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全国の 歳以上 歳以下の男

「レジャー白書」では、毎年
目の余暇活動をスポーツ部門

また、同調査では１０７種

女を対象に、国民の余暇意識
（ 種目）
、娯楽部門
（ 種目）
、

（
種 目）
、 趣 味・ 創 作 部 門

および余暇活動への参加実態

兆２１６０億円

調査している。
日本人の余暇をめぐる

観 光・ 行 楽 部 門（

環境について

を調査（インターネット調査）
その他部門（ 種目）に分類

の年間総実労働時間（事業所

種 目）
、

している。今年の有効回収数
し、参加率、年間平均活動回

同書によれば、２０１３年

は３３４９（前年は３３３４）

規模 人以上）は、１７９２

４日の日程で開催された。
今年の受講生は 名（うち
女性５名）だった。
開講式の冒頭挨拶で白石
彰講習会委員長は、
「この講習会を通じて、ゴ
ルフ用品の知識やサービス
の向上に繋がる接客技術な
どを学んでいって欲しいと
思います。
そして講習会を機に、ゴ
ルフ人口の拡大やゴルフ業
界の活性化に繋がる取り組
みを行えるような人材にな
って下さい。皆様がゴルフ

16

★今月のトピックス

１・２面＝レジャー白書からみる市場動向
３・４面＝ 「第 期ゴルフ用品販売技術者講習会」報告
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

観光・行楽部門が２年連続し

と思われる。同書では、特に

き伸びている。さらに、ゴル

登山・キャンプ用品も引き続

る。また、ランニング用品、

ゴルフ業界に携わっている事がいか

ら私は、多くの方が羨むようなこの

らも素晴らしい業界にいます。だか

ですが、私たちは非常に厳しいなが

往々にして日々の重圧で忘れがち

て大きく伸びたことが大きな

に幸運かという事を忘れないように

日となり、前年に比べ３日減

た。また、出勤日数は２２７

時間で前年比３時間増となっ

減、所定外労働時間は１４９

９１８０億円（前年比０・１

なったが、２０１３年は３兆

は、前年は５年ぶりに微増と

スポーツ部門の市場規模

る状況になっている。

用品は引き続き伸び悩んでい

他にも、スキー用品やテニス

までには至っていない。その

時間は、１９９７時間にのぼ

模 人以上）の年間総実労働

さらに、正社員（事業所規

れ、買い換え、買い増し需要

エアが中高年層に受け入れら

について、特にシューズとウ

同書では微増となった要因

％増）とほぼ横這いとなった。

の低価格化の影響が出てい

明るさが見えず、プレー料金

多い。ゴルフ場や練習場には

イナス成長になったところが

に回復傾向が見られたが、マ

スポーツサービスは、一部
少している。

り、前年に比べ 時間減少。

が拡大したことを挙げてい
パートタイマー（事業所規模
人以上）は、１１５７時間
で前年に比べ 時間減少とな
った。
正社員、パートタイマーと
も労働時間は所定外ではやや
増加したものの、出勤日数や
所定内が減少したため、全体
ではマイナスとなっている。
また、パートタイマー比率は
上昇傾向を続け２年連続で
％を超えている。
余暇市場 兆２１６０億円
前年比０・８％増
同書によれば、２０１３年
の余暇市場は 兆２１６０億
円で、２０１２年の 兆７２
６０億円から０・８％と僅か
ではあるが、 年ぶりにプラ
スとなった。同時期の国民総
支出は前年比０・９％増加、
民間最終消費支出は前年比
１・８％増加しているのと同
水準の伸びである。
内情は厳しいが、多くの分
野で回復傾向がみられ、年後
半に消費増税の駆け込み需要
が見られたことも好影響した



アレックス Ｍ・ボーズマン

キャロウェイゴルフ

その事に感謝をしているのです。

わっているのでしょうか。私は日々、

私たちはなんて素晴らしい業界に携

ても、一人でプレーをしていても。

んでいても、仲間とプレーをしてい

いても、レクレーションとして楽し

プレーをしていても、競技に挑んで

です。仕事に励んでいても、海外で

私にとって、ゴルフは発見の連続

会でもあります。

は、私にとって新しい自分発見の機

があります。一人でプレーすること

まで知り得なかった自分に出会う事

稀に一人でプレーする時には、今

いものですが（笑）

アに表れるという訳には中々いかな

を得ています。それが、自身のスコ

ルフをプレーする度に、新しい何か

のパーソナリティなど。私自身はゴ

はもちろん、テクニック、そして私

ことができるからです。ゴルフ自体

プレーする度に、新しい何かを学ぶ

てくれるからです。また、ゴルフを

フが、さらにゴルフの楽しさを教え

います。それは、違った環境のゴル

う国々でゴルフをしようと心掛けて

私は可能な限り違った環境や、違

ではないでしょうか。

置く者にとっては、比較的容易な事

ています。それはゴルフ業界に身を

本当に好きである事が必要だと考え

あっても、自身の行っていることを

い時期でも、そして厳しい環境下に

す。良い仕事を行うには、たとえ辛

つ客観的に捉えてみたいと思いま

て、日々何をしているかを、冷静か

いう事を自覚するために、一歩引い

私たちがいかに恵まれているかと

常に心掛けています。

フ用品は２年連続で増加した

の減少。所定内労働時間は１

いる。

増加要因になったと分析して

６４３時間で前年より 時間

が、全カテゴリーが回復する

39

２０１３年余暇市場は

11 64

（公財）日本生産性本部はこのほど、昨年の余暇市場を調べた「２０１４年
度版レジャー白書」を発刊した。同書によれば、２０１３年の余暇市場は
兆２１６０億円で、２０１２年の 兆７２６０億円から０・８％増加。２０
０２年に０・７％増加して以来、 年ぶりのプラスとなった。
ゴルフ場は９０１０億円（前年比１・１％減）
、練習場は１２９０億円（同
３・７％減）と前年割れとなったが、ゴルフ用品市場は３４００億円（同
０・９％増）
、前年比 億円増を記録。前年同様プラスへ転じた。今号では同
書の内容を抜粋してお届けする。
65

