電

盛況のデモデー

された。
約５万２０００坪の広大な

ほか、シューズやグローブ、

ルフクラブやシャフトなどの

敷地で行われる試打会にはゴ

前哨戦として行われた「アウ
練習器具などのゴルフ用品を

ＰＧＡショー開幕の前日、
トドア・デモデー」はオレン
扱う企業等、１００社以上が

★今月のトピックス

インアップが充実し、女性向

年、ベルトや日焼け止めのラ

ここでＮＧＦ（米国ゴルフ

数少ない成長分野

レディス市場は

１〜２面＝米国ＰＧＡショー関連
３面＝２０１４年度ゴルフ市場動向速報
４面＝ 「第 回ジャパンゴルフフェア２０１５」開催報告

ーカウンターが設けられるな

またアクセサリー類には今
ど“ゴルフ以外の楽しみ”も

いる。来場者たちは、展示さ

けアイテムも多数紹介されて

世界中からバイヤーが来場

さらに同会場内では、コー

れている製品の説明に熱心に

チングやマーケティングなど

耳を傾けると共に、それぞれ

バーも多数来場。またトップ

し、新製品を試したほか、ク

コーチによるインストラクタ

の実践的なセミナーも多数開

ラブデザイナーや開発者から

ー向けの講座が設けられるな

催。ＰＧＡが主導となり、ゴ

のビジネスにおける人脈作り

出展。試打席の数は実に２０

ど、ゴルフ関連の仕事に従事

ルフ市場を盛り上げるべく教

にも奔走していた。

０打席以上という大規模なイ

する人が、それぞれにとって

直接話を聞ける貴重な機会と

ベントだ。

育の面からもサポートしてい

口は２４７２万人
（前年比２・

財団）が発表したデータを見

４％減）で、 年の３０００

てみよう。最新は２０１３年

フ（投げるというコンセプト

万人をピークに減少の一途を

米市場は日本とは様相が異

のゴルフ）
」
、
「エアロゴルフ

たどっている。しかし、女性

なるものの、
「フットゴルフ

るというわけだ。
新規出展２００社超

有意義な時間を過ごすことが

特にナイキ、コブラプーマ、
テーラーメイド、ピン、ダン
ロップなどの大手メーカーの
ブースでは、ＤＪブースやバ

（アーチェリーの概念を取り

ゴルファーは 年に５３２万

度の数値だが、これによると
ルフ用品のほか、アパレルや

入れたもの）
」など既存の概

同年の米国におけるゴルフ人
ゴルフ関連商品、サービスな

念にとらわれず、新たなゴル

伸ばし、構成比は ・５％と

人（同６・４％増）と大幅に

たもの）
」や「フリングゴル

どゴルフに関わる企業が約１

フの形も積極的に受け入れる

（サッカーの概念を取り入れ

できた模様。

あって、ＰＧＡのツアーメン

提供。

女性市場活性化に注目の動き

ＰＧＡマーチャンダイズショー開催

―

20

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。約１万３０００
坪の広大な敷地に出展は約１０００社、 ヵ国から４万１０００人超のゴル
フ関係者が訪れた。
ところで……。主催者のＰＧＡは昨年 月、テッド・ビショップ前会長が
不用意な性差別的発言で退任へ。その余波でトップ陣を入れ替えた結果、初
の女性幹部としてスージー・ホエーリー事務局長が誕生した。日本でも昨年
７月、ＰＧＡ初の女性理事として岡本綾子プロが選任されるなど、日米ゴル
フ界で女性パワーが台頭中。そこで、今年のＰＧＡショーのリポートととも
に、米で注目される女性市場についてリポートしよう。
79

11

ジ郡ナショナルゴルフセンタ

日からスタートしたＰＧ

主要メーカーから新製品が

柔軟な姿勢も印象的。日本で

Ａショー本番には、今年はゴ

次々と発表される一方で、今

の普及への道のりはまだ遠そ

フロリダ州オーランドのオ
レンジ郡コンベンションセ
ンターにて開幕した。
今年はゴルフ用品のほ
か、アパレルやゴルフ関連

たインドアの試打ブースで

だ。

本でも見習うべき点が多そう

その一方、年１回以上コー

２割を超えた。

スでプレーするゴルファーは

男性が ・０％、女性が３・

４％と女性のアクティブ率が

昨今、プロスポーツに想うこと
錦織圭選手の活躍で日本全体
がテニスブームの到来かと思う
くらいの時期があった。私も期
間限定無料キャンペーンを利用
して有料放送を申し込み、テニ
ス全米オープンの決勝を早朝か
ら観戦した。残念ながら負けて
し ま っ た が、 久 々 に 心 を 弾 ま
せ、胸が高鳴るスポーツ観戦で
あった。
（その後、有料放送の
本契約に至りましたが。笑）
一方、昨年の国内ゴルフトー
ナメントも松山英樹プロのダン
ロップフェニックスでの優勝
や、 ア ダ ム・ ス コ ッ ト、 バ ッ
バ・ワトソン、ジョーダン・ス
ピースなど、超一流の海外プレ
ーヤーが来日し、日本でのトー
ナメントに参加。一応の盛り上
がりは見せたが、それが前述の
テニスのようなムーブメントで
はなく瞬時のことだったように
思える。
昨年 月に、プロ生活 周年
を迎えた青木功プロの記念パー
ティに参加した。約８６０名が
参列する大きな規模で、内容も
素晴らしかった。参列者には、
安倍晋三首相、長嶋茂雄氏、星
野仙一氏、九重親方、北島三郎
氏、尾崎将司プロをはじめ、日
本を代表する各界の著名人もお
り、皆がお祝いに駆けつけ一堂
に会した。
すでに 歳を超える青木プロ
が 年ものプロ生活の間、未だ
に輝きを放ち続けている理由
は、世界での活躍と実績、常に
ファン、スポンサー、関係者を
大切にするプロとしての気配り
があってのことだと思う。この
ような場を通しても、やはり今
後の日本のプロゴルフ界で、こ
れから期待のかかる若手選手も
含めて青木プロのような生き様
も一つの参考にして、大いに活
躍し、人々を魅了し、ゴルフ業
界自体を活性化させるべきであ
ると改めて痛感した。
テーラーメイドゴルフ
中本光彦
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２０１5年
62

ー（米フロリダ州）にて開催

１月 日、米ＰＧＡが主
催する「第 回ＰＧＡマー

回初出展の企業も２００を超

うだが、この点については日

チャンダイズショー」が米

え、参加者たちの注目を集め

０００社出展。

サービスなど、約１０００

ていた。また 打席設けられ
は、参加者たちが次々と新製

イヤー、各国の報道陣ら

ヵ国から４万１０００人超

品を手に取り、性能を体感す

ム性”の高いアイテムが多数

グやシューズなども“カスタ

なお、それに伴いゴルフバッ

く、各社注力している模様だ。

ニーズの多様化に対応すべ

業が多い印象。ゴルファーの

ティングに力を入れている企

クラブメーカーは、フィッ

を見せていた。

るなど各ブース、盛り上がり
今年の開会式セレモニー
には昨年のマスターズ覇者、
バッバ・ワトソンが登場し、
「第 回ＰＧＡショーを今、
と力強く宣言。午前８時
分という早朝にもかかわ
らず、人気者を一目見ようと

出展されていた。

21

05

13

3 月号
JAPAN GOLF GOODS ASSOCIATION

49

が訪れ、２０１５年のゴル

47

フ界の幕開けを見届けた。

79

12

21

社が出展。ＰＧＡ会員やバ

62

会場は熱気に包まれていた。

13

70

21

開幕します！」

62
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第388号（毎月１日発行）
（ 1 ）平成27年３月１日発行

