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ァーの参入促進、育成といっ
た課題も業界にとって緊急の
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翌２０１４年も引き続きプ
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内のゴルフ関連企業約３００

当 協 会 主 催、 中 部 日 本 支 部 主

日（ 土 ）
、

管 の「 ２ ０ １ ４ Ｊ Ｇ Ｇ Ａ ゴ ル フ
大 試 打 会」 が ４ 月

愛知県名古屋市の天白ゴルフセ
ンターで開催された。
試 打 会 当 日 は、計 ４３７ 名 の
熱 心 な ゴ ル フ ァ ー た ち が 参 加。
今 年 も 様 々 な イ ベン ト が 試 打 と
同 時 に 開 催 された。今 回 は 新 た
な試みとして、﹃スタンプラリー﹄
を 実 施。 各 メ ー カ ーの ブ ースで

名の

の試打や主催者コーナーを回り、
５つの ス タ ン プ を 集 め た

その他にもドラコンやニアピ
ンチャレンジで賞品が貰える
「 ゲ ー ム コ ー ナ ー」
、ツアープロ
の愛用品やトーナメントオリジ
ナルグッズなどが購入できる
「 お 楽 し み 販 売 コ ー ナ ー」 を 実
施。 多 く の 参 加 者 か ら 好 評 を 博
した。
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︱︱ 年ゴルフ用品国内出荷金額は前年比１０４・７％の２６３３億９０００万円の見込み
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けるスポーツ用品市場とは、

矢野経済研究所は先頃︑
﹁2014年版スポーツ産業白書﹂を発刊した︒同
書の分野別市場動向﹁ゴルフ用品﹂カテゴリーによれば︑ 年ゴルフ用品国
内出荷金額は対前年比104・7％の2633億9000万円になることが
見込まれる︒
今回同社が集計した2013年の見込値は︑震災発生前の2010年の実
績値を上回る規模となっていることが分かった︒即ち当該市場も︑発生から
約3年の時間経過を経て漸く震災前の水準に回復した︑ということになる︒
今回はプラス成長にて推移した2013年の市況を振り返りつつ︑201
4年の用品別市場予測について同書の内容を紹介する︒
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達成者には粗品が贈呈された。
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まろう！

ミズノ 松下真也

賛同頂けるなら「いいね！」で集

体最適をみんなで考えよう！
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２０１０年の実績を上回って
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クラブの市場と比較すると鈍

ドはウッドやユーティリティ

下回っており、回復のスピー

いるものの、数量ベースでは

いる。
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ている商品カテゴリーの中で
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の露出増を背景とした所謂
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ックスタイル』と言われるも
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していると言えるが、そのス

入れられ始めたこと』を意味
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後の動向が大いに注目され
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【ゴルフ用品（シューズ、キ

う」

と考えるのが最も自然であろ
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に、ボール（消耗品）購入に

東日本大震災発生を契機
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２００９年頃から若年齢層の
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しかしながら数年間続いた

りプラス成長を続けてきた。

２００８年まで４年間にわた

ンツやアーガイル柄のベスト

体裁断に加え、千鳥格子のパ

が提案してきた機能素材や立
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のである。具体的には、アス

弊社が日本国内１０８４店舗

販売計上モデル数推移）は、

「別掲のグラフ（ドライバー

方で単価は下落傾向が続く】

【販売モデル数は増加する一

対前年比１０２・７％の

国内出荷量は、数量ベースで

１０４・２％の 億９０００

２０１３年のパタークラブ

いのが実情である。
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２０１２年から２０１３年
ズ国内出荷量は、数量ベース

