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は、現代人（特に中高年）の

化、余暇の過ごし方の多様化

ロオリンピックで、ゴルフが正式

いよいよ今年のリオデジャネイ

現代のライフスタイルの変

したゴルフの訴求」です。

具体的な方策として、ひと

慢性的な運動不足に繋がって

ていく必要があります。

の休眠ゴルファーを活性化し

つは「企業でのゴルフ活性化」

おります。健康を気遣う世代

節目の年を、新たな可能性へのきっかけに。

です。

に対し、楽しみながら健康増

オリンピックイヤー、
結束を深め発展に繋げよう

現代は、メールや携帯電話

進を図ることが出来るゴルフ

かけに、ここ数年減少していたゴ

ルフ人口が増えることを期待して

ュニケーションの機会が減少

ると考えます。

を促していくことが必要であ

ことで休眠ゴルファーの再開

を怠ってはいけないが、幸いなこ

界関係者として市場活性化の努力

副会長 別府幹弘
ように複合的な要因による負

などの普及で利便性が向上す

を積極的にアピールしていく

しております。ゴルフは老若

最後になりますが、今年は

馬場宏之

に幕を閉じました。特筆すべ
のスパイラルを打開するには、

る一方で、
顔と顔を合わせた
（ｆ

オリンピックはまさに最良

男女誰もが一緒に楽しむこと

ゴルフ界には追い風となると

長

きは一般来場者の人数で、過

もっと大きな出来事をきっか

ａｃｅ ｔｏ ｆａｃｅの）コミ

の出来事で、スポーツとして

のできるスポーツであり、企

思われるリオオリンピックが

会

去最高であった２０１３年の
と言われています。

けとするのが最もふさわしい

競技として復活する。これをきっ

上回る３万９１０９人に上り

３万６３４８人を２７６１人

のゴルフが広く再認識される

業内コミュニケーション活性化

開催されます。この機会をフ

にとってゴルフフェアが情報収

けたのは、ゴルファーの多くが

も弊社が高反発クラブを供給し続

が実にいい。ＳＬＥルール施行後

けてきた高反発クラブの売れ行き

とに、弊社が長年開発・販売を続

もちろん期待するだけでなく業

このタイミングにゴルフ人口の

策のひとつとして有効なツー

ル活用しゴルフ界の将来を明

やまない。

今年の夏、リオオリンピッ

Ｖ字回復を目指さなくてはい

ルと成り得る可能性を秘めて

ました。これは来場者全体の

クで１１２年ぶりにゴルフが

けません。そのために必要な

います。そこに着眼しそれら

新年明けましておめでとう

集の場として認知されている
正式競技として開催されます。

意志なのではないでしょうか。

のが、
「変革を恐れない」強い

７割にあたり、一般ユーザー

会員の皆様におかれまして
ことを物語っています。ＪＧ
選手予想等がメディアに取り

新年あけましておめでとう

は、新たな気持ちで新年をお
ＧＡ大試打会やインダストリ

上げられていますが、これか

望んでおり、その声に応えるのが

「やはり高反発で飛ばしたい」と

ございます。

迎えのことと心よりお喜び申
といった恒例イベントも継続

ーカップ、販売技術者講習会

るいものにしていきましょう。

昨年は円安・株高により企

ございます。

し上げます。

をサポートしていく体制を目

本年もご指導、ご支援をお

催するジャパンゴルフフェア

また今年は、用品協会が主

をチャンスと捉え、新しい会

には不安もありますが、変化

住み慣れた場所を離れること

ていただきます。

米山 勉

今こそ改革、 チャンスのとき

東日本支部長

ネイロオリンピックでは、ゴル

はレジャーとして、それこそロー

間がどれほどいるだろうか。多く

して厳格にゴルフをやっている人

し全ゴルファーの中で「競技」と

いては遵守すべきであろう。しか

ＳＬＥルールは競技ゴルフにお

らであり、素直に喜んでいる。

弊社の姿勢が顧客に支持されたか

る。販売数の順調な増加はまさに

メーカーの責務と信じたからであ

指すことが必要であると考え

共同企画「手ぶらでゴルフ場

が、第 回を迎えます。オリ

場のメリットを最大限に活用

第 回の節目を迎えた後、
ジャパンゴルフフェアは会場を

ます。

光客による市場効果も拡大し
デビューイベント」などを実

ンピックという華やかな舞台

した斬新な企画を構築してい

ら更に、オリンピック競技と
してゴルフへの注目は高まって

横浜のパシフィコに移します。

して推進したほか、流通委員
会によるメーカー共同物流の

いくのでしょう。

ています。我々のゴルフ業界
施いたしました。これらの成

でゴルフが再開される年に半

く決意です。

業収益改善の動きが継続し、
景気は緩やかな回復基調を維
研究・調査や、活性化委員会

に目を転じると、ゴルフ場入

果は各委員会、各支部の皆様

世紀の節目を迎えることに、

願いし、新年のご挨拶とさせ

持しました。個人消費も持ち
による「ゴルマジ！ 」との

場者数はほぼ前年並みとなり

がＰＤＣＡを回しながら進め

楳本富男

かれましては、新たな希望を

ございます。会員の皆様にお

新年明けましておめでとう

かけをしていく必要があるも

ーを増やしていくような働き

期的には若者・女性ゴルファ

フ業界活性化のためには、中

それを踏まえ、今後のゴル
した。

もうひとつは、
「健康を軸と

直しの兆しが見られ、訪日観

ましたが、物販については一昨

副会長

ゴルフ界の更なる健全な発展

持って新年を迎えられたこと



カタナゴルフ 梅田光人

ることができると思うからだ。

には新たなゴルフファンを醸成す

ざかっている層を呼び戻し、さら

フをかじったことがあるが現在遠

啓蒙していくことで、かつてゴル

新たなゴルフの楽しみ方を提案・

クなクラブ」を市場に送り出し、

クラブ」
「簡単なクラブ」
「ユニー

ルファーが喜んでくれる「面白い

てより多くのメーカーが、一般ゴ

を、とても歓迎している。こうし

ブを作るところが現れ始めたこと

最近、弊社の他にも高反発クラ

ジャーとして楽しむゴルフ」を業

技では使用ＯＫとすることで「レ

ゴルフでは使用禁止、一般の非競

属バットと同様に考えたい。競技

決めのもと、和気藹々と楽しんで

カルルールや仲間との内々の取り

フが正式種目に復活しました。
何か運命めいたものを感じ、

新時代のゴルフ開拓に向け

ていただいた結果であり、改

競技として注目度が上がるこ

年の消費税導入による需要低

て、何卒皆様のお力を賜りた
身の引き締まる思いです。

いるのではないか。それもまたゴ

めて皆様のご理解とご協力に

とは間違いなく、愛好者増加

迷の反動もあり、前年を上回

改めて申すまでもなく、日

く、お願い申し上げます。

感謝します。

ルフというスポーツの懐の深さで

本のゴルフ界の状況は決して

にも好影響がみられることで

オリンピックイヤーとなる

最後になりましたが、会員

フ市場活性化の動きも、２年

高反発クラブを野球における金

あり、素晴らしさだと私は思う。

良好とは言えず、用品業界と

しょう。世界的に政情不安が
本年、ゴルフが１１２年ぶり

し、ご挨拶といたします。

の皆様の益々のご活躍を祈念

目に入った「ゴルマジ！ 」

しても厳しさの中での模索が

続いており、経済への影響も
に正式競技として行われるこ

続いています。しかし、この

新年あけましておめでとう

や新たな若年層向け施策の
「楽

とは非常に大きなトピックで

懸念されておりますが、その

ゴル」がスタート。男子ツア

す。従来ゴルフに接点のなか

ございます。会員の皆様にお

ーでも引き続き複数の新規ト

った人たち、とりわけ若い層

中でゴルフ業界の世界的な動

ーナメントが開催されるなど、

の方たちにもゴルフという競

に貢献していきたいと思いま

と存じます。
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剰と過当競争から脱却し、正

かれましては、ゴルフ界の飛

活性化に向けた確かな足取り

技に触れてもらい、その魅力

く円安・株高により日本企業
全体においては緩やかな回復

す。今年もよろしくご指導、

本年開催されるリオデジャ

きとしては、この飛躍のきっ

が感じられる一年でありまし

を感じていただけるチャンス

躍のきっかけとなる新年を、

た。会員の皆様におかれまし

です。我々業界としてはこの

傾向にはあったものの、ゴル
フ業界については、ほぼ横ば
いで推移しており先行き不透

ご支援をお願いし、新年のご

明な状況が続いております。

昨年のゴルフフェアは過去

40

ただき、ありがとうございま

２番目の来場客数（５万４０

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山2-18-4
代表取締役社長 白石 直城
取 締 役 会 長 白石
彰

本気で取り組もう、ゴルファー創り

ても、各委員会
（ゴルフフェア、

機会を積極的に活用し、活性

界を挙げて応援し、発展させてい

講習会、広報、ジュニア、ゴ

化につなげていく必要があり

かけを逃すことなく、メーカ

ルフ市場活性化、製造渉外、

ます。本年も引き続き協会内

期待をもってお迎えになられ

流通等）や各支部（東日本、

の結束を深め、またゴルフ関

けるのではないか。

中部日本、西日本）を通じて

連 団体との連携を強化して

ー、小売りを問わず、供給過

協会活動に引き続き尽力をい

たことでしょう。

る水準で推移しました。ゴル

50

のの、短期的には 代・ 代

株式会社ウイング
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昨年は、２０１４年から続

ゴルフ用品関連のOEM専門メーカー

20

挨拶とさせていただきます。

旧年中はご愛顧を賜り
厚く御礼申し上げます
本年も倍旧のお引き立ての程
よろしくお願い申し上げます

20

８１人）を迎え、盛況のうち
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て高いことが確認されていま

他のスポーツに比べて頭抜け
す。ゴルフにとって新たなオ

世代から始めた生涯継続率が、

当協会においても、女性や
リンピックイヤーとなる２０

所で見られ始めました。
初級者層を積極的に取り込む
１６年は、改めて業界内にい

常化を図ろうとする動きが随

施策が実施されております。
る我々が団結し、強く情報発

ペアスクランブルゴルフの開催
や、インダストリーカップの

今年で２回目となる「日本
で、フェイスブックで参加を

「パラパラと空席が目立つの

果、 の高校で７５０時間、

育での採用を働き掛けた結

しましょう」

入れはこれをシフトして対応

業界５氏の手弁当でビジネスフォーラム開催
ＰＧＡ倉本会長が大学ゴルフ授業を積極支援
ゴルフビジネスフォーラム」
めて都内ホールで行われた。

様々な意見を交換することが

呼び掛けてください。昨年は
専務理事）
―。

むようになりました」
（野村

１万５００人がゴルフを楽し

いた本間ゴルフの西谷浩司社

ついては聴衆として参加して

と快諾した。ただし、③に

が 月、３３７名の聴衆を集
目的でしたが、今年は今やれ

信し、ジュニア層を中心に普
及活動により一層尽力するた
ることをしっかりやろう、テ

各社への積極的な呼びかけは、
参加者増大に貢献しました。
午後１時から５時間の長丁
統一テーマは「潜在ゴルファ
に絞って検討します」

ーマを潜在需要の掘り起こし

では武蔵野美大の北徹朗准教

が進行したセッション４。ここ

「ゴルフメーカーは近年、在

するハメになり、

長が、いきなりの指名で回答

場。４部構成で登壇者は 名。
ーを掘り起こそう！～７２０

ゴルフ授業を採用しているのは

４年制大学７８２校のうち、

表）が「教壇」に立ち、国内

授（大学ゴルフ授業研究会代

ん。検討します」

のは簡単な話ではありませ

ックしておらず、大学へ回す

庫軽減で余分なクラブをスト

ます。ゴルフのさらなる普及・

セッション２は石坂社長の

た。主に練習場が主体ではあ

司会で、需要創出の実例を紹

各セッションを発起人が仕

ー白書」が発表したゴルフ人

切る形で進行した。

口激減の局面に立ち、浮揚策

万人ショックを乗り越えて

申し上げ、新年のご挨拶とさ

～」というもので、
「レジャ

せていただきます。

この返答に倉本会長が噛み

氏（ゴルフダイジェスト・オ

を討論する狙いだった。

ブプロジェクト３万人突破」

員）
、
「はじめてのゴルフクラ

フスタイル加藤史子主席研究

した事例など、多くの苦境を

が古くシャフト破損でケガを

ース体験ができない、③道具

教員のゴルフ知識が希薄、②コ

で両者の齟齬を指摘するのは

打ち合わせのないやり取り

たい」

には積極的に協力してもらい

フ界の人間だから、メーカー

す。困っているのは我々ゴル

約５８０校、毎年 万人の学

ンライン石坂信也社長、ゴル

訴えた。これに対して日本プロ

介。
「じゃらんゴルフのゴル

ゴルフにおいては、ジュニア

フダイジェスト社木村玄一社

プロジェクト」
（静岡県ゴル

（石田社長）
、
「スクールゴルフ

ゴルフ協会の倉本昌弘会長は、

付いた。

長、ジュピターゴルフネット

フ場協会野村茂継専務理事）
、

「大学は困っていないんで

関連団体との協力、連携こそ活性化に！

ワーク石井政士社長、ＡＬＢ

「プラスゴルフプロジェクト」

酷な話だが、今回のフォーラ

紹介した。その反面、①指導

子高齢化、個人消費の伸び悩
Ａ社島崎陽社長）にゴルフパ

「教員向けの指導書をＰＧＡ

生がゴルフに触れていることを

みなど依然厳しいものがあり

ートナーの石田純哉社長を加

嗣部長）が実績を話した。

（ダンロップスポーツ平野敦

グ、くい打ちデータ改ざんな

二第三の矢が放たれ、飛躍の

らせるのではなく、これから第

も一時的なイベントとして終わ

毛晴恵広報部長も、

れる。

ば「手弁当５氏」の労も報わ

た。具体的な活動につながれ
「初心者向けの体験プレーを

アコーディア・ゴルフの丸
場来場者４００万人を目指す

「２０２０年に県内のゴルフ
べく、静岡をゴルフ特区にし

発起人はゴルフメディア４

ますが、今年の干支である丙

えた５名。各氏がコスト負担

彰

申は実が固まり、新しい形に

する形で「入場無料」のイベ

西日本支部長 白石

生まれ変わる年だとされてい

各団体による将来を見据えた

ど、コンプライアンスにかか

年となるよう関係各位と協力

ムでは危機感の共有が図られ

ます。そして１１２年ぶりに

ントを実現した。

新年明けましておめでとう

企画・実行を中心的な役割

デジャネイロ五輪で復活しま

で担ったのが島崎社長。同氏

す。日本代表選手が活躍しゴ

（記事提供：ゴルフ用品界社）

心身新たな気持ちで新年を

ございます。

行っているので、学生の受け

は冒頭の挨拶で、

たい。県教育委員会に学校体

ルフが大いに盛り上がること
を期待しています。

迎えられたことと心よりお喜
び申し上げます。
ともに韓国選手が手にしまし

次々と計画、実行されてきて

初 心者 向けの新しい試みが

市場活性化活動においては、

た。日本選手の奮起を期待し

わる問題が多く報道されまし

推進して参りたいと思います。

20

GBF を開催したメンバー。
左から島崎、木村、石田、石坂、石井氏の発起人５名。

昨年のゴルフ賞金王は男女

たいものです。また、免震ゴ

た。いずれもルールを自分に

本年が皆様にとって良い年

でも多くの人に伝えるために

都合の良い方へ解釈した考え

となりますよう祈念いたしま

います。ゴルフの楽しさを一人

方でゴルフ競技では失格処分

すとともに、ご指導ご支援の

ム不正、排ガスデータ改ざん、

に該当する行為です。ルール

程よろしくお願い申し上げま

海外スポーツ選手のドーピン

を順守する大切さを痛感した

す。

一年でもありました。
業界を取り巻く環境は、少

で制作します」

ゴルフが正式種目としてリオ

マジ！ 」
（リクルートライ

10

果がみられております。

発展に向けて今後もご指導、

ェアもいよいよ 周年を迎え

盛り上がったのは島崎社長

えましょう。ジャパンゴルフフ

」では、

めの契機、チャンスの年と言

した「 ゴルマジ！

また若年層の新規参入を目指

56

ど、これらの施策に一定の成

ご協力を賜りますようお願い

その対象を 歳まで広げまし

12

11

規利用者が１万名を超えるな

50

20

るものの、昨年は若年層の新

19

て同時にロフト角も測定でき

も考慮し、ライ角測定状態に

てしまうという不合理性など

測定時のライ角自体が変化し

を変化させることでロフト角

イ角測定状態からヘッド姿勢

のずれが生じやすいこと、ラ

との基準統一も図れ、ヘッド

の趣旨に沿って、ライ角測定

性値を比較する今回の標準化

より簡便かつ正確にヘッド特

ト角度を表すものではなく、

えども、実際の打球時のロフ

となるが、リアルロフトとい

アルロフトからの基準の変更

は、これまで推奨してきたリ

定義することを推奨する。

れた数値を「フェース角」と

定める測定方法をもって得ら

ＪＧＧＡとしては、下記に

△。

同じヘッド姿勢にて測定する
るという簡便さ、比較のしや

特性としての角度を合理的に

るガイドライン

・
「フェース角測定」に関す

するガイドライン

い）を基準とする（図２）
。

上下の中心は特に定義しな

ヒールの中心（平面のため、

は、最長スコアラインのトウ

スが平面なヘッドにおいて

ただし、アイアン等のフェー

た、
「フェース中心」の決定

る点にもメリットがある。ま

らたな測定機導入が不要とな

使用可能であり、簡便かつあ

在普及している角度測定器が

この測定方法であれば、現

性を表すものとして推奨して

して、より打球時のロフト特

あるが、これまでＪＧＧＡと

ト角として標準化するもので

「オリジナルロフト」をロフ

クラブについては、いわゆる

ロフト角についても差異があ

とは異なると思われるため、

角基準自体がルール上の基準

ッド系クラブについてはライ

イ角の項で述べたように、ウ

の利便性は下記を参照。※ラ

この基準におけるユーザー

る。

ト角に規定）に接する水平線

平面と、フェース中心（ロフ

ンド（測定基準）面に垂直な

②シャフト軸線を含みグラウ

たライ角の状態に固定する。

①測定するクラブを設定され

目は適用しない。

Ⅱ．ゴルフクラブの「ロフト
角測定基準」に関するガイド
ライン

ライ角測定状態にセットし

っては見た目のロフト角の印

た理由としては、お客様にと

《この測定方法における補足

の変更はない。

②合理性→○、③正確性→○、

とした。①比較し易さ→○、

由》

本基準において、ウッド系

アン系クラブについては本項

角とする（図３）
。

ロフト角およびフェース角

がなす角をフェース角とす

《この測定方法を推奨する理

の測定が可能であり、簡便

ＪＧＧＡとしては、下記に

【フェース角測定基準】

・
「フェースプログレッショ

ユーティリティ（ハイブリッ
にゴルフ規則で用いられてい

いた、フェース角をスクエア

る。

《この測定方法を推奨する理

ドライン

ス角測定基準」に関するガイ

Ⅲ．ゴルフクラブの「フェー

ことで簡便かつ正確に測定が
すさから本基準を推奨するこ

示す値として、今回あらため

た時のフェースの向きをフェ

ゴルフクラブの「スペック測定」に関する
ガイドライン②
②ここで言う「フェース中心」
可能であり、ヘッドが持つ角
ととした。

ース中央部で測定する。アイ

ド）等でフェースが平面のも
る方法を用いることで、同一

に保った状態の「リアルロフ

ついてはルールと合致してい

標準化ワーキンググループ）

は、Ｒ＆Ａペンデュラム測定
度特性としての合理性があ
《今までＪＧＧＡが推奨して

て本基準をロフト角として推

のについては、アイアン系の
の基準ポイントに対する測定

