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田弓美子プロ、師岡文男氏に

川綾さんと倉本昌弘プロ、吉

は、ナイキゴルフのトップで

る。ブース内でのイベントで

大雪に見舞われるも４万８０００人が来場
と話している。

あるシンディ・デービス社長

プロとして薗田峻輔プロが登

の挨拶から始まり、新規契約

よるオリンピック談義が行わ
れた。

ＪＧＦは、最新のゴルフク
ラブをはじめとするゴルフ用
品が集まるとともに、ゴルフ

今年のフェア出展社数は、

かせた。タイガーがツアーな

中継を行い、会場を大いに沸

タイガー・ウッズとの衛星生

場。ＪＧＦ初の試みとなった

ルファーからビジネス関係

年：１６６社／６１６コマ）

１７８社／６１４コマ（前

メジャーブランドの動き

者、ジュニアやレディス、シ

関連セミナーも実施。一般ゴ

ニアまで多くの来場者の満足

「最近のゴルフフェアでは、

今年のフェアでの新たな取

一般の来場者が増加傾向にあ

り組みとして、全国津々浦々

特に交通機関が乱れた２日

よって、商談の場だけではな

のゴルフ場から集めた自慢の

目の来場者数は１万１７１３

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
２月 日（金）〜 日（日）の３日間、国際展示場（東京ビッグサイト）で
開催された。出展社数は１７８社（前年比 社増）
、コマ数は６１４コマ（２
コマ減）で来場者は 年振りの大雪に見舞われ、昨年よりも７１７９人少な
い４万７９３６人となった。
年振りの大雪で

く、来場者の方が楽しんでい

コマ数に関しては２コマ減だ

ナイキゴルフに向けた大きな

ミナーなど、様々な企画を用

「ゴルフ場自慢のお土産市」

お土産を販売する食コーナー

キャロウェイゴルフ、ナイキ

メイドゴルフ、アクシネット、

「ＪＧＦでは、
『ＶＲ＿Ｓコ

だろう。

プレゼントとなったといえる

意致しました。ジュニア、レ

最大のブースは、テーラー

った。

のは稀で、米本社から日本の

どの公式会見以外に顔を出す

で、昨年よりも１万７５０人

ただけるようなイベントやセ

ァーが駆け付けたせいか、前

影響により、３日間の来場者
年に比べ、７５２９人増加す

バート２・０』シリーズや『Ｒ

数は４万７９３６人で過去最

ゴルフの コマで、大規模な

高を記録した昨年に比べ、７

を実施。全国の９ゴルフ場が

後、順調に伸ばし続けていた

初めて５万人を突破して以
ピーは“ゴルフのすべてを見

今年のＪＧＦのキャッチコ

ルフに行きたくなる』という

のゴルファーが翌日から『ゴ

数集めたことから、会場内は

ば手に入らないご当地品を多

出展し、コースに行かなけれ

していた。

ブースを構えて存在感を誇示

求と共に話題性を振りまくこ

とができたと思っておりま
賑わっていた。

す」
（ナイキゴルフ・加部慎

ような、ゴルフフェアにして

一方、国内メーカーはダン
いきたいと思います」

今年で４年目となるアパレ

が、国内大手メーカーの一翼

大。ミズノが コマと続いた
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ルブランドと雑誌『ＥＶＥＮ』

夏ゴルフウエアのトレンドを

ンショーでは、今年の最新春

レーションによるファッショ

＆『楽園ゴルフ』とのコラボ

寂しい感じがした。

な演出に比べると、いささか

ことにより、外資系の大規模

がＪＧＦへの出展を見送った

を担うブリヂストンスポーツ

「テーラーメイド」ならびに

ドゴルフは、コマ数を縮小。

トを行ってきたテーラーメイ

ースを確保して派手なイベン

ーディネイトをイチ早く来場

ル達が人気ブランドの最新コ

展示スペースを確保し、日本

だったナイキゴルフが最大の

と、これまでＪＧＦに消極的

大手各社の動きを見てみる

慎マネージャーによると、

ブランドマーケティング喜田

ス構成を行ったという。同社

に向けたワンポイントレッス

さらに、キッズゴルファー

市場へ本腰を入れたといえ

「
『テーラーメイド』
では、『Ｌ

ランドにフォーカスしたブー
者に公開した。

「アディダスゴルフ」の２ブ

一気に紹介。誌面を飾るモデ

また、昨年まで最大のスペ

太郎ＰＲマネージャー）

ロップスポーツの コマが最

る、触れる”
。その主旨につ

回ジャパンゴルフフェ
日から

ＺＮ』シリーズなどの製品訴

ディス、シニアなど様々な層

る結果となった。
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となり、昨年と比べて 社増、

減少。最終日は、初日、２日

度向上に努めている。

今年のゴルフフェアは初日
目に来場できなかったゴルフ

り、約７割を占めております。
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から降った 年振りの大雪の

記録が途絶える
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いて当協会馬場宏之会長は、

下回った。

「第

ア２０１４」が２月

の３日間、東京ビッグサイト
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今年のＪＧＦは大雪の影響
により、３日間の来場者数は
４万７９３６人で過去最高を
記録した昨年に比べ、７１７
９人減少。出展社数は１７８
社増、２コマ減だった。

社／６１４コマで、昨年と比
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最大のブースは、テーラー

講座、シニアゴルファーのボ
ディコンディショニング講座
や各種セミナー、各種チャリ
ティイベントなど、多くのゴ
ルフファンから好評を博し
た。
その他にも「オリンピック
とゴルフ」をテーマにしたト
ークセッションでは、ロンド
ン五輪競泳銅メダリストの寺

