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ースを構えて存在感を誇示し

ピンの大手6社が大規模なブ

★今月のトピックス

のほかに︑屋台が併設された

席︵7打席︶や商談スペース

790坪︒ブース内には試打

いと考えていました︒今回︑

を商品化できたときに使いた

飛びや最先端のテクノロジー

てとても大事な名前なので︑

ご存知の向きも多いだろう︒

れも日本で発表済みだから︑

これら大手の商品は︑いず

界戦略商品となる﹃ＥＺＯＮ

を経て︑同社は今年︑初の世

る︒あれから様々な紆余曲折

1〜2面＝米国ＰＧＡショー関連
3面＝2013年度ゴルフ市場動向速報
4面＝消費税増税時の留意すべきポイント

休憩所も︒昨年は﹃Ｒ1﹄が

まさに最高のタイミングだと

サアルファ﹄の2機種︒

ッグバーサ﹄と﹃ビッグバー

周知のように︑新商品は
﹃ビ

は︑昨年を上回る計画です﹂

ず︒今年のＲ＆Ｄへの投資額

発費用は1億円を超えるは

否を決する︒少なくとも︑大

費を投下する﹁空中戦﹂が成

ー使用率の高さや莫大な広告

なプロ契約を交わして︑ツア

流通戦略が通用しない︒高額

図るには︑日本流の小まめな

な北米市場でブランド訴求を

日本勢はどうだろう︒広大

理解してくれるグリーングラ

すね︒今年は当社の技術力を

﹁
﹃ＸＰ﹄への反応は上々で

矢野義博副社長は︑

うか？ ヨネックスＵＳＡの

ＰＧＡショーでの感触はど

とにも表れている︒

争の激しい領域に設定したこ

︵349ドル︶をもっとも競

本気度は︑ドライバーの価格

Ｅ ＸＰ﹄に注力する︒その
一押しだったが︑今年は﹃Ｓ

判断したのです︒新商品の開

﹁これまでになかった弾道が

手メーカーはそこでの勝負を

ス
︵ゴルフ場インショップ︶
を

奮闘する日本勢
ＬＤＲ﹄と﹃ジェットスピー

﹁このブランドは当社にとっ

長は︑

アラン・ホックネル上席副社

復活の理由を︑Ｒ＆Ｄ担当の

狙っている︒往年のブランド

ッド市場でのトップシェアを

ッグバーサ﹄を復活させ︑ウ

ェイは今年︑ 年振りに﹃ビ

また︑世界3位のキャロウ

ド﹄を全面に押し出した︒

止まらないゴルフ人口の減少に打開策は？

アクシネット︑ナイキ︑コブ

今年のＰＧＡショーの会場

ラプーマゴルフ︵ＣＰＧ︶
︑

では︑テーラーメイド・アデ
ていた︒

大手各社の活発な動き

ィダスゴルフ︵ＴＭａ Ｇ︶を
最大の面積はＴＭａ Ｇの約

と強調した︒

演じている︒

中心に︑現地のショップに根

ェア２０１４﹂を開催した︒
今年のＪＧＦは初日から降
った雪の影響により︑入場者は
５万人を割ったが︑多くの熱心
なゴルファーが来場︒プログラ

﹁ジャパンゴルフフェア2014﹂

が無事終了しました︒今年は︑とい
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ＰＧＡマーチャンダイズショー開催
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第 回ＰＧＡマーチャンダイズショーが1月 〜 日︑米フロリダ州オーラ
ンドのオレンジ郡コンベンションセンターで開催された︒広大な会場︵約1万
3000坪︶にゴルフ関連企業約1000社が出展︑世界 ヶ国から4万10
00人を超える関係者が訪れた︒ＰＧＡ会員やバイヤー︑そして各国の報道陣
︒すべての主要メーカーが顔を揃え︑
米ゴルフ界の堅調な歩みを印象づけた︒
しかし⁝⁝︒水面下では不気味な胎動もあるという︒日本と同様︑ゴルフ人
口の減少を危惧する声が多いのだ︒一体︑何が起きているのか？
その問題については後述するが︑まずは今年のＰＧＡショーの一部始終をリ
ポートしよう︒

２０１4年
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筆頭にキャロウェイゴルフ︑

今年も﹁赤﹂で勝負を仕掛

ヨネックスもかつて︑米国

付いた販促活動に注力します﹂

日︑当協会が主催す

ムとしては︑今年も来場者参加

けるのがナイキである︒前作

の流儀を重んじていた︒学生

むろん︑安売りは御法度︒

２月

型のレッスン企画︑お洒落で艶

の﹃コバート﹄を改良した﹃コ

チャンピオンだったフィル・

試打会やフィッティングを重

回 ジャパンゴルフフ

やかなファッションショーを

バート2・0﹄とサーリン系

ミケルソンを青田買いし︑一

視しながら︑小売店との利益

る﹁第

開催︒また︑
﹁ゴルフ場自慢の

コアの素材名をブランドに冠

気に知名度を高めた過去があ

ングストライプ﹂を施したピ

ＰＧ︒黒いヘッドに﹁レーシ

Ｏ ＣＥＬＬ﹄に注力するＣ

種で5色展開となった﹃Ｂｉ

ＣＥＬＬ﹄シリーズの後継機

位のアクシネット︒
﹃ＡＭＰ

で︑首位奪還を目指す業界2

﹃913﹄が好調な売れ行き

これ以外では﹃プロＶ1﹄

ン商品︒

体感できます﹂

お土産市﹂も新たに加わり︑会

した﹃レジン﹄ボールがメイ

4万1000人が来場した今年の PGA ショー

場は盛り上がりを見せた︒
開会式セレモニーでは︑当
協会馬場宏之会長が︑
﹁今年もゴルフシーズンの幕
開けに向け︑絶好のスタート
が切れるようなゴルフフェア
にして︑
﹃日本のゴルフの元気﹄
に貢献できたらと思っており
ます﹂
と力強く挨拶し︑業界発展

たね︒初日の会場から会社に戻る

うより今年も雪になってしまいまし

車︑降りしきる雪の道︑会社の若い

ゴルフ用品協会がまだ任意団体だ

社員に昔の話をしました︒

った頃︑第一回の見本市は昭和 年

年︑昭和にすると

年になり︑今から 年前のことにな

現在は平成

に﹁全ラ連会館﹂で行われました︒
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ります︒その時は会議用のテーブル