「２０１３年のゴルフシュー

ャディバッグ、グローブ）
】

ブ国内出荷量は、数量ベース

２０１３年のゴルフグロー

ると厳しい状況下にある。

シューズ市場の数字と比較す

ヤードスタイル）
』も、その

ンダーウエアを軸としたレイ

スリートスタイル（機能性ア

た。市場を牽引してきた『ア

新規参入にも陰りが見え始め

うとスポーツウエアから派生

スタイル』は、どちらかと言

イリングを指す。

イリングをミックスしたスタ

など、トラッド色の強いスタ

ＰＳゴルフデータ』における

ータを集計、分析している
『Ｙ

のゴルフ用品小売店の実売デ

２０１０年以降モデル数は

デル数推移である。
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頃には既存ゴルファーに行き

106,610

微増傾向にて推移してきた

107.8

万枚、金額ベースも対前年比

ドライバーの年間売上計上モ

にかけて単価は上昇基調にて

で対前年比 ・３％の８２０

新たな『ニュークラシック

推移しているが、これは小売
９８万足、金額ベースで対前

ゴルフシューズ市場は、２

小売店の多くは『定番定数制

39.0

年比１１０・７％の１２５億

０１２年の実績値で既に東日

頭在庫数を固定する販売方

（常時在庫するモデル及び店

102,640

材（特価処分品）の減少によ

近年、ウッド（ドライバー）

本大震災発生前の２０１０年

法）
』を展開しているが、そ

機動的に入れ替えることでゴ

107.7

したトレンドというよりは一

やアイアン市場において価格

の規模を上回っているが、２

れ故にブランドシェアに大き

ルファーの「買い増し需要」

37.9

渡り始めたが、メーカー各社

競争が激化の一途を辿り利益

０１３年は更にその規模を上

な変化が生じにくいという特

万本、金額ベースで対前年比

を促進する動きも顕在化して

95,210

・３％の 億６０００万円
と数量・金額共にマイナスが

が減少する中で、パターフィ

回る見込となっており、国内

性を有している。
におけるメイン商材は「定番

１０３・６％の１０２億８０

単位：百万円、％

１０００万円と数量、金額と
も大幅なプラス成長が見込ま

見込まれる結果となった。

ッティングを強化して単価上

ゴルフ用品市場の中でも取り

２０１３年のキャディバッ

定数制」に基づく定番商材で

は言い難い面があるが、これ

００万円と数量、金額ともに

36.5

上昇したことが影響している
れる。

昇を実現し、ウッドやアイア

分け勢いのあるカテゴリーと

ものと推察される。

ン市場における利益のマイナ

ゴルフグローブを販売する

スをパターでカバーしようと

なっている。
グ国内出荷量は、数量ベース

上述したように、当該市場

いう動きが徐々にではあるが

で対前年比１０１・１％の

顕在化しつつある。
商品そのもののトレンドは

から先の当該市場において、

あるが、季節に応じて在庫を

革新的な変化が生じていると

パターの『売り方』が大きく

〈矢野経済研究所調査〉

98

58

きている。この発想は季節商

構成比 前年比
構成比 前年比
構成比 前年比
構成比

2014年（予測）
2013年（見込）
2012年
2011年

98

微増での推移が見込まれる。

【 ゴルフ用品別国内出荷金額 】

りプロパー販売品の構成比が

市場におけるマークダウン商

万円と数量、金額と微増の見

75
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変化する可能性がある」

88,430
ゴルフクラブ
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ファー）からの『値引き要請』

うな動向に加え、顧客（ゴル
もっと市況は悪くなってい

『仮に価格が安くなかったら、
いう点においては我が国のゴ

る。
『まだ打つ手がある』と

しかしながらそのような策

う）と言える。

いないケースが少なくないよ

が、２０１３年は一気に増加
うなのである。それどころか

している。これはメーカー各

体質を改善することが必要不

を講じるためには足元のビジ

は間違いなくゴルフ産業にと

ネスモデルをきっちりと固め

ゴルフ用品以外を含めた消

って『追い風』となるであろ

ルフ産業はまだ大きな可能性

逆に接客の長時間化、販売効

費財全般において、近年では

を秘めている（２０１６年か

率の低下を指摘する声も挙が
ゴルフ用品市場はマクロの数
値段が高くても自分の納得し

る』という反論もあるだろう。

社から発売されるカスタムシ
っている。
字だけを見れば『東日本大震

しかしそれは本当に正しい仮

ャフトを含めたラインナップ
『ゴルファー一人一人に合っ
災発生から着実に回復』して
といった消費行動が顕在化、輸

たものを購入する『納得消費』

は更にエスカレートする傾向

数が増加していることを意味
たクラブの提供』は確かに理
いるように見えるが、その裏

のようである。

している。更にはシャフトバ
想ではあるが、その狭間で現
で小売の現場が疲弊度を強め

て『筋肉質』にすること、具

リエーションに加え、同一シ
場に立つ小売店店員の疲弊度

体的に言えば業界全体の収益

リーズでもヘッド体積を数タ
は強まっているように感じ

らのオリンピックでのゴルフ

イプラインナップするなど
る。疲弊を強めているもう一
ているという事実を看過して

入車などの販売が好調という

品業界はそのような消費性向

わせが増加した』ことが深く

とは逆の方向に進んでいると言

なったが、残念ながらゴルフ用

「２０１４年のゴルフ用品国

ニュースを目にする機会が多く

内出荷金額は、対前年比１０

上げ、仕入れた商品の価値を

わざるを得ない。自らが作り

■今後の展望

別掲のグラフ（ドライバー
４・０％の２７３８億５００

はならないだろう」

平均実売価格推移／プロパー
０万円のプラス成長が予測さ

つの要因が平均実売価格の下

品のみ）は、同じく弊社『Ｙ

落である。

ゴルファーの買い替え需要を

（クラブ）市場において既存

ＰＳゴルフデータ』における

関係している。これらの動向

促進するために『ゴルファー

は、成熟化が進むゴルフ用品

一人一人に合ったクラブを提

してならないのである。

自らが下げているような気が

れる。
これまで様々な視点で述べ

ドライバーの平均実売価格推
移である。なお、ここではマ

供すること』を主たる目的と
したものである。

我が国の人口構造、即ちこ
れから先『超高齢化社会』の

てきたように当該市場にとっ
ての課題は『消費増税による

ークダウン品（特価処分品）
を除き、主に接客販売が行わ

ヘッド体積や反発係数な

0
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キャディバッグ

9,110
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108.9

10,280
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その他バッグ・カバー類

6,080
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6,290
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6,180
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6,300
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5,670
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103.8