計量器製作80年の伝統と信頼
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ソチオリンピックが終わっ
た。想像を絶する努力と鍛練の
証をその一瞬に賭ける若人の心
情は察するに余りある。幾多の
苦難を乗り越えてのオリンピッ
ク代表である。その厳しさ故、
沢山の感動がある。年を経るに
つれて涙腺がゆるくなってきた
わが身を自覚していたが、この
オリンピックで再認識させられ
たオリンピックでもあった。
２０２０年の東京オリンピッ
クではゴルフが正式競技として
採用され、霞ヶ関カンツリー倶
楽部で開催されます。ゴルフ業
界に携わる身としては、このオ
リンピックを契機として、業界
が一段と活況を呈し、更なる発
展を遂げてもらいたいと切に願
うものである。
「枕草子」の段に「かたはらい
た き も の」 と「 は し た な き も
の」の２つの段がある。夫々が
「聞き苦しいもの」
、
「体裁が悪
いもの」の意だそうである。
先日、やたらとキャディさん
を大声で叱責する傲慢、傍若無
人を絵にかいたような人とラウ
ンドするはめになりました。そ
れとなくたしなめましたが、イ
ヤなものである。まさに、
「か
た は ら い た く、 は し た な き も
の」の典型であろう。
私も昔は競技ゴルファーとし
て一打にしのぎを削った身では
あるが、還暦を過ぎた今では、
ゴルフ場のお昼はもっぱら薬談
義か、テレビの健康番組の話で
明 け 暮 れ る。 何 事 も「 腹 八 分
目」穏やかに過ごすのが一番で
ある。
先日、トム・ワトソン氏出演
の テ レ ビ を 見 て い る と、 氏 曰
く、
「ゴルフは楽しくラウンド
することが一番である」旨の言
葉がありました。平易なフレー
ズですがゴルフの本質をつい
た、味わいの深いもので、心地
よく耳に残るものである。
春はあけぼの、心待ちにして
いた季節がやってくる。
島田ゴルフ製作所 島田和夫
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で、高いという。ただし、代

