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大級のゴルフショー﹁第 回

2月 日︵金︶〜 日︵日︶

★今月のトピックス

1〜2面＝ ジャパンゴルフフェア2014実施概況
3面＝ゴルフショップ関連動向最新レポート
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2

﹁平和﹂の象徴であるオリンピックの

東京開催が決まった時︑7年後の自分

を予測した方が多かったのではないで

を反映した企画をゴルフフェ

当協会はこれまで︑時代性

そんな﹁未来﹂を思い描かせてくれた

しょうか︒日頃︑7年後の自分を予測

そのような皆さまの真剣な

開催決定でもありました︒

予定となっております︒

思いをしっかり受け止め︑次

アに取り入れておりますが︑

す︒

にのぼることがアンケート調

のジャパンゴルフフェアをよ

今年は主にどのようなイベン

ーション方式で担当してきた﹁ 番ホ

その一環で︑広報委員6名がローテ

かうことになります︒

る有益な情報を提供していく方向に向

いく︒そして︑消費者への販売に繋が

より会員の皆様に分かりやすく伝えて

っている複数の委員会での話し合いを

大きく変わろうとしています︒広報委

委員長の強力なリーダーシップの元で

さて︑広報委員会は今︑梅田新広報

して生きていた人が少ないのも事実︒

査
︵ＪＧＦ2013実績︶
から

り良いものにしていくことが

関しても︑総数で約300件

フェアの主役である出展社

2013Ｊ ＧＦに引き続

分かり︑テレビ番組での紹介

以上と注目度も増しています︒

の皆さまが納得して活動して

き︑ＧＴＣ特別企画として会

トを行うのか以下より紹介し

また︑今年も大手クラブメ

いただけるよう︑そして来場

場内の多くのブースでチャリ

私共の責務であると︑今あら

ーカーを始めとした様々なゴ

される多くのファンにゴルフ

ティー販売を実施いたします︒

をはじめメディアへの露出に

記録しました︵ビジネス関係

ルフ用品メーカー︑練習場関

の魅力をあらためて実感して

また︑会場では︑ゴルフフ

員会の在り方を広報委員が再認識し︑

者1万7991人︑報道関係

連︑飲料︑サプリメント︑健

いただけるよう︑ジャパンゴ

ェア限定特別販売商品をはじ

ていきましょう︒

毎年ＪＧＦは︑世界が注目

者776人︑一般来場者3万

康器具など︑多様な業種の企

ルフフェアは情報発信や共感

め︑人気ツアープロの希少な

ためて自覚している次第です︒

するゴルフショーとして出展

6348人︶
︒特に︑最終日

業・団体が出展しました︒出

醸成を図ってまいります﹂

日本ゴルフ用品協会︵ＪＧＧＡ︶で行

社のビジネスチャンスを積極

となった日曜日の全体来場者

展社数は︑世界7カ国の16

ります︒

ジャパンゴルフフェア201
的に支援︒多くのゴルフビジ

数は1万188人で︑同 ・

当協会が主催するアジア最

4﹂
︵Ｊ ＧＦ︶は︑平成 年
ネス関係者︑報道関係者そし

6社で︑コマ数に限っては6

●ドラコンチャレンジ

ール﹂がリニューアルすることになり

ました︒ 年間引き継がれた流れを一

な寄稿者にお願いをしていきます︒皆

後の機会になりますので︑東日本大震

を通してアピールする最
︵ 番ホール︶

ちなみに︑2013年の来

災後におけるＪＧＧＡの復興支援内容

今回が︑私達広報委員がこのコラム

様︑ご期待ください︒

施︒飛距離に応じて素敵な賞

シミュレーションゴルフを

品をプレゼントいたします︒

使用してのドラコン対決を実

トが用意されていることで

ＪＧＦの魅力は︑家族で気

す︒大人気の試打コーナーか

●ニアピンチャレンジ

万円となりました︒これは︑赤十字へ

軽に参加できる多彩なイベン

ら︑ジュニアでも挑戦できる

ホールインワンを目指して

の300万を皮切りに︑インダストリ

い情報を求める来場者とその

今回の開催にあたり︑ゴル

ドラコン・ニアピンチャレン

パターの腕を競い合うイベン

来場者にプロモーションを仕

フ用品協会の馬場宏之会長は

ジ︑お馴染みのツアープロの

トを実施︒ポイントに応じて

者は︑ 代以下のゴルファー

次のようにコメント︒

トークショーまで︑魅力あふ

素敵な賞品をプレゼントいた

ＪＧＦにおける主な一般来場

﹁今年2月に開催したジャパ

れる企画が満載です︒

2011年4月4日から2013年

について触れておきたいと思います︒

3月までの累計で︑義捐金が1220

ーカップチャリティー︑大震災支援チ

皆さまの多大なるご協力をい

き︑機能性にファッション性

また︑今年も前回に引き続

㈱枻出版社とのコラボレー

販売によるチャリティーの合計です︒

クション︑そしてグリーンティー缶の

ャリティーゴルフ祭︑協会3支部チャ

同調査は︑
﹁ジャパンゴル

ただき︑大盛況の中5万50

を加味したゴルフアパレルフ

●ファッションショー

ズファッションショーを開催

現在でも︑グリーンティーチャリティ

での女子プロによるチャリティーオー

リティー販売︑ジャパンゴルフフェア

フ イ ン ダ ス ト リ ー カ ッ プ﹂

00名を超える過去最高の来

します︒
に参加した １６８名と﹁西

ションによるレディス・メン

ィー販売など︑継続して行う

ることですが︑世の中が﹁平和﹂であ

最後にオリンピックについてもいえ

ーでの復興支援は継続しています︒

ってこそゴルフを含めた全てのスポー

ｒ！

ミズノ 藤原 達

れ か ら もＰｅ ａ ｃ ｅ ｆｏ ｒｅｖ ｅ

になってきた感じがします︒だからこ

﹁平和﹂を意識して守ることが︑大切

今は︑空気のように当たり前にある

います︒

あってこその産業であると言えると思

りません︒私たちの業界は﹁平和﹂が

ツ競技が成り立つことは言うまでもあ

ブースをはじめ︑女性やジュ

の熱気あふれる対応の御姿で

残ったのが︑出展社の皆さま

た︒そして何より強く印象に

せていることを実感できまし

た来場者の皆さまを夢中にさ

る企画の数々が︑会場を埋め

ーなど︑各所で繰り広げられ

支援活動やファッションショ

ニアへの体験レッスン︑復興

様々に演出を凝らした企業

ました︒

ァッションショー︑チャリテ
名の協力を得て実

場者数を記録することができ
加した

する︒
︵掲載記事４面︶

とめたものを抜粋して紹介

今回は︑各調査項目をま

をいただくことができた︒

い﹂など︑たくさんの意見

い﹂
︑
﹁価格を安くしてほし

い﹂
︑
﹁平日開催にしてほし

は﹁年に ２回開催してほし

大会に参加した選手から

施し︑回答を得たもの︒

80

日本企業ゴルフ大会﹂に参

は熱気に満ちています︒

掛ける出展社の熱意で会場内

ンゴルフフェア2013は︑

年比6・8％増︑過去最高を

イベント

旦リセットすることになります︒20

の3日間︑東京ビッグサイト

16コマという過去2番目に

14年2月からは︑広報委員から新た

2％増と大幅に伸びたことが

多い出展を頂きました︒新し

サイン入りグッズをオークシ

てゴルフファンの来場を目指

過去最高の来場者数を記録し

﹁ＪＧＦ2014﹂開催予定

西棟1・2ホールで開催いた

たことに影響しております︒

ョン形式で販売する予定です︒

しております︒

●チャリティー販売

は ％︑女性の来場者は ％

30

アジア最大級のゴルフショー

会期 ２０１４年２月 日︵金︶〜 日︵日︶

﹁ジャパンゴルフフェア２０１４﹂実施概況
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します︒出展募集を9月初旬

日本ゴルフ界最大のイベント﹁第 回ジャパンゴルフフェア2014﹂が
︵金︶
〜 日
︵日︶
の3日間︑国際展示場︵東京ビッグサイト西棟1・
2月 日
2ホール︶で開催される︒
2010年から4年連続で︑ＪＧＦ3日間の来場者数が5万人を超え︑2
013年はついに5万5000人を突破︒球春到来を告げるこのイベントが︑
ゴルファーに定着した様子が伺える︒それでは今年の実施概況について紹介
しよう︒
48

