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★今月のトピックス

１〜２面＝第 回ジャパンゴルフフェア開催報告
３面＝ゴルフ市場活性化セミナーの報告
４面＝共同配送の一部導入の稼動状況など
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「第 回ジャパンゴルフフェア」
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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２０１６」が
２月 日（金）～ 日（日）の３日間、国際展示場（東京ビッグサイト）で
開催された。出展社数は１７２社（５０２コマ）と前年を 社下回ったが、
来場者は過去最多の２０１３年実績（５万５１１５人）を１・４％上回る５
万５９２７人を記録。過去２番目に多かった昨年（５万４０８１人）との比
較でも３・４％増と好調であった。
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「第 回ジャパンゴルフフェア
２０１６」が２月 日からの３
日間、東京ビッグサイトで開催
された。
今年のフェア出展社数・コマ
数は１７２社・５０２コマ（前
年１８２社・５３３コマ）とな
った。
来場者数は過去最多の２０１
３年実績
（５万５１１５人）
を１・
４％上回る５万５９２７人を記
録。過去２番目に多かった昨年
（５万４０８１人）との比較でも
３・４％増と好調であった。
「来場者の７割程度が一般ゴル
ファーで、フェスティバルの様
相 を 呈 し て い る が、 そ の 一 方、
商談の場や各関連団体がセミナ
ーとしてフェアを活用するなど、
様々な面を持つようになってき
ている。来年は場所をパシフィ
コ横浜に移すが、引き続き皆さ
まへご協力をお願いしたい」
（馬
場宏之会長）

三光精衡所
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参加者からも普段実感できな

とは倉本昌弘会長の言葉。
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このメーカーのクラブが欲し
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います。ＪＧＦは下働きのよ

躍の場を増やしたいと思って

「ＰＧＡ会員を表に出して活

委員会副委員長）は、

岡充浩理事（ＰＧＡ事業企画

業の責任者であるＰＧＡの槇
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クセスも上がっているとか。
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いることを実感しました。
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参加。子どもは感性が強いか
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メーカー横断型でクラブを