90,500

37.3

90,280
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99.8

93,200

35.4

103.2

97,500

35.6

104.6

4.5

10,770

4.3

99.7

11,070

4.2

102.8

11,070

4.0

100.0

100.0

251,520

100.0

103.8

263,390

100.0

104.7

273,850

100.0

104.0

可欠なのではないだろうか」

10,800

合

計

242,410
ゴルフ用品その他

ど、現在のゴルフクラブはあ

104.4

103.1

到来が確実視されている現状

4.8

104.3

においては、
『今まで通り』

13,060

102.0

増税後の反動云々』といった

110.7

93.1

れているであろうプロパー販

4.7

96.5

売品のみを抽出している。

12,510

ゴルフウエア

らゆる面において規制の上限

109.9

-

のビジネスを展開できたとし

4.5

366,000

類の話ではなく、業界自体が

11,300

355,110

抱える問題を長期的視点に立

4.2

340,490

グラフの線が指し示してい

10,280
レンジボール

にまで達しており『ユーザー

90.5

ゴルフシューズ

333,670

にとって分かりやすい性能進

場参入促進や参加率の低い女

0.6

358,290

ても将来の市場成長を予測す

性の参入促進など、市場のパ

1,720

371,220

ることが困難な時代が訪れる

客観的にこれまでのデータ

イを広げるために講じるべき

93.1

104.0

脚してどのようにして解決し

を見ればゴルフ用品市場は

0.7

273,850

ていくのか、といった点にあ

『需要量そのものが大きく変

1,900

104.7

る通り、年を経るにつれてド

ゴルフクラブの価格が下がる

わっていないのにスペックを

108.5

263,390

ライバーの平均実売価格は下

こと、即ちゴルファーにとっ

増やし、更にそれらの商品を

0.8

103.8

化』の伸びシロは殆ど残され

て購入しやすい環境になるこ

過度な値引販売やマークダウ

2,040

251,520

ていないといっても過言では

たゴルフクラブの提供』を志

『ゴルファー一人一人に合っ

と自体は決して悲観すべき事

ン販売によって捌いている』

0.8

93.6

のである。若年層のゴルフ市

向することはごく自然な流れ
象ではない。一部業界関係者

という非効率なビジネスを続

103.9

1,880

242,410

るのではないだろうか。

であると言える。
は『日本のゴルフクラブは高

けている、と言わざるを得な

103.9

7.5

96.6

落、２０１３年は２０１０年

しかしながら小売店に対す

すぎる。それがゴルファーの

い。現在の市場環境の中で一

38.9

20,530

258,930

比で ％以上下落している。

る取材では、別掲のグラフが

底辺拡大を阻んでいる』とい

ことができるゴルファー』で

106,610

100.0

2013(見込)

ない。そのような市場環境下

指し示しているような『モデ

う指摘を続けている。しかし

あろう。しかしそれによって

107.8

7.5

2012

において、メーカーサイドが

ル数の増加』を受け止めきれ

体誰が『得』をしているので

前掲したドライバーのモデ

全体の需要そのものが増加し

39.0

19,750

2011

対策はまだ数多く残されてい

ていないであろう実態が浮き

あろうか。言うまでもなくそ

ル数推移と併せて見れば、小

ている訳ではない（少なくと

102,640

100.5

-

前年比

ここで問題なのは、
『価格が

売の現場で日々ゴルファーと

も業界サイドが努力を行って

107.7

7.9
2014(予測)
2013(見込)
2012

（単位：百万円、％）
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2014・予測
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1,273

2013年
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2010年

〈矢野経済研究所調査〉
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268,050

小売市場規模
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構成比 前年比

構成比 前年比

2011

2014(予測)

95,210

8.1

(単位：百万円、％)
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※出典：矢野経済研究所小売店実売動向調査「YPS ゴルフデータ」

※出典：矢野経済研究所小売店実売動向調査「YPS ゴルフデータ」
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【ゴルフ用品別出荷金額構成】
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冒頭で述べたように国内の

『ヘッドとシャフトの組み合

採用、２０２０年の東京開催

333,670

説なのであろうか。

\48,990
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ゴルフデータ」
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彫りになるケースが少なくな

クラブなのか分からなくなっ

識として吸収しなければいけ

そろそろ業界は気付くべきな

371,220

ラウンドボール

2010

い。

てしまい、最終的に購入を見

ないクラブの情報は増える

のではないだろうか。

400,000

ゴルフクラブ

2009

れは『安価に商品を購入する

送ってしまうケースが少なく

が、売っても以前ほど儲から

450,000

構成比 前年比

2010

いこと』なのである。

ない（量販店筋）
』という声

ない』商材になってしまって

500,000

2,500

\55,000

273,850
263,390
268,050

366,000
355,110

構成比

2009

『様々なスペックの試打クラ

に代表されるように、必ずし

百万円

\54,534
\54,000

258,930
250,000

340,490
358,290
350,000

ブを打ち続けるうちに、一体

もモデル数・スペック数の増

いるのである。更にはこのよ

このような指摘に対しては

加が成約率の向上に繋がって

【 ゴルフ用品市場規模推移】
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リー」を実施。実際に各メー
カーのブースを回っての試打

２人の絶妙なコンビネーションでゴルフを楽しもう！

つスタンプを集めると、粗品
年経済産業大臣杯全国ペア対

ＧＫ）が主催する「２０１４

日本ゴルフ場事業協会（Ｎ
女混合含む）とレディスの部

のゴルフ大会。一般の部（男

誰でも楽しめるペア対抗形式

なし）

カット・算出ハンディの上限

①新ペリア方式（ダブルパー

﹁２０１４年経済産業大臣杯全国ペア対抗戦﹂参加ペア募集！

後援は（公社）全日本ゴル
をプレゼントするなど、 名

﹁２０１４ＪＧＧＡゴルフ大試打会 ︵愛知︶﹂開催
当協会主催、中部日本支部
フ練習場連盟で、天白ゴルフ

や主催者コーナーを回り、５
が主管する「２０１４ＪＧＧ

テーラーメイドゴルフ

日（土）
、天白ゴルフセン

Ａゴルフ大試打会」が、４月
の協力のもと雑誌の紙面でイ

その他にも、ゴルフトゥデイ

センターの協力のもと開催。
ピンチャレンジで賞品が貰え

その他にもドラコンやニア

の達成者から好評を博した。
を募集します。

抗戦」の予選大会参加チーム

け、全国約 のゴルフ場で予

という２つのカテゴリーを設

による。同ネットの場合、ペ

②順位決定（ペア合計ネット

74

ター（愛知県名古屋市）で開
同大会の趣旨は、ゴルフに

チームが経済産業大臣杯を目

選大会を開催。各部門の上位

③使用ティーは、男子が「レ

アの内、年齢の高い人上位）
ギュラーティー」
、女子が「レ

よる健康増進のアピールとゴ

指して全国決勝大会に進出。

プロの愛用品やトーナメント
ルフを通しての交友関係の拡

【競技規則】

る「ゲームコーナー」
、ツアー
オリジナルグッズなどが購入
大であり、ゴルフ市場活性化

ベントを告知。また、ゴルフ

同練習場はドライビングレ
ルファーズ倶楽部の番組内
の一環として実施するもの

ネットワークの協力のもとゴ

ンジが２５０ヤードで、１６
ー」を実施。
「レディスコーナ

できる「お楽しみ販売コーナ

会場コースのローカル・ル

歳以上は、
「シルバーティー」

ディスティー」とする。※

で、 回に渡りＴＶＣＭで告

の使用を認めるものとする。

横浜ゴム

ヨネックス

全16社

トで提供してもらい、既にレ
ンタルを実施している企業の

会場：札幌エルムカントリー

【決勝大会】

ミズノ

向けクラブをバッグ付のセッ

マルマン

ブリックゴルフ協会、
（一社）

ネットスコアの合計）

②２名１組のペア戦（２名の

日程： 月１日（水）

勝大会の旅費を補助

（一社）日本ゴルフ場事業協会

【問い合わせ先】
①一般の部（男女混合含む）

【種目別】

特別協賛：大塚食品㈱

︱３８６４ ︱６７

ＴＥＬ：
０１

②レディスの部
【競技方法】

し、料金は配送料、手数料の

・貸出期間は最長３泊４日と

後援する「ドリーム・エイジ

活性化委員会（ＧＭＡＣ）が

（ＰＧＳ）主催、ゴルフ市場

けではなく、ゴルフの楽しさ

フを」の部分にも合致するだ

ある「続けよう、もっとゴル

し、シニアの方々の健康の保

チュアゴルファーを対象と

このような大会が必要です。

いま、ゴルファーの拡大にも

団塊の世代が 代に入った

西日本地区にて各地区決
の「年齢」と「歩数」を加算

募ってもらうことで、ゴ

関係者が奮って参加者を

開催いたします。ゴルフ

勝大会（個人戦のみ）を
した従来のハンディキャップ

ルフの輪が広がっていく

を取り入れた新たな競技方法
で、ゴルフを楽しんでみては
現在、参加者を募集中。詳

いかがでしょう。
しくは日本パブリックゴルフ
︱３５６３ ︱２３

協会へ、

index.html

http://www.gmao.jp/

●ＧＭＡＣホームページ

user/top.do

http://www.pgs.or.jp/

８８。
・その他詳細の取決めは別途

持増進に資するための競技で

もっと味わっていただこうと

ＧＭＡＣのスローガンでも

みの費用としてレンタル料は

ゴルフ大会」の地区予選大会

す。

取らない（ゴルフ場でレンタ

がスタートしました。
同大会は、 歳以上のアマ
検討し、仕組みを
「ゴルマジ！

す。ゴルフで歩くことを推奨

本年度はＰＧＳ加盟 コー

●ＰＧＳホームページ

③ゴルマジ会員をゴルフファ

し、
「ゴルフの楽しさ」
、
「元

スで予選を開催。東・中部・

いうものです。

ンにするために各種イベント

気で長生き」をテーマにして

」と連携させる。

の案内を送付

います。

情報提供を行い、ゴルフを継

方式から、
「歩数」ハンディ

のではないでしょうか。

連携を取りながら、
「ゴルマ

続してもらう（大試打会、ジ

を廃止。参加者の「年齢」ハ

同世代の仲間と
“遊び心”