使われる金属を使用するの

に使われる金属も人工衛星に

きる。見事３７８ヤードを記

表モデルは工房を中心に供給

万円をゲットすることがで

ル展示が人気を集めたとい
録した浜崎高嗣選手は、副賞

ー、ブレザーなどのメモリア

ち出した試打をメインに行
として 万円を手にした。

ＯＦＴ ＵＰ』を大々的に打
う。

ｏａ』の試履きを中心に行い
ウッド市場にも本腰を入れる

アイアンで地歩を固めたが、

ィングを基礎とした『ＭＰ』

ィング練習機で、６球連続カ

０通り以上も変化するパッテ

ークスは、グリーン面が３０

ザー距離計など、ゴルフ用品

機やＧＰＳ距離測定器、レー

スマホを使ったスイング解析

また、ミズノは、フィッテ

い、『アディダスゴルフ』
では、

ました。当社ブースにおいて
という。対象者を「飛距離を

ップインするとナイキのパタ

『ａｄｉｚｅｒｏ ｏｎｅ ｂ

は、常にお客様で埋め尽くさ

ーをプレゼントする企画を実

する 万円からのシャフトが

れていた印象があり、３日間
取り戻したい 歳以上のゴル

また、初出展のバーディワ

合計での試打人数は２２６

メインとなる。

と鼻息が荒い。

たと捉えております」

いキックオフイベントとなっ

でした。この春の商戦への良

人、試履き人数は１０５２人

レーヤーからなる「チームＪ

まる。ＪＧＦでは、往年のプ

ケティング手法にも注目が集

用するなど、同社独自のマー

元プロ野球選手を広告塔に使

ＥⅢ』ドライバーは、往年の

ファー」と定義した『ＪＰＸ

分になるなど、黒山の人だか

プレーするのに待ち時間が

出たとか。日曜日に限っては、

がプレーし、７人の達成者が

施。３日間合計で１１６０人

のは、セイコーエプソンのゴ

れていた。特に、注目された

のデジタル機器が多数展示さ

また、今回のＪＧＦでは、

さらに、昨年『Ｘ ＨＯＴ』

ＰＸ」
（山田久志、大矢明彦
トークショーを行うなど、会

など）が小林正則プロと共に

からジガーでカップインする

ースでは、３ｍぐらいの距離

さらに、パワービルトのブ

をすると「スイング軌道」
「イ

下に装着するだけ。スイング

センサーをクラブのグリップ

使用法は、高性能小型・軽量

ーサー・フォー・ゴルフ』だ。

サーを搭載した『エム・トレ

測・解析できる高精度なセン

ルフスイングをスマホで計

が大ヒットし、勢いに乗るキ
りに『ＢＩＧ ＢＥＲＴＨＡ』

と、スクラッチカードや正確

りだったという。

ャロウェイゴルフは、 年振
を復活させ、ウッド市場での

なアドレスを示す練習器具

優れた性能のものができあが

ＥＲＴＨＡ』の名前に見合う

「今回、実際に『ＢＩＧ Ｂ

ように話す。

三味線による生演奏で、８代

マルマンのブースでは、津軽

ブランド『ゼータ』が好調な

Ｅ ＸＰ』を展示。また、新

ビル”と呼ばれる『ＥＺＯＮ

リングから、通称“レッドデ

クラウン部の赤と黒のカラー

視線が注がれていた。三菱レ

シャフトメーカーにも熱い

トに注目が集まった。

工夫を凝らした体感系イベン

が貰えるイベントなど、各社

（オレンジ色のスティック）

フや画像など３次元のスイン

では先述した計測項目がグラ

受け、スマホ上の専用アプリ

速無線で転送される。これを

転角」
「スイングテンポ」な

ッドスピード」
「シャフト回

ンパクトのフェース角」
「ヘ

その他にもヨネックスは、

場を沸かせた。

ったので、市場に投入するこ

目となる『マジェスティ（Ｍ

イヨン、藤倉ゴム工業、グラ

プ・ブリューワー社長は次の

とを決めました。飛びや当社

Ｊ）
』ブランドの最高位シリ

ファイトデザイン、シャフト

計測されたデータは、専用
ソフトウエアをインストール

今年のＪＧＦの会場は、大

そんな中、セブンドリーマ

ャフトなども堂々とアピール。

トゥルーテンパー、ＫＢＳシ

ＧＰＳ距離計測器『イーグル

を搭載した朝日ゴルフ用品の

ＦＣ（近距離無線通信技術）
」

したスマホやタブレットに高

手メーカーによる派手なブー

析機にも注目

どを計測できる。

独自の最先端テクノロジーを

ーズ『プレステジオⅧ（ジ・
その他にも『プロＶ１』
『９

て下さい」― 。

高額のシャフトやスイング解

搭載した製品を是非一度試し

エイス）
』を訴求した。

これ以外にも業界初の「Ｎ

グデータとして表示される。
１３』が好調な売れ行きのア
ーシングストライプ」を施し

ス装飾が落ち着いた様子が伺

クシネット。黒いヘッドに
「レ
たピンの『ｉ 』など、外ブ

今年の注目は体感系イベント

ラボ、日本シャフトといった

キャロウェイゴルフのチッ

トップシェアを狙っている。

60

ンシーカー』
、スマホみたい

ュネルのレーザー距離計『ピ

ラ勢の試打コーナーには大き

万円」のシャフトに注目が集

に指先でラクラク操作ができ

ビジョンタッチ』
、リッキー・

まった。同社はカーボン成型

る『ノブナビＡＧＮ５３００』

ファウラーも愛用するブッシ
規模に関係なく、来場者にア

で高い技術力をもち、１機１

ーズラボラトリーズという会
国内メーカーでは、昨年８

ピールしているメーカーには

００億以上といわれる人工衛

社が手掛ける１本「１２００
代目『ゼクシオ』を投入した

長蛇の列が出来るなど、新し

えた。そんな中、今年は体感

ダンロップスポーツのブース

い動きが見て取れた。

系のイベントが増えて、企業

に軍配が上がりそうだ。 コ

てヘッドスピードアップを図

慣性モーメント」を小さくし

内でドラコン大会を実施。各

性能を訴求するためにブース

ン。
『ゲロンディー』の飛び

その代表がフォーティー

で、人工衛星に使用する素材

手掛けるプレミアムモデル

００万円のシャフトは同社が

ーボン部品の専門企業。１２

星のパーツなどを製造するカ

は２月 日（金）〜 日（日）

なお、来年のゴルフフェア

さんだった。

（ユピテル）など、盛りだく

マのブースには、
「スイング

った『ゼクシオ８』のカラー

日の優勝賞金は 万円、３日

と同じカーボンを使用し、型

カスタムのクラブを展示。
『ス

間トータルで一番飛んだ人は

の日程で開催される。

15

501

2月16日（日）

12

13

8,847

2月15日（土）

40

リクソン』においては、男女
賞金王の使用商品やトロフィ

10

13,116

30

な人だかりができていた。

25

18,506

今年も大盛況だったファッションショー

計
合
一般来場者 報道関係者
ビジネス
関係者

50

国内メジャーブランドに加え、

タイガー・ウッズとの衛星生中継を試みた
ナイキゴルフ
津軽三味線の生演奏で、最高位モデルを訴求する
マルマン

371

計

5,698
2月14日（金）

12,437

大雪に見舞われながらも会場を目指す来場者！
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JAPAN GOLF FAIR 2014来場者数表

