティー︵ＧＴ

●ジャパンゴルフフェア運営

の銀行口座にお振込みくださ

はついに5万5000人を上
たします︒前回ご出展いただ
に多くの入力作業をする手間

残金の請求書を発行させてい

Ｃ︶
﹂ に 送 ら れ ま す︒ 以 下︑

事務局

ワードは︑9月2日より始ま

回りました︒そのうち︑ 代
いた出展社様も﹁出展申込﹂
を省くということが大きな目

ただきます︒

す︒

ＧＴＣの基本ルールになりま

テレビ番組での紹介をはじめ
■ＪＧＦ2014開催までの

下詳細となります︒

の前に﹁会社情報登録﹂が必
的となります︒また︑
﹁会社

■出展のキャンセル及びコマ

メディアへの露出に関して

ーカーを始めとした様々なゴ
録受付開始︵※︶

16コマという過去2番目に

手続きとなります︒

ーを満足させるギアとの出会

※前回ご出展いただいた出展

︱3832 ︱85

03

http://www.jgga.or.jp/
Ｅメール

より登録が可能です︵携帯電

する場合︑あるいは申込コマ

都合により出展をキャンセル

お申し込み後︑出展社様の

・売上げに対するチャリティ

したものに限らせて頂きます︒

・販売はチャリティを目的と

ＴＥＬ

赤坂パークビル7Ｆ

東 京 都 港 区 赤 坂 5 ︱2 ︱

info@jgga.or.jp

話からの登録はできません︶
︒

数を削減する場合は︑次の金

月8日︵金︶ 出展申込内

の割合は︑最低 ％以上の設

00
受けます︒

額をキャンセル料として申し
・2013年 月9日から

金支払期限︵出展コマ料金の
月 日︵月︶〜 ブース位

％︶

お支払いください︒

・出展コマ料金は期限までに

置選択︵ＪＧＦ公式サイト︶

・2013年 月7日以降の

合 出展コマ料金の ％

月6日までのキャンセルの場

イトにて実施いたします︒

プ・コマ数毎にＪＧＦ公式サ

・ブース位置選択は各タイ

■出展社会場内販売について

料金の100％

キャンセルの場合 出展コマ

・申込期間を過ぎてからのお
申し込みの場合︑ブース位置
は運営事務局にて決定いたし
ます︒
︻ ・1・2月 開催準備・
月6日︵金︶ 出展コマ料

出展に関する諸手続き︼

％・残金︶

金支払期限︵出展コマ料金の
月下旬〜 各種申請書提出
・
﹁出展要項﹂に基づく各種
届出書及び申込書は期限まで

定をお願いいたします︒

67

ＦＡＸ

︱5563 ︱87

info@japangolffair.com

Ｅメール

http://www.japangolffair.
com

ＵＲＬ

・チャリティ先は﹁ＧＴＣ﹂
に限らせて頂きます︒
・チャリティ販売はすべて事
前申請が必要です︒その段階
で内容の調整︑もしくはお断
りさせていただく場合もあり
ます︒