業界の『トップランナー』
としてご活躍されることを
期待しています」
と、受講生たちにエールを

14

30

30

数、年間平均費用等について

となった。

当協会主催の「第 期ゴ
会」が、８月 日から３泊

ルフ用品販売技術者講習

39

時間となり、前年より 時間

――前年比０・８％増で 年ぶりのプラス――

65

送った。
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地は大規模商業施設やメガソ

た施設閉鎖が増えている。跡
イフ、あるいは健康生活を支

市場でゴルファーのゴルフラ

傾向は薄れ、できるだけ簡単

使用する道具を追従して使う

に扱える道具を使用するよう

グループ企業が全国１２９

になってきた。ゴルフが、２

ゴルフ場を運営する『ＰＧＭ
える地域交流の場としての役

ゴルフ場大手が自己変革

割を担いながら、打席外収入

業界あげて新規顧客開拓へ
ーラーになるケースが目立

る。また、メガソーラーにな

つ。ゴルフ場の付帯練習場開

るケースも目立っている。
ホールディングス』は、
『越

る。
『デサント』と『日本ゴ

することは明るい話題であ

リンピックの実施競技に復活

谷ゴルフ倶楽部』を大規模リ

それでは以下より、同書に

スポーツ部門におけるゴルフ
ニューアルし、２０１４年６
影響も受けている。時間料金

続いて余暇市場スポーツ部
ゴルフ用品の回復

０１６年のリオデジャネイロ

月に『ＯＵＴＤＯＯＲ ＳＰ
制の導入が増加しており、単

五輪から、１１２年ぶりにオ

よるゴルフ場、ゴルフ練習場、
ＯＲＴＳ ＰＡＲＫ』として
価は下がっている。収入のう

で稼ぐビジネスモデルが拡大

ゴルフ用品の動向を紹介す
オープンした。新たに造成さ

放やスクール開校など、ゴル

る。
れた ホールのゴルフ場『Ｋ

フ場が練習場事業に進出した

比１・１％減少（別掲の図表

「ゴルフ場の売上げは、前年

市場動向

門におけるゴルフ市場の動向

することを期待したい」

を紹介する。※別掲の図表１

リーによる差があり、すべて

２年連続の増加だが、カテゴ

を提供する。ゴルフ業界では、

用するウエアやアクセサリー

日本代表選手とスタッフが着

プライヤー契約を締結した。

ルフ協会』は、２０２０年東

大都市ほどスクール・レッス

が順調に回復しているわけで

ゴルフの普及と定着を目指

京五輪までのオフィシャルサ

ン収入の比率が高く、地方は

はない。各年代に向けたゴル

し、業界をあげてムーブメン

「ゴルフ用品の販売は若干伸

なバーベキューやカフェ、ラ
ショップ、喫茶の比率が高い

フウエアが出てきており、市

びた（前年比０・９％増）
。

ンニング、サイクリングなど
傾向がみられる。

場を活性化している。ゴルフ

ち、ボール代と入場料の比率

を楽しめるアウトドアリゾー
新設のほとんどは小規模な

が上昇し、８割を超えている。

トとする。ゴルフ場が単にゴ

インドア施設であり、開設が

ＣＬＵＢ』を中心に、本格的

化がさらに進行した。コース

ったが、プレー料金の低価格

ルフをするところから、さま

トにしようとさまざまな取り

ＯＳＨＩＧＡＹＡ ＧＯＬＦ

プレーできるようになってき

によっては３０００円台でも

ざまなスポーツやレジャーを

クラブは供給過剰で、値崩れ

組みを始めている」

用者数はほぼ横這いにとどま

※カッコ内は前年度

参加人口：８６０万人（７９

た。高付加価値で料金を維持

容易である反面、事業失敗に

している。プロゴルファーの

２を参照）した。ゴルフ場利

０万人）

しようとするコースはあるが、
楽しむ場所に変わる可能性を

よる閉鎖も多い。史上３度目

を参照

参加率：８・５％（７・８％）

一部に限られる。コースの半
提示している。

なくない。ただ、３大都市圏

字を補填しているところが少

の営業外収入で営業収支の赤

男女ペアコンペ『ハイタッチ

ァーの創出や継続を目指し、

を楽しみたい ～ 代ゴルフ

ｅｔ』は、オシャレにゴルフ

クト『Ｇｒｅｅｎ Ｃａｒｐ

ゴルフ市場活性化プロジェ

一般ゴルファーに違和感があ

し、精度の限界があるため、

ゲーム感覚で楽しめる。しか

ことで、ゴルフの未経験者は

球の軌道を見せ臨場感を出す

ゴルフ機器ブームとなり、打

といわれるシミュレーション

（ ・３回）

年間平均活動回数： ・５回
年間平均費用
分近くは赤字といわれており

の至近にある交通の便の良い

ゴルフコンペ』を全国で開催

（７万９２００円）

（１万３０２０円）
たところは、コースやクラブ

コースは業績が良い。そうし

（９万４１００円）
１回当たり費用：９９５０円

ってきた 歳のリフト券を無

している。スキー場がおこな

やゴルフカフェが登場した。

るかもしれない。ゴルフバー

６％）
集客力を向上させている。

０万人）
こを大規模太陽光発電所（メ

コースは相変わらず多く、そ

収支が悪化して閉鎖された

ゴルフ業界でも大学生をター

ＯＷ ＭＡＧＩＣ～』に倣い、

料にする『雪マジ！ ～ＳＮ

たシェアハウスも登場した。

ンやゴルフをコンセプトにし

コンペ、ゴルフメーカー・ゴ

参加率：８・５％（８・２％）

ルフ場とのコラボレーション

充実した設備を備えるだけで
ゴルフツーリズム推進協議

も行われている。

なく、プライベートレッスン、
会』の設立準備が進められて

『二軒茶屋ゴルフ倶楽部』は、

ゲットにした同種の取り組み

業界最大手
『アコーディア・

おり、国内・海外からのゴル