川瀬秀一郎プロ（ 歳）

た」

ことを肌で感じた４日間でし

取り実行に移しますね。その

っては先生ともいうべきＰＧ

にする。一般ゴルファーにと

と、将来的な支援強化も口

たいですね」

リクソンオープン』の開催地

といえば、
『ダンロップ・ス

ず大根が完売しました。白河

ち込んだバームクーヘンとゆ

一方、福島県白河市は特産

の力が最大の武器になる。そ

59

ういった意味でも、今回の二

鈴木増幸プロ（ 歳）

とても勉強になりました”と

ら言われたことを素直に受け
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て個々のゴルファーのインパ

感謝の言葉も頂きました」

過去最高の来場者で賑わった会場内

「当店にとっても、独自のフ

えるだろう。

啓蒙活動にも一役買ったとい

木ゴルフの企画はユーザーの

しています。試打ブースが

したいと思って昨年から参加

「ゴルフの盛り上がりを体感

ている。

普段ゴルフスクールを運営し

なりそうだ。

なステージに上がる原動力に

へ関与すれば、フェアが新た

Ａプロ。彼らがもっとＪＧＦ

多かったですよ。とても効果

もらいましたが、引き合いは

売やゴルフ場の紹介もさせて

なので、それに因んだ物品販

すね」
（同市産業部観光課の

ＰＧＡ初の障害者の有資格

場になっているようだ。

も、地元ＰＲを行える貴重な

を生業とする業者にとって

ＪＧＦは、地域観光・物産

にも効果があったという。Ｊ

ったとともに、観光客の誘致

ゴルフ場のいいＰＲの場にな

ＪＧＦが、地域の特産品や

薄井利和主査）

者。 歳でゴルフを始め 年

佐藤祐児プロ（ 歳）
も、成功といえるイベントだ

年々厚みを増すＰＧＡの運営
サポートに注目

かけてＰＧＡティーチング資

エメラルドコーストゴルフリ

沖縄・宮古島から参加した

型のゴルフフェスティバルに

ＧＦが、一般ゴルファー参加

い。

格を取得。日常は神奈川近県

「参加してよかったです」

なりつつある、一つの代表的
る。

コ横浜」
に移り、３月 日
（金）

な事例といえるかもしれな
「ゴルフに対する恩返しがし

説明する。

ンクスの石山竜丞社長兼総支

たいと思って、このアルバイ

配人は、
Ａ）は昨年から同協会の会員

トをさせてもらいました。感

ＪＧＦは来年、
「パシフィ

をＪＧＦへ派遣、運営へのサ

～ 日（日）の３日間開催さ

昨年も参加している。日常は

高橋直士プロ（ 歳）

せん。そこで一念発起。昨年

ゴルフはほぼ認知度がありま

のイメージが強く、宮古島の

一丸となって考えていきまし

しみを提案できるか。業界が

れる。ゴルファーへどんな楽

と相好を崩し、その理由を
ポートを実施しているが、今

「沖縄のゴルフといえば本島
Ａのサポートだが、

加した。年々厚みを増すＰＧ
「ＪＧＦの運営に携わること

24

ょう。

26

まで県任せだったＰＲ活動を
で、我々もゴルフ産業の一員

70

伝いをしました」

謝の気持ちでこの４日間お手

のゴルフ場でレッスンしてい

16

46

年は前年比９名増の 名が参

日本プロゴルフ協会（ＰＧ

20

ビジネス的な点において
ったという。

“モノの出方が違う”と好評

があり、参加してよかったで

ィッティングシステムをアピ

時には 時 分まで満席と聞

11

き、ゴルファーの試したいと

地域観光・物産コーナーでは、
ールするいい機会でしたし、

50

今後の店舗集客にプラスにな

30

いう熱を感じました」

15

ると受け止めています」

「ゴルマジ！ 20」ブースには長蛇の列。
市場活性化に一役買う試みに期待。
二木ゴルフが実施した試打会にも多くの来場者が詰めかけた。
Dr.スギ氏によるクラブフィッティングは好評だったという。

練習場でレッスンしている。
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多くのギャラリーを集めたファッションショー。 2015PGA ティーチングプロアワードの受賞者。
左から福田尚也プロ、松本哲也プロ、大森信正プロ。

２０１６ ゴルフ市場活性化セミナー
か い た い し ん し ょ

『ゴルフ界 皆帯進緒
～ここから業界を進ませる！～ 』

ゴルフ市場活性化委員会（ＧＭＡＣ）は２月 日（金）
、ジャパンゴルフフェアの会場で『ゴルフ界 皆帯進緒～ここ
から業界を進ませる！～』と題しセミナーを開催した。
目玉は、若年層ゴルファー発掘に向けた提案として、大学ゴルフ授業研究会北徹朗代表がゴルフ市場拡大に向けた
施策を発表した。非常に盛り沢山な内容だったので、一部を抜粋してお知らせする。

