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すると、２０１２年から２０
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よる金額ベースでの成長）を

ロパー品販売構成比上昇（に

の経済環境の変化」ではなく、

崩壊以降の縮小要因は「日本

んでいない。つまり、バブル
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ないか心配である。
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うゴルファー数の減少」によ

が、一方で「少子高齢化に伴
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２４年までの長期ゴルフ参加
る。一点目は「高反発クラブ

人口予測を行った。
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モデルの「スーパーエッグ」

化）
」はほぼ残されていない
ないこと、つまり「女性の参
が発売され人気となった。国
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2007年

274,746

方で、他の殆どのメーカーは

しない（但しラウンドボール
入促進及び育成、現在 ％弱

年に引き続きマイナスとなる

〈ハイブリッドクラブ〉

前年比
前年比

を２０１６年２月に発売し

見込み。２０１４年の当該市

２０１５年のハイブリッド

（単位：百万円）

2001年

2011年

状況に追い込まれる可能性が

は除く）
。ゴルフクラブ、ゴ
程度の構成比に止まっている

を低減した「ⅩＲ シリーズ」

化した場合、将来のゴルフ参

場は、小売市場における在庫

クラブ国内出荷量は、数量ベ

0
0

高いと言わざるを得ない。

ルフボール以外のカテゴリー
女性ゴルファーの参入促進、

ンファイバーを採用し更なる

加人口はどのような結果にな

調整が優先された面もあり数

ースで対前年比１１８・２％

10,000
50,000

選び方」を難しくする面も指

については「性能進化による
育成が必要である。

最適重心を実現した「Ｍ１シ

るのであろうか。今回、総務

量、金額共に約 ％もの大幅

の 万本、金額ベースで同１

＜輸出＞

（単位：百万円）

【国内ゴルフ参加人口将来予測
（男女別）】
－国内ゴルフ参加人口将来予測（男女別）－
40,000
37,000

摘される。

需要拡大」を実現できる余地

２０１５年のウッドクラブ

リーズ」を２０１５年秋に発

省統計局が発表した「社会生

なマイナスとなったが、２０

■顧客特性

活基本調査」の２００１年、

１５年はそれよりも更に縮小

50,000
200,000

にまで回復する見込み。

が残されていることになる

た。またテーラーメイドはヘ

（ドライバー及びフェアウェ

売。ルール遵守を軸とするメ

ッドのクラウン部分にカーボ

イウッド）国内出荷量は、数

〈ウッドクラブ〉

■商品動向

１．ゴルフ用品

が、ゴルフ用品市場はゴルフ
クラブ市場が活性化しなけれ

量ベースで対前年比 ・４％

ーカーは素材の開発やヘッド

ば全体の活性化の実現が難し

新規ゴルファーの参入促進

の１８６万本、金額ベースで

形状の改善、各社独自の理論

いという特性を有す。

が進まないままゴルファーの

同 ・０％の４１７億円と前

２００７年、２０１１年の調

100,000
＜国内出荷＞

（出典：2011年まで総務省「社会生活基本調査」、2015年以降は矢野経済研究所推計）

＜矢野経済研究所調査＞

2015年までの「輸出」は実績値、2016年の「輸出」は弊社推計値。

出
輸
国内出荷
前年比

高齢化及びリタイア増が顕在

査結果及び国立社会保障・人

輸出比率
計
総

2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年

30,000

（千人）
33,205
32,336

19.1%

30

１４・５％の 億５０００万

29,607
100,000

262,960

36,226
34,929
150,000

60,000
262,830
259,220
251,030
242,410

16

20

97

する見込みとなった。小売市

85

国内出荷
輸出

350,000

97

口問題研究所が発表している

78

251,420
250,000

45

65
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20,000

（単位：百万円）

形状がユーティリティクラブ

しさを追求するあまりヘッド
に、
「パターフィッティング」

ラブやアイアンクラブと同様
０万円と数量、金額共プラス

１３・９％の１２４億８００
需要量そのものは比較的安定

受けて規模縮小となったが、

的な在庫調整的局面の影響を

ゴリーとも言えるが、そのよ

品動向」の分析が難しいカテ

な提案が行われるため、
「商

やターゲットに応じて多様的

は間違いないであろう。

が２０１５年に表れているの

ものの、２０１４年の「我慢」

