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矢野経済研究所

﹁ ２０１３年版ゴルフ産業白書﹂
年ゴルフ用品国内出荷金額は前年比１０３・１％の２４９９億３０００万円
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古クラブビジネスの現状と今

関連企業の事業性分析︑⑤中

る韓国のマイナスが全体に大

をみると︑最大の輸出国であ

ゴルフクラブの国別輸出量

落ち込みが大きくなっている︒

フクラブ及びゴルフボールの

なるが︑用品別に見るとゴル

額は約 ％も縮小した計算と

の間で︑ゴルフ用品の輸出金

た︒2010年からの2年間

年に引き続きマイナスとなっ

％の296億700万円と前

出に関しては対前年比 ・6

億3700万円となった︒輸

年比101・7％の2795

出荷市場
︵輸出含む︶
は︑対前

のの︑震災発生から着実に回

での回復には至らなかったも

う年は﹃2010年レベルま

えるならば︑2012年とい

した︒表面上の数字だけを捉

0万円とプラス成長にて推移

3・1％の2499億300

内出荷金額は︑対前年比10

﹁2012年のゴルフ用品国

■市場概況② 国内市場動向
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12億円と前年に引き続きプ

対前年比104・2％の29

総出荷市場︵輸出含む︶は︑

る︒2013年のゴルフ用品

とほぼ同水準にて推移してい

られることはなかった︒基幹

年に入っても収束の気配が見

激化した価格競争は2012

き金﹄となって一気に表面化︑

である︒東日本大震災が﹃引

クラブを中心とした価格競争

市場において引き続くゴルフ

その典型的なものが︑小売
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きない様々な課題︑問題点が
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て推移している︒このように

ーも軒並み対前年比プラスに
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における高価格帯品の好調な

イウッド人気﹄やパター市場

ド市場における﹃フェアウェ

減にて推移したものの︑ウッ
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と︑ゴルフクラブ市場に次い
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報提供をお願いしたいと思いま
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たいのです︒
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■市場概況① 輸出動向
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﹁2012年のゴルフ用品総
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位の輸出国である香港への輸

伸びは鈍化する傾向にある︒

どもあり︑ゴルフクラブ市場

団体は今年か

一方︑ゴルフボールの国別

だけに注力せず︑より多くの

ス品の想定実売価格︶から

ゴルフデビュー応援企画

輸出量であるが︑こちらも最

が対前年比106・3％の9

人にゴルフを楽しんでもらえ
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大の輸出国であるアメリカへ
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らここまで︵貿易統計発表の

ない︒2013年に入ってか

ナスを補うまでには至ってい

半数を占めるアメリカのマイ

ゴルフボールの輸出量全体の

出量は増加しているものの︑

中国︑オーストラリアへの輸

あるイギリスを初め︑韓国︑

している︒第2位の輸出国で

の輸出量が大幅なマイナスに

れなかったように思える︒

ため︑業界に一体感が見ら

由に企画したものだった

ウィーク﹂は︑各団体が自

ただ︑今年の﹁ゴルフ・

上々の評価を得たという︒

名のゴルファーが参加し︑
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来年は業界が一致団結し︑
窓口を一本化するなど︑何
らかの策を早い時期から
練る必要があるのではな
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年比105・6％の188万