今後も積極的に若者へのア
プローチと共に賛同施設の協
力を依頼していくという。
ゴルフ場予約サイトを

生かした幅広い企画など、今

後の広がりに期待する。

女性の心をつかみたい！

『たびーらスウィーツゴルフ』

行役員によると「楽天が運営

天ゴルフ事業長の田中健一執

天が主催する「楽ゴル」
。楽

昨年６月にスタートした楽

「
『たびーら』は、自治体と

谷寛司担当次長。

統括本部ＭＩＣＥ営業部遠茂

を運営する日本旅行法人営業

ーら・スウィーツ・ゴルフ」

最後に登壇したのは「たび

するゴルフ場予約サイト『楽

連携した地域振興プロジェク

活用した『楽ゴル』

天ＧＯＲＡ』が、 ～ 歳の

ト上で交流する仲間がいま

な友達とは別にインターネッ

が、きっかけを持ち合わせな

ゴル』
。ゴルフに興味はある

ンやクーポンを提供する『楽

男女に対し、初心者向けプラ

行くことを一つの旅と見立て

トを企画しました。ゴルフに

て女性の旅を応援するイベン

で、このキャラクターを使っ

トのイメージキャラクター

ィアを活用しており、リアル

す。

い若者に機会を提供していき

第３期スタートに向けて

実際に第２期のゴルマジを

する学生は「初めての種目」

利用した人たちの約４割は雪

として受講する学生が全体の

スタイル、じゃらんリサーチ

たい」

地元スイーツ、ファッション

初めに当協会も加盟するＧ

を例にとると、 名クラスで
センターの青木理恵研究員が

マジやＪマジなどの『マジ☆

の通り。

ＭＡＣの馬場宏之委員長より

週３回、前後期で延べ約１８

部』からのメールやＳＮＳを

などを楽しんでいただく企画

らの実績紹介と併せて、新た

上げてきました。本日はそれ
めてクラブを握っているとい

続いて、リクルートライフ

「ゴルマジ！」

ゴルフ参加率アップをテーマ
０名の生徒が体育授業により
登壇。２０１４年８月に開始

きっかけに始めているので、

です」

％程度で、同大学のコマ数

に取り組んできました。ご登

した「ゴルマジ！」の活動報

①楽ゴルプラン：全国約１２

えるだろう。

「当会はここ数年、若年層の

壇いただく各社ともより具体
ゴルフに触れる機会を得てい
告及び企画発表が行われた。

０以上のゴルフ場で９ホール

に『大学体育授業におけるゴ
体験させるのが「ゴルマジ！」

ラウンドすることや、景色や

て、旅先で女性だけで楽しく

的な策を講じ、確実に成果を
る。先の５８０校に換算する

ゴルフ市場を盛り上げるため

ルフ』についても話を聞きま

平均スコア１００代が６割、

①大学生向けの「格安」なプ

という傾向も明らかになり、

ルフをする家族や友人が多い

続していく若者の周りにはゴ

が押してくれた背中をアプリ

挑戦を促すなど、以前は先輩

た会員にショートコースへの

活用し、練習場を５回利用し

アプリの『プッシュ機能』を

「ＬＩＮＥゴルフ」
を
「友だち」

③楽ゴル練習場クーポン：

リーの９５３名利用

年実績は、４９０４名エント

当のクーポンがもらえる。昨

った。

求めていることも明らかにな

等、女性が同性とのゴルフを

性のゴルフ仲間と出会いたい

・ 歳限定に拡大。また、

「対象者の幅を広げるために

館山カントリークラブで実

ー人数１５８０名

人でも参加しやすかった、女

未婚が８割。参加理由は、一

施した回を例にとると、参加

の主旨。振り返りアンケート

②楽ゴルクーポン：ＨＰから

以下を割引料金または特典付

では第１期会員のうち、 ・

登録すると毎月３０００円相

きでプレー。昨年実績は、プ

北氏は、多くの学生がゴル
１％が有料になった「２０１

練習場止まりの会員をコース

３期目の変更点は、

フに対する興味を持って授業

５年４月～ 月の間にも練習

へ送客するための施策として

ることも方法の一つです」

を終了するため、このような

場に１回以上訪れている」と

す。今後は 代を大きな塊と
とらえ、若い層のゴルフ参加
大学生ゴルファーを本物のゴ

いうリピート効果を報告。継

者の年齢は ～ 代が７割、

率アップに向けて今年も努力
ルファーへと顕在化できない

ラン公開１９９コース、プレ

を続けたいと考えています」
かと下記の提案を行った。

ランの提案

その上で青木研究員はＳＮＳ

名。
“若年層”
“女性”をキー
活路を見出したいという参加

の重要性を主張した。

ワードに、ゴルフ市場拡大に
者の想いが熱かった。
②ゴルフ場での「自由度の高

の接続プログラムの開発

会と共同提案モデルとしての

Ｃでは、北氏が主催する研究

を通じて拡散しながら、４月

全国展開を検討している。

の御殿場ウエストを皮切りに
プレー人数５９５名。

■ＧＭＡＣ 石井信成副会長

ラブセットを無料レンタル。

「今期は、 ホールプランも

昨年実績は、協賛５社、利用

こちらの企画もＳＮＳなど

ても有効活用された。
ブ：全国 コースを対象にク

④楽ゴル無料レンタルクラ

また、館山のスイーツを茶

い」パッケージ商品の開発

屋で提供するなど、地域の特

ゴルフ

大学体育授業における

産品を女性にＰＲする場とし

40

登録すると対象練習場で無料

30

レッスンクーポンがもらえる

20

を使って行うつもりです」

19

38

「若者は今、ソーシャルメデ

【ゴルフ用品業界への要望】

コースデビューを果たすため

化の北徹朗准教授は、
「
『大学

武蔵野美術大学身体運動文
体育授業におけるゴルフ』実

①新古品や若者（初心者）向

ッドが大きいなど）
、あるい

けのスペックでのサポート

は「大学ゴルフ授業用」の用

施上の問題点とゴルフ業界の

大学におけるゴルフ授業の

具（例えば、飛ばないボール

コラボレーションを探る」と

規模は、国内４年制大学７８

など）開発は可能か？

②「初心者用」
（例えば、ヘ

２校のうち、約５８０校で実

は練習場またはグラウンドで

具体的な活動を行っていくこ

11

齢を ～ 歳に拡大。イメー

企画を検討しており、対象年

対象に。また、大学生向けの

いただいた方がゴルフ業界に

手応えは感じています。参加

「多くの方に来場いただき、

18

契約するなどメディアへの発

ジガールの三枝こころさんと

日発表された多角的なゴルフ

おける危機意識を共有し、本

策となるよう祈っています」

し、皆様にとって一つの解決

市場活性化案を有効に活用
ゴルフ場との強いパイプを

努めていきます」

信やサービスの認知度向上に

29

題し、講演を行った。

施。実際にコースラウンドを

軽いボールを使った授業で単

北氏の提案を受けてＧＭＡ

位を与えているのが現状。そ

とで基本的な合意を得ている。

行う学校は 校ほど。他大学

もそも、授業でゴルフを選択

学生ゴルファーを本物のゴルファーへ
武蔵野美術大学 北徹朗准教授

【ゴルフ場への要望】

セミナー参加者は１７０

20

10

具体的な内容と実績は以下

と、毎年約 万人の学生が初

には、クチコミの力を活用す

29

歳の若者にゴルフを無料

20
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③「ゴルフ授業受講者」が、
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ーカーがバラバラに得意先店