を始めている。また、
『日本

ゴルフ』は、保有する１３３

フを通じた旅行を促進する全

ガソーラー）として利用する

（ ・５回）
年間平均費用
（２万６８００円）

・会費等：１万７０００円

16

活動回数は増加したものの、

加。また、コースの年間平均

度より参加人口、参加率は増

コース、練習場ともに前年

参加希望率：８・８％（９・

（１５３０円）

ながら、自己資本利益率（Ｒ

力の見込めるコースに集約し

に限界が見え始め、高い集客

きたが、このビジネスモデル

ールメリットで収益を出して

くのゴルフ場を取得し、スケ

託に注力する。これまで数多

資産と運営を分離して運営受

ＰＣ』に譲渡し、ゴルフ場の

に設立する特別目的会社『Ｓ

こ数年は、経営が堅調であっ

前年比３・７％減少した。こ

「ゴルフ練習場の売上げは、

鎖の動き

屋内ゴルフ練習場で新設・閉

重要性が高い」

日本のゴルフ場の情報発信は

つある。とくに海外へ向けた

国的な取り組みが形になりつ

だけの施設からの脱皮を迫ら

ゴルフ練習場は、打たせる

ている。ウォーミングアップ

参加する集球作業をおこなっ

朝のオープン前に、利用者が

れている。半径約 ㎞の近隣

目されている。

収入を上げる仕組みとして注

サービスがある。トータルで

ド（５００円分）とドリンク

加者にはボールサービスカー

やストレッチ効果があり、参

練習場の回数は減少。その他

ＯＥ）の向上や資本効率の改

み減少している。

２％）

では、年間平均費用、１回当

善を図る方針であり、今後の

１回当たり費用：１０１０円

コースのうち コースを新た

動きは急速に広がっている。

19

19

年間平均活動回数： ・９回

インドア練習場付きマンショ

ハウスの改装を進め、さらに

30

◆ゴルフ練習場

10

20

・会費等：７万７２００円

参加希望率： ・１％（ ・

13

※カッコ内は前年度

参加人口：８６０万人（８４

10

収支は厳しい。名義変更料等

・用具等：５万７２００円

◆ゴルフコース

18

ても、より高い収益性を求め

−スポーツ部門−
余暇市場の推移

17

たり費用、参加希望率は軒並

90

動向が注目される。

10

図表２
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第39期ゴルフ用品販売技術者講習会

の研究から「ミウラ折り」の

メカニズムの研究をされ、そ

いようにするために「壊れる」
も力を入れている。

ーをはじめ若手プロの育成に

主宰してアマチュアゴルファ

フ用品市場動向」など計 科
目を学び、消費者へのサービ
理論等がうまれ、衛星のソー

当協会主催の「第 期ゴル
フ用品販売技術者講習会」が、
ス向上とゴルフ用品産業のレ

公正競争規約のポイントで

専務理事も兼務。

講習会最終日に実施した認
近なものに「キリンチューハ

ンテナに採用されている。身

ラーパネルや「はるか」のア

スイングの関係を知り、ゴル

ることができる。体の特性と

の三層のピラミッドに見立て

は基礎体力・専門体力・技術

な問題を具体的に取り上げ、

ついて、日常接している身近

ならない「不当表示」などに

②「特定表示基準」
、③しては

ばならない「必要表示事項」
、

択の目安として表示しなけれ

ある①消費者の適切な商品選

定試験には受講した全員が合

フスイングの“機能的で効率

の日程で、千葉県長生郡にあ
センター（旧日本エアロビクス
イ氷結」の缶や、地図の折り

て役立つものである。

センター）にて開催された。
たたみほか各分野においてミ
がなされている。

ウラ折り理論の活用、実用化

・ゴルフ用品市場動向 三石

グ法を学ぶ。

場で使えるコンディショニン

のよい動き”につなげる、現

裕司（
（公財）日本ゴルフ協会）

・ゴルフ用具規則 大久保

で直面する具体的な内容。

解り易く解説する。実務の中

名となった。

現象、速度と加速度、摩擦に

公益財団法人日本ゴルフ協

見事、認定試験トップ合格
川芳孝さんは、

茂樹（㈱矢野経済研究所）

で活躍されております。今期
のづくり”を経験し、現在は、

す。私は、ノースランドで
“も

よって加速させる動き」Ｐａ

回転の中心方向に引くことに

１年に発表された「クラブを

したスポーツ用品の市場調査

クル業界、釣り業界を中心と

はゴルフ業界、スポーツサイ

㈱矢野経済研究所に入社後

言している。ゴルフ用品協会

側に日本の現状や問題点を提

ド委員会に出席して、Ｒ＆Ａ

Ａエキップメントスタンダー

会（ＪＧＡ）規則担当。Ｒ＆

を果たしたノースランドの中
「最優秀賞を取らせて頂き大
ズムを学習する。また２００

よる回転など基本的なメカニ

は北海道から九州、さらには
関連ショップのゴルフスタジ

に携わっている。

開講式の冒頭で白石彰講習
会委員長は
変光栄に思うと同時に、関係

５名）だった。

「当講習会の昨年度までの認
者の方々に深く感謝いたしま

中国からも受講してくださる

ｅｒａｔｉｏｎ（パラメトリッ

ｒａｍｅｔｒｉｃ Ａｃｃｅｌ

した直近の市場動向分析を学

Ｓゴルフデータ）をベースと

のＲ＆Ａの窓口としても活

オＧＮで接客、フィッティン

・ゴルフコンディショニング

ク加速）の概念を理解する。

規則について、目的、適合用

小売店実売動向調査（ＹＰ

グ、カスタムクラブ作成を行
っております。講習で得た知

具を使用する責任、Ｒ＆Ａ審

ゴルフ規則書での用具関連