発行所 一般社団法人日本ゴルフ用品協会

ルフ人口の２割超を占める女

著しく低い。だからこそ、ゴ
に押し出し、興味喚起してク

トネスやファッションを前面
まずは ｇの軽量グリップ

声を集めたので紹介しよう。

人。プレー人口の約２倍にあ

い女性は１１４６万１０００

あるがプレーをしたことがな

は女性だった。さらに興味は

万６０００人。このうち ・

を迎えたゴルファーは１９６

けだ。

フ業界活性化の近道というわ

性の拡大及び活性化が、ゴル

ルに注力している。一見、武

また、ピンもレディスモデ

と製品の魅力を強調した。

２００』はオススメできるわ」

思えることが一番だから、『Ｄ

しめる。女性は“楽しい”と

れるし、プレーヤー自身が楽

なく、特異な色使いで注目さ

年々性能がよくなるだけでは

「ウィルソンのレディスは

リー・ウェイウィーは、

力的だ。同社契約プロのカー

ージとは思えない楽しさが魅

とてもゴルフクラブの紹介ペ

ラブへつなげる導線を引く。

ちたい米市場のユーザーに合

製品は、人と違ったものを持

ラーバリエーションが豊富な

いと考えています。軽くてカ

スマーケットも攻めていきた

成功したので、今後はレディ

ただ、軽量グリップの開発に

国は圧倒的に少ないですね。

ィス比率は約２割なので、米

は約１割です。日本でのレデ

は特に変化がなく、レディス

上は増えていますが、米市場

結果、韓国などアジアでの売

「ＬＰＧＡツアーで宣伝した

くと、

オミックの古東義崇専務に聞

の開発を発表したばかりのイ

ッグやモバイルケースなど、

業界にとらわれることなくバ

ば商機は広がります。ゴルフ

スポーツウエアの枠で見れ

比率は男女で６対４ですが、

ローチできる。ウエアの販売

どウエア以外の商品でもアプ

バッグやシューズ、タオルな

りも購買力があるし、ハンド

要性を強く感じます。男性よ

すが、女性に焦点を当てる必

「当社はアパレルメーカーで

ド
「ラウドマウス」
のデニス・

深い。ゴルフアパレルブラン

アパレル企業からの声も興味

ンが行われた。登壇者はスー

主催のパネルディスカッショ

ージー・ホエーリー事務局長

は、ＰＧＡ初の女性幹部、ス

また会場内のステージで

ップされる。

提携団体からの寄稿記事がア

リジナルのコンテンツの他、

ーといった団体も提携し、オ

やＵＳＧＡ、ファーストティ

が立ち上げたもので、ＰＧＡ

葉にＷＧＦ（世界ゴルフ財団）

サイト。これは、
“女性をゴ

「ゴルフフォーハー」という

ショー期間中に発表された

そのひとつが今回のＰＧＡ

そうだ。

近年注目を集めていると言え

活性化の動きは、米市場でも

ったことではなく、女性市場

掛からず凋落の一途だが、唯

ゴルフ人口は減少に歯止めが

てリポートしてきた。米国の

を、女性市場にスポットを当

以上、ＰＧＡショーの模様

がっていた。

約１時間、熱い討論で盛り上

ディスカッションは当初 分

な議論が展開された。パネル

かせる」というもので、活発

ファーにゴルフの魅力を気づ

社会的地位も高い、やり手揃

たる。この女性たちに「ゴル

骨なイメージの同社だが、遅
っていると確信します。今年

トータルで生活を支える『ラ

ジーさんを含む女性５名で、

い。討論テーマは「女性ゴル

フをやってみよう」と思わせ

ればせながら本格的に開発し
はアメリカを“攻め・攻め・

イフスタイルブランド』を目

ァーの活性化に向けて様々な

ることが、市場の成長を支え

た。開発担当のマーティー・
攻め”で、特にレディスは売

指します」

施策が取られている。

現場はこの状況をどのよう
ジャートン氏がこう話す。
上比率３割まで引き上げたい

以上、三者三様の声を聞い

中をワクワクさせる製品を作

に感じているのか？ 会場の
「当社は女性のスイングやプ
ですね」

たが、会場には多くの女性バ

らなければ」

声に耳を傾けてみよう。結論
レースタイル、市況の変化を
続いて紹介するのはナイキ

で見れば、 年に初ラウンド

３％にあたる 万５０００人

る術ではないだろうか。

製品に盛り込んでいます。過

に合わせた機能やデザインを

要と考え、レディスのニーズ

「わたしたちは女性市場を重

取り組み内容について、

ファーの比率が高いため、レ

ですが、特に欧州は女性ゴル

世界市場で躍進を遂げたいの

「ピンは今後、日本を含めた

していることもありそうだ。

市場でレディスの重要度が増

ルフ狭間世代ともいえる ～

ています。しかし、今後はゴ

やグリップもかなりこだわっ

てラインアップし、シャフト

イパー』には女性仕様をすべ

ても重要です。新製品『ヴェ

「女性向けの小物を展示する

ーさん／ペンシルベニア州）

ている印象です」
（ジェイミ

られ、ラインアップが充実し

ングなど細部にこだわりが見

ています。女性物はカッティ

その成果のひとつが新製品

よりはレディス市場に注力す

むろん、日本市場でも以前

覚でゴルフに触れられる。

ノンゴルファーでもゲーム感

ＯＬＦ』という施設ができ、

現在、米国では『ＴＯＰＧ

ルフ業界で活躍する女性は少

イジーさん／フロリダ州）

がなくなってしまうわ」
（デ

す。じっくり見ていると時間

『Ｄ２００』のウェブサイト

る。１月初旬の記者発表でも

ホールのプレーとは１８０度

女性バイヤーたち。以前はゴ

様々な活性化策
さらに米国では女性ゴルフ

の予定が 分程オーバーして

一の光明が女性ゴルファーの

紹介したイベントや声に限

ている。

増加傾向。２０１３年には前

イヤーが訪れて、真剣な眼差

年比６％増と反転しており、

しで商品を吟味していた。そ

上達のポイントなど女性ゴル

トを担当するトニー・ダブス

ファーに必要な全ての情報が

マネージャー。女性市場へ注

小物類などの可能性はレディ

商品の色使いも女子プロの意

の中でジェイミーさんとデイジ

スが高いですね。

見を時々聞いたり……」

目する一方で、若年層の活性

「今回はアパレルを中心に見

ーさんにワンコメをもらった。

レディス市場へ注目が集まっ

同社は今後、女性向けの開

化にも目を向けている。

揃っている。

クラブ選びやコーチ探し、

45

メーカー視点とは異なり、

からいえば、レディス市場へ
常に調査して開発していま

ゴルフでグローバルプロダク

ルフに連れて行こう”を合言

の興味は総じて高まっている
す。今春発売する『ラプソデ

グリーン社長は、

が、実際に取り組んでいる企
ィー』の丸みを帯びたロゴや、

15

ちなみに初心者という括り

業とこれからという企業に二
分される。

発コストもそれなりに投じて

「当社にとって女性市場はと

そんな中、レディスにもっ
だ。マーケティング担当のア
いくというが、背景には世界

去３年で女性社員を増やし、

とも注力するのがウィルソン
レクサンドラ・ボレロさんは

レディスクラブに関するマー

代のプレー人口を増やす必

です。女性目線を意識して、

いて説明するなど、力が入っ

『ラプソディー』に時間を割

要があります。

会社が増えて勢いを感じま

ディスモデルを強化していき

メインカラーのシトロンイエ

なかったが、近年、米国でも

しんでもらうにはこのような

広大な会場を急ぎ足でゆく

ローを採用した意味、ゴルフ

徐々に増えているようだ。

の消費カロリーやファッショ
ン、フィットネスの視点でゴ

他社の動きはどうなのか。

施設が不可欠で、我々も世の

い。女性を含め幅広い層に楽

メーカーのサイトは製品紹

ＰＧＡショーの会場で様々な

ルフの良さを伝えています」
介ありきだが、同社はフィッ

三者三様の動き

異なり、ゲームもできるしバ

ます」

ケティングやＶＭＤも研究し

30
18

4万1000人が来場した今年の PGA ショー

大規模なブースを構えたアクシネットのブース

35

ーカウンターで飲んでもい

ました。

40

デモデーの様子
今年は、43コマのセミナーが開催された

36

13

69

ている。

平成27年３月１日発行（ 2 ）
第388号（毎月１日発行）

矢野経済研究所

も早く取り戻そう』という業

売を前倒しすることで少しで

増税のマイナスを、新製品発

のあたりのデータから『消費

されていることが分かる。こ

そうした声を裏付けている

がっているのも事実である。

ていない』といった意見が挙

ぎてゴルファーが付いてこれ

『既存品も含め商品数が多過

ッタリと止まってしまった』

っており、既存品の売上がパ

がらそうした表面上の数字で

るのかもしれない。しかしな

ベル』の数字であったと言え

いたことを考えれば『健闘レ

税の影響が思ったよりも長引

ているが、この数字は消費増

比微減から微増』にて推移し

のゴルフ用品市場は『対前年

肩上がりの成長を前提とした

理な押し込み』という、
『右

れてきた『実需を無視した無

ドの声は、これまで繰り返さ

ている。こうした小売店サイ

がない』といった声も挙がっ

後発売される新製品の仕入枠

り、一部の小売店からは『今

る予定であるという情報もあ

残念ながらそのような結果と
界サイドの意図を感じ取るこ
のが別掲のグラフ４のデータ

冒頭で述べたように、 年

はならなかった。この『先の
とができるし、実際に取り戻

が一部メーカーの新製品に偏

矢野経済研究所はこのた
読み違い』が、４月以降のゴ
すことができたのはデータか

に限っては９月まで『前倒し』

び、
「２０１４年ゴルフ市況
ルフ用品市場の収益性低下

２０１４年ゴルフ市況トピック・
市場動向速報

トピック・市場動向速報」（２
（在庫負担、マークダウン販

いよいよ限界を迎えているこ

旧来型のビジネスモデル』が

した。

はなく、その『中身（今回は

である。これは、 年から

端的に言えば 年の秋商戦

らも明らかであろう。

ドライバー市場に特化して話

売増など）に繋がってしまっ
た面は否めないだろう。また、
年にかけてのドライバー市場

そこで今月号では、同研究
所、三石茂樹部長の市況解説

99.5%

とを示唆していると言えるの

10 8,961,399

ではないだろうか」

スの悪化』である。前年の本

101.3%

をしたが）
』を一つ一つ紐解

稿にて『今後の市場を見据え

67,522,360

いていくと、
『健闘レベル』

分かる。今回はスペースの都

¥+ 8

合計

における『月別販売計上モデ

とは違った側面が見えてく

合上話をドライバー市場にフ

¥+ 1,171

¥1,236

ル数』の推移である。つまり、

る。

いで発売されたことによって

た場合、需給バランスを改善
することが急務である』とい

¥-208

品を発売することによって回
各々の月の数量が『幾つのモ

ゴルファーの購買意欲が大い

ォーカスしているが、多少の
差こそあれ他のカテゴリーも

う主旨の提言を行ったが、残

¥-5

¥9,989

は『前年の約１・４倍の新製

デルの販売』によって形成さ

マクロデータからは見えて

に刺激されたというプラス面

ドライバー市場と似通った結

念ながら状況はさらに悪化し

¥257

99.1%

想定以上に長引いた市況悪化
復を実現した』ということに

こないこうした市場動向の根

はあるだろう。
『豊富な選択

データ』集計対象カテゴリー
の２０１４年年間（１月 ―

果になっている。このデータ

ていると言わざるを得ない。

99.8%

101.1%

が後述する『 年秋の新製品
なる。一部業界関係者の間で

れているかを数値化したもの

カテゴリーによって差はある
肢』が市場を刺激したという

は『既存モデルやマークダウ

更には２月以降に発売される

101.8% 15,148,390

と同研究所の市場動向データ
ラッシュ』に繋がっている面

であるが、年を追うごとにモ

ものの総じて８月までは厳し
ことである。

ン（特価処分品）の消化が進

『春新製品』についても例年

58,996,453

の速報を抜粋してお届けす
もあるのではないかと推察さ
は『 年秋のクラブ新製品は

い状況が続いていたことが別
しかしながらその一方で小

まない中、新製品の市場投入

ボール

※
豊作』と言われているが、そ

本的な要因は、
『需給バラン

掲のグラフ２からも分かる。

売店を中心とした業界関係者

が繰り返されている』ことを

¥+ 2,872

※
れる。今後更なる消費増税が

デル数が増加していることが

月）の販売数量及び金額、平
天候など様々な要因が当該市

からは、
『これだけ数多くの

¥+ 457

¥18,137

※
行われる際には、今回のデー
うした魅力ある新製品が相次

均実売価格である。カテゴリ
場に影響を及ぼしているので

新製品が出ている割には数字

と同程度の新製品が発売され

¥11,775

102.7%

る。

は対前年比微減にて推移】

【２０１４年ゴルフ用品市場
タを参考にする必要があるだ

ーによって多少のばらつきは
一概には言えない面があるも

如実に表していると言える。

99.4%

6,16 6,092

※

「まずはマクロデータから１

あるものの、数量ベース・金
のの、データを見る限りでは

が伸び悩んでいる』
『売れ筋

月別の販売実績を見ると、

額ベースいずれも微減ないし
『消費増税による影響は約５

グ
ロ
ー
ブ

キ
ャ
デ
ィ
バ
ッ
グ

シ
ュ
ー
ズ

ボ
ー
ル

パ
タ
ー

ア
イ
ア
ン

ウ
ッ
ド

金額

数量

前年比推移（累計）

ろう。

微増レベルに収まっている。
ヵ月間続いた』ということが

29,092,994

86.5%

9,23 1,502

年間を振り返ってみたい。別

敢えて分類するならば、
『ゴ
言える。それが９月以降はゴ

¥17,938

キャディバッグ

掲の表１は、
『ＹＰＳゴルフ

ルフクラブが全体的に厳し

95.5%

339,972

924,196

して業界全体の収益性を改善

く、ソフトグッズ・消耗品は
ルフクラブ（ウッド、アイア
ン）市場を中心に回復基調に

2,47 0,652

パタ ー

シ ューズ

14

前年並みにて推移した』とい
うこともできるだろう。

転じているが、その主たる要
因が上述した『 年秋の新製

である（弊社調べ）
。弊社『Ｙ

104.4%

100.8%

年

しかしながら、 年は４月

ＰＳゴルフデータ』では、集

5,60 9,523

3,83 1,402

年

に消費増税が施行されたこと

別掲のグラフ３は、ドライ

品ラッシュ』である。

込み需要は３月になって一気

計対象となるブランドが限ら

97.6%

100.2%

年

312,716

年

により当該市場は大きな影響

月までの新製品発売モデル数

バー市場における９月から

に顕在化したのに対し、増税

れており、市場で発売されて

ドライバー月別販売計上モデル数推移

3,09 8,895

年

を受けた。施行前（３月）の
駆け込み需要の顕在化で増税

を 年と 年で比較したもの

後の反動減は４月以降も引き

ド ラ イ バーモ デル数（ 弊社登録モ デル数）

月

月

月
月

月

月

月

月

2010 年比
2011 年比

グロ ーブ

年

月
月
月

月
月

月
月

月
月

月
月

年
年
年
年

後の反動減は相殺されている
という見方もできるが、駆け

続いていることが分かる（別

いる全ての商品を網羅できて
いる訳ではないが、例年であ
れば『次年度の春新製品』と

当初業界内では４月以降の

して 月から一気に発売され

グラフ4：ドライバー月別販売計上モデル数推移
グラフ4：ドライバー月別販売計上モデル数推移

グラフ4

月
月

月
月

月
月

月

月

掲のグラフ２を参照）
。

需要減について『影響は長く

ウッ ド

12月

11月

12月

10月

11月

9月

10月

8月

9月

7月

8月

6月

7月
5月
6月

月 4月計

グラ フ 1：2014 年年間累計販売実績

（出典：矢野経済研究所「YPS ゴルフデータ」）
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（モデル）
（モデル）

秋商戦（9ー12月）新発売モデル数比較

ドライバー市場

月
月
月
月
月

2014年カテゴリー別月別販売数量推移（前年同月比）

12

は続かないだろう』という楽

る傾向の強い新製品が、 年

ウッ ド
グラフ3:ドライバー市場 秋商戦（9-12月）新発売モデル数比較
ア イ アグラフ3:ドライバー市場
ン
秋商戦（9-12月）新発売モデル数比較
パタ ー
（モデル）
ボール
（モデル）
シ ューズ
キャ ディ バッグ
グロ ーブ