︱6364 ︱84

住所 〒107 ︱6107

︻ 月 ブース位置選択︼

︻ＧＴＣの基本ルール︼

の削減

当協会会員企業・団体の皆

２０１4年
２月14日（金）
〜
２月16日（日）

情報登録﹂
︑
﹁出展申込﹂の際

も︑総数で約300件以上と
出展社スケジュール

ルフ用品メーカー︑練習場関
9月2日︵月︶ 出展申込受

︻8・9・ 月 出展申込手

連︑飲料︑サプリメント︑健
付開始

多い出展を頂きました︒新し

・カテゴリー別申し込み先着

いをはじめ︑
﹁ジュニア﹂
︑
﹁レ

社様も
﹁出展申込﹂
の前に︑﹁会

12

03

03

03

10

また︑今年も大手クラブメ

康器具など︑多様な業種の企

い情報を求める来場者とその

ディス﹂
︑
﹁シニア﹂それぞれ

社情報登録﹂が必要となりま

30

注目度も増しています︒

業・団体が出展しました︒出

来場者にプロモーションを仕

順によりブース位置を選択し

月 日︵木︶ 出展申込受

掛ける出展社の熱意で会場内

の年代層に向けたイベントも

す︒同登録は8月1日午前

ていただきます︒

開催しております︒その他に

は熱気に満ちています︒

も︑機能性にファッション性

11

12

10

時よりスタートいたします

25

40

を加味したゴルフアパレルフ

10

57

2010年から4年連続

会期

には︑ＰＣ︑スマートフォン

定しています︒

の3日間︑東京ビッグサイト

に多くのゴルフビジネス関係

4﹂
︵Ｊ ＧＦ︶は︑平成 年

48

25

西棟1・2ホールで開催を予

16

つきましては︑ＪＧＦとし

企業・団体の皆様は︑本申込

4

11 11

30

11

14

展社数は︑世界7カ国の16
31

11 30

12

12

12 70

10

20

11

7

﹁ ジャパンゴルフフェア２０１ ﹂
出展のご案内 ︵※ 月 日現在︶

第369号（毎月１日発行）

（ 3 ）平成25年８月１日発行

製造渉外委員会からの報告
熱中症対策︑紫外線防止対策に

す︒脱水症状や熱中症の他に

事故の起こりやすい季節で

担が大きく︑一年でもっとも

・カラー ピンク︑ライム︑ ﹁ＦＫ ︱ ﹂
や
﹁ＬＦＫ﹂
と呼ば

・商品名 チリースポート

■商品概要

とのこと︒

線までしっかり防いでくれる

・サイズ

ネイビー

から夏ゴルフ対策 ︼

満載の﹃美翔﹄でカラダの中

︻ゴルファーに嬉しい機能が

る﹂環境を整えるべく活動し

も紫外線により︑水ぶくれや

︵048 ︱838 ︱2171︶

夏ゴルフ対策グッズ︑ ドリンクを紹介
Ｆ ＋﹂により︑強烈な紫外

④例えば︑
﹁コースの長さ﹂
︑
4月に会員企業を対象にア

ています︒

肌の乾燥を呼び込み︑皮膚の

夏のゴルフは︑身体的な負

︻各ワーキンググループ︵Ｗ
﹁競技のペース﹂
︑
﹁アクセス
ンケート調査を実施しました
シミやシワだけでなく︑皮膚

の容易性﹂など他に注力すべ

Ｇ︶の活動状況報告︼

が︑合計で 社から回答があ
腫瘍ができることもあると言

ニチニチ製薬はこのたび︑

れる今話題の乳酸菌素材﹁フ

ェカリス菌﹂を配合した機能

予防をしっかりと行うこと

︻男性専用日焼け止めスプレ

︵03 ︱5470 ︱1582︶

ーで注目を集めているフォス

性ドリンク﹃スポーツ美翔﹄
︑

で︑事故を防ぐことが十分可

ー﹃俺だ！ＵＶ﹄
︼

ファチジルセリン︑集中力を

﹃レディス美翔﹄を発売した︒

りました︵製造部会 165
小売部会 225社中 社か

能です︒そこで︑今月号では

ボックスグループは︑男性

・価格 1890円

社中 社から回答あり︑卸／
ら回答あり︶
︒
内︑1〜2社の反対はあるが

猛暑のゴルフプレー時の熱中

専用のＵＶ カットスプレー

0億個︵ヨーグルト

Ｌ相

します︒

ができるドリンクを紹介いた

たところ︑日焼け止めを塗ら

ゴルフショップで調査をし

﹃スポーツ美翔﹄
︒

リンを配合したドリンクが

ネルギー効率を高めるアンセ

当︶
︑さらに米国ＰＧＡツア

ーカーだけでなく小売︑工房

案意見など様々で︑クラブメ

ない理由は①手がベトついて

した場合に︑どのような問題

②ＪＧＧＡからの提案を実施

て更に詳細を詰めていきま

などをもとにグループ分けし

の程度﹂
︑
﹁必要性﹂
︑
﹁困難性﹂

目に対して︑
﹁市場での要望

このたび意見収集した 項

内部は湿度を保ちながら表面

てくれるという冷感タオル︒

ルな感触を与え︑汗を吸収し

るかに低温となり︑肌にクー

つけて絞るだけで外気よりは

﹃チリースポート﹄は︑水に