躍。

識をフルに活用し、更なる店

ぶ。ゴルフ用品市場における

さて、国内のゴルフ人口は

課題と今後の方向性について

１９９１年の約１８００万人

コンディショニング研究所）

理論 石渡 俊彦（スポーツ

査、裁定の適用範囲と最新の

舗の活性化に努めていきたい

リリース情報などを学ぶ。

と思います」

も言及が有る。

をピークに急減し、現在では

・公正競争規約 宮地 弘孝

・ボール 岡本 好生（アク

プロゴルファーとしてだけ

（スポーツ用品公正取引協議

ではなく、現在はスポーツコ
ンディショニング研究所代表

なお、
「第 期ゴルフ用品

として「ゴルフスタジオｆ」

と抱負を語ってくれた。
販売技術者講習会」では、参

半分になっているのが現状で

加者からのアンケート調査を

す。その理由は人気スポーツ
の分散化など様々ですが、ゴ

「けんこう寺子屋ゴルフ」を

生

一

貴

ミズノ株式会社

10

中

島

聖

浩

ゼビオ株式会社

ゴルファーのニーズが多様

竹

スポーツ用品公正取引協議

シネットジャパンインク）

ルフ人口の拡大を目指すに

実施。アンケートや委員、講

9

化し、見た目が同じように見

株式会社二木ゴルフ

会の専務理事。他に（一社）

剛

えるゴルフボールも種類によ

脇

日本スポーツ用品工業協会

門

師より出た改善点を盛り込

8

み、次回の講習会を企画して

ミズノテクニクス株式会社

この講習会を通じて、ゴル

郎

なってきます。

史

って様々な性能の違い、特徴

本

（ＪＡＳＰＯ）など２団体の

橋

また、認定者 名と成績上

7

いく。

株式会社ゴルフ・ドゥ

上に繋がる接客技術などを学

也

フ用品の知識やサービスの向

介（外部講師のみプロフィー

和

位者 名の一覧表、各講義紹

そして講習会を機に、ゴルフ

ル含）は以下のとおり。
【第 期ゴルフ用品販売技術
者講習会各講義紹介】

性化に繋がる取り組みを行え

・ゴルフ力学 三浦 公亮

56名

※ 合格者

人口の拡大やゴルフ業界の活

皆様がゴルフ業界の『トップ

佐々木
岸

るような人材になって下さい。

6

5

（東京大学宇宙科学研究所名

ブリヂストンスポーツ株式会社
本

ることを期待しています」

星「はるか」の大型宇宙アン

也
榎

ランナー』としてご活躍され

テナなど数多くの人工衛星・

尚
4

宇宙実験衛星（ＳＦＵ）の
当講習会ではゴルフクラブ

惑星の開発設計に関係され、

本

善

誉教授）

の知識はもちろんのこと、そ

宇宙構造工学の第一人者。宇

株式会社プロギア
友

と受講生にエールを送っ

のほかの用品や魅力的な売り

宙に打ち上げる構造物をでき

之
3

太陽電池パネルや電波天文衛

場作りを目指すためのアイデ

貴
宮

んでいって欲しいと思います。

39

56

ア、レイアウトを学ぶ「ＶＭ

株式会社稲垣商事
2

た。

会 専務理事）

は、皆様の力が絶対に必要に

７９０万人とピーク時のほぼ

謝申し上げます。

方もおり、皆様には心より感

クラブとボールの衝突時の

多くの先輩達が業界の第一線

少ない 名（男性 名、女性

11

定者は３６００名強を数え、

51

今期受講生は昨年より 名

格。これで認定者は３７０３

ゴルフスイングと体の関係

ベルアップに繋がる知識とし

15

８月 日（月）～ 日（木）

39

28

る日本メディカルトレーニング

25

るだけ軽くしながら、壊れな

第39期ゴルフ用品販売技術者講習会
認定試験成績優秀者一覧表

10

39

56 名を認定
新たに

合格者発表！

56

Ｄ講習」
、
「接客技術」
、
「ゴル

信
中

56名（内、女性5名）

※ 認定試験受験者

ブリヂストンスポーツ株式会社
竜二郎

ノースランド株式会社
孝
芳
川
1

名
業
企
名
氏
順位
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也
成

アクシネットジャパンインク
鐘

太

ヴィクトリアゴルフ

加羽澤
ヨドバシ梅田店

佳

株式会社ジャパーナ ゴルフクラブ事業部

前

田

昌

也

スーパースポーツゼビオなんばパークス店
翔

ブリヂストンスポーツ株式会社
クラブ事業部

濵

﨑

光

二

スーパースポーツゼビオゆめタウン八代店
清

時

遼

ダンロップスポーツ株式会社

田

中

享

株式会社リアルマックス
（アトミックゴルフ）
広報部
京都店

り複雑化しており基本的な知

ンプル形状、材料も多岐に亘

はボール自体の構造や、ディ

を持ち合わせている。最近で

て学習する。

の項目と測定の重要性につい

徴、性質、更にクラブの計量

ラブのヘッド素材の分類、特

な構造や名称などの知識とク

ト 女部田 真弘（ミズノ㈱）

・ツアープロのクラブサポー

イントを学ぶ。

なる事を実現する手法や、ポ

納得して選んでもらうように

い客観的な事実などで説明し

きっかけともなる講習。

原点に戻り顧客満足を考える

立てる接客とは何かを学ぶ。

や、エンドユーザーの立場に

い心からのサービスの提供

小手先のテクニックではな

・店頭の活性化 宮木 淳

・ゴルフクラブの進化 中嶋

ツアーに帯同してプロから

（日本ビジュアルマーチャン

識を学ぶことで理解を深め

要求される様々な内容に対応

元（㈱フォーティーン）

してきた経験を含めて説明す

る。
ゴルフクラブのデザインの

・ゴルフ用具 十合 充（ブ