荷市場は︑数量ベースで対前

﹁ウッドの2012年国内出

①ウッド

■用品別市場概況

必要だろう﹂

なった︒

が活性化した側面が強い年と

に牽引されるような形で市場

フェアウェイウッド﹄の人気

の発売による﹃飛距離訴求型

ボールズ︵テーラーメイド︶
﹄

た年でもあり︑小売段階にお

品︶の構成比が大きく上昇し

にマークダウン品︵特価処分

い︒また一部メーカーを中心

需要が回復したとは言い難

実績を下回っており本格的に

なっているが︑2010年の

ディスタンスボール﹄を中心

推移した︒特に﹃プレミアム

れを引きずるかのような形で

た︒2012年もその悪い流

要が上向かない環境が続い

て推移したが︑当該市場は需

ーのプレー需要は回復基調に

対前年比109・7％の19

2013年は数量ベースで

底上げする役割を果たした︒

のの話題となり︑市場全体を

うな動きとはならなかったも

関係者が当初予測していたよ

いう新たな提案商品も︑業界

ン品の構成比は高くなかった

は2011年ほどマークダウ

に進まなかった︒2012年

が並んだが︑消化は思うよう

頭にはこれらマークダウン品

比が一気に上昇︑小売店の店

品︵特価処分品︶の販売構成

06・0％の427億円とな
年比109・8％の 万本︑

いており︑数量ベースで対前

2013年もこの傾向が続
量構成比は ％近いレベルに

けるマークダウン品の販売数
芳しくない︒

とした高価格帯商材の動きが

比111・8％の122億円

3万足︑金額ベースで対前年

体は2010年の実績を下回

ものと推察されるが︑規模自

本︑金額ベースで対前年比1
った︒当該市場において高い
人気を誇るゼクシオシリーズ

っており︑本格的な需要回復

本︑金額ベースで対前年比1

とは言い難い状況にある︒

04・2％の103億400

と大幅なプラスになると予測

全体的に2012年よりも高

0万円と2012年に引き続

する︒
﹃アディゼロシリーズ﹄

価格帯に属する商品群が活発

き対前年比プラスの予測とな

2013年は数量ベースで

の202億5000万円とプ

な動きを示しているが︑その

っているが︑この規模も20

対前年比100・0％の87

ラス予測となっているもの

一方で﹃アディダス﹄
﹃フッ

10年の実績値には及ばない

2013年は﹃マークダウ

ルでの成長と予測する﹂
ある︒各メーカーともかつて
の︑いずれも2010年当時

トジョイ﹄を中心とした海外

レベルであり︑同じソフトグ

達したものと推察される︒

③アイアン
のような﹃奇抜なヘッド形状﹄

の規模には及ばないレベルで

ブランド群の構成比が上昇し

2013年は数量ベースで

なる﹃ゼクシオ7﹄が発売さ
﹁アイアンの2012年国内
の商品や﹃ヘッド形状はその
ある﹂

ており︑ブランド間の優勝劣

対前年比103・2％の 万

れ人気になったこと︑テーラ
出荷市場は︑数量ベースで対
ままでフェースインサートの
⑥ゴルフシューズ

﹃アディフィットシリーズ﹄

ーメイドが提案した﹃飛距離
前年比105・2％の447
みを替える﹄という新規性の

﹁ゴルフシューズの2012

︵いずれもアディダス︶など︑

訴求型フェアウェイウッド﹄
万本︑金額ベースで対前年比
低い新製品一辺倒ではなくな

7万ダースと横ばい︑金額ベ

の人気により︑金額ベースで
105・8％の385億円と
ってきており︑それらによる

ースで対前年比102・5％

は2010年の水準に回復し
なった︒数量・金額とも対前

常な市場環境を取り戻しつつ

た︒2013年も﹃Ｘホット
年比プラスにて推移したもの

ン品の氾濫﹄も落ち着き︑正
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トボールズ ステージ2︵テ

円と数量・金額共に二桁レベ

金額ベースで 億2000万

67

︵キャロウェイ︶
﹄や﹃ロケッ

︵ダンロップ︶から7代目と

73

している︒

イウッド﹄市場は活発に推移

た﹃飛距離訴求型フェアウェ

ーラーメイド︶
﹄を中心とし

年の実績には遠く及ばないの

のが主要因であり︑2010

の市場環境が悪かったという

の比較対象となる2011年

対前年比 ・9％の 万本と

2013年は数量ベースで

り単価は上昇傾向にある︒

買い替え需要も活性化してお

前年比106・1％の109

176万足︑金額ベースで対

スで対前年比105・4％の

年国内出荷市場は︑数量ベー

﹁キャディバッグの2012

⑦キャディバッグ

ている﹂

敗が今まで以上に鮮明になっ

⑧ゴルフグローブ

ている﹂

とは市場環境が大きく異なっ

ッズ類でも﹃ゴルフシューズ﹄

98

金額ベースで対前年比10

比112・2％の211万本︑

市場は︑数量ベースで対前年

2013年ウッド国内出荷

市場の活性化との相乗効果も

の商品も見当たらず︑ウッド

ウェイウッド﹄のような話題

おける﹃飛距離訴求型フェア