に白い布を敷き︑その上に商品を並

その後︑内神田の﹁繊維貿易会

べただけの質素なものでした︒

館﹂に移り︑昭和 年からは有楽町

駅前の﹁交通会館﹂で5年位行われ

ました︒ここは交通の便も良く︑た

すが︑いかんせん狭かった印象が残

くさんのお客様が入り良かったので

昭和 年から大手町の﹁都立産業

っております︒

会館﹂へ移り約5年︒ここも閉鎖に

なり︑浅草の﹁都立産業会館﹂へ移

ったのは昭和 年のことです︒その

後は︑浜松町の﹁産業貿易センタ

ー﹂で行われましたが︑会場が規模

の拡大とともに手狭になり複数階で

の展開でした︒ワンフロアの会場に

なったのは︑あの東京モーターショ

ーで有名な晴海の
﹁東京国際見本市

会場﹂
になってからで︑その晴海の

会場も 年前の平成8年に終了︒現

在の﹁東京ビッグサイト﹂が完成

し︑今年で会場を移動してから 年
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ライト 水越乙彦

降る雪や昭和は遠くなりにけり

す︒

でに 才︑まわりは若い人ばかりで

の無いことかもしれません︒私もす

てきました︒半世紀も経ったら仕方

する︒そんな人も年毎に少なくなっ

わない人も︑
﹁やあ︑やあ﹂と挨拶

校の同窓会のように年に一度しか逢

年に一度のビッグイベントで︑学

れるよう頑張らねばと思います︒

す︒私達業界人もその期待に応えら

るお客様がいることに頭が下がりま

悪天候の中でも︑熱心に見に来られ

期的に仕方の無いことです︒そんな

っていたように記憶しています︒時

しいことではなく︑3年に一度は降

過去の展示会でも雪が降るのは珍

と驚きます︒

が経ち︑
﹁もうそんなになるのか﹂
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ブリヂストンゴルフは20