グラフ3

2014 年実績
前年比
2012 年比
長期時系列販売数量推移

14

アイ アン

14

14

０１４年１月～ 月）を発表

計

12月

グローブ
ウッ ド

14

5月

1月
2月
3月
4月
2012年
月
月
月
月
月 1月月
月2月 月 3月
月
2012年
2013年
2014年
アイアン
パタ ー2013年ボール
シ ュ ーズ
ｷｬﾃﾞ ｨﾊﾞ ｯｸﾞ
2014年

月
月

12
14

9月
10月
11月
12月 計
登録年
9月
10月
11月
2013年
2014年
登録年
2013年
2014年

13

12

（ 数量： 本、 個、 足、 枚 金額 ： 千円）
年間累計（2014/01-2014/12 ）
数量
金額
平均単価
前年比
前年比
前年比
1,37 9,476
96.5% 39,881,496
98.2%
¥28,911
¥+ 520

14

13

12

14

観論が大勢を占めていたが、

グラ フ 2：2014 年カ テ ゴ リ ー別月別販売数量推移（ 前年同月比）
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2014年累計販売実績
表1

表1：2014 年累計販売実績

第388号（毎月１日発行）
グ
ロ
ー
ブ
キ
ャ
デ
ィ
バ
ッ
グ

（ 3 ）平成27年３月１日発行

試打予約が殺到。午前中のう
は、第一期『ゴルマジ！ 』

今回の市場活性化コーナー
の活動報告及び第二期の企画
発表をお届けする。

Ｖｏｌ．
選択時の重視点

⑴賛同施設

① 歳以外の料金が安い、②

ときに重視するポイントは、

会員がゴルフ練習場を選ぶ

・ゴルフ場： 施設、ゴルフ

■第一期実績まとめ

り、１年間活動を行ってきた。

市場活性化コーナー

フクラブをはじめとするゴル
ちに当日分の試打時間が満員
になるメーカーもあった。
また、昨年から実施してい

③雰囲気がいいなどが挙げら

一般ゴルファーからビジネス
２７７施設

自宅からのアクセスがいい、

景

練習場：１８０施設、合計：

自慢のお土産を販売する「ゴ

れた。

■『ゴルマジ！ 』実施の背

シニアまで多くの来場者の満

⑵会員数、のべ来場者数

で、そのうち海外からの出展
「本年は開催期間中、好天に

蓋専務理事は、
ことから、賑わいを見せてい

らないご当地品を多数集めた

コースに行かなければ手に入
連 団体が協力し、今年 歳

ートＬＳ社）とゴルフ業界関

ートライフスタイル（リクル

・会員数：７０４９人（ ／

歳以外の料金が安い、②雰

のコマ数はキャロウェイゴル

外２社増）
。また、大手企業

出展社数は４社増加した（海

え、改めてゴルフファンの期

は一般来場者が１万人を超

況でした。特に初日の金曜日

恵まれ来場者の出足も良く盛

のブランドがゴルフアパレル

る人気アイテムを始め、多数

おいては、ＥＶＥＮが別注す

ゴルフ・セレクトショップに

た。さらに、ＥＶＥＮ＆楽園

創出プロジェクト。

なるという若年層向けの需要

練習場のプレー料金が無料に

を対象に、ゴルフ場・ゴルフ

を迎える男女（国籍を問わず）

振り返り調査

■『ゴルマジ！ 』に関する

００人）※推計値

５０００人、ゴルフ場：８０

万３０００人（練習場：１万

料金が安いことと、自宅から

た。練習場同様、 歳以外の

うたっているなどが挙げられ

囲気がいい、③初心者ＯＫと

時点）
、のべ来場者数：２

また同様にゴルフ場は、①

『ゴルマジ！ 』は、リクル

は 社。昨年のＪＧＦと比べ、

フが コマ、ダンロップスポ
待の大きさを感じておりま
チャリティ販売を実施。

ＪＧＦを主催した当協会の

ルフ場自慢のお土産市」は、

る全国のゴルフ場から集めた

12

足度向上に努めて実施された。

関係者、ジュニアやレディス、

ゴルフ関連セミナーも実施。

フ用品の展示、試打とともに、

「第 回ジャパンゴルフフェア２０１５」
開催報告
当協会が主催する、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２０
１５」が２月 日（金）～
場（東京ビッグサイト）で開