が実情である︒ウッド市場に

に推移していることもあり︑

心とした高価格帯商材が活発

ロン︵タイトリスト︶
﹄を中

が下落︑
﹃スコッティキャメ

が︑マークダウン品の構成比

マイナス予測となっている

ータイプのスパイクレス﹄と

た︑
﹃カジュアルなスニーカ

商品群が活発に推移した︒ま

おける実売価9000円台の

ウェイ︶
﹄など︑小売段階に

﹃アーバンスタイル︵キャロ

億 1 0 0 0 万 円 と な っ た︒

て︑当該市場はマークダウン

災の発生を主たる要因とし

0万円となった︒東日本大震

比108・9％の 億200

万本︑金額ベースで対前年

スで対前年比105・6％の

年国内出荷市場は︑数量ベー

金額とも対前年比プラスにて

000万円となった︒数量・

スで対前年比105・4％の

年国内出荷市場は︑数量ベー

﹁ゴルフグローブの2012

年国内出荷市場は︑数量ベー

﹁ユーティリティの2012

②ユーティリティ

ある﹂

り︑健全とは言い難い環境に

かますます激化する方向にあ

向に収まる気配がないどころ

店段階における価格競争は一

2011年から引き続く小売

ど盛り上がっていない︒また

が当初の業界関係者の思惑ほ

荷市場は︑数量ベースで対前

﹁パターの2012年国内出

④パター

いる﹂

ッド市場とは様相が異なって

じゴルフクラブ市場でも︑ウ

の水準には遠く及ばない︒同

模そのものも2010年当時

いるものの︑成長率は低く規

とプラス成長予測とはなって

比101・6％の391億円

2万本︑金額ベースで対前年

対前年比101・1％の45

2013年は数量ベースで

生をきっかけに︑それまで
﹃ゴ

2011年の東日本大震災発

金額とも微増にて推移した︒

で対前年比100・5％の1

877万ダース︑金額ベース

スで対前年比101・9％の

年国内出荷市場は︑数量ベー

﹁ラウンドボールの2012

⑤ラウンドボール

する﹂

と横ばいにて推移すると予測

0・0％の 億3000万円

ルファーのラウンド動向に比

97億5000万円と数量︑

年比110・6％の 万本︑

0万円と数量・金額ともプラ

金額ベースで対前年比11

例する形で推移する﹄と言わ

比106・9％の 億500

れてきた当該市場の需要動向

ロップ︶
﹄の発売︑
﹃ロケット

における﹃ゼクシオ7︵ダン

前年比二桁レベルの大幅増と

となった︒数量・金額とも対

後比較的早い段階でゴルファ

に大きな変化が起きた︒震災

62

前年比102・1％の 億9

834万枚︑金額ベースで対

8・9％の465億円と高い

金額ベースでは対前年比10

万本︑金額ベースで対前年

スで対前年比105・2％の

を中心としたドライバー市場

然程感じられなかった︒

70

成長が予測されるが︑新製品

95

62

1・3％の 億3000万円

73

スにて推移した︒ウッド市場

65

61
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57

99

95

ており︑本格的な需要回復と

のものは2010年を下回っ

推移しているものの︑規模そ

﹁ゴルフ用品の国内出荷金額

■用品別市場規模

成長を予測する﹂

1％の940億円とプラスの

場規模を取り戻しつつある︒

復︑震災前
︵2010年︶
の市

濃く受けた2011年から回

場は東日本大震災の影響を色

予測は﹃最大︵最悪︶でこの

予測を行っている︒この数値

き続くという前提に基づいて

15年までの増税の影響が引
す﹄ために最も必要というこ

とが︑今回算出した予測を
﹃外

界全体の魅力を向上させるこ

方向﹄に外れる可能性もある

は言い難い数字となってい

し︑そうなるよう業界を挙げ

くらいまで縮小する可能性が

したが︑とりわけ﹃レディス﹄

一方︑
﹃レディス﹄と﹃ジ

の市場減退に歯止めが掛から
て対策を講じる必要がある︒

を用品別に分類したのが別掲

ユーティリティ︑アイアン︑

所謂﹃2015年問題﹄とい

る︒当該市場もゴルフボール

パターの合計︶
﹄を抜いて最
減退の最大の要因は︑ブーム

ない状態が続いている︒市場

うものが議論されてきた︒こ

ある﹄という主旨に基づいて

する傾向の強い﹃消耗品﹄と
大の市場となった﹃ゴルフウ
の反動により業界関係者が女
れはこの年を境に﹃団塊の世

組み立てており︑勿論﹃良い

して扱われているが︑震災発
エア﹄であるが︑節電を目的
性の参入促進による市場活性
代﹄が退職を迎えることによ

ュニア﹄については︑いずれ

生以降その﹃連動性﹄を欠い
とした﹃スーパークールビズ﹄
化を﹃諦めた﹄ことにあると

も対前年比マイナスにて推移

た市場環境が続いている︒
需要の反動減や︑これまで当
は言えないだろうか︒

のグラフである︒2011年

2013年は数量ベースで
該市場を牽引してきた﹃アス

に﹃ゴルフクラブ︵ウッド︑

対前年比101・3％の84