変化には「機能進化」と「流
る。

ワールド入社後 年にわた

ダイジング協会）

ゴルフをプレーする時に欠
行」が有ること。ウッドは大

ど詳細に説明する。

や素材、サイズ、製造方法な

知識を学ぶ。要求される機能

そしてキャディバッグの基本

現でクラブのセット構成も大

ング化やユーティリティの出

たアイアンはロフトのストロ

していることを学習する。ま

長尺化など素材も大きく影響

型ヘッドの出現や低重心化、

ＥＭＭＹ 代表取締役）

・接客技術 渡辺 満枝（㈱

点を説明する。

交換は画像を使い詳しく注意

験してもらう。またシャフト

に行い、その後受講者にも体

グリップ交換は講師が実際

師、武庫川女子大学非常勤講

安子服飾専門学校非常勤講

ズ協会エリアリーダー、上田

本ビジュアルマーチャンダイ

２０００年に独立。現在、日

ジング（ＶＭＤ）に携わり、

りビジュアルマーチャンダイ

リヂストンスポーツ㈱）
かせないグローブ、シューズ、

・ウエア 高井 啓次（㈱デ

きく変わっていることを理解

機能を中心に学ぶ。素材の変

水 俊充（ミズノ㈱）

・クラブフィッティング 清

する。

後、国際科学技術博覧会にて

ーデスとして活躍され、その

スポーツウエアとして持つ
遷と特徴などの基礎知識、機

熱などを理解する。更に表示

帯電防止、耐熱保温・吸湿発

加工、抗菌・防臭、防汚加工、

ぞれに人にマッチするクラブ

ゴルフスタイルに応じてそれ

型、体力、スイング、技量、

は？ 定義はないが体格、体

クラブフィッティングと

取締役として活躍中。

する㈱ＥＭＭＹを設立、代表

サルティングを主たる事業と

人材の教育・派遣・企業コン

育、運営管理を担当。その後、

博覧会協会のコンパニオン教

する。

またＡＩＤＭＡの法則も解説

ことが目的のＶＭＤを学び、

すい」売り場を総合的に作る

やすく、選びやすく、買いや

販売では不可欠。講義では
「見

展示によるアピールは店頭

ている。

の知識、洗濯の知識など幅広

を種々の測定器やツールを用

今回の市場活性化コーナー

にて「ゴルマジ！ 」に対

また、新たに小売の店頭

■賛同施設：

いてお届けする。

１、
「ゴルマジ！ 」ポスタ

力内容は以下のとおり。

同企業が集まっている。協

する協力を要請。続々と賛

イント付与や割引クーポンの

は店舗カードの入会によりポ

グの仕方をアドバイス。また

示でクラブの持ち方、スイン

・来店時にゴルマジ会員証提

のとおり。

Ｖｏｌ．

く学習する。

は、８月４日にスタートした

市場活性化コーナー

クラブの性能にどのように関

性、ねじり剛性、重量、弾性

ゴルフ場

「ゴルマジ！ 」の経過につ
曲線、重心位置、強度などそ

トに必要な性能として曲げ剛

係しているかを学ぶ。シャフ

で学習し、シャフトがゴルフ

シャフトの製造工程を映像

愛樹（日本シャフト㈱）

・ゴルフシャフト 谷津田

日本航空で国際線スチュワ

能性として吸水・速乾、ＵＶ

師としてＶＭＤの啓蒙に務め

サント）

30

益田 直幸（ミズノ㈱）

・ゴルフクラブの基礎知識

習する。

その特徴や進化についても学

たシャフトの素材についても

■施設利用回数：１０７１回

４３人

■ゴルマジ登録会員数：２１

合計２５５施設

ゴルフ練習場 １６１施設

プレゼント

４、来店時の粗品、景品の

ービス

３、各店舗の試打室でのサ

ャンペーン等の景品として）

２、ゴルフ用品の提供（キ

ー及びチラシの掲出

ローブプレゼントなど。

ゴルマジ会員証提示によるグ

・練習場デビュー前の来店で

プレゼント。

「ゴルマジ！ 」をきっかけ
ゴルフクラブ全般に関する

■ゴルフクラブ貸出し：練習

■「ゴルマジ！ 」に関する

げてください。

に来店促進、購入促進につな
５、来店時の割引チケット

設の賛同を得るために施設賛

現在の数字で、より多くの施

売独自の賛同プランを企画

以上の５ 項目を参考に小

１５

ＴＥＬ：

事務局へ

お問い合わせはゴルマジ ！
約が有ること。また近年、Ｒ

ＦＡＸ：

の提供
＆Ａが設けた規則の内容につ

し、提示することでゴルマ

０１

ジ関連メディアにて紹介さ

月

れる。具体的な事例は以下

日

いずれも平成 年９月 日

ラブ

セット保管

場 施設／レンタルセットク
クラブは規則に記載されてい

基礎的な知識を学ぶ。ゴルフ

施設

れぞれを詳細に説明する。ま

株式会社髙島屋

宮
山

徳
日

20

同申込み締切りを
った。

ルフクラブ（ウッド型クラブ、 （金）まで延長することとな
アイアン型クラブ）の基本的

―６８３５ ―６５

20

尚

花

本
森

7
20

20

也
岸
大

東京支店

橋
ノースランド株式会社

20

いても時系列で確認する。ゴ

る規定や仕様基準について制

15
24

―６８３４ ―８４

03

03

10

和
株式会社フォーティーン

高
孝

20

26

佐々木
歩

ノースランド株式会社

芳

94

之
暉

川

克

美

55

寛
崎

井
由

78

将

中

木

間

竜二郎

崎
ミズノ株式会社 リテイル営業部
西日本 ゴルフ販売課
英

ミズノ株式会社
澤

石
高

西
貴
一

鈴

慶二朗

呉
ゴルフ・ドゥイオンタウン加古川店
（株式会社 LPC ゴルフ）
ゴルフ・ドゥ松江くにびき店
（株式会社 LPC ゴルフ）
ブリヂストンスポーツ株式会社
マーケティング戦略室
生

