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２０１４年余暇市場は

兆９２３０億円

「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
調査している。
日本人の余暇をめぐる

時間の減少。所定内労働時間

時間となり、前年より３・６
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が、テニススクール、フィッ
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フ場とゴルフ練習場、ボウリ
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少となった。パートタイマー
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金銭的余裕もなく土日には片道２

し、参加率、年間平均活動回
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（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「２０１５年
度版レジャー白書」を発刊した。同書によれば、２０１４年の余暇市場は
兆９２３０億円で、２０１３年の 兆４９７０億円から０・６％増加。前年
に引き続き２年連続のプラスとなった。
ゴルフ場は８８９０億円（前年比１・３％減）
、練習場は１２６０億円（同
２・３％減）と前年割れとなった。ゴルフ用品市場は３３３０億円（同２・
１％減）となり、近年やや回復傾向だったが、３年ぶりのマイナスとなった。
今号では同書の内容を抜粋してお届けする。
72
（出典：（公財）日本生産性本部「2015レジャー白書」）
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体育の授業や部活動の受け入
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り、すでに カ所近くが発電

新設はほとんどみられず、

年間平均活動回数： ・６回

（ ・９回）
している。照明のＬＥＤ化、

ニューアル実施率が近年上昇

めには、さらに積極的な取り

増えている。ゴルフ普及のた

が、その効果は発揮できてい

復活することは明るい材料だ
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きるようにすることで、電気
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１回当たり費用：１２８０円
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やや回復傾向がみられたが、
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快音を出して遠くに飛ばせ

