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★今月のトピックス
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４面＝ 「２０１５ＪＧＧＡゴルフ大試打会（愛知）」

イウッド）国内出荷量は、数

長曲線を描くことが出来るか

う懸念も未だ根強く、再び成

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

量ベースで対前年比 ・５％

の１９５万本、金額ベースで

である。

どうかは予断を許さない状況

っているのが実情である。
当該市場の構造的な側面に

対前年比 ・１％の４５０億

最近、弊社取引先等の金融機

関の 代若手営業マンから「ゴ

ルフを始めたい」あるいは「真

剣にゴルフをやり直したい」と

それに対して、勿論ゴルフ活

いう相談を度々受ける。

性化の為にもそれなりのアドバ

イスを行うのだが、何故彼らは

目を向けると、ゴルファーの

２０１４年のハイブリッド

面談取材を中心に郵送アンケ

０１３年は震災発生前の市場

復基調にて推移してきた。２

０１５年問題』
については
『想

ージを受ける、いわゆる『２

高い）当該市場が大きなダメ

ら団塊世代に対する依存度の

の一斉リタイアにより（これ

状態が続いている。団塊世代

された商品のマークダウン品

から２０１３年にかけて発売

が出始めている。２０１２年

ウェイウッド』は行き渡り感

てきた『飛距離訴求型フェア

で当該市場の成長を後押しし

商品動向であるが、これま

で当該市場も成長を続けてき

ド』の人気に乗じるような形

離訴求型フェアウェイウッ

うか勧められても無理に飲まな

人はあまり酒を飲まない、とい

見ではあるが、最近の若手社会

円と大幅なマイナスが見込ま

ート調査などを通じてまとめ

規模を僅かながらではあるが

定していたほど大きなダメー

（特価処分品）在庫も未だ数

たが、
『ウッド』の章で述べ

高年齢化が進行しており若年

ゴルフを始めようとするのかと

ている。

上回る形で着地（２０１０年

ジはなかった』という見解で

多く流通しており、通常価格

たようにそれら飛距離訴求型

いう問いに対して「将来接待で

クラブ国内出荷量は、数量ベ

それでは、以下より市場動

比１０１・６％の２６２９億

業界は一致していると言える

のプロパー販売品は厳しい状

フェアウェイウッドに行き渡

れる。

向や商品動向（用品別）
、小

６０００万円）
、震災から２

が、その一方で『２０１５年

況にある。ウッド市場全体の

・９％の 億円と大幅なマ

イナスが見込まれる。

しかしながら、そうした２

れたに過ぎない』という声が

けではなく、単純に先送りさ

れはフェアウェイウッドの数

上昇が見込まれているが、こ

２０１４年は若干の平均単価

イナス見込となった。

り、当該市場も久しぶりのマ

り感が出てきていることもあ

ウッド市場における『飛距

０１３年の数字は実際の需要

多いのも事実である。

融機関等ではゴルフ接待を禁止

ば、リーマンショック以後、金

一 方、 ゴ ル フ に 関 し て 言 え

きている。

ケーションには向かなくなって

いので飲み会が接待やコミュニ

の飲み会」が定番であった。私

接待や社内懇親といえば「夜

前の答えが返ってくる。

ルとして」といったような当り

輩とのコミュニケーションツー

使うことがある」や「上司、先

売市場動向、今後の展望につ

年を経て『震災前』の水準に

問題そのものがなくなったわ

ースで対前年比 ・０％の

いて、同書を抜粋して紹介す

まで回復した。

「２０１４年のゴルフ用品国

とはかけ離れた『無理な押し
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２０１４年は、上述した飛

し自粛ムードが漂っていたが、

や、上司、先輩、同僚とのコン

を帯びてはいるものの、市場

市場活性化に向けた議論は熱

ると業界全体における今後の

とプラス成長の予測とはなっ

比１０２・４％の４６１億円

３万本、金額ベースで対前年

対前年比１０４・１％の２０

２０１５年は数量ベースで

市場についてはゴルフクラブ

て単価は上昇している。当該

シェアが上昇したこともあっ

一部国内（日本）ブランドの

（ダンロップ）
』など高価格の

それに代わって『ゼクシオ８

することにより、その人の今ま

日５～６時間色々な場面を共に

ショットの快感等があるが、一

ペ等が行われるようになってき

環境に好循環を与えるような

ているが、２０１４年の秋商

市場の中で最もゴルファーの

ランドの一部は苦戦したが、

『実行フェーズ』への移行に

戦の盛り上がりが『２０１５

『所有率』が低いと考えられ
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ている。
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内出荷金額は、対前年比 ・

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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ているのが実情である。
上述したような問題が顕在
化するまで残された時間が非