共有を図っていく︒
る手もありそう︒

ティングを米市場へ根付かせ
ＰＧＡのテッド・ビショップ

プレゼンテーション会場には
特に深刻なのが︑年間プレー

00万人も減少したという︒
12年は コースにまで激減

がオープンしたものの︑20

2000年には399コース

ネスが台頭する余地もある︒

も不可欠だから︑データビジ

ゴルフ・データテックと矢野

今回のＰＧＡショーでは︑

回数8ラウンド以上の﹁コア
ゴルファー﹂だ︒その減少率

経済研究所が日米の関連デー

している︒

会長ら︑業界の重鎮が続々と

タを統合することに合意し

集まる︒同社が押さえたのは︑

グリップ市場に目を転じる
キングＣＥＯ が﹁直視せ

と︑世界最大のゴルフプライ

07年︑米国で﹁ボール・フ

よ！﹂と叫ぶのは︑一連の現

た︒同社の水越孝社長は記者

ィッティング﹂を逸早くはじ
がもっとも減退しており︑あ
実にほかならない︒

は ％︒年齢層では 〜 歳
らゆる所得階層でゴルフへの

人気ホテルの大ホールだけで
はない︒重鎮のスケジュール
関心が薄まっているという︒

ドが他社を圧倒している︒現
在︑世界ツアーの使用率は8
を逸早く押さえ︑1000人

めた︒同社の販売構成比はボ
ールが9割を占めており︑残
を超える来場者にパワーをみ

の﹁ボールナビ﹂を展開しな

テムを訴求︒日本でお馴染み

なボールがみつけられるシス

か︑自社のＨＰで各自に最適

ームを全米各地に派遣するほ

今年も手綱を締めて販促す

ティング﹂への注力も頷ける︒

置づけだから
﹁ボール・フィッ

クラブメーカーからＯＥＭの

アメリカ人に代えたことで︑

大の理由は︑ツアーレップを

の勝利数を超えています︒最

勝︑女子ツアーが 勝で日本

の内訳は米男子ツアーで9

の年間勝利数は でした︒そ

﹁昨年︑全世界におけるプロ

を伸ばしている︒

目のイオミックも着実に業績

その一方で︑米市場参入7年

にＯＥＭ供給を行っている︒

ら目をそらしてはなりませ

を防げなかった過去の事実か

者は︑ゴルファーの大量流出

﹁皆さん！ 我々ゴルフ関係

ＥＯは次のように演説した︒

ト︒その必要性を︑キングＣ

ファーから募るプロジェク

活性化のアイデアを一般ゴル

ち上げで︑これはゴルフ市場

﹁ＨＡＣＫ ＧＯＬＦ﹂の立

ＥＯ が発表したニュースは

この日︑マーク・キングＣ

場合は︑1991年のバブル

はどこにあるのか？ 日本の

そこで肝心な話︒減少要因

いる︒

両大国は︑同じ悩みを抱えて

フ市場規模で世界1〜2位の

落したと発表している︒ゴル

ルフ人口が790万人まで下

ル期に1400万人だったゴ

議は先頃︑ 年代初頭のバブ

盟する日本ゴルフサミット会

いる︒ゴルフ関連 団体が加

この状況は日本と酷似して

ンチのカップへのホールイン

パターの4本セットで︑ イ

バー︑アイアン︑ウエッジ︑

楽しめる配慮からで︑ドライ

多くのひとがゴルフを簡単に

インチに広げた大会を全米

さを通常の4・ インチから

た一案として︑カップの大き

う意味だが︑すでに発表され

な方法を見つけること﹂とい

つかなかったクリエイティブ

る︒ＨＡＣＫは﹁今まで思い

ＡＣＫ ＧＯＬＦ計画﹂であ

規模で世界1位と2位の両大

足で紹介したが︑ゴルフ市場

以上︑ＰＧＡショーを駆け

と意欲を語っている︒

今後はコンサルティングやマ

世界的な視野が求められる︒

を展開する中︑調査会社にも

ーカーがグローバルビジネス

ケット﹄が分析できます︒メ

ることで﹃世界のゴルフマー

﹁日米のデータをひとつにす

発表で︑

社を超えるクラブメーカー

割という圧勝ぶりで︑国内外

里美孝人社長によれば︑
依頼が増えたことです︒今年

崩壊が大きかった︒ピーク時

そこで同社が提案する﹁Ｈ

り1割がクラブや用品︒つま

﹁当社の調査によれば︑米国
ん︒いたずらに伝統を重んじ

がらシェア拡大に意欲的だ︒

る︒夏場には2人1組の チ

全土でのボールシェアは ・
はアダムスゴルフにも当社の

を目指すというもの︒

ではなく︑今こそ現実を直視

ルファーの怒りを買い︑コア

減し︑紙屑と化す︒多くのゴ

これまで様々な改革を率先し

すべき﹁現実﹂は後述するが︑

費が高いため︶
︑③プレイン

ルファーが非常に多い︵年会

バーシップを手放しているゴ

②プライベートクラブのメン

その最中に開催されている

伺える︒公募した活性化案の

させるあたり︑用意周到さが

ぎるなどが理由とみられてい

苦労する︑④ゴルフは難しす

ａ ｒ ｄ﹂
﹁Ｇｅ ｔ Ｇｏ ｌｆ

間︑
﹁Ｔｅｅ ｉｔ Ｆｏｒｗ

米国のゴルフ界は過去 年
し︑来場者へも賛同を呼び掛

各地で行う企画がある︒より

を目指すには正確な現状把握

むろん︑ゴルフ産業の発展
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ントになるかもしれない︒

今後の日本ゴルフ界を救うヒ

﹁Ｈ ＡＣＫ ＧＯＬＦ﹂は︑

国は︑同じ悩みを抱えている︒

したい﹂

ーケティングリサーチも提供

3％︑2010年から2位を

に2兆円産業と呼ばれた会員

類は男女で 種類︒試打計測

しましょう︒そして現状を大

同社はラムキンとパートナ
ーシップを組んでおり︑

ところで︑日本ゴルフ産業

てきたＴＭａ Ｇ︒伝統を重ん

グパートナーを見つけるのに

ゴルフ用品の祭典であるＰＧ

る︒

けた︒

ゴルフ・データテック社と矢野経済研究所が
業務提携で合意

器のサイエンスアイを使用し

層が市場から退場した︒

の声を共有しようじゃありま

関係者の話を総合すると︑①
国内の経済状況が 年前と比

の最大の問題点はゴルフ人口

じるひとを旧弊と決めつけ︑

です︒アフターマーケットの

実現には5億円超︵以下円換
前夜祭からはじまっている︒

ア育成に本腰を入れた﹁Ｆｉ

Ｒｅａ ｄｙ ﹂︑そしてジュニ

各社ともショー会場の周辺ホ

プレー人口の減少が

ングカートを導入してグリー

テルに予約を入れ︑他社より

でそれなりの成果をあげてき

一人でも多くの関係者を招こ

値崩れが激しい日本では︑

たが︑退潮の流れには抗しき

利益確保への活路としてフィ

同社が発表した資料によれ

ｒｓ ｔ Ｔｅｅ ﹂などの活動
ば︑米国のゴルフ人口は20

止まらない
ショー会場から徒歩3分の

うと必死なのだ︒
ローザンセンターホテルを押

ッティング販売が進化してい
る︒そうしてみると︑日本の
クラブ＆シャフトメーカー

れない︒ゴルフ場の開場は︑

「HACK GOLF 計画」を発表した
TMaG のマーク・キング CEO（左）

た細かいフィッティングが好

きく変えるべく声をあげ︑そ

依頼がありました︒昨対は1
せんか﹂

米国の場合はどうだろう︒

﹁直近では年間 万本の受注
30％で︑今年は150％ま

一方︑日本市場で盛り上が

評ですね﹂

で伸ばしたいですね﹂

改革を訴える同氏の声に︑

りをみせるアフターマーケッ

アメリカも注目株だ︒こちら

の減少だ︒それは米国でも同

その場にＰＧＡの重鎮を臨席

レー費用の捻出ができない︑

べ︑いまだ低水準であり︑プ

もヨネックス同様︑グリーン

じで︑未来は悠々自適という

キングＣＥＯが訴える直視

来場者は耳を傾けていた︒

グラス攻略に注力する︒デイ

わけには行かない︒

現実を直視せよッ！

トでは︑昨年﹃スピーダー﹄
を復活させて首位返り咲きを

ブ・シュナイダー社長の話︒

狙うフジクラ・コンポジット・

﹁米国でのシェアは 〜 ％
販売構成比は専門店が ％︑

算表記︶の投資をすると発表
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04年以降の 年間で︑約5

圧倒的な規模だった TMaG のブース

17