※ 下段は昨年の来場者数

２０１４ ゴルフ市場活性化セミナー

〜ターゲットは視界の外にいる〜

未来の需要を掘り起こそう
人必要になるわけです。これ

めれば、月１ゴルファーが５

ウンドのゴルファーが１人辞

ます。スキー場の収益構造を

かった需要が増えてきており

数の３％にあたり、１％もな

ます。これは、全体の入場者

としてもレンタル、食堂、ス

は、非常にハードルが高いこ

クールなどにより収益が上が

考えると、リフト券が無料だ

また、金額的な市場で見る

りますので、客単価自体はそ

とだと思います。
と、ゴルフ場、ゴルフ練習場、

あるみたいですね。

ジ！ふくしま」という企画も

派生的に導入した「雪マ

億円位になっております。要

佐藤氏 はい。これは、 〜

―

こまで落ち込んでいませんよ。

ゴルフ用品（物販）を合わせ
て、３兆円の規模がありまし

は、市場のパイが半分になっ

たが、現状では１兆５０００

ているのです。

歳であれば、福島県内の参
藤さんにお聞きします。リク

す。現在、登録人数が３万人、

券が無料になるという企画で

加ゲレンデの平日リフト１日

なるほど。では、次に佐
ルートとタイアップして、「雪

―

マジ！ 」
を行い、
成果を挙げ

でしょうか？

ー様の脱会が増えているのが

福島氏 高齢化によりメンバ

はいかがでしょうか。

３年のピーク時には、人口が

佐藤氏 スキー業界は１９９

界の状況を教えてください。

ているようですが、スキー業

ます。これは、福島のスキー

利用者は４万人と聞いており

ところで、メンバー事情

北野氏 関西圏ですと、郊外

現状です。メンバーを辞める

２９００万人と言われていま

初心者ゴルファーを増やすプ

の協同で、２０１２年秋から

関西ゴルフ連盟（ＫＧＵ）と

分かりました。ところで、

理由としては、①仲間がいな

したが、２０１０年には約１

―

り、練習場で１回当たりの打

０００万人に減少しておりま

特に学生の意向者は、 ・１
が７〜８円。大阪の中心部で

の需要掘り起こしに取り組ん

い②車の運転が危なく、家族

ロジェクトが一定の成果を挙

に止められる③年会費が払え

げたと聞いております。
北野氏 対象者はゴルフ未経

す。
人口が減少した理由は、
ピ

験者と初心者で、２１００円

ーク時の混雑した際にサービ
スが低下しましたが、新たな

を支払えば１ヶ月の間レッス

シニアの来場者の割合

手立てを打たなかったためで

ンが４回受けられるという充

ないということのようです。

す。
当時業界は、
設備投資やタ

歳以上のメンバー

ーゲットを絞った戦略を行う

は？
の割合は、平日だと３〜４割。

実したプログラムです。２０

福島氏

５年間で１割近く平日の割合

必要があったと思っています。
ーカーの立場から見て、平野

分かりました。では、メ
さんはゴルフ市場をどのよう

―

１２年９〜 月の受講者が、

が増えていますね。

―

球数が減ると、収益も減少傾

が落ち込んでいますか？

以前と比べてどの位収益

向になります。

場、スキー場の具体策につい
てパネルディスカッションの
北野氏

模様をお届けする。司会はＧ

約半分といったところでしょ

年前に比べると、

ＭＡＣ委員・㈱ゴルフ用品界

なるほど。次に福島さん

うか。

―

にお伺いします。ゴルフ場の
起きているのでしょうか？

に捉えていますか。

立場から見て、高齢化の波は
福島氏 高齢化の弊害は確実

人口減を食い止めるための

立場から見て、高齢者依存型

にありますね。毎日が日曜日

具体策
再び佐藤さんにお伺いし

」の影響が大きいと思いま

―

ゴルフの魅力を４回で伝

関西のゴルフ場と練習場
がタイアップした企画だと聞

―

を教えることは可能です。

い。ただし、ゴルフの楽しさ

えることは可能でしょうか？

―

した。

間で、１７３４人が受講しま

５１８人、２０１３年は１年

活性化セミナー」では、恒例

体質に相当苦しんでいるよう

のパネルディスカッションの

に思われます。この点につい

前に、未来の需要を掘り起こ

す。これは、 歳の方を対象

ます。スキー業界は少し盛り

ては、どのように感じていま

万人まで激減している。ただ、

にリフト券を無料にするとい

いていますが、横の連携は？

上がってきているとのことで

すか？

入場者数に関して言えば、そ

う企画で、参画しているゲレ

北野氏 横の連携について

平野氏 ゴルフ人口はバブル

すことの重要性をテーマにし

北野氏 その弊害を実感して

は、どの位変わりますか？

れほど落ち込んでいません。

ンデ数は１７０を超え、登録

は、今回が初めてです。現状、

時は１４００万人だったと言

た基調講演が行われた。講演

います。以前は１人当たり１

福島氏 当社グループでの客

これは、平日にラウンドする

人数が 万人、利用者は 万

ＫＧＵの加盟コースが２３６

のシニアゴルファーが少しで

に登壇したのは、㈱リクルー

４０〜１５０球を練習してい

単価は土日が１万２０００

シニアゴルファーに支えられ

人と聞いております。当社の

コースあります。ゴルフ振興

も安くプレーできる平日にシ

トライフスタイル事業創造部

ましたが、高齢化により１１

円、平日が８０００円弱です

ているからだと思います。し

スキー場も１年目から参画し

けではコースに出るのは難し

の渡邊知氏。同氏からは、ゴ

０球程度に落ちているのが現

ので、その差は、４０００〜

かし、
「２０１５年問題」に

ていますが、
「雪マジ！ 」

北野氏 初心者だと、４回だ

ルフ市場に関する実態調査が

状です。また、練習場への来

５０００円になります。同時

より、団塊の世代がリタイア

すが。

発表され、潜在的な興味関心

場者そのものも減っており、

にプレー後のパーティー収益

すれば、減少してしまうので

佐藤氏 それは、
「雪マジ！

が最も高い 代（特に学生）

近隣ゴルフ場の平日プレーフ

も激減し、飲み物は無料のお

われていますが、昨年発行の

へのアプローチが今後必要に

ィが５０００〜６０００円と

茶や５００円で準備をしてほ

19

19

―

なってくるという戦略が紹介

安いため、価格競争力も発揮

因みに、リクルートが実施
した２万５０００名のアンケ

基金（入場者１人 円を徴収）
30

35
19

された。

しにくくなっていますね。

による顧客が、４０００人い
そのような環境下で、ボ

はないでしょうか。年間 ラ

―

しいという要望もございます。

レジャー白書によれば７９０

まずは、ゴルフ練習場の

ゴルフ市場の現状

高齢者依存型

社代表の片山哲郎氏が務めた。

20

土日と平日の客単価で

―

70

―

でいるゴルフ場、ゴルフ練習

13

場の４％を占めています。

は 〜 円になります。やは

―

20

それでは、以下より、未来

ールの単価は１球いくらなの

22

％存在することが分かった。

は、 代が最も高く ・７％で

としてのゴルフ実施意向者

ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）は２月 日（金）
、ジャパンゴルフフェア会場で「〜ターゲットは視界の外に
いる〜未来の需要を掘り起こそう」と題したパネルディスカッションを行った。
ＧＭＡＣはこれまで、２０１５年問題への対策として団塊世代のゴルファーがゴルフリタイアしないように様々な
施策を練ってきた。今後もそれらは継続していく一方、後続世代のゴルファーも積極的に育成・活性化していかなけ
ればならない。そのような問題意識がある中で、今年のパネルディスカッションでは、未来の需要を掘り起こすこと
の重要性をテーマに、すでに各所で行われているゴルファー創造の実例やスキー業界における人口減を食い止めるた
めの具体策等を紹介する形で討議を実施。パネラーは、鹿沼グループ代表取締役福島範治氏、菊水ゴルフクラブ代表
取締役北野友之氏、星野リゾートアルツ磐梯スキー場取締役総支配人佐藤淳一氏、ダンロップスポーツ経営企画部課
長の平野敦嗣氏の４名。
なお、コーディネーターは、ＧＭＡＣ委員・㈱ゴルフ用品界社代表の片山哲郎氏が務めた。