ンディのみのアンダーハンデ
ィ競技として開催しておりま

ャパンゴルフフェア、ゴルフ
スクールなど）
。

ジ！ 」会員に対して様々な

平成 年度競技より参加者

・
「ゴルマジ！ 」事務局と

用可の料金で設定）
。

ルクラブが有ればそちらも利

日本パブリックゴルフ協会

﹁ドリーム・エイジゴルフ大会﹂ 参加者募集！

２０１４ＰＧＳ主催

アマチュアゴルファーなら

【大会概要】

全日本ゴルフ練習場連盟

日本ゴルフ用品協会、
（公社）

18

をシニアの人たちに、もっと

機能を利用して貸し出す。

クラブ西コース（北海道恵庭

ール及びＪＧＡゴルフ規則を

を高める

可）
。

適用する（距離計測器使用

⑴練習場向けレンタルクラブ

【プレー条件】

で、協力団体は以下の通り。

の説明会が４月中旬から全国

・各企業保有の試打用のバラ

協賛：ゴルフ市場活性化委員

後援：経済産業省

で実施された（ＪＧＧＡＮＥ

クラブ、カタログ落ちのバラ

会（ＧＭＡＣ）
、
（公財）日本

ー」や「ジュニアコーナー」

ＷＳ５月号で紹介）
。主に練

クラブなどを希望の練習場へ

市）※決勝大会進出者には決

にも多くのゴルファーが来場

習場とゴルフ場関係者がセミ

無償で提供し、ゴルマジ利用

① Ｈ・ストロークプレー

また、今年も様々なイベン

ナーを受講。セミナーにおけ

者に貸し出す。

ゴルフ協会、
（公社）日本パ

トを試打と同時に開催。新た

65

表参照）
。４３７名の熱心な

として以下の内容を計画

出稿時）などにバナーやマー

②初心者に対して、レンタル

る質疑応答の中で、クラブレ

⑵ゴルフ場向けレンタルクラ

ブリヂストンスポーツ

ップメーカー 社が参加（別

Ｖｏｌ．
３

は、４月号から紹介している
会員企業ホームページ、広告

①﹁ゴルマジ！ ﹂の告知（各

画に対する当協会としての協

・既存ゴルファーの側からも

クを掲出。

をお届けする。

「ゴルマジ！ 」の認知度を

力事項についてまとめた内容
「ゴルマジ！ 」に対する協

クラブの貸出しなどで利便性

高め利用者を増加させる。

リクルートライフスタイル

力について
主催の「ゴルマジ！ 」企画

ンタルに関する要望も多く、

ブ

藤倉ゴム工業

した。

市場活性化コーナー

リクルートライフスタイルが

■ゴルマジに協力できる事項

提案する「ゴルマジ！ 」企

今回の市場活性化コーナー

ダンロップスポーツ

当協会として協力できる内容

10

03

03

シャフトラボ

・会員各企業から初・中級者

27

60

グローブライド

と認識し、以下のような協力
内容を検討した。

65

キャスコ

な試みとして、
「スタンプラ

知を行った。

10

アクシネットジャパンインク

ゴルファーが参加した。

今年は、昨年より３社減のト

０打席を誇るゴルフ練習場。

催された。

70

19
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25

グラファイトデザイン

20

ヤマハ

20

ゴルフ大試打会参加企業（50音順）

16

20

マスターズ

20

20

20

20

キャロウェイゴルフ

20

平成26年６月１日発行（ 4 ）
第379号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング


月１日〜

月

日

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

1

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
X HOT SERIES FW

キャロウェイ
3

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES

チタン

テーラーメイド

3

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
チタン

キャロウェイ

4

X2 HOT SERIES FW

キャロウェイ
チタン

キャロウェイ

5

ROCKETBALLZ STAGE2
SERIES FW

テーラーメイド

アクシネット

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

METAL-X SERIES

キャロウェイ
2ピース

ブリヂストン

4

SCOTTSDALE TR SERIES

ピン

5

SCOTTY CAMERON
SELECT SERIES（2012）

アクシネット
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

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

2

VOKEY DESIGN SM5
WEDGE SERIES（2014）

アクシネット
3

XXIO8 LADIES

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

XXIO7

カーボン

ダンロップスポーツ

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

DJ-11

フォーティーン

WEDGE BEST５

アクシネット

シリーズ⑨

リアルマーケットレビュー ２

結論や仮説については、ＪＧＧ

のか？について考察しました。

の程度のインパクトを与えた

け込み需要」が当該市場にど

税前最終月の３月の所謂「駆

された消費増税を受けて、増

前回は、４月１日から施行

売りダマや気象条件など、「増

す。勿論マークダウン商材の

とほぼイコールになっていま

はものの見事に前年同期実績

特にウッド、アイアンなど

なっていることが分かります。

ほぼ「行って来い」の数字に

のの、いずれのカテゴリーも

うな例外的なケースはあるも

脚したものです。このような

という消費者心理の変化に立

出費を控える傾向が強くなる」

いてゴルフなど趣味に対する

そうなると生活防衛意識が働

という実感が芽生えてくる。

財布の中身が減るのが早い”