場者数は5万5115人で前

から開始していますが︑お陰

19

48

26

さまで申込み状況は例年に比

﹁ジャパンゴルフインダス
トリーカップ﹂
︑第２回﹁西
日本企業ゴルフ大会﹂のア
ンケート調査がこのほどま

31

16

16

べ順調な滑り出しをみせてお

26

当 協 会 が 主 催 す る 第 ３回

40

とまった︒

19
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する予定︒最新春夏ゴルフフ

●ゴルフ場・自慢のお土産市

場・自慢のお土産市﹂を開催

食コーナーとして﹁ゴルフ
します︒出品ゴルフ場は コ

ァッションのトレンドを紹介
●ジュニア企画

します︒

※

※

幅広いゴルファーが対象とな
ります︒
※

毎年︑アジア最大級のゴル

※

アベレージゴルファーの祭典

２０１３年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦決勝大会

友人・家族をゴルフに誘ってい

とから︑
参加者に対して会社・

ルファーの育成が必要とのこ

プレー︒2人1組のペア戦で︑

競技は ホールストローク
ペア2名のネットスコアの合

月7日︑日本ゴルフ場事
業協会が主催する﹁2013

フショーという位置付けであ
年経済産業大臣杯全国ペア対

ただけるように依頼があった︒

ースほどで︑1コース2〜3
るＪＧＦには︑世界各国から

全国各地からの出場選手が交

シミュレーションゴルフを
たくさんの関係者が集まりま
計で争われた︒

友を深め︑翌年の再会を約束

品目程度を予定しておりま
抗戦決勝大会﹂が︑沖縄県名

関東・東北支部の篠原岳彦︑

す︒
護市のカヌチャリゾート・カ

杉崎晃ペア︵チームスコア1

使用したワンポイントレッス
す︒一般来場者数は︑200
ヌチャゴルフコースで開催さ

ン︑キッズドラコン大会を実
4年と比べて1万8000
れた︒

ースが用意され︑来場者に大
生︑ネット通販の拡大など大

大型ゴルフ場チェーンの誕
ルフ人口の拡大を目的とした

ゴルフ場サービスの向上やゴ

業の振興・発展を目指して︑

同大会の趣旨は︑ゴルフ産

3・2ストローク︶だった︒

堅かおり︵チームスコア14

ィスの部が池宮富士子︑具志

41・0ストローク︶
︒レデ

度は今年以上の参加者が得ら

ての皆様に謝意を表し︑来年

選手並びに大会に携わった全

するなど︑当初の目的を達成︒

プレー終了後の懇親会は︑

人︑昨年の2012年と比べ

けたい﹂と思っているゴルフ
●トーナメントグッズチャリ

変好評でした︒

重なコレクションアイテムを

手できない憧れのグッズや貴
2013年は過去最高を記録

そして︑報道関係の来場者も

歯止めがかかってきました︒

ず︑ビジネス来場者の減少に

きな流通の変化にもかかわら

技内容となっている︒また︑

した交友関係の拡大を図る競

ベレージゴルファーを対象と

進の関連性データの収集︑ア

ズを測定してゴルフと健康増

ーによる歩数及びエクササイ

もの︒本大会は︑ゴルフプレ

天候にも恵まれ︑各ペアは他

が︑日中は太陽が差し込み︑

当日の早朝は雨模様だった

ーリズムを実践されていた︒

ラウンドを行い︑スポーツツ

選手は︑前日より観光や練習

各地域より決勝進出された

と共に︑大会を通じて新しい

の結びつきを認識してもらう

員に貸出し︑ゴルフと健康と

定機能付き歩数計を競技者全

また今大会では︑運動量測

誓し︑大会を締めくくった︒

れるよう充実させることを宣

また︑大型量販店の台頭︑

ァーは多いはずです︒末永く

優勝したのは︑一般の部が

クラブメーカー︑計測器メ
ても3000人と大幅に上昇

●最新クラブ打ち比べ

ーカーなど様々な試打が体験

施する予定︒例年様々なメー

できる打席を用意︒今年のＪ
しております︒

健康にゴルフを続けられるよ

●レディス企画

会場内でチャリティー販売い
しております︒このような来

きく貢献できているのではな

うに︑ゴルフ業界活性化に大

し︑
﹁一般の部﹂
︑
﹁レディス

り︑2人1組のペア戦に変更

しやすい大会との要望によ

本年度より︑魅力ある・参加

ャベイリゾート代表取締役か

事務局経済産業部長︑カヌチ

った︒

ながらも白熱したペア戦とな

地域との組合せで親睦を深め

レー終了後に運動量の測定を