具体的には、これまで各メ

大学ゴルフ授業から見た市場考察

新連載

・ 歳」
、
「女性： ・ 歳」

（２０１３年）は、
「男性：

ポスト〝２０１５年問題”を考える
「２０１５年問題」とは何だ
ったのか

徐々にリタイアの波が大きく

なる可能性を見据えておかな

ければならない。
（ちなみに

１９７１年～１９７４年生ま

れも２００万人を超えた世代
である）

物流面では共同化を実現する

関しては大いに競争し、一方、

がある。現在、踊り場の局面

業界には「２０１８年問題」

例えば、筆者が従事する大学

という言葉をよく見聞きする。

健康な生活ができる期間のこ

どの世話にならず、自立した

康寿命とは、日常的に介護な

り１歳近く延伸している。健

りに正式種目に復活し、２０

輪では、ゴルフが１１２年ぶ

らのゴルフ業界のあるべき姿

報システムの共同化。これか

流通委員会からの報告
流通委員会にてかねてから
検討しておりましたゴルフ用
で配送することにより、単に
ことで、コスト削減と地球環

ゴルフ人口激減期に開催され

メーカー側の配送コスト削減
境改善のために用品業界全体

・ 歳、女性 ・ 歳）よ

であり、２０１２年（男性

だけでなく、受け手側の小売

少子高齢化が進む中、様々

今回はその目的や背景など
店舗においても荷受業務の集

２０年には東京で五輪が開催

な業界で「２０××年問題」

を中心に会員の皆様にお伝え

される。ゴルフ界は今後さら

イズの統一化や共通通い箱使

トのみならず、ダンボールサ

また、将来的には配送コス

配便』といたしました。主旨

サービスの名称を『ゴルフ共

配送）を実施することになり、

品メーカー共同での商品の輸

プである共同配送（ゴルフ用

考えに立ち今般、第一ステッ

合が相次ぐことは免れないと

体力の低い大学では閉校や統

れを起こしているような経営

料収入の減少や、常時定員割

受験者数の減少による受験

減少することがわかっている。

３１年までの間に約 万人も

１８年から再び始まり、２０

代別に見ても、
「ゴルフをやめ

についての調査」の結果を年

表した「ゴルファーの離反理由

筆者が２０１５年１月に公

行われており、健康寿命は男

命の差を縮めるための取組が

１５年問題のキーワードとし

前述のように、ポスト２０

ることを忘れてはならない。

渦中にある時期に置かれてい

思われるが、東京五輪開催の

に盛り上がりをみせていくと

今夏のリオデジャネイロ五

る２０２０東京五輪

いたします。

とを言うが、近年、国や自治

舗を持っている小売店様に限

カー様から関東地区に複数店

用といった梱包資材の削減に
ご理解いただき、業界共同の

は「２０２３年問題」が考え

て「２０１８年問題」あるい

倉庫を持っている一部のメー

定して開始しておりますので、
よる環境資源への配慮も視野
取り組みにご協力いただきた

た理由」として、
「健康を害し

メリット

頃が、ゴルフ人口激減危機の

他地区への拡大の計画は今後
に入れ、物流に関わる業務の

たから」という理由は、 歳

女とも年々延びている。

順次お知らせしていきます。
合理化に業界全体で取り組ん

予想されており、２０１８年

共同配送実現による効率化と

に備え殆どの大学で構造改革

る人でもゴルフ場に出かける

共同配送の概要と拡大計画

は、まだまだ現役ゴルファーと

【荷主（メーカー）のメリット】

われていた。しかし、２０１

年問題」が 年以上前から言

造改革がなされるとすれば、

ことが可能な環境づくりや構

共同配送の考え方は、複数
１．輸配送コストの削減
共同配送の第一フェイズは

り、
現実的に引退もしていない。

して活動することが可能であ

ゴルフ業界でも「２０１５

く「２０１５年問題」という

７年～１９４９年）以降も、

た年代は、団塊世代（１９４

出生数が２００万人を超え

そのため、１つの年数で区切っ

持つ意味合いも変わっていく。

２０１８や２０２３の数字の

後少々健康に不安を抱えてい

を中心とした得意先を対象に

用語だけが独り歩きしていた

歳～ 歳にかけての年代で

年々延伸していることや、今

２．段ボールなど梱包資材の

出荷先を関東地区（１都６県）

８年問題のように、根拠とな

られる。しかし、健康寿命が

メーカーが共同で荷物を輸配
統一化も視野に業界統一基準

る明確な数字がある話ではな

以上の年代で回答率がはじめ

送するスケールメリットによ
を検討

に地域を限定し、複数のメー

て上位に出現する。つまり、

るコストダウン、および束ね

カーの荷物量が多い小売店舗

が進められている。

効果（配達貨物の集約）によ
１．検収、検品など荷受け作

【小売店のメリット】
業効率化により店員スタ

共同配送を行う。

と言わざるを得ない。