度より参加人口、参加率は減
ツ『フットゴルフ』が登場し

る。

少。また、コースの年間平均
らに上昇し、 歳以上が２割

たものの、参加希望率は減少

用、１回当たり費用は増加し

加。その他では、年間平均費
プレーの商品化、距離の短縮

単位にこだわらないショート

前後になってきた。 ホール
たは
ホールをラウンドす

ゴルフコースで９ホール、ま

た。サッカーボールを使い、

内は全面禁煙、打席内は分煙

修も進められている。ハウス

と、それに伴う打席周りの改

ドからＩＣカードへの変更

して使う傾向はますます薄

ァーの使用するクラブを追従

値崩れしている。プロゴルフ

クラブが供給過剰で苦戦し、

ら『スリクソン』ブランドの

携し、２０１６年春夏商品か

アの『デサント』とも業務提

ゴルフアパレルでトップシェ

る。同伴者全員で１個のボー

な取り組みにとどまってい

られるが、まだ一部の試験的

カカップ導入などの試みはみ

によるプレー時間の短縮、デ

会』が発足した。閉鎖ゴルフ

団法人 日本フットゴルフ協

も２０１４年２月に『一般社

カップが開催された。日本で

ハンガリーで第１回ワールド

ルール化され、２０１２年に

る。２００９年にオランダで

る。

効活用も検討課題となってい

進んでおらず、顧客情報の有

での情報提供サービスはまだ

が半数近くを占める。スマホ

クラブが好まれるようになっ

れ、できるだけ簡単に扱える

を委託する」

ゴルフアパレルの企画・生産

している。

ルを打つスクランブルゴルフ

ゴルフ場

若年層開拓に苦心する

も提案されており、少しずつ

場の跡地活用で広がる可能性

方は、ショップと喫茶の収入

ッスン収入の比率が高く、地

されるゴルフ練習場

健康生活拠点への改革が期待

利用を取り込み定着させるた

新規顧客として若者や女性の

比率が高い傾向がみられる。

がある」

大都市ほど、スクール・レ

それでは以下より、同書に
の動向を紹介する。
（９ホール）とゴルフ練習場

歳のゴルフ場プレー料金

続けており、２０１４年も前
用が無料になるキャンペーン

（１時間１００球まで）の利

「ゴルフ場の売上げは減少を
年比１・３％減少（別掲の図

するコースはあるが、一部に

加価値で料金を維持しようと

は売上げが堅調である。高付

る。逆に、立地のよいコース

ないと集客できなくなってい

たコースでは、３千円程度で

都市部から１時間半以上離れ

円を切っている。とくに、大

るが、平均すると平日で１万

客単価は、上下の開きはあ

を維持していたが、ついに利

プレー料金を下げて利用者数

予約サイトも、 代のゴルフ

インターネット上のゴルフ場

を促すことが重要であろう。

改善しながら若年層での普及

はまだ限定的だが、しくみを

ないという批判もある。利用

は、騒がしくてマナーを知ら

があるようだ。若者の初心者

は無料にすることへの抵抗感

で増えたが、多くのコースに

ゴルフ練習場約２００カ所ま

は、ゴルフ場約１００コース、

８月から始まった。参加施設

ＡＧＩＣ～』が、２０１４年

『ゴルマジ！ ～ＧＯＬＦ Ｍ

ースが目立つ。

ラー発電基地に転用されるケ

跡地は、大型商業施設かソー

心である。企業系施設の閉鎖

も小規模なインドア施設が中

減少しており、新設はあって

ている。施設数は相変わらず

続いた低迷から回復に向かっ

に回復の兆しがみられ、近年

年後半からは大都市部を中心

減少幅は小さくなっている。

前年比２・３％減少したが、

「ゴルフ練習場の売上げは、

されており、２０１６年のリ

は１９９９年から競技が実施

ゴルフは、国民体育大会で

場となることを期待したい。

える交流の場、地域の憩いの

イフ、ひいては健康生活を支

して、ゴルファーのゴルフラ

約 ㎞の地域密着ビジネスと

ト能力が必要とされる。半径

や言動、そして、マネジメン

なく、接客業としての教え方

ルフの知識と指導技能だけで

なるティーチングプロに、ゴ

めには、インストラクターと

限られる。大手２社は、自社

１施設当たりでは横這い傾向

から、１１２年ぶりに五輪正

オデジャネイロオリンピック
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用者数もマイナスに転じた。

のコースをグレード別に再編

ァー向けクーポン発行や割引

利用者数も落ちているが、

し、マルチブランド戦略を推
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よるゴルフ場、ゴルフ練習場
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活動回数と練習場の回数は増

コース、練習場ともに前年

８％）
る構造のドライバーの普及

ゴルフ用品は再び低迷
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ズムを促進するさまざまな施
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策を展開する方針である。
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第40期ゴルフ用品販売技術者講習会

