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酷暑の八王子に２日間で

名の学生が集結

★今月のトピックス

１〜２面＝「Ｇちゃれ」開催報告
３面＝ 矢野経済研究所「２０１６年版 ゴルフ産業白書」
４面＝ 西日本支部主催「ペア・スクランブルゴルフ大会」

の小林勝法専務理事（文教大

「今後、産学協同はますます

学国際学部教授）は、

ること、八王子駅からクラブ

重要になるでしょう。実は、

スポーツで得られる喜びや感動

うことで得ることもあるが、観

は何物にも代えられない。自ら行

時 分 コースラウンド

戦・応援することで得られること

私の年代では、長嶋や王、大鵬

ーローであった。

も多い。その主人公はまさしくヒ

時 分 ホールアウト（シ

ャワー、着替え）

時 ふりかえり（アンケー

ト記入）

る。

も『３者連携』は大きな試金

は今回が初めて。その意味で

周目は個人戦（フェアウェイ

～４番ホールを２周して、１

コースラウンドは当初、１

ローもいた。高橋直樹や柏原純一

かもしれないが、自分だけのヒー

れの的であった。全国区ではない

が認めるヒーローであり、あこが

はウルトラマンにも匹敵する誰も

大体連が特定の産業団体とこ

「全国７８２の大学を調べた

石になるはずだし、期待して

最大 打、グリーン上最大５

のよさも決め手だった。北准

バスで十数分というアクセス

生数 万人超）が集中してい

なったのは、市内に 大学
（学

ゴルフ場初体験の「Ｇちゃれ」は満足度百％
大学の体育で「ゴルフ授業」を受ける学生を、課外授業でゴルフ場へ連れ出
す「Ｇちゃれ」が８月に開催された。猛暑の中、学生と担当教員はグループ
に分かれてスケジュールをこなしたが、クラブハウスからコースへ出た瞬間
「すご～い」
「キレイ」と感嘆の声しきり。企画は、成功だった？

結果、体育でのゴルフ授業は

います」

時 分 表彰式、解散

「Ｇちゃれ」を含むゴルフ授

約５８０もあり、他のