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矢野経済研究所

★今月のトピックス

１〜３面＝ 矢野経済研究所「２０１４年版 ゴルフ産業白書」
４面＝ 「ゴルマジ！ 」記者発表、市場活性化コーナー
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
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いる一因となっている。

94

62

95

88,430
ゴルフクラブ

91

65

構成比 前年比
構成比 前年比
構成比

2013年
2012年
2011年

94

97

ている。

いるといえる。

０１４年に入っての反動減は、

いのが実情である。当該市場

97

存ゴルファーの絶対数は多く

98

これにより、買い替えする既

49

・５％の 億７０００万円

在庫が滞留し、一部モデルが

陥っている。市場には大量の
なった。しかし、２０１３年

このように、２０１２年か

する役割を果たした。

・７％の１０９億６０００

るような商品、即ち『軸』と
東日本大震災発生前の水準に

年国内出荷市場は、数量ベー

「キャディバッグの２０１３

足、金額ベースで対 前 年 比

なるような商品（ヘッド形状）
は数量ベース、金額ベースの

イクシューズ、ＢＯＡテクノ

前年比１０６・９％の１２０

１８８万足、金額ベースで対

がここ数年現れておらず、各

ロジー搭載のシューズが人気

本、金額ベースで対 前 年 比

スで対前年比 ・８％の 万

で対前年比 ・７％の１９７

メーカーから発売されるモデ
小売の現場において、ゴル

いずれも遠く及ばない。

となった。それによりメーカ

トップダウン効果で人気とな

なっている。過去に当該市場

ルも総じて『小粒』な動きと

ー出荷の平均単価も上昇、金

億８０００万円となった。

③アイアン

ルの販売が中心であるが、そ

フボールは未だセルフスタイ

比 ・１％の 億３０００万

「アイアンの２０１３年国内
な戦略である『トッププロ使

が成長してきた際の最も有効

90

の規模は数量、金額とも２０

92

78

分販売されているのである。

96

年も引き続き当該市場を牽引

牽引したこれらの商品群であ

ら２０１３年にかけて市場を

前年比１０６・４％の４８３

万本、金額ベースで対前年

ベースで対前年比 ・９％の

の人気である。これらの商品
群の人気が顕在化したのは２

93

出荷市場は、数量ベースで対

99

らは完全な供給過剰の状態に

０１２年であるが、２０１３

95

るが、２０１４年に入ってか

70
99

『叩き売り』に近い価格で処
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⑧ゴルフグローブ

れもマイナスと予測する」
響もあり、対前年比 ・４％

２０１４年は消費増税の影
求型フェアウェイウッド』が

ッド市場における『飛距離訴
好調に推移したことが成長の

ＪＧＧＡ推奨

の業界においても常にニセモ

ノの出現により新たなラベル

の改良をするなど、イタチゴ

回っている模倣クラブに貼付

従って現在、中国市場で出

では、
「模倣品対策ラベル」

倣品対策ワーキンググループ

ッコの状況が続いているのが
ＪＧＧＡ製造渉外委員会で
されている「模倣品対策ラベ

のニセモノ拡大についての現

「模倣品対策ラベル」
のニセモノが中国で発見

は、近年増加している模倣品

ル」の真贋判定には専用フィ

主要因である。これら好調な
動きを示した商品群は、主に
クラブ対策の一環として、２

ルターを使用して潜像文字の

に転じると予測する」
ユニセックス（メンズ）モデ
０１１年６月に協会推奨の

の９２０億円と再びマイナス
■用品別市場規模

ルを中心に飛距離向上を訴求
「模倣品対策ラベル」及び「真

年国内出荷市場は、数量ベー

を用品別に分類したのが別掲

「ゴルフ用品の国内出荷金額

場が恩恵を受けることはなか

しており、あまりレディス市

を作成し、業界全体での模倣

贋判定用の専用フィルター」
果的です。

有無により判別することが効

策ラベル」の技術選定を進め

状把握、及び次期「模倣品対

ＪＧＧＡ製造渉外委員会模

現状です。

比 ・０％の 億８０００万

４万枚、金額ベースで対前年

ルフクラブ』の構成比が大幅

の表である。２０１３年は
『ゴ

スで対前年比 ・２％の８３

円となった。商品面において

背景もあり２０１３年もユニ

ったようである。そのような

第１回の「模倣品対策ラベ

日本市場にも輸入及びネット

のみで発見されていますが、

専用フィルターのご要望ま

持っております。

数の専用フィルターの在庫を

めていきます。

水準にまで達した。
『ゴルフク

ル」募集から２０１４年６月

を通じて入ってくることが予

たは問い合わせは左記までご

額ベースで『アクシネットジ

の、ブランド動向において金

２０１４年の性別動向であ

想されます。 		
疑わしい「模倣品対策ラベ

連絡下さい。

ていき、業界全体での模倣品

るが、
『ユニセックス』が対前

社、延べ１５００万枚以上

の第７回募集までの３年間で

ル」が発見された場合は専用

クラブの撲滅活動を今後も進

年比 ・３％の１８５１億４

の「模倣品対策ラベル」を発

フィルターでのフィルター検

●（一社）日本ゴルフ用品協

「模倣品対策ラベル」のニセ

２００万円とマイナス、
『レデ

行してきました。さいわいこ

会

モノは、今のところ中国市場

気により好調に推移、一時期

ェイウッド』の引き続きの人

ィス』が１００・９％の４５

れまで、協会推奨の「模倣品

証機能判別を実施することを

品クラブ撲滅に向けた取り組

たゴルフ用品市場における

『ゴルフウエア』に奪われかけ

７億４０００万円と微増、
『ジ

お奨めいたします。

みを強化してきました。

派生型』の市場から『アパレ

なった。
『ギア（ゴルフクラブ）

『主役の座』
を取り返している。
ュニア』が ・６％の２億３

対策ラベル」のニセモノ（コ

を牽引する格好となった。

ル型』への市場へとユーザー

こうしてみると、２０１３年

ピーラベル等）は、発見され

セックス市場が用品市場全体

の購入意識が変化しているも

の国内ゴルフ用品市場が如何
なっている。
『ユニセックス』

８００万円のマイナス予測と

ける『飛距離訴求型フェアウ

２０１４年は、数量ベース
にゴルフクラブ市場に依存し

ゴルフクラブ市場は対前年比

の反動もあって２０１４年の
たゴルフクラブ市場がマイナ

はこれまで市場を牽引してき

成果は、ある程度維持されて

ずにおりました。そしてその

国内出荷市場は、対前年比１

「ゴルフウエアの２０１３年

フクラブ市場に次ぐ規模を誇

測となっている。一方、ゴル

ており、構成比も下落する予

０万円とマイナス予測となっ

『ゼクシオ（ダンロップ）
』
『フ

るゴルフクラブ市場において、

では苦戦を余儀なくされてい

ユニセックス（メンズ）市場

方の『レディス』であるが、

規品とニセモノの違いは見受

比較では、細かい部分での正

た。目視やルーペを使用した

セモノが中国で発見されまし

の「模倣品対策ラベル」のニ

ランド群の数値が厳しくなっ

手伝って、
『アスリート』系ブ

アンダーウエア市場の不調も

ル』の行き渡りとそれに伴う

９０３億３８００万円、
『レデ

が対前年比１０５・７％の１

は、
『ユニセックス（メンズ）
』

内出荷市場における性別実績

「２０１３年のゴルフ用品国

■性別市場規模動向

販店筋）
』という声が多いのが

べると遥かに水準は低い（量

年代後半の好調だった頃に比

の現状については、
『２０００

しかしながらレディス市場

った。

もあり久々のプラス予測とな

と変化する）
、画像反転機能

る角度により色が赤から緑へ

した。カラーシフト機能（見

の機能は持ち合わせておりま

を確認したところ、下記２つ

調なことや『タイトリスト』

『キャロウェイアパレル』が好

他の項でも述べている通

２億５７００万円となった。

ニア』が対前年比 ・４％の

４５３億１５００万円、
『ジュ

状態、というのが現時点での

に入った』とまでは言えない

った』ものの『再び成長局面

実情である。確かに『底は打

潜像が出現する）には全く反

検証機能（専用フィルターで

する）
。しかし、フィルター

（回転させるとネガポジ反転

ともあって市場全体ではプラ

用品市場を牽引したのはゴル

り、２０１３年の国内ゴルフ

察される」― 。

市場動向なのではないかと推

ルター検証機能がないことが

応がなく、ニセモノにはフィ

―３８３２ ―８５８９

尚、現在ＪＧＧＡには若干

で対前年比 ・６％の８２２
ていたかがよく分かるが、そ

のと推察される。

万枚、金額ベースで対前年比
万円と数量微減、金額微増と
予測する」

０２・６％の９２６億円とな
る『ゴルフウエア』市場も２

しかし先頃、ＪＧＧＡ推奨

きたと考えておりました。

った。２０１３年は２００８
０１４年はマイナス予測とな

けられますが、ニセモノその

ような格好となっている。一

ス予測となった煽りを受ける

年以来５年ぶりのプラス成長

物を目視しただけでは明確な

・６％の１００１億１００

となった訳であるが、出荷金

ノフ（グローブライド）
』とい

相違がなく、判別が困難なこ

ァイズ（ブリヂストン）
』
『オ

とがわかりました。

ブ市場のマイナス幅が大きい

堅調な動きを示していること

った国内ブランドの商品群が

っているものの、ゴルフクラ

上昇することが予測される」

こともあり相対的に構成比は

額もようやく震災前の２０１
２０１３年も２０１２年に

ている。
『トーナメント』系ブ

ィス』が対前年比 ・８％の

など新規参入ブランドが大幅

に備えてある３つの検証機能

て厳しい環境下にあるものの、

ランドも既存ブランドは総じ

また、
「模倣品対策ラベル」

引き続き、
『アスリートスタイ

０年の水準にまで回復した。

⑨ゴルフウエア

27

わかりました。

まで。

〈「模倣品対策ラベル」検証機能図〉

03

92

97

なプラス成長を遂げているこ

99

84

フクラブ市場、その中でもウ

※さらにフィルムを回転させると潜像パターンが白黒反転します

60

98

スにて推移しているものと推
察される。

フィルター検証機能 ⇒ 専用フィルターで潜像が出現します。

96

「模倣品対策ラベル」は、他

１０１・８％の 億９０００

ラブ』市場はウッド市場にお

に上昇、 ・４％と約 ％の

目立った変化はなかったもの

「ゴルフグローブの２０１３

99

40

96

59

ャパンインク』
、数量ベースで

39

96

『キャスコ』がシェアトップと
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当協会としても準備協力を
また、同発表会では、ゴル
ダウンロードし、「ゴルマジ！

20

20

◆「
【 歳の皆様へ】
『青い空、

場宏之】

日本ゴルフ用品協会会長 馬

誕生を支援します」
【
（一社）

ルフ大好き 歳ゴルファーの

いただきたいと思います。ゴ

全体で行うことで、ゴルファ

◆「この取り組みをゴルフ界

営者協会】

す」
【
（一社）日本ゴルフ場経

団結した活動にかかっていま

未来は、ゴルフ関係者の一致

い申し上げます。ゴルフ界の

◆「日本ゴルフジャーナリス

場連盟会長 石井信成】

【
（公社）全日本ゴルフ練習

に必ずや繫がることでしょう」

きれば、ゴルフ市場の活性化

によって気軽にチャレンジで

ちなゴルフを、この取り組み

白い雲、緑あふれる広大な空

20

」への会員登録をするだけ

で、誰でも利用が可能。また、

31

20

フ市場活性化委員会（ＧＭＡ

化の啓発や、ゴルフ界の活性

Ｃ）の馬場宏之委員長が登壇。

化に寄与すべく活動している

20

20

進めてきた「ゴルマジ！ ～

性化することを期待しており

団体です。また、ゴルフジャ

ＧＯＬＦ ＭＡＧＩＣ～（以

ます。ゴルフは年齢を重ねて

ーナリストの立場から、建設

ト協会（ＪＧＪＡ）は、会員

も長くできるスポーツです。

的な意見を述べることを旨と

個々の執筆によってゴルフ文

歳だけのチャンスを逃さず、

を想像してみてください。

これを機にクラブを握り、多

して、ゴルフ市場活性化委員

ーの増加・プレー回数の増加

受付を行っているという。さ

ぜひこの機会に、素晴らしい

くの友人・知人といった仲間

会（ＧＭＡＣ）にも加盟して

に繫がっていきゴルフ界が活

らに、プレーを始める前にマ

ゴルフライフを手に入れるこ

と一緒に末永く楽しんでくだ

おります。このほど、
『ゴル

間』そんな自然の中で、友人

ことで、業界として新しい変

ナーや、揃えておきたいアイ

とにチャレンジしてはいかが

さい」
【
（公社）日本パブリッ

や家族と白球を追いかける姿

化が生まれ、大きな前進にな

テムなどを「ゴルマジ！ 」

ですか。

クゴルフ協会会長 三野哲治】

設の申し込みは８月 日まで

る。このプロジェクトを通じ

公式サイトで紹介。その他に

【ゴルフ場の皆様へ】賛同下

「ゴルマジ！ 」への参画施

て、若年層にゴルフの魅力や

も、ゴルフクラブを持ってい

さったゴルフ場の皆様には、

「ゴルフ業界が一丸となって

発表会の冒頭、リクルート

楽しさをしっかりと伝え、生

ない方に向けて、レンタルで

『ゴルマジ！ 』に取り組む

ホールディングスの傘下企業

涯にわたってゴルフを楽しん

きるサービス「ゴルマジ専用

マジ！ 』がスタートします。

ェクトを開始する記者発表会

であるリクルートライフスタ

でいただきたい。今後はゴル

◆「私たちＪＧＲＡでは、ゴ

20

下「ゴルマジ！ 」
）
」プロジ

イルの宮本賢一郎執行役員

フ業界全体で、積極的に協力

力を合わせて『 歳の若者を

20

が８月４日、都内会場にて行

は、

宅配クラブレンタル」を設け、
20

20

われた。

「当社の研究機関である『じ

していきたい」― 。

起も行ってまいりたいと考え

20

ゃらんリサーチセンター（以

ております」
【日本ゴルフジ

その活動を世間に周知させる

新しいゴルファーが誕生する

していただくことで、業界に

だけではなく、併せて問題提

強く頑張りましょう。また、

哲郎】

ャーナリスト協会会長 片山

ルフを始める場所であるゴル

賛同を見送られた皆様には、

が高く始めにくいと思われが

ことを期待しています。敷居

フ練習場を 歳の方々に使用

今後は、今までゴルフ業界

目的をご理解いただき、再度

未来のゴルフ界を担うゴルフ

が苦手としてきた、若者への

ご検討いただきますようお願

Ｖｏｌ．
６

練習場１２８ヵ所で利用可

ァーに！』を合言葉に、粘り

内鈴蘭さんも登場。ゴルフを

アプローチが加速し、ゴルフ

ルマジ！ 」の協力施設を

ゴルフへの一歩をサポートす

始めたきっかけについて、

ァーやプレー回数が増加する

48

る。

運営を行っております。今回

「両親に７番アイアンを買っ

さらに、アイドルグループ

の『ゴルマジ！ 』をきっか

てもらい、練習場に通うよう

ことを期待したい。ゴルフ界

の「ＳＫＥ 」のメンバー山

けに、若者がゴルフを始める

の未来は、業界が一致団結し

下、ＪＲＣ）
』では、新たな

きっかけや誘い・誘われやす

になったのがきっかけです。

て、市場活性化の推進を行う

20

需要創出について研究・企画

い環境を提供し、生涯スポー

ゴルフを通じて、年配の方と

ことにかかっている。

今回の市場活性化コーナー
20

市場活性化コーナー

ツであるゴルフを楽しむ方が

触れ合う機会が増えて、ゴル

なお以下より、ゴルフ業界

能。
（８月４日現在）

フのマナーはもちろん、社会

す」

のマナーも学ぶことができま

一覧で掲載。
ゴルフ場 ヵ所、

74

増えることを目指しておりま

「ゴルマジ！ 」は、ゴルフ

は、参加者募集が始まった
「ゴ

をおまかせ下さいませ。

」に向けたメーセージを抜

店舗・内装・
デザイン・施工

20

関連団体による「ゴルマジ！

ゴルフショップの

20

13

した。この企画を通じて、ゴ
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ઋি०ঝইॡছঈ
ଫਟढ़থॺজشᇨ௫
೭
ਨਲ
०ঝইफ़ॹشথ
৪०ঝইৃ
ইज़ঞ५ॺਆढ़থॺজشॡছঈ
୴०ঝইಫಆৃ
యজ॰ॺॺشঐ०ঝই॥ش५
ઠ ഌढ़থॺজشॡছঈ ੴ॥ش५
ূँका०ঝইफ़ॹشথ
ঘॽূ૱०ঝইॡছঈ
ઋఱਆ নଘ०ঝইৃ
ૣળ ౪ਚढ़থॺজشॡছঈ
ஒ ಒຠ०ঝইজথॡ५
૯வॢজشথ०ঝই
ढ़ॾॳক०ঝই॥ش५
จఖਉढ़থॶজشᇨ௫
ଗ ૈਣবढ़থॺজشॡছঈ
బಐ
ஹढ़থॺজشॡছঈ
ৗඎ จরই॓জش३ঙॺش॥ش५
१ছঈঞॵॻढ़থॺজشॡছঈ
౪ຕৃ०ঝই७থॱش
ஜఖবढ़থॺজشॡছঈ
ಯળ
ਿ
०ঝইಫಆৃ
୕౪ຕৃ०ঝইᇨ௫
ྕಠ५ॸشॡ५ढ़থॺজشॡছঈ
ૣਣ
਼ढ़থॺজشॡছঈ
ၽை३ش१ॖॻढ़থॺজشॡছঈ
ྕಠিༀᇨ௫
ऒवख०ঝইᇨ௫
3؞*؞$
ૣਣલਆढ़থॺজشॡছঈ
ว ०ঝইঃشॼॺشวঢ়ಫಆৃ
ਨਲ 3؞*؞$&/8%
ঊঞॼবढ़থॺজشᇨ௫
ঁॖছথॻᇨ௫
ইज़ঞ५ॺਆढ़থॺজشॡছঈ
ଌਹढ़থॺজشॡছঈ ౘ॥ش५
༝ढ़থॺজشॡছঈ
ঘॽূ૱०ঝইॡছঈ
นग़५ॸॕش०ঝই
ଌਹढ़থॺজشॡছঈ ఄ॥ش५
ॢজشথ५এॶش
ଗ
०ঝইॡছঈঝॼ५
ଗ०ঝইफ़ॹشথ
ಧඖढ़থॺজشᇨ௫
०ঝইখॻشஐ੩
ൽਆ०ঝইॡছঈ
ಧඖڮڳढ़থॺজشॡছঈ
ఎੴ ०ঝইॡছঈ
ฤ०ঝইঅঞॵ४
ۂڼڿ०ঝইॡছঈഌ॥ش५
५এॶشউছ२%*٭
टथओॊऴಫಆৃ
४গথॡছ३ॵॡढ़থॺজشॡছঈ
ૣਣ
ূ०ঝই७থॱش
ౡ
ྕಠিༀᇨ௫
ৗংشॡঞॖढ़থॺজشॡছঈ
টॖখঝঃشॡ०ঝই
ૣਣલਆढ़থॺজشॡছঈ
ๅढ़থॺজشᇨ௫ ഌ॥ش५
83'؞2०ঝইफ़ॹشথ൝ಧ
3/$&(RI*2/)
ౡনഗ०ঝইᇨ௫
ਕ 83'؞2०ঝইफ़ॹشথஸ
ৗংشॡঞॖढ़থॺজشॡছঈ
83'؞2०ঝইफ़ॹشথૈଚ
ຏढ़থॺজشॡছঈ
ౡ ౡনഗ०ঝইᇨ௫
॔ঝং०ঝইॡছঈ
ຏনਉढ़থॺজشॡছঈ
ຏठऴॉູढ़থॺজشॡছঈ
ਿ
గಠ०ঝইॡছঈ
ॢজشথংঞش०ঝইॡছঈ
ຏনਉढ़থॺজشॡছঈ
ණ
ஒદ०ঝইफ़ॹشথ
०ঝইঃشॼॺشைಫಆৃ
ණ ঞش१०ঝই٭५ঃজ॰ॺش
੩ৈ०ঝই७থॱش
०ঝইঃشॼॺشૺಫಆৃ
ৈ༖ढ़থॺজشॡছঈ
ఖশ०ঝই७থॱش
ଗ
વऋഗ०ঝইफ़ॹشথ
ຏቃढ़থॺজشᇨ௫
ଗ
ॢজشথ५ॸش४ପ
টॖখঝॢজشথਉ
পবढ़থॺজشॡছঈ
०ঝই५ঀग़
টॖখঝॢজشথি
൮ ᆇ༰ढ़থॺজشॡছঈ
०ঝইঃشॼॺشଚવಫಆৃ
॔شজشংॻش०ঝইॡছঈ
পଚਿ ०ঝইॡছঈ
শ⎕ढ़থॺজشॡছঈ
గႣड़ঝ००ঝইफ़ॹشথ
ৗ౪ൡ०ঝই७থॱش
ਨદஸ०ঝইफ़ॹشথ
क़ॕথ६०ঝই५ॸش३ঙথৗౠ
ৈႣ०ঝইᇨ௫
ढ़०ঁছ०ঝইॡছঈ
୴ ைढ़থॺজشॡছঈ
ূಘ०ঝই७থॱش
ॢজشথ५ॸش४ിદ
ূཚढ़থॺজشॡছঈ
యি०ঝই७থॱش
ॢজشথঝ०ঝইॡছঈ
ূ ڼۂڼழ०ঝইৃ
জढ़०ঝই७থॱش
൮
ॡজ५ॱঝ०ঝইफ़ॹشথূૈ
৵িਉଗढ़থॺজشᇨ௫
ঘय़ढ़८५এॶش०ঝই७থॱش
વ०ঝইॡছঈ
ઋఱਆཨಠঃঈজॵॡ०ঝইৃ
ᅗॸॡঀছথॻ०ঝইಫಆৃ
ᆇ༰४কথ०ঝই७থॱش
จఖਉढ़থॶজشᇨ௫
॔ঝং०ঝই५ঐक़ছ
०ঝইঃشॼॺش5োॖথॻ॔
ग़ঈॼ०ঝই७থॱش
 ਨभቀढ़থॺজشᇨ௫
ಫಆৃ
ௗಛ
ໜ०ঝইॡছঈಫಆৃ
শ ಂவৈਉढ़থॺজشॡছঈ
०ঝইঃشॼॺشৈಫಆৃ
௹ળ०ঝই
ৗඎ จরই॓জش३ঙॺش॥ش५
ऴञणृ०ঝইफ़ॹشথ
ਧઋૺ०ঝইৃ
ँऔऱ०ঝইಫಆৃ
ಯળ ୕౪ຕৃ०ঝইᇨ௫
ఱଐ ಘ൫ॲॖॼॵॡ०ঝই
फ़ॹشথઢনદ०ঝইঞথ४
਼ढ़থॺজشॡছঈ
०ঝইঃشॼॺشળಫಆৃ
ฃ੩०ঝই७থॱش
ળ
ऒवख०ঝইᇨ௫
०ঝইঃشॼॺشಠഢಫಆৃ
ਨદஸ०ঝইफ़ॹشথ
ว ঁॖছথॻᇨ௫
.63०ঝইफ़ॹشথ
०ঝইঃ୴شॼॺشಫಆৃ
༝ढ़থॺজشॡছঈ
ઁਣ ०ঝইঃૣشॼॺشಫಆৃ
०ঝইজ॰ڶڼۄۈॺش
ছঈ०ঝইॡছঈ
๎ন༝ৈਉ०ঝইᇨ௫
०ঝইজ॰ॺش୨ৄਆ
ૺ०ঝই७থॱش
ఎੴ ଽોॢজشথढ़থॺজشॡছঈ
४কঃথ०ঝই५ॡشঝ
ಘਆ
ৈૈஒஐ०ঝই७থॱش
॔জ४ढ़থॺজشॡছঈ୨ซ॥ش५
ॲॖॼॵॡ०ঝই୴
થি०ঝইफ़ॹشথ
୴ ॲॖॼॵॡ०ঝইਛি
ਕ ়ຈभ०ঝইॡছঈ
পଗ५ढ़ॖ०ঝই७থॱش
ॲॖॼॵॡ०ঝইൄਉ
টشঔথॻढ़থॺজشᇨ௫
౪ਚढ़থॺজشॡছঈ
ைढ़থॺজشॡছঈ
ཱྀவ ઋূढ़থॺজشᇨ௫
ॢজشথ॔জ୲ॼش৪
୴ড়०ঝইৃ
ऎङम०ঝইৃ
ૣળ ०ঝইঃشॼॺش৵ಠಫಆৃ
পଚਿ
ଅਞ०ঝই७থॱش
নഗ०ঝই७থॱش
ৈႣ०ঝইᇨ௫
୨ৄਆ०ঝই७থॱش
७ॖ॥क़؞०ঝইफ़ॹشথ
ஒઈਁყ॔ड़ঀ०ঝই॥ش५
ূཚढ़থॺজشॡছঈ
য়୨०ঝই७থॱش
થটॖখঝ०ঝইॡছঈ
76+27
༁ি०ঝই७থॱش
ໜ०ঝইॡছঈ
ിম 76+27
ಘ०ঝইफ़ॹشথ
ਨઋૺ०ঝইৃ
బಐ ຏೱ૬०ঝইಫಆৃ
ஐଶ०ঝইॡছঈ
ਨ౽ൖढ़থॺজشᇨ௫ ਧ॥ش५
ਸઢୱ०ঝইজথॡ५
ௗಛ १থॢঞॺش०ঝইᇨ௫
ਨ०ঝইಫಆৃ
پ०ঝইৃदَ०ঝঐ४ُ॑آਹ৷घॊ
ॲথটॵউ०ঝই॥ش५
ଘ०ঝইॡছঈ
पमؚহ৺ऋਏपऩॉऽघ
ূ
ॲথটॵউঃش५জش॥ش५
॥ঔ०ঝই॓ش६॔ढ़ॹش
ূਲढ़থॺজشᇨ௫
०ঝইঃشॼॺش༂ಫಆৃ
ਧઋૺ०ঝইৃ
ڼۂڼழ०ঝইৃ
ฺৄ୕ढ़থॺজشॡছঈ
ೣਮभ०ঝইॻছॖঅথॢঞথ४