者講習会受講状況について】

ラーパネルや「はるか」のア

理論等がうまれ、衛星のソー

の研究から「ミウラ折り」の

メカニズムの研究をされ、そ

①受講者数

【第 期ゴルフ用品販売技術

を果たした二木ゴルフ平塚店
・ 名（男性 名、女性４名。

見事、認定試験トップ合格
の本田貴之さんは、

で活躍されてきております。

「絶対に合格しなければと思

フ用品の知識やサービスの向

この講習会を通じて、ゴル

に嬉しく、また光栄に思いま

は思いませんでしたね。素直

した。でもまさかトップだと

合格を知った時はほっとしま

い、講習に臨みました。正直、

・平均年齢： ・４才

・最低年齢： 才

・最高年齢： 才

②受講者の年齢内訳

内非会員２名）

ミウラ折り理論の活用、実用

折りたたみ他各分野において

ーハイ氷結」の缶や、地図の

今回は 名の受講者の参加を
頂いておりますが、最高の参

当協会主催の「第 期ゴル

加者数は平成３年で１４６名

フ用品販売技術者講習会」が、
の日程で、千葉県長生郡にあ
グセンター（旧日本エアロビ
上に繋がる接客技術などを学

活躍されることを期待してい
を受けて新たに得た知識も多

目になりますが、今回の講習

・ 名

④認定試験受験者数

・ 社（ 事業所）

③参加社数

名、 代 名、 代２名

ます。４日間気を抜かずに真
く、大変勉強になりました。

ゴルフ商工会』として発足し、
年後の昭和 年に第１期の

月刊ゴルフダイジェスト誌で

１年に亘り解説を連載してい

「力学の智恵」シリーズで約

・ 名（平均点８５９・３２

⑤認定試験合格者数

よる回転など基本的なメカニ

現象、速度と加速度、摩擦に

クラブとボールの衝突時の

る。

職場に反映させると共に微力

と受講生にエールを送っ
当講習会ではゴルフクラブ

社団法人へ移行しておりま
場作りを目指すためのアイデ

のほかの用品や魅力的な売り

点）

１年に発表された「クラブを

ズムを学習する。また２００

回転の中心方向に引くことに

【第 期ゴルフ用品販売技術
者講習会各講義紹介】

よって加速させる動き」Ｐａ

・ゴルフコンディショニング

ｒａｍｅｔｒｉｃ Ａｃｃｅ

理論 石渡 俊彦（スポーツ

【外部講師】

販売技術者講習会」では、参

宇宙実験衛星（ＳＦＵ）の

・ゴルフ力学 三浦 公亮
加者からのアンケート調査を

太陽電池パネルや電波天文衛

ｌｅｒａｔｉｏｎ（パラメタ

ア、レイアウトを学ぶ「ＶＭ

実施。アンケートや委員、講

の認定者が今あらゆる場所に

ベルアップに繋がる知識とし

ス向上とゴルフ用品産業のレ

目を学び、消費者へのサービ

いく。

み、次回の講習会を企画して

テナなど数多くの人工衛星・

星「はるか」の大型宇宙アン

１９９５年プロテスト合

コンディショニング研究所）

加速）の概念を理解する。

Ｄ講習」
、
「接客技術」
、
「ゴル

師より出た改善点を盛り込

おいて活躍されております。

て役立つものである。

15

また、この委員の中にも２名

で 期を終了し、３７０３名

51

名誉教授）

当講習会につきましては、

フ用品市場動向」など計 科

（東京大学宇宙科学研究所

昭和 年の第１期以降昨年ま

なお、
「第 期ゴルフ用品

た。

と今後の抱負を語ってくれ

と思います」

の活性化に貢献していきたい

ではありますが、ゴルフ業界

37

おります」

の知識はもちろんのこと、そ

す。これがゴルフ用品協会の

40

講習会が催されました。その
人日本ゴルフ用品協会』が設

た。

立され、平成 年４月に一般

６年後の昭和 年に『社団法

21

50
50

29

51

57

25

身近なものに「キリンチュ

クスセンター）にて開催され
んでいってほしいと思いま

化がなされている。昨年から

８月 日（月）～ 日（木）
を数えたこともあります。

今期の受講生は昨年より６

・年齢分布： 代 名、 代

会委員長は、
今後は学んだ知識を活かし、

二木ゴルフに入社して 年

50 11

た。
す。

性４名）だった。
15

剣に取り組んで頂き、皆さん

開講式の冒頭で白石彰講習

46

全員が合格するように祈って

ルフ業界の伝道師』としてご

す。そして講習会を機に、『ゴ

30

46

20 35 24 51
15

50

「当協会は昭和 年に『日本

22

名少ない 名（男性 名、女

ンテナに採用されている。

る日本メディカルトレーニン

40

27

50

40

50

24

歴史であります。

40

22
39

931

株式会社ヴィクトリア

5

富岡

宏之

929

ミズノ株式会社

6

耒住野武士

926

アクシネットジャパンインク

7

大倉

侑樹

920

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

8

小澤

貴範

918

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

9

高石

竜太

915

株式会社ゴルフパートナー

奈木野陽介

915

ブリヂストンスポーツ株式会社

※認定試験受験者 50名（内、女性4名） ※合格者 50名

格。現在はプロゴルファーと

良

惑星の開発設計に関係され、

新倉

10

また、認定者 名と成績上

4

してだけでなく、フィジカル

株式会社二木ゴルフ

トレーナーとして活躍中。男

932

宇宙構造工学の第一人者。宇

松本威知雄

宙に打ち上げる構造物をでき

3

位者 名の一覧表、各講義紹

株式会社二木ゴルフ

介（外部講師のみプロフィー

945

講習会最終日に実施した認

邦充

定試験には受講した全員が合

黒澤

の認定者がいますが、講習会

2

を経て色々な立場で社会の中

株式会社二木ゴルフ

子ツアーにおいて、復活優勝

970

を果たした中島プロのコーチ

貴之

るだけ軽くしながら壊れない

本田

ようにするために、
「壊れる」

1

10
東京都

15

香川県

2

神奈川県

7

群馬県

1

埼玉県

6

茨城県

1

兵庫県

4

石川県

1

大阪府

3

福井県

1

千葉県

2

福岡県

1

北海道

2

長崎県

1

岐阜県

2

沖縄県

1

ついては以下のとおり。

第40期ゴルフ用品販売技術者講習会
・成績優秀者一覧
1000点満点

ル含）
、参加者の受講状況に

50

格。これで認定者は３７５３

人数

名
業
得点

企
名
氏

人数

名となった。

都道府県別受験者数

50 名を認定
新たに

合格者発表！

40
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株式会社二木ゴルフ

金沢店

金

子

芳

博