リートスタイル︵パフォーマ

ルファーのプレー動向に比例

5万枚︑金額ベースで対前年

いてのプラス成長予測となっ

0万円と2012年に引き続

して2012年は対前年比マ

行き渡りなどを主たる要因と

たレイヤードスタイル︶
﹄の

ンスアンダーウエアを着用し

〝ハマッた〟人は市場に残っ

にゴルフを始めてゴルフに

取材を行うと︑
﹃ブームの際

顧客の構成比が高い小売店に

実際百貨店など比較的女性

つまり﹃現役世代が一斉にリ

る︒最近ではそのような問題︑

影響を与えるというものであ

アし業界に大きなマイナスの

り︑ゴルフから一斉にリタイ

ゴルフ業界では過去から︑

比105・0％の 億800

ているが︑この数字も震災前
イナスとなった︒それにより

﹁ゴルフウエアの2012年

⑨ゴルフウエア

となった︒

市場における最大規模の市場

ラブ﹄がゴルフ用品国内出荷

2012年は再び﹃ゴルフク

可能﹄という意見が多い︒幸

需要を活性化することは十分

して様々な商品提案を行って

ている︒そのような女性に対

く聞く︒業界サイドが対策を

ってはいないという意見も多

まう﹄という問題は然程目立

タイアしてゴルフを止めてし

るが︑やはり数年来引き続く

と︶もマイナスの要因ではあ

に比べ高い水準であったこ

1年の規模が他のカテゴリー

こと︵比較対象となる201

により微減レベルで推移した

需要の恩恵を受けたことなど

した﹃スーパークールビズ﹄

2011年は節電を目的と

に引き続きマイナスとなった︒

ゴルフウエア市場は2011年

年 比 プラスにて推移したが︑

殆どの商品カテゴリーが対前

万円となった︒2012年は

■性別市場規模動向

し難い環境にある﹂

に及ばず︑需要回復とは形容

場規模は2010年のレベル

て推移はしているものの︑市

ター市場も対前年比プラスに

調﹄である︒アイアン及びパ

フェアウェイウッド市場の好

ド市場における飛距離訴求型

た︒主たる成長要因は﹃ウッ

10年レベルにまで回復し

規模も東日本大震災前の20

とプラス成長にて推移︑市場

市場は対前年比106・3％

2012年のゴルフクラブ

﹁2014年の市場規模は対

の市場動向分析〜

〜消費増税が導入された場合

フ用品国内市場予測

■2014〜2015年ゴル

場である﹂

があれば十分に成長可能な市

に流されない﹃ブレない姿勢﹄

であり︑経済環境や﹃ブーム﹄

の活性化は︑未だ﹃道半ば﹄

当該市場における女性市場

声が挙がり始めている︒

ス市場の底打ち﹄を指摘する

って小売店舗からは﹃レディ

いなことに︑2013年に入

﹃駆け込み需要﹄が顕在化し

が多数存在したことによって

た際には︑
﹃魅力ある新製品﹄

だろう︒

度我々は認識する必要がある

性があるということを︑今一

場に多大な影響を及ぼす可能

響が別掲の表のように当該市

るという事実︑そしてその影

15年問題﹄が差し迫ってい

増税という﹃もう一つの20

見方もできるが︑一方で消費

小限に抑えられているという

講じたことによって影響が最

マイナスの主要因となってい

ートスタイル﹄の行き渡りが

785億8100万円︑
﹃レ

が対前年比104・5％の1

は︑
﹃ユニセックス︵メンズ︶
﹄

内出荷市場における性別実績

2011年を下回る水準であ

東日本大震災の影響を受けた

ス予測となった︒この規模は

3000万円と大幅なマイナ

にして業界が身に付けるか﹄

しさを伝える提案力︶を如何

〝魅力〟
︵商品力︑ゴルフの楽

るところ﹃消費税に負けない

収まった︒この事例は︑詰ま

1997年に増税が行われ

パフォーマンスアンダーウエ

影響は比較的小さいレベルで

しかしながらそれに代わる

が重要であるということを指

形容できるようなトラッド色

ュニア﹄が対前年比 ・8％

の451億9800万円︑﹃ジ

る面が強い︒

↓ ％︶は 月実施予定であ

る︒2015年の増税︵8％

の強いスタイリングが徐々に
市場で人気になっており︑2

﹃ユニセックス︵メンズ︶
﹄市

の3億100万円となった︒

のものは3ヶ月ほどである

り︑
﹃消費税 ％﹄の影響そ
が︑2014年4月から20

合いに明け暮れるよりも︑業

価格競争によるパイの奪い

し示していると言える︒

ディス﹄が対前年比 ・7％

90

﹃ニュークラシック﹄とでも

アを軸とした︑所謂﹃アスリ

前年比 ・9％の2377億

・8％の902億8000

国内出荷市場は︑対前年比

値である﹂

の2010年には及ばない数

60

﹁2012年のゴルフ用品国

99

013年は対前年比104・

10

10

10

97

80

とになる︒今回の予測が良い

方向に﹃外れる﹄ことを願っ
て止まない﹂︱ ︒
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ゴルフ場利用税廃止運動 全国一斉陳情活動を実施