リースポート﹄を発売した︒

に巻きつけられるタイプの
﹃チ

ブロッサムはこのたび︑首

合︑トコフェロールなどビタ

ン酸など8種のアミノ酸を配

用を強調している︒グルタミ

を開発し︑併せてスポーツ専

そこで同社はスプレータイプ

い︑の3点がわかったという︒

い︑③
﹁白浮き﹂
してカッコ悪

ー中に塗っている時間がな

グリップが滑りそう︑②プレ

あるというから︑ＵＶケアを

美白効果︵色素沈着抑制︶も

ス美翔﹄だ︒さらに同製品は︑

康・美容ドリンクが﹃レディ

ーを配合した女性向けの健

ヒアルロン酸︑ロイヤルゼリ

ンから抽出したクルクミン︑

いコラーゲンを1万㎎ ︑ウコ

一方︑健康な肌に欠かせな

高めるギャバ︑疲労回復とエ

①ルールが一つであることが

オル﹃チリースポート﹄
︼

︻熱中症対策に最適な冷感タ

﹃俺だ！ＵＶ﹄を発売した︒

ＡＮＥＷＳ3月号に添付︶に
を頂きました︒今回︑改めて

などからも多岐にわたる回答

があると考えるのか具体的に

す︒引き続き関係各位のご協

案に対し︑同年の5月 日に
Ｒ＆Ａから文書で回答があり
ました︒
Ｒ＆Ａからの回答を要約す
ると︑

示してほしい︒

からの提案の背景・趣旨を説

関心の高さを確認することが

という内容です︒今後︑引

力の程よろしくお願い致しま

明し︑ゴルフ界の様々な分野

前提に作られた最高級ＰＶＡ

ば何度でも冷たくなるとか︒

続は2〜3時間︒水に濡らせ

はさらさらで︑クールさの持

・価格 1890円

・内容量

・商品名 俺だ！ＵＶ

植物エキスを配合したという︒

麗人参・柿エキスなど5種の

ミンＥ︑Ｃ誘導体を配合︑高

122 ︱202︶

薬お客様相談室︵0120 ︱

・問い合わせ先 ニチニチ製

■商品概要

ってこいのドリンクである︒

意識する女性ゴルファーにも

・価格 各1本500円

ディス美翔

・商品名 スポーツ美翔︑レ

③模倣品対策ＷＧの進捗状況

素材を採用︒手洗い︑洗濯機

・問い合わせ先 ボックスグ

■商品概要

一昨年よりスタートしまし

での洗浄が可能で繰り返し使

ループ ＳＰＡ・ＰＲ事業部

3年6月申込︶で模倣品対策

素材は︑肌に触れることを
た模倣品対策ラベルは︑年2

用できるという︒さらに︑日

異なった﹁測定方法・表示﹂

ラベルの参加企業は 社とな

ｇ
回の受注及び送付︵ 月申込

焼け防止にも効果的な﹁ＵＰ

できました︒

き続きＲ＆Ａとの意見交換を

て欲しい︒

行っていくことと平行して︑

ベルに拘わらず︑すべてのゴ

の意見収集を行っていく予定

については2月送付︑6月申

がされている﹁ゴルフクラブ

り︑延べ発行ラベル数は12

『俺だ！ＵＶ』

その後︑ＪＧＧＡからの提

①2002年5月に公表され

す︒

ルファーに共通のひとつのル
です︒

込については8月送付︶を実

るものである︒

のスペック表示﹂を標準化す

00万枚を越える数となりま

50

交換を行いました︒

た原則に関する共同声明に示

体・協会等に前述のＪＧＧＡ

ＪＧＧＡ以外のゴルフ関連団

ールを適用することがゴルフ

②標準化ＷＧの進捗状況

の素晴らしい強みの一つだ
と︑引き続き信じている﹂
︒
②ＪＧＧＡからの提案は﹁ル
ールの二分化﹂であり︑上記

③ゴルフが直面している課題

ることで︑お客様に﹁より安

25

今回の受注︵第5回201

に対して︑別のルール策定の

心して購入できる﹂
﹁メーカ

施してきました︒

ような競技の方法に関する大

標準化ＷＧでは︑各社毎に

きな変更を開始したいとは思

した︒

のＲ＆Ａのスタンスとは異な

20

ー間の比較検討が容易にな

12

10

ているが︑その理由を説明し

ベストであるというＲ＆Ａの

目については︑賛否両論︑提

その﹁ＦＫ ︱ ﹂を450

というものでした︒
ほぼ賛同を得た項目は5項目

ズや体の中から夏ゴルフ対策

症対策︑紫外線防止対策グッ

付けでＲ＆Ａに質問を行ない

その結果︑ 項目の質問の

これに対し再度︑6月 日
に留まりました︒残りの 項

・問い合わせ先 ブロッサム

フ人口の増加・維持の道が開
⑤ＪＧＧＡからの提案の方法

‼

われています︒

けるかもしれない︒
が必ずしもプラスになるとい

・5㎝ × ㎝

き分野があると思う︒これら

用具ルールＷＧでは︑ゴル
し︑ゴルフルールの視点から

23

見解はこれまでに何度も聞い

ました︒

23

フ界全体の健全な発展を目指
プレー人口増加・ゴルフの活
う証拠はない︒

います︒
その一環として2013年
1月 日付けでＲ＆Ａに送付

16

を検討することにより︑ゴル