ナイキファクトリーストア
人

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

長谷川

龍

也

アクシネットジャパンインク

福

原

敏

公

ナイキファクトリーストア
一

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

耒住野

武

士

アクシネットジャパンインク

大

北

貴

洋

ナイキファクトリーストア
崇

裕

田

剛

株式会社二木ゴルフ

中

島

一

成

株式会社ジャパネットたかた
良

株式会社ヴィクトリア

伊

賀

勇

介

株式会社ゴルフショップえざき

木

村

宗

貴

株式会社ゴルフパートナー

西

倉

健

一

株式会社ヴィクトリア
大

CallawayGolf 株式会社

谷

川

勇

人

朝日ゴルフ用品株式会社

星

田

陽

平

株式会社ヒマラヤ

山

影

周

平

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
之

株式会社二木ゴルフ

奈木野

陽

介

ブリヂストンスポーツ株式会社
山

嘉

彦

ブリヂストンスポーツ株式会社

ー企業での勤務を経て㈱矢野

に所属、その後ＩＴベンチャ

ダイワ精工㈱入社後営業部

茂樹（㈱矢野経済研究所）

・ゴルフ用品市場動向 三石

ＥＭＭＹ 代表取締役）

・接客技術 渡辺 満枝（㈱

リリース情報などを学ぶ。

査、裁定の適用範囲と最新の

具を使用する責任、Ｒ＆Ａ審

２０００年に独立。

イジング（ＶＭＤ）に携わり、

たりビジュアルマーチャンダ

・ゴルフクラブの進化 中嶋

益田 直幸（ミズノ㈱）

樹

日本シャフト株式会社

齋

藤

文

哉

株式会社ジャパーナ
ゴルフクラブ事業部

岡

本

信

吾

株式会社ゴルフパートナー

新

倉
輪

崇

ノースランド株式会社

近

藤

典

之

株式会社ゴルフパートナー

良

本

辰

悦

株式会社ヴィクトリア
智

株式会社矢野経済研究所

高

石

竜

太

株式会社ゴルフパートナー

石

井

健

一

株式会社ヴィクトリア

川

元
矢

崎

ゴルフ」を主宰してアマチュ

スタジオｆ」
「けんこう寺子屋

グ研究所代表として「ゴルフ
裕司（
（公財）日本ゴルフ協会）

・ゴルフ用具規則 大久保

内容。
活躍、現在に至る。筑波大学

Ｙを設立、代表取締役として

を主たる事業とする㈱ＥＭＭ

が目的のＶＭＤを学び、またＡ

い」売り場を総合的に作ること

やすく、選びやすく、買いやす

は基礎体力・専門体力・技術

ゴルフスイングと体の関係

ロの育成にも力を入れている。

アゴルファーをはじめ若手プ

Ａ側に日本の現状や問題点を

ード委員会に出席して、Ｒ＆

＆Ａエキップメントスタンダ

して、規則・用具を担当。Ｒ

会（ＪＧＡ）規則担当課長と

公益財団法人日本ゴルフ協

・店頭の活性化 宮木 淳

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

ント）

・ウエア 龍田 剛（㈱デサ

シネットジャパンインク）

・ボール 岡本 好生（アク

・ゴルフクラブの基礎知識

愛樹（日本シャフト㈱）

・ゴルフシャフト 谷津田

（ブリヂストンスポーツ㈱）

・ゴルフ用具 福沢 和彦

【協会内部講師】

の三層のピラミッドに見立て
提言している。ゴルフ用品協

ＩＤＭＡの法則も解説する。

ることができる。体の特性と
会のＲ＆Ａの窓口としてもア

ダイジング協会）

（日本ビジュアルマーチャン

小手先のテクニックではな

スイングの関係を知り、ゴル

非常勤講師も歴任。

フスイングの“機能的で効率
ドバイスを頂く。

㈱ワールド入社後 年にわ

元（㈱フォーティーン）
チャンダイズ協会エリアリー

・ツアープロのクラブサポー

水 俊充（ミズノ㈱）

・クラブフィッティング 清
ダー、上田安子服飾専門学校

現在、日本ビジュアルマー
日本航空で国際線スチュワ

ト 女部田 真弘（ミズノ㈱）

での利用状況）
。

況は以下の通り（９月 日ま

「楽ゴル」についての利用状

Ｖｏｌ．

非常勤講師、武庫川女子大学

市場活性化コーナー

ーデスとして活躍し、その後

規則について、目的、適合用

ゴルフ規則書での用具関連

のよい動き”につなげる、現
場で使えるコンディショニン
グ法を学ぶ。

経済研究所に入社。現在スポ
ーツ事業部部長。以降ゴルフ
業界、スポーツサイクル業界、
釣り業界を中心としたスポー
ツ用品の市場調査に携わって

年 ８ 月 ７ 日（ 金）
、

【実施内容】
①日程

◆「ゴルマジ！ 」の第二期

・平成

・初心者応援プラン約１４０

状況

９月４日（金）の２回で実施。

①「楽ゴルプラン」
②場所

③参加費

・クーポンで３０００円引

②「楽ゴルクーポン」

人数は１０３３名。
・レッスン、昼食、レンタル

き。エントリーは１２７７名

（ＪＡＳＰＯ）など２団体の

日本スポーツ用品工業協会

会の専務理事。他に（一社）

４７４、練習場７０４３）

数）：７５１７件（ゴルフ場

施設利用回数（クーポン発行

登録数：８８７９名

まった。

キャンセルで３名の参加に留

加申込みがあったが、直前の

・８月７日（金）：５名の参

【結果】

コミで２０００円。

行。８、９月の利用は、 件。

・お得な練習場クーポン発

③「楽ゴル練習場クーポン」

９月実績）
。

ある①消費者の適切な商品選

とＪＧＧＡ活性化委員会が共

リクルートライフスタイル

名の参加に留まった。

怪我、２名は当日に来ず、５

加申込みがあったが、１名が

・９月４日（金）：８名の参

用は、 件。

コースへ配備。８、９月の利

・提供メーカーは、４社。

ブ」

④「楽ゴル無料レンタルクラ
択の目安として表示しなけれ

同で『ゴルマジ！ 』会員を

◆「楽ゴル」の状況

ゴルフ場にデビューさせる企
画を開催した。

②「特定表示基準」
、③して
はならない「不当表示」など

ばならない「必要表示事項」
、

公正競争規約のポイントで

専務理事も兼務。

◆「手ぶらでゴルフ場デビュ

17

ーイベント」開催報告

で、利用者は１２２名（８、

クラブ、お土産品など、全部

（千葉県我孫子市）
。

６倍の賛同施設を集め、順調

練習場：２８６

な滑り出しとなった。

合計：４４２

した直近の市場動向分析を学

・公正競争規約 宮地 弘孝

ぶ。ゴルフ用品市場における
さゆり

（スポーツ用品公正取引協議

コースがプランを提供。予約
尋

【会員数】

・東我孫子カントリークラブ

八

スポーツ用品公正取引協議

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

会 専務理事）

ゴルフ場：１５６