10

ングラス戦略に注力します﹂

が︑今年は新たにフィッティ

グリーングラスが ％ です

90

25

90

さえたのが︑ＴＭａ Ｇ︱ ︒

賑わったキャロウェイゴルフのブース

︵古東義崇専務︶

権市場は500億円にまで激

せつけた︒

り︑ボールメーカーという位

14

るひとは︑本当の変化に対し

34

て抵抗を示すものです︒そう

18

グリップが採用されました﹂

24

維持しています︒ボールの種

20

する格好の場︒その戦いは︑

25

Ａショーは︑各社が力を誇示

20

10

15

53

25

11

11

60

14

が︑共同歩調で日本流フィッ

10
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矢野経済研究所

２０１３年ゴルフ市況トピック・
市場動向速報
品カテゴリー別の 〜 年ま

タを取りまとめると︑ 年の

であるが︑別掲のグラフはド

細な分析単位は﹃モデル単位﹄
える︒①対前年比ではプラス

ような傾向になっているとい

国内ゴルフ用品市場は以下の

の︒同データにおける最も詳

ライバー市場における年間の

中心に商品点数は増加︑販売

成長だが︑震災前の水準には

効率は低下する方向にある︑

及ばない︑②ゴルフクラブを

ライバー市場がどれだけのモ
③ゴルフクラブを中心とした

ある︒つまり︑
﹃その年のド
デルの販売によって成り立っ
価格競争も収束の気配がなく︑

﹃売上計上モデル数推移﹄で

たのか﹄を表したものであり︑

での4年間の販売実績推移を

矢野経済研究所はこのた

前年比ではほとんどの商品カ
その数は年々増加しているこ

び︑
﹁2013年ゴルフ市況

テゴリーがプラスになってい
為替変動による製造コストも

集計したもの︒ 年の実績は︑

る︒しかし︑
﹃東日本大震災﹄
とが分かる︒

合︑数量ベースにおいてはウ
は大幅に増加︒ 年に売上計

した︒

013年1月〜 月︶を発表
そこで今月号の﹃ＪＧＧＡ
発生以前の 年と比較した場
ッド及びアイアンがプラスだ
このように︑現在のような

上昇しており︑業界全体の収

三石茂樹部長の市況解説と同

状況が今後も続けば︑近頃に

ウッドのみであり︑それ以外

年の実績を上回っているのは

さらに金額ベースでは︑

においては︑
﹃ゴルフボール﹄

対前年比である︒数量ベース
はプラス成長となっている

ルフ用品市場は︑対前年比で

いる︒すなわち 年の国内ゴ

シャフトバリエーション増加

カーから発売される新製品の

となっている︒これは各メー

実績との比較で実に1・7倍

心とした新規ゴルファーの参

業界発展に向けた若年層を中

本格化し始めている﹃将来の

なって漸く業界内での議論が

のリタイア防止﹄の実現に向

入促進﹄
﹃シニアゴルファー

基本的に同データは︑各メ

けた原資の確保すらままなら

が要因であるといえる︒
ーカーから発売されるカタロ

なくなる可能性すらある︒
めには︑まず足元のビジネス

将来に向けた業界発展のた

グ掲載モデルを集計対象とし

を
﹃筋肉質﹄
にすること︑すな

ている︒よって︑カタログ掲
載外の特注スペックなどは︑

013年ゴルフ市況トピッ

及び﹃ゴルフシューズ﹄が対

﹃モデル単位﹄
での集計を行っ

ク・市場動向速報﹂だ︒この

が︑未だ震災発生前の水準に

わち収益構造を改善すること

をスペックごと︵ＳＫＵベー

ように当該市場は︑2012

は戻っていない状況にある︒

が必要なのではないだろうか﹂

ス︶にすると星の数ほどの商

年に比べると︑対前年比では

前年比マイナスとなった他は

ていない
︵カスタムモデルとし

品が存在しているということ

プラス成長を果たしているも

全てプラスにて推移︒金額ベ

て一括集計︶
︒
実際に市場では︑

になる︒また︑ゴルフクラブ

小売の現場における﹃厳し

に発生した﹃東日本大震災﹄

市場では︑ 年モデルより過

い市況感﹄の一因はこのあた

という特殊事情がある以上︑

ースにおいては全てのカテゴ

品市場は︑対前年比では好調

対前年比だけでなく長期時系

リーが︑前年実績を上回る結

※

に推移したといえる︒しかし

列での市場分析が必要である

以上が同社調べによる﹁2

※

※

※

別掲のグラフ2よりも多くの

ながら︑小売の現場に足を運

ということを︑今回のマクロ

モデルが流通しており︑それ

ぶと︑
﹃対前年比プラス成長﹄

データと現場の市況感の乖離

りにありそうだが︑対前年比

というような好調さを裏付け

は物語っているといえるので

という尺度で市場動向や市況

るコメントは聞くことはでき

はないだろうか﹂

果となった︒全カテゴリー合

ない︒むしろ︑
﹃昨年よりも

︻2013年におけるドライ

計
︵金額ベース︶
では︑対前年

感覚的には厳しい﹄といった

バーの販売モデル数推移︼

感を語っているのがゴルフ用

声の方が多いのが実情であ

﹁ 年の市場動向をマクロの

品業界であるといえる︒ 年

る︒果たしてマクロの数字の

このように︑国内ゴルフ用

13

﹃好況﹄と︑小売の現場にお

比104・5％となっている︒

10

益構造は悪化する傾向にある︒

研究所の市場動向データの速
上されたモデル数は総数で1

は対前年比プラスにて推移︼

︻2013年ゴルフ用品市場

のカテゴリーは軒並みマイナ

となっている︒

﹁別掲の表1及びグラフ1

※

は︑弊社﹃ＹＰＳゴルフデー
・5％という水準になって

ス︒全カテゴリー合計では

※

タ﹄における各商品カテゴリ

※

ーの販売数量︑金額実績及び

※
916モデルにも上り︑ 年

〜 年にかけてモデル数

ＮＥＷＳ﹄では︑同研究所︑

トピック・市場動向速報﹂︵2

13

が︑それ以外は全てマイナス

13

系列集計では﹃値引き率の実

品が増加︒そのため単純な時

目的としてオープンプライス

度な価格競争の抑制を主たる

﹁価格競争﹂や商品サイクル

フクラブの過剰供給による

近年のゴルフ業界は︑ゴル

には戻っていない状況にある︒

のの︑未だ震災発生前の水準

ける
﹃厳しい環境﹄
とのギャッ

う尺度で検証してみたい︒別

数値や長期時系列推移とは違

な状況で︑小売店における収

らに拍車が掛かっているよう

競争は抑制されるどころかさ

いるにもかかわらず︑値引き

ープンプライス品が増加して

しかしながら︑実際にはオ

になり︑様々な施策を考えて

手量販店や専門店がもっと密

善のためには︑メーカーと大

が現状だ︒今後の収益構造改

利益を取れなくなっているの

ことにより︑メーカーが適正

クダウン品﹂が頻発している

が早まったことによる﹁マー

際の推移﹄が把握しづらくな

プはどこにあるのだろうか﹂

掲のグラフ2は︑弊社﹃ＹＰ

益性は悪化する傾向になって

っているのが実情である︒

︻過去4年間における商品カ

ドライバー市場による総販売

Ｓゴルフデータ﹄における︑

いく必要があるのではないか︒

テゴリー別販売動向︼

いる︒また︑これまでのデー

﹁別掲の表2は︑弊社﹃ＹＰ

モデル数の推移を表したも

YPS ゴルフデータによる商品カテゴリー別販売動向（2010年 -2013年）

10

報を抜粋してお届けしよう︒

10

12

Ｓゴルフデータ﹄における商

（出典：矢野経済研究所「YPS ゴルフデータ」）

12

YPS ゴルフデータによる2013年商品カテゴリー別販売動向

13

11

表2
ドライバーの販売モデル数推移
グラフ2

12

11

13

13

97

13

表1
2013年商品カテゴリー別対前年比
グラフ1
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る表示の是正に関する特別措