︵用具ルールＷＧ︑標準化ＷＧ︑模倣品対策ＷＧ︶

‼

①用具ルールＷＧの進捗状況

50

されているように︑
﹁Ｒ＆Ａ

『チリースポート』

要約すると︑

45

20

84

40

性化への取り組みを検討して

18

とＵＳＧＡはゴルファーのレ

＆Ａとのミーティングで意見

16

緩和に関する提案﹂
︵Ｊ ＧＧ

22

15

26

ついて︑同年の2月 日にＲ

した﹁ゴルフルールの修正・

20

っていない︒

『スポーツ美翔』『レディス美翔』

平成25年８月１日発行（ 4 ）
第369号（毎月１日発行）

ダンロップスポーツ

1

X HOT SERIES

キャロウェイ
2

ROCKETBALLZ STAGE2

チタン

テーラーメイド

2

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES

テーラーメイド
3

913D3

チタン

アクシネット

3

XXIO 7 FW

ダンロップスポーツ
4

X HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

4

XXIO 7 UT

ダンロップスポーツ
5

R1

チタン

テーラーメイド

5

ROCKETBALLZ STAGE2
RESCUE

テーラーメイド

5月1日〜5月

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ
3

XXIO7

スチール

ダンロップスポーツ

3

RM-12

フォーティーン
4

XXIO7 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

CALLAWAY FORGED
WEDGE SERIES

キャロウェイ
5

SRIXON Z525 NS

スチール

ダンロップスポーツ

5

VOKEY FORGED WEDGE

アクシネット
メーカー名

順位

PUTTER BEST5

日

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット

リアルマーケットレビュー
て︑ノンゴルファーに対して

修正しなければならないと強

グで業界を正しい方向に軌道

は多々あるが︑今のタイミン

︵最終回︶

約2年間にわたって連載を
ための活動を積極的に仕掛け

ゴルフに興味を持ってもらう

※

続けてきた﹁リアルマーケッ

※

トレビュー﹂も︑今回がいよ

※

した従来通りのプロモーショ

は2011年 月号でした︒

ビュー﹂の連載が始まったの

この﹁リアルマーケットレ

※

ンに終始して︑最終的には若

中高年ゴルファーを対象と

かった︒

ルフ 有賀史剛社長︶

前回に引き続きこれまでイ

いよ最終回となります︒
ンタビューを行ってきた中
トを取り上げて振り返りたい

で︑特に印象に残ったコメン
と思います︒
※

行ってしまった︒それで﹃ゴ

来ずに若い女性たちが離れて

年層の心を掴み切ることが出

方々の﹁生の声﹂を掲載する

らも頑張っている小売店の

大震災発生の影響を受けなが

当初のコンセプトは︑東日本

※

﹁これからの小売店は﹃モノ﹄

ルフブームは去った﹄と言っ

※

を売るだけでは成り立たない

ことで︑業界関係者の参考に

※

と考えている︒
﹃コト﹄
も含め

ているが︑ブームが去るのが

う期待を抱いての連載でした

てサービスしていくことが重

が︑
﹁問題提起を行う〝だけ〟

して頂くというものでした︒

百貨店で仕事をしていて感

では具体的解決には繋がらな

﹁生の声﹂を拾い問題提起を

じることは︑若い女性は移り

い﹂という現実を改めて思い

当たり前の施策しか講じてこ

ティ︑またはゴルフを経験し

気で何に対しても飽きるのが

知った2年間でもありまし

なかったのだから︑現在のよ

たことのない人の﹃駆け込み

早いという点︒そんな若年層

た︒やはり問題提起するだけ

要であると考えている︒要す

寺﹄のような存在にならなけ

の女性の特性や消費性向に目

ではなく︑それを議論し解決

るに﹃ゴルフ用品を買いに来

ればならない︒そのような姿

を向けず︑モノづくりやプロ

するための﹁仕組み﹂が業界

行うことで︑
﹁業界が良い方

を達成するためには︑コミュ

モーションを行い︑その過ち

内に必要である︑というのが

向に向かってくれれば﹂とい

ニティ構築に向けたアライアン

に気付かないのだから始末が

連載を終えて辿り着いた私な

うな市場環境になっているの

スも必要になってくると思う︒

悪い︒何故もっと初心者目線︑