ゴルフの楽しみ方も提案︒プ

トーナメント会場でしか入

﹁ゴルフを始めたのだけど︑

場者数の変化からも分かるよ

ティー販売コーナー

どうも上手くいかない﹂と悩
●ＰＧＡ︑ＬＰＧＡ︑ＪＧＴ

たします︒

う︑シニアプロによるレッス

める女性に朗報です︒女子の

日本プロゴルフ協会︑日本

今年のＪＧＦに関していえ

いかと自負しております︒

の部﹂の2部に変更して開催︒

となった︒

した︒また︑ＧＰＳ機能を搭

ど︑新しい動きが見て取れま

ナーには長蛇の列が出来るな

シューズフィッティングコー

協賛 ＧＭＡＣ︵ゴルフ市場

後援 経済産業省

協力団体は以下の通り︒

おり︑本年で 回目となる︒

務情報政策局長賞を授与して

臣賞︑準優勝ペアに対して商

ゴルフ人口拡大には若年層ゴ

ゴルフ市場活性化委員会より

らご祝辞を頂戴した︒また︑

知らせした︒

対抗戦決勝大会﹂の模様をお

3年経済産業大臣杯全国ペア

月7日に実施された﹁201

以上︑簡単ではあるが︑

載した距離計測機やスマホを

活性化委員会︶
︑日本ゴルフ

全日本ゴルフ練習場連盟︵敬

最高
73歳
77ストローク
3.83EX
15,019歩

最低
36歳
113ストローク
0.69EX
7,248歩

平均
56.96歳
86.12ストローク
2.70EX
11,658歩

Ｏブース
女子プロゴルフ協会︑日本ゴ

優勝ペアに対して経済産業大

使ったスイング解析アプリな

協会︑日本パブリックゴルフ

称略︶

表2 レディスの部

おきたいゴルフの要領などに

ルフツアー機構主催のレッス

ば︑
〝試打〟の他に〝試履き〟

ども多数展示されていまし

協会︑日本ゴルフ用品協会︑
シャフト﹂が展示されている

平均
57.37歳
84.75ストローク
2.40EX
12,302歩

触れた楽しいトークと実践に
役立つレッスンを行います︒

をするゴルファーが急増し︑

行った︒その結果は表1︑2

講師は︑藤井かすみプロ︵2
からレディス︑ジュニアまで

ンやサイン会を実施︒シニア

16 15

表彰式では内閣府沖縄総合

月 日︶
︑大塚有里子プロ︵2

ンショーを実施︒

ためのトレーニングや知って

50

月 日︶を予定しております︒

ーカーのブースには︑
﹁軽量

た︒さらに︑大手シャフトメ

など年配層に向けての商品群

特別協賛 大塚食品株式会社

※ ベストエクササイズは１万歩当たりの数値

が目立っていました︒

今決勝大会には︑予選︵6
予選会・合計3656名参加︶

Ｊ ＧＦでは︑これからも︑
先述したイベントや企画︑チ

を勝ち抜いた出場者164

最低
24歳
117ストローク
0.11EX
8,965歩

年齢
スコア（18H）
ベストエクササイズ
最多歩数

人・ 組がエントリー︒その

28

最高
77歳
71ストローク
4.80EX
19,932歩
年齢
スコア（18H）
ベストエクササイズ
最多歩数

産業活性化のために活用して

■一般の部

内訳は次の通り︒

組︵計

56

ャリティー販売など︑ゴルフ
いただける場として展開して

■レディスの部

名︶

組︵計108

いきます︒関係者皆様のご協
力あってのものですので︑引

名︶

き続きご支援賜りますよう宜
しくお願い申しあげます︒

表1 一般の部

13

54

11

28

カーのジュニアクラブの試打
●シニア企画

が出来ると好評の企画です︒
ＧＦでは︑ 社︑ 打席のブ

18

10

﹁何歳になってもゴルフを続

11

82
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〝三位一体︑海外進出︑買収〟
〜ゴルフショップ関連動向〜

ショップは︑ロッテ葛西との
が約 万円︑土日に関しては

ープンから平日の売上げ平均

ここ最近︑ゴルフ用品市場は︑
﹁業界内異業種﹂とのダイナミックな融合を展開し
ているが︑特に︑ゴルフショップ関連︵中古ゴルフショップ含む︶の動向は注目に値
する︒練習場内に併設されるインショップ形態や︑海外進出︑ゴルフ場運営企業によ
る買収など︑その勢いが加速している︒
そこで今回のＪＧＧＡニュースでは︑会員企業の皆様にそれら出店情報のみならず︑
インサイドストーリーも踏まえてお伝えする︒
三位一体のサービス改革で
二人三脚で相乗効果を高める
ため︑双方のポイント特典を
150万円ほどをキープ︒目
仕入れにより︑信頼の﹃ジャ