う理由で︑廃止に至っていな

す︒当協会としましては︑会
は8月1日︑全国一斉陳情活

場利用税廃止運動推進本部﹂

の阻害要因﹂などと指摘︒ゴ

重課税がゴルフの普及や振興

ではなく生涯スポーツ﹂
︑
﹁二

要望書は︑
﹁ゴルフは遊興

﹁ゴルフは高齢になっても行

です︒

フ場利用税の全廃を願うもの

にとっては︑1日も早くゴル

ゴルフ振興議員連盟会長︶と

藤征士郎衆議院議員︵自民党

東京では8月1〜2日︑衛

に加えてその5％が消費税と

限は1200円︶
︒プレー代

1人につき1日800円︵上

ルフ場利用税の標準税額は︑

です︒ゴルフ場利用税の存在

実施される純然たるスポーツ

リンピックの正式競技として

える生涯スポーツであり︑オ

文部科学大臣室を訪問︒新藤

かつては娯楽施設利用税で

っています︒

して徴収される二重課税とな

て︑ゴルフ場利用税を撤廃す

らか︒来年の消費増税に向け

の参加を阻害しているのは明

が︑ゴルフというスポーツへ

71

2.4

68.6

45

88

16.8

71.2

8位

カラトペア

千葉夷隅 GC

45

37

82

9.6

72.4

9位

タケシマペア

スカイウェイ CC

36

39

75

2.4

72.6

武蔵野 GC

44

43

87

14.4

72.6

ＪＧＧＡ主催

︱

区町村長宛の要望書を推進本

いのが現状です︒ゴルファー

新藤総務大臣︑下村文部科学大臣に要望書を提出

当協会も加盟するゴルフ関
部より送付しております︒

︱

連 団体で組織する﹁ゴルフ

員企業全社のご協力を賜り︑
動を実施いたしました︒

後も皆様方のご協力を賜りま
ともに各ゴルフ関連団体代表

きたいと考えております︒今

ゴルフ界の発展に寄与してい

すようお願い申し上げます︒
者等総勢 名で総務大臣室︑
義孝総務大臣︑下村博文文部

あったものが︑1989年の

順・法人称号略︶
︼

︻協賛企業一覧全 社︵ 音

科学大臣に︑ゴルフ利用税廃

35

43

﹁〝

のゴルファーが参加︒実際に

望む﹂
﹁このような企画をも

覧になって頂ければと思いま

〟ゴルフデビュー応援企画﹂ 結果報告

は︑全部で7コース︒総勢

参加された方々からは︑
﹁新

っと宣伝するべきではない

キャスコ︑キャロウェイゴル

︵ボールご協賛社︶

止の税制改正要望書の提出を

36

メイプルポイント GC

ゴルフ関連 団体で構成さ
議﹂で制定された﹁ゴルフ・
しいゴルファーを増やすため

組 名︵男性 名︑女性 名︶

ウィーク﹂では︑8月1〜7

当協会では︑
﹁ゴルフ・ウ
か﹂
﹁スクランブル方式のゴ

フ︑ゴルフ・ドゥ︑ダンロッ

スカイウェイ CC

フルーツプレミアム

れる﹁日本ゴルフサミット会

日の7日間において様々な企

ィーク﹂の中の企画として︑

に必要な企画であり︑継続を

関東ゴルフ連盟後援のもと
ルフは初めてだったが︑楽し
くプレーできた﹂など︑様々
プスポーツ︑テーラーメイド

きます︒皆様におかれまして

ヤナギダペア

7位

には︑ゴルフマナーブックを

68.4

贈呈しました︒また来年︑さ

67.8

9.6

画が行われました︒

Ｇｏ ｌｆ﹂と題

したゴルフデビュー応援企画
なお︑今回の企画に参加さ

なご意見や感想を頂きました︒

も︑引き続き陳情活動を実施

るため陳情活動を強化してい
かかわらず︑ゴルフだけは
﹁ゴ

いただけますようお願い申し

消費税導入で廃止されたにも
ルフ場利用税﹂となり︑存続

上げます︒税廃止要望書が必

行いました︒
また︑大臣への陳情のほか︑

しております︒2011年に

要の節はお申し付けください﹂

ゴルフ︑ブリヂストンスポー

都道府県の各知事宛には各

制定されたスポーツ基本法の

︵日本ゴルフ関連団体協議会

ツ︑ミズノ︑本間ゴルフ

都道府県競技団体と日本ゴル

理念に反するものであるにも

7.2

78

﹁Ｌｅ ｔ
を実施︒参加費は二人で20
れた方には︑参加賞としてボ

00円︑プレー費に関しては
初心者が特別料金︑同伴者
︵ハ
ールを2個プレゼント︒さら

フ場支配人会連合会が連携し

関わらず︑この税収が﹁市町

に︑初心者︵コースビギナー︶ ︵賞品ご協賛社︶

ンディキャップ 以下︶の費
アキラプロダクツ︑カタナゴ

て陳情を行いました︒さらに︑

75

39

用も優遇したゴルファーに
ルフ︑キャロウェイゴルフ︑

ゴルフ場の所在する全国83

36

39

らなる魅力ある企画に育て皆

39

飯能 GC

様にご紹介していきたいと思

大相模 CC

クボタペア

競技方法は︑ゴルフ経験者

67.8

と初心者によるスクランブル

65.8

7.2

好評を博しました︒
京葉サンビーム︑フォーティ

神田功事務局長︶

19.2

75

﹁やさしい﹂限定企画として

ーン︑ブリヂストンスポーツ︑

村の重要な財源だから﹂とい

85

39

西日本活性化活動報告

年8月5〜7日の

うなもの︒まず︑ＫＧＵは昨

時 分に解散という内容と

5ホールのプレーを楽しみ︑

﹁第２回初心者スクール卒業生 実践ラウンド体験会﹂を開催
平成

年の9月からゴルフ振興協力
昨年9月にはじめた﹁関西ゴ

関西ゴルフ連盟︵ＫＧＵ︶が

フ未経験者と初心者で︑21

スンを開始した︒対象はゴル

西圏の練習場施設で格安レッ

金支援事業の一環として︑関

﹁参加者からは︑ラウンドマ

に説明する︒

本支部川村篤彦氏が次のよう

った日本ゴルフ用品協会西日

なる︒クラブの貸し出しを行

3日間
︵参加費は5000円︶
︑

参加者が関西圏の3コースで

と思います﹂

フの振興活動に取り組みたい

参加者は各ゴルフ場へ正午

感満載のこの企画に申し込ん

スンワンコイン﹂など︑お得

ている人にとっては︑
﹁1レッ

ゴルフは敷居が高いと感じ
に集合︒以降︑ラウンドマナ

﹁実践ラウンド﹂を行った︒

ーやエチケットなどの講習を

をおまかせ下さいませ。

﹁ゴルフ・ウィーク﹂
の期間中︑

ルフ振興初心者スクール﹂の

00円を払えば打ち放題でレ

が活きた︑この体験をもとに

卒業生を対象とした﹁実践ラ

スクールでスキルアップして

ウンド﹂が行われた︒これは︑

となっている︒第2回目の
﹁初

またラウンドしたいなどの声

ナーや基本的なルールが学べ

心者スクール卒業生実践ラウ

が多かったです︒今後も各団

る︑初心者スクールでの経験
業協会︑日本パブリックゴル

ンド体験会﹂は︑今年の3〜

体と共に一丸となって︑ゴル

ッスンが4回受けられるとい

フ協会︑日本ゴルフ用品協会

5月に初心者スクールを受講

う充実した内容のプログラム

の5団体が連携して開催した

した377人が対象︒ 人の

練習場連盟︑日本ゴルフ場事

もの︒初心者をゴルフ場へ誘

ＫＧＵを筆頭に全日本ゴルフ

導し︑プレーの楽しさを訴求
今回で2回目となった﹁実

した︒
践ラウンド﹂だが︑今年のゴ
6コースで行われて好評を博

でみてはいかがだろうか︒

ールデンウィークに関西圏の
した企画なのだ︒
﹁実践ラウ

受け︑パターレッスン︑4〜

店舗・内装・
デザイン・施工

0の市区町村に対しては︑市

42

36
2位

30

ンド﹂に至った経緯は次のよ

ゴルフショップの

17

ブロッサム︑マスターズ︑ヨ

43

武蔵野 GC

っております︒

飯能 GC

イシイペア

方式でのアンダーハンディキ

ニシハラペア
ヒラマツペア

17

ネックス︑ロイヤルコレクシ

64.2

最後に︑ご参加頂いた方か

16.8
優勝

27

ョン︑二木ゴルフ︑日本シャ

81

フト︑ヤマト徽章

41

ャップ戦で︑順位を競い合い

“Let's Golf” ゴルフデビュー応援企画 成績表

18

26
グロス HDCP NET
ペア名

会場名
順位

25

13

NET 成績表（ぺリア方式・10位まで）

47

39

らのアンケート結果や成績表

満足 17名
ある程度満足 7名
余り満足できない 4名

をまとめましたので︑ぜひご

・今回の企画の評価
（参加者の満足度）

50

6位

10位 チームくまさん

G
o
l
f

ました︒
﹁ゴルフ・ウィーク﹂

ナカムラペア

5位

40

3位

サンヒルズ CC

28

スケジュール
便利さ
コースのクオリティ
価格
その他

14名
12名
5名
3名
4名

期間中に実施されたコース

・選択したコースの理由
（複数回答有り）

19

52

17

L
e
t
ʼs
ｓ
ʼ

平成25年９月１日発行（ 4 ）
第370号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング
6月1日〜6月