スーパースポーツゼビオ名古屋富田店

野

株式会社プロギア
一

浩

星

裕
野

聖

英

正
将
姫

島
也

ヴィクトリアゴルフ小山店（旧 G・O・1）

澤
亮

直

憲一郎

梅
竹

藤
徳

勝

木

佐
辰

川

鈴

森
彦

本

崎

ブリヂストンスポーツ株式会社

ゴルフＢＵ
株式会社プロギア
国内販売部 第一販売グループ

孝
﨑
岩

森

スーパースポーツゼビオ佐久平店

株式会社ナイキジャパン
之

村
川
輝

山

スーパースポーツゼビオ紫波店
剛

二
貴

松
樹

昌

株式会社二木ゴルフ
大

居

ミズノテクニクス株式会社
ゴルフ製造部 ソーシング課
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
東京本社

平

亮
本

也
谷

株式会社稲垣商事

周
俣

中
榎

琢

株式会社三越伊勢丹

野

中

郎

江
猪

田
進

小

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
ダンロップクラブハウス小倉店
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
西日本
テーラーメイドゴルフ株式会社
アダムスゴルフビジネスユニット営業課
圭

信

堀

樋
藤沢店

日本シャフト株式会社

史

スーパースポーツゼビオ旭川永山店

ゴルフＢＵ
株式会社二木ゴルフ

哉

本

美

株式会社ナイキジャパン
剛

卓
善

尚

雄

彦

本

橋

畑

亮

岳

坂
友

龍

西

口

有

成

海

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
ゴルフ企画第二部
ダンロップスポーツ株式会社
常熟史力勝体育用品貿易有限公司

大

山

渋

隆

樹

吉
新座店
脇

西

史
弘

ゴルフＢＵ
株式会社二木ゴルフ
門

大

キャロウェイゴルフ株式会社
克

株式会社ナイキジャパン

伊勢丹松戸店

平

株式会社平和堂 アル・プラザ守山
（ららぽーと）
ミズノ株式会社ゴルフ東日本営業部
東日本販売３課

航
一
﨑

伊勢丹浦和店

キャロウェイゴルフ株式会社

田

藤

里

登士行

原

佐

株式会社三越伊勢丹
森

口

原
秀

絵
江

キャロウェイゴルフ株式会社

杉
尾

アクシネットジャパンインク
西日本営業３課
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
大阪ゴルフ営業第二部一課
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
大阪ゴルフ営業第一部一課

勝

ゴルフＢＵ

名
業
企
名
氏
名
業
企

田

株式会社ナイキジャパン
介

名

ダンロップスポーツ株式会社
調達物流部
太
亮

氏

実
祐
田

名

良
田
石

業
企
名
氏
名

藤
博多麦野店

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
東京本社
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
北海道支店
株式会社ダンロップスポーツマーケティング
東京本社
株式会社二木ゴルフ
島