たれた市場環境とは言えない

■今後の展望

している。

２０１６年のゴルフ用品国

成長が見込まれるが、特に金
うな状況でも明確な傾向が出

内出荷金額は対前年比１０

額ベースでの伸長率が高くな
ているのが「機能性アンダー

１・４％の２６２８億３００

を積極的に展開し成功を収め

ウエアの需要減退」である。

０万円と予測する。各社から

ているところも散見される

アンダーウエアを着用したレ

に近くなってしまったりと、

れた。特徴的なのは掌部分、

イヤードスタイルはこれまで

本来の「アイアンクラブ」と

甲部分などの部位によって適

値には、一つの明確な傾向が

回答のあった２０１６年予測

商品動向は、新素材を採用

品販売量の減少」と「ダイヤ
した素材を採用する「人工皮

が、そうしたスタイリングが

「格好良い」着こなしだった

っている。その要因として
「小

ル式シューズの構成比上昇」
革、合成皮革のコンポジット

が、市場全体を大きく底上げ

が指摘される。
モデル」が多数提案され、人

金額水準」の予測値とな

出ている。それは「数量水準

は程遠い形状のものが多く、

２０１４年シューズ市場の

広く浸透した時点で「ファッ

売市場におけるマークダウン

大幅な規模縮小（数量ベース

ション的な需要」がピークを

するまでの力にはなっていな

国内出荷量は、数量ベースで
気となったこと。全体的に耐

したモデルが各社より発売さ

対前年比１０３・８％の９５
久性も向上しているため、一

５年にはブリヂストンが「Ｊ
ＧＲハイブリッドフォージ

が大きかったと言えるが、２
サイクルが長引いてしまう」

部の小売店からは「買い替え

■小売市場動向

越えたものと推察される。

単価上昇を目論んでいるこ

っていることで、
「各社とも

ースで ・７％）は在庫調整
０１５年の小売市場における

１０４・２％の２０７億４０

２０１５年のゴルフボール

〈ラウンド用ゴルフボール〉

い。

ド」を、プロギアが「スーパ
で対前年比 ・８％、金額ベ

ゴルファーの支持を獲得する

ーエッグアイアン」を発売、
１万ダース、金額ベースで同

までに至らなかった。２０１

いずれも人気商品となってい
００万円と数量、金額共にプ

る。こうした「ぶっ飛び系ア
ラス成長が見込まれる。

ス成長を果たす」という明確

イアン」人気の背景には、国

な意思を持っているというこ

０１５年の商品動向は、トッ

の水準とほぼ同等である。２

模そのものは２０１３年当時

ス成長が見込まれる。市場規

較できない面があるが、概ね

が含まれていないなど単純比

ータ」には「ゴルフウエア」

っている。
「ＹＰＳゴルフデ

ではこうした傾向が見られて

にかけて、一部のカテゴリー

とである。

る。平均単価上昇により金額

金額微増の見込みとなってい
価帯ボールにシフトしてい

購入していたシニア層が、廉

万本、
金額ベースで同１０１・

で対前年比１００・０％の

襟の形や丈の長さといったシ

プス（シャツ類）に関しては

模と小売店実売ベースの市場

メーカー出荷ベースの市場規

明確にするのは、恐らく初め

のメーカーがこうした意思を

てのカテゴリーにおいて多く

いたが、今回のようにほぼ全

２０１４年から２０１５年

２０１５年のキャディバッ

ベースでは前年の水準を維持

規模はリンクする形で推移し

4.6

4.4
0.8

4.8

0.7

0.7

レンジボール 0.8

7.5

7.9

8.0

ラウンドボール 8.1

てのことと言って良いのでは

たと考えられる。
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99,330

38.3

102.8

100,580

構成比 前年比
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キャディバッグ
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95.2

9,390
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101.0

9,390
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5,800
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5,900
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89,600
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92,700
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93,400
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100.8

ゴルフ用品その他

10,870
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11,040
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101.6