流通品の仕入れルートからの

さらに︑日本メーカー正規

集客 ％増を目指す

り︑すでに売上げの柱となっ

論見通り︑好調に推移してお

県で︑計 店舗を運営する︒

舗を運営中︒主戦場は神奈川

も向上するはず︒

絡めれば︑ユーザーメリット

への進出にほかならないが︑

コーディアの狙いは︑路面店

そのフジゴルフに着目したア

件費だけではない︒ゴルフ場

専門の販売員を常駐させる人

売が苦手とされる︒課題は︑

ショップは一般的にクラブ販

ところで︑ゴルフ場のイン

なため︑十分な接客時間をと

背景には同社が描く多様な成

りにくい︒在庫回転率が鈍化

長戦略がある︒まずは︑その
アコーディアは今年7月︑

すれば品揃えが陳腐化し︑価

への来場者はプレーが主目的

系列の石岡ＧＣ︵茨城県︶で

骨子を説明しよう︒

創業 周年を記念したメディ

ことを説明している︒

4コースを3階層に分類する

き鎌田隆介社長は︑系列13

アコンペを開催した︒このと

はそのためだ︒

場がクラブ販売をためらうの

字を抱え込む︒多くのゴルフ

格競争に敗北すると余計な赤

フジゴルフの買収で︑アコ

有機的に絡めていく︒通常︑

ーディアは初めて﹁路面店﹂

クラブなどを購入・売却した

﹁具体的にはマルチブランド

をもつことになった︒これに

総合ゴルフショップ﹁ヴィ

戦略です︒ハイエンドのゴル

より同社は専門店運営のノウ

クトリアゴルフ﹂
﹁ゴルフパ

フ場を﹃トロフィア﹄
︑ボリ

ハウを吸収でき︑成功すれば

パンプロダクト﹄の提供を行

ュームゾーンを﹃アコーディ

い︑中国現地消費者が安心し

ア﹄
︑そして気軽にゴルフを

るかもしれない︒ライバルの

﹁路面店買収﹂に拍車が掛か

ースを拡張する話もでている

楽しむ若者などに向けた﹃エ

ているウエア関連の陳列スペ

バーゴルフ﹄
︒以上の3タイ

際に付与されるポイントは︑

トは︑まだ市場といえるほど

ショップ内でしか利用できな

の大きさではないが︑一部︑

に関しては︑練習場施設内の

いが︑同店のポイントカード
取・販売サイト﹁ゴルフエー

また︑中古ゴルフクラブ買

日本の商品を専門に扱うショ

せており︑今後の成長を期待

高額品のニーズは高まりをみ

中国の中古クラブマーケッ

きます﹂

て購入できる間口を拡げてい

大級のゴルフ練習場である
サービスにも対応する︒同練

という︒

江戸川区︶とタッグを組み︑

﹁ロッテ葛西ゴルフ﹂
︵東京都

ッピングモール﹁ＪＣｈｅｒ

ァー人口の減少や︑厳しい経

外商品に対する購買意欲の高
まりをみせています︒

買収で︑物販100億構想へ
全国134のゴルフ場運

品業界に大きなインパクトを

ような戦略はリテール事業に

して再スタートしたが︑この

を﹁トロフィア﹂の第1号と

ルフを﹁ゴルフレボ﹂に衣替

ているが︑となれば︑フジゴ

ンドに統一する方針も発表し

を﹁ゴルフレボ﹂というブラ

同社は7月︑リテール事業

与える可能性もある︒

も反映される︒流通の多チャ

同社は 月1日︑石岡ＧＣ

ます﹂

ンネル政策というものだ︒同

えすることもありそうだ︒

の動向を紹介した︒どれも今

フ用品市場︵ショップ関連︶

以上︑駆け足で最近のゴル

社は﹁物販100億円構想﹂
なベンチマークとして201

を描いていたが︑より具体的
7年3月までに﹁物販 億円

後のゴルフ業界を占ううえ

営︑練習場事業などを行うア

で︑重要な動きといえそうだ︒

このような背景のもと︑ゴ

超﹂を視野に入れる︒フジゴ

ルフエースでは日本への関心

今回のフジゴルフ買収は︑用

ス﹂などを運営するぽすれん

﹁現在︑当練習場ではプロに

済環境下にありますが︑原点

ルフの買収は一連の戦略に沿

月下

コーディアゴルフは

旬︑
﹁フジゴルフショップ﹂

ったもので︑ゴルフ場から街

て︑ 万人を抱える﹃ＪＣｈ

を運営する不二商事を買収︑

が高い中国富裕層を会員とし

Ｐ Ｇ Ｍ が 追 随 す れ ば ⁝ ⁝︒

は︑中国の現地消費者に向け

よるゴルフスクール・レッス

ートナーなどが追随し︑もし

する声もでてきている︒これ

海外展開などを行うようなこ

に先述した最大手のゴルフパ

社は︑

ルフクラブの販売を開始︒同

アと提携︒同社サイト上でゴ

ービスを展開しております

ｅ ﹂を運営するジェーシーヒ

が︑これらにショップで貯め

とがあれば︑一気にその流れ

スポーツマッサージなどのサ

のクラブを用意︒アパレルや

﹁昨今︑中国ではネット人口

ン︑ボディケアセンターでの

ンショップ︶
﹂をオープンし
た︒
約 坪の店内には新品・中

アクセサリー類も豊富で︑全
たポイントを利用することが

古あわせて︑常時2000本

体のスペースの約6割を占有

が加速しそうだ︒

語る︒

回帰で我々の存在意義を思い

