入場者はＪＧＦより少ない４万２千人、岐路に立つＰＧＡショーの今後を占う

ＰＧＡマーチャンダイズショー開催

―

★今月のトピックス

１〜２面＝米国ＰＧＡショー関連
３面＝２０１５年ゴルフ市場動向速報
４面＝ 「第 回ジャパンゴルフフェア２０１

ビジネスショーとしての役割があったからこそなのである。継続できるとい

ルフセンターで、前日の１月

練習場を有するナショナルゴ

ンド郊外にある円形のゴルフ

イと称する大試打会がオーラ

の展示会に先立って、デモデ

コンベンションセンターで

する影響を測れる機能を搭載

脳波を測定してショットに対

ォーカスバンド」だ。これは

手間で話題となっている「フ

ライトスコープはＰＧＡの選

という新機種をリリース、フ

使いやすくなった「ＴＭ４」

うことは、時代時代にあった小さな変化を積み重ねながらきたからこそ、こ

したもの。フィッティングや

オーランド・コンベンションセンターで、１月 日から 日までの３日間開
催された。 回も続いたということは、それだけ歴史もあり、ゴルフ産業の

今年の入場者数は４万２０００人、１０００社もの企業が出展し、その内

ーカーが来場者を集めてい

ともいえるもので、多くのメ

日から始まる展示会の露払い

行っていた。そして、両社共

くセミナーやデモを積極的に

レッスンに応用してもらうべ

こまできたのだ。しかし、今大きな岐路にさしかかってきたようだ。
社は外国企業で、２８４社が新たに出展した企業である。広大な会場は３

ングができる機能も準備して

」開催報告

当社がグリップのためのオリジ

ナル素材「ＩＯＭＡＸ」を開発し

てから、はや 年が過ぎました。

代 表 商 品「 カ ラ ー グ リ ッ プ」

は、ラバーよりも鮮やかな彩色が

可能なこの新素材によって実現し

たものです。それまでグリップは

黒一色のものが主流でしたが、こ

れはゴルファーにプレッシャーを

与え、無意識に強く握らせてしま

う効果がありました。
「カラーグ

リップ」で暖色系グリップを数多

くラインナップしたのには、ゴル

ファーが意識せずともグリップを

ソフトに握り、リラックスした状

態でショットを繰り出せるよう、

心理学的裏付けのもとに配慮した

因は、ゴルフクラブがルール

これらが注目されている要

る。

ゴルフなどのＩＴ機器でもあ

た。そしてシミュレーション

ング解析機や弾道測定器だっ

ルフクラブではなく、スウィ

ということになる。それはゴ

で注目すべきポイントは何か

持ち込み、ワンタッチでウッ

たＤｅｍｏ Ｋｉｔ Ｂｏｘを

ラブメーカーが工夫を凝らし

ーで行われるデモデイは、ク

あるナショナルゴルフセンタ

ーの前日にオーランド郊外に

実が求められる。ＰＧＡショ

クラブと試打用シャフトの充

で重要視されてくると、試打

フィッティングがショップ

ている。

日本に先駆けて米国で発表し

クラと三菱レイヨンはなんと

で力を発揮しているが、フジ

が米国市場で圧倒的なシェア

ァイトシャフトでは日本製品

ションが必要となる。グラフ

すると、シャフトのバリエー

このようなシステムが定着

や弾道を向上させるため、さまざ

に着目。これを低減させて飛距離

時にグリップ内で発生するトルク

また、業界で初めてゴルフグリ

という背景があります。

の縛りで画期的な製品が出に

ドそしてアイアンまでもシャ

システムが主流になりつつあ

くい状況の中、顧客が話題の

フトを変えられるシステムで

いる。

商品を指名して買うのではな

最適仕様をゴルファーに選ん

ｇを切る超軽量シャフトを

このことは、米国市場もこ

のような超軽量シャフトの需

たのも当社です。まず、ショット

まな素材で繰り返し実験を実施。

グリップトルクを測定する機器

こうした実験の結果、ラバーよ

も、独自開発でした。

りも遥かに高いトルク抑制効果を

持つ素材はエラストマーであるこ

とが判明。素材メーカーとの共同

開発によって同素材の改良を重ね

た末に、
「ＩＯＭＡＸ」が生み出

されました。その画期的な開発か

ら 年。

ッシュフローの創出法、試

ネスレターの書き方、キャ

の 講 義 が 開 か れ る。 ビ ジ

購入に結びつけることが必要

供して最適仕様を導き出し、

い。きめ細かいサービスを提

注目されるからにほかならな

スタムオーダーで注文を取る

有力ショップに配布して、カ

ｘをフィッティングができる

このＤｅｍｏ Ｋｉｔ Ｂｏ

り高くなる。

ので価格も一般のシャフトよ

材的にも高品質のものを使う

このようなシャフトは当然素

したことを皮切りに、現在は世界

もちろん、女子ツアープロが愛用



ＩＯＭＩＣ 鉢呂敏彦

を、世界中に発信していきます。

ップが生み出すゴルフの「進化」

ロッパなどに販路を拡大し、グリ

これからも北米・アジア・ヨー

た。

エックス・ツー」を発表しまし

パターンを持つ新製品、
「アイ・

性を追求し、全く新しいグリップ

今年は新たに、左右の手の融合

あるといえます。

戦を続けてきた開発姿勢の賜物で

は妥協なき独創性と終わりなき挑

のツアープロたちが使用。これら

当社の製品は一般プレーヤーは

打会販売の企画立案……。

２社。トラックマンは、より

クマンとフライトスコープの

野をリードするのは、トラッ

よる弾道解析で急速にこの分

きたからである。レーダーに

やすいところまで安くなって

ていることと、価格が導入し

て正確な数値が得やすくなっ

弾道測定器は、より進歩し

不可欠な要素になってきてい

並ぶ。

日酔い気味の顔が大量に

が る。 写 真 は 初 日 朝、 二

祭はバカみたいに盛り上

年に一度集まる場所。前夜

ＰＧＡショーは、会員が

彼我の差は歴然なのだ。

務めることもあって、日米

ることを示唆している。

要があるということであり、

ップそのものの機能向上に注目し

く、お店が一人ひとりの顧客

でいた。

るのも米国の現状である。

に向き合うフィッティングが

た流れの中で、今回のショー

長年ＰＧＡショーを見てき

近いうちにパターフィッティ

つのゾーンに区分けされている。一つはゴルフ用具であり、２つ目はゴルフ
関連製品（アクセサリー類やゴルフ場関連製品など）
、３つ目はゴルフアパレ
ルだ。その詳細をリポートしよう。 （取材・構成 松尾俊介 ＪＧＪＡ会員）
「ＰＧＡ会員」と一口に言
う が、 日 本 と 米 国 の そ れ
は似て非なるものである。
日本のプロはツアーもし
くはレッスンのプロ。要す
るにハウ・トゥ・ヒットの
技量で食っている。
米国の場合は「ゴルフ・
プロフェッショナル」とい
うもので、ＰＧＡショーの