Ｑ．
﹁消費税の転嫁を阻害す
置﹂で認められる広告や宣伝

ーやカタログには︑税込価格

はどのような内容？

Ｑ．お客様に提示するメニュ
を表示しています︒今後︑消

月 日以降に乗車する場合
費税率が ％に改定されると

定期券を購入した場合で︑同
であっても︑ ％の消費税率

なお︑
合理的な方法により継続

の消費税率が適用されます︒
平成 年 月中に定期券代を

の消費税率を用います︒なお︑

り替える定期券代は︑ ％で

つまり︑毎月旅費交通費に振

Ａ．税込価格表示をすること

方法はありませんか？

て困るため︑なにか良い表示

お客様に値上げしたと思われ

消費税率と一致した﹁ ％還

たま消費税率の引き上げ幅や

﹁新生活応援セール﹂やたま

Ａ．
﹁春の生活応援セール﹂

適用の経過措置があります︒
ための措置を講じている場合︑
して返品等の処理を行っている

した場合は︑原則として ％

■外税表示の例

税込価格をしなくても良い︒

込価格であると誤認されない

消 費 税増税時の留意 す べ き ポ イ ン ト
消費税率引上げと
時期の再確認
平成 年 月 日より消費
1︑
000円＋税︑

1︑
000円︵税抜価格︶
︑
いる方法により処理が可能︒

場合には︑事業者が継続して
月 日以降に定期券を購入

支給する場合であっても︑同

は一定の場合を除き総額表示

を総額表示といい︑事業者に

元セール﹂や﹁ ％値下げセ

するものとして支給し︑前払

が義務付けられています︒平

ことが客観的に明らかな場合

示全体から消費税を意味する

ール﹂など︑宣伝や広告の表

れ及び保税地域から引き取ら

おいて事業者が行う課税仕入

う資産の譲渡等並びに国内に

して国内において事業者が行

ジにて別途消費税相当額をお

税は含まれておりません︒レ

に表示してある価格には消費

示となっております﹂
﹁店内

﹁当店の価格はすべて税抜表

■明瞭な掲示

適用される消費税率を用いて

れらの引き渡しがあった日に

際に採用する消費税率は︑そ

Ａ．商品をお客様に販売した

降に販売した場合は？

仕入れた商品を同 月 日以

降に引き渡す場合は？

受注した商品を同 月 日以

Ｑ．平成 年 月 日以前に

旅費交通費に振替処理します︒

は︑ ％の消費税率を用いて

る価格を税込価格だけでなく

ーやカタログに表示されてい

となる表示媒体はどのような

Ｑ．
﹁総額表示義務﹂の対象

に回付された場合は？

は︑それらの引き渡しがあっ

売した際に採用する消費税率

Ａ．製品や商品をお客様に販

Ａ．年会費は︑会員が会員資

場合は？

期間が増税時期をまたがった

Ｑ．ゴルフ場の年会費請求で

なっています︒

・チラシ広告

・店頭における表示

に添付又は貼付される値札等︶

・商品本体による表示︵商品

問いませんが︑例としては︑

より行われるものであるかを

とは︑どのような表示媒体に

ものでしょうか？

た日に適用される消費税率を

格を維持するための条件の一

Ａ．
﹁総額表示義務﹂の対象

用いて処理します︒従って︑

つとして収受するものと認め

表示に変更することが可能と

平成 年 月 日以降に引き

﹁税抜価格＋消費税﹂などの

でなければ禁止されません︒

れる課税貨物に係る消費税に

発生した交通費について︑同

Ｑ．平成 年 月 日以前に

間内にあらかじめ届け出れば
月 日以降に請求書が経理

の決定に係る共同行為は独占

Ａ．経理への回付時期に関わ
らず︑取引が行われた日の消

禁止法の適用から外れる︒
今さら聞けないＱ＆Ａ集

％の税率が適用されます︒

渡した商品は︑原則として

の提供の対価として収受する

られ︑月ごとに完了する役務

なお︑以下は総額表示義務

・新聞︑テレビによる広告等
営業し︑毎日翌日㏂ 時に売

Ｑ．当店は毎日深夜 時まで

れます︒このような年会費の

ものには該当しないと考えら

・口頭による価格の提示

の対象にはなりません︒

Ｑ．
﹁外税表示﹂が認められ

・契約書︑見積書︑請求書等

上の締め処理を行っていま

消費税の適用税率の判定に当

ると聞きましたが︑どのよう

年 月 日以前に発生した

費税率が適用されます︒平成

たっては︑会員から年会費の

な表示が認められますか？

Ｑ．消費税率は︑いつから

支払いを受けるべきことが確

また︑
﹁外税表示﹂を行う際

す︒平成 年 月 日㏂ 時

定した時を税率適用の時期と

に注意すべき点は？

け︑ 役 務 の 提 供 な ど か ら︑

行われる資産譲渡や貸し付

％と ％が適用される期間

Ｑ．電気やガス代など税率が
をまたいで請求する場合は？

は︑ ％が適用される？

た商品は︑ ％の消費税率が

％へ消費税率が変更となり

以降に販売した商品について

することが相当と考えられま

Ａ．たとえば︑次のような表

交通費については︑ ％の消

Ａ．原則として︑その商品を

す︒従って﹁年会費﹂の期間

費税率により処理します︒

販売した日に適用される消費

﹁平成 年 月 日〜同 月

Ａ．平成 年 月 日以降に

税率を用いてお客様に請求し

％に変わるのでしょうか？

月 日までの期間︑メニュ

ついて適用される︵平成 年
この引き上げに際し消費税

月 日からの ％は予定︶
︒
の円滑かつ適正な転嫁を確保
措置法﹂
︵名称は簡略化︶が
消費税の転嫁方法︑表示方法

することを目的として﹁特別
公布され平成 年 月 日か
ら施行され︑平成 年 月
日までの適用となる︒
◆特別措置法のポイント
1︑禁止対象になる転嫁拒否
等の行為︵減額または買い叩
き︑購入強制または不当な利
益提供の強制︑税抜価格交渉