「ゴルマジ！ 」
は、昨対１・

19
【賛同施設数】（９月 日現在）

17

いる。
小売店実売動向調査（ＹＰ

30

課題と今後の方向性について

27

も言及がある。

Ｓゴルフデータ）をベースと

20

20

形

九州販売課
香

ミズノ株式会社
涼

ゴルフ三田店

本

田無店

純

非常勤講師としてＶＭＤの啓

CallawayGolf 株式会社
利

充
嶋

蒙に務めている。

作

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

榊

切
中
峻

国際科学技術博覧会にて博覧

健

夫

東

貴

堀
宏

野

尚
田

11

威知雄

荻

93

本
範

会協会のコンパニオン教育、

井

49

松
貴
澤

20

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
澤

について、日常接している身

油

藤

ナイキファクトリーストア
小

販売第3部
株式会社髙島屋 新宿店
ゴルフ用品売場
株式会社ゴルフ・ドゥ
直営本部 深谷店
株式会社ゴルフ・ドゥ
大宮丸ヶ崎店

平塚店

輝

株式会社フォーティーン

近な問題を具体的に取り上

株式会社ゴルフショップえざき

貴

好
稀
大
間

として高く評価され２００４

平

田

田
宏
本

年レッスン・オブ・ザ・イヤ

庸

本

原
岡

株式会社二木ゴルフ

展示によるアピールは店頭販

本

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

之
富
充

つくば学園店
邦

売では不可欠。講義では「見

宮

司

ブリヂストンスポーツ株式会社
澤

運営管理を担当。人材の教育・

法

雄

司
黒

派遣・企業コンサルティング

轉

里

紘

株式会社ダンロップスポーツマーケティング

げ、わかりやすく解説する。

藤倉ゴム工業株式会社

宮

橋
敏

実務の中で直面する具体的な

章太郎

島

高

ミズノ株式会社
ゴルフ東日本営業部販売2課
丁

スポーツコンディショニン

田

福

ミズノ株式会社

大阪販売2課

ーを受賞。

武

原

寛
武
川
吉

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
樹
侑
倉
大

株式会社高島屋
緒
文
田
庄

名
業
企
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氏
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業
企
名
氏
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業
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合格者一覧（順不同）

部門別売れ筋ランキング 

７月１日〜７月 日

ODYSSEY VERSA
SERIES

キャロウェイ
XXIO PREMIUM（2012） 3ピース

ダンロップスポーツ

3

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2014）
4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

ダンロップスポーツ

4

CADENCE TR SERIES

ピン

5

TOURSTAGE V10
LIMITED（2014）

5

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

キャロウェイ

2

PRO V1 SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

3

3ピース /
4ピース

ブリヂストンスポーツ

フォーティーン

メーカー名

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）

2
ブリヂストンスポーツ

「当期もゴルフクラブを中心に厳しい市場環境でした。

アクシネット
2ピース

小売店取材では『ゼクシオ８』シリーズのマークダウ

キャロウェイ
1

ン販売に対する話題がチラホラと出始めるようにな

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
2

GLOIRE F

チタン

テーラーメイド

2

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
3

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

3

915H SERIES

アクシネット
4

915D2

チタン

アクシネット

4

SLDR S RESCUE

テーラーメイド
5

SLDR S

チタン

テーラーメイド

5

915F SERIES

アクシネット
メーカー名

順位

WEDGE BEST５

メーカー名
ダンロップスポーツ

1

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ
MACK DADDY2
WEDGE SERIES

キャロウェイ

XXIO8

2

SLDR IRONS（N.S.PRO） スチール

テーラーメイド

2
3

SRIXON Z545
（N.S.PRO）

スチール

ダンロップスポーツ

3
4

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

C030 SERIES
5

XR（N.S.PRO）

スチール

キャロウェイ

5

VOKEY DESIGN COLD
アクシネット
FORGED WEDGE（2015）

カーボン

PUTTER BEST５

りましたが、その『ゼクシオ８』シリーズが未だベス

1

1

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

ドライバー１位＝ XXIO8

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、

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

＝矢野経済研究所＝

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

31

1

ODYSSEY WORKS
SERIES
TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

トセラートップを維持している点は率直に“スゴイ”