70

①出荷元：関東地区に倉庫を

10

ッフの接客時間の増加

拡大計画

【第一フェイズ】

減）を目的とします。

70

33

効率の向上が図れます。

体を挙げて健康寿命と平均寿

は、
『製品開発や営業活動に

21

にある 歳人口の減少が２０

舗に送っていた荷物を、共同

74

62

で取り組むべきである』との

73

約化により、スタッフの作業

品共同配送がスタートしまし

19

42

くお願い申し上げます」

尚、現段階では関東地区に

た。

71
70

でいきたいと考えています。

18

る環境寄与（ＣＯ ２排出量削

用品協会
宏 之

60

２．通い箱や梱包資材削

１５年問題」という用語は、

ゴルフ業界における「２０

９５２年）
に渡って続いている。

実は３年間（１９５０年～１

幅でのイメージで捉えていくの

て考えるのではなく、数年の

ト２０１５年問題のキーワー

が適切だろう。そこで、ポス

持つメーカー企業の物流倉庫

費用の削減

本当の危機が訪れるのは、出
（基礎年金受給者）になるこ

ある１９５２年生まれの人が

問題」

生数２００万人台最後の年で
とから、経済的・体力的な両

康寿命（ 歳）の年齢に到達

ように、団塊の世代が２０１

しかし、２０１８年問題の

２年生まれの世代が健康寿命

１８年問題」あるいは１９５

はないかと推測される。
「２０

門職）
。武蔵野美術大学身体

博士
（医学）
、経営管理修士
（専

１９７７年、岡山県生まれ。

筆者・北 徹朗プロフィール

めの構造改革が急がれる。

ない新規ゴルファー層定着のた

【第二フェイズ】

に入り順次拡大予定。

参画表明された企業と準備

５年をもって「ゴルフクラブ

と考えるのが妥当ではないか。

運動文化准教授。生涯スポー

に到達する「２０２３年問題」

ツとしてのゴルフについて多

を置く」という明確な根拠は

ただし、２０２３年は「出

方面から研究している。日本

なく、現在もゴルフ業界はそ

生数２００万人超え」の最後

ゴルフ学会理事、大学ゴルフ

関西地区量販店舗を対象に

の世代が健康寿命に達する年

①関西地区参画メーカーを拡

であるため、２０１８年以降

授業研究会代表。

「２００万人世代」

キーワードは「健康寿命」と
厚生労働省から公表されて

から２０２３年までの期間、

れなりの平穏を保っている。
ーを拡大する
全国での共配開始

【第三フェイズ】

いる最新の日本人の健康寿命

大する②関東地区参画メーカ

もしておく。中高年層に頼ら

（イチハチ ニイサン問題）とで

―

いわゆる団塊世代が 歳以上
区１都６県（東京都、神奈川

面から、ゴルフが続けられな

する頃（２０１８年）以降で

ドは、ひとまず「

心とした企業 社の、関東地
県、千葉県、埼玉県、茨城県、

くなるだろう、という考えが

歳を迎え、団塊の世代が健

栃木県、群馬県）の店舗・物

もとになっているらしい。

65

流センター、本社など

23

28

③開始時期：２０１６年３月

18

に至った経緯を馬場宏之
会長は、

内外の厳しい環境の改善
と、地球温暖化改善のた
めのＣＯ ２削減という社
会貢献、この二つの目的
全体で物流の共同化が必
要との考えに至り、３つ
のステップに段階を踏

①共同での配送、②物

71

65

本サービスを開始する
参画表明された企業と準備に入り順次拡大してまいります。

のため、ゴルフ用品業界

２０１６年３月予定

3）開始時期

み、取り組み検討を重ね
てまいりました。
2）出荷先

共同配送圏

②出荷先：大手量販店舗を中

大手量販店舗を中心とした企業２8 社の、関東地区１都６県（東京都、神奈川県、千葉
県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県）の店舗・物流センター、本社など

「ゴルフ業界を取り巻く
関東地区に倉庫を持つメーカー企業の物流倉庫

1）出荷元

共同配送ネットワーク
現状の物流ネットワーク

減の取り組みによる廃棄

共同配送の第一フェイズとし、まずは出荷先を関東地区（１都６県）に地域を限定し、複数のメーカーの荷物
量が多い小売店舗を中心とした得意先を対象に共同配送を行います。

流倉庫の共同利用、③情

く。
は毎年

共同配送の概要

税と過剰
が需要環

用品メーカー各社の自社倉庫から引取車両を運行し、共同配送
センターで荷物を集約、方面別に仕分けを行い、得意先別に共
同配送します
用品メーカー各社が自社倉庫から届先まで、個別に
配送を手配しています。

の改善
全体で
た。
同化
流面で
る』と
実施す

平成28年４月１日発行（ 4 ）
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部門別売れ筋ランキング 