ト」からの基準の見直しとな

るため、下表ルール欄では△

（ＪＧＧＡ製造渉外委員会

第２回（全３回）
基準に定義されたフェース中
り、また比較がしやすいとい

奨し直すこととした。

ン測定基準」に関するガイド

測定方法を適用されることを

る。アイアン系クラブについ


・
「ロフト角測定基準」に関
心位置と同じとする（図１）
。
うメリットがある。
きた基準との違い》

ライン

推奨する。
今回、フェース角を０度に

値としての統一も果たせる。

てはこれまでの推奨基準から

※

③ライ角測定状態において、
した状態での、いわゆる「リ

※

定める測定方法をもって得ら
グラウンド（測定基準）垂直
アルロフト」を推奨しなかっ

※

れた数値を「ロフト角」と定
面と上記フェース中心に接す

※

義することを推奨する。
る平面とがなす角度をロフト

測定状態でのグラウンド（測

④簡便性→○、⑤普及度合い

（図１）
フェース中心の決定（ウッド系）
（図１）フェース中心の決定（ウッド系）
（図１）フェース中心の決定（ウッド系）
（図１）フェース中心の決定（ウッド系）

ライ角測定状態のままで、

定基準）面とフェース中心を

→○、⑥ゴルフ規則共通性→
ウッド系クラブについて

説明》

トでは視覚的に感じる印象と

象も重要であり、リアルロフ

測定基準をライ角測定時と

由》

一方、アイアン系クラブに

①ロフト角の測定は、ライ角

【ロフト角測定基準】

（図２）フェース中心の決定（アイアン系）
（図２）フェース中心の決定（アイアン系）
（図２）フェース中心の決定（アイアン系）
角測定状態において、グラウンド(測定基準)垂直面と上記フェース中心に接する平面とがなす角度をロフト角とする（図３）。
イ角測定状態において、グラウンド(測定基準)垂直面と上記フェース中心に接する平面とがなす角度をロフト角とする（図３）。
測定状態において、グラウンド(測定基準)垂直面と上記フェース中心に接する平面とがなす角度をロフト角とする（図３）。
基準とする測定方法ととるも

のとする。

かつ角度関連がヘッド姿勢

を同一にて行うという統一
性も図れる。
説明》

5 5

《この測定方法における補足

測定ポイントをロフト角測

定方法と同様に「フェース中

央部」とした。これにより、

ーの利便性は下記を参照。①

る。この基準におけるユーザ

＊＊度といった表現を推奨す

クエア、スライス（オープン）

ック（クローズ）＊＊度、ス

かり易さという観点から、フ

ることが多いが、お客様の分

主に（＋）
（－）で表現され

また、「測定された数値」
は、

なる。

は、モデル毎に異なることに

定基準）面からの測定高さ）

測定ポイント
（グラウンド
（測

（図３）ロフト角基準
（図３）ロフト角基準
（図３）ロフト角基準

5

第398号（毎月１日発行）

こで言う「フェース中心」は、R＆Aペンデュラム測定基準に定義されたフェース中心位置と同じとする（図１）。
う「フェース中心」は、R＆Aペンデュラム測定基準に定義されたフェース中心位置と同じとする（図１）。
し、アイアン等のフェースが平面なヘッドにおいては、最長スコアラインのトウヒールの中心（平面のため、
ただし、アイアン等のフェースが平面なヘッドにおいては、最長スコアラインのトウヒールの中心（平面のため、
アイアン等のフェースが平面なヘッドにおいては、最長スコアラインのトウヒールの中心（平面のため、
の中心は特に定義しない）を基準とする（図２）。
上下の中心は特に定義しない）を基準とする（図２）。
中心は特に定義しない）を基準とする（図２）。
ティリティ（ハイブリッド）等でフェースが平面のものについては、アイアン系の測定方法を適用されることを
ユーティリティ（ハイブリッド）等でフェースが平面のものについては、アイアン系の測定方法を適用されることを
（ 3 ）平成28年１月１日発行
リティ（ハイブリッド）等でフェースが平面のものについては、アイアン系の測定方法を適用されることを
する。
推奨する。
る。

ＪＧＧＡとしては、下記に定める測定方法をもって得られた数値を「フェースプログレッション」と定義することを推奨する。

−3.0 37,031

1.9 20,485

−0.9

668

−1.3

注１．昭和32年度から63年度までは娯楽施設利用税の課税状況からみたゴルフ場の実態であり、平成元年度からはゴルフ場利用税の課税状況から見たゴルフ場の実態である。
注２．利用税額欄の平成元年度の額は、平成元年３月の利用行為に係る旧娯楽施設利用税（１カ月分）は控除し、平成元年４月から平成２年２月までの利用行為に係るゴルフ場利用税
（11カ月分）のみを掲げており、平成２年度以降は当年３月から翌年２月までの利用行為に係るゴルフ場利用税（12カ月分）である。
注３．隣接都府県にまたがる19ゴルフ場がある。よって、ゴルフ場数、利用者等が重複集計されていることもある。
注４．平成15年４月１日よりゴルフ場利用税の非課税措置が施行されている。
注５．昨年度発表時の、平成25年度ゴルフ場数は「2,385」であったが、発刊後に北海道より１ゴルフ場増との連絡を頂いた為、本年度発表時にて、
「2,386」と修正した。
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※

①比較し易さ ②合理性

測定基準】

ジセンター（ライ角測定の中

普及度合い→△、⑥ゴルフ規

※

26
《この測定方法における補足説明》
ＦＰ値を正確に測定できる計測器の普及が十分でないが、計測の考え方は統一されているので明確化した。
50
この基準におけるユーザーの利便性は下表参照。