ダンロップスポーツ

シャフト

順位
メーカー名
構造
BALL BEST５
順位

と思います。しかしその一方でゼクシオの“有力対抗

チタン

IRON BEST５

アクシネット

馬”が存在しないが故に市場が厳しいのだということ

XXIO8

を物語っているようにも思います」

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

3ピース

第395号（毎月１日発行）
（ 5 ）平成27年10月１日発行

シリーズ

リアルマーケットレビュー ２

月に発表した「ゴルフ市場再

経営戦略委員会が）今年の２

にはＰＧＡの諮問機関である

ところで、ＰＧＡが（正式

の方もいらっしゃるのではな

をやる」ということをご存知

ＧＡとヤノケイが組んで何か

表されておりますので、
「Ｐ

ＰＧＡの定例記者会見でも発

については、同日開催された

た」ということです。この点

当社が参画することが決定し

行に向けたプロジェクトに、

た市場再活性化プログラム実

単に言うと「ＰＧＡが策定し

になってしまいましたが、簡

のっけから回りくどい表現

承認されました。

経済研究所）との業務提携が

の実行に向けた、当社（矢野

載されている各種プログラム

略委員会が２０１５年２月に

会を中心に編成された経営戦

Ａ）の理事会において、同協

本プロゴルフ協会（以下ＰＧ

去る９月７日、
（公社）日

の潜在需要は確実に存在する

フ産業を再活性化させるだけ

よれば、我が国においてゴル

③様々な調査、統計データに

行していかなければならない。

活性化に向けた「改革」を断

全体が共通の目標の下に市場

策を講じるのではなく、産業

個々のレベルでの業界活性化

フ産業はこれまでのような

実のものとならぬよう、ゴル

②そのような悲観的予測が現

縮小を余儀なくされる）
。

業としてのゴルフ」は大幅な

ルフ」は残るだろうが、
「産

めて高い（
「文化としてのゴ

受けることになる可能性が極

い将来、壊滅的なダメージを

けば、日本のゴルフ産業は近

①現在のような業界環境が続

下の３点に集約されます。

を極めて簡潔にまとめると以

も閲覧可能ですが、その内容

）
、現在
pdf/proposal.pdf
でも開示されているので誰で

握されている方は少ないよう

て、その内容までを詳細に把

膨大なものということもあっ

勿論、具体的改革実行に向

もありません。

Ａではなく、ましてや当社で

が、改革を実行するのはＰＧ

った質問が寄せられています

の改革を実行するの？」とい

革を実行するの？」
「誰があ

Ａとヤノケイがどうやって改

以降、私のところにも「ＰＧ

思います。ＰＧＡの記者発表

を持つことなのではないかと

提案書に対する「当事者意識」

は、業界関係者一人一人が本

そして何よりも重要なの

ます。

味があるのではないかと考え

提示されたことには大きな意

つの「道標」
、
「モノサシ」が

ていく必要がありますが、一

数値を現実的なものに修正し

づく「理論値」で、こうした

値目標は各種統計データに基

言うまでもなく上述した数

のサイト内において
（ https:// 策を「肉付け」していくとい
www.pga.or.jp/blshare/ うことは行われてこなかった
のではないかと思います。