（ドライバー及びフェアウェ

「２０１４年のウッドクラブ

【ゴルフクラブ】

■商品動向

し』の状況となっている」

るのか。いよいよ『待ったな

活性化策を講じることができ

で、如何にして具体的な市場

常に少ないという現状の中
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多くは市場成長の余地がまだ

るが、それ故に業界関係者の
対前年比 ・７％の 万本、

国内出荷量は、数量ベースで
台、２００円台の構成比が上

２０１４年以降は１００円
で対前年比 ・５％の 万本、

グ国内出荷量は、数量ベース
当該市場は、数量８６１万枚、

震災発生前の２０１０年の

ゴルフウエア市場ではこの

る。

万枚、金額ベースで対前年比

前年比１０１・９％の８０３

２０１５年は数量ベースで対

も『見た目』においては）薄

ル』との境界線は（少なくと

で明確であった『一般アパレ

が進んだこともあり、これま

数年間で急速にカジュアル化

量、金額ともにマイナスとな
１０３・０％の 億３０００

金額 億円の規模であった。

ることが見込まれる。数量ベ

万円とプラス成長予測となっ

総じて厳しい環境下に置か
れている中にあって、２０

込となっている。

億９０００万円と数

る。この市場では２０１４年
ースでは東日本大震災が発生

ているが、いずれも震災前の

金額ベースで対前年比 ・２

に発売された、ブリヂストン
した２０１１年当時の水準を

ルとは異なる価格帯、デザイ

％の

『ツアーステージ エクストラ
下回る数字となっているが、

ン、トレンドを形成していた

昇しており、これが平均実売

ディスタンス』が好調な販売

２０１０年当時の規模には及

価格下落の主要因となってい

数量ベースではこの過去４
を記録している。４００円以

ばない水準である」

金額ベースで対前年比１０

年間で最も低い水準だが、金
平均実売価が上昇しているこ

と数量大幅減、金額微増の見

額ベースでは東日本大震災発
とにより金額ベースでは２０

ウッドやアイアン市場が

１５年の当該市場は数量ベ
上の高価格帯市場であるが、

ゴルフウエアが一般アパレ

れつつある。

ースで対前年比１０７・７
上級者・アスリートゴルファ

１％の９１８億円とマイナス

国内出荷量は、対前年比 ・

「２０１４年のゴルフウエア

に『線』は殆ど存在しないと

界線』が存在していた時代で

ルフウエアの間に明確な『境

を上回る水準である。２０１

で対前年比１０６・０％の

２０１５年は数量ベースで

言って良い。
『線』があるど

頃、つまり一般アパレルとゴ

対前年比１０１・２％の 万

前年（２０１３年）は５年

ころか両者は完全に交わって

１１年の水準を上回ってい

推移している。タイトリスト
本、金額ベースで対前年比１

ぶりのプラス成長を果たした

いると言っても過言ではない

る。

『プロＶ１（２０１３年）シ

０１・８％の 億６０００万

当該市場であるが、残念なが

ーを主たる対象としたウレタ

リーズ』
、ダンロップ『スリ

円と数量、金額共に微増と予

ら２年連続のプラス成長を実

ンカバーボール市場は堅調に

クソンＺスター（２０１３年）

測する。円安傾向は未だ続い

だろう。一般アパレル市場へ

４年の平均単価は１本あたり

市場を牽引するようなヒッ
シリーズ』などがそれに該当

ているが、平均単価は殆ど変

の『流出』を防ぐためにも、

１万３８５円と前年に比べて

ト商品が生まれない中、小売
するが、２０１４年秋に発売

現するのは難しい状況にあ

億５０００万円と少々『強気』

市場では以前のようなセルフ
された『ブリヂストンゴルフ

る。前年も述べたように市場

の予測となっている。水準と

型販売（接客をあまり行わな

２０１４年のゴルフグロー

動しない予測となっている。
ブ国内出荷量は、数量ベース

『新たなスタイリングの提案』

を大きく成長させるような

テムの確立は急務であると言

時代に即した生産、受注シス

であろうが、現在は両者の間

で対前年比 ・５％の７８８

える。

・３％の３９１億円と数量、

万本、金額ベースで対前年比

あれば旧来の手法は通用した

２０１４年のアイアンクラ

い販売）から、フィッティン
年）
』シリーズも発売以来好

ツアーＢ３３０（２０１４
調なセールスを記録してい

を行えていないこと、換言す

％も上昇している。

ブ国内出荷量は、数量ベース

グを中心とした接客販売に切

約１６００円、率にして約

で対前年比 ・０％の４２０

り替えるところが徐々に増加
る」

ればゴルファーの『タンスの
斬新なスタイリングの提案が

中身』を変化させるような、

の新しい提案商品』の提案を

でにないような、ウエア周り
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そうした市場環境の変化も
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450,000
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】

【ゴルフ用品（シューズ、キ

見込まれるが、金額ベースは

キャメロン』など高価格帯パ

「２０１４年のゴルフシュー

ターの構成比が上昇してい
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行えていないことがマイナス
る。
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ら（総じて平均単価の高い）
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で対前年比 ・０％の１７１