11,170

4.3

101.2

11,640

4.4

104.2

262,960

100.0

251,030

100.0

95.5

259,220

100.0

103.3

ないだろうか。

38.5

滞留在庫が全て綺麗にな

ルエットの提案よりも、柄物

るを得なくなり、結果的に市

（単位：百万円、％）
2016・予測

極的に行われた印象が強い。

を中心としたカラー提案が積

場の健全化が実現。小売市場

40%

り、需給バランスが完全に保

０％の 億９０００万円と数

この影響を受けたのが高価

における平均実売価格は上昇
2.2
2.2

3.7

量、金額共にほぼ横這いが見
ゴルフ用品の中でもキャデ

格帯市場における「プレミア

基調にある。今後は「数量限

2.3
2.3

3.7

これは廉価帯ボールの性能が

ィバッグは原価率が高い商品

ムディスタンス市場」で、ブ

定」や「シーズン限定」など、

2.3
2.4

では大 幅 減（２０１３ 年 比
理由」の他に、仕事をリタイ

だが、そのため為替変化の影

ンドが競い合うようにして斬

リヂストン「ファイズ」
、ダ

ゴルフウエア 35.5

込まれる。

アしたシニアゴルファーが

響を逸早く受けた。円安によ

新なヘッド形状のマレットパ

ンロップ「ゼクシオ」
、タイ

付加価値を追求した商品が人

35.8

上がっているという「性能的

この数年間の当該市場は

績を更に下回る見込みである。

ボールを購入していると指摘

「節約」の一環として廉価帯

ターを発売、それらのモデル

トリスト「ＶＧ３」などが該

気となる可能性もある。
35.7

・０％）となった前年の実

在」の状態が続いている。か

「市場を牽引するトレンド不

を国内外のツアープロが使う

当するが、これを受けて各社

〈ゴルフグローブ〉

り「引き」の商売に転換せざ

ことによるトップダウン戦略

とも「ウレタンカバーを採用

ブ国内出荷量は、数量ベース

できる。

で市場は盛り上がりを見せて

したディスタンスボール」の

つては「オデッセイ」
「テー

いたが、近年ではそうした斬

開発に注力している。

ラーメイド」という２大ブラ

新なヘッド形状のモデルが発

０４万枚、金額ベースで同１

２０１５年のゴルフグロー

売されることは少なくなり、

で対前年比１００・２％の８
２０１５年のゴルフシュー

円と数量、金額共横這いが見

００・７％の 億１０００万

96,600

レンジボール

〈ゴルフシューズ〉
ズ国内出荷量は、数量ベース

39.4

ラウンドボール

買い替え需要を大きく促進す

で対前年比１０３・０％の１

るところまでは至っていな
こうした市場環境の変化を

い。

5,770

35.2

計

35.2

84

込まれる。２０１４年は全体

2.3

92,600

合

ゴルフ用品その他 4.4

103.0
103,680
ゴルフクラブ

構成比 前年比
構成比 前年比
構成比

2016・予測
2015・見込
2014

262,830 100.0 101.4
＜矢野経済研究所調査＞

5,980

ゴルフウエア

ゴルフグローブ

4.3

93

７０万足、金額ベースで同１

100%

88

受けて、小売店ではウッドク

【ゴルフ用品別出荷金額構成】
【ゴルフ用品別出荷金額構成】

ブランドのポジショニング

る」との声が挙がっているが、

〈キャディバッグ〉

帯市場の数量構成比が上昇す
グ国内出荷量は、数量ベース

２０１５年のゴルフウエア

と」
、更に言えば「仮に数量

マークダウン品の販売数量構

リー合計販売金額は、対前年

ベースでマイナスになったと

成比は大幅（２０１４年の

比１０２・４％とプラスにな

弊社の「ＹＰＳゴルフデー

当該市場を小売店における

国内出荷量は、対前年比１０

タ」の集計で、２０１５年年

実売価格帯で層別した場合、
％程度の水準）に減少した。

３・５％の９２７億円とプラ

との声もある。

１個当たりの単価３００円未
心としたダイヤルシューズの

「ＢＯＡテクノロジー」を中

〈ゴルフウエア〉

る。
満の廉価帯市場と、４００円

に関連していると推察され
〈パタークラブ〉
以上の高価格帯市場に大別で

しても、金額ベースではプラ

２０１５年のパタークラブ

間（１～ 月）累計のカテゴ

国内出荷量は、数量ベースで
きるが、ここ数年間では廉価

金額ベースで同１００・７％
る傾向。一部の小売店からは

12

65

「これまで高価格帯ボールを

65

の 億８０００万円と数量減、

98

する見込みだが、数量ベース

67

人気が引き続いている。

対前年比 ・５％の 万本、

内ゴルファーの高齢化が密接

＞

0%

2013

2015・見込
2014
2013

ゴルフクラブ 38.3
38.5

ゴルフシューズ 4.9
4.4

60%

38.3
39.4
20%

ゴルフグローブ 2.3
その他バッグ・カバー類
2.2
キャディバッグ 3.6
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ラブ（愛知県名古屋市）

■場所：緑ヶ丘カンツリーク

日（月）

■申込み方法：月刊カジュア

後援協力を要請

■その他：中部練習場連盟に

ョンからの参加賞提供

■協力：ポッカコーポレーシ

ープレーについて、
「プレー

人組であろうと、その組に先

行くように声を掛けるべきで

式の電動カートが導入されて

おり、この規則に従うことが

困難となっている。まずは、

ラウンド中に組の順番を入れ

替えることができるシステム

にする（戻す）ことが必要で

はないか。既にそれが可能な

ゴルフ場では「プレイ・ファ

スト」
（速く回ろう）ではな

レンズ 交 換 対 応 モ デ ル

詳しくはSWANSホームページへ

活性化のためには、一般ゴル

筆者はゴルフが生涯スポー

ヤーは不当に遅れることな

く「ゴー・アヘッド」
（お先
と思う。

にどうぞ）を推奨するべきだ

筆者・北 徹朗プロフィール

ゴルフにおすすめ

ファーに対してこの点に厳し

すぎるのは得策ではない。ゴ

ルフ規則では「適切なペース」

とされ、
「プレイ・ファスト」

とは書かれていない。プレイ・

ファストはビジネス側からの

理屈であり、プレーヤー目線

からの解釈に改める時期に来

ているのではないか。
「適切

なペース」とは年齢やスキル
によって当然異なる。

「プレイ・ファスト」
から
『ゴー・

アヘッド』への発想の転換を

ゴルフ規則には、
『もし前

の組との間隔が完全に１ホー

ツになり切れていない原因の

にプレーして行くように声を

掛けるべきである』そして、

に対する厳しい態度である。

できることが明らかな場合は
確かに、ゴルフ規則には「適

も衰える。身体の衰えは個人

く」とされている。前述のよ
緩やかになり、視力も衰えボ

し な や か に 掴 む ホ ー ルド 感 。

大学ゴルフ授業から見た市場考察 第三回

Ｅ ｍａ
- ｉｌ： info@226.co.jp 以上においては「健康を害し
た」という回答率が他の年代
た（図）
。これまで、ゴルフ

１つに、ゴルフマナー（ゴル

ル空き、後続の組をも待たせ

は生涯スポーツの代表格とよ

フ規則では「第１章：エチケ

に比べ顕著に高い結果となっ

く言われてきたが、健康を害

ット」
）があると感じている。 『後続の組の方が早くプレー

「適切なペース」とは何か

ゴルフは「生涯スポーツ」になれるか
ゴルフは「生涯スポーツ」で
はなかった
ゴルフはその殆どが歩く運

健康づくりのために推奨され

刊カジュアルゴ

してやめざるを得なかった人

具体的には「スロープレー」

ているときは、後続の組が何

が意外にも多い現状がこの調
超えてもゴルフを続けられる

差があるにせよ避けることは

うに加齢により動作や思考は
ールの認知も遅くなるので、

ライオン シン

中部日本支部主催第一回 ペア・スクランブルゴルフ大会

■競技方法：前半９ホールの

当協会中部日本支部が主催
ペア・スクランブル大会」の
スコアを採用したぺア・スク

する「中部日本支部第一回

アマチュアゴルファーなら

参加チームを募集している。

てきた。だが、筆者が２０１

動（ボールを打っている時間

■賞品：北海道ペア旅行、ゴ

は２～３分）であることから、

ルフ用品など

ルゴルフ編集部に電話または

■参加費用：１万６０００円

５年に発表した［ゴルファー

メールにて申込み。

／１人（セルフプレー費・昼
の離反理由に関する調査結

ランブル方式によるダブルぺ

ア戦。前半９ホールのスコア
【問い合わせ先】
果］を年代別に見ると、ゴル

リア戦

によるコンペなので、プレー
食１０００円分補助・コンペ
月刊カジュアルゴルフ編集部
フをやめた理由として、 歳

誰でも楽しめるペア・スクラ

終了後すぐに賞品を持ち帰る
参加費・賞品・参加賞・その
２６８

ＴＥＬ：０５２ ―７６２ ―２

ンブル方式によるダブルぺリ

ことができ、気軽に参加でき
■募集人数：２人ペア 組／

た諸税含む）

また、今大会はゴルフ市場

るイベントとなっている。

ルフ（月刊カジ

■運営協力：月

ップ・ゴルフ用品卸など、会
ュアルゴルフ６

１６０名

員企業と協会との関わりをよ
月１日発刊号に

活性化事業の一環としてだけ

り深めた大会となるように準
募集広告を２Ｐ

査により見えてきた。 歳を
環境を整え、真の「生涯スポ

開催場所を広げて実施する予
定（関西、東北、沖縄）
。

各会員企業から提供を受けた