りの﹁解﹂の一つです︒

はある意味必然だと思う︒

現在ゴルフ業界全体が厳し

消費者目線でのモノづくりや

るだけの場所﹄ではなく︑ゴ

い状況にあるが︑そうは言っ

プロモーションを展開できな

ルファーにとってのコミュニ

ても国民の﹃ 人に1人﹄し

きるような存在になりたいと

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

年後の業界自体どうなる

売りを続けていたら︑5年後

身を切るようなレベルでの安

﹁現在のように︑業界自体が

永田慶一統括マネージャー︶

運 営 部 店 舗Ｍ Ｄ 計 画 担 当

いのか﹂
︵小田急百貨店店舗

るようになりました︒

なければならないと強く感じ

に︑
﹁行動﹂する意識を持た

方法を提案し実行するため

放し﹂ではなく具体的な解決

そして私自身も︑
﹁言いっ

﹁すそ野を更に広げるための

るような売場の提供ができな

る新製品やお客様を満足させ

体力が落ちてしまい︑魅力あ

か？ 結局メーカーや流通の

う努めたいと考えております

有益な情報をご提供できるよ

タートさせて頂く予定です︒

た新しい切り口での連載をス

となりますが︑次号からはま

トレビュー﹂は今回が最終回

ー形式での﹁リアルマーケッ

小売店に対するインタビュ
思っている﹂
︵㈱二木ゴルフ

プロモーションが業界には決

滅ぼしてしまうまでの過度な

くなってしまう︒業界構造を

ので︑どうぞご期待下さい︒

二木一成代表取締役社長︑北

定的に欠けていると百貨店の

安売りは︑最終的に誰もハッ

條圭一営業商品統括部長︶

現場に立つと強く感じる︒若

ピーにならないでしょう︒

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

い女性を更に増やすために
ションの領域を広げていっ

我々自身にも反省すべき点

は︑業界誌以外にもプロモー

10

キャロウェイ
METAL-X SERIES
5
ダンロップスポーツ
3ピース

く感じている﹂
︵㈱有賀園ゴ

シリーズ㉑

チタン

ていく必要があったが︑結果

部門別売れ筋ランキング

XXIO7

的にそれが実現することはな

小売店︑専門店の﹁生の声﹂②

2

構造

10

＝矢野経済研究所＝

テーラーメイド

BALL BEST5

10

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

4

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︑

ダンロップスポーツ

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︶

2ピース
4

パー販売品の構成

ピン

﹁5月もフェアウェイウッド

SCOTTSDALE TR SERIES

比が上昇してお

3

り︑
﹃マークダウ

アクシネット

の一部モデルを中心に前年同

2ピース

月実績を上回る販売を記録し

キャロウェイ

市場活性化﹄とは

WHITE HOT PRO SERIES

ン品の増加による

2

ています︒売れ筋ベスト5に

ダンロップスポーツ

3

XXIO PREMIUM（2010）

3ピース /
4ピース
2

入ってくるモデルは殆どあり

スチール

異なる現象です︒

ROCKETBLADEZ KBS

今後の動向が注目

2

ませんが︑ゴルフクラブ・用

1

品類を含めてレディース市場

ダンロップスポーツ

されます﹂

カーボン

に底打ち感が出ているように

1

感じます︒販売の中身もプロ

XXIO7

アクシネット

フェアウェイウッド1位＝
X HOT SERIES
5

キャロウェイ

SRIXON DISTANCE
（2011）

VERSA SERIES

HVC SERIES

1

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

アクシネット
PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
4ピース
1

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

11

31

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ
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（ 5 ）平成25年８月１日発行