ます︒そのため︑平成 年
に旧・消費税率の期間を含ん

かつ︑平成 年 月 日まで

1．価格表示を以下のように
○○○円︵税抜︶

する︒

円とし︑1．のような表記を

○○○円＋税

行わない一方︑店内やチラシ

○○○円＋△円︵税︶
あっても禁止ですか？

等目につく場所︑各商品棚等

置﹂
では︑﹁消費税還元セール﹂

Ａ．はい︑禁止されています︒

に﹁全て税抜価格となってい

等が禁止されると聞きまし

﹁消費税還元セール﹂や﹁当店

ます﹂など︑注釈を講じる︒

2．価格表示は︑単に○○○

は消費税をいただきません﹂

︵中央経済社刊﹁消費税率Ｕ
Ｐ対応﹂より抜粋︶

など︑消費税に関連付けた広
止の取り扱いとなります︒

告宣伝を行う事業者に対し禁

た︒中小事業者や個人事業で

る表示の是正に関する特別措

Ｑ．
﹁消費税の転嫁を阻害す

％となります︒

日﹂の場合でも年会費は

12

の拒否︑報復行為︶

約する契約を締結しており︑

Ａ．継続して供給することを

いるので︑詳細は税務署まで︒

適用されることとなります︒
ただし︑深夜営業のレストラ

1

2︑消費税の転嫁を阻害する
ます︒なお︑個々の取引によ

Ｑ．平成 年 月 日以前に

ガス代などの水道光熱費につ

だ請求がされるような︑
電気・

時きっかりに消費税率を変更

ンなどでは︑同 月 日㏂

示が認められます︒

っては経過措置が設けられて

取引先に販売︑又は取引先か

月 日㏂ 時を過ぎて販売し

ら購入した商品について︑値

いては︑経過措置により ％
の税率で処理できます︒

際の経理事務で不都合が生じ

することが実務上難しく︑実
分の定期券代を支給︒また︑

Ｑ．当社では︑向こう ヶ月

日翌朝 時に売上を締め︑当

る場合があります︒日々﹁毎
月数に応じて費用処理してい

日の売上としている﹂など一
定の基準で集計をしている場
合︑今まで通りの処理で実務
上問題ないとされています︒

1

表示の禁止︵取引に相手方に

31

26

消費税を転嫁していない旨の

3

5 31

表示︑取引の相手方が負担す
額または一部を対価の額から

べき消費税に相当する額の全
減ずる旨の表示︑消費税に関
連して取引の相手方に経済上

引や返品︵貸倒︶が同 月

倒︶
︑仕入値引や仕入返品が

Ａ． 売上値引や売上返品
︵貸

日以降に発生した場合は？

﹁消費税は転嫁しません﹂
﹁消

■具体的な禁止表示例

の利益を提供する旨の表示︶

1

26

支払時に前払費用に計上し︑
しがあった日に適用される消

あった場合は︑商品の引き渡

費税は当店が負担しています﹂
費増税分ポイントを付与しま

ます︒平成 年 月 日まで

1
費税率を用いて処理します︒

Ａ．平成 年 月 日までに

はどうしたらいい？

に支給した定期券代の消費税

31

﹁消費増税分値引きします﹂﹁消
す﹂
﹁消費増税相当分の商品を

又は購入した商品の値引・返

3

31

平成 年 月 日以前に販売
品等が同 月 日以降に発生

26

3

おまけで提供します﹂

4
0

27

3 1

3︑価格の表示に関する特別

4

26

1

31

29 10

8

0
4

10

25

4 31
3 3

公正取引委員会が定めた期

処理します︒つまり︑ 月

29

日以降に販売した商品は︑

1

・ ％︑合計8％の消費税
Ｑ．平成 年 月 日以前に

3

5

成 年 月 日から平成 年

8

3

費用として計上している場合

1

税が ・ ％︑地方消費税が

1

26

1︑
000円︵本体価格︶

8 1

5

3

31

1

8

1

措置 現に表示する価格が税

26

1

4

30

6

4

26

3

4

3

31

10

3

1

31

5

31

4

0

5

8

1

4

1

3

26

3

支払頂きます﹂

10

率に引き上げられる︒原則と

8

5

4

4

1

4

26

4

26

8

26

4︑転嫁カルテル︑表示カル

4 31

1

％の消費税が適用されます︒

25

3

4

3

26

7 6

テルの容認

1

26

1

5

26

8

8

8

26

26
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部門別売れ筋ランキング

キャロウェイ
チタン

ブリヂストン

2

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ

チタン

アクシネット

5

XXIO7 FW

ダンロップスポーツ
メーカー名
XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

1
2

XXIO7

カーボン

ダンロップスポーツ

2

MT28 J.SPEC-4

フォーティーン
3

PHYZ（2013）

カーボン

ブリヂストン

3

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ
4

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

4

MACK DADDY 2 Wedge

キャロウェイ
5

ROCKETBLADEZ KBS

スチール

テーラーメイド

5

VOKEY COLD FORGED
WEDGE

アクシネット

WEDGE BEST５

アクシネット

月1日〜

ダンロップスポーツ

2

VERSA SERIES

キャロウェイ

月

日

3

XXIO SUPER XD PLUS

3ピース

ダンロップスポーツ

3

WHITE HOT PRO SERIES

キャロウェイ
4

TOURSTAGE V-10
SERIES（2012）

3ピース

ブリヂストン

4

SCOTTSDALE TR SERIES

ピン

5

SRIXON DISTANCE
（2011）

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット

ドライバー1位＝ XXIO8
SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

シリーズ⑥

リアルマーケットレビュー ２

日米ゴルフ用品市場比較

フ市場調査会社である﹁ゴル

を行いたいと思います︒

2位である日本市場との比較

品市場規模を誇る米国と︑第

認識していた﹁米国市場は日

カテゴリーでは私がこれまで

います︒少なくともこれらの

規模は日本のほぼ倍となって

やキャディバッグの米国市場

ものの︑例えばゴルフクラブ

カテゴリーによって差はある

てもらうため﹂にも非常に意

は﹁日本市場をより深く知っ

のレポートが発刊されたこと

なく︑米国内においても今回

うな意味では日本国内だけで

驚いていたことです︒そのよ

模の大きさ︵金額ベース︶に

ルフメディアが日本の市場規

印象的だったのが︑米国のゴ

フ・データテック社﹂とゴル

本市場の倍﹂という説が当て

別掲の数量ベースの表は︑