できない。これらを踏まえ、

その早い組に先にプレーして

『大学ゴルフ授業への協力』

高齢者の特徴に配慮したゴル

もらうことで顧客の回転率も
高まり、スムーズなラウンド

３９７件

バラクラブの棚卸をした。４

例えば「カートを乗り入れら

フ環境の整備を

■楽ゴル無料レンタルクラブ

月初旬時点で約８８０本（ウ

ゴルフ規則第３章にもスロ

４コース追加

ッド約１４５本、アイアン７

日本旅行が企画運営するゴ

れる範囲の拡大」や、
「ボー

博士
（医学）
、経営管理修士
（専

門職）
。武蔵野美術大学身体

運動文化准教授。生涯スポー

ツとしてのゴルフについて多

方面から研究している。日本

ゴルフ学会理事、大学ゴルフ

TEL.06-6783-1103

大阪／大阪府東大阪市長堂3-25-8

TEL.03-3834-1878

ではなく、地元のゴルフショ

備を進めている。
掲載）

Ｖｏｌ．

【大会概要】
■開催日：２０１６年８月

市場活性化コーナー
①利用状況

大学ゴルフ授業の充実とゴ

今月の市場活性化コーナー

ルフの普及を通じて地域社会

環境を提供することで顧客満

ある』とされている。今日、

■楽ゴルクーポン（３０００

の発展に寄与することを目的

足度も高まるという考え方な

多くのゴルフ場ではリモコン

円割引）：エントリー４９０

として、全国大学体育連合と

加齢に伴い細胞や臓器に変

切なペースでプレーすべき」

４名、利用者９４３名

ＧＭＡＣの間で連携協力に関

化が起こり、骨密度や筋肉量、

のかもしれない。

とある。経営の観点からは、

団体の取組』と『他団体との

は、
『市場活性化に向けた関連

■楽ゴルプラン（初心者応援

する協定書を締結した。当協

視力や聴力、脳や神経系など、

ーツ」を目指すことがまずは

協力』についてお知らせする。
プラン）：１７２コースが提

会では、授業で使われている

ゴルフに直接的に関わる機能

必要だろう。

①第三期近況報告
■楽ゴル練習場クーポン

供、 ９４３名が利用

古く傷んだゴルフクラブの更

出来るだけ速くラウンドして

■参画施設数：ゴルフ場１５

新要望に応え、ゴルマジ用に

『ゴルマジ！』

７ヵ所、練習場２３９ヵ所
（練

協力練習場は３０３、利用は

■クーポン発行数：３２６１

１・６２倍）

『たびーらスイーツゴルフ』

３５本）を保有している。

〈昨年スタート時から同日数

（同１・４２倍）

ルフとキレイと旅をコンセプ

経過時点での比較〉

用具の開発」という方法も考

００６年から筆者が実施して
加（ 代 名、 代 名、
代 名、 歳以上３名）
。

１９７７年、岡山県生まれ。

ルを見つけやすい環境の整

“不当に”というのは当ては

トにした女性限定のコンペ。 『ＰＧＡのゴルフ市場活性化

えられる。高齢者向けの用具

いるマナー違反に関する調査

備」
、
「高齢者向けのボールや
２０１６年の第１回は、４月

市場活性化に向けたＰＧＡ

を実用化した場合、当然ゴル

では、よくあるマナー違反の

に向けた改革との関係』

②第三期変更点

の取組に対し当協会として、

フ場側のアダプテーションも

最上位に『スロープレー』が

授業研究会代表。

天候の変化にも、
すばやく対応
別途スペアレンズ購入可能！

石川 遼

東京／東京都文京区湯島2-1-13

図．健康を害してゴルフをやめた人の割合（北，2015）

・対象年齢（ ・ 歳）拡大

ゴルフクラブレンタルの協力

必要となるが、それは同時に

毎回挙がるが、ゴルフ業界の

ゴルフ場支配人を対象に２
を行う。４か所の施設にて５

ビギナー向けの環境になるこ

まらない。

月８日からテストマーケティ

日に太平洋Ｃ御殿場ＷＥＳ

ングを予定していたが熊本地

Ｔにて開催。 名の女性が参

参加者に地元の観光誘客を

50

66

・インドアスクールを追加

アピールし観光振興に貢献す

とも期待できる。

32

・同伴者への優遇措置
・サブクーポン付加

『楽ゴル』
「楽ゴル」とは、 歳代のゴ

震の影響により遅れている。

60 21

SWANSアドバイザリースタッフ

70

70

80

ファーイーストビレッジ
キャスコ㈱
キャロウェイゴルフ㈱
㈱スターゴルフ
ブリヂストンスポーツセ
ールスジャパン㈱
テーラーメイドゴルフ㈱
㈱ダンロップスポーツ
マルマン㈱
ミズノ㈱
㈲レベルコ
ヨネックス㈱
ゴルフショップかとう
全12社

23

ペア・スクランブルゴルフ大会
協賛企業
（順不同）

る催しとして、本年は全国に

30

スポーツ第一事業部

22

■会員数：７６８７名（昨対

習場は昨対 ヵ所減）
47

19

ルファーを対象にした若年層
応援企画。

22

10

20

20

40
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部門別売れ筋ランキング 

月

日〜

月 日
31

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

3

カーボン

ダンロップスポーツ

2

VOKEY DESIGN SM5
SERIES（2014）

アクシネット
3

XXIO8

カーボン

ダンロップスポーツ

3

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

アクシネット
4

XXIO9 N.S. PRO

スチール

ダンロップスポーツ

4

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ
5

AEROBURNER IRON
KBS

スチール

テーラーメイド

5

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット
構造

メーカー名

順位

3ピース /
4ピース

ブリヂストンスポーツ

1

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ

キャロウェイ

PUTTER BEST５

1

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ
2

XR 16 SERIES

チタン

キャロウェイ

2

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ
3

M2

チタン

テーラーメイド

3

AEROBURNER FW
SERIES

テーラーメイド
4

VG3 SERIES（2016）

チタン

アクシネット

4

RMX FW

ヤマハ
5

JGR

チタン

ブリヂストンスポーツ

5

XR 16 SERIES

キャロウェイ
シャフト

メーカー名

順位

シリーズ

リアルマーケットレビュー ２
入ってからの平均実売価格が

ている側面が大きいのが実情

価の上昇によって底上げされ

“値引き率”の現状分析
本年１月号にて２０１５年

した。今後の（短期的な）需

です。平均単価上昇の主要因

要を考えた場合、恐らく小売

５万５０００円台から６００

直近のドライバー市場の平

市場における「客数の減少」

０円台で安定していることか

均実売価格が上昇しているこ

という状態は続くと推察され

のゴルフ用品市場を分析した

と、換言すれば「慢性的なデ

ます。つまり来年の４月は今

際、小売市場における平均実

ましたが、今回はもう一つの

フレ環境から脱却した」状態

年の４月よりも客数が減少す

が値引き率の改善によるもの

価格決定要因である「値引き」

にあることは分かりました

る可能性が高いということ

ではなく、値上げによるもの

の実情について分析します。

が、小売市場における値引き

で、現在と同じ平均実売価格

らも分かります。

東日本大震災発生以降、クラ

率は一体どのような状態にあ

では金額ベースも数量と同等

【平均実売価格は上昇してい

ブ市場を中心に価格競争が激

るのでしょうか。表１には、

のマイナスになる可能性が高

売価格の上昇について言及し

化、一時期は発売したての新

同じくプロパー品ドライバー

いでしょう。これも推測にす

ました。その主要因は「値上

製品でも ％以上の値引きが

市場における平均値引き率の

ぎませんが、これ以上の価格

であることも明らかとなりま

常態化するなど小売市場を中

推移を表しています。最新の

るが、値引き率は……？】

心とした業界関係者から是正

２０１６年４月の平均は ・

げ」と「マークダウン品の販

を求める声が多く挙がりまし

売数量減少」にあると分析し

た。しかしながら、最近私が

見えて減ってきています。価

り）に対するコメントが目に

比べて価格競争（過度な安売

行った面接取材では、以前と

後の、 ％を超えるような異

いことが分かります。震災直

に値引き率は改善されていな

４％となっています。基本的

思います。これらの推測が正

るのも現実的ではないように

とで金額の更なる底上げを図

転嫁（値上げ）に踏み切るこ

格競争は沈静化に向かってい

てはいるものの、震災前の

常な状態からは多少改善され

（需要そのものを底上げする

しいとするならば、これから
るのでしょうか。今回はドラ

％台前半といった水準に戻る

ための努力が必要であること

体の収益性を改善する」こと

「値引き率を改善して業界全

は言うまでもありませんが）
、

先の市場環境改善のためには
イバー市場に焦点を当てて分

気配は残念ながら感じられま
２０１６年に入ってからの

せん。
ゴルフ用品小売市場は、小売

表１は、弊社小売店実売動
向調査「ＹＰＳゴルフデータ」

キャロウェイ

による、２０１４年５月～２

5

ODYSSEY VERSA
SERIES

が必要不可欠であること、ま

キャロウェイ

た数字を見る限りでは改善の

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

店の「客数は減少しているが、

3ピース /
4ピース

単価が上昇していることで金

4

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

０１６年４月までの月別ドラ

キャロウェイ

イバー平均実売価格推移表で

ODYSSEY WHITE HOT
PRO SERIES

余地が残されていることを、

3

今回のデータは示唆している

アクシネット

額ベースでは前年水準を維持

3ピース /
4ピース

できている」というコメント

PRO V1 SERIES（2015）

す（マークダウン品を除くプ

3

ロパー品のみ）
。２０１４年

2

と言えるのかもしれません。

ブリヂストンスポーツ

ドライバー４位＝ VG3（2016）

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、
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）
「いよいよ２０１６年春の新製品も出揃ってきました。ドラ

XXIO9 LADIES

2ピース

に代表されるように、平均単
が、２０１５年１月以降は一
貫して価格は上昇基調にあり

出典：矢野経済研究所小売店実売動向調査
「YPS ゴルフデータ」

イバー市場では『ゼクシオ９』を筆頭に各社の新製品がラン

2

2

は多少のバラツキがあります

20

クインしてきましたが、小売店からはタイトリストの新製品

フォーティーン

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

ます。最新の２０１６年４月
は５万６８１４円となってお
り、これは対象期間内で最も
低い２０１４年９月の実績と
イント、額にして約７６００

（プロパー品、メーカー希望小売価格設定品のみ）

新製品発売と共にバトンタッチ対象となるマークダウン品も

ダンロップスポーツ

WEDGE BEST５

28

析したいと思います。

30

平均値引率
27.0%
27.3%
27.4%
27.6%
28.4%
28.4%
28.6%
28.7%
28.6%
28.7%
27.9%
27.8%
27.8%
29.0%
28.6%
28.4%
29.4%
28.2%
28.6%
29.8%
29.7%
29.2%
28.9%
28.4%