6

ＰＧＡプロはクラブハウ

会場内では毎年数十科目

10

50

日に開催された。これは翌

今年で 回目を迎えるＰＧＡマーチャンダイズ・ショーが米国フロリダ州
63

63

た。
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性がないとされてきた経緯が

ルを超えると売れない、市場

イバーの小売価格が５００ド

一般的に米国市場ではドラ

大胆な性能変化は限界であ

いない。ルールの縛りの中で

いうところまでは踏み込んで

術、製法、デザイン、機能と

どのメーカーも画期的な技

して新鮮さを出しているが、

ンの黒をコントラストで強調

トを補正するラインを入れた

ＬＡ Ｇｏｌｆはアライメン

ｃｈという変形パター、ＭＩ

ていた。他にはＢｉｏ Ｍｅ

でなく、ウェッジにも挑戦し

のパターをリリースしただけ

同社は精力的にかなりの種類

っても良いかもしれないが、

ベティナルディは復活とい

についた。

をあげてきているところが目

回か聞いた。

展しないんだ」という声を何

場でも「どうしてＰＸＧは出

話題を集めており、ショー会

堅どころのプロ達と契約して

ジョンソンをはじめとする中

た。ＰＧＡツアーでもザック・

メーカーが話題となってい

ていないがＰＸＧという新興

して、このショーには出展し

ところまで成長している。そ

ェッジをしっかり販売できる

をはじめとするアイアン、ウ

う。米国の企業は１月から新

は早くても３月となってしま

で新製品を発表すると、発売

月末の開催だ。つまり、ここ

らだ。

注を確かなものにしているか

展示会や内見会を開催して受

品を打ち出せない中、個別の

各メーカーが画期的な新製

きてしまっているからだ。

新製品の発表、発売とずれて

否めない。それは開催時期が

になってきている。ＰＧＡシ

りして独自の活動をするよう

実施したり、内見会を行った

前にメディアツアーを個別に

年よりも大きく減っている。

取りやめたところが多く、昨

関係者、企業も参加や視察を

今年は日本のメディアも小売

アに比べて１万人も少ない。

日本のジャパン・ゴルフフェ

いだけでなく、規模の小さな

２０００人前後で伸びていな

ーの価格に匹敵するものであ

は、シャフト単体でドライバ

がいくらでも出てくる可能性

を取り払ったら画期的なもの

めていないので、ルールの壁

工業技術は進化の歩みを止

も、数種類のパターが上市さ

ｇｎという新しい会社から

したＴｏｕｌｏｎ Ｄｅｓｉ

ドの元副社長が独立して起こ

Ｐｕｔｔｅｒやテーラーメイ

米国の強みでもある。

出る下地はまだまだあるのが

引き込んで、新興メーカーが

ファンドという新たな資本を

造のノウハウを持っていれば

良いアイデア、企画力、製

るのだ。

って、今の開催時期は遅すぎ

弾みをつけたいメーカーにと

入して、その年の営業成績に

る。新製品を第１四半期に投

期の売り上げが見込めなくな

年度が始まるため、第１四半

値を見出してくれるものでな

達が、費用対効果を上回る価

るゴルフ関係者やゴルファー

値を見出して足を運んでくれ

出展する企業、ショーに価

問われ始めている。

ョーの開催時期、やり方が今、

ヘッドカラーも白とカーボ

あり、今でもプレミアムドラ
り、わずかなスペースを見つ
モデルを数種上市していたこ

ルしていた。

イバーのメーカー推奨小売価
け開発に注力して、少しずつ、
と。その他にもＨａｐｐｙ

米国でもリッチシニアが

格は３９８〜４９８ドルと設
少しずつ機能を向上させてい

り、これでクラブを作るとな
があるだけに、ここはもう一
れている。

ターゲット

定されているものがほとんど
る姿が見て取れる。

ると６００〜８００ドルほど
度考える部分ではないかと思

一方、企業は新製品発表の

である。しかし、先述した日

になってしまう。
う。顧客はワクワクするもの
が名乗りをあげるには画期的

しかも、ＰＧＡショーは１

本メーカーの超軽量シャフト

しかし、このような市場が

なアイデア、製法、デザイン

今後のショーの課題は明白

埋まっている感じはあるが、

いるようだ。

値のあるものにお金を出し始

める富裕層が、確実に付加価

やさしく飛ばせるクラブを求

る。米国でも、品質が良く、

活性化し、ＰＧＡショーもそ

れてきた。これにより市場は

機能のものがどんどん発売さ

で、アイアンもユニークで高

ドの出現、精密鋳造法の進化

１９９０年代はメタルウッ

ることができる。ツアーでの

ティのあるパターを精密に作

マシーンがあればオリジナリ

ることから、ＣＡＤとＣＮＣ

開発はかなりの開発費がかか

さらに、ウッド・アイアンの

のような製品ができにくい。

いルールの規制があって、そ

中でも特にドライバーは厳し

の宴会場などを借り、ショー

場を開いたり、近隣のホテル

企業が会場の周辺に特別展示

合っていた。出展を希望する

て、新製品の出来栄えを競い

ーが中小のブースを設置し

え、その周辺には新興メーカ

大きなブースを所狭しと構

以前は大手クラブメーカーが

ＰＧＡショーは、今はない。

私が知っている活気のある

はないか。開催期間も出展社

たくないとの思惑があるので

見ると、現状を詳しく発表し

数字を発表しているところを

場者数だったが、今は曖昧な

も、以前は正確に計測した入

た、ショーの公式発表の数字

ている感じを強く受ける。ま

スのコマを埋めるのに苦労し

設置してある。これは、ブー

ースやパター試打コーナーも

打会場であり、イベントスペ

ていないからだ。従来のやり

ではなく、面白さを伝えきれ

フは人気に陰りが出てきたの

えることかもしれない。ゴル

で、これはゴルフ界全体で考

な仕掛けがショーにも必要

たくなる、行きたくなるよう

がお金を出してまでも出展し

もなく、展示する側、見る側

しかける。この例を見るまで

万人を超えるギャラリーが押

松山英樹が優勝したフェニ

めていることを示している。
れらの新製品を見たい人達で

使用による露出、メディアの

のおこぼれにあずかろうとし
イーデルゴルフはここに来て

いる。

やり方で前に進む時期に来て

方をもう一度省みて、新たな
入場者数もここ数年は４万

ている。

に考慮して、平日開催になっ
付き合いで出展している感が

現在は、大手メーカーもお