業
企
名
氏

学
生
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合格者一覧（順不同）

部門別売れ筋ランキング 

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

ROCKETBALLZ
STAGE2 SERIES

チタン

テーラーメイド

3

X2 HOT SERIES FW

キャロウェイ
4

X2 HOT SERIES

チタン

キャロウェイ

4

ROCKETBALLZ
STAGE2 SERIES FW

テーラーメイド
5

R1 SERIES

チタン

テーラーメイド

5

X HOT SERIES FW

キャロウェイ
メーカー名

順位
1

XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

1

VOKEY DESIGN SM5
WEDGE（2014）

WEDGE BEST５

メーカー名

2

SLDR IRONS

スチール

テーラーメイド

2

RM-12

フォーティーン
3

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

3

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ
4

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

DJ-11

フォーティーン
5

X2 HOT

スチール

キャロウェイ

5

MACK DADDY 2 Wedge キャロウェイ

月 日

2

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

3ピース /
４ピース

ブリヂストン

2

WHITE HOT PRO
SERIES

キャロウェイ
3

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

アクシネット

3

WHITE RIZE iX SERIES

キャロウェイ
4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

3ピース /
４ピース

4

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2014）
5

SCOTTSDALE TR
SERIES
３ピース

ダンロップスポーツ
XXIO LX

シリーズ⑬

リアルマーケットレビュー ２

本稿をご覧頂いている業界

せて頂きたいと思います。

ム選手権」についてお話しさ

「世界アマチュアゴルフチー

ルフクラブにて開催された

いたクラブをそのまま使って

所のゴルフショップで売って

でも個人的な感覚ですが、「近

していました。これはあくま

メーカー純正シャフトを装着

ドライバーの多くが、クラブ

南米、アフリカ地域の選手の

に多い傾向でしたが、欧州や

ついても同様であり、３、４

せんでした。これはヘッドに

を使用している訳ではありま

が多く、必ずしも最新モデル

たモデルを使用している選手

のですが、数年前に発売され

を挿している選手が多かった

言われるブランドのシャフト

派であり、いわゆる御三家と

今回は、長野県軽井沢 ゴ

関係者の皆様は既にご存知か

いる」ような選手が多いと感

ランドシェアとは乖離してお

のゴルフ用品市場におけるブ

況でした。明らかに日本国内

部が使用しているといった状

米、アフリカ地域の選手の一

アジア地域の一部選手や南

す。国内ブランドについては、

キャロウェイといった感じで

続いてピン、テーラーメイド、

トの使用者が圧倒的に多く、

ます。その中でもタイトリス

していたのではないかと思い

手の９割以上が外ブラを使用

が、クラブで言えば全出場選

までも目測による感覚です

アの圧倒的な高さです。あく

が、いわゆる「外ブラ」シェ

傾向として先ず挙げられるの

男子選手、女子選手共通の

ブ動向についてお話しさせて

回った各国の選手の使用クラ

でここでは割愛し、私が見て

いては既に報道されているの

に 年ぶり。試合の結果につ

域が参加、日本での開催は実

われました。女子は世界 の

日（男子）の２回に分けて行

年以上前の日本のようにア

いのかもしれません。または

はまだまだ普及が進んでいな

ドは、世界基準で見た場合に

中でも歴史の浅いハイブリッ

い話ですが、ゴルフクラブの

た。これまた想像の域を出な

選手が多いのは少々意外でし

イアンをバッグに入れている

フトの使用者が多く、４番ア

中心とした軽量スチールシャ

アイアンですが、ＮＳプロを

味深かったです。女子選手の

柄のようなものが出ていて興

どであり、道具に対するお国

たのはアジア地域の選手が殆

カラーグリップを装着してい

た地域ではほぼ皆無でした。

しているような選手は上述し

わせてカラーグリップを装着

じました。勿論シャフトに合

具に対して無頓着であると感

せたものが多く、全体的に道

バーもボロボロのものや色褪

ウッドに被せてあるヘッドカ

剥がさずに使っていました）
。

貼ってある商品識別シールを

時にシャフトのネック付近に

ーロッパの某国の選手は購入

じたのです（余談ですが、ヨ

界関係者にとっても今大会は

したが、きっとゴルフ用品業

常に勉強になった世界アマで

このように、私にとって非

ろう？と思った次第です。

合には一体何位くらいなのだ

の幸福度は世界基準で見た場

ルフ市場、日本のゴルファー

スペックが存在する日本のゴ

把握しきれないほどのクラブ

ットを放つ選手たちを見て、

ヤード以上のドライバーショ

述したようなクラブで３００

なのかは分かりませんが、上

戦略によって醸成されたもの

なのか、それとも用品市場の

な特殊性が国民性によるもの

ました。日本市場のそのよう

過ぎなのかもしれないと感じ

質なまでにクラブにこだわり

か、日本のゴルファーは神経

ブ市場が細かすぎるという

に考えれば日本のゴルフクラ

把だな」ということです。逆

んな道具に対しては結構大雑

クラブを見て感じたのは、「み

今回世界各国の選手の使用

が多かったように思います。

のヘッドを使用している選手

年前に発売されたドライバー

～４日（女子）
、９月 ～

と思いますが、試合は９月２

「世界アマに見る世界のゴルフ用品事情」

キャロウェイ

ダンロップスポーツ

アクシネット

72

月１日〜

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ
＝矢野経済研究所＝
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