も小売店におけるパターフィ

万円と数量、金額とも大幅な
マイナスが見込まれるという

ダイヤル式シューズが各ブラ

100,000

る。また当該市場におけるシ

ッティングを強化している。

増え始めている」

ンドから出揃うこともあっ

150,000

るが、アイアン（セット）市
されたダンロップ『ゼクシオ
更に『ベノック』など 本

今後は当該市場におけるダ

結果となった。

【ゴルフボール（ラウンドボ

て、２０１５年のゴルフシュ
242,410

体的に要望が数多く挙がるの

８』が好調な販売を続けてい
万円を超えるような超高価格

イヤル搭載モデルの販売数量

ール）
】

ーズ国内出荷市場は、数量ベ

500,000

も下回る水準である。

94

59

の大きな要因であると考え

る。その他、ヤマハ『インプ

帯のパターブランドのフィッ

構成比は ％を超える水準に

ブ国内出荷量は、数量ベース

「２０１４年のゴルフボール

ースで対前年比１０１・８％

104.3

・９％の１１２億２０００

レスリミックス ＵＤ＋２』

ティング販売を強化すること

で対前年比１０９・８％の４

国内出荷量は、数量ベースで

の１７４万足、金額ベースで

200,000

万足、金額ベースで対前年比

や、プロギア『スーパーエッ

で、量販店との差別化を図る

６１万本、金額ベースで対前

対前年比１０５・２％の９２

対前年比１１２・３％の１２

250,000

ェアトップの『オデッセイ』

グアイアン』などの飛距離性

なるものと推察される。これ

年比１０４・３％の４０８億

５万ダース、金額ベースで対

６億円と大幅な単価上昇にて

300,000

場では２０１３年 月に発売

能を追求したモデルが人気と

専門店も少しずつではあるが

円と、
『対前年比』という尺

前年比１０１・８％の２００

推移することが予測される。

２０１５年のアイアンクラ

度では大幅なプラス予測とな

億５０００万円と数量、金額

102.8

102.0

93.1

-

前年比

なっている。

っているが、数字そのものの

共にプラス成長が見込まれる

２０１４年のキャディバッ

356,000

小売市場規模

358,290

333,670

355,110

97.5

103.0

340,490

346,200

264,550

104.6

97.6
262,960

103.7

256,740
251,420
242,410

2015(予測)
2014(見込)
2013
2012
2011
2010

93.6
前年比

258,930
圏内出荷規模

262,960

2015（予測）
2014（見込）

264,550
256,740
251,420
258,930

92

水準は２０１３年の実績値を
いずれも下回っている。

結果となった。

358,290

10

更に小売店からは、
『今ま

あり、２０１３年から２０１

99

４年にかけては
『スコッティ・

87

った。これは東日本大震災が

20

発生した２０１１年の実績を

97

である。

金額とも大幅なマイナスにて

87

２０１４年のパタークラブ

百万円

13

93

の見込となった。

推移することが見込まれる

61

している。

【ゴルフウエア】

生前の２０１０年（ 億円）

0

％の７００万本、金額ベース

２・６％の 億５０００万円

98 86

十分に残されていると考えて

93

いる。

65

が、特に数量ベースでは ％

333,670

95

62

86

67

しては２０１３年当時の規模

79

66

1

99

【ゴルフ用品市場規模推移】

12

91
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356,000
346,200
355,110
340,490
350,000
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＆アフター商品』である。