たものだ。

ックスオープンは、１日で

展示されているゴルフクラ
熱気に包まれていたものだ

取り上げがあればビジネスに

この傾向は、新規メーカー

あることを証明するものとし
を求めているのであって、何

会場の端は 打席も有する試

ブの傾向をよく見ると、キャ
が、最近は残念ながら、その

なるからだ。

である。

ければ難しいところまで来て

の変化もないものであれば、

ＰＧＡショーはどうなる？

て、ダンロップの主力製品で
が必要とされるが、クラブの

会場のスペースもしっかり

あるゼクシオが、グローバル
購入動機を持たなくなるから

ロウェイゴルフとピンはドラ
ような熱い空気が感じられな
このような状況の中、小さ

である。

モデルとして米国市場でじわ

イバーをはじめとするウッド
いのが寂しい。

な動きではあるが、パターと

じわと浸透しているのであ

のデザインに空力特性を前面

47

に出し、空気抵抗を少しでも
減らしてヘッドスピードを上

一歩抜き出てカスタムパター

4万2000人が来場した今年の PGA ショー

そういった観点で見ると、

げる工夫をしている。特にキ

ウェッジを引っさげて名乗り

米国市場で浸透しているゼクシオ

ャロウェイゴルフは航空機会

レーダーによる弾道解析、フライトスコープ

社のボーイングと技術提供し

デモデーの様子

20

30g を切る超軽量シャフト

たデザインで、ニューモデル
ＸＲ をリリース。

きるモデルを大々的にアピー

ライド式で重心位置を調整で

って得られる重量の余力をス

カーボンを採用し、それによ

Ｍ１とＭ２というクラウンに

ルフは、巻き返しを狙って

されているテーラーメイドゴ

業績の悪化で身売り話も噂

16

矢野経済研究所
を記録。中でも「ゴルフシュ

実績をともに上回る販売金額

５カテゴリーが前年、前々年
ラブ新製品の値引率は「 ％」

される）
、それでもゴルフク

部激戦エリアでは今でも散見
る。

売数量減となったと考えられ

れによりマークダウン品の販

というビジネスモデルが限界

ったらマークダウンで捌く」

販売が定着したが、
「売れ残

ーズ」及び「キャディバッグ」
前となっており、そのことを

からスタートするのが当たり
因はどこにあるのか。小売店

売数量減少、回転率低下の要

では、マークダウン品の販

ゴルファーが追随できず、「愛

商品サイクルに対して多くの

を迎えたと表現でき、現在の

れない。

の伸長が顕著である。販売数

ゴルファー」
「エンジョイゴ

量と販売金額から導き出され

ルファー」の購入率低下を指

５年のゴルフ用品の平均実売

古品および中古品、並行輸入

２０１５年ゴルフ市況トピック・
市場動向速報
矢野経済研究所はこのたび

とを忘れてはならない。いず

価格が上昇した要因だとすれ

想を尽かしている」のかもし

れにせよ、為替変動の影響で

摘する声が多く、要約すると

への面接取材からは「ライト

平均実売価格とは、小売段階

「使用中のマークダウン品で

自体「異常」であるというこ

表は縦軸にカテゴリー、横
のものを指す）も前年実績、
れたことが、２０１５年の平

「価格のベース」が底上げさ

「アタリマエ」だと思うこと

軸に「販売数量」
「販売金額」
前々年実績と比較して上昇傾

る平均実売価格（ここで言う

「平均実売価格」が並んでい
向。ゴルフ用品市場において

品は対象外としている）
。

る。それぞれの実績を前年同

の、オープンプライス品につ

（性能優位性）がない」のが

十分満足」
「買い替える理由

を受ける可能性が非常に高い

中長期的には大きなダメージ

ば、日本のゴルフ用品産業は

102.2%

¥12,407

¥+632

¥+1,088

パター

332,920

97.9%

84.7%

6,339

102.8%

105.6%

¥19,039

¥+902

¥+3,774

ボール

58,164,871

98.6%

100.4%

15,111

99.8%

99.5%

¥260

¥+3

¥-2

シューズ

898,078

97.2%

98.3%

10,001

108.3%

107.3%

¥11,136

¥+1,147

¥+939

キャディバッグ

300,144

96.0%

93.6%

5,741

102.4%

106.8%

¥19,129

¥+1,191

¥+2,361

3,043,654

98.2%

98.4%

3,777

98.6%

99.4%

¥1,241

¥+4

¥+13

だろう。

主たる理由のようだ。過去の

102.9%

産物としてマークダウン品の

29,924

た。

いては弊社調査の実勢売価か

仮説だが、これらが２０１

期（２０１４年１月～ 月）

を捌いても儲からない」状態

ら平均 ％引き以上で販売さ

93.2%

１５年１月～ 月）を発表し
そこで今月号では、同研究

が続いてきた。そうした状況

れるものを「マークダウン品」

97.6%

る「ゴルフボール」及び「ゴ

の前々年比を除いた全ての数
により業界全体の「体力」も

と定義）
。厳密に言うとカテ

2,411,861

「消耗品」として扱われてい
ルフグローブ」は横ばい基調

値が１００％を割り込んでい
急激に消耗してきたが、一転、

ゴリーによって若干事情が異

なった」と歓迎できる。弊社

アイアン

及び前々年同期（２０１３年

だが、残る５カテゴリーは軒

２０１５年は国内ゴルフ用
る。つまり、ゴルフ用品市場
全体的に「単価上昇基調」に

なっており、また比較年度に

売水準よりも、マークダウン

「ＹＰＳゴルフデータ」では

¥+1,907

所謂「マークダウン品」の販

品市場にとってどのような年
における主要商材の２０１５

転じたことは明るい話題のよ

よって「見え方」が異なるの

品の販売水準の方が低くな

顕在化している。一部の業界

¥+1,388

１月～ 月）と比較した。先
ずは２０１５年の「総需要量」

売数量減少である（弊社「Ｙ

だったのだろう。前年の２０
年需要量は、前年、前々年比

うにも思える。要因は以下の

これは至極簡単な理論であ

り、相対的にプロパー品の販

関係者からは「小売市場にお

¥30,298

と同研究所の市場動向データ

がどのような傾向だったのか
国内ゴルフ用品市場は単価

並み価格が上昇している。

％引き以上で販売されるも

１４年は４月に消費増税が施
較において縮小基調にて推移

２点が指摘できる。

るが、為替の変動（円安）に

イナス基調」を受けたものと

100.2%

の速報を抜粋してお届けす

を測るために、販売数量実績

ＰＳゴルフデータ」では、メ

【マークダウン販売の減少】

を振り返ってみたい。
「数量」
下落に悩まされてきたが、そ

ーカー希望小売価格から平均

もう一点は、特価処分品、 「大量生産、大量販売」の副

２０１５年の国内ゴルフ用
欄の「前年比」及び「前々年
の一因として小売業種間の

行され、その影響で２０１４
したことがわかる。定量デー

伴う原材料高騰の影響を受

売構成比が上昇している。

推察される。平たく言えば
「去

在庫回転率を定量的に把握で

102.0%

※

品販売動向について、弊社小
比」の数値を見れば一目瞭然

年の秋口までゴルフ用品市場
タ収集と並行して、定期的に

だが、ほぼ全てのカテゴリー

ている」という声を多数耳に

け、小売段階での平均実売価

ッド（ドライバー、フェアウ

ける過度な安売りが抑制され

きないが、小売店に対する面

40,681

※

売店実売動向調査「ＹＰＳゴ
も指摘でき、「数
であるが、
「ゴルフボール」 「安売り競争」

は厳しい環境が引き続いた。
実施している小売店舗への面

した。そうした点から２０１

格も上昇した。原価率の高い

で通常販売のプロパー品の販

けるので、今回は前々年（２
５年の用品市場を「例年以上

ウン品販売の減少を招いたの

ェイウッド、ハイブリッドの

年や一昨年と比べて“数が捌

たことも（平均実売価格上昇

接取材の結果から「マークダ

93.9%

※

ルフデータ」の結果をもとに

つまり、２０１４年は「特殊
接取材では「レジ通過数が減

０１３年）の実績とも比較し

に厳しい年であった」と総括

なら「市場の中身がキレイに

合算値）
」
「アイアン（単品ウ

けなかった”
」ことになり、

の）一因ではないか？」との

97.3%

※

して定量分析を行う。

な年」であったと言える。こ
少している」
「客数が減少し

て２０１５年市場の「立ち位

「ゴルフシューズ」において

する小売店も少なくないが、 「キャディバッグ」市場及び

【値上げの影響】

場動向を語るのは整合性に欠

置」を探ってみたい。表１は、

そうした声は「総需要量のマ

エッジを含む）
」
「パター」
「ゴ

特に「ウッド」
「アイアン」
「パ

流通在庫の減少がマークダ

計対象カテゴリーである「ウ

「ＹＰＳゴルフデータ」の集

ルフボール（ラウンドボー

逆に、
「マークダウン品の在

ウン品の在庫自体が減少し

庫自体、過去と比べてさほど

た」との言質は取れなかった。
売価格の上昇といったデータ

意見が寄せられたが、そうし

は今回導き出せなかった。一

変化がない」との声が多い。

た「自浄作用」による平均実
続いて販売金額の実績を見

２０１５年はマークダウン品

ター」及び「キャディバッグ」

てみよう。こちらは数量ベー

引きといった状況は沈静化し

時期、新製品発売直後に ％

の落ち込みが大きい。

スの数値とは逆の傾向となっ

ル）
」
「ゴルフシューズ」
「キ

月までの累計販売数量と金額

ており、
「ゴルフボール」及

ャディバッグ」
「ゴルフグロ

である（なお「ＹＰＳゴルフ

ーブ」の２０１５年１月～

データ」の集計対象となって

の商品回転率自体が低下、そ

1,342,667

る。

均実売価格上昇の一因。

所、三石茂樹部長の市況解説

ック・市場動向速報」
（２０

「２０１５年ゴルフ市況トピ

30

れと比較して２０１５年の市

40

ているようだが（それでも一

（出典：矢野経済研究所「YPS ゴルフデータ」）

前々年比

12

び「ゴルフグローブ」を除く

ウッド

グローブ

前年比
前々年比
前年比

平均実売価格
販売金額
販売数量

25

金額：百万円）
（数量：本、個、足、枚
＜表1：カテゴリー別販売実績（2015年累計）＞ 

12

12

いるのは新品のみであり、新

40

12

前々年比
前年比
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当協会が主催する「第 回

万人台を突破した。

ロ効果は計り知れないため、
１．各ワーキンググループ
（Ｗ
注意書きとしてゴルフ規則に

とを明確に記載すると共に、

ルフクラブの製造・販売を行

このガイドラインに沿ってゴ

製造渉外委員会からの報告

新たな集客企画が不可欠だ。
同時に、今年欠場したメーカ

っていただけるように、導入

逆に、ビジネス関係者は２

則って行われる競技等とは別

０１３年の ・６％（１万７

を増やす必要もある。業界事

一方でニューカマーの出展
発行しました。

別に関するガイドライン」を

合外ゴルフクラブヘッドの識

今後生産される適合外ゴルフ

ＪＧＧＡ会員企業の皆様が

あることを明確に示す文字ま

ル面等）に、異なるモデルで

進める計画ですが、新たにシ

項目のガイドライン」策定を

に、今後「シャフトに関する

てお願いいたします。

是非ご検討いただくよう重ね

促進のための活動も進めてい

情に疎い新規参入企業からは
販売を行うかどうかについて

ャフトメーカー２社にも参加

きます。関係企業の皆様には、

・９％（ビジネス来場者１

ビジネスデーの初日に限れば

「ＪＧＦの活用法を事前にレ
は、各会員企業の自主的な経

時対応を御願いし、皆様のご

クラブヘッドの新製品から随

写真で確認できる位置（ソー

万２１２９人）と５割近いが、
クチャーしてもらいたい」「新
営判断に委ねていますが、市

に、リストに掲載されている

３日間のトータルでは下降曲
旧出展社の名刺交換会で人脈

場で適合外品が流通している

２０１５年 月 日に「適

は過去最多の２０１３年実績
線を辿っており、大手中堅メ
を作りたい」などの声もあり、

堂の顕彰式典を会場内で行

年初めて日本プロゴルフ殿

同歩調も課題のひとつ。今

また、業界他団体との共

高める必要もある。

うな市場環境にすることを、

上の問題や疑念が生じないよ

な説明を加えることでルール

に表示し、必要に応じて適切

は適合外品であることを明確

ゴルフクラブヘッドについて

現在の状況を考慮し、適合外