未来需要開拓には 代へのア
プローチが必要
当協会も加盟するＧＭＡＣ

14

44

フトしているのが現状です。

12

20

主催の「２０１４ゴルフ市場

10

50

20

19

11

20

ート調査によると、潜在需要

50
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を使ってゴルファーを増やす
「ゴルマジ！ 」の具体的な

◆リクルートの提案（
「ゴル

いという相場観の欠如。

の位お金がかかるか分からな

企画内容の詳細は検討中であ

となり、他メーカーやスクー

るが、基本的には「 歳のゴ

ル業者と共にプロジェクトを
展開していきたいと思ってお

マジ！ 」の基本コンセプト）

ンタルなどの特典もございま

ンが受けられ、無料クラブレ
商品購入者に土日の無料リフ

タイアップ
（約１００店舗）
で

ま」については、ゼビオとの

えでの要諦だと思いました。

ーをゴルファーにしていくう

わせることが、ノンゴルファ

様々な方のアイデアを重ね合

で言えば、連携の大切さと

いく予定だ。

クルートが説明会を実施して

練習場、ゴルフ場を中心にリ

うものであり、今後受入れの

生）
」に焦点を絞ってアプロ

興味関心が最も高い
「 代
（学

①ゴルフに対して、潜在的な

ルファー」を創造しようとい

にフォーカスした施策に注力
す。因みに、１期生は１００
ト券を進呈するなどの活動を

以上になりますが、一言

していると聞いております。

行っています。
また、
メールマ

―

ります。

があったと聞いております。
佐藤氏 そのうち１０００万

て、
県から５０００万円の寄付

円をリクルートの広告費に使

者育成プログラムを行うこと
「プラス！ゴルフプロジェク

を決めたわけです。
ト」の費用は、破格の３００

振興策では、
１４４コース
（
ゴルフ場経営は「地域」

％）
に協力を頂いております。
いました。
「雪マジ！ふくし

―
０円です。年間 回のレッス

福島氏 代表的なイベントが
人の募集に対し、８９５人の

ためのＰＲ戦略
Ｒ活動を行っていますか？
数々の施策が実施されてき

て、永年にわたり検討され

ゴルフ市場の活性化につい

①現状のゴルフ市場を支えて

◆アンケート分析結果

され、下記に要点をまとめた。

０名のアンケート調査が発表

ルートが実施した２万５００

この企画の立案に際し、
リク

断的な取り組みの実施。

ゴルフ界全ての協力による横

③将来需要の開拓に向けた、

の仕掛けつくり。

えた「誘い・誘われる」ため

ゴルフを始めるきっかけを捉

②年代によって変遷している

ゴルフ産業の興隆を図ってい

的にメデイアへ登場するなど

鹿沼」を掲げ、現市長が積極
ターやチラシを配っています。

練習場は、どのようなＰ

子供も運転可能です。また、

―

ガジンの配信も欠かせません。

北野氏 ＳＮＳを活用したＰ

④ゴルフをする場所（練習場、

コース内の池を掃除して、水

―
地元のコースとの連携、

課題を教えてください。

盛な需要に支えられており、

く ・３％、最も高いのが
代で ・６％となる。

業としてゴルフに注目してい
判断できない状況です。今後

あるので、支配人レベルでは

スの内、大手系列が６コース

はかからないと考えられる。

ルフ人口の減少傾向に歯止め

の、このままではさらなるゴ

フを始めたきっかけは「誰か

者は ・１％存在する。ゴル

施意向者は、 代が最も高く

③潜在需要としてのゴルフ実

体的な企画内容が発表される

①３月中にリクルートから具

◆今後の展開予定

ます。現在鹿沼市には コー

このたび、このような状況

小康状態は保っているもの

スのゴルフ場があり、市長が

を踏まえ、経済産業省の紹介

福島氏 鹿沼市にある コー

市場活性化コーナー

Ｒは、行っていません。ポス

いるのは、ミドル・シニア層

ゴルフ場）でのインパクトの

るようですね。

今後の課題や青写真

福島氏 以前は木工の町でし

鹿沼市は「ゴルフの町・

である。

ある施策として 歳は利用が

浴びをできるようにしたり、
たが、イケアやニトリの台頭

―
た。しかしゴルフ人口は、い

②世代別のゴルフ経験率（練

ーチする。

応募がありました。

０名限定で募集したところ、
〜１００家族の方々に参加

頂きました。人気コンテンツ
は、ゴルフ場９ホールのカー

まだ減少の傾向は続いている

習場含む）は、 代が最も低

フラダンスを踊ったりなど、
で下火になり、新たな基幹産