日（日）の３日間、国際展示

20

20

今年の出展社数は１８２社

97

49
15

20

ーツが コマ、ブリヂストン

の好アクセスが重要であるこ
に「
『ゴルマジ！ 』会員振

・対象：２０１５年度 歳を

とが分かった。
り返り調査２０１４」を実施

ＪＲＣでは、昨年 ～ 月

昨年の８月より始動した同

■第二期、企画概要

プロジェクトは、国内のゴル

その他にもＬＰＧＡやＪＧ

迎える人（１９９５年４月２

ーなどステージでのイベント

日～１９９６年４月１日生）

来場者数は昨年よりも６１

スポーツが コマだった。

されてからの実態を調査。以

ＴＯが主催するキッズゴルフ

し、
『ゴルマジ！ 』が開始

ァーに向けたワンポイントレ

フ人口が１９９１年の約１８

はもちろん、各出展企業ブー

００万人をピークに減少し、

スでのイベントやアトリウム

たは ホールプレー、ゴルフ

４５人多い５万４０８１人

・内容：ゴルフ場９ホールま
いう。

練習場１時間（１００球）が、

で、前年比 ・８％増と天候

下のようなことが分かったと
⑴ゴルフ練習場・ゴルフ場の

るなど、昨年対比 ・９％増

来場者が１万３６７人を占め

２７５０人で、そのうち一般

特に初日の来場者数は２万

時間を前倒してのオープンを

今年は２、３日目共に開場

うに準備を進めて参ります」
。

年でほぼ半減しているとい

利用回数の変化

２０１１年には９２４万人と
う背景を受け、ゴルフ市場の

ッスン、全世代のゴルファー

新規需要活性化を図るために

のうち、全体の ・７％は
『ゴ

の送付。ゴルフ場は９ホール

に向けたボディコンディショ
ニング講座や各種セミナーな

生まれたもの。リクルートＬ

ルマジ！ 』がきっかけで練

または ホールを無料で受入

も賑わい、来場者に満足して

ど、多くのゴルフファンから

Ｓ社の研究機関である「じゃ

習場に行ったと回答。練習場

いただけたと思います。

好評を博した。また、今年か

らんリサーチセンター（ＪＲ

へ行く回数が増えたと回答し

不順により苦戦した昨年を大

らはＰＧＡの会員による運営

Ｃ）
」では、２０１３年９月

きく上回った（ビジネス関係
なります。関係者の皆様、並

協力が行われ、延べ 名のプ

に「ゴルフ市場に関する実態

れ可能な施設。また、練習場

来年は 回目の記念開催と
びに多くのゴルファーの皆様

ロゴルファーが受付やチャリ

た人は、 ・６％となった。

的に行った。
されたセミナーの内容は次号

が市場活性の鍵となることが

性が高く、若年層の需要創出

かけでゴルフ場に行ったと回

％は『ゴルマジ！ 』がきっ

また同様に、全体の ・２
にて詳しく紹介する予定。

的にゴルフファンになる可能

ブやシャフトメーカーの試打

なお、出展社の情報、開催

実施。入り口に列をなした一

ブースで、人気メーカーには

答。ゴルフ場へ行く回数が増
えたと回答した人は、 ・５

各１日１回無料
～２０１６年３月 日

・期間：２０１５年５月 日

・施設賛同方法：参加申込書

は１時間（１００球）無料を
■今後のスケジュール

受け入れ可能な施設とする。

２月末より、リクルートＬ

で、実施意向率が最も高いの

ては、①ゴルフ未経験者の中

は始めたい”と回答した。

後もゴルフを続けたい、また

きは、全体の ・４％が、
“今

％となった。さらに特筆すべ

・賛同施設１次締切：４月

おり。

のスケジュールは、以下のと

都市 会場で実施する。今後

Ｓ社によるセミナーを全国

が 代前半
（全体の ・１％）
、

⑵利用率

歳に限定した理由につい

②今も昔もゴルフを始める年

日 時
％であることが分かった。会

旬

・ゴルフ場利用開始：６月下

・練習場利用開始：５月下旬

・会員登録開始：５月上旬
員登録をしたものの利用して

現在の利用率は、全体の

いない会員が６割以上とな

・最終締切：８月上旬予定

わらず、経験が少ない、④

歳限定とすることで、同年齢

※第１次締切後も、８月 日

も 歳は意向が高いにもかか

間での参加率の上昇が期待で

り、有効に活用しきれていな
⑶ゴルフ練習場・ゴルフ場、

い現状が浮き彫りとなった。
がそれぞれの資産を持ち寄

ルフ業界とリクルートＬＳ社

13

般来場者のお目当ては、クラ

ゴルフをしたことがある層

の更なる期待に応えられるよ

ティ販売などの手伝いを献身

調査」を実施し、 歳が将来

20

20

20

齢は 代、③ 代前半の中で

16

分かったという。

18

17

者１万４３０７人、報道関係

20

31

20

きる、などの４点を挙げ、ゴ

34

者６６５人、一般来場者３万

12
31

18

20

41

９１０９人）
。

11

20

20

24

20

を記録。一般ゴルファーの関

665
32,318

14,307

84

心の高さが伺えた。

39,109

15,040

100

16,968

649
2月15日（日）

38

フェア当日は、最新のゴル
9,344

107

20

時までは、申し込みが可能

10

110

9,652

505

17
17

8,729
合計

20

21,987
1,954

20

54,081

143

1,831

20

81

17,717

20,013
2月14日（土）

20

11,713

22,750
371

11,971

80

50

12

18,506

412
5,698

10,367
12,437

2月13日（金）

20

578
47,936
下段は昨年の来場者


合計

報道関係者

一般来場者

20

20

1

13

20

20

22

13

29

催された。

20

20

49

す。また、ファッションショ

11

JAPAN GOLF FAIR 2015 来場者数表
ビジネス関係者

20
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部門別売れ筋ランキング 

＝矢野経済研究所＝

月１日〜

月 日

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

31

BALL BEST５

構造

1

PRO V1 SERIES（2013）

3ピース /
4ピース

アクシネット

1

SCOTTSDALE TR
SERIES

ピン
2

SRIXON Z-STAR
SERIES（2013）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

2

ODYSSEY VERSA
SERIES

キャロウェイ
3

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

3

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ
4

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2014）
ブリヂストンスポーツ
4ピース
PHYZ（2013）

PUTTER BEST５
順位
メーカー名

915D3

チタン

アクシネット

1

X2 HOT FW SERIES

キャロウェイ
2

915D2

チタン

アクシネット

2

915F SERIES

アクシネット
3

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

3

915H SERIES

アクシネット
4

R15 460

チタン

テーラーメイド

4

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
5

G30 SERIES

チタン

ピン

5

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ

ダンロップスポーツ

1
2

SRIXON Z545

スチール

ダンロップスポーツ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ
カーボン

キャロウェイ

3

VOKEY DESIGN COLD
FORGED

アクシネット

X2 HOT

スチール

キャロウェイ

5

RM-21

フォーティーン

ドライバー１位＝915D3
テーラーメイド
5
ダンロップスポーツ
XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