ファーの中に“思った以上に

生活”を続けていく中でゴル

「消費増税の影響を検証する」（２）

ーケットレビュー２シリーズ

ＡＮＥＷＳ５月号の「リアルマ

今回は、３月の駆け込み需

が、今回のデータを見る限り

とは言うまでもありません

点だけではなく、各々の特性

で検証するというマクロの視

後の反動減を「足し算引き算」

のように駆け込み需要とその

予測の検証はもう暫くの時間

要を受けて４月の市場がどの

では、どれだけ増税前に駆け

の経過を必要としますが、こ

ような形で推移したのか、「駆

込み需要を形成できたとして

することも必要といえます。

についてミクロの視点で分析

税の有無」以外にも市場を形

け込み需要」と「増税後の反

も、その翌月には「相応のマ

成する要因が作用しているこ

動減」のバランスに主眼を置

イナス」になり調整が図られ

⑧」をご覧下さい。

※

推移です。３月の実績につい

リー別販売数量（前年同期比）

年３︱４月の集計対象カテゴ

Ｓゴルフデータ」の２０１４

品小売店実売動向調査「ＹＰ

別掲の表は、弊社ゴルフ用

声も挙がっていますが、市場

ている」という非常に厳しい

が、増税後の需要減は実感し

殆ど実感することがなかった

は「増税前の駆け込み需要は

動減について一部小売店から

駆け込み需要とその後の反

る、ということが言えます。

５年 月からの ％への引き

があります。現時点で２０１

同様の実績だったという事実

長、プロパー品は前年とほぼ

クダウン品販売が大幅に伸

た。またクラブ市場ではマー

場の方が高い伸びを示しまし

込み需要は男性よりも女性市

前回も述べたように、駆け

※

ては、先月号に掲載済なので

全体としては「増税前の駆け

※

いて分析したいと思います。

既にご存知かと思いますが、

※

ゴルフクラブ（ウッド、アイ

期比 ～ ％台前半で推移し

られますが、いずれも前年同

を残したカテゴリーも見受け

微減という健闘レベルの数字

フボールのように前年同期比

イナスとなっています。ゴル

のカテゴリーも前年同期比マ

係者の大方の予想通りいずれ

翻って４月ですが、業界関

しています。

恩恵を大きく受ける形で伸長

好調に推移。駆け込み需要の

アン）を中心とした高額品が

えます。

安視する声も少なからず聞こ

に基づき今後の市場動向を不

ナスが今後も続くという予測

品市場ですが、増税後のマイ

来い」という状態のゴルフ用

ては上述したように「行って

という２ヵ月間の比較におい

が多いようです。３月と４月

かった」と感じている小売店

込みも危惧していた程ではな

はなかった分、その後の落ち

込み需要が期待していた程で

（矢野経済研究所・三石茂樹）

えるのではないでしょうか。

今後のために非常に重要と言

析して対策を講じることが、

の特性をあらゆる角度から分

込み需要」
と
「その後の反動減」

時代に向けて「増税前の駆け

が、来るべき更なる消費増税

上げは正式決定していません

特徴的なのは、３月に大き

後しばらくはその影響を実感

の根拠の主たるものは、
「増税

続く（６月まで）という予測

増税後のマイナスが今後も
く伸長したカテゴリーの４月

することは少ないかもしれな
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ています。

る点です。３︱４月累計の数

いが、５月、６月と“８％の

出典：矢野経済研究所「YPS ゴルフデータ」

＝矢野経済研究所＝

3ピース /
4ピース

2ピース

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

PRO V1 SERIES（2013）

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

10

2014/3 2014/4 3－4月累計
123.0% 81.0% 100.0%
119.5% 84.9% 101.1%
106.1% 80.4% 91.7%
115.9% 99.6% 107.2%
119.5% 91.2% 103.4%
120.8% 93.6% 106.3%
116.6% 97.8% 106.4%
ウッド
アイアン
パター
ボール
シューズ
キャディバッグ
グローブ