月１日〜

1

月 日
31

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

4

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

ODYSSEY VERSA
SERIES
ブリヂストンスポーツ
PHYZ Premium（2014） 4ピース

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

「１月のクラブ（ウッド、アイアン）市場は、こ

キャロウェイ

れから発売となる新製品のバトンタッチ対象とな

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

るモデル群のマークダウン販売が開始されました。

1

具体的にはテーラーメイド『エアロバーナーシリ

ブリヂストンスポーツ

ーズ』
、キャロウェイ『ＸＲシリーズ』などです。

3ピース /
4ピース

いずれもベストセラー上位にランクインはしてい

キャロウェイ

BRIDGESTONE GOLF
TOUR B330 SERIES

ますが、マークダウン品市場全体の需要は減退基

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

1

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ
2

JGR

チタン

ブリヂストンスポーツ

2

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ
3

XR SERIES

チタン

キャロウェイ

3

AEROBURNER
RESCUE SERIES

テーラーメイド
4

XXIO8

チタン

ダンロップスポーツ

4

XXIO8 FW

ダンロップスポーツ
5

AEROBURNER SERIES

チタン

テーラーメイド

5

AEROBURNER FW
SERIES

テーラーメイド
順位

IRON BEST５

メーカー名

順位

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

AEROBURNER IRON
KBS

スチール

テーラーメイド

3

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット
4

XXIO9 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

XXIO9 N.S. PRO

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）

調にあるようです」

XXIO9

BALL BEST５

ダンロップスポーツ

アクシネット
1

順位

メーカー名

1

WEDGE BEST５
シャフト

メーカー名
順位

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

ドライバー３位＝ XR SERIES

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

1

1

5
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シリーズ

リアルマーケットレビュー ２

壇させて頂きましたが、出展

ＧＡ、ＪＧＲＡセミナーで登

ジャパンゴルフフェア２０１６
ンプル欲しさのゴルファーばか

『人が増えてじゃまくさい。サ

企業の方から「参加したかっ

今年もジャパンゴルフフェ
り増えてゆっくり物も見るこ

アが東京ビッグサイトで開催

頂きました。参加意思を持っ

されました。大手外資メーカ

て頂くことは有難いことです

応があったので」という声を

が、やはり出展企業の最大の

たけれど、ブースでお客様対

もう一度考えて欲しい」との

いる。誰のためのフェアなのか、

ミッションは「来場客対応」

遠するようになってしまって

り上がりや集客面に対する不

こと。
私自身ゴルフフェアは
「ゴ

とができない』とフェアを敬

安の声が数多く挙がっていま

ルファー（底辺）拡大のため

ーの出展見合わせが引き続く

したが、結果的には過去最高

など、開催前にはショーの盛

となる５万５９２７人の入場

私は昨年「
『カンファレンスデ

定」を提案させて頂きました

イ（セミナー専用の日）
』の設

です。こうした課題について
を支えている既存ゴルファー

強く、現在のゴルフ用品産業
の満足度向上のためにどう在

に存在すべき」という思いが

るのですが、パシフィコ横浜

が、そうなると出展企業の方

者を記録したようです。私は

で開催された「ジャパンフィ

るべきか、といった視点が欠

は通しで４日間会場に拘束さ

釣り業界の調査も担当してい

ッシングショー２０１６」の

れる形になります。効率性と

料動画配信」というのはどう

落していることを思い知らさ

でしょう。例えば、フェア開

れました。これは非常に難し

案します。ゾーン内では新製

入場者（３日間合計）は３万

品はもちろん、開発途中のプ

催後一カ月間は有料で各セミ

８１２１人でした。ゴルフフ

０００円、当日券１３００円。

ナーを動画サイトで閲覧でき

しれません。それならば「有
但し小中学生は無料）など運

ことができ、最新のシミュレー

ロトタイプを実際に手にする

るようにし、セミナーに対す

いう点で現実的ではないかも

営方法が異なり、単純比較は

る質問等についてはＪＧＧＡ

レミアムゾーン」の設置を提