26

別掲の表は、利用者数とゴ

心点）までの距離とする。

則共通性→設定無し。

《この測定方法を推奨する理由》
一般に認識されているＦＰ値の測定方法に合致しているので、そのまま定義として明確化した。
70

万１０００人減となり、マ

また、１ゴルフ場当たりの

さらに、平成 年度のゴル

※

① 測定するクラブを設定されたライ角、フェース角０度の状態に固定する。
24
18
② シャフト軸線を含む平面からリーディングエッジセンターまたはフェースの一番出っ張った部分までの
距離を測定する。

①測定するクラブを設定され

イナスに転じた。ゴルフ場数

に関しては、前年から コー

ス減の２３３６コース（同デ

ータは、県境にまたがるゴル

フ場を重複計上しているの

で、実際のゴルフ場数よりも

若干多くなる）だった。

平均利用者数は３万７０３１

人で、前年に比べ６７５人の

増加。延べ利用者のうち、ゴ

ルフ場利用税の非課税利用者

全国トータルで１４８４万５

（ 歳未満、 歳以上等）は、

０００人（前年比７・１％増）

を記録。６年連続で１０００

万人を突破した。

フ場利用税額は、４７８億５

した。以下、ＮＧＫが分析し

４００万円で、３・０％減少

た内容を抜粋して紹介する。

※

（図４）フェースプログレッション測定基準

たライ角、フェース角０度の

【フェースプログレッション測定基準】
フェースプログレッション（ＦＰ値）は、フェース角０の状態で、シャフト軸線を含む平面から
第398号（毎月１日発行）
リーディングエッジセンター（ライ角測定の中心点）までの距離とする。
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915H SERIES
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5

R15 460
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WEDGE BEST５
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ダンロップスポーツ

4

CADENCE TR SERIES

ピン

5

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

シリーズ

リアルマーケットレビュー ２

市場を振り返ってみたいと思

けメーカー各社は値上げを余

による原材料高騰の影響を受

げの影響」です。為替の変動

ができます。一点目は「値上

ファーの「質」が向上したこ

る限り今年になって急にゴル

がら様々な経済指標を参照す

喜ばしいことですが、残念な

れが真実であるとするならば

２０１５年市場を振り返る

います。と言っても、この原

儀なくされていますが、それ

今回は、 年のゴルフ用品

月中旬

標である弊社小売店実売動向

で、ゴルフ用品市場動向の指

価格の上昇という形で顕在化

が小売段階における平均実売

ん。

とを裏付けるものはありませ

稿を執筆したのは

調査「ＹＰＳゴルフデータ」

しています。こうした「値上

実績を反映することはできま

シオ９」など大型商品の販売

ダンロップスポーツの「ゼク

ルファーが気付いているかい

ん。エンドユーザーであるゴ

ィブな声は挙がってきませ

は、小売店からあまりネガテ

を及ぼしているかについて

げ」が市場にどのような影響

ダウン品の販売数減少も納得

それであれば上述したマーク

率が低下していること」です。

ば「ライトゴルファーの購入

いうこと。違う言い方をすれ

への依存度が高まっていると

率の高い「コアゴルファー」

高価格帯の商材を購入する比

もう一点考えられるのは、

も 月迄しか集計が完了して

せんが、 月までの累計デー

ないかは定かではありません

いません。 月に発売された

タを中心に分析してみます。

が、現時点ではゴルファーは

※

年のゴルフ用品市場は、

※

※

※

ダウン品販売の減少」です。

もう一つの要因は「マーク

対してあまり熱心ではない

かしながらその裏でゴルフに

ナスな話ではありません。し

のは業界にとって決してマイ

がいきます。小売市場におけ

表やグラフでの分析は割愛し

る平均実売価格の上昇そのも
など幾つかのヒット商品の傾

「ダイヤル式シューズ人気」

ますが、ほぼ全てのカテゴリ

から離脱していたとするなら

「ライトゴルファー」が市場

値上げを「容認」しているも

向が指摘できますが、市場全

ーで前年に比べてマークダウ

のと推察されます。

体に共通しているのは「小売

ン品の販売数量、構成比が減

「飛距離系アイアンの人気」

段階における平均実売価格の

「高反発ドライバーの“復活”
」

上昇」という点です。
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100.0% 102,231,277