フ市場調査における業務提携

義の大きいものであったと感

今回は世界最大のゴルフ用

を締結︒今年の1月に日米ゴ

しかしながら︑ラウンドボ

はまるということになります︒
ールやゴルフグローブといっ

品市場の ％を占めている﹂

﹁日米両国で世界のゴルフ用

弊社は昨年 月に︑米ゴル

ルフ用品市場動向を調査・分

た所謂消耗品類については︑

じています︒

析した世界初の共同レポート
ｌｆ Ｍａｒ ｋｅｔ Ｒｅｐｏ

﹁2014 Ｗｏｒ ｌｄ Ｇｏ

日米のゴルフ用品市場の比較

た︒今回はこのレポートから

月発刊予定︶
﹂を発刊しまし

ｒｔ︵英語版︑日本語版は3

差となって表れているものと

ーのラウンド数の差が数値の

たりは日本と米国のゴルファ

ることが分かります︒このあ

両国の差は倍以上となってい

せん︒2015年以降も同レ

量データは現時点で存在しま

と同じく︑それを裏付ける定

国市場は日本の倍﹂という説

と言われています︒これも
﹁米

すが︑今後は日米以外の国に

を行います︒なお︑今回の共

ついても調査を進めることで

ポートは発刊していく計画で
また︑米国市場はゴルフシ

﹁残り ％﹂の市場について

考えられます︒
ューズを除いては︑2012

が︑金額ベースの市場規模は

の市場規模を算出しています

ゴリー別数量及び金額ベース

13年︵見込︶の各商品カテ

それぞれの2010年〜20

今回のレポートでは︑日米

て米国のゴルフ環境は恵まれ

られています︒日本と比較し

であると同レポート内で述べ

恵まれていたことによるもの

が景気回復に加え︑天候面で

これは2012年の米国市場

イナスが見込まれています︒

なっており︑2013年はマ

︵矢野経済研究所・三石茂樹︶

えています︒

も明らかにしていきたいと考

※

年ごとに為替レートの変動の

ており︑身近なスポーツとし

※

影響を大きく受けるので︑こ

※

場規模﹂にて算出を行ってい
ます︒

こでは数量ベースでの規模比

て多くのゴルファーが楽しん

ら﹁アメリカの用品市場規模

界に携わっていますが︑昔か

というのもまた興味深い点と

左右される特性を有している

ったとしても︑景気や天候に

いったゴルフ文化の違いがあ

でいると言われますが︑そう

は日本の倍﹂と教えられてき

あたり2014年1月にフロ

ました︒これまで何の疑いも

リダ州オーランドで開催され

今回︑共同レポート発刊に
タを目にしたことは一度もあ

た﹁ＰＧＡマーチャンダイズ

言えるのではないでしょうか︒

りませんでした︒そういった

ショー﹂において︑ゴルフ・

なくその説を信じてきたので

意味では︑そのような﹁都市

データテック社との共同記者
会見を行いました︒その際に

伝説﹂を検証する仕事ができ
ています︒

たことはとても喜ばしく感じ

すが︑その説を裏付けるデー

私は 年以上ゴルフ用品業

較を行いたいと思います︒

※

年がこの4年間でのピークと

同レポートは﹁小売段階の市

70

31

矢野経済研究所 ＹＰＳゴルフデータ

3ピース /
4ピース
2

ダンロップスポーツ

30

＝矢野経済研究所＝

X HOT SERIES FW

FW ＆ UTILITY BEST５

10

12

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

キャロウェイ

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︑

METAL-X 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︶

1

2014年4月からの

アクシネット
PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
4ピース
1

20

12

メーカー名
PUTTER BEST５

﹁ 月はダンロップ﹃ゼクシ

913D3

消費増税を控え︑メー

5

カー各社はそれまでに

ブリヂストン

オ8﹄が発売となりましたが

PHYZ UT（2013）

﹃予約受注も含め過去最高の

4

新製品を発売すべく準

ダンロップスポーツ

備を進めているようで

チタン

スタートダッシュ﹄という小

XXIO7

売店も多く︑概ね好調なスタ

4

すが︑小売店からは﹃そ

ブリヂストン

んなに集中されても捌

PHYZ FW（2013）

ートを切ったようです︒その

3

他︑2014年モデル発売を

ブリヂストン

き切れない﹄という声

チタン

も挙がっています﹂

PHYZ（2013）

睨んだ旧モデルのマークダウ

3

ン販売が目立ってきました︒

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

順位
メーカー名
シャフト

順位
メーカー名
BALL BEST５

1
2

IRON BEST５
順位

ダンロップスポーツ
TOURSTAGE X-DRIVE GR
（2014）

チタン
XXIO8

順位
1

構造
順位

12

メーカー名
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

2ピース
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日︵ 水︶
︑

イム2時間を推進︒

・9ホールプレー︑プレータ
・日程

て
平成
年8月

日

て

ンダストリーカップ﹂につい
開催した︒

ンルームＡにて標記委員会を

014﹂について

︻講師︼

会﹂について

②﹁ＪＧＧＡダブルス中部大

する︒

④レジストレーションの受付

について

③ＷＥＢプレスドキュメント

出展状況について

フアパレルチャリティ販売の

・講師 ゴルフ用具の講師を

・日時 平成 年 月または

の委員会で運営の詳細を検討

交替︒その他講師は︑第 期
と変更なしの予定︒

て 科目へ変更とする︒

●
﹁ジャパンゴルフフェア2

①﹁最終出展申込状況﹂
︑
﹁ブ

議題 ︱1︑報告事項

・場所 大利根カントリーク

ース位置図面﹂について

月7日

日とする︒
ラブ︵茨城県坂東市︶

②ファッションショー︑ゴル

年

・場所 日本メディカルトレ
・その他 東コース貸切＋西

平成

案︒
ーニングセンター

コース 組程度は可能︒次回

・日時

・年収200万円以下でもゴ
・タイトル ﹁ゴルフ用品販

マーク金井氏︵アナライズ代

︵火︶

ルフを楽しめるインフラ作り
売技術者講習会﹂

︵月︶〜 日︵木︶の3泊4

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
とは︒

1面〜2面 ﹁ジャパンゴル
表・クラブ評論家︶

・科目 現 科目を統廃合に

︻日時︼

フフェア2014﹂の開催報

時〜 時 分

を開催した︒
告を掲載予定︒

︻タイトル︼

ム﹄

員︶
︑ 万8000円︵会員

員︶
︑ 万8000円︵非会

・費用 9万8000円︵会

について

③﹁西日本企業ゴルフ大会﹂