に思います。提案書はＰＧＡ

けたプログラムの立案や実行

その実現に向けて具体的な対

で具体的な数値目標を掲げ、

いますが、中・長期的な視点

な市場活性化策が議論されて

ＰＧＡ戦略会議が提唱する市場再活性化への提案

活性化に向けた新たな提案」

いかと思います。

化に向けた新たな提案」に記

発表した「ゴルフ市場再活性

というタイトルの提案書の存

支援は行いますが、あくまで

「知名度」は決して高くない

たのですが、残念ながらその

たような問い掛けを行ってき

のをご存知ですか？」といっ

ういった提案書が発表された

とに業界関係者に対し、
「こ

私は２月以降、ことあるご

市場規模を２兆円に」といっ

１２００万人、総ゴルフ産業

０２４年にはゴルファー数を

ている点です。
具体的には、「２

標（ロードマップ）
」が示され

化に向けた「具体的な数値目

は、上述したような市場活性

中で私が画期的だと感じたの

集約されますが、本提案書の

大雑把にいうとこの３点に

います。

割なのではないかと理解して

するのも我々に与えられた役

す。その「ギャップ」を解消

ているのではないかと思いま

そうした「ギャップ」が生じ

の認知不足、理解不足もあり、

現時点では提案書そのもの

界関係者一人一人なのです。

めたゴルフ産業に従事する業

実行するのは、用品市場を含

も市場活性化に向けた改革を

（市場を伸ばせる余地はあ

もちろん中には「発表され

た数値目標が示されていま

る）
。

在をご存知の方はどのくらい

たこと自体は知っている」とい

（矢野経済研究所 三石茂樹）

いらっしゃるでしょうか。

った方もいますが、提案書そ

す。これまで業界内では様々

のが実情です。

のものが１１４ページにわたる

協会関連事項
ジャパンゴルフフェア２０１６

年９月

日（ 木）
、

第６回実行委員会
平成

住所：〒１０４ ―００６１

代表者：福田 裕規

東京都中央区銀座１ ―９ ―７

４回ゴルフ共同物流協議会」

陽栄銀座第２ビル１Ｆ

を開催した。
報告

議題 ―１、データ分析結果の

ＴＥＬ：

―３５３８ ―３５

①共同配送システム構図説明

催）
」の開催報告について

ルゴルフ大会（西日本支部主

④「第一回ペア・スクランブ

フェア２０１６」について

議題 ―１、
「ジャパンゴルフ

開催した。

ンルームＡにて標記委員会を

④共同化による省エネ効果

③現状と共同化後の配送ルー

リスト）

設定（県別・業態分類・拠点

②共同配送先 第一次候補先

●㈱芦屋ゴルフ
（西日本支部）

製品以外の記念品

―３５１２

１１、ＦＡＸ：

㈱大広内のプレゼンテーショ
ゴルフインダストリーカッ

議題 ―２、
「ゴルフ市場活性

議題 ―２、運送会社との交渉

代表者：髙井 大輔

協会事務局内にて標記委員会
①「ゴルフ川柳・選手権」に

ＵＲＬ： http://miyamoto-

shoko.com
業態区分：製造（用品部会）

ＴＥＬ：０７９７ ―

兵庫県芦屋市東山町２ ―７

取扱商品：銀製品一般及び銀

①運送条件の設定（交渉結果

社限定）

―３５３８

プ」の開催報告を掲載予定。

化その他の動きについて」
ついて

住所：〒６５９ ―００９１
に基づく）

番ホール」：粟津英文

理事が担当。
・ＧＭＡＣ提案の内容報告。
② 周年来場者プレゼントに

成り行きについて

ッヂ」となり、１万個を制作

・コースを多数保有するチェ

について

③「ゴルフ場自慢のお土産市」

予定。

（サービスレベル等）

・運用に当たっての諸事情

・集荷、配送エリアについて

ズ・重量・個口数）

・運送単価、条件設定（サイ

Ｅメール：

―６８３８

０７、ＦＡＸ：０７９７ ―

議題 ―４、今後の方向性につ

取扱商品：Ｅｄｅｌ ｇｏｌｆ

年９月

定について

・動画を積極的に取り入れた

いて

takai@ASHIYAGOLF.