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、

2

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）

キャロウェイ

「当期は４月からの消費増税を控えた、所謂『駆

WHITE HOT PRO SERIES

け込み需要』によって、各商品カテゴリーとも

1

大幅な増加基調にて推移しました。大雑把に言

ブリヂストン

SRIXON Z-STAR SERIES
（2013）

ダンロップスポーツ

FW ＆ UTILITY BEST５

ドライバー4位＝ BIGBERTHA SERIES
3ピース /
4ピース

5

の落ち込みが大きくなってい
字を見てみると、パターのよ

＜2014年3月―4月ゴルフ用品販売数量推移（前年同期比）＞

31

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

4

90

3

1

3

80

3
メーカー名
PUTTER BEST５

えば対前年比１２０％程度にて推移したのでは

1

VOKEY DESIGN SM4
WEDGE SERIES（2012）

順位
メーカー名
シャフト
IRON BEST５
順位

順位

ないかと推察されますが、小売店サイドからは

2

X2 HOT SERIES

メーカー名

らなかった』という声が多く挙がっています。

ブリヂストン

BIGBERTHA SERIES
（2014）

チタン
XXIO8

順位
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

構造

『
（駆け込み需要は）期待したほどの動きとはな

チタン

5

BALL BEST５
順位

４月以降の反動減も『思った程のダメージでは

TOURSTAGE X-DRIVE GR
（2014）

なかった』という結果になれば良いのですが」

2

4

メーカー名
メーカー名
1

SRIXON DISTANCE
（2011）

第379号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成26年６月１日発行

名古屋栄（名古屋市中区）に

「第３回西日本企業ゴルフ大会」 開催

■開催コース：鳴尾ゴルフ

日（水）

■名称：第３回西日本企業ゴ

ッチ部門・団体戦

ンディ部門・団体戦、スクラ

■表彰部門：①アンダーハ

倶楽部（兵庫県川西市）

ルフ大会

【実施概要】

は、晴天にも恵まれ、ゴルフ

昨年行われた第２回大会
関連企業 社、計 名の選手

■募集人数： 組１００名

彦（同理事）
、◦実行委員長・

部長）
、◦大会副会長・梅田義

人：パーティー代、賞品代含

６０００円（３０００円／

■参加申込金：１チーム／

１チーム２名（男女不問）

内本浩史（同西日本支部実行

■プレー料金：１万７２３

む）

（日本ゴルフ用品協会西日本支

■組織：◦大会会長・白石彰

がＡＢＣゴルフ倶楽部（兵庫

委員）
、◦実行副委員長・深見

県）に集結し、無事大会を終

詳細のご案内は、各会員様
大会を開催する運びとなりま

芳宏（同西日本支部実行委員）

開催する予定です。

て「平成 年度通常総会」を

宛にご案内差し上げておりま
した。第３回大会としても競

会」参加募集の案内を掲載。

「ドリーム・エイジゴルフ大

業大臣杯全国ペア対抗戦」
、

協 会 関 連 事 項
広報委員会
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
す。大変ご多忙の折とは存じ
技ゴルフを通じて、ゴルフ関
本のゴルフ産業の活性化と発