できませんが、５万人超とい

した試打やフィッティングが

ションマシンや計測器を使用

のサイト経由で各講師に伝え

い問題です。そこで有料「プ

う数字はかなりの「高水準」

可能。対応は男女の有名トー

ェアは入場無料、フィッシン

であるでしょう。

ナメントプロがマンツーマン

を運用すれば、当日に受講で

回答を得るなど。この仕組み

グショーは有料（前売り券１

しかし、私が会場で出展企

で。ソファーやテーブルを設

方者にも対応でき、協会とし

きなかった方だけでなく、遠

業や業界関係者の方々と交わ
した会話からは、入場者数過

含め飲み放題（コンパニオンが

置し、ドリンクはアルコールを

ーニングを導入することは講

ても収入増になります。ｅラ

去最高というポジティブデー

を設定、ネットからの事前申

おもてなし）
。入場者数は上限

タとは異なる言葉が多く挙が
りました。今回はそれらのコ

演を有効活用するという観点
某出展企業Ａ社ご担当者のつ

に、差別化されたサービスを

た一種の格付けがあるよう

ファースト、ビジネスといっ

の話ですが、飛行機の座席に

設的な批判」を実際に活かす

ったことです。そうした「建

や問題点の指摘」が殆どなか

だったのは、
「対案なき批判

イデアを聞きました。印象的

その他にも様々な意見やア

からも必要でしょう。
ぶやき「確かに人は増えてい

求めるゴルファーに最高のお

ことができたならば、横浜に

サービスや入場料は例えば

込で入場料は１万円― 。

メントを掲載し、ゴルフフェ
アが抱える課題や解決策につ

出展されていた某地クラブ

るように見えるけど……」

もてなしをという考えがあっ

いて考えてみたいと思います。

メーカーご担当者曰く「確か

ても良いのではないのでしょ

会場を移して開催される「新

るけれど、今の用品業界にと

生ジャパンゴルフフェア」も、

に入場者は増えたように見え

うか。

きっともっと良いものになる

某出展企業Ｂ社ご担当者のつ

だろうと感じました。

ならないクラブにお金を使っ

ぶやき「セミナーを受講した

って本当に大事にしなければ

いけれど……」

（矢野経済研究所 三石茂樹）

者数は減っている。そうした

私は今年のフェアでもＪＧ

て頂いているゴルファーの来場
お客様に対して案内をしたが、

日（ 金）
、

番ホール」：岡崎健伍

３面：「第 期ゴルフ用品販

監事が担当。

●
「

予定。

【日時】平成 年２月 日

品市場規模と動向」

【タイトル】
「世界のゴルフ用

①『ゴルフ用品セミナー』

年 ３ 月 ７ 日（ 月）
、

講習会委員会
平成

②『Ｒ＆Ａ用具規則フォーラ
ム』
フォーラム」

【タイトル】
「Ｒ＆Ａ用具規則

【参加人数】１７０名
【ゴルフ市場活性化の動き】
（１）ゴルフ普及のターゲッ
トの重点ターゲット年齢層
（２）大学体育授業における
業界の協力について
【ゴルフ市場活性化の具体的
活動について】

し説明を受けた。

本氏、矢野経の三石氏が来協
ついて

①輸送時における返品対応に

平成 年５月 日（木）

議題 ―６、次回委員会の日程

について

⑤梱包資材に関する共同発注

いて

④情報システムの共同化につ

て

③物流倉庫の共同利用につい

②店間移動について

平成 年４月 日（火）

議題 ―４、次回委員会の日程

年 ３ 月 ４ 日（ 金）
、

インダストリーカップ
委員会
平成

協会事務局内にて標記の委員
会を開催した。
議題 ―１、インダストリーカ
ップについて
①「第６回東日本ジャパンゴ
ルフインダストリーカップ」
日程：平成 年 月 日

新 入 会

城県つくばみらい市）

場所：茨城ゴルフ倶楽部（茨

住所：〒１０４ ―００４３

代表者：阿部 歩

●㈱Ｊ・ＧＲＥＥＤ

カンツリー倶楽部

（１）ＮＧＫ事例発表 有馬
ＪＧＲＡ事例発表 桜宮ゴル

リエトコートアルクスタワー

東 京 都 中 央 区 湊 ３ ―８ ―１
２００２

概要が決定したので５月９
日より募集を開始する。

フクラブ

議題 ―２、次回委員会の日程

０１
ＦＡＸ：
７７
ＵＲＬ：

―６２８０ ―４０

（２）ゴルマジの件

流通委員会

ＴＥＬ：

（３）楽ゴルの件

第一回

平成 年６月

ー氏（Ｒ＆Ａ研究・試験ディ
フの件

（４）たびーらスイーツゴル

要望は３つに集約される。

セミナーを通じて出された

ンデュラム計測器を持ち込ん

年 ３ 月 ８ 日（ 火）
、

―６２８０ ―５１

http://www.
ＡＰ東京八重洲通りにて標記

平成
できる場所の提供

razzledazzle-golf.com
業態区分：卸、製造 （クラ

①ゴルフ場・練習場には安く

Ｒ＆Ａに対していろいろな意

ブ製造部会）

での計測も実現可能である。

【総括】セミナー会場でのペ

【参加申込】 名

レクター）

【講師】スティーブ・オット

【日時】平成 年２月 日

報告

協 会 関 連 事 項
年２月

広報委員会
平成
済研究所・スポーツ事業部部

売技術者講習会受講生募集」 【講師】三石茂樹氏（矢野経
を掲載予定。
長、主任研究員）

協会事務局内にて標記の委員
会を開催した。
４面：「共同配送の状況」
、「中

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

場考察」を掲載予定。

「大学ゴルフ授業から見た市

部実業団対抗ゴルフ大会」
、 【参加申込】１０１名

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
３月号について
１面～２面：「ＰＧＡショー
の報告」を掲載。
番ホール」：鉢呂敏彦
タ」
、
「リアルマーケットレビ