アコーディアがフジゴルフを

が5億9100万人に拡大︑

﹁初年度の売上目標は2億円

出し︑どのように業界に貢献

また富裕層の増加に伴い︑海

可能︒
当練習場は︑今年で創業

する︒ゴルフパートナー直営
本部の迫田博史部長︵グルー

です︒これを将来的には3億

できるかを考えました︒その

年を迎えます︒昨今︑ゴルフ

円の売上げを確保できる︑国

子会社化した︒不二商事の創

﹁関内地区﹂に本拠を構えて

は神奈川県横浜市︒いわゆる

基本︑日本人向けに軽くやわ

代にかけて専門店が激しくし

中国現地消費者にフィットす

加え︑中古ゴルフショップの

練習場︑百貨店内の売り場に

同社のポイントシステムと

すから﹂

せれば原価の低減も見込めま

えば︑仕入れを本社に集中さ

メリットも期待できます︒例

ルを増やすことで︑スケール

もちろんですが︑販売チャネ

﹁販促活動による相乗効果は

収について︑

報部の丸毛晴恵部長代行は買

中への進出を図るわけだ︒広
ました﹂

いては︑

また︑ビジネス的な狙いにつ

いるが︑同エリアは 〜 年

と︑市場参入の背景を語る︒

﹁ゴルフクラブの日本仕様は

業は1971年8月で︑本店

ｅｒｅ ﹄へ出店することにし

90

プ事業︶が次のように目標を

内ナンバーワンの練習場イン

レッスン﹄の三位一体となる

答えが︑
﹃レンジ︑ショップ︑

そのために︑当店舗のオー

サービス改革です︒すべての

プに分類して︑ゴルファーの

習場の小林伸一支配人によれ

20

ショップにしたい︒
プンにあたっては︑通常の何

る施設を目指します﹂

ゴルファーニーズに応えられ

層300打席︑250ヤード

るであろう日本仕様の潜在ニ

﹁ゴルフ・ドゥ﹂もＦＣ2店

フジゴルフは︑ゴルフ場や

のぎを削る商圏だった︒

ーズを掘り起こします︒

人よりも日本人に近い体型の

らかく作られています︒欧米

90

倍もの時間と労力をかけて来

を誇る同練習場の年間来場者

％増の 万人を目指すとい

は今回の改革で来場者数約

10

10

80

場者の嗜好などを調査︒特に

ちなみに︑ 時間営業︑3

客層のニーズに合ったキャロ

数は︑約 万人︒小林支配人

アパレルに力を入れており︑
ウェイ︑カッター＆バック︑
ョイという厳選した5ブラン

ルコック︑ナイキ︑フットジ

24

10

11

ドで展開します﹂

50

60

う︒実際︑同ショップは︑オ

20

多様なニーズに対応していき

ば︑

ートナー﹂を運営するゼビオ

12

葛西店︵ゴルフパートナーイ

オープンから絶好調のロッテ葛西店

﹁ヴィクトリアゴルフロッテ

グループは 月1日︑国内最

50

10

レポート

最新
20

60

面白いのはここからで︑同

フジゴルフショップ本店の様子
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ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権

第3回﹁ジャパンゴルフインダストリーカップ﹂

名が参加者の推移になる︒

アンケート調査結果
当協会主催の第3回﹁ジャ

●大会の満足度について

第2回﹁西日本企業ゴルフ大会﹂
アンケート調査結果
当協会主催の第2回﹁西日
大いに楽しめたが 名︵

ート調査がこのほどまとまっ
％︶
︑まあまあ楽しめたが

本企業ゴルフ大会﹂のアンケ

大いに楽しめたが110名

●大会の満足度について

名︵ ％︶となり︑参加者の

パンゴルフインダストリーカ
ップ︵ゴルフ関連企業対抗ゴ
た︒これは︑ＡＢＣゴルフ倶

名︵ ％︶となり︑合計で
％の参加者が楽しめたと回

において︑参加者よりアンケ

全員が楽しめた大会であっ
た︒著名な開催コースの選択

今回の大会は︑ゴルフ関連
くものになっているのではな

は︑ある意味新鮮で興味が湧

や競合他社の人達とのプレー

企業 社︑計 名の選手が集

ート調査を行ったもの︒

や競合他社の人達とのプレー

年1回を希望が129名

●大会の開催について

いか︒

くものになっているのではな

は︑ある意味新鮮で興味が湧

答︒著名な開催コースの選択

楽部︵2013年9月 日︶

︵ ％︶
︑まあまあ楽しめたが

調査がこのほどまとまった︒
これは︑レイクウッドゴルフ
クラブ︵2013年 月 日︶
において︑参加者よりアンケ
ート調査を行ったもの︒
今回の大会は︑ゴルフ関連
企業 社2団体︑計201名
の選手が集結︒今年からゴル
フメディアの部が新たに加わ

●プレースタイルについて

多い︒

引き続き実施を希望する声が

︵ ％︶となり︑来年以降も

り︑企業数は前年比 ％増︑ ︵ ％︶
︑年2回を希望が 名
人数も ％増と着実に増加し
ている︒それでは︑各調査項
目を抜粋して紹介する︒
スクラッチ︑アンダーハン