・場所 未定

いて

⑤オリンピック関連活動につ

2月号について
が担当︒
﹁Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム﹂

システムについて

●
﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ

︻トピック︼

月を予定

フェア2014﹂会場内の模
1︑現在関心のある分野

名

様を掲載予定︒
2︑用具規則の解釈

・募集人員

年ゴルフ新年会﹂の開催報告

3面〜4面 ﹁2014ゴル
3︑用具審査提出物のガイド

②﹃Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ

を掲載︒本年度の﹁日本ゴル

フ市場活性化セミナー﹂の報
ライン

番ホール﹂ 島田理事

フサミット会議﹂活動テーマ

告記事を掲載予定︒
4︑2010年新溝規制

●
﹁

番ホール﹂ 出井理事

⑦会場内のネットワーク環境
について

予定︒

︵兵庫県川西市︶

・場所

いて

⑧シニア︑レディス企画につ

・告知 日本ゴルフ用品協会

会事務局内にて標記委員会を

平成 年1月 日︵木︶協

議題 ︱3︑
﹁ジャパンゴルフ

頼も行っていく予定︒

議題 ︱1︑
﹁活性化委員会・

開催した︒

社名 デジタルゴルフ︶

インメント︵東日本支部／旧

②﹁ゴルフ市場活性化セミナ

横山俊朗︶

・新担当者 北谷貞治︵旧

インメント︵東日本支部︶

●㈱コナミデジタルエンタテ

︻担当者変更︼
①リクルートライフスタイル

ＧＭＡＣ﹂報告

となった︒

●㈱Ｘ ︱ＧＯＬＦ ＪＡＰＡ

︻代表者変更︼

・新代表者 小竿真︵旧 池

Ｎ︵東日本支部︶
村康男︶
●㈱フジゴルフ
︵西日本支部︶

︻所在地変更︼
新住所 〒604 ︱8235

年1月

044

ＦＡＸ 075 ︱257 ︱8

033

ＴＥＬ 075 ︱257 ︱8

東側錦堀川町650番地

京都市中京区堀川通四条上ル

議題 ︱3︑次回委員会の日程

平成

㈱大広内のプレゼンテーショ

日︵ 火︶
︑

第 回実行委員会

ジャパンゴルフフェア２０１４

平成 年3月4日︵火︶

ゴルフ用品協会として︶

の今後の展開について︵日本

① 代ゴルファー活性化対策

議題 ︱2︑
﹁検討議題﹂

における活動テーマについて

③﹁日本ゴルフサミット会議﹂

ー﹂について

①﹁第4回ジャパンゴルフイ

ついて

﹁西日本企業ゴルフ大会﹂に

ＧＧＡダブルス中部大会﹂
︑

インダストリーカップ﹂
︑
﹁Ｊ

議題 ︱1︑
﹁ジャパンゴルフ

開催した︒

会事務局内にて標記委員会を

平成 年1月 日︵木︶協

第１回インダスト
リーカップ委員会

平成 年3月4日︵火︶

議題 ︱4︑次回委員会の日程

﹂について

の提案による﹁ゴルマジ！

フェア2014﹂の状況報告

比 社増︑コマ数は2コマ減

614コマ︒出展社数は昨年

・最終出展社は︑178社︑

●㈱コナミデジタルエンタテ

︻社名変更︼

変更事項

日程について

議題 ︱2︑次回以降の委員会
平成 年3月4日︵火︶

※今後受講者の募集には工夫

第１回ＪＧＧＡ
活性化委員会
が必要であり︑他団体への依

キスト見直し︒

間見直し︑試験配点変更︑テ

・改善点 科目統合︑講義時

ＷＳ︑ゴルフ用品界社等︒

議題 ︱2︑次回委員会の日程

︵水︶

10

ホームページ︑ＪＧＧＡＮＥ

・募集時期 5月連休明けを

26

鳴尾ゴルフ倶楽部

⑥地震対策について

4項目を紹介︒また︑新春特

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
︻日時︼

未来の需要を掘り起こそう

日

別講演﹁2020年に向けて

タ﹂
︑
﹁リアルマーケットレビ
平成 年2月 日︵土︶
︑

︻概要︼

年9月

〜がんばれ日本のゴルフ﹂︵講

ュー2﹂を掲載予定︒
時〜 時

開催した︒

・基調講演 ﹁ゴルフ市場の

平成

演 水野正人氏︶の抜粋記事

6面 協会関連事項を掲載︒

議題 ︱1︑
﹁ジャパンゴルフ

未来に関する仮説﹂

・日時

が担当︒
議題 ︱4︑その他

ー︶
︑クレア・ベイツ氏︵エ

＆Ａ研究・試験ディレクタ

ー﹄
︻タイトル︼
〜ターゲットは視界の外にい

フェア2014﹂開催時のセ

・パネルディスカッション

る〜

が担当︒

ミナーについての確認

﹁未来の需要を掘り起こそ

紹介︶

●
﹁写真﹂ ﹁2014年ゴル

︻講師︼

ータ﹂を掲載︒
いて︒

キップメントスタンダードア

・ＨＰリニューアルについて︒

シスタントディレクター︶

4面〜5面 ﹁ジャパンゴル

平成 年3月 日︵木︶

講習会委員会
平成 年1月 日︵木︶協

●
﹁写真﹂ ﹁ジャパンゴルフ

う﹂

会事務局内にて標記委員会を

③﹃ゴルフ市場活性化セミナ

議題 ︱5︑次回委員会の日程

フフェア2014出展社一
覧﹂を掲載︒
6面 協会関連事項を掲載︒
議題 ︱2︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ
3月号の編集について
1面〜2面 ﹁2014年米
国ＰＧＡショー﹂の開催報告

フェア2014﹂の模様を掲

︻タイトル︼

①﹃ゴルフ用品セミナー﹄

︻日時︼

を掲載︒

載︒

﹁新しいプレースタイルの提

20
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番ホール﹂ 水越理事

3面 ﹁2013年ゴルフ市

案︑ゴルフクラブの現状と今

平成 年2月 日︵金︶
︑
議題 ︱2︑
﹁第 期ゴルフ用

26

26

26

23

●
﹁

を掲載︒

後の行方﹂
・これからのプロトーナメン

品販売技術者講習会﹂につい

時 分〜 時 分

を掲載︒

トのあり方について︒

況トピック・市場動向速報﹂
4面 ﹁消費税増税導入に向

︻概要︼

5 面 ﹁Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
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15

26

26
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を掲載︒

フ新年会﹂の模様を掲載︒

スティーブ・オットー氏︵Ｒ

●
﹁

10

・
﹁ジャパンゴルフフェア2

1面〜3面上段 ﹁2014

議題 ︱1︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

4月号の編集について

ュー2﹂を掲載︒

・クラブの適正本数の新提

26

6面 協会関連事項を掲載︒

28

平成 年2月 日︵金︶
︑
12

議題 ︱3︑ＪＧＧＡＮＥＷＳ

協会関連事項
年1月

広報委員会
平成

10

10

協会事務局内にて標記委員会

26

26

14

014﹂準備状況の報告につ
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