を図るためにも対外的に公表

ルファーや業界全体への周知

が確認できた段階で、一般ゴ

インに沿った状況であること

ッドの多くが今回のガイドラ

ている適合外ゴルフクラブヘ

協力が得られ、市場で流通し

いたします。

したくご協力よろしくお願い

員企業の皆様にご意見を頂戴

ます。

いただき、検討を開始してい

序文にも記載していますよう

シフィコ横浜」
（神奈川県）
い、
来場者の注目を集めたが、

る。

へ移転、初めて東京を離れる
このような取り組みをさら

年を 社下回ったが、来場者
（５万５１１５人）を１・４
ーカーの欠場と無縁ではない
側面支援によって出展価値を

並行して、ガイドラインの

％上回る５万５９２７人を記
だろう。報道関係者の来場も

たは数字もしくは記号を付け

録。過去２番目に多かった昨
減少基調で、今後に向けて改

ドショーの役割が大きかった
ことになる。これを機に、Ｊ

ＪＧＧＡの取り組みとして行

迎えました。かつてはトレー

（１）お客様に告知する為の

日～ 日）は、会場が「パ

（１ ―３）模倣品対策ＷＧ：

を醸成できれば、ゴルフ界

ルを作成し、評価に移行して

の祭典としてパワーアップ

昨年９月のＪＧＧＡ理事会

検討を進めるにあたり今一

双方で議論を深めております。

米共通のラベル仕様とすべく

います。

で承認されました「ゴルフク

度、日米ラベルメーカーの技

各社毎に異なった「測定方

ことであれば「入場有料化」

次期模倣品対策ラベルを検

する予定です。

討中ですが、１次試作サンプ

取りまとめの際は、再度会

が、現在は来場者の７割を一
ＧＦの位置付けや企画内容を

っていく目的です。

回目を迎える来年（３月

般ゴルファーが占めており、
に広げ、ゴルフ場、練習場、

「今年は記念すべき 回目を

フェスティバルの要素も強く

プロゴルフ団体との一体感

ＪＧＦは球春到来を告げる

なっています」― 。

（１ ―２）標準化ＷＧ：

を視野に入れたイベントの拡

馬場会長が話した「７割」

法・表示」がされている「ゴ

下段は昨年の来場者数

「祭典」の色を強めている。

カタログ、ウェブサイト、広告、

充も不可欠だが、来年の開催

が期待できる。

は、確実にその比率を高めて

本年１月のＵＳＧＭＣ（Ｕ

報道陣からはプレスルーム

ｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ Ｇｏ

の充実も要望されたが、この

を標準化することで、
「より安

期間は国内女子ツアーが４戦

ルフクラブのスペック表示」

目に突入しており、人気女子

店頭掲示物、ＤＭ等にはゴル

いる。２０１３年の一般来場

ような外部の声に耳を傾け、

フ用品ルール適合外であるこ

者比率は ・９％（一般３万

細部の充実を図るためには、

ｌｆ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ

プロの来場は期待薄。今年の

ｒｓ Ｃｏｕｎｃｉｌ）とのミ

ＪＧＦで宮里藍のトークショ

心して購入できる」
、
「メーカ

６３４８人）だったが、昨年

運営組織そのものの改革も視

ー間の比較検討が容易になる」

は ・３％（同３万９１０９

野に入れる必要がある。

次試作サンプルを紹介し、日

ーを行ったブリヂストンスポ

ーティングでは、開発中の１

ーツは、このイベントだけで

環境を整えるべく活動してい

人）と７ポイントも高まり、

８００人を集めたなど女子プ

ガイドライン」をＪＧＧＡニ

術、コスト、運用面の詳細比

ラブのスペック測定に関する
ュース 月号の送付に添えて、
全会員企業の皆様に配布いた

見調整を行っています。今後、

較を行い、メーカー選定の意

とメーカーを決定し、秋には

６月を目途に次期ラベル仕様

定で進めていきます。


以上

次期ラベルの案内が出せる予

また、会員企業の皆様によ

今後は、多くの会員企業が

しました。

月号に３回に分けて掲載いた

月号、２０１６年１月号、２

ＧＡニュースの２０１５年

12

り認知いただくために、ＪＧ

しました。

11

今年は ・１％（４万９２０

ます。

26

51
24

50

人）と初めて一般来場者が４

JAPAN GOLF FAIR 2016 来場者数表
※閉館後来場者数
ビジネス関係者 一般来場者 報道関係者
合計
12,129
13,801
446
26,376
２月19日（金）
11,971
10,367
412
22,750
1,828
18,521
156
20,505
２月20日（土）
1,831
20,013
143
21,987
381
8,598
67
9,046
２月21日（日）
505
8,729
110
9,344
14,338
40,920
669
55,927
合 計
14,307
39,109
665
54,081
過去最高（2013年）
17,991
36,348
776
55,115

65

73

72

ガイドラインの要点は

一般来場率が７割超という

45

練り直す必要もあるだろう。

ＪＧＧＡは適合外品の製造・

年（５万４０８１人）との比

25

較でも３・４％増と好調だ。

構築も急務だろう。

ーの再出展を促すメリットの

ジャパンゴルフフェア２０１

％（１万４３３８人）に下落。

９９１人）から今年は ・６
（１ ―１）用具ルールＷＧ：

Ｇ）の活動状況

6

６」が２月 日（金）～ 日
サイトで行われた。出展社は

32

10

１７２社（５０２コマ）と前

（日）の３日間、東京ビッグ

21

善が求められる。

10

50

19

馬 場 宏 之 会 長 は 開 幕 式 で、

12

50

「第 回ジャパンゴルフフェア２０１ 」開催速報

平成28年３月１日発行（ 4 ）
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部門別売れ筋ランキング 

月１日〜

月 日

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ
＝矢野経済研究所＝
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
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、