ト視察で、フェアウェイでは

と思われる。現状のゴルフ場

ゴルフ場を知ってもらうため

無料の打出し。

の入場者数は、シニア層の旺

に様々な催しを行いました。

大規模なスタートアッププロ
は、自治体を全面に出して説

・７％で、特に学生の意向

ルフ市場に関する実態調査」 「仕事関係」
が ・０％となる。

練習場の課題、青写真を

②練習場・ゴルフ場向けに全

この提案の原点は、３年前

高く、 代では６割を占める。

いほど
「家族・友人」
の割合が

④年代別に見ると、年代が低

④８月のゴルフウィークのあ

めて調整。

受入れ可能条件等の把握も含
提案が出た。

⑤ 代のゴルフに対するネガ

たりで、 歳の登録者による
からリクルートが企画し、実

場の確定（６ 月下旬ころ）
、

国各地での説明会の実施（４

教えてください。

に基づき「ゴルマジ！ 」の

〜５月）
。

てＰＲをしてくれています。

教えてください。

③賛同ゴルフ練習場、ゴルフ

また、
鹿沼地区ゴルフ場協議会

北野氏 ２０１４年度は受講

に誘われること」であり、
「家

平野氏 昨年当社では、ゴル
の公認キャラクターである
「し

者「５０００名」を目標にし、

族・友 人」が ・４ ％、次 い で

ファーを増やし、プレー回数
かごるくん」
のぬいぐるみや携

練習場を 場まで増やしてい

でＧＭＡＣに対し、㈱リクル

を増やす取り組みとして、「プ
帯ストラップなどを製造販売

ります。

ラス！ゴルフプロジェクト」
し、ＰＲを行っております。

きたいと思っております。

―

を立ち上げました。当社には、
用品販売だけでなくレッスン
「プラス！ゴルフプロジ

者層に対し、幅広い情報伝達

―

チャネルを利用して告知がさ

部門や練習場など、幅広いリ
ソースがあります。このリソ

感じ」
、
「中年っぽい」と続く。

平野氏 潜在層にきっかけを

本企画はリクルートの若年
⑥同じくポジティブイメージ

企画が本格的に展開する予定。
リフト券無料）の成功を受け

ティブイメージは「お金がか

てのものである。
「雪マジ！

かる」
、次いで「敷居が高い

ェクト」は、ノンゴルファー

与えることはできますが、問

施しているスキーヤーの増加

が読む媒体に集中したメディ

題はゴルフを継続してもらう

策「雪マジ！ 」
（ 歳限定

ア戦略を行ったようですが。

キー場が全国で１７０ヶ所以

プローチでは取り込めなかっ

れる。よって、大きな効果が
ことが大事になってくる。そ

た潜在層に切り込むチャンス

期待できるとともに従来のア
ういった意味では、インスト

と続く。

は「大人のスポーツ」
、次い

ジンと募集告知のページを作

ーパーのウェブにメールマガ

⑦やりたいのに始められない

で「セレブな」
、
「健康に良い」

ズメントパークが調べたアン

延べスキー場動員数は約 万

上、約 万人の 歳が登録し、
19

」の昨年の実績は、参加ス

ケート調査で（１万人の一般

ラクターの質の向上や拠点を

―

55

生活者を対象）
、ゴルファー

と考える。

佐藤淳一氏

理由はお金で、 ・０％がど

福島範治氏

潜在層が２０００人いること

35

11

19

人となった。

北野友之氏

東日本大震災の復興支援とし

平野敦嗣氏

まずは、当社がモデルケース

増やす活動などを行いたい。

19

佐藤さんのスキー場は、

19

ってもらい、
ＰＲを行いました。

25

今後の戦略は？

ースを有効に活用したいとい

平野氏 Ｒ というフリーペ

―

43 44

う思いが以前からありました。

20

20

20

きっかけは、ゴルフアミュー

20

50

予定。

グラムに取り組んでおります

得行脚を続けたいと思ってお

20

ートライフスタイルから「ゴ

50

44

13

ダンロップスポーツは、

20

テレビや新聞などのメディア

―

20

へ登場し、市が積極的に動い

60

上記活動を周知させる

８月に無料で行う「ごるふぁ

20

みふぇすた」で、昨年は３０

から離れられないため、地元

20

20

が、その成果と中身について

13

17

38

80

を知ったから。そこで、入門

司会：片山哲郎氏

24

20

61
渡邊知氏
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X HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