平成
年6月

日︵ 木︶
︑

協会事務局内にて標記委員会

命され協議に入る︒

には天満委員︑田上委員が任
川畑洋︶

・新代表者 澤田久志︵旧

①東日本﹁100切りプロジ

ＧＭＡＣ関係﹂について
び諸条件に関して説明︑確認

日︵木︶開催の大会概要及

深見実行委員長より︑9月

藤原邦義︶

・新代表者 射場郁生︵旧

日本支部︶

●日本フェイウィック㈱︵東

︻代表者︑担当者変更︼

ェクト﹂の現状と今後の見直

・新担当者 阿部浩明︵旧

議題︑
﹁第2回西日本企業ゴ

14﹂出展案内の内容︵台割︶

助川志郎︶

ルフ大会﹂について

提案について

があった︒また︑事務局より

を開催した︒

ュー﹂を掲載︒

参加者向け注意事項︑進行ス

議題 ︱1︑
﹁活性化委員会・

6面 協会関連事項を掲載︒
しについて

協 会 関 連 事 項
広報委員会
・8月末の 回目の開催をも

ケジュールに関して説明があ

支部︶

●㈱デジタルゴルフ︵東日本

平成 年7月 日︵水︶

議題 ︱3︑次回委員会の日程

り︑内容について審議︑検討

・新代表者 沖田勝典︵旧

9月号の編集について

議題 ︱3︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
って終了とする︒

横山俊朗︶

日︵ 木︶
︑
・関西ＧＭＡＣで進めている
した︒

・新担当者 横山俊朗︵旧

①受講生の応募状況の報告

て

・5月6日開催の4コースは

について

＊アテストは同組の相手チー

にて案内する︒

番ホール﹂ 黒子委員

講習会委員会

＊ローカルルールのプレーイ

緒方泰治︶

1面〜3面 ﹁2013年版
モデルケース︵ＫＧＵ︶を関

ング4を採用する︒

ゴルフ産業白書﹂の報告記事
東でも今後展開をする為の条

＊距離計の使用は不可とし︑

●㈱ロイヤルコレクション

協会事務局内にて標記委員会

件等を検討︒

事前案内に加える︒

を開催した︒梅田委員長が議

②西日本﹁関西ゴルフ振興初

＊当倶楽部ドレスコードを明

日︵ 水︶
︑

協会事務局内にて標記委員会
心者スクール﹂について

6面 協会関連事項を掲載︒

年7月

を開催した︒委員長不在の為︑

・昨年9月〜本年4月まで9

常総会﹂報告記事を掲載︒

議題 ︱4︑その他

平成

事務局が議事進行︒議事録署

●
﹁
●
﹁写真﹂ 未定︒

が担当︒

名人には︑沖田︑松原両委員

を掲載する予定︒

任命され協議に入る︒
4面 ﹁ゴルフウィーク﹂
︑﹁西

記し︑事前案内に付け加える︒

長を務め議事進行︒議事録署

議題 ︱1︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
日本活性化活動﹂報告記事を
04名が受講︒