が『雑貨類』及び『ビフォー
ウンドボール』『シューズ』『キ

ッド、アイアン、パター）
』『ラ
３年の実需を伴わない押し込

こそが冒頭に述べた『２０１
係者が身をもって学んだはず

１４年にかけて多くの業界関

ことを、２０１３年から２０

桁レベルの『Ｖ字回復』実現

品動向』で述べたように、二

いるものと推察されるが、『商

『期待値』が多分に含まれて

０１５年の春商戦は厳しいも

のではないか。そうなると２

需要を先食いしたに過ぎない

０１５年１月以降の春商戦の

のになる可能性がある（専門

である。

店筋）
』という指摘も少なく

み型ビジネス』の反動である
のためには流通在庫とのバラ

と考えられる。
ンス調整、実需とのバランス

ャディバッグ』
『グローブ』
理想論に過ぎないかもしれ

の計７カテゴリーであり、ゴ
ないが、精度の高い需要予測、

ルフウエア市場の範疇ではな
言うまでもなく、２０１４

『雑貨類』は厳密に言えばゴ

年４月に施行された消費増税

弊社小売店実売動向調査

ルフクラブと同程度の市場規

『ＹＰＳゴルフデータ』の２

模を有する『ゴルフウエア』

れを無視した『押し込み』が

いが、ギフト需要も含めて特

繰り返されれば、仮に２０１

なかった。

に基づく需給バランスの取れ

調整が必要不可欠であり、そ

たビジネスに転換することに

『身の丈に合った』需要予測

たことで消化率が悪化した面

の影響が思った以上に長引い
もあったものと推察される

は含まれていない。
それ故に本資料にて集計算

が強い。具体的な商品として
出しているメーカー出荷ベー

に百貨店チャネルからの要望
はグリーンフォーク、マーカ

みの水準で推移しているが、

ー、小物入れなどが思い浮か

冒頭で述べたようにマークダ

月までの販売動向を見ると、

年の市場にその『ツケ』が回

各カテゴリーともほぼ前年並

ってくるであろうことは火を

ウン品の消化率が悪化してお

５年の予測値が現実のものに

るということを、上述した数

り在庫面での負担が大きくな

なったとしても、翌２０１６

値は指し示していると言える

っている。こうした動向を受

より、収益性の向上を実現す

ス面が逆に需給バランスの好

ゴルフクラブ市場の予測値

見るより明らかである。

けて一部の小売店では新製品

ることが今後さらに重要であ

転に繋がり単価が上昇したカ
■今後の展望

のではないだろうか」

はシューズほど大きな伸びで

が、キャディバッグ市場のよ

て両者を比較するとメーカー
テゴリーもあり、パター市場

はないものの、実現に向けた

うに原材料高騰というマイナ

出荷ベースの数字の方が厳し
のように数量ベースではマイ

「２０１５年のゴルフ用品国

スの市場規模と単純に比較で

貨はゴルフクラブにおけるモ
い結果となっている。更にカ

内出荷金額は、対前年比１０

きない面があるのだが、敢え

ノづくりの延長線上にあるよ
テゴリー別の『ＹＰＳゴルフ
ナスを喫したものの金額ベー

は『ゴルフメーカーの作る雑

うなものが多く、気の利いた

スではプラス成長を果たして

ぶが、百貨店のバイヤーから

商品が少ない』といった手厳
データ』における２０１４年

の仕入れを抑制する動きが見

年間販売金額の対前年比を見

課題は少なくない。２０１４

られ始めているという話もあ

ない。

３・０％の２６４５億５００

り、今後については不透明な

しい声が挙がることも少なく
いるカテゴリーもある。

年９月以降に発売されたいわ

ると、

ゆる『秋の新製品』は、例え

カテゴリー別の予測値を見

また『ビフォー＆アフター

０万円と予測する。

これらの動向を併せ考えた

状況となっている。

場合に導き出されるのは『大

ばドライバー市場では前年

での『量のビジネスモデル』

・２％（メーカ

（２０１３年）の約３倍もの

を見直して『質のビジネスモ

・ウッド

ると、
『レンジボール』を除

モデルが発売された。それに

デル』に転換できるか否かが

ー出荷金額 ・１％）※いず

く全てのカテゴリーでプラス

よって市場は活況を呈したも

２０１５年のゴルフ用品市

商品』についても、
『ウエア
量生産、短サイクルのビジネ

成長予測となっており、その

のの、
『あれだけ数多くの新

1,900

0.7

93.1

2,050

0.8

107.9

1,700

0.6

82.9

ゴルフシューズ

11,300

4.5

12,080

4.6

106.9

11,220

4.4

92.9

12,600

4.8

112.3

キャディバッグ

9,920

3.9

9,770

3.7

98.5

9,590

3.7

98.2

9,760

3.7

101.8

その他バッグ・カバー類

5,920

2.4

6,380

2.4

107.8

6,430

2.5

100.8

6,580

2.5

102.3

ゴルフグローブ

6,230

2.5

5,980

2.3

96.0

5,950

2.3

99.5

6,130

2.3

103.0

ゴルフウエア

90,280

35.9

92,600

35.2

102.6

91,800

35.8

99.1

92,700

35.0

101.0

ゴルフ用品その他

10,770

4.3

10,870

4.1

100.9

11,300

4.4

104.0

12,170

4.6

107.7

251,420

100.0

262,960

100.0

104.6

256,740

100.0

97.6

264,550

100.0

103.0

・４％（メー

繰り返しになるが、これま

ス』
『処分販売により在庫消

中でも『シューズ』が対前年

製品が発売された割には需要

0.8

れもハイブリッド含む
化を促進させるビジネス』と

比１１２・３％と二桁のプラ

104.8

2,040

・アイアン
いうモデルが、現在の市場環

ス予測となっている。このあ

7.9

しかないようなものが多く、

境下（コアゴルファーを主た

21,020

ゴルファーの自尊心を満たす
・パター １０２・７％（メ

る対象とした買い替え中心の

101.8

・８％

7.8

カー出荷金額 ・３％）

ターウエアはゴルフメーカー
・ラウンドボール

ーカー出荷金額１０２・６％）

（単位：百万円、%）
2015・予測

ことができるビフォー＆アフ
では殆ど見当たらない』とい

20,050

場、そして２０１６年以降の

99.7

ゴルフ用品市場の命運を握っ

7.5

が伸びなかった（量販店筋）
』

19,700

という声が多かったのも事実

7.9

たりはメーカー各社がＢＯＡ

103.6

19,750

テクノロジーを中心とした

38.5

ラウンドボール

需要構造）では通用しなくな

101,890

っていることを意味してい

2013

８％）

2012

（メーカー出荷金額１０１・

38.3

上述したような非常に厳し

39.4

い意見が数多く挙がったが、

94.9

ていると言っても過言ではな

38.3

いだろう」

98,350

である。また『現在（２０１

108.9

る、という解（仮説）である。 『ダイヤル式シューズ』をラ

37.9

・１％（メー

ラウンドボール 7.9

・シューズ

7.8

逆説的に捉えればそれだけ当

39.4

４年秋）の新製品需要は、２

103,680

インナップしたことによる

たく言えば『達成しなければ

7.5

または『ゴルファーは徐々に

ならない売上』があるのは当

ゴルフシューズ 4.8

“価格（安売り）以外の何か”

ぼ一致しているカテゴリーも

然であり、その目標値は『現

4.4
0.8

カー出荷金額 ・９％）

あるが、他は全て『ＹＰＳデ

実的な線』より高いのも当然

キャディバッグ 3.7

4.6
0.7

・キャディバッグ １０４・

ばいという結果となった。

ータメーカー出荷金額』とな

である。しかしながら、身の

100

該市場には『改善、提案の余

『ＹＰＳゴルフデータ』は、

っていることが分かる。注目

3.7

に価値を求め始めているが、
業界サイドは旧来の価格訴求
型ビジネスを展開しており、

メーカーも含めたゴルフ関

国内約１１００店舗の売上実

すべきポイントは、２０１３

丈を遥かに超えた需要予測に

2.3
2.5

3.7

％（メーカー出荷金額 ・

両者のギャップが大きくなり

％）

・グローブ １００・８％（メ

連企業は言うまでもなく営利

いのかもしれない。

ラウンドボール市場のよう

団体である。そこに『果たさ

績を集計したパネルデータで

基づく目標値が、最終的には

2015・予測
2.3
2.4

地』があるということだろう」
■小売市場動向

ーカー出荷金額 ・５％）

「２０１４年は小売市場関係
者にとって、例年以上に『在

以上のような結果となって

にメーカー出荷金額の数値水

なければならない義務』
、平

いる。

始めている』と表現しても良

庫消化に苦しんだ一年』だっ
たのではないだろうか。弊社
小売店実売動向調査『ＹＰＳ

準の方が高いカテゴリーや、

ゴルフデータ』によれば、２
累計の全カテゴリー販売金額

パター市場のように両者がほ

０１４年、年間（１ ― 月）
は対前年比 ・５％とほぼ横

あり、日本国内すべての小売

年に高い成長を果たしたカテ

0

2.5
2.4

2014・見込

98

ゴリーほど両者の差が大きく

【ゴルフ用品別出荷金額構成】

99

店の販売実績を網羅したもの

37.9

計

99

ではない。また集計対象カテ

95,210

合

〈矢野経済研究所調査〉

った手厳しい意見が多い。

はプレーウエアの延長線上で

95 98

93 99

92 99

市場に悪影響を及ぼすという

ゴルフクラブ

レンジボール

ゴルフクラブ 38.5
35.8

20

構成比 前年比
構成比 前年比
構成比 前年比
構成比

レンジボール 0.6
35.2

7.9

2014・見込
2013
2012

ゴルフグローブ 2.3
その他バッグ・カバー類 2.5
35.9

40

2 4
なっている点であろう。これ

ゴルフウエア35.0
4.4

4.5
0.8

12

ゴリーも『ゴルフクラブ（ウ

80

4.1

3.9

99

ゴルフ用品その他 4.6
4.3
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打と同時に開催。
『スタンプ
ラリー』は、実際に各メーカ