︻アンケート調査結果︼
ディの他︑ペアマッチやスク

の部が新たに加わり︑企業数

結︒今年からゴルフメディア
●大会の開催について

いか︒

名

名︵

％︶
︑年2回を希望が

年1回を希望が

増と着実に増加している︒そ

︵ ％︶となり︑来年以降も

は前年比 ％増︑人数も ％
れでは︑各調査項目を抜粋し
て紹介する︒
︻アンケート調査結果︼
名︵男性

名／女性1

※同調査での回答者数は全体
で
●参加者の性別

名︶
︒
男性 名︑女性1名︵スク

※同調査での回答者数は全体

ラッチとアンダーハンディの

引き続き実施を希望する声が
多い︒
スクラッチ︑アンダーハン

●プレースタイルについて

ディの他︑ペアマッチやスク
ランブルなどを希望する参加
●開催日について

者が 名︵ ％︶存在した︒
平日開催希望が一番多く
催4名︵5％︶
︑どちらでも

名︵ ％︶
︒次いで︑休日開

を設定し︑参加しやすい環境

が1名だったため︑女性の枠

合計で 名︶
︒女性の参加者

ランブルなどを希望する参加

平日開催希望が一番多く

●開催日について

名︵ ％︶
︒次いで︑休日開

良いが 名︵ ％︶となって

●参加者の年齢分布

作りをしていくことが必要︒
代が一番多く︑ 名︒次
いで︑ 代 名︑ 代 名︑

いる︒平日開催を希望する参
加者が意外と多い結果となっ
た︒今後も継続して平日開催
を行う予定︒

退任︑新任のご挨拶

月 日付けで︑当協会の専務理事を退任した
中村前専務理事および︑後任の蓋孝新専務理事よ
り皆様にご挨拶を申し上げます︒

﹁このたび︑ 月 日に行わ

に選任され︑就任をいたしま

れました理事会にて専務理事

﹁このたび︑ 月 日の理事
会をもちまして専務理事を退
協会を退職させていただきま

諸先輩の方々が築いてこられ

そして︑ゴルフ業界をとり

た協会の礎の大きさをひしひ

巻く環境は︑以前にも増して

2008年9月に入職して

杯の努力をしてまいりまし

大変厳しい状況下にあること

しと感じ︑重く受け止めてお

た︒在任中は理事の皆様︑各

も認識しております︒このよ

ります︒

委員会︑部会関係者をはじめ

以来︑協会の発展の為︑業界

会員の皆様の格別のご高配を

うな時代の大きな変化に対応

すべく微力ではありますが︑

前任者同様︑協会関係者及

更なる協会︑業界の発展の為

び協会会員の皆様方のご支

に専心努力いたす所存でござ
様よろしくご厚誼を賜ります

援︑ご指導をお願い申し上げ

なお︑業界は厳しい状況下

ようお願い申し上げます︒ま

ましてご挨拶とさせて頂きま

にありますが︑後任には蓋

ず右略儀ながら御礼かたがた

います︒

お願い申し上げます﹂
︵日本

蓋︵きぬがさ︶
孝専務理事︶

す﹂
︵日本ゴルフ用品協会・
専務理事︶

1︶東京都港区赤坂1 ︱

2014年ゴルフ新年会開催のご案内
︑
2014年1月 日︵水︶
ゴルフ関連 団体で構成され

︱

ゴルフ用品協会・中村正典前

孝が就任いたしますので私同

上げます︒

賜り有り難く厚く御礼を申し

活性化の為に微力ながら精一

す︒

した︒中村前専務理事を始め︑

任し︑ 月 日をもちまして

20

ルフ選手権︶
﹂のアンケート

76

者が 名︵ ％︶存在した︒

で168名︵男性145名／

名︑アンダーハンデ

男性145名︵スクラッ

●参加者の性別

女性 名︶
︒

チ
名︶
︒
良いが 名︵ ％︶となって

催 名︵ ％︶
︑どちらでも

38

13

名︑メディア
名︶
︒

女性 名︵スクラッチ 6名︑
いる︒平日開催を希望する参
加者が多いため︑今後は平日

代9名︑ 〜 代の5名が
参加者の推移になる︒

10

ィ
アンダーハンディ
代が一番多く︑ 名︒次

●参加者の年齢分布

開催に向けての検討が必要︒

21

11

るゴルフサミット会議が主催

◆内容

◆会費 1万円／人

0に向けて〜がんばれ日本の

する﹁ゴルフ新年会﹂が開催
りです︒

ピック・パラリンピック招致

ゴルフ﹂東京2020オリン

水野正人氏
②賀詞交換パーティー

委員会 副理事長・専務理事
クシー﹂
︑
﹁プロミネンス﹂︵Ｂ

◆開催場所 ＡＮＡインター

︵水︶

◆開催日 平成 年1月 日

①新春特別企画講演﹁202

12

13

16

20

されます︒詳細は以下のとお

33

28

30

11

コンチネンタル東京﹁ギャラ

22

19

22

30

82

79

70

20

22

17

78

60 22

20

17

85

79

80

12

62

61

37

40

13

28

27

17 78
76
65

32

21

45

47

11

26

代 名︑ 代5名︑ 代1

2012年度の JGI-Cup より

50

50

17

66

いで︑ 代 名︑ 代 名︑
60 42

45

2012年度の JGI-Cup より

20

参加者の性別

14

12

18

30

40

20

参加者の性別

80

33

10

65

97 53 65

20 77

33

21

23

23 71 62

10 35

平成25年12月１日発行（ 4 ）
第373号（毎月１日発行）

チタン

テーラーメイド

1

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
2

XXIO7

チタン

ダンロップスポーツ

2

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

テーラーメイド
3

LEGACY BLACK（2011）

チタン

キャロウェイ

3

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
4

ROCKETBALLZ STAGE2

チタン

テーラーメイド

4

ROCKETBALLZ STAGE2
RESCUE SERIES

テーラーメイド
5

X HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

5

XXIO7 UT

ダンロップスポーツ

スチール

ブリヂストン

3

MACK DADDY 2 Wedge

キャロウェイ
4

NEW egg IRON

カーボン

横浜ゴム

4

Callaway FORGED Wedge

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
SERIES

アクシネット
メーカー名

順位

PUTTER BEST５
3ピース /
4ピース

アクシネット

1

METAL-X SERIES

キャロウェイ
2

TOURSTAGE V-10
SERIES（2012）

3ピース

ブリヂストン

2

VERSA SERIES

キャロウェイ