2

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

テーラーメイド
TOURSTAGE X-DRIVE GR
（2014）

チタン

ブリヂストン

3

ROCKETBALLZ STAGE2
RESCUE SERIES

テーラーメイド
4

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES

チタン

テーラーメイド

4

XXIO 8 FW

ダンロップスポーツ
5

PHYZ（2013）

チタン

ブリヂストン

5

X HOT SERIES UT

キャロウェイ

XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

1
2

X HOT

スチール

キャロウェイ

2

MT28 J.SPEC-4

フォーティーン
3

XXIO7

カーボン

ダンロップスポーツ

3

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ
4

ROCKETBLADEZ

スチール

テーラーメイド

4

MACK DADDY 2 Wedge

キャロウェイ
5

PHYZ（2013）

カーボン

ブリヂストン

5

VOKEY COLD FORGED
WEDGE

アクシネット

月

日

WHITE HOT PRO SERIES

キャロウェイ
3

VG3（2012）

3ピース

アクシネット

3

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

4

SCOTTSDALE SERIES

ピン

3ピース

ダンロップスポーツ

5

SCOTTSDALE TR SERIES

ピン

シリーズ⑦

リアルマーケットレビュー ２

した「２０１４年版スポーツ

今回は弊社が３月末に発刊
える 年の国内ゴルフ用品市

いう尺度では明るい兆しが見

このように「対前年比」と

更に震災発生から順調に回

年間の当該市場の特徴です。

スが鈍いというのが、この３

国内ゴルフ用品市場２０１３年見込と２０１４年予測

産業白書」による最新国内ゴ
ルフ用品市場動向について分

なっているのが実情です。実

実際の市況感が読み取り難く

場ですが、
「対前年比」では

での価格競争に収束の気配は

ッド市場については小売市場

復しているカテゴリーも、ウ

際の市況感を見え難くしてい

いるのか心配な面があります。

た面では健全な成長ができて

見えておらず、収益性といっ

※

なわち東日本大震災発生によ

る要因は「 年の市場」
、す

非常に重要であることは言う

「対前年比」といった尺度が

※

って全てのカテゴリーが大幅

※

析したいと思います。

荷金額推移表です。 年は全

（予測）のゴルフ用品国内出

なマイナスを余儀なくされた

※

カテゴリー合計で対前年比１

別掲の表は、 年から 年

０４・７％の２６３３億９０

ため、 年以降「対前年比」
のみでは市況感が把握し難く

みに囚われてしまうのは「市

までもありませんが、それの

００万円となりました。カテ
ゴリー別の数字を見ると、「ウ

況感の見誤り」に繋がってし
まう可能性もあります。

なっているのです。
別掲のグラフは、震災前の

ッド」
「ユーティリティ」
「シ
ューズ」といったカテゴリー

そういった意味では 年３

と、 年マイナスが見込まれ

カテゴリー別の数字を見る

比１０４・０％となっており、

は全カテゴリー合計で対前年

いることが分かります。 年

系のカテゴリーが伸び悩んで

ール」
「グローブ」など用品

「レンジボール」
「ラウンドボ

も「消耗品」として扱われて

られます。用品類、その中で

至らないカテゴリーも見受け

など未だ震災発生前の水準に

ローブ」
「ラウンドボール」

きく上回っている一方で、「グ

などが震災発生前の水準を大

ティ」
「シューズ」
「ウッド」

グラフですが、
「ユーティリ

た場合の各カテゴリーの指数

でしょうか。

先数年間は必要なのではない

ことが、少なくともこれから

系列データを用いて分析する

には５年といった中期的な時

正しい市況感を把握するため

とが言えるかもしれません。

響を与え続けているというこ

は、今現在でも当該市場に影

月に発生した東日本大震災

年の市場規模を１００とし

るカテゴリーもほぼ例外なく

（矢野経済研究所・三石茂樹）

の伸びが際立っている一方、

プラス成長予測となっていま

いるカテゴリーの回復のペー

11

月１日〜

2

11

【2010年の市場規模を100とした場合の各カテゴリー指数】

アクシネット

14



アクシネット

XXIO SUPER XD PLUS

メーカー名
WEDGE BEST５

12

部門別売れ筋ランキング

1

10

＝矢野経済研究所＝

ダンロップスポーツ

14

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

チタン

13

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、

3ピース /
4ピース

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）

PRO V1 SERIES（2013）

「当期は２０１４年新製品（２０１４年

2

Ｓ／Ｓ商品）及びバトンタッチ商品のマ

キャロウェイ

ークダウン品の販売共に好調に推移した

METAL-X SERIES

ことで、ゴルフクラブ市場は前年同期を

1

上回る水準にて推移しました。しかしな

ブリヂストン

5

14

アイアン1位＝ XXIO8
3ピース /
4ピース

がらゴルフボール市場は数量ベース、金

XXIO8

10

31

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

13

1

1

4

メーカー名
PUTTER BEST５
順位
メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

額ベースとも前年同期実績を下回ってお

3

り、未だ本格的な需要回復には至ってい

1

ません」

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

す。

【ゴルフ用品国内出荷金額推移】

1

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ
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日（ 水）
、