メーカー名
順位

4

シリーズ⑰

リアルマーケットレビュー ２

関係者の間でも話題の「Ｔｏ

っており、日本のゴルフ業界

今回はアメリカで人気とな

付には打席を予約する行列が

世界が広がっていました。受

般的な練習場とは全く異なる

に向かうと、そこは日本の一

満車の状態。期待を胸に受付

ムの楽しみ方や機械の使い

もフレンドリーな様子でゲー

してくれました。そしてとて

従業員の女性が打席まで案内

た後に打席の予約を行うと、

Ｔｏｐｇｏｌｆ訪問記

ｐｇｏｌｆ」についてお話し

と、バーカウンター担当の女

したいと思います。

性が「飲み物はどう？」と気

方、注意事項を説明してくれ

う表現がピッタリ当てはまり

軽に声をかけてきます。こう

ます。説明はとてもスムーズ

ます。受付の向かい側には、

した従業員の教育、ジョブト

できていたのです。若者やお

いますが、ご存じない方のた

打席待ち数名のグループがビ

レーニングがしっかりと行わ

年寄りまで実に様々な年齢や

めに簡単に説明させて頂く

ールを飲みながらスポーツを

れている点が個人的には非常

この連載を読んで頂いてい

と、
「Ｔｏｐｇｏｌｆ」とは

観戦していました。３階建て

に興味深かったです。ただ単

る方の多くは何らかの形で

ＩＣチップが内蔵されたボー

の２階打席に入ると全ての打

にワイワイ騒いで遊ばせるた

だった点に感心しました。そ

ルをターゲットに入れて、仲

席が埋まっています。その殆

めの施設ではない、言い換え

してゲームがスタートする

間と点数を競い合う打ちっぱ

どが４名以上のグループで構

れば、来場者が気持ちよくお

グループによって形成されて

なし施設です。２０００年に

成されており、打順を待つ人

金を使う仕組みがしっかりと

います。まさに老若男女とい

イギリス（ロンドン）に最初

たちは打席後方にあるソファ

前を耳にしたことがあると思

の施設が開設されたらしいの

ーでくつろぎながらビールを

「Ｔｏｐｇｏｌｆ」という名

ヶ所オープンしてお

ですが、現在ではアメリカ国

に こ の 存 在 を 知 り ま し た。

より）
。私は２０１４年春頃

ｏｐｇｏｌｆ」ウェブサイト

プンが予定されています（
「Ｔ

１６年にかけて９ヶ所のオー

り、更に２０１５年から２０

とはあまりにも異なる光景に

ましたが、日本の「練習場」

する多少の情報は仕入れてい

前に「Ｔｏｐｇｏｌｆ」に関

だこの活気と熱気は！」
、事

かけています。
「一体何なん

片手に打っている仲間に声を

立するか？」といった点につ

たらビジネスモデルとして成

ｇｏｌｆ』が日本にやってき

なかったでしょう。
「
『Ｔｏｐ

れなければ感じることができ

ている点は、実際に現地を訪

ルがしっかりと組み立てられ

る種したたかなビジネスモデ

組み立てられているというあ

内に

「同じような施設が日本にも

私の頭の中はちょっとしたパ

すが、次号ではこうした点に

ニック状態に陥ってしまいま

ついて私なりの見解をお話し

できれば、ノンゴルファーに

訪れる人のゴルフの腕前は

させて頂きたいと思います。

ゴルフを体験させる“起爆剤”

どうだったかというと、
（１

いて一部では議論されていま

００をあまり切れない私が言

した。
た。ＰＧＡショーが開催され

（矢野経済研究所 三石茂樹）

になり得るのではないか？」

るフロリダ州オーランド近辺

うのも何ですが）見た限りで

と非常に気になっておりまし

のタンパに２０１４年 月に
同施設がオープンしたことを

ないだろうなあ」という人た

は殆どが「多分１００は切れ

と少し。フリーウェイの先に

オーランドから車で１時間

「ゴルフ未経験者やライトゴ

想像するに来場者の大多数は

なりの数含まれていました。

ちでした。中には初心者もか

日本ではお馴染みの練習場の

ルファー」なのではないでし
一通りの視察が終わった後

ょうか。
に私も実際にプレーしてみま

ネットが見えてきました。先
ある車の数。私が訪れたのは

した。最初に会員登録を行っ

平日の昼間（ 時頃）だった

ず驚いたのは駐車場に停めて

問しました。

知り、取材の合間を縫って訪

12

のですが、駐車場は既にほぼ

14

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

カーボン

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

14

12

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、

5

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）

ダンロップスポーツ

「 月は比較対象となる前年同期（２０１３年

Cleveland 588 RTX
SERIES

月）にダンロップ『ゼクシオ８』シリーズが

4

発売となったこともあり、ウッド・アイアン市

ダンロップスポーツ

場は大幅なマイナスとなりました。ボール市場

スチール

ではタイトリスト『プロＶ１シリーズ（２０１

SRIXON Z745

３）
』
を筆頭にマークダウン品の販売が大幅増
（前

4

年同期比）となりましたが、その影響もあって

1

プロパー品は大幅なマイナスとなっています」

XXIO8

BIGBERTHA BETA
（2014）

メーカー名
WEDGE BEST５
順位
メーカー名
シャフト
IRON BEST５
順位

アクシネット
1

3

12

12
メーカー名
FW ＆ UTILITY BEST５
順位
メーカー名
ヘッド素材
DRIVER BEST５
順位

GHOST TOUR SERIES
（2013）
5
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年１月

日（ 水）
、

広報委員会
平成
28

ーションと質疑応答

や動向についてのプレゼンテ
・日程：平成

て
年８月

日

大広内のプレゼンテーション

ルームＡにて標記委員会を開
催した。

委員長が議長を務め議事進

標記委員会を開催した。梅田

を掲載予定。

性化セミナーの内容と報告」

３面～４面：「ゴルフ市場活

理事が担当。

アシスタントディレクター）

キップメントスタンダード

ー）
、クレア・ベイツ氏（エ

＆Ａ研究・試験ディレクタ

スティーブ・オットー氏（Ｒ

第 期と変更なしの予定。

沢氏へ交代。その他講師は、

ストンスポーツ十合氏から福

・講師：ゴルフ用具 ブリヂ

・科目： 科目

売技術者講習会」

・タイトル：「ゴルフ用品販

ーニングセンター

④ＷＥＢプレスルームの配信

③出展申込状況について

②地震対策について

名

①「運営に関する特筆ポイン

０１５」について

議題 ―１、報告事項

行。議事録署名人には増本、
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
③『ゴルフ市場活性化セミナ