・アンダーハンディ部門は７

魅力あるコンテンツの発信な

●キャスコ㈱（東京本社／東

【住所変更】

変更事項

時 分、スクラッチ部門は８

平成 年 月７日（水）

議題 ―５、次回協議会の日程
⑤小委員会からの報告

議題 ―２、当日の役割分担に

時 分で決定。
ついて

新住所：〒１４１ ―００２２

日本支部）
●㈱クアトロ（東日本支部）

新入会
といったセミナー全体を通し

―６藤和東五反田ビル４Ｆ

東京都品川区東五反田１ ―７

・
「目からウロコシリーズ」

ジュールについて

代表者：寺田 稔

―５７９３ ―３４

住所：〒１３０ ―００１２

１１
ＦＡＸ：

―５７９３ ―３４

―８７７５

１２
コマ数ともに微増傾向にある

―５６３７

ＴＥＬ：

たネームを付けて、コンテン

ナノビル２Ｆ

―

ツ調整を進めている。
部門の表彰。 時 分より、

①出展申込状況と追加営業対

８８、ＦＡＸ：

ＴＥＬ：

東京都墨田区太平４ ―
策の必要性について

アンダーハンディ部門の表

・昨年対比では現状、社数・
ものの、前回以上の出展コマ

コースへ集合。６時 分より

【担当者変更】

【代表者変更】
確認について

受付開始。

22

年 ９ 月 ２ 日（ 水）
、
ＡＰ東京八重洲通りにて「第

平成

流通委員会

平成 年 月 日（木）

フウェア、バッグ、小物

穂刈 拓行）

・新担当者：江崎 隆夫（旧：

●㈱ヒマラヤ
（中部日本支部）
●㈱宮本商行（東日本支部）

イテッド）
」
。レディースゴル

●㈱ゴルフ・ドゥ（東日本支

部）

が報告され、実行委員は可能

「狭山ゴルフ・クラブ」
へ集合。

ーさせる企画について

議題 ―５、ローカルルール、

inc.wix.com/quattro
業態区分：卸（卸売部会、ウ

会員数：７５２４名

ナー」を掲載。

・
「手ぶらでゴルフ場デビュ

提出用スコアカード、備品な

ェア部会）

報告記事を掲載。

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

ーイベント」の集客・運営の

してほしいとの話があった。

な限り出展営業について協力

タ」
、
「リアルマーケットレビ

対応や収支報告が行われた。

議題 ―２、次回委員会の日程

事前の準備を行う。

ュー２」を掲載

議題 ―６、次回委員会の日程

・新担当者：佐久間 功（旧：

・ 月 日（月）５時 分に

数を確保する必要があること

・ 月 日（日） 時 分に

彰。 時より、男子スクラッ
チ部門の表彰。

―５６３７ ―８６

議題 ―４、運営マニュアルの

【審議事項】

・ 時より、女子スクラッチ

議題 ―３、パーティーのスケ

た。

ど様々な新しい提案があっ

平成

―０７

ーンゴルフ場へ向け、ＰＲブ

com
業態区分：卸（卸売部会、小

第４回インダストリー

ースとして活用いただく企画

売部会、輸入品部会）

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

協会事務局内にて標記委員会

・伝票、受付窓口、追跡シス

４面上段：「ゴルフ業界最新
ュー２」を掲載予定。
を開催した。

テム等への対応

日（ 月）
、

』

カップ委員会

６面：協会関連事項を掲載。

として提案を進めている。

第６回
年９月

ＪＧＧＡ活性化委員会
平成
を開催した。

【賛同施設数】
ゴルフ場：１５６

日（ 月）
、

を掲載。
議題 ―４、その他

④フェイスブックについて

タ」
、
「リアルマーケットレビ

４面下段：「手ぶらでゴルフ
議題 ―１、ティータイムの設

開催報告を掲載。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ
ュー２」を掲載。

議題 ―１、
『ゴ ルマジ！

協会事務局内にて標記委員会

載。

６面：協会関連事項等を掲
議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
①２期目の募集・利用状況
（８

について

１～２面：「２０１５年度版
月 日現在）

月号の編集について

レジャー白書（日本生産性本
部）
」を掲載。
番ホール」：石田純哉
練習場：２８５

●
「

理事が担当。

合計：４４１施設

62

31

若井 秀樹）

利用回数：５５５１回

【会員情報】

３～４面上段：「第 期ゴル

10

ＮＩＴＥＤ（クアルト ユナ

②初心者をゴルフ場にデビュ

フ用品販売技術者講習会」の

10

取扱商品：「Ｃｕａｒｔｏ Ｕ

４面下段：「市場活性化コー

６面：協会関連事項を掲載。

どの確認について
』利用者の声の拡散につい

10

50

30

平成 年 月中旬を予定

27

10

③ＳＮＳでの『ゴルマジ！

月号の編集について

て

03

03

24

20

27

03

Ｅメール：
●㈱ヤトゴルフ
（西日本支部）
terad@quattro・新代表：谷戸 利行（旧：
inc.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://quattro- 谷戸 司）
45

28

14

14 46

10

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
１～２面：「第５回ジャパン

11

27

19

27

20

03

15

27

14
30

16

21

27
18

40

15

27

情報」
、「市場活性化コーナー」

場デビューイベント」
、
「第一
平成 年 月 日（水）

議題 ―５、次回委員会の日程

お知らせ」を掲載予定。

平成 年 月中旬を予定

●
「

３面：「２０１６年春夏コレ
・
「楽ゴル」の７、８月の利

議題 ―３、運送条件報告

日（ 金）
、

クションの展示受注会」の報
用状況についての報告があっ
ついて

年８月

を開催した。
告記事を掲載。

・プレゼント商品は「ピンバ

平成

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
４面：「フィランスロピー障
た。

トの比較（関東地区１都６県

９月号について

議題 ―３、次回委員会の日程

03

フフェア２０１７会場変更の

24

【報告事項】

１～３面：「２０１５年版ゴ
害者ゴルフ大会」
、
「市場活性

広報委員会

17

化コーナー」
、
「ジャパンゴル

03

27

ルフ産業白書（矢野経済研究
番ホール」：山元久子

所）
」を掲載。
●
「

50

19

回ペア・スクランブルゴルフ

11

28

大会（西日本支部主催）
」の

27

27

理事が担当。

19
19

16

10

10
11
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