「第 回日本プロゴルフ選手権大会」ＪＧＧＡのギャラリーサービス

２打席の他、アプローチバン
を集めると粗品をプレゼント

ッスンを受け、７つスタンプ
る事業協力の一環として、５

当協会では関連団体に対す
ロップスポーツマーケティン

ェイゴルフ、プロギア、ダン

めての優勝を飾った。

優勝。レフティーとしても初

「２０１５ＪＧＧＡゴルフ大試打会 （愛知）」開催
当協会主催、中部日本支部
カー練習場、パッティンググ
グ、ピンゴルフジャパン、ア

ーのブースを回り、試打やレ
が主管する「２０１５ＪＧＧ
リーン、カフェ、プロショッ
の区に位置するゴルフ練習
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
日本プロゴルフ選手権大会」

谷市）で開催された「第 回

クラブ江南コース（埼玉県熊

クス、フォーティーン、ヤマ

キャスコ、デサント、ヨネッ

トジャパンインク、山本光学、

キラプロダクツ、アクシネッ

スンと試打を併せて行う「ジ

ー」やジュニアを対象にレッ
力を行った。

好評を博した。

場。試打会には、国内外のト

ニ（計 社 順不同）

プが併設された名古屋市最南

催された。

ック（愛知県名古屋市）で開
に協力団体として参加。ギャ

後援は（公社）全日本ゴル

表参照）した。
フ練習場連盟で、ポートゴル

ズノ、テーラーメイドゴルフ、

ライト、フォーティーン、デ

ア、アキラプロダクツ、ヤマニ、

■ブリヂストンスポーツ、ミ

【スタンプラリー協賛社】

が、試打会への来場者数は３

キャロウェイゴルフ、プロギ

様々なイベントを実施。来場

アクシネットジャパンインク、

マーケティング、キャスコ、

サント、ダンロップスポーツ

者から好評を博した。出展社・
賞品協賛社は以下の通り。
■ゴルフパートナー、二木ゴ

【販売ブース出展社】

なお、 回大会を制したの
は、オーストラリアのＡ・ブ

ヨネックス（計 社 順不同）

ランド選手、トータル アン

ルフ（計２社 順不同）
■ブリヂストンスポーツ、ミ

【優勝者当てクイズ協賛社】
ズノ、朝日ゴルフ用品、テー

ダー。日本ツアー初参戦で初

ＪＧＧＡ主催

14

■申込み方法：１ペア（２名

２６５

ＦＡＸ：０７８ ―９８２ ―１

■賞品：ゴルフ用品など

西日本支部

（一社）日本ゴルフ用品協会

【問い合わせ先】
はＦＡＸにて申込み。

名

■募集人数：２人ペア 組／

る「ＪＧＧＡ主催 第一回

様）で開催コースへ電話また

当協会西日本支部が主催す

タル料、
送料３５００円 税
+）
「ゴルマジ専用宅配クラブレ

ペア・スクランブル大会」の

ダンロップゴルフコース

ＴＥＬ：

アマチュアゴルファーなら誰

２２１

ＴＥＬ：０７８ ―９８２ ―１

【大会概要】
でも楽しめるペア・スクランブ

月２日～１９９６年４月１日

ル方式によるダブルぺリア戦。
日（火）
■場所：ダンロップゴルフコ
■競技方法：ぺア・スクランブ

ース（兵庫県神戸市）

―６９４９ ―２５

■利用期間：ゴルフ練習場・

生れの方

■開催日：２０１５年７月

２０１６年３月 日（木）
ゴルフ場・２０１５年６月
日（火）～２０１６年３月

■参加資格：アマチュア資格

ル方式によるダブルぺリア戦

日（木）
（施設により利用開
■参加施設：ゴルフ場・１２

■参加費用：１万２３０円／

を有する者に限る

始日や対象日は異なる）

１施設

参加費３０００円を含む）

http://golf- １人（プレー費・昼食１００
０円分補助・パーティー費・

３施設、ゴルフ練習場・２３
■公式サイト：

jalan.net/golmaji20（
/Ｗ
ＥＢ・スマートフォン共通）

２０
２０１５年５月 日（水）～

■利用対象者：１９９５年４

一歩をサポートしている。

参加チームを募集している。

第一回 ペア・スクランブルゴルフ大会参加者募集！

83

ンタル」を設け、ゴルフへの

ルフ場では有料ながら（レン

できる場所もある。また、ゴ

たクラブを無料にてレンタル

会員の皆様から提供いただい

ラーメイドゴルフ、キャロウ

ヤマハ

人向けに、練習場では当協会

ミズノ

今年も、毎年恒例となった

６９人（昨年４７３人）と伸
め、
「スタンプラリー」など

ファーが来場した。

「優勝者当てクイズ」をはじ

83

ュニアコーナー」
、
「パター試

象に、ゴルフ場とゴルフ練習

全16社

打コーナー」にも多くのゴル

場を無料にする企画。使用方

マルマン

された。

多くの 歳ゴルファーが誕生
するきっかけを与えることが
できるだろう。
『ゴルマジ！ 』企画詳細の

ゴルフ場については、グル

法はスマートフォンにて「マ

揃えておきたいアイテムなど

プロギア

今年も様々なイベントを試

施設の賛同を経ており、使用

練習場については、２３０

期目がスタートした「ゴルマ
も と増加した。これにより

できる練習場のある都道府県

「ゴルマジ！ 」２シーズン
２シーズン目がスタートし

目スタート

日現在で、昨シーズンの約

た「ゴルマジ！ 」は、５月

ープ系ゴルフ場から、第一期

ジ☆部」アプリ（無料）をダ

今年 歳を迎える若者を対

確認

より参画のＰＧＭに加え、二

ウンロードし、
『ゴルマジ！

設から参画の申し込みを得た。

１・３倍となる３５０以上の施

期目はアコーディア・ゴルフ

もアプリ内で紹介している。

押さえておくべきマナーや、

プレーを始める前に最低限

でも利用可能。

』へ会員登録するだけで誰

の 施設、プリンスホテルの
６施設が参画している。また、
グアムのゴルフ場も７施設参
場にて 歳の若者は無料でゴ

画しており、国内外のゴルフ
ルフを楽しむことができる。

ブリヂストンスポーツ

同練習場は中部電力の関連
会社が経営しており、全１３

Ｖｏｌ．

ダンロップスポーツ

今後、順次増加の予定だ。

市場活性化コーナー
今回の市場活性化コーナー

グローブライド

参画施設の追加申込みは８月

ヨネックス

フエポックの協力のもと開催

多くの来場者が見込まれた

当日は好天に恵まれたため、
ラリーサービス企画の運営協

17

る「ゲームコーナー」
、女性

14

限定の「レディス試打コーナ

74

ップメーカー 社が参加（別

日（土）
、ポートゴルフエポ

Ａゴルフ大試打会」が、４月

月 ～ 日の４日間、太平洋

83

するなど、 名の達成者から

テーラーメイドゴルフ

びなかった。

16

16

グラファイトデザイン

ジ！ 」の内容をお届けする。

は、５月 日（水）より第二

キャスコ

ゴルフクラブを持っていない

16

40

アクシネットジャパンインク

日（月）まで受付けており、

80

シャフトラボ

15

藤倉ゴム工業

ナイキジャパン

28

ゴルフ大試打会参加企業（50音順）

35

20

31 23

20

キャロウェイゴルフ

20

20

20

20

20

20

20
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18
20
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部門別売れ筋ランキング 