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

2

ODYSSEY WORKS
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

ODYSSEY WHITE HOT
SERIES

キャロウェイ
4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

4

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2014）
5

HVC SERIES

2ピース

アクシネット

5

CADENCE  TR SERIES

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

「 月の話題は、何と言っても新発売となったダンロ

キャロウェイ

ップ『ゼクシオ９シリーズ』の初動でしょう。多くの

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

小売店から“前作を上回る初動”というコメントが寄

1

せられています。その中でも『Ｍｉｙａｚａｋｉ』モ

ドライバー１位＝ XXIO9
ブリヂストンスポーツ

デルのドライバーが想定以上の動き、という声が目立

カーボン

ダンロップスポーツ

1
2

XXIO8

カーボン

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

XXIO9

スチール

ダンロップスポーツ

3

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット
4

XXIO8 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

4

MD3 MILLED WEDGE

キャロウェイ
5

XXIO8

スチール

ダンロップスポーツ

5

DJ-22 WEDGE SERIES

フォーティーン
構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

メーカー名

VOKEY DESIGN SM5
（2014）

ピン

3ピース /
4ピース

っています。発売前は値上げの影響を心配する声も聞

ダンロップスポーツ

1

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ
2

M1 460

チタン

テーラーメイド

2

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ
3

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

3

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
4

JGR

チタン

ブリヂストンスポーツ

4

XXIO8 UT

ダンロップスポーツ
5

VAPOR SPEED

チタン

ナイキ

5

816H1

アクシネット

シリーズ

リアルマーケットレビュー ２

多くなっていましたが、
「も

面についてお話しすることが

かというと業界のマクロ的な

展に向けた課題など、どちら

場全体の動向や今後の市場発

最近の本稿連載ですが、市

が多いけれど、うちのお客様

と言った方がしっくりくる方

ない。エンジョイゴルファー

方が中心とも言えるかもしれ

値』を求めるコダワリの強い

すれば『値段だけではない価

徴かな（笑）
。違う言い方を

増えてきたのはここ 年くら

プ」と呼ばれる業態の出店が

た。
「ゴルフセレクトショッ

お客様が来店されていまし

（店長談）など、多種多様な

欠かさずお店に来てくれる方

取材をしている間に、毎日

ショップ訪問記ペリカン・ゴルファーズベース（大阪市）

っと矢野経済が足で稼いだ
った要望を頂いておりまし

―商品の販売構成比は？

は皆さん上手ですよ！」

が、これらショップの顧客に

いなのではないかと思います

関係者の方から面白いお店が

します。同店は前々から業界

ゴルファーズベース」を紹介

レクトショップ「ペリカン・

連ねる大阪・南船場にあるセ

級輸入車のディーラーが軒を

高級ブランドショップや高

ればと考えています。

いてもお話しさせていただけ

に足を運んで気付いた点につ

ながら、私が全国のショップ

心。申し訳ないけれど、大型

ミズノのカスタムモデルが中

ブランド中心で、アイアンは

ロマロ、エポンなどの所謂地

「ウッドに関してはバルド、

―クラブの販売は？

う」

逆に出なくなってしまうと思

絞らないと店の強み、特色が

か扱っていない。ブランドは

キウイとかモンジーくらいし

心で、あとはエディットオブ

レル関連。マーク＆ロナが中

あったそうなのですが、いず

プに足繁く通っていた時期が

かつては大型のゴルフショッ

を聞くと、そうしたお客様も

うに感じます。お店の方に話

るなら「優良顧客」が多いよ

ありませんが、一言で表現す

ファーを格付けするつもりは

ではないかと思います。ゴル

切にする」お客様であること

ない」
「仲間との繋がりを大

い」
「無茶な値引きを要求し

ウエアに対するコダワリが強

大好きであること」
「道具や

共通しているのは「ゴルフが

大阪にあるという噂を聞いて

ショップで売っている大手メ

％がアパ

きたお店でした。このお店の

れもそうしたお店の品揃えや

―

一体何が「面白い」のか。店

ーカーのブランドで、今何の

「売り上げの

長の藤川尚史さんにお話を伺

サービスに「魅力を感じなく」

プの顧客として定着している

なり、これらセレクトショッ

ことが多いそうです。何故上

商品が発売されているのか全

客様がそれらの商品にほとん

ても商売になるというか、お