日

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ
＝矢野経済研究所＝

2ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTSDALE TR SERIES

ピン

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）
アクシネット
2ピース

チタン

ダンロップスポーツ

1

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
2

ROCKETBALLZ STAGE2

チタン

テーラーメイド

2

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

テーラーメイド
3

913D3

チタン

アクシネット

3

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
4

X HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

4

XXIO7 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 SERIES

テーラーメイド

1
2

ROCKETBLADEZ KBS

スチール

テーラーメイド

2

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 SERIES

フォーティーン
4

SRIXON Z525 NS

スチール

ダンロップスポーツ

4

CALLAWAY FORGED
WEDGE SERIES

キャロウェイ
5

XXIO7 LADIES

カーボン

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

アクシネット

シリーズ①

リアルマーケットレビュー ２

ゴルフ用品小売店の皆様の

前月号までは︑日本国内の

る用品市場への影響をどう考

うなるのか﹂
﹁消費増税によ

場に与える影響は具体的にど

て﹁消費増税がゴルフ用品市

同期比 ％台にて推移︶
︑5

て差はあるものの︑概ね前年

縮小︵商品カテゴリーによっ

された4月には急激に需要が

﹁消費増税がゴルフ用品市場に及ぼす影響﹂について

ゴルフ用品業界の問題点や課

﹁生の声﹂を取材することで︑

ーケットレビュー﹂ですが︑

性を模索してきた﹁リアルマ

題︑または今後進むべき方向

る状況です︒

せが日を追うごとに増えてい

関係者の皆様からの問い合わ

えているのか﹂といった業界

うな結果となっています︒

月以降も影響を受けているよ

たことを考察するという内容

査・研究活動の中から気付い

ポーツ業界全体における調

し︑今月号からは私自身のス

解く﹂というスタイルは終了

タビューから業界の課題を紐

一部を抜粋して紹介したいと

載したのですが︑今回はその

のシミュレーション結果を掲

ゴルフ用品国内出荷市場規模

業白書﹂に︑消費増税による

した﹁2013年版ゴルフ産

め︑今年の8月に弊社が発刊

そのような声に対応するた

おります︵ゴルフ用品国内出

本紙紙面の3面下に掲載して

ミュレーションしたグラフを

フ用品国内出荷市場規模をシ

14年及び2015年のゴル

ンタビューなど加味して20

や業界関係者・有識者へのイ

それ以外にも現在の市場環境

のデータを一つの参考とし︑

が導入された1997年当時

3％から5％への消費増税

﹁小売店の皆様に対するイン

に一新したいと考えていま

思います︒

るような内容にしたいと考え

て少しでも﹁気付き﹂に繋が

さっている読者の皆様にとっ

もこの連載に目を通してくだ

きたいと考えています︒今後

内容で毎号テーマを考えてい

を定めずに︑一種﹁自由﹂な

は特定のテーマやコンセプト

な変化はありませんが︑今後

ーケットレビュー2﹂と大き

回の消費増税シミュレーショ

り︑この頃の市場データは今

﹁プラス﹂に作用した面があ

で見ると当該市場にとっては

れており︑
﹁プラスマイナス﹂

せられていた物品税が廃止さ

またそれまでゴルフ用品に課

気﹂に沸いている頃であり︑

の日本国内は所謂﹁バブル景

9年4月でした︒但しこの頃

％︶が導入されたのは198

我が国において消費税︵3

る﹁2015年問題﹂の他に

が︑団塊世代のリタイアによ

外れる﹂ことを願っています

ってこの予測が﹁良い方向に

が増税対策を講じることによ

私個人としては︑業界全体

ています︒

ものは相当厳しいものとなっ

出したものであり︑数字その

よ﹂という考えに基づいて算

響が出る可能性があります

大︵最悪︶でこのくらいの影

荷市場予測︶
︒この予測は﹁最

タイトル自体は﹁リアルマ

す︒

ておりますので︑何卒お付き

ンの参考として使用すること

も︑消費増税という﹁もう一

さて︑リニューアル第一回

合い頂ければ幸いです︒

はできません︒

連法は︑参院本会議採決され︑

する社会保障・税一体改革関

8月 日︑消費税増税を柱と

響﹂
についてです︒
2012年

費税導入直前の1997年3

実績を振り返ってみると︑消

査﹁ＹＰＳゴルフデータ﹂の

当時の弊社小売店実売動向調

は1997年4月でしたが︑

5％へ増税︶が導入されたの

続いて消費増税︵3％から

ミュレーションを行った詳細

ページの関係もあり今回シ

る可能性がある︶
︒

市場規模よりも低い水準にな

思います︵2011年当時の

皆様に今一度認識頂ければと

いていることを業界関係者の

つの2015年問題﹂が近づ

目のタイトルは﹁消費増税が

民主︑
自民︑
公明3党などの賛

月に入って急激な﹁駆け込み

ゴルフ用品市場に及ぼす影

これにより︑現行5％の消

成多数で可決︑成立しました︒