平均実売価格
¥52,482
¥53,017
¥51,646
¥51,827
¥49,171
¥51,260
¥51,513
¥52,184
¥52,495
¥52,640
¥53,064
¥52,868
¥53,193
¥52,550
¥53,570
¥53,764
¥53,198
¥54,929
¥53,557
¥56,196
¥55,458
¥55,319
¥55,269
¥56,814

年月
2014/05
2014/06
2014/07
2014/08
2014/09
2014/10
2014/11
2014/12
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2015/05
2015/06
2015/07
2015/08
2015/09
2015/10
2015/11
2015/12
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04

比較すると、率にして約 ポ

円も高い価格となっていま
す。この価格が一時的な現象
でないことは、２０１６年に

表1：ドライバーの平均実売価格推移及び
平均値引率推移

『ＶＧ３』の好スタートを指摘する声が多数挙がっています。

RM-21

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

アクシネット

多数流通していますが、全体的には小粒な動きとなっていま

1

BRIDGESTONE GOLF
TOUR B330 SERIES

HVC SERIES

す。マークダウン品の需要減退は本稿でも度々指摘してきま

ダンロップスポーツ

BALL BEST５

ダンロップスポーツ

したが、マークダウン品の平均実売価格が上昇していること

チタン

IRON BEST５

2ピース

15

1

カーボン

（販売価格上昇？）も一因なのかもしれません」

XXIO9

30

3

XXIO9

順位

メーカー名

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

メーカー名

1

1

5
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日（ 火）
、

う。

・想定問答を用意すべきだろ
・配達予定時間

・県別配達情報

の報告

議題 ―２、営業進捗状況報告

・ツアー４団体の展開コーナ
ーについては、調整し説明資

協会からのお知らせ
【平成 年通常総会】

既報の通り、平成 年６月

日（水） 時より、ホテル

もサポートしていただく。

委員長が担当、両副委員長に

・プレゼンテーションは実行

中、５社への説明状況と今後

・３社が導入に向けて準備

た。

ついて下記の事項が報告され

様宛にご案内差し上げており

開催します。詳細は、各会員

にて「平成 年通常総会」を

メルパルク大阪
（大阪市淀川区）

共同配送の営業進捗状況に

とサイト閲覧ユーザー。アン
・他の実行委員についても午

料に入れる。
常総会開催の報告」を掲載予
ケート回収後は、事務局の分

監事が担当。
●
「ジャパンゴルフフェア２

議題 ―２、審議事項
蓋専務理事から提案があった。

後の部だけでも見てほしいと

持つ企業数社について継続し

ルについては、関東に倉庫を

・今後の攻略先とスケジュー

の取り組みについて。

うここにご通知申し上げます。

の上、ご出席いただきますよ

じますが、万障お繰り合わせ

ます。大変ご多忙の折とは存

番ホール」：吉本政雄

３面：「第６回インダストリ
・最終確認は全実行委員へメ

ーカップゴルフ大会の案内」
、
ール配信する旨が了承され

「第５回西日本企業対抗ゴル

０１７」について

会を開催した。
①コマ数制限の設定について

議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

■開催日時：平成 年６月

最大出展コマ数について運

日（水） 時～ 時

営事務局より コマが妥当で

て案内を行っていく。

フ大会の案内」
、
「大学ゴルフ

議題 ―３、今後の課題確認

授業から見た市場考察」を掲
あるという提案があった。審

た。

５月号について

議の結果、 コマを上限とす

議題 ―３、その他

１ 面 ～ ２ 面 ：「 ゴ ル フ ァ ー
載予定。

■開催場所：ホテルメルパル

４面：「共同配送の拡大状況

ク大阪３Ｆフォンテーヌ 総

ズ・アンケート２０１６報告」

●共同配送第二フェーズ

28

①第二フェーズ実行に際し、

●
「

析を加えた資料を提出する。

11

定。

協会関連事項
年４月

広報委員会
平成

28

て」
、
「市場活性化コーナー」
、

と今後の取組テーマについ
程について

②入場料の有料化に向けた工

ることが了承された。

委員の増員について提案があ

が大きくなることから、実行

化に向けて、実行委員の負担

パシフィコ横浜開催と有料

中部を中心に提案された。

の設定が必要であり、関西、

配送効率を上げる為、エリア

原４ ―２ ―１）

会。
（大阪府大阪市淀川区宮

会終了後、同階にて会食懇親

番ホール」：岡㟢健伍
「中部日本支部ペアスクラン

ペアスクランブルゴルフ」
、

４面：「東日本及び西日本の

察」を掲載。

議題 ―４、その他

各委員会議事録を掲載予定。

６面：
「協会関連事項」として

ュー２」を掲載予定。

タ」
、
「リアルマーケットレビ

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