日

（月）～ 日（木）の３泊４

４月号の編集について

平成 年２月 日（土）
、

【日時】

１面～２面：「第 回ジャパ
ンゴルフフェア２０１５の報
告」を掲載予定。

白石両委員が任命され協議に
タ」
、
「リアルマーケットレビ
ー』

●
「ジャパンゴルフフェア２

入る。
ュー２」を掲載予定。

・場所：日本メディカルトレ

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
６面：協会関連事項の中で各

ＧＡ会員は、４日間でのべ

ト」について、運営協力のＰ

２月号について

の魅力を伝えよう～

員）
、 万８０００円（会員

員）
、 万８０００円（非会

・費用：９万８０００円（会

ついて

フアパレル販売の進捗報告に

⑤ファッションショー、ゴル

内容について

女性目線で考える「ゴルフ新

番ホール」：石神由紀

年１月

日（ 木）
、

講習会委員会

平成 年３月 日（金）

ＪＧＧＡＮＥＷＳのアンケ
ートについて

表及び新春特別講演『ジュニ
アの才能を開花させるチャレ

●
「

を掲載。
夫理事が担当。
３面下段：「ＹＰＳゴルフデ
平成

〔活動指針〕ゴルフ市場活性

ホームページ、ＪＧＧＡＮＥ

・告知：日本ゴルフ用品協会

予定。

⑨各種印刷物について

て

⑧来場者受付システムについ

イブ配信コンテンツについて

⑦Ｆａｃｅｂｏｏｋの会期中ラ

⑥「ゴルフ場自慢のお土産市」

化委員会（ＧＭＡＣ）として

ＷＳ、ゴルフ用品界社等。

紹介）

の「ゴルフ市場活性化に向け

※来期以降の会場については

の最終報告について

ての取り組み」

・募集時期：５月連休明けを

ゴルフ市場活性化委員会 馬

コンテンツの件」

②３月以降の実行委員会開催

協会事務局内にて標記委員会

「
『ゴルマジ！ 』第１期活

３月 日（火）
、４月 日

て

①ＪＧＦインタビューについ

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

動報告及び、第２期企画発表」

４面～５面：「ジャパンゴル

議題 ―２、審議事項

フェア２０１５」開催時のセ

とした。

他の施設を検討していくこと

場宏之委員長

覧」を掲載。

ミナーについての確認。

【第一部】

６面：「協会関連事項（各委

を提案。
①現在の講習会とは別に単独

じゃらんリサーチセンター
室田明里研究員

（水）
、５月 日（木）
、６月
て作成する。

議題 ―３、次回委員会の日程

について事務局から提案予定。

４月の委員会にて 周年企画

日（木）に開催。３月または
②目的は会員各社の基礎知識

で有効な講習コンテンツとし

として活用してもらうこと。

美ディレクター

キャロウェイゴルフ 井谷仁

実施から見えてきたもの

③２つ程度の候補コンテンツ

効との提案があった。

時間的問題の解決策として有

現在の講習会の地理的問題、

「女性目線で考える『ゴルフ
新時代』への成功事例」

【第二部】

①ペアスクランブルゴルフの
三石茂樹氏
（矢野経済研究所・

②働く女性のためのゴルフレ

●㈱プロギア（東日本支部）

時～ 時 分

議題 ―３、
「ｅ ―ラーニング

員会議事録）
」
、
「大試打会」
、

日程について

【日時】

と動向」

「世界のゴルフ用品市場規模

【タイトル】

・作成科目：「公正競争規約」

載。
議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
３月号の編集について

平成 年２月 日（金）
、

スポーツ事業部部長 主任研

・新代表：森田 史夫（旧代

の報告」を掲載。

１面～２面：「ＰＧＡショー

究員）

図る内容とする。今後は、理

平成 年３月６日（金）

年１月

日（ 木）
、

ジャパンゴルフフェア
２０１５
 第９回実行委員会
平成

平成 年３月 日（火）

３面下段：「矢野経済研究所

ッスン＆交流会

事会にて趣旨と費用を提案予
定。

理事が担当。
調べ、ゴルフ市況トピック」

トム・スタイン氏（ゴルフデ

マルマン 伊藤安紀子氏
イン 向井康子プロデューサ

を選び、有料無料の差別化も
を掲載。

ゴルフダイジェスト・オンラ

50

ータテック社）

ー

時 分～ 時 分

議題 ―２、
「第 期ゴルフ用
品販売技術者講習会」につい

議題 ―４、次回委員会の日程

ルフデータテック社）

平成 年２月 日（金）
、

【日時】

②『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ
【タイトル】

ー」を掲載。

「Ｒ＆Ａ用具規則フォーラム」

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
ュー２」を掲載。

【トピック】

ム』
６面：協会関連事項の中で各

タ」
、
「リアルマーケットレビ

【講師】

21

ジョン・クルジノウェク氏
（ゴ

番ホール」：中本光彦

22

18

17

４面：「ジャパンゴルフフェ

12

用具規則に関する最新の情報

13

17

４

ＴＥＬ

―３４４８ ―７４３

・新電話番号：

部）

●㈱ダーツライブ（東日本支

【電話番号変更】

表：鈴木貴弘）

【代表者変更】

変更事項

27

03

●
「

13

ア速報」
、
「市場活性化コーナ

15

委員会議事録を掲載。
議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

22

20 13

40

15

27

27

19

13 27

「市場活性化コーナー」を掲

リクルートライフスタイル

を開催した。

10 11

①『ゴルフ用品セミナー』

フフェア２０１５出展社一

ータ」を掲載。

27

22

「ＧＭＡＣのセミナー詳細」
、

20

27

27

19

【セミナー内容】

時代」への成功事例

24

議題 ―５、次回委員会の日程

・募集人員： 名

15

ンジ（盛田正明氏）
』の内容」

～未経験者＆初心者にゴルフ

【タイトル】

１面～３面：「２０１５ゴル

時～ 時

24

委員会議事録を掲載。

番ホール」：山田一夫

27
80

39

【講師】

27

議題 ―４、その他

13

フ新年会、２０１４年活動報

●
「

14

49

告と２０１５年活動方針の発

19

27

カタナゴルフの大会議室にて

14 27

27

20
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協 会 関 連 事 項