1

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
2

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

BSG J815 SERIES

チタン

ブリヂストンスポーツ

3

X2 HOT FW SERIES

キャロウェイ
4

TOURSTAGE X-DRIVE
GR（2014）

チタン

ブリヂストンスポーツ

4

XR FW SERIES

キャロウェイ
5

915D2

チタン

アクシネット

5

915H SERIES

アクシネット

３月１日〜３月 日

XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

1

キャロウェイ
2

XXIO8 LADIES

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
3

SRIXON Z 545

カーボン

ダンロップスポーツ

3
4

XR（N.S.PRO）

スチール

キャロウェイ

4

RM-21

フォーティーン
5

XR

スチール

キャロウェイ

5

Cleveland 588 RTX
SERIES

ダンロップスポーツ

2

ODYSSEY VERSA
SERIES

キャロウェイ
3

PRO V1 SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

アクシネット

3

SCOTTSDALE TR
SERIES

ピン
4

PHYZ（2013）

4ピース

ブリヂストンスポーツ

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ
5

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

5

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

シリーズ⑳

リアルマーケットレビュー ２

というキーワードが挙がるよ

幾つかの店舗から「単価上昇」

動向取材を実施していると、

最近、小売店に対して市場

値上げの影響

れるようです。

に言って以下の３つに集約さ

が、単価上昇の要因は大雑把

から脱却しているようです

よりもドライバーのそれの方

いのですが、
「ＦＷの落ち幅

好調と呼べる水準であれば良

とです。ドライバーの販売が

価が上昇している、というこ

単価上昇の要因分析

うになっています。今回は、

ルフ用品市場環境下において

平均単価（客単価）の上昇

早急に実現しなければならな

がマシ」というのが実情です。

よる商品の実質的な値上げが

い課題でした。そういった点

これは特にキャディバッグ

左下グラフは、弊社ゴルフ

行われた結果、平均単価その

では単価上昇は歓迎すべき傾

市場において影響が大きいよ

用品小売店実売動向調査「Ｙ

ものが上昇しています。業界

向だと言えるのかもしれませ

ゴルフ用品市場における単価

ＰＳゴルフデータ」における

内でこうした値上げが話題に

ん。しかし、それ（単価上昇）

上昇の実態とその背景につい

２０１３年１月から２０１５

なることは少なく、小売店取

が現実となった背景にはコア

は、短期的にゴルファーの増

年４月までのカテゴリー別の

材でも顧客から値上げそのも

ゴルファー（客単価の高い）

加が見込めない現状の国内ゴ

単価（小売段階における平均

のが商売の障壁になっている

に対する依存度の高まり、逆

95.0

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

ダンロップスポーツ

うですが、最近の為替変動
（円

実売価格）の指数グラフです。

という話はこれまでに出てき

100.0

＝矢野経済研究所＝

チタン

安）を受けての原材料高騰に

指数は２０１３年１月実績の

ていません。
「気がついたら

105.0

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

XXIO8

て分析したいと思います。

単価を「１００」とした場合

110.0

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、

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）

3ピース /
4ピース

「前年同期（２０１４年３月）は消費増税前の駆け

PRO V1 SERIES（2013）

込み需要があったため『前年比』では各カテゴリー

2

とも大幅なマイナスとなりましたが、
『前々年対比』

キャロウェイ

との比較でもほぼ全てのカテゴリーでマイナスとな

ODYSSEY WORKS
SERIES

っており、
『増税前の駆け込み需要』という特殊要因

1

を取り除いたとしても厳しい市場環境であるのが実

ブリヂストンスポーツ

情です。
中でもフェアウェイウッド市場は前年比、
前々

2ピース

ドライバー２位＝ XR SERIES
TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

年比共に大幅なマイナスとなっていますが、もしか

1

したら現在の需要量が『適正値』なのかもしれません」

の２月以降の数値ですが、幾

に言うと「エンジョイ、初心

の減少」といった現象がある

者ゴルファー（客単価の低い）

ような気がしてなりません。

多くの商品が実質的に値上げ
のではないでしょうか。

していた」というのが実態な
マークダウン品販売構成比下

これはウッド市場の傾向で

90.0

一点目は「１月は全てのカ
テゴリーで単価が下落する」
。

すが、端的に言うと「ＦＷの

115.0

アクシネット

1

MACK DADDY2
WEDGE SERIES

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

つかの傾向が見て取れます。

これは恐らく、次年度モデル

落
当該市場における単価下落

との在庫入れ替えに向けたマ
ークダウン品の販売構成比上

の張本人として悪者扱いされ

じて販売構成比は下落する傾

例外的な動きはあるものの総

（特価処分品）ですが、一部

ることの多いマークダウン品

昇が関係しているものと推察
されます。二点目は「ボール、
グローブといった消耗品類の
単価は変わらない」
。いずれ
も２０１３年は変化が見られ

向にあります。しかしながら
過去にも本稿で指摘している

ますが（ボールは上昇、グロ
ーブは下落）
、２０１４年後

ように、決してマークダウン
品の流通在庫が減少した結果

半から２０１５年にかけては
２０１３年１月時点の水準に

販売構成比が下落している訳
の販売が減少した分プロパー

ではない点、マークダウン品
品の販売が増加している訳で

グラフからも明らかなよう

戻りつつあります。
に、ボール、グローブ以外の

はないことには十分に注意を

カテゴリーに関してはいずれ
も単価は上昇基調にあること

からのパター、そして非常に

販売構成比が下落した分、（単

払う必要があります。

厳しいと言われているウッド

価の高い）ドライバーの構成

04

03

02

05/01

12

11

10

09

08

07

06

〈出典：矢野経済研究所〉

カテゴリー別平均小売実売価格指数

05

04

03

02

14/01

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

13/01

タイプ別販売構成比の変化

も平均単価は上昇基調にあり

120.0

（矢野経済研究所 三石茂樹）

125.0

が分かります。特にキャディ

ます。グラフを見る限りでは

比が上昇した」ことにより単

130.0

31

1

ダンロップスポーツ

メーカー名
順位

PUTTER BEST５
メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

メーカー名
WEDGE BEST５
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

バッグや２０１４年に入って

ゴルフ用品市場も漸くデフレ

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

2013年1月 135.0
＝100
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日（ 火）
、

取扱商品：ゴルフ練習用手袋
ｇｏ・ｋｏｋ（ゴーコック）

変更事項

平成 年６月 日（水）
時より、東京ガーデンパレス

ＴＥＬ：

）

―３８１３ ―６２

京都文京区湯島１ ―７ ―

●㈱ＹＫＹ（東日本支部）

宛にご案内差し上げておりま

第３号議案：平成 年度事業

報告書承認に関する件

第２号議案：平成 年度決算

■議案

３７

ＲＡＺＹ（クレイジー）
新住所：〒１０１ ―００４１

す。大変ご多忙の折とは存じ

年通常総会」を開催する予

（東京都文京区）にて「平成

●㈱ユウキ商会

ますが、万障お繰合わせの上、

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

向」の記事を掲載予定。

７９

２８

ＴＥＬ：
―６２０６ ―８２

【平成 年通常総会】

協会からのお知らせ

Ｅメール： mannjusyage ＦＡＸ：
9210611@iris.eonet.ne.jp ６４
ＵＲＬ： h t t p : / / w w w .
gokok.co
業態区分：製造（用品部会）