ルフ仲間が増えればいいなと

粋してお届けする。

◆「
『ゴルマジ！ 』は、ゴ

 َ०ঝঐ४ُآਹ৷ਝ༮قফাৎਡپكਿશેఠದ

20

業界関連 団体と協力し、今

プロジェクトを多くの方に広

思います。
『ゴルマジ！ 』

20

20

年 歳を迎える男女（国籍を

問わず）
を対象に、ゴルフ場・

20

ゴルフ練習場の使用料金が無

ルフ市場における若年層の需

内容と思います。ゴルフ業界

要活性化に大いに期待できる

の共通の課題であるゴルフ人

めていきます」― 。

は８月４日より受付を開始。

「ゴルマジ！ 」の会員登録

対象は、１９９４年４月２日

11

料になるという若年層向けの

同プロジェクトは、国内の

20

91

需要創出プロジェクト。

ゴルフ人口が 年の約１８０

取り組むことも、新しい変化

口減少に対して、業界が一緒

をもたらす大きな前進と受け

になってこの企画に協力して

８月４日～２０１５年３月

止めています。若い人たちに

～１９９５年４月１日生まれ

日まで。参画施設は同プロジ

の男女で、期間は２０１４年

ぼ半減しているという背景を

ェクトに賛同した、全国 カ

31

０万人をピークに減少し、

受け、ゴルフ市場の新規需要

ゴルフの魅力、楽しさを伝え、

74

年には９２４万人と 年でほ

活性化を図るために生まれた

生涯ゴルフを続けていただけ

るきっかけとしてこの『ゴル

所のゴルフ場、１２８カ所の

マジ！ 』が、今後定着し、

ゴルフ練習場で、ゴルフ場は

９ホールのプレー代が無料、

に「ゴルフ市場に関する実態

練習場は１時間を目安に１０

もの。ＪＲＣでは、昨年９月

調査」を実施し、 歳が将来

的にゴルフファンになる可能

用品協会ならではの特徴も活

さらに拡大するよう、ゴルフ

利用希望者は、ＰＣやスマ

かして、積極的に協力させて

０球が無料となる。

ホにて「マジ☆部」アプリを

性が高く、若年層の需要創出

が市場活性の鍵となることが

分かったという。

20

20
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20

TOURSTAGE X-DRIVE
GR（2014）

チタン

ブリヂストン

3

X HOT SERIES UT

キャロウェイ
4

PHYZ（2013）

チタン

ブリヂストン

4

X2 HOT SERIES FW

キャロウェイ
5

SLDR SERIES

チタン

テーラーメイド

5

X2 HOT SERIES UT

キャロウェイ
シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５

メーカー名

カーボン

ダンロップスポーツ

1

RM-12

フォーティーン
2

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

ROCKETBLADEZ

スチール

テーラーメイド

4

DJ-11

フォーティーン
5

XXIO7

カーボン

ダンロップスポーツ

5

MACK DADDY 2 Wedge キャロウェイ
構造

メーカー名

順位

月 日

シリーズ⑫

リアルマーケットレビュー ２

今年も無事、弊社「２０１
示される出荷量の情報がなけ

いますが、メーカー側から開

模算出の際の参考値としては

しているのが実情です。市場

奪い合いによって疲弊度が増

市場は実需を無視したパイの

「２０１４年市場予測」
４年版ゴルフ産業白書」を発

て小売市場における価格競争

刊できました。市場動向の詳

が激化、その結果業界全体の

そのものが縮小傾向にある中

前置きが長くなりました

収益構造は悪化の一途を辿っ

での過度なシェア争いによっ

が、半年前までは数多くのメ

ているものと推察されます。

れば資料そのものが成り立た

ジにて解説されているので、

ーカーが２０１４年は２０１

なくなってしまいます。

ここでは予測値、即ち「今年

３年以上に市場は伸びると予

測値をネガティブな視点で捉

今回予測した２０１４年の予

績値を中心に別掲１～３ペー

のゴルフ用品市場がどうなる

測していたものが、僅か半年

細については２０１３年の実

のか？」という点について分

間で大幅な下方修正を余儀な

今年のゴルフ用品国内出荷

4

ピン

5

HVC SERIES

２ピース

アクシネット

5

METAL-X SERIES

キャロウェイ

していると言えます。

あり、前年に比べ厳しさは増

測となっているカテゴリーも

０年）の水準に回復しない予

東日本大震災発生前（２０１

ます。また、一部では未だに

ーによって温度差が生じてい

っているなど、商品カテゴリ

の予測は「対前年比１３０％」

値を単純集計すると、その年

です。例年各メーカーの予測

て組み立てることが多いため

う一種の希望的観測に基づい

こまでやらねばならぬ」とい

もその年の出荷予測値を「こ

《ゴルフ用品国内出荷金額推

ます。

出発点であって欲しいと思い

今後の市場の健全化に向けた

ては今回の大幅な下方修正が

は難しいですが、私個人とし

化しているのかを予測するの

いる時に市場がどのように変

動向調査「ＹＰＳゴルフデー

こから取材履歴や小売店実売

なってしまうのが常です。そ

といった現実離れした数字に
更に、何よりも国内ゴルフ