述したようなゴルファーが大

然分からない（笑）
。知らなく
「２０１１年にオープン。２

型ショップに背を向け単独展

―お店のオープンは？

０１６年４月で丸５年」

―用品市場に対する意見、要

―お客様の層は、どのような

ばいいと思っている」

くなれるような場所になれれ

がお店やゴルフを通して仲良

ら、堅苦しくなくお客様同士

び道具を売っているのだか

び道具』じゃないですか。遊

いったエリア間の縄張り争い

のでお宅には卸せません』と

はあそこの店と取引している

ーカーさんに対しては『ウチ

のだけれど、地クラブ系のメ

して物申すようなことはない

しているので、業界全体に対

「今まで話したような商売を

望等があればお聞かせ下さい

ＴＥＬ：

３ 南船場ＤＳビル１Ｆ

大阪市中央区南船場３ ―６ ―

〈店舗所在地〉

に感じました。

を考えなければならないよう

運ぶのか。その根本的な理由

開のセレクトショップに足を

いが、年齢に偏りはあまりな

って好みが出るし、そこが店

じでも装着するシャフトによ

と言いたいかな。ヘッドが同

―６２４５ ―８６

方が中心？

い。ウチのお客さんは『これ

８８

「性別で言えば男性が圧倒的。

的な商売をしないでほしい、

「基本的にゴルフ用品って
『遊

―お店のコンセプトは？

ど興味を示さないということ」

いました。

た。今後はマクロの話も交え

『生の声』が聞きたい」とい

10

年代は 代から 代まで幅広

ナンボになる？』というよう

の腕の見せ所だと思う」

06

31

BRIDGESTONE GOLF
TOUR B330 SERIES

かれましたが、現時点ではそうした声は杞憂であった

チタン

70

12

1

と言って差し支えないと思います。その他、テーラー

XXIO9

メイド『Ｍ１シリーズ』も評価が高いようです」

1

60

に値段云々を言わないのが特

藤川尚史店長

60

12

XXIO9

BALL BEST５

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

順位

12

メーカー名
順位

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

30
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議題
１面～２面：「第 回ジャパ

４月号の編集について

―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

員会議事録）
」を掲載。

試験終了後に閉講式と記念

はないと判断している。

で２時間 分。時間的な問題

中で終了。試験時間は 科目

最終日の認定試験日は午前

短縮。

昨年の 時間 分より若干の

協 会 関 連 事 項
広報委員会
日（ 水）
、
ンゴルフフェア２０１６の報

年１月

カタナゴルフの大会議室にて
●
「

告」を掲載予定。

平成
標記委員会を開催した。梅田
番ホール」：西本秀夫

委員長が議長を務め議事進

日（ 木）
、

＆Ａ研究・試験ディレクター）

スティーブ・オットー氏（Ｒ

④親世代等の誘ってくれる対

アップができる仕掛けが必要

③ゴルフは難しく、ステップ

ルフに触れることが必要

②若者が行きやすい場所でゴ

①最新出展状況：１７２社・

０１６」について

●
「ジャパンゴルフフェア２

議題 ―１、報告事項

催した。

ルームＡにて標記委員会を開

大広内のプレゼンテーション

年１月

議題 ―３、
「他のセミナー」
象年齢以外の方にもメリット

５０２コマ

平成

について
が欲しい

②運営事務局より資料をもと

数が少ない

①ゴルフ市場活性化セミナー

⑤賛同施設側の運用不可を軽

に図面の変更説明があった

時～ 時

（ＧＭＡＣ主催）

減するための基本やマナーを

【講師】

【日時】
伝える

平成 年２月 日（金）
、
時 分〜 時 分

議題 ―２、
「ゴルフ市場活性

第３期は４月１日より開始。

ていく。賛同施設は２月締切、

マナーなどを継続的に啓発し

ナー、Ｐｅｐｐｅｒについて、

ルフ場＆地域観光・物産コー

ついて、練習場連盟受付、ゴ

いて、レジストレーションに

ＰＧＡスタッフの配置につ

③運営についての主な報告

確保の最低目標は 名）

東京ビッグサイト 会議棟６

アプリ内でゴルフの基本、

●３期目の計画と概要

性化セミナーの内容と報告」

Ｆ ６０７、６０８会議室

ゴルフ界 皆帯進緒〜ここか

【テーマ】

を掲載予定。
０円、非会員９万８０００円、

７、受講料 会員７万８００

とりその後自由解散の予定。

入る。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

撮影を行い、 ： ～昼食を

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
タ」
、
「リアルマーケットレビ

ら業界を進ませる

２月号について

その他

【場所】

１面～２面：「２０１６ゴル

化のその他の動き」について

④Ｆａｃｅｂｏｏｋについて、

②コンプライアンスセミナー

ＷＥＢプレスドキュメントの

会員紹介８万８０００円。

（１）ゴルフフェア時のＧＭ

報告、ゴルフスケジュールに

ュー２」を掲載予定。

ＡＣセミナーの概要

ついて、パシフィコ横浜移転

フサミット会議ゴルフ新年会
【日時】

時〜 時（最大 時 分まで）

平成 年２月 日（土）
、

「ゴルフ界 皆帯進緒〜ここ

８、研修所の開館は８時 分。 （製造渉外委員会主催）
期講習会収支予算

中町昭人講師（ＪＧＧＡ顧問

【講師】
弁護士）

から業界を進ませる」

会議室は９時から 時。
９、第
（案）
、資料をもとに各委員に
、募集開始は５月中旬の予

説明を行った。
定だが、早期開始の要望を踏

ことが必要である。

フをしてもらう仕掛けをする