3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

WHITE HOT PRO SERIES

キャロウェイ
3ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット

シリーズ④

リアルマーケットレビュー ２

というケースに大別されます︒

りをつけて﹁在庫を処分する﹂

芳しくないので︑早めに見切

当初の計画よりも販売状況が

こと﹂を目的としたものと︑

品を安く売って﹁在庫を捌く

えた時期に︑バトンタッチ商

るケースは︑新商品発売を控

マークダウン販売が行われ

ウト品﹂と呼んだりもします︒

企業によっては﹁クローズア

特価処分品とほぼ同義語で︑

す︒
﹁マークダウン品﹂とは︑

ついて考えてみたいと思いま

おける﹁マークダウン品﹂に

今月は︑ゴルフ用品市場に

いる市場環境下において︑﹁過

ー品﹂の価格競争が激化して

上述したように︑
﹁プロパ

は異なる結果となっています︒

に小売店へ取材を行った時と

字は私がマークダウン販売前

いるのが特徴的です︒この数

イアン﹂が高い数値を示して

その中でも特に﹁ＵＴ﹂と﹁ア

の水準が高くなっています︒

アイアン共に﹁ゼクシオ7﹂

を測る指標であり︑ウッド・

ークダウン品販売の〝勢い〟

なります︒さらに言えば︑マ

の数量の差を比較したものに

月﹂とプロパー販売﹁最終月﹂

り︑マークダウン販売﹁初回

量を比較したものです︒つま

っているだろう﹂と思ってい

イドとしてユーザーに﹁伝わ

こと︒さらに言えば︑業界サ

用品の情報に﹁疎い﹂という

大多数のゴルファーはゴルフ

す︒違う表現をするならば︑

見えてくるような気がしま

ゴルファーの﹁本当の姿﹂が

売実績から︑そのような国内

今回の﹁ゼクシオ7﹂の販

のが実情ではないでしょうか︒

集﹂に時間を費やしていない

ァーは﹁ゴルフ用品の情報収

んの一握り︒大多数のゴルフ

ようなゴルファーは全体のほ

う話を聞きます︒ただ︑その

る﹁感度﹂は高くなったとい

り︑ゴルファーの価格に対す

の価格比較サイトの登場によ

最近では︑インターネット

す︒
﹁マークダウン品﹂以外

ダウン品﹂の定義としていま

販売されたもの︶を﹁マーク

実勢売価から ％引き以上で

イス品については弊社調査の

れているもの︵オープンプラ

回月﹂という短期データ同士

は︑マークダウン販売の﹁初

録したのです︒もちろんこれ

上回るマークダウン販売を記

に︑
﹁ゼクシオ7﹂は前作を

かし︑別表からも分かるよう

売店の大方の見解でした︒し

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

けないのかもしれません︒

結果から学び取らなければい

いうことを︑私たちは今回の

ていない﹂のかもしれないと

た情報が︑ほとんど﹁伝わっ

なるかもしれません︒ただ︑

ータを集計すれば違う結果に

の価格競争が激化しているに

は私の想像︑仮説となります

6,860

360.7%

2,108

7,755

367.9%

FW

2,588

8,235

318.2%

2,658

9,303

350.0%

UT

1,963

7,026

357.9%

2,479

9,781

394.6%

ウッド計

6,453

22,121

342.8%

7,245

26,839

370.4%

アイアン

12,238

40,376

329.9%

12,818

52,110

406.5%

日

因みに弊社では︑小売段階

去のような数字を作ることは

の商品を﹁プロパー品﹂とし

ー品﹂の価格競争が激化︒急

このような結果が出たという

も関わらず︑前月比で4倍近

が︑私たちが当たり前のよう

のゴルファーは知らないので

1,902

月1日〜 月

においてメーカー希望小売価

難しいだろう﹂というのが小

ているのですが︑近年ではゴ

の比較であり︑ 月以降のデ
速に﹁プロパー品﹂と﹁マー

ダンロップ﹁ゼクシオ7﹂と︑

い売上を記録することができ
挙げて︑ゴルフ用品市場にお

数量と︑
﹁ゼクシオ7﹂の2

はないでしょうか︒

W1

部門別売れ筋ランキング

SLDR

﹁マークダウン品﹂を考える

格から ％引き以上で販売さ

ルフクラブを中心に﹁プロパ

クダウン品﹂の価格差が縮ま

えます︒

ことは︑非常に興味深いとい
今回は2013年 月にマ

ってきているのが実情です︒

前モデルの﹁ゼクシオ6﹂が

たのでしょうか︒ここから先

ではなぜ︑
﹁プロパー品﹂

マークダウン販売された20

ークダウン販売が開始された

11年 月の販売実績を例に
ける﹁価格情報﹂について考

ルフ用品︶の販売価格﹂につ

に認識している﹁クラブ︵ゴ
別表は︑
﹁ゼクシオ6﹂の

いての情報というのは大多数

えてみたいと思います︒
2011年9月 ︱ 月の販売
013年9月 ︱ 月の販売数

表出典＝小売店実売動向調査「ＹＰＳゴルフデータ」（矢野経済研究所）

前月比
10月
2013年9月
前月比
10月
2011年9月

ゼクシオ7 販売実績
ゼクシオ6 販売実績

SLDR

ピン
SCOTTSDALE TR SERIES
5
アクシネット
2ピース
HVC SERIES

（単位：本）

〈ゼクシオ6とゼクシオ7の販売数量比較〉

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ

TOURSTAGE X-BLADE
GR（2012）NS

PRO V1 SERIES（2013）

XXIO SUPER XD PLUS

11

＝矢野経済研究所＝

3

1

4

10

10

30

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

ダンロップスポーツ

BALL BEST５

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

25

10

9

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︑

Cleveland 588 RTX
SERIES

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

﹁9月は一部のカテゴリーを

テーラーメイド

除いて軒並み前年同月比マイ

スチール

ナスにて推移しています︒こ

ROCKETBLADEZ KBS

れまで数量ベースで2桁レベ

2

アクシネット

ルの成長を続けてきたウッド

1

市場も︑フェアウェイウッド

ダンロップスポーツ

及びユーティリティの動きが

カーボン

順位

3

メーカー名
WEDGE BEST５

鈍化してきたことによりマイ