用品市場の厳しさを物語って
いるのが前回予測値との乖離
です。

の２７３８億５０００万円と

額は、対前年比１０４・０％

１４年ゴルフ用品国内出荷金

強気の予測を立てていたもの

カーが（ある種現実離れした）

言えば、これまで多くのメー

どありませんでした。簡単に

は、そのような修正作業は殆

今年の予測値を算出する際に

いうプラス予測でした。弊社

が、身の丈に合った予測を行

行っています。その際の２０

ゴルフ用品市場規模は、独自

移》

㻞㻠㻜㻘㻜㻜㻜

月１日〜

ダンロップスポーツ

析したいと思います。

ダンロップスポーツ

SCOTTSDALE TR
SERIES

調査に基づく各メーカーから

㻞㻠㻡㻘㻜㻜㻜

部門別売れ筋ランキング 

3

えるならば、メーカー側の今

3ピース /
４ピース

本稿でも度々指摘している

今回の「2014年ゴルフ産業白書」予測値

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

ダンロップスポーツ

後に対する弱気な姿勢が表面

4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

うように変わってきました。

㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜

＝矢野経済研究所＝

XXIO8 UT

くされた、ということになり

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

の出荷量を最大の算出根拠と

㻞㻢㻜㻘㻜㻜㻜

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

ます。そしてその修正額が１

が、好意的にみれば「過度な

3

しています。勿論私自身の取

㻞㻣㻜㻘㻜㻜㻜

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、

テーラーメイド

金額（市場規模）ですが、今

シェア争いから脱却し、実需

アクシネット

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）

チタン

回は対前年比 ・３％の２５

話は戻りますが、各メーカ

3ピース /
４ピース

「６月も非常に厳しい市況が続いています。ゴ

R1 SERIES

化したと見ることもできます
ーから開示される出荷量をベ

PRO V1 SERIES（2013）

のマイナスとなっています。そのような中、６

2

５０億円にも及びました。

字だけを見ると「何だ、大し

3

ルフクラブは数量ベースで前年同期比 ％程度

ダンロップスポーツ

８５億円と予測しました。数
た落ち込みではないじゃない

に見合ったビジネスを再構築

キャロウェイ

タ」の実績値に基づいて各メ

する」意思表示であると見る

WHITE HOT PRO
SERIES

ーカーの出荷予測値を修正し

ースに市場規模を算出する以

2

２０１４年の国内ゴルフ市

上、市場規模の予測値は実際

ブリヂストン

場規模については、弊社が今

か」と感じるかもしれません

2ピース

１４年版ゴルフ産業白書」で

が、ゴルフクラブ市場が対前

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

ていくのですが、今回「２０

こともできます。今回算出し

2

年３月に発刊した「２０１４

た予測が実績に置き換わって

キャロウェイ

年版スポーツ産業白書」にて

の市況感よりも上振れする傾

VERSA SERIES

ことですが、国内ゴルフ用品

1 5 0 億円以上の下方修正！

㻞㻢㻡㻘㻜㻜㻜

2014年（予測）

向にあります。各メーカーと

1

材に基づく各種情報も市場規

〈出典：矢野経済研究所〉

出
発
点
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

《
ゴ
ル
フ
用
品
国
内
出
荷
金
額
推
㻞㻡㻡㻘㻜㻜㻜

2013年

2012年

2011年

年比 ％台と低調な予測にな

ブリヂストン

ロギア『スーパーエッグアイアン』など飛距離

スチール

PUTTER BEST５

96

6

XXIO8

BALL BEST５

ドライバー1位＝ XXIO8
3ピース /
４ピース

月に発売されたヤマハ『ＲＭＸ ＵＤ＋２』
、プ

XXIO8 FW

XXIO8

移
》
㻞㻣㻡㻘㻜㻜㻜

30

TOURSTAGE X-01
SERIES（2012）

訴求型アイアンが好調な動きを示しています。

1

98

6

1

厳しい市況が続く中、新製品及びマークダウン

ダンロップスポーツ

品への依存度が更に高くなっているように感じ

チタン

1

ます」

XXIO8

IRON BEST５

メーカー名

2

VOKEY DESIGN SM5
WEDGE（2014）

順位

10

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

「2014年スポーツ産業白書」
（2014年3月）予測値
「2014年スポーツ産業白書（2014年3月）予測値
（百万円）
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日（ 水）
、