●
「

理事が担当。
ュー２」を掲載予定。
議題 ―４、その他

３ 面 ：「 矢 野 経 済 研 究 所 調
掲載。
平成 年４月 日（火）

議題 ―５、次回委員会の日程

６面：協会関連事項を掲載。

４面：「ジャパンゴルフフェ

べ、ゴルフ市況トピック」を

ア速報」
、
「製造渉外委員会か
らの報告」を掲載。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ

の委員会を開催した。

た。

ご案内文についての反響報

東京都港区北青山２ ―７ ―

住所：〒１０７ ―００６１

●㈱フラッグ

ＡＺＺＬＥ

取扱商品：ＲＡＺＺＬＥ Ｄ

議題 ―１、共同配送進捗報告

協会事務局内にて標記委員会

議題 ―２、共同配送実施案内
について取り扱うこととし、

告。

に対する反響
話を聞くことから始める。

議題 ―３、ゴルフメーカーへ

活性化委員会ではこの案件

【主催】ＧＭＡＣ

議題 ―２、ペアスクランブル

―３階

協会担当：石井 伸太

代表者：藤 英一
【日時】平成 年２月 日

ゴルフ大会の開催概要

フジビル

取扱商品：ＫＢＳスチールシ

業態区分：卸（卸売部会、輸
びに参加企業へのアプローチ

幹事会社による運用報告並

の共配参加アプローチ報告

状況

【会場】東我孫子カントリー

対象得意先向け共配実施の

緒～ここから業界を進ませる
②コンプライアンスセミナー

【参加申込】約１９０名

クラブ

ャフト、ＲＯＹＡＬＧＲＩＰ、

入品部会）
【参加費】１万１９００円（プ

議題 ―４、公正取引委員会相

ＨＡＰＰＹ ＰＵＴＴＥＲ等

マジ、ゴルフ場での告知や近

ーの早期制作。楽ゴル、ゴル

１．ゴルフ共同配送の今後の

の今後の計画について

議題 ―５、流通委員会として

室訪問結果報告

当：寺前 和人）

・新担当：上田 健二（旧担

公正取引委員会 相談指導

談内容のご報告

レー費、昼食、パーティ費、
参加費含む）

隣店舗への集客協力依頼。

計画について

【告知方法】チラシ、ポスタ

議題 ―３、ＰＧＡのゴルフ市

２．物流共同化が可能なもの

変更事項

場再活性化に向けた改革との

日

【募集期間】４月４日～６月

含む・税込）

関係について（ユニットシス

●㈱オリムピック

【担当者変更】
協会事務局内にて標記の委員

年 ３ 月 ４ 日（ 金）
、
会を開催した。

５月号の編集について

平成
議題 ―２、
「ジャパンゴルフ

１面～２面：「ゴルファーズ

ＪＧＧＡ活性化委員会

【日程】７月 日（月・祝日）

【テーマ】ゴルフ界 皆帯進

①ゴルフ市場活性化セミナー

現状進捗状況のご報告。

②ＰＧＡには指導者の提供と

を開催した。

③用品メーカーにはゴルフク

教則本の共同制作

６面：協会関連事項を掲載。

議題 ―３、
「ＪＧＦ、他のセ

ュー２」を掲載。

03

03

見を下さいとの要望もあっ

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
議題 ―１、
「第 期ゴルフ用

―

ラブなどの用品提供

４月号の編集について

タ ー（ 文 京 区 本 郷 １ ―

【会場】ＬＭＪ東京研修セン

―５８４２ ―６６

ミナー」について

品販売技術者講習会」につい

番ホール」：西本秀夫

て

１面～２面：「第 回ジャパ
ンゴルフフェア２０１６の報
●
「

告」を掲載。
）

ＴＥＬ：

理事が担当。
３面：「ゴルフ市場活性化セ
９０
【科目】 科目

ミナーの内容と報告」を掲載。

【日時】平成 年２月 日

【募集人数】 名

平成 年６月８日（水）

議題 ―４、次回委員会の日程

合格は７００点以上

の「大学ゴルフ授業から見た

円、非会員９万８０００円
（テ

【受講料】会員７万８０００

４面下段：新連載・北徹朗氏

12

19

フェア２０１６」セミナーの

キスト、昼食、他諸費用一切

【参加申込】 名

市場考察」を掲載。
５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー
タ」
、
「リアルマーケットレビ

28

28

28

について
報告。

28

ュー２」を掲載。
６面：協会関連事項を掲載。

26

19
20

テム）ＰＧＡから広瀬氏、根

アンケート２０１６」を掲載

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

18

19

20

10

28
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