ーム 名とする。

チーム 名、女子の部 チ

ーニングセンター
アンダーハンディ部門： チ

・場所：日本メディカルトレ
・募集人員： 名
員）
、 万８０００円（非会

・費用：９万８０００円（会

第２回ＪＧＧＡ
活性化委員会

ーム１００名とする。

【タイトル】
「Ｒ＆Ａ用具規
・募集時期：５月連休明け。

紹介）

開催した。

会事務局内にて標記委員会を

員）
、 万８０００円（会員

則フォーラム」
・告知：日本ゴルフ用品協会

ー氏
（Ｒ＆Ａ研究・試験ディレ

【講師】スティーブ・オット
ＷＳ、ゴルフ用品界社等。

議題 ―１、
「活性化委員会・

平成 年３月４日（火）協

アンケート２０１４」報告記

１面～２面：「ゴルファーズ

ホームページ、ＪＧＧＡＮＥ

が担当。
※講義時間は合計

番ホール」：内本理事

を開催した。
分、４月中旬より案内する。

３１

ＴＥＬ：
ＦＡＸ：
９９

―５３９１ ―３０

―５３９１ ―３０

ＧＭＡＣ」報告

田上寛）

・新担当者：内橋良匡（旧：

番ホール」：水越理事

」施策についての説明（於

本支部）
・新担当者：沖本浩志（旧：
安藤智康）

●㈱近鉄百貨店
（西日本支部）

●㈱Ｘ ―ＧＯＬＦ ＪＡＰＡ

新担当店：上本町店（旧担当

Ｎ（東日本支部）

ゴルフ場向け、ゴルフ練習場

■３月下旬：ゴルフ場、練習

会事務局内にて標記委員会を

向け、それぞれ別開催を想定。

ＧＭＡＣ）

開催した。

・新担当者：裵秉旭（ベビョ

ー』

議題 ―１、
「第４回ジャパン

●
「

第 回インダスト
リーカップ委員会

【タイトル】～ターゲットは

ンウク）
（旧：坂本幸嗣）

議題 ―４、その他
視界の外にいる～未来の需要

■４月中： 全国各地で「ゴ

載。
・
「ジャパンゴルフフェア２

場に説明会日程のご案内。

３面：「２０１３年ゴルフ市
０１４」結果報告について。

ルマジ！ 」説明会を実施。 【担当部署変更】

況トピック・市場動向速報」

平成 年３月４日（火）協

12

●マルマン㈱大阪支店（西日

①「ゴルマジ！ 」について
ジュールの提示有り。

３月号について
フェア２０１４」の報告

■３月

・リクルートから今後のスケ

平成 年４月８日（火）

議題 ―４、次回委員会の日程

議題 ―３、
「ジャパンゴルフ

【総括】次回のルール改正は

シスタントディレクター）

２０１６年なので、具体的な

【参加者総数】 名

ケート集計結果」
、「西日本試打
事例で説明するなど聞き手側

フフェア２０１４来場者アン
会」報告記事を掲載する予定。
にもわかりやすい配慮が必

３面～４面：「ジャパンゴル

●㈱デサント（西日本支部）

【担当者変更】

品、什器等

取扱商品：ゴルフ用品陳列備

http://www.nikkensp.co.jp
業態区分：卸

ＵＲＬ：

03

国ＰＧＡショー」の開催報告

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
要。

日 ：「 ゴ ル マ ジ！

タ」
、
「リアルマーケットレビ
③『ゴルフ市場活性化セミナ

を掲載。

●
「写真」：「ジャパンゴルフ

が担当。
ュー２」を掲載予定。

20

６面：協会関連事項を掲載。

時間

クター）
、
クレア・ベイツ氏
（エ

●
「

【日時】平成 年２月 日

ム』

10

25

80

26

１面～２面：「２０１４年米

50

フェア２０１４」の模様を掲

20

39

23

03

20

20

事を掲載する予定。

５月号の編集について

協会関連事項
年２月

広報委員会
平成

80

キップメントスタンダードア

15

●
「写真」：「西日本試打会」

26

の模様を掲載。

協会事務局内にて標記委員会

26

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

19

26

10 11

26

2

26

19

を掲載。
・ＨＰリニューアルについ

【日時】平成 年２月 日

を掘り起こそう

プ」について

ゴルフインダストリーカッ

マジ！ 」参画受付期間。

「ゴル
■４月中～５月中旬：

住所：〒５４３ ―８５４３

店：本店）

ィスカッションともに好評。

【総括】基調講演、パネルデ

【参加者総数】１４９名

・競技方法：

ラブ（茨城県坂東市）

・場所：大利根カントリーク

（火）

・日時：平成

③「関西ＧＭＡＣ」報告につ

ー」報告について

②「ゴルフ市場活性化セミナ

下旬に置きたい模様。

クト開始時期は、目標を７月

協会担当者：浅井 国一

代表者：山口 仁志

支部）

●㈱ツーアンドワン（東日本

【所在地変更】

６ ―１ ―

大阪府大阪市天王寺区上本町

雪マジなどの成功事例が興味

①アンダーハンディ（ダブル

※「ゴルマジ！ 」プロジェ

を引いたようであり、ゴルフ

いて

東京都中央区晴海３ ―２ ―

新住所：〒１０４ ―００５３

月７日

業界版の「ゴルマジ！ 」に

ぺリア）の部を４名でエント

①今年のゴルフウィークへの

議題 ―２、
「検討議題」

年

て。

平成 年３月４日（火）協

講習会委員会

平成 年４月 日（金）

議題 ―５、次回委員会の日程

４面：「消費税増税導入に向

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ
ュー２」を掲載。
６面：協会関連事項を掲載。

期待する声が大きい。

リーする際は、シニアもしく

を呼び、その年になる人すべ
てが対象となる。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

告記事を掲載。

【総括】少ない本数でのゴル

【参加者総数】 名

ライズ代表・クラブ評論家）

氏へ）
。その他講師は、第

交替（ＢＳ佐々木氏から十合

・講師：ゴルフ用具の講師を

の７００点を合格とする。

・試験得点：１０００点満点

～６月 日（月）とする。

④募集期間を５月 日（月）

することを認める。

策の今後の展開について

ＦＡＸ：

２１

―３ ―９

―３５３３ ―５５

―６６３６ ―３３

大阪府大阪市浪速区敷津西１

新住所：〒５５６ ―００１５

（西日本支部）

●㈱フジキコーポレーション

４５

議題 ―３、次回委員会の日程
平成 年４月８日（火）

変更事項
●日研工業株式会社（東日本

【入会関係】

３１

ＴＥＬ：
ＦＡＸ：

支部／正会員入会）
代表者：

中山 要秀
住所：〒１７１ ―００１４

３８

２００名

⑤募集人数に関しては、合計

03

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
会事務局内にて標記委員会を

は女子を１名入れなくてはい
品販売技術者講習会」場所、

ＴＥＬ：

晴海パークビル新館５Ｆ

４月号の編集について

議題 ―２、
「第 期ゴルフ用

取り組みについて

開催した。

② 代ゴルファーの活性化対

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

けない。

フフェア２０１４」の開催報

②シニアとは、 歳以上の人
用品販売技術者講習会」

しては、スクラッチ部門・ア

タ」
、
「リアルマーケットレビ

垣根を下げた考え方を提案。

フや９Ｈプレーなどゴルフの

―６

22
―５１４４ ―０１

内容についての確認

催報告について

・日程：平成

日

・タイトル：「第 期ゴルフ

１面～２面：「ジャパンゴル

55

20

東京都豊島区池袋２ ―

12

20

を掲載。

けての注意事項・確認事項」

20

20

フェア２０１４」セミナー開

【タイトル】
「新しいプレー

①『ゴルフ用品セミナー』

年８月

●
「写真」：「ジャパンゴルフ

日とする。

ンダーハンディ部門いずれに

③メディアのエントリーに関
ブの現状と今後の行方」

・科目：現 科目を統廃合に

（月）～ 日（木）の３泊４

様を掲載。

【日時】平成 年２月 日

ュー２」を掲載。

おいても混合でチームを構成
【講師】マーク金井氏（アナ

６面：協会関連事項を掲載。

て 科目へ変更とする。

フ市場活性化セミナー」の報

スタイルの提案、ゴルフクラ

が担当。

番ホール」：島田理事

10

３面～４面：「２０１４ゴル

フェア２０１４」会場内の模

26
55

・スクラッチ部門：男子の部

30

03

●
「

26

26

期と変更なし。

38

―６６３６ ―３３

06

06

14

26

39

告を掲載。

14
20

26

26

②『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

23

15

20

28

25

19

39

25

26

56
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