連企業の相互理解を深め、日

ルフ用品協会、◦後援・ゴル

◦主催・一般社団法人日本ゴ

費＋昼食）

４円（１Ｒキャディ付プレー

そこで今年も９月に第３回

えることができました。

タ」
、
「リアルマーケットレビ
ますが、万障お繰合わせの上、

日（ 金）
、
ュー２」を掲載予定。
ご出席いただきますよう宜し
■開催日時：平成 年６月

２５２０

■問い合わせ先：（一社）日

フ大会実行委員会、◦大会事

ます。
是非、
同大会趣旨にご理解・

本ゴルフ用品協会西日本支

くお願い申し上げます。
日（水）総会 時～ 時 会

ご賛同いただき、皆様のご参

Ｃ）
、
◦協力・鳴尾ゴルフ倶楽部、

ｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｕ

食懇親会 時 分〜 時
■開催場所：ホテルマイステ

フ市場活性化委員会（ＧＭＡ

ｐ ２０１４」
、
「第３回西日
本企業ゴルフ大会」開催案内

展を目指したいと考えており

１ 面 ～ ２ 面 ：「 ゴ ル フ ァ ー

を掲載。
イズ 名古屋栄２Ｆルーチェ

※参加規定、競技方法などに

―６９４９ ―

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

ついては、当協会西日本支部

部 ＴＥＬ：

７月号の編集について

務局・一般社団法人日本ゴル

■募集人数： チーム２００名

チーム（１チーム４名）

・スクラッチ部門男子の部：

に集結し、無事大会を終える

員長・米山勉（同東日本支部

哲也（同副会長）
、◦実行委

チーム（１チーム４名）

・アンダーハンディ部門：

■組織：◦大会会長・馬場宏

連企業対抗ゴルフ大会～

チーム（１チーム２名）

・スクラッチ部門女子の部：

ことができました。

２０１４」 ～ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会～開催

までお問い合せ下さい。

◦企画運営・西日本企業ゴル

●
「写真」：「２０１４ＪＧＧ

が担当。

フ用品協会西日本支部

常総会」開催報告の記事を掲

之
（日本ゴルフ用品協会会長）
、

■開催日：２０１４年９月

が担当。

◦大会副会長・別府幹弘、梶

Ｃｕｐ ２０１４～ゴルフ関

●
「写真」：「平成

２０１名の選手がレイクウッ

９３１ ―５８１１

―

加・ご協力をお待ち申し上げ

の模様を掲載。
載予定。

―

ております。大会詳細は以下

３面：「第 期ゴルフ用品販
番ホール」：水野理事

の案内を掲載。
「市場活性化
総会」会場内の模様を掲載予

ドゴルフクラブ（神奈川県）

「 第４回 Ｊａｐａｎ Ｇｏｌｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｕｐ

コーナー」の報告記事を掲載。

「Ｊａｐａｎ Ｇｏｌｆ Ｉ
ゴルフ関連企業対抗のゴルフ

年度通常

４面：「２０１４ＪＧＧＡゴ

ｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｕｐ」は、
大会として、２０１１年より

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

会（千葉）
」開催案内を掲載。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

向」の記事を掲載予定。

４面：「ゴルフウエア市場動

会」報告記事を掲載予定。

広がった危機感がきっかけで

受け、全国にゴルフの自粛が

日に発生した東日本大震災を

た理由は、２０１１年３月

決定しました。第４回大会と

初めて平日に開催することに

を希望する声が多かったため、

ケート調査の結果、平日開催

した。今年は昨年行ったアン

◦実施事務局・㈱ボーイズ

事務局・日本ゴルフ用品協会、

ーカップ実行委員会、◦大会

ジャパンゴルフインダストリ

トリークラブ、◦企画運営・

ＭＡＣ）
、◦協力・大利根カン

ゴルフ市場活性化委員会（Ｇ

食＋表彰式、消費税を含む）

（１Ｒキャディ付プレー費＋昼

■プレー料金：１万８４７８円

ンディ部門（１チーム２万円）
。

チーム／２万円）
、アンダーハ

スクラッチ部門女子の部（１

■参加費：スクラッチ部門男

タ」
、
「リアルマーケットレビ

タ」
、
「リアルマーケットレビ

した。そこでゴルフ業界に携

ゴルフ関連企業の相互理解を

しても競技ゴルフを通じて、

子の部（１チーム／４万円）
、

ュー２」掲載。
ュー２」を掲載予定。

わる人間が一堂に集い、この

本ゴルフ用品協会、◦後援・

６面：協会関連事項を掲載。

６面：協会関連事項を掲載。

逆風の中で自ら率先してゴル
フをし、ゴルフの持つ奥深い

性化と発展を目指したいと考

深め、日本のゴルフ産業の活

■開催日：２０１４年 月７

大会を開催する運びとなりま

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

議題 ―４、その他

当協会がこの大会を企画し

６月号の編集について

・ＨＰリニューアルの進捗状

魅力をみんなで楽しみながら

番ホール」：松下理事

況について（確認事項、スケ

●
「

ジュール再確認）
。

趣旨にご理解・ご賛同いただ

えております。是非、同大会

リークラブ（茨城県坂東市）

■開催コース：大利根カント

日（火）

務局（㈱ボーイズ内）ＴＥＬ：

フインダストリーカップ実施事
―３４６８ ―４３６１

※参加規定、競技方法などに

伝えていこうという趣旨で、

ついては、ジャパンゴルフイ

大会をスタートさせました。

東コース（貸切り）
、西コー

平成 年６月 日（金）

ス（ 組程度）
■競技部門：スクラッチ部門

もご覧になれます（当協会Ｕ

お、当協会のホームページで

局までお問い合せ下さい。な

ＲＬ： www.jgga.or.jp
）
。

部、女子の部）
、アンダーハ
ンディ部門（団体戦のみ）

（団体戦＆個人戦、各男子の

ンダストリーカップ実施事務

き、皆様のご参加・ご協力を

Ｇｏｌｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

■名称：第４回Ｊａｐａｎ

【実施概要】

大会詳細は以下の通りです。

お待ち申し上げております。

ルフ関連企業 社２団体、計

大会は、晴天にも恵まれ、ゴ

また、昨年行われた第３回

参加いただいております。

今年で４回目の開催となりま

議題 ―５、次回委員会の日程

10

すが、毎年多くの企業様にご

03

11

品）
」の報告記事を掲載。

●
「写真」：「２０１４ＪＧＧ

が担当。

協会からのお知らせ

平成 年６月 日（水）

【平成 年度通常総会】
11

時より、ホテルマイステイズ

10

Ａゴルフ大試打会（中部）
」
の模様を掲載。
４面：「２０１４ＪＧＧＡゴ
ルフ大試打会（中部）
」
、
「市
場活性化コーナー」報告記事
を掲載。
「２０１４年経済産

33

27

18

■問い合わせ先：ジャパンゴル

スポーツ産業白書（ゴルフ用

長）
、◦主催・一般社団法人日

回日本プロゴルフ選手権大

そこで今年も 月に第４回

ルフ大試打会（千葉）
」
、
「第

26

１面～３面：「２０１４年版

０１４ＪＧＧＡゴルフ大試打

技大会」報告記事を掲載。
「２

回中部実業団対抗ゴルフ競

定。

10

３面：「２０１４ＪＧＧＡゴ

「
●

22

26

ルフ大試打会（博多）
」
、
「第

売技術者講習会」受講生募集

23

開催しております。

25

39

06

55

の通りです。

）ＴＥＬ：０５２ ―

番ホール」：内本理事

18

（愛知県名古屋市中区東桜２

●
「

26

14 12

１面～２面：「平成 年度通

12

告記事を掲載。
30 11

ズ・アンケート２０１４」報

５月号について

協会事務局内にて標記委員会
を開催した。
６面：協会関連事項を掲載。

年４月

50

37

「第４回Ｊａｐａｎ Ｇｏｌ

平成

26

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

25

Ａゴルフ大試打会（博多）
」

19
19
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