掲載予定。

③２０１７年基本方針につい

進めることが確認された。

他、提案事項を検証しながら

次年は有料コンテンツの充実

すこととなり、実現に向けて

０１８年からの有料化を目指

案があった。審議の結果、２

営事務局より資料をもとに提

入場料の有料化に向けて運

中から広報担当委員を選出し

取材対応について実行委員の

していた媒体・メディア等の

②広報委員の設置について

渉することになった。

が上がり、それらの企業と交

ブランドなど、具体的な社名

り審議された。小売店、外国

ズの設定を行い、委員会企業

材を分析した結果、統一サイ

委員各社の取り扱い梱包資

加提案。

舗展開を行っている３社を追

社に関西、中部エリアの多店

関東エリアで設定した広域

②得意先選定に当たっては、

ＴＥＬ：

●
「

監事が担当。

「市場活性化コーナー」を掲

・ＪＧＧＡＮＥＷＳの改善と
て

力のお願い】

【義援金募集について、ご協

このたび熊本県を中心に発

生いたしました地震で多くの

方がお亡くなりになり、お悔
やみ申し上げます。

運営事務局より資料をもと

承された。

長い実行委員が推薦され、了

があり、実行委員経験が最も

対応してはどうかという提案

議題 ―４、次回委員会の日程

判断していく。

どの見積もりを取り実現性を

の使用数量を元に調達費用な

援金を寄付することを決定い

字社を通じて１００万円の義

会にて、当協会より日本赤十

５月 日に行われました理事

このような状況を踏まえ、

に提案があり審議された。提

タ」
、
「リアルマーケットレビ

１１

載。

収支について。

ゴルフ授業から見た市場考

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

・ＪＧＦ２０１７の課題と、

案及び審議結果は以下の通

●梱包資材の標準化検討

ュー２」を掲載。
その後の動きについて。

たしました。また、会員様を

■名称：平成 年熊本地震義

決議されました。

対象に義援金の募集を行う旨

次回理事会後に開催予定。

【担当者変更】

平成 年９月９日（金）
現状の進捗状況を報告する。

■義援金額：１口１万円、希

援金募集

③フェア委員会開催について
・パシフィコ横浜の特命部署

議題 ―４、次回委員会の日程

●㈱テレコン

り。
である営業開発部との強い協

・新担当：大倉 悟（旧：清
・出展状況の対外的な発表に

●㈱大沢商会 スポーツ部

でにお申し込みください。詳

要事項を記入の上６月 日ま

変更事項
力関係を創出していく。

平成 年６月 日（木）

・会場ゾーニング案の提案が

関して従来通りのコマ数で行

細は、日本ゴルフ用品協会

あり概ね了承された。

大広内のプレゼンテーション

うのか、ブース出展平米数で

〒１０３ ―０００１東京都中

日（ 木）
、

ルームＡにて標記委員会を開

央区日本橋小伝馬町１ ―７
された。

【住所変更】

ＦＡＸ：

８４

ＴＥＬ：
て下記の事項が報告された。

共同配送の運用状況につい
・共同配送進捗状況

５４

―３５２７ ―２６

―５６１４ ―５０

―３８３２ ―８５８９）

い復興をお祈りいたします。

と、被災地の皆様の一日も早

避難されている方々の安全

までお問い合わせください。

（

■手続方法：別途申込書に必

望口数

ー」
、
「大学ゴルフ授業から見

催した。

菱商事ロジスティクス会議室

とに入場料の有料化に関する

④出展社説明会について

・共同配送配達状況について

20

水 優）

た市場考察」を掲載。

にて標記委員会を開催した。

平成 年５月 日（木）
、三

５ 面 ：「 Ｙ Ｐ Ｓ ゴ ル フ デ ー

行うのかを判断すべき。

ュー２」を掲載。

ユーザーアンケートを実施し

スクエア日本橋５階

12

議題 ―１、運用報告

載。

た旨の報告があった。対象者

に提案があり審議された。

03

28

クスホールの提案があり了承

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

６面：「協会関連事項」を掲

７月号の編集について

はメルマガ会員約６０００人

運営事務局より資料をもと

１面～２面：「平成 年度通
28

03

03

運営事務局より、資料をも

・セミナー会場としてアネッ

年４月

18

①アンケート実施報告

平成

第２回実行委員会

ジャパンゴルフフェア
２０１７

平成 年６月 日（火）

議題 ―５、次回委員会の日程

６月号の編集について
１面～３面：「２０１６年版
番ホール」：高畑泰宏

スポーツ産業白書」を掲載。
●
「

理事が担当。

28

議題 ―１、報告事項

21

タ」
、
「リアルマーケットレビ

４ 面 ：「 市 場 活 性 化 コ ー ナ

23

第２回流通委員会

28

28

載。

用品協会及び事務局で対応

６面：「協会関連事項」を掲

―６３５０ ―２１

３面：「ゴルフ用品販売技術

15

協会事務局内にて標記の委員

15

①実行委員増員について

19

ブルゴルフ大会について」を

を掲載。

28

28

12

26

者第 期受講生募集」
、
「大学

16

16

11

28

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

26

06

19
41

19

28

28

28
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