1

ナスになっています﹂

XXIO7

構造

40

10

9

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

ドライバー1位
5
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肥後橋シミズビル

大阪市西区土佐堀1 ︱3 ︱7

ＧＡ ＮＥＷＳ﹂の広告クラ

当協会が毎月発行する﹁ＪＧ

ルフ関連団体等︑ゴルフ業界

ます︒協会会員の各企業︑ゴ

イアントを募集いたしており

337
︱6441 ︱66

ＦＡＸ 011 ︱887 ︱3
ＴＥＬ
35

業態区分 輸入︑卸
︱6441 ︱66

媒体名 ＪＧＧＡＮＥＷＳ

ンにお役立て下さい︒

是非︑貴社のプロモーショ

で幅広く購読されております︒

●ネオテックス株式会社︵西

取扱商品 ゴルフウエア他

業態区分 製造︑卸

36

取扱商品 ヘッドカバー他
支部／正会員入会︶

ＦＡＸ

代表者

●株式会社スタック︵東日本

・場所 日本メディカルトレ

神奈川県横浜市泉区新橋町1

住所 〒245 ︱0009

山口 國夫

ーニングセンター︒
名を目標︒

・受講費用 9万8000円

・募集人員

各支部長の年頭所感﹂を掲載
番ホール﹂ 梅田広報

委員長が担当︒

﹁
●

予定︒

協会関連事項
広報委員会
日︵ 水︶
︑

日本支部／正会員入会︶

月
代表者

年
347

フェア2014﹂セミナーに
業態区分 小売

341

ＴＥＬ 072 ︱978 ︱0

︱134

日本ゴルフ用品協

ＴＥＬ 045 ︱811 ︱9

発行日 毎月1日

ついて

5㎝ ×横5㎝ ︶3万5000

会

﹁写真﹂ 未定︒
●

広告料金 ①ヨコ1／4ペー

発行所

3面 ﹁全国ゴルフ場延べ利

大阪府柏原市円明町1000

住所 〒582 ︱0027

を掲載予定︒

円︵税抜︶

浦西 晴信

カタナゴルフ会議室にて標記
584

4面 ﹁第1回Ｊ ＧＧＡダブ

117

員紹介︶
︑ 万8000円︵非

委員会を開催した︒
ＦＡＸ 045 ︱813 ︱3

1面〜3面 ﹁第3回インダ

ＦＡＸ 072 ︱978 ︱0

ジ︵縦8・5㎝ ×横 ㎝ ︶5

ストリーカップ﹂
︑
﹁第2回西

取扱商品 ＦＲＰ︵強化プラ

未定︒協会事務局内を予定︒

スチック原材料︶他

部門別売れ筋ランキング﹂を

万円︵税抜︶②突出し︵縦8・

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

代表者

本支部／正会員入会︶

部日本支部事務所を移転しま

空き状況 5月︑6月号︵

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
会事務局内にて標記委員会を

第一弥生ビル5Ｆ

東京都中央区銀座4 ︱2 ︱2

す︒

118

ュー2﹂を掲載予定︒
開催した︒

住所 〒604 ︱8152

現事務所 名古屋市中区栄3

●株式会社稲垣商事︵東日本

●
﹁写真﹂ ﹁第3回インダス

が担当︒

6面 協会関連事項を掲載︒
議題 ︱1〜3︑
﹁第3回イン

61

京都市中京区烏丸通錦小路角

掲載予定︒

トリーカップ﹂の模様を掲載︒
議題 ︱4︑その他
ダストリーカップ﹂実施報告︑

手洗水町678

番ホール﹂ 小崎委員

3面〜4面 ﹁2014年春
・ＨＰリニューアルについて
アンケート報告について

60

ＦＡＸ

月 日現在︶

夏コレクション展示受注会﹂
・広報委員の増員を検討︵小

議題 ︱4︑
﹁第4回インダス

業態区分 小売

の報告記事を掲載︒
売り1名︑外資クラブメーカ

トリーカップ﹂開催について

友善

信

︱3566 ︱61

取扱商品 ブレインズ デザ

832 ︱8589

用品協会事務局ＴＥＬ

問い合わせ先

︱3

日本ゴルフ
●ファイテン株式会社︵西日

イン︑ラボ＆ファクトリー

平田 好宏

お知らせ︼

︻中部日本支部事務所移転の

来年1月初旬をもって︑中

ＦＡＸ 075 ︱229 ︱7

575

オシカ内

1Ｆ ︵有︶ゴルフニューオ

阿久津 善宏

取扱商品 ゴルフグリップの

新事務所 名古屋市中区千代

協会担当者

製造︑販売﹁ＰＡＬＭＡＸ﹂

田5 ︱4 ︱ ︵東郷ビル︶

︱3566 ︱61

グランシャリオ栄

業ゴルフ大会﹂
︑
﹁第1回ＪＧ

509

︱

ＧＡダブルス中部大会﹂結果

業態区分 製造

ＴＥＬ

住所 〒104 ︱0061

協会担当者

長谷川 尚功

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
ー1名で選定する予定︶

支部／正会員入会︶

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
議題 ︱5︑次回委員会の日程

︱

代表者

ュー2﹂を掲載︒

ＴＥＬ 075 ︱229 ︱7

講習会委員会

●株式会社Ｌ Ｅ Ｄ︵東日本

報告について

支部／正会員入会︶

議題 ︱6︑
﹁インダストリー

平成 年 月7日︵木︶日

平成 年 月 日︵木︶協

6面 協会関連事項を掲載︒

業態区分 製造

1面〜2面 ﹁ジャパンゴル
フフェア2014﹂の実施概
況を掲載︒

代表者

㈱ダンロップスポーツマーケ
住所 〒143 ︱0025

ティング内5Ｆ

カップ﹂今後の対策について

取扱商品 ＲＡＫＵＷＡネッ
議題 ︱7︑次回委員会の日程

を開催した︒

変更事項
︻入会関係︼

55

ＴＥＬ

︱

︱6303 ︱89

日本支部︶
・新担当者 祝和也︵旧 天
満正人︶
●㈱ユピテル︵東日本支部︶

・新担当者 渡邉真︵旧 石

ＦＡＸ

●ダンロップスポーツ㈱︵西

ク︑ＲＡＫＵＷＡブレス他

本メディカルトレーニングセ

が担当︒

議題 ︱1︑
﹁第 期ゴルフ用

富岡 盛治

ンター会議室にて標記委員会

●
﹁写真﹂ ﹁第3回インダス

品販売技術者講習会﹂につい

44

番ホール﹂ 藤原委員

東京都大田区南馬込5 ︱

トリーカップ﹂の模様を掲載︒
て

業態区分 小売︑卸

8 ︱301

3面 ﹁ゴルフショップ関連

●株式会社Ｍ＆Ｍエンタープ

橋篤︶

浩

中に回線工事予定︶

なお︑現事務所は 月末ま

で︑新事務所は1月初旬から
の対応となります︒
平成

年

月

日付けに

︻専務理事交代のお知らせ︼

て︑中村正典専務理事が退任︒

後任には︑蓋孝︵きぬがさ

たかし︶事務局長が専務理事
に就任︒
●

月

日
︵土︶〜1月5日

︻協会正月休みのご案内︼
日本ゴルフ用品協会では︑ ︵日︶
まで︒

載について︼

︻ＪＧＧＡニュースの広告掲

協会からの
お知らせ

取扱商品 ゴルフ練習場用Ｌ
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