とが﹁ほぼ﹂確定した訳です

へ2段階で引き上げられるこ

％︑翌2015年 月に ％

費税率は2014年4月に8

成︶
︒そして︑消費税が導入

比130％台という需要を形

あるものの︑最大で前年同期

リーによって需要動向に差は

需要﹂が顕在化︵商品カテゴ

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

頂ければ幸いです︒

年版ゴルフ産業白書﹂を参照

が︑詳しくは弊社﹁2013

なロジックは割愛しています
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

XXIO7

80

が︑この決定以降弊社に対し

10

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︑

SRIXON DISTANCE
（2011）

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︶

4

いのが悩ましいと

ピン

﹁ウッド及びアイアン市場は

SCOTTSDALE SERIES

ころで︑特にアイ

3

アン︵セット︶は

ダンロップスポーツ

5月までと同様の傾向にて推

3ピース /
4ピース

移︑相変わらず﹃Ｘ ＨＯＴ﹄

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

厳しい状況が続い

3

ています︒価格競

キャロウェイ

を中心としたフェアウェイウ

WHITE HOT PRO SERIES

ッドは好調な販売を記録して

2

争も残念ながら収

ダンロップスポーツ

キャロウェイ

束の気配はありま

3ピース

VERSA SERIES

います︒しかしながら︑それ

XXIO PREMIUM（2010）

1

らフェアウェイウッドの好調

ダンロップスポーツ

構造

アクシネット

2

アクシネット

せん﹂

カーボン

BALL BEST5

メーカー名
WEDGE BEST5

な販売がなかなか他の商品カ

1

テゴリーまで派生していかな

XXIO7

順位

10

30

PRO V1 SERIES（2013）

HVC SERIES

メーカー名

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

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

ドライバー2位＝
RBZ STAGE2
1

3ピース /
4ピース

5

第370号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成25年９月１日発行

協会関連事項
・開催期間は︑8月5〜7日
で︑3会場にて延べ5回開催︒
当協会の西日本支部が主催
で開催されます︒同大会の参

兵庫県のＡＢＣゴルフ倶楽部

の表を参照︶
︒

こにご報告いたします︵別掲

第２回西日本企業ゴルフ大会参加企業一覧
する﹁第2回西日本企業ゴル

より 名となった︒

・参加申込人数は︑ 練習場
議題 ︱2︑報告事項

番ホール﹂ 瀧川委員
フ 大 会﹂ は 9 月

﹁
●
①ＫＧＵ ﹁第 回関西オー

0人のアンケート調査結果を

2
アシックス

○

2

プロギア

○

2
ＩＯＭＩＣ

○

4

マスターズ

○

2
大橋金属

○

2

マルマン

○

2
キャスコ

○

2

ミズノ

○

2
キャロウェイゴルフ

○

4

モリリン

グラファイトデザイン

○

2

ヤトゴルフ

○

2
2

ヨネックス

○

2
2

ライト

○

2

2

リンクス

○

2

ロイヤルコレクション

○

2
PRESS
2

ダンロップスポーツマーケティング

○

2

ダンロップスポーツ

○

4

サンケイスポーツ

2

つるやゴルフ

○

2

スポーツニッポン

2

テーラーメイドゴルフ

○

2

デイリースポーツ

2

デサント

○

2

日刊スポーツ

2

ナイキ

○

2

報知新聞社

2

西明石ゴルフショップ

○

2

フォーティーン

○

2

フクラブで開催されます︒同

神奈川県のレイクウッドゴル

︑
権〜﹂は 月 日︵月・祝日︶

ます︵別掲の表を参照︶
︒

したのでここにご報告いたし

選手権の参加企業が決まりま

第３回インダストリーカップ参加企業一覧
当協会が主催する﹁第3回
ルフ関連企業対抗ゴルフ選手

インダストリーカップ 〜ゴ

82

加企業が決まりましたのでこ

プンゴルフ選手権競技﹂を8

報告︒

○

日︵ 木︶
︑

●
﹁写真﹂ 未定︒

が担当︒
月 〜 日に開催予定︒

掲載予定︒

②ＮＧＫ ゴルファー200

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
ープンゴルフ選手権競技﹂の

③ＫＧＰＵ ﹁第 回関西オ

ブリヂストンスポーツ

広報委員会
4面 ﹁第 期ゴルフ用品販

を開催した︒
タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

売技術者講習会﹂報告記事を

議題 ︱1︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
ュー2﹂を掲載予定︒
予定︒

観戦チケットを販売協力する
2

○

計

日︵ 金︶
︑

8月号について
6面 協会関連事項を掲載︒
④Ｊ ＧＧＡ ﹁第2回西日本
企業ゴルフ大会﹂を9月 日

︱6890 ︱15

︱6890 ︱15

○

ダイヤコーポレーション

合

年7月

1面〜2面 ﹁ＮＧＫゴルフ
議題 ︱4︑次回委員会の日程
平成 年9月 日︵金︶
に開催予定︒
﹁第 期ゴルフ
用品販売技術者講習会﹂を8
月 〜 日に開催予定︒
平成 年9月9日︵月︶