2

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、

VERSA 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

「７月も残念ながら６月までと同様厳しい市場

ブリヂストン

環境が続いています。全体的な需要が盛り上が

ダンロップスポーツ

10

国と地域、男子は の国と地

頂きたいと思います。

り、日本と世界のゴルフ用品
市場の差を実感しました。
更に細かくクラブのスペッ
クなどを見て行くと、国や地

なのかもしれません。

助けクラブといった位置づけ

ベレージゴルファー向けのお

いかと思います。それだけに、

絶好の機会になったのではな

数多くの「気付き」に繋がる

さすがにメーカー純正シャフ

ことが非常に残念です。

業界関係者の数が少なかった

私が会場で顔を合わせた用品
する考え方の差があるように

トを使用している選手は少数

男子のドライバーですが、
感じました。これは女子選手

域によってクラブや用品に対

10

ドライバー1位＝ SLDR S
ピン

2ピース

らない中、西日本を中心とした天候面のマイナ

XXIO8 FW

50

31

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

ス（降雨）が厳しさに追い打ちをかける格好と

1

67

7
メーカー名
PUTTER BEST５

なりました。そのような中、テーラーメイドか

テーラーメイド

シャフト

順位
メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

ら発売された『ＳＬＤＲ Ｓシリーズ』及び『Ｓ

チタン

ＬＤＲアイアン』が好調なスタートを切ってい

SLDR S

IRON BEST５

ます」

1

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

52

7

1

5

第383号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成26年10月１日発行

第３回「西日本企業ゴルフ大会」開催
部主催の第３回『西日本企業
部門」を設けた。ダブルペリ

たな試みとして「１００切り

積極参加を目的に今回から新

田中伸幸

138.2

第三位 エブナゴルフセンター

恒藤佳史

足立英年

144.2

ＩＯＭＩＣ
キャスコ
ダイヤコーポレーション
デサント
藤倉ゴム工業
マルマン
ヨネックス
トライアル（外）

向上および女子ゴルファーの

ゴルフ大会』が、兵庫県川西

イント）
、３位＝エブナゴル

２位＝ライト（１３８・２ポ
フセンター（１４４・２ポイ

３回目を迎えた『西日本企
業ゴルフ大会』の開催にあた

鈴木英晴

が担当。

参加社（50音順：商号略） 外＝会員外

９月 日、当協会西日本支

市にある鳴尾ゴルフ倶楽部に

協会関連事項
取扱商品：ＢＩＲＤＩＥ Ｗ

くつ下回ったかによるポイン

が担当。

ト制を採用し、順位に反映さ

アハンディおよび１００をい

当日は、前週までの荒天と

せる形をとった。

て開催された。
はうって変わり、晴天に恵ま

ＯＲＫＳ（パッティングマシ

れゴルフ関連企業 社（別掲

アンダーハンディ部門団体

ン）
●合同会社アイダイワ（東日

戦は、テーラーメイドゴルフ

ルフ大会」開催報告、
「２０
本／正会員入会）
の表参照・シェアウェイジャ

３面：「第３回西日本企業ゴ
１４フィランスロピー障害者

パンは協賛のみ）
、計 名の

広報委員会
ゴルフ大会」報告と協賛社一
代表者：崔

日（ 金）
、

協会担当：吉田 浩平

年８月
覧

平成

４面下段：市場活性化コーナ

協会事務局内にて標記委員会
を開催した。
選手が集結した。

東京都台東区小島２ ―７ ―６

仁煥

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
住所：〒１１１ ―００５６

が１３７・２ポイントで優勝。

ー「ゴルマジ！ 」実施状況
と課題及び第２期予定

９月号について
１～３面：「２０１４年版ゴ

り、白石彰西日本支部長は次

一方、スクラッチ部門団体

―６７５５ ―２６

戦は、エリートグリップが２

―１Ｆ

「秋晴れの下、名門鳴尾ゴル

位に９打差の１４８ストロー

ＴＥＬ：
６８

フ倶楽部でのプレーを楽しん

クで優勝。２位＝ブリヂスト

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

ＦＡＸ：

でいただけたと思います。ま

リアルマーケットレビュー２

６５

た、プレー終了後の表彰式で

ンスポーツセールスジャパン

ルフ産業白書」矢野経済研究
所
６面：協会関連事項を掲載。

業態区分：卸（卸売部会、輸

（１５７ストローク）
、３位＝

ント）の順だった。

３ 面 下 段 ：「 Ｊ Ｇ Ｇ Ａ 推 奨
ＨＰリニューアル後の課題、

議題 ―４、その他

入品部会）

は、名刺交換など各社交流を

のようにコメント。

模倣品対策ラベル」のニセモ
評価、要望などの意見交換。

深める場となり、有意義に過

―６６７７ ―７８

ノが中国で発見の記事を掲載
「ゴルマジ！ 」の会員登録
取扱商品：ゴルフクラブ、ゴ

準優勝 ライト

参加施設の締め切りは８月

137.2

は今期分、３月 日まで可能。

土谷紀貴

４日の記者発表概要。市場活

ダンロップスポーツマーケテ
ィング（１６０ストローク）

糸井裕高

４面：「ゴルマジ！ 」８月

これからもこの大会がより

テーラーメイドゴルフ

番ホール」：廣田理事

ルフ用品、ｅｙｅｄａｉｗａ

ごしていただきました。

優勝

●
「

（アイダイワ）

POINT 計

日までとなっているが延長の

選手②

予定。

ベストグロス賞は、田渕義

の順。

選手①

」参加施設一覧

盛り上がるよう工夫を重ねて
まいります」

チーム

性化コーナー「ゴルマジ！

変更事項

順位

２０１５年の 番ホール寄稿

和氏（エリートグリップ）
、

72

＜アンダーハンディ部門＞

理事予定表の確認。当面、理

前田輝之氏（ブリヂストンス

160

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

競技は１チーム２名で、ア

ポーツセールスジャパン）の

森川直英

リアルマーケットレビュー２

ンダーハンディ部門、スクラ

【郵便番号訂正】

ッチ部門で覇権を競った。な

大

事の持ち回りで継続。

●㈲アドバンス
（西日本支部）

浅野

６面：協会関連事項を掲載。

新住所：〒６７９ ―２２１２

ダンロップスポーツ
マーケティング

平成 年 月 日（木）

第三位

議題 ―５、次回委員会の日程

157

月号の編集について

前田輝之

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

裕

ストロークだった。

お、アンダーハンディ部門に

平松

おいて、ゴルフに対する意識

兵庫県神崎郡福崎町福田３７

ブリヂストンスポーツ
セールスジャパン

７ ―１

月５日

準優勝

ＴＥＬ／ＦＡＸ：変更なし

年

第３回中部日本支部
インダストリーカップ
■日時：平成

（水）
■場所：三好カントリー倶楽

部 西コース（愛知県みよし
市）

148

新規入会

協会担当：新沼 耕太

―３４４８ ―７４

■参加者：５組 名

■競技方法：参加者は一社一

小松範行

ー白書」の内容紹介（公財）

住所：〒１５０ ―００１３

ＴＥＬ：

―３４４８ ―７４

田渕義和

１～２面：「２０１４レジャ

品販売技術者講習会」報告

―

●㈱ダーツライブ（東日本支

部／正会員入会）

番ホール」：アレック

代表者：高谷 慎太郎

●
「

ス・ボーズマン理事が担当。

４面下段：市場活性化コーナ

東京都渋谷区恵比寿１ ―

６５

名とし、ダブルペリア方式に

アンダーハンディ部門優勝
テーラーメイドゴルフ

03

よるハンディ戦と、ストロー

エリートグリップ

日本生産性本部

３～４面：「第 期ゴルフ用

ー「ゴルマジ！ 」実施状況
５面：ＹＰＳゴルフデータ、

ＦＡＸ：

恵比寿ビジネスタワー Ｆ

リアルマーケットレビュー２

と課題

６面：協会関連事項を掲載。

部会）

GROSS
計

30

アシックスジャパン
川田工業
グリップインターナショナル
テーラーメイドゴルフ
フォーティーン
ブロード
ヤトゴルフ
エブナゴルフセンター（外）
京都府ゴルフ連盟（外）

スクラッチ部門優勝
エリートグリップ

37

選手②

20

31

19

10

http://www.dartslive.com ク戦を実施し、いずれも優勝
者のみ表彰予定。
業態区分：製造（ゴルフ関連

ＵＲＬ：

２０

月号の編集について

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

番ホール」：出山理事

トリーカップ」開催報告

１～２面：「第４回インダス
●
「

＜スクラッチ部門＞

31

18 19

11

26

03

03

19

朝日ゴルフ用品
大橋金属工芸
グラファイトデザイン
ダンロップスポーツマーケティング
西明石ゴルフショップ
プロギア
モリリン
ロイヤルコレクション
関西ゴルフ連盟（外）
報知新聞社（PRESS）

84

26

10

選手①

優勝

39

20

26
20

20
10
11

アーク・クエスト
エリートグリップ
キャロウェイゴルフ
ダンロップスポーツ
ナイキジャパン
ブリヂストンスポーツセールスジャパン
ミズノ
ライト
大阪府ゴルフ協会（外）
サンケイスポーツ（PRESS）

03

20

29
20

19
19
19

チーム
順位
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