①第 回記念オリジナルワイ

議題 ―２、審議事項

でのセミナーの対応」
について

議題 ―２、
「ＪＧＦ２０１６

４月案内を目標とする。

議題 ―４、次回委員会の日程

Ｆ ６０５会議室

東京ビッグサイト 会議棟６

を育てるため、授業のサポー

活発にして未来のゴルファー

・大学のゴルフ授業をもっと

平成 年３月 日（月）

議題 ―３、次回委員会の日程

ン配布について

年１月

日（ 木）
、

第１回
ＪＧＧＡ活性化委員会
平成

協会事務局内にて標記委員会

４００号に到達

刊号は昭和 年 月 日に

で４００号を迎えました。創

ＪＧＧＡＮＥＷＳは、本号
①大学授業における業界の協

議題 ―３、その他

たびーら

ＪＧＲＡ、ゴルマジ、楽ゴル、

第二部・事例紹介 ＮＧＫ、

トが必要
平成 年３月７日（月）

予測と発展に向けた課題」

「国内ゴルフ市場２０２０年

【タイトル】

①『ゴルフ用品セミナー』

まえ、３月理事会で最終報告、 【場所】

告知について、ＪＧＦ２０１

６面：協会関連事項の中で各

日（ 木）
、

を開催した。

７活動方針について、など

委員会議事録を掲載予定。
ゴルマジ！セミナー報告
平成 年３月 日（火）

議題 ―５、次回委員会の日程

年１月

講習会委員会
平成

議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

第一部・ゴルフが普及するた

の報告及び新春特別企画トー

番ホール」：森田健司

て』
」を掲載。
●
「

理事が担当。
３面：「ゴルフクラブの『ス
ペック測定』に関するガイド
ライン③」を掲載。

覧」を掲載。
品販売技術者講習会」につい

平成 年２月 日（金）
、

【日時】

力について

開催について協会としてのユ

③ペアスクランブルゴルフの

ニットシステム）

化に向けた改革との関係（ユ

（ＪＧＧＡニュース）は不透明

田綾子氏」
、
「座談会 広報紙

ル大幅増産」
、
「 番ホール松

ィーの報告」
、
「ツーピースボー

本ゴルフ用品協会設立パーテ

当時の主なニュースは、
「日

月号を発行。

ーザーイベントとして一度チ

役割」
、
「ゴルフの輪をより大

な業界の水先案内人としての

②ＰＧＡのゴルフ市場再活性

ャレンジしたいと考える。

練習場：２８６

賛同ゴルフ場：１５６
合計：４４２施設

議題 ―４、次回委員会の日程
マジ部の横の繋がりで利用

（未確定）

第１、２期での課題を整理

者の相乗効果を狙う
①経験率が低く対象となる母

ジャパンゴルフフェア
２０１６
 第９回実行委員会

平成 年３月４日（金）

会員数見込：約１万７０００

」

28

４面～５面：「ジャパンゴル

６面：「協会関連事項（各委
て

協会事務局内にて標記委員会

員会議事録）
」
、
「ゴルフフェ

フフェア２０１６出展社一

アのセミナー詳細」を掲載。

宿泊研修をやめて日帰り研

を開催した。
議題 ―１、
「ゴ ルマジ！

12

１、会場変更

時～ 時 分
【講師】

20

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
３月号の編集について
修とする

や動向についてのプレゼンテ

28

クーポン発行数：約３万超

●第２期募集及び利用状況

会場：ＬＭＪ東京研修センタ

めには若者（ 歳代）にゴル

クセッション『２０１６年リ

理事が担当予定。

28

議題 ―４、その他

３面～４面：「ゴルフ市場活

28

オデジャネイロ五輪に向け

行。議事録署名人には瀧川、

13
15

20

について
ム』
「用具規則に関する最新の情

【タイトル】

４、講師と試験の配点、講習

平成 年２月 日（土）
、

13

11

28

三石茂樹氏（矢野経済研究所）
小倉ビル

20

30

名（参加者

20 19

16 20

②『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ
―

科目（レポート
４科目を試験科目とする）

２、科目

報や動向について」
【トピック】
時間は別紙

ーション

３、認定試験 １０００点満

ー」を掲載。

５、講習会の日程と講義スケ

点 合格は７００点以上

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

ジュール（案）は資料の通り。 【日時】

４面：「ジャパンゴルフフェ

タ」
、
「リアルマーケットレビ

用具規則に関する最新の情報

ュー２」を掲載予定。

講義時間は 時間 分となり

20

57

28

28

ー、２階特大会議室

12

住所：東京都文京区本郷１ ―

の開催報告」を掲載。
番ホール」：鉢呂敏彦

１面～２面：「ＰＧＡショー
●
「

19

６面：「協会関連事項（各委

28

い致します。

ので引き続き、よろしくお願

情報をお届けしてまいります

今後も会員の皆様に役立つ

きく台湾勢急増に強い懸念」
。

19

理事が担当。
３ 面 ：「 矢 野 経 済 研 究 所 調
べ、ゴルフ市況トピック」を

14

ア速報」
、
「市場活性化コーナ

掲載。

11

50

10

16 28

30

50

21

６、募集人数

15

14

14

28

22

15

28

41

13 28

28

19
19

60

20

27

清時両委員が任命され協議に

00
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19
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50
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28
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