101.7%

101.9%

ば、中長期的視点で見た場合

27,165,932

非常に危険な兆候であると言

93.9%

少しています。ただ、小売店

96.5%

ゴルフ用品市場は、日本経

2,197,792

えるのではないでしょうか。

¥+1,729

アイアン

からは「マークダウン品の在

¥+1,271

庫そのものが減少した」とい

¥30,030

済全体のデフレ傾向や激化す

100.0%

る小売店間の価格競争などに

100.7%

（矢野経済研究所 三石茂樹）

37,064,671

ません。つまり、小売

94.2%

う声を聞くことはあまりあり

96.5%

より長らく単価下落基調が続

市場においてマークダ
ウン品の回転率が減少

るようになってきたと

1,234,260

いていましたが、 年は全て
のカテゴリーで前年に比べて

上昇の要因分析から導

平均実売価格が上昇していま

き出される仮説とは何

しているのではないか

れ以外のカテゴリーは前年比

でしょうか。考えられ

と考えられます。

で４～７％程度価格が上昇し

るのは、ゴルファーが

す（表参照）
。
「ゴルフボール」

ています。最も値上げ幅が高

「価格（安さ）
」ではな

や「グローブ」など買い替え

かったのは「ゴルフシューズ」

いう点、即ちゴルファ

（出典：矢野経済研究所「YPSゴルフデータ」）

金額単位：千円）

（数量単位：本、個、足、枚

で、前年比約 ％も価格が上
小売段階における平均実売

ーの「質」が変わって

く「付加価値」を求め
価格上昇の要因はどこにある

96.1%

合計

278,244

グローブ

2,804,662
キャディバッグ

昇しています。

のでしょう。定量データから

きたという点です。こ

ウッド

シューズ

前々年比
前年
前々年比
前年比
前々年比
前年比

平均実売価格
販売金額
販売数量

ダンロップスポーツ

は二つの要因を導き出すこと

〈ゴルフ用品販売実績（2015年1-11月累計）〉

年間累計（2015/01〜2015/11）

月 日

アクシネット

2ピース

PUTTER BEST５
構造
BALL BEST５

15

月１日〜

カーボン

12

部門別売れ筋ランキング 

4

XXIO8

4

15

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ

3ピース /
4ピース

5

11

＝矢野経済研究所＝

XXIO8 UT

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

1

11

10

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

シャフト

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）

PRO V1 SERIES（2015）

「クラブ市場では当期よりマークダウン販売の始まった

2

このように小売市場

キャロウェイ

『ゼクシオ８シリーズ』がトップとなっていますが、小売店

チタン

1

順位

における平均実売価格

ODYSSEY WORKS
SERIES

からは“レディスモデルの動きが活発”という声が挙がっ

GLOIRE F

IRON BEST５

サイクルの短いカテゴリーの

1

ています。また、当期発売されたドライバーではブリヂス

4

順位

値上げ幅は小さいですが、そ

ブリヂストンスポーツ

トンゴルフ『ＪＧＲ』がトップと好調な初動をみせており、

ダンロップスポーツ

SUPER egg DRIVER
（金エッグ）

ドライバー２位＝ JGR
2ピース

話題の高反発モデルであるプロギア『スーパーエッグ（金

チタン

11

31

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

エッグ）
』が次に続いています。やはりゴルファーの“飛び”