︻次回委員会の日程︼

50

朝日ゴルフ用品

SENCE（VIVO GOLF STUDIO）

場入場者一斉調査﹂報告記事
番ホール﹂ 高岡委員
ジャパンゴルフフェア２０１４

日︵ 水︶
︑

第５回実行委員会
年7月

㈱大広内のプレゼンテーショ

平成
ンルームＡにて標記委員会を

変更事項

・新担当者 大鹿壽一︵旧
大鹿武雄︶
︻所在地変更︼
●アクシネットジャパンイン

ク︵東日本支部︶

ＦＡＸ

4

○

を掲載︒
●
﹁

が担当︒
﹁写真﹂ ゴルフ場でのプ
●
レー風景を掲載︒
ア2014﹂出展案内を掲載︒

3面 ﹁ジャパンゴルフフェ
4面 ﹁製造渉外委員会﹂報
開催した︒

●南海ゴルフ㈱
︵西日本支部︶

議題 ︱1︑報告事項

告記事︑
﹁夏ゴルフ対策グッ

・新代表者 木内将仁︵旧

ズ﹂を掲載︒

①小委員会からの報告

︻代表者︑担当者変更︼

②リゾートゴルフ場向け特別
長尾晴良︶

■
﹁ジャパンゴルフフェア2

ュー﹂を掲載︒
企画についての報告

・新担当者 長尾晴良

014﹂について

6面 協会関連事項を掲載︒
③出展要項の変更点について

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

議題 ︱2︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
の報告

●㈱ゴールドウイン︵東日本

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ

9月号の編集について

支部︶

︻担当者変更︼

1面〜3面 ﹁2013年版
■
﹁出展のご案内﹂について

議題 ︱2︑審議事項

を掲載︒

ゴルフ産業白書﹂の報告記事

須藤裕太︶

・新担当者 坂井宏吉︵旧

して承認された

●㈲ゴルフニューオオシカ

・デザイン︑内容の変更に関
・食コーナー企画について

番ホール﹂ 黒子委員

議題 ︱3︑次回委員会の日程

●
﹁
●
﹁写真﹂ 未定︒

が担当︒
4面 ﹁ゴルフウィーク﹂
︑﹁西

平成 年9月 日︵木︶

西日本ゴルフ市場
活性化委員会
日︵ 火︶
︑

東京都港区北青山2 ︱

新住所 〒107 ︱0061

年7月

キャロウェイゴルフ6Ｆ会議

青山プラザビル

平成

︵中部日本支部︶

日本活性化活動﹂
︑
﹁ゴルフ場
利用税廃止運動の活動﹂報告
記事を掲載︒
5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

室にて標記委員会を開催し

ＴＥＬ

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
ュー2﹂を掲載︒

た︒
■
﹁第2回初心者スクール卒

︱3

6面 協会関連事項を掲載︒

議題 ︱1︑審議事項
業生実践ラウンド体験会﹂に

月号の編集について
1面〜3面 ﹁2013年版

○

GOLFZON Japan

平成

12

議題 ︱3︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

レジャー白書﹂の報告記事を

藤倉ゴム工業

14

38

79

51︵所在地変更9月 日︶

2

10

協会事務局内にて標記委員会

19

ついて

2

○

京滋観光株式会社

会員 人数
名
社

26

19

アーク・クエスト

株式会社ゴルフ・ドゥ
テーラーメイドゴルフ株式会社
日本シャフト株式会社
ヤマト徽章株式会社
株式会社二木ゴルフ
株式会社本間ゴルフ
ミズノ株式会社
株式会社カタナゴルフ
アクシネット ジャパン インク
キャロウェイゴルフ株式会社
ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社
ブリヂストンスポーツ株式会社
ピンゴルフジャパン株式会社
横浜ゴム株式会社
ヤマハ株式会社
藤倉ゴム工業株式会社
TEAM DUNLOP
グローブライド株式会社
マルマン株式会社
ヨネックス株式会社
株式会社プロギア
株式会社フォーティーン
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
株式会社ゴルフ用品界社
実業之日本社（ワッグル）
産経新聞社
ゴルフダイジェスト社
日本文化出版株式会社
株式会社ゴルフスタイル社
株式会 ALBA
ナイキジャパン
主催者（JGGA）
主催者（GMAC）
小 計
合 計
参加人数
参加人数合計

79

38

会員 人数
名
社

19

11

17

名
社

25

25

男子スクラッチ 女子スクラッチ 男子アンダーハンディ 女子アンダーハンディ ゴルフメディア
（チーム数） （チーム数） （チーム数） （チーム数） （チーム数）
※１チーム４名 ※１チーム２名 ※１チーム４名 ※１チーム２名 ※１チーム２名
募集/18チーム 募集/10チーム 募集/18チーム 募集/10チーム 募集/６チーム
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20チーム
4チーム
21チーム
9チーム
8チーム
62チーム
80名
8名
84名
18名
16名
206名
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掲載する予定︒
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03

10

第２回 西日本企業ゴルフ大会 参加企業一覧（50音順）
第３回 インダストリーカップ 参加企業一覧
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