へメールで案内を送付するこ
とが報告された。
の進捗状況：運営事務局より
する「第３回西日本企業ゴル

当協会の西日本支部が主催
開催されます。同大会の参加

兵庫県の鳴尾ゴルフ倶楽部で

表を参照）
。

にご報告いたします（別掲の

第３回西日本企業ゴルフ大会参加企業一覧

ゴルフ場自慢のお土産市の進

④「ゴルフ場自慢のお土産市」

ス・ボーズマン理事が担当。
フ 大 会」 は ９ 月

４面下段：市場活性化コーナ

品販売技術者合格発表」
局よりＦａｃｅｂｏｏｋの今

後のスケジュール：運営事務

⑤「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」の今

後のスケジュールについて報

ダンロップスポーツ

○

4

テーラーメイドゴルフ

○

2

報知新聞

外

2

デサント

〇

2

サンケイスポーツ

外

2

ナイキ

〇

2

デイリースポーツ

外

2

西明石ゴルフショップ

○

2

企業が決まりましたのでここ

捗状況について報告された。

ー「ゴルマジ！ 」実施状況
告された。

2

日（ 水）
、

３～４面：「第 期ゴルフ用

協会関連事項
年７月
と課題

外

広報委員会
平成

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

大阪府ゴルフ協会

当協会が主催する「第４回
インダストリーカップ～ゴル
フ関連企業対抗ゴルフ選手権

～」は、 月 日（火）茨城
県の大利根カントリークラブ
で開催されます。同選手権の

計

カタナゴルフ大会議室内にて
標記委員会を開催した。

4

掲の表を参照）

ここにご報告いたします（別

参加企業が決まりましたので

合

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

○

112名

①「小委員会」実施テーマの

ダンロップスポーツマーケティング

12名

【審議事項】

2

1

リアルマーケットレビュー２

外

28チーム

６面：協会関連事項を掲載。

トライアル

6チーム

８月号について

2

1

１～２面上段：「偽造品クラ

〇

1

調整と報告：

ダイヤコーポレーション

2

・グループ２で検討する予定

2

2

ＨＰリニューアル後の課題、

○

1

議題 ―４、その他

ロイヤルコレクション

1

ブの摘発と業界としての取り

2

1

組みなど」

○

1

いては、予算面や内容に関し

グリップインターナショナル
1

の「フェア 周年企画」につ

2

1

評価、要望などの意見交換。

〇

1

６月 日～７月 日のアクセ

ライト

㈱ダンロップスポーツマーケティング

２面下段：「ゴルフ場都道府

2
1

県別来場者比較」

○
1

小委員会では検討しにくい要

グラファイトデザイン
1

ス解析データを分析。

2

ブリヂストンスポーツ㈱
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

番ホール」：山本理事

○

1

●
「

ヨネックス
1

日研工業㈱

素があるので、議案から外し

2
1
グローブライド㈱

進めることとなった。

○
2

アクセスアップを目指すた

キャロウェイゴルフ
1

め、ＪＧＧＡニュースの見出

2
1

が担当。

〇

1

㈱ゴルフダイジェスト ･ オンライン

３面：「ジャパンゴルフフェ

ヤトゴルフ
1

・大きな意味での役割分担と

2
1

㈱フォーティーン

しては、事務局案で進めるこ

○
アクシネットジャパンインク

しにサイトリニューアルを告

キャスコ

7

1

知する。

2

10

1
日本シャフト㈱

ア２０１５出展のご案内」

○

1

４面：「２０１４秋冬ゴルフ

モリリン

第４回インダストリーカップ参加企業一覧

2
1

とが確認された。

○
㈱本間ゴルフ

議題 ―２、次回委員会の日程

川田工業
2

平成 年９月 日（金）

2

2

1

議題 ―５、次回委員会の日程

○

1

キャロウェイゴルフ㈱

ウエアの展示受注会」の開催

ミズノ
1
テーラーメイドゴルフ㈱

状況後編、市場活性化コーナ

2
1

平成 年９月 日（木）

○
1

マルマン㈱

ー「ゴルマジ！ 」いよいよ

大橋金属
㈱ヤマニ

開始。

2

1

ジャパン
ゴルフフェア２０１５
第４回実行委員会

○

1

変更事項

マルマン

ヤマハ㈱

日（ 水）
、

2

1

年７月

〇

1



エリートグリップ
1
1

平成

2

1

ミズノ㈱

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

〇

㈱二木ゴルフ

リアルマーケットレビュー２

ブロード

募集 /25チーム

【担当者変更】

㈱大広内のプレゼンテーショ

2

196名

６面：協会関連事項を掲載。

外

1

●㈱モリタゴルフ（西日本支

エブナゴルフセンター

参加人数合計

部）

2

52チーム

ンルームＡにて標記委員会を

〇

アナライズ

開催した。

プロギア

枻出版

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

2

㈱ナイキジャパン

９月号の編集について

○

主催者（GMAC）

・森田愼一郎（代表者兼任） 

ＩＯＭＩＣ

主催者（JGGA）

（旧：楢原 俊昭）

2

㈱ゴルフ用品界社

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

●㈱スポーツインダストリー

○

ヨネックス㈱

【所在地変更】

ブリヂストンスポーツ

1

フェア２０１５」に向けて
①２０１７年実施会場につい

2

1

【報告事項】

〇

藤倉ゴム工業㈱

１～３面：「２０１４年版ゴ

番ホール」：廣田理事

新住所：〒１０３ ―００２５

（賛助会員）

アシックスジャパン
1
1

ルフ産業白書」矢野経済研究
●
「

ての検討状況報告

2
ヤマト徽章㈱

所

②「出展案内」の入稿報告：

Ｆ

○

72名

が担当。

③出展案内の送付先につい

３１

ＴＥＬ：

―５６４３ ―１０

藤倉ゴム工業

18チーム

４面：「ゴルマジ！ 」８月

て：運営事務局より出展案内

ＦＡＸ：

ビルックス茅場町８

―１ ―

東京都中央区日本橋茅場町２

の送付先について報告。提案

３３

2

参加人数

運営事務局より入稿した出展

があった、大手旅行会社、住

●㈲アドバンス
（西日本支部）

○

参加チーム数

案内について報告された。

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

宅メーカー、人工芝メーカー、

新住所：〒６７９ ―２２１５

朝日ゴルフ用品

㈱カタナゴルフ

４日の記者発表概要。市場活

リアルマーケットレビュー２

飲料メーカーの新規発送先を

兵庫県神崎郡福崎町福田３７

4

ピンゴルフジャパン㈱

性化コーナー「ゴルマジ！

６面：協会関連事項を掲載。

追加し、１６８０件に発送す

７ ―１

〇

ジュピターゴルフネットワーク㈱

」参加施設一覧

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

る予定であることが報告され

ＴＥＬ／ＦＡＸ：変更なし

フォーティーン

㈱ゴルフ・ドゥ

―５６４３ ―１０

１～２面：「２０１４レジャ

た。また、海外出展社に関し
ては過去３年間の出展経験社

78

2

部門別

月号の編集について

ー白書」の内容紹介（公財）
番ホール」：アレック

日本生産性本部
●
「

PRESS

○

参加チーム合計

会員 人数

10

アーク・クエスト

部門別

参加企業一覧
西日本企業ゴルフ大会

名
募集 /10チーム

50

社
募集 /20チーム
名

28

会員 人数
アンダーハンディ部門
（４名単位）

18

第３回
参加企業一覧

26

39

20

27

26

23

名
女子スクラッチ部門
（２名単位）
社

20

社
男子スクラッチ部門
（４名単位）

30
20

26

26

26

11

03

03

20
10

インダストリーカップ
第４回

19
19
19
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