詳細のご案内は、各会員様

報告書承認に関する件

計画書承認に関する件

第４号議案：平成 年度収支

ご出席いただきますよう宜し
くお願い申し上げます。
■開催日時：平成 年６月

予算書承認に関する件

設問４の「どのような記事の

後、１Ｆにて会食懇親会。
（東

レス３Ｆ平安の間。総会終了

■開催場所：東京ガーデンパ

ＢやＳＮＳも広く活用すべ

する情報が気になる」
、
「ＷＥ

「市況動向、今後の展望に関

交替承認に関する件

第６号議案：平成 年度役員

承認に関する件

第５号議案：定款の一部変更

充実を望みますか」は、ゴル

日（水） 時～ 時

フ業界の最新動向が 件、ゴ

会員向けのアンケート調査を

立つ情報を掲載するために、

広報委員会では、読者に役

拾い読みが

件となってい

も多く 件、次いで見出しで

概ね全６面を読んでいるが最

ように読まれていますか」は、

について」は、現状と同じ郵

問５の「ニュースの送付方法

この２件が突出して多い。設

ルフ関連の統計情報が 件と

場活性化では他団体の幹部の

もらってすっきりした」
、
「市

反響は大きかった、発表して

き」
、
「用具ルールについての

行った。その結果について報

ＪＧＧＡニュースへのアンケート結果

第１号議案：平成 年度事業

ＧＧＡＮＥＷＳに対するアン
代表者：島崎 俊幸
パルウール大野ビル４Ｆ

売技術者講習会」受講生募集
タ」
、
「リアルマーケットレビ

定です。

ケート結果」を掲載。

―

東京都千代田区神田須田町１

【住所変更】

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
奈良県奈良市南半田中町５

の案内を掲載。
「製造渉外委

６面：「協会関連事項」を掲

―６２０６ ―８２

住所：〒６３０ ―８２８１

員会からの報告」を掲載。
ュー２」を掲載予定。
載予定。

―１８

７月号の編集について

載予定。

４面：「第 回中部実業団対
抗ゴルフ大会」報告記事を掲
議題 ―４、その他

意見も寄稿してもらい掲載し

その他に設けた自由記入欄

アンケート結果を分析し、

詳細に報告すべきでは」等。

て欲しい」
、
「ニュースを通じ

ビューが 件、市場活性化コ

考えられる。

となっており、郵送廃止には
ン記事が 件、５面のＹＰＳ

送が 件、メール添付が 件

データとリアルマーケットレ

る記事は何ですか」は、メイ

３月に実施したＪＧＧＡＮ

回答は左記グラフをみて欲し

る。設問２の「特に参考にな

ＥＷＳに対するアンケート結

いが、詳細について抜粋して
紹介する。

有効回答数は 通。設問と

ルフ）
」開催案内を掲載。
「市
果の件。

告する。

場活性化コーナー」を掲載。
議題 ―５、次回委員会の日程

て協会としての活動をもっと

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

載。
「２０１５ＪＧＧＡゴル

ＴＥＬ：０７４２ ―

１面～２面：「平成 年度通

協 会 関 連 事 項
年４月

広報委員会
平成
協会事務局内にて標記委員会
を開催した。
常総会」開催報告の記事を掲
載予定。

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
５月号について
●
「

理事が担当。

番ホール」：高橋芳彦

１ 面 ～ ２ 面 ：「 ゴ ル フ ァ ー
ズ・アンケート２０１５」報
３面：「２０１５ＪＧＧＡゴ

４面：「ゴルフウエア市場動

ルフ大試打会」報告記事を掲

理事が担当。

番ホール」：梅田義彦

３面：「第 期ゴルフ用品販

●
「

告記事を掲載。

5

まだ理解が得られていないと

タ」
、
「リアルマーケットレビ

フ大試打会（湘南グリーンゴ

26

26

27

27

27

40
35
30
25
20
15
10

平成 年６月 日（金）

5.JGGAニュースの送付について

今後の紙面充実の参考にする。

33
B.メールでの添付ファイル送付で良い。（郵送は不要）

60

にも様々な意見を頂いた。

４．JGGAニュースでどのような記事の充実を望まれますか？（複数回答可）

ーナーが 件となっている。

36
A ．現状の郵送による方法で良い

設問１の「ニュースはどの

3.JGGAニュースであまり参考にならない、興味の持てない記事はなんですか？（複数回答可）

新 入 会

9
C メール不要、ホームページの掲載分で代用可（郵送は不要）

●㈱シングルＢ
（東日本支部）
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E.ゴルフ関連の統計情報
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代表者：白石 哲也

2
I. その他

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

16
H. ユーザー動向関連の情報

６月号の編集について

55
A. ゴルフ業界の最新の動向

20
18
16

60
50

ュー２」掲載。

11
17
9

G.役立ち情報

協会担当者：浅井 淳一

2.JGGAニュースで特に参考になる・興味のある記事はなんですか？（複数回答可）

33
15
F.小売店頭の情報

住所：〒１２１ ―００６２

10
D.ゴルフ用品協会の各委員会の議事、活動内容

１面～３面：「２０１５年版

13

B.ゴルフ関連団体の行事、発信情報

スポーツ産業白書（ゴルフ用

38
E 「YPSゴルフデータ」、「リアルマーケットレビュー２」

14
12
10
8

東京都足立区南花畑５ ―２ ―

55

22
54
A １、２面の当月のメイン記事

６面：「協会関連事項」を掲

27

18
F ６面 「協会関連事項」（各委員会報告）

54

36

D 市場活性化コーナー

40
35
30
25

載。

03

17

12

27

12
C.ゴルフ用品協会の事業の告知、実施報告

番ホール」：小山英嗣

7

E 「YPSゴルフデータ」、「リアルマーケットレビュー２」

品）
」の報告記事を掲載。

42
A.概ね６面全部を見ている

36

4
G その他

6
4
2
0

―３８５８ ―９０

6
C 協会実施事業

●
「

27
3
D 市場活性化コーナー

１２

21

C.見出しを見て拾い読みしている

40
30
20
10
0

ＴＥＬ：

11

F ６面 「協会関連事項」

理事が担当。

15
B １面脚書の「19番ホール」
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ＪＧＧＡニュース アンケート集計結果

36 38

13
C 協会実施事業

４面：「２０１５ＪＧＧＡゴ

―３８５８ ―９０

3
G その他

ＦＡＸ：

crazy-shaft.com
業態区分：製造（クラブ部品

12
B.特定の紙面は必ず読んでいる

20
15
10
5
0

ルフ大試打会（中部）
」
、
「第

１３
Ｅメール：

回日本プロゴルフ選手権大

会」
、
「市場活性化コーナー」

asai@crazy-

報告記事を掲載。
「西日本ペ

shaft.com
ＵＲＬ： h t t p : / / w w w .

アスクランブルゴルフ大会概
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

部会、バッグ部会、ウェア部会、
用品部会、
小売部会、
卸売部会）

1.JGGAニュースはどのように読まれていますか（月によって違う場合は複数に〇をしてください）

26

ュー２」を掲載。

6
E.ほとんど読まない

03

11

03
03
21

42

19
27

03

16

42

27

28

タ」
、
「リアルマーケットレビ

要」を掲載。

5
B １面脚書の「19番ホール」

45

27
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40

55

31
4
D.全般を見て特に記事の詳細までは読んでいない

5
0

4
A １、２面の当月のメイン記事

78
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取扱商品：ゴルフ用品全般Ｃ

1
F.その他
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６面：「協会関連事項」
、
「Ｊ

0

D その他
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