XXIO8

に対する欲求は果てしないということなのでしょうか」

1

3

メーカー名
順位

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

15

10

1

SRIXON DISTANCE
（2015）
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月

日（ 金）
、

式典
・ 日（土） 時～、 時
分～、 時～：ファッション

ペック測定』に関するガイド

３面：「ゴルフクラブの『ス
・ 日（土） 時～：オリン

ショー

協 会 関 連 事 項
年

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。

フェア２０１６出展社一覧」

４～５面：「ジャパンゴルフ

ライン③」を掲載予定。
・ 日（日） 時～、 時

催者企画予定）

ピックトークセッション（主

を掲載予定。
「ＹＰＳゴルフ
ショー

分～、 時～：ファッション

日（ 火）
、

■対象：ＪＧＧＡ会員及びゴ

など、その後の状況について

②楽天ＧＯＲＡの『楽ゴル』
レポート報告

・倉庫視察を終えた運送会社

・幹事会社交渉報告

（金） 時～ 時 分予定。

・ 幹 事 会 社 との 運 送 契 約 書
締結について

会の活動について

③現地視察に基づくシステム

議題 ―３、来期の活性化委員
①大学のゴルフ授業の実態と

環境について

■費用：会員無料、会員外２

協力の要請について

ルフ業界関係者他。

②ペアスクランブルゴルフ大

入の概略説明

・現地確認によるシステム導

０００円。
■タイトル：用具規則に関す

②Ｒ＆Ａセミナー
会の開催の検討について

日

第５回
インダストリー
カップ委員会
平成 年 月 日（金）協

②共同物流協議会運営に関し

大に関して

・共同配送参画メンバーの拡

・集荷時間に関して

・開始時期について

①共同配送実施について

施における課題の討議

議題 ―２、ゴルフ共同配送実

議題 ―４、次回委員会の日程

年２月

について

から行う事の確認

った以降の計画について

・共同配送の運営の目途が立
討について

平成 年 月１日（火）

議題 ―３、次回協議会の日程

②アンケートからの改善内容

に選定する。

り、貸切り可能なことを前提

・候補コース： ホールが有

（月）予定。

・候補日：平成 年 月 日

①開催日時と開催コースの検

プ」について

て

会事務局内にて標記委員会を

修とする案を検討。

議題 ―１、
「第６回ジャパン

開催した。

②科目の見直しについて

①２期目の募集状況・利用状

・当面の実施目標は共同配送

０００円。

を開催した。

①出展申込状況について

③費用削減、項目の見直しに

流通委員会

月 １ 日（ 火）
、

（第７回ゴルフ
共同物流協議会）
年
③女性の参加者増の対策につ

を開催した。

平成
いて

議題 ―１、幹事会社報告

の検討について
８６、合計４４２の参画。

④その他

流通委員会

（第６回ゴルフ
共同物流協議会）

７回ゴルフ共同物流協議会」

①ゴルフ共同配送に係るガイ
ドブックの説明

・共同配送サービスの概要
・配送料金
・利用方法について

掲載内容について

ついて

議題 ―２、ＪＧＦセミナーに

⑧受講費用について

やすい施設も対象として検討

る。新たな施策として利用し

・企画名は『ゴルマジ』とす

大を図り、母数を増やす。

関する報告

議題 ―１、ゴルフ共同配送に

を開催した。

６回ゴルフ共同物流協議会」

ＡＰ東京八重洲通りにて「第

②協議会の運営に関して

・共同配送利用までの手続き

問合せ等）

・その他（運賃請求・保険・

・共同配送システムについて

⑦広告プランについて

①ゴルフ用品セミナー

①振返り

月４日（ 水）
、

ュー２」を掲載。

⑧その他（会場内イベントス

・共同物流の取組み意義

年

６面：協会関連事項を掲載。

テージの使用状況について）

議題 ―２、ゴルフ市場活性化

する。

平成

ＡＰ東京八重洲通りにて「第
・登 録 会 員 数 １ 万 ３４３３

議題 ―２、次回委員会の日程
８３枚。
数は１・８倍、施設利用数は

・参画施設は１・６倍、会員

目を上回り好調に推移してい

１・５倍と、どの数字も１期

②３期目の計画と概要

る。

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

■タイトル：ゴルフ用品市場

番ホール」：森田理事

ルフ川柳・選手権のステージ

研究所）

■講師：三石茂樹（矢野経済

の分析と需要予測について

①ゴルフフェア時のＧＭＡＣ

のその他の動きについて

・協議会の作業経緯

・共同化の将来ビジョン
②幹事会社（業務経過報告）

イベント（パーゴルフ共催）
。

年２月

・ 日（金） 時 分～：第

■日時：平成

28

19

３月頃を予定

議題 ―２、次回協議会の日程

・今後の検討課題

・開催時期について

について

・流通委員会と協議会の役割

２月号の編集について

・ 日（金） 時 分～：ゴ

●
「

30

新年会開催内容」を掲載予

１～２面：「２０１６ゴルフ

・ 歳、 歳と対象年代の拡

平成 年１月 日（木）

名、クーポン発行数１万３４

・ゴルフ場１５６、練習場２

ゴル フ イ ン ダ ス ト リ ー カッ

議題 ―３、次回委員会の日程

■費用：会員無料、会員外２

平成 年１月 日（木）

る最新の情報や動向について
（仮題）
■講師：スティーブ・オット

■日時：平成

レクター）

ー氏（Ｒ＆Ａ研究・試験ディ

①メインビジュアルについて

【審議事項】

データ」を掲載予定。

議題 ―２、次回委員会の日程

６面：協会関連事項を掲載。
平成 年１月 日（水）

月

（土） 時～ 時予定。

議題 ―４、次回委員会の日程
平成 年１月 日（水）

年

講習会委員会
平成

28

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
月号について

１～２面：「第 回ジャパン
ゴルフフェア２０１６」の実
施概況を掲載。
番ホール」：西谷浩司

ジャパンゴルフフェア
２０１６
 第８回実行委員会
平成 年１月 日（木）

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

②ブース位置選択について
ついて

とする。

28

11

●
「

理事が担当。
３～４面：「ゴルフクラブの
『スペック測定』に関するガ
協会事務局内にて標記委員会

㈱大広内のプレゼンテーショ
品販売技術者講習会」につい

日（ 木）
、

ンルームＡにて標記委員会を
て

会事務局内にて標記委員会を

月

場活性化コーナー」
、
「ゴルフ
開催した。

開催した。

年

新年会案内」を掲載。
議題 ―１、
「ジャパンゴルフ
①会場変更について

第７回ＪＧＧＡ
活性化委員会

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

・宿泊研修を止めて日帰り研

平成 年 月 日（金）協

タ」
、
「リアルマーケットレビ
フェア２０１６」について

ュー２」を掲載。

③プロゴルファー関連団体と

６面：協会関連事項を掲載。 【報告事項】
日本企業ゴルフ大会のアンケ

「インダストリーカップ、西

の調整事項について

④募集人数の設定について

』

ート調査結果」を掲載。
・
「プロゴルファー関連団体

⑤日程について

・現実的な 名とする。

議 題 ―１、
『 ゴルマ ジ！

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
共同ブース」について

・
「ＰＧＡティーチングアワ

⑥講習時間について

況（ 月 日現在）

１月号について
・
「第４回日本プロゴルフ殿

20

１～２面：「会長、副会長、

ード」実施について

・講習時間は現行と同じ 時

12

12

17

平成

15

11

各支部長の年頭所感」を掲載。
長が担当。

④プロへのオークション商品

間程度。試験は１０００点満

日

３～４面：「ゴルフクラブの
依頼について

点とし、７００点以上が合格

年８月

『スペック測定』に関するガ

⑤「ゴルフ場＆地域観光・物

とする。

・日程は平成

イドライン②」を掲載。
「全

産コーナー」出展案内につい

（月）～ 日（木）の４日間

国ゴルフ場延べ利用者数（Ｎ
て

堂入り式典」について

ＧＫ調べ）
」を掲載。

⑦講師について

番ホール」：梅田委員

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

⑥「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」への

27

27

10

イドライン①」を掲載。
「市

13
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20

28

28

27

11

27

28

●
「

タ」
、
「リアルマーケットレビ

12

11

22
22

セミナーの概要について

30

日
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16

４回日本プロゴルフ殿堂入り
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定。
が担当。
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