＊協会関係者は6時

名人には小崎︑瀧川両委員が

7月号について
が任命され協議に入る︒

合︑参加者には開場時間7時

番ホール﹂ 増本委員
年度通常

・新代表者 小山英嗣︵旧
賢見良成︶

・新担当者 寺村次郎︵旧
小山英嗣︶
︻担当者変更︼
支部︶

●グローブライド㈱︵東日本

る︒

ムと行うように当日注意す

︵西日本支部︶

1面〜2面 ﹁平成 年度通
掲載予定︒

③西日本﹁関西ゴルフ振興初

●
﹁

が担当︒
●
﹁写真﹂ ﹁平成

総会﹂の模様を掲載︒

名が参加︒
・5月 日開催の2コース

②期間中の役割分担の件
③受講生︑委員集合時間の件

Ｇｏ ｌｆ ゴルフデビ

ゴルフウィーク企画﹁Ｌｅ
ｔ

名参加︒参加者からの声は好

3面 ﹁ゴルフウエア市場動

評だった︒

・新担当者 増本嘉伸︵旧

フェア2014﹂セミナーに

議題 ︱2︑
﹁ジャパンゴルフ

佐藤雅夫︶

ュー企画﹂について

＊事前練習ラウンド︵8月︑

議題 ︱5︑次回委員会の日程

9月平日のみ︶希望者は協会

選手権﹂報告記事を掲載︒

●東京システムハウス㈱︵賛

報告について

ト試験問題の確認について

品販売技術者講習会﹂テキス

年8月

日︵ 木︶
︑

Ｇｏ ｌｆ ゴ

う！もっとゴルフを！﹂
②﹁Ｌｅｔ

ルフデビュー企画﹂の説明
・集客の苦戦が予想されるの
で︑特に業界の方の参加︑協

平成 年9月 日︵金︶

西日本支部合同
実行委員会
年 7 月 8 日︵ 月︶
︑

フィー￥5000／人が発
生︶

催のご案内︼

︻2014年ゴルフ新年会開

＊成績表の発表時間を短縮す
るよう手順を再考する︒

2014年1月 日︵水︶
︑

ゴルフ関連 団体で構成され

るゴルフサミット会議が主催

する﹁ゴルフ新年会﹂が開催

されます︒開催の日程が例年
下のとおり︒

と変わっています︒詳細は以
西日本支部︶

◆開催日 平成 年1月 日

︵水︶

◆開催場所 ＡＮＡインター

コンチネンタル東京

◆内容 講演︑賀詞交換パー

日本支部︶
場宏之︶

ティー等

◆会費 1万円／人
●㈱日悌︵東日本支部︶

・新代表者 野尻恭︵旧 馬

●ダンロップスポーツ㈱︵西

中西悦朗︶

・新代表者 石本雅敏︵旧

●㈱デサント︵東日本支部／

︻代表者変更︼

変更事項

定し︑会場へ連絡する︒

＊最終人数は1カ月前には確

協会からの
お知らせ

・新担当者 見木武人︵旧

助会員︶

②﹁ジャパンゴルフフェア2

平成

平成

ＡＢＣゴルフ倶楽部ミーティ

リー可能︑料金は個別に伝え

事務所を通じて依頼するよう

014﹂について

講習会会場にて開催︒
︵試験

目代明士︶

案内する︒3名以上でエント

●
﹁写真﹂ 未定

・営業用ＤＶＤ完成報告試写

採点終了後を予定︶

力を進めて欲しい︒

3面 ﹁ジャパンゴルフフェ

③小委員会からの報告

議題 ︱3︑次回委員会の日程

ア2014﹂出展案内を掲載︒

④〝食〟コーナー﹁ゴルフ場

ング室内にて標記委員会を開
催した︒白石支部長が議長と

る︒
︵6日前からキャンセル

議題 ︱2︑
﹁ゴルフウィーク﹂

業に配布済︶

イベントについて

・統一キャッチコピーは︑
﹁Ｌ

ついて

ナー提案

﹁ジャパンゴルフフェア20

・タイトル ﹁ゴルフクラブ

ｆ 〜 は じ め よ う！ 続 け よ

ｅｔ

①ポスター2型配布︵会員企

4面 ﹁ゴルフウィーク﹂
︑﹁2

ジャパンゴルフフェア２０１４

の動向と今後の方向性﹂
︵案︶

第４回実行委員会

・講師 マーク金井氏

︵火︶
︑㈱
平成 年6月 日
大広内のプレゼンテーションル

・場所 ビッグサイト会議室

ュー﹂を掲載︒
ームＡにて標記委員会を開催

・募集人員

Ｇｏ ｌ

6面 ﹁第2回西日本企業ゴ

・日時

人には︑
嶋田実行委員︑
吉本実

Ｅｎｊｏｙ

ルフ大会﹂の案内︑
﹁協会関

︵金︶ 時〜 時 分予定

行委員が任命され協議に入る︒

0円︶

会員 無料︑非会員 100

日

した︒西本実行委員長が議長

年2月

となり︑
議事進行︒
議事録署名

8月号の編集について

議題 ︱1︑報告事項

名︵ＪＧＧＡ

1面〜2面 ﹁ＮＧＫゴルフ

①﹁2013ＪＧＧＡゴルフ

ｓ
ʼ

平成

連事項﹂を掲載︒

16

ｓ
ʼ
議題 ︱3︑
﹁第 期ゴルフ用

4面 ﹁製造渉外委員会﹂報

お土産企画﹂
進捗状況について

議題 ︱4︑次回委員会の日程

告記事︑
﹁夏ゴルフ対策グッ

議題 ︱2︑審議事項

大試打会﹂東日本会場の開催

場入場者一斉調査﹂報告記事
を掲載︒
番ホール﹂ 高岡委員

14

14﹂における用品協会セミ

平成 年7月 日︵金︶

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

大試打会︵横浜︶
﹂を掲載︒

向﹂
︑
﹁第 回日本プロゴルフ

10

ズ紹介﹂を掲載︒

27

●
﹁

分集

心者スクール実践ラウンド﹂

19

品販売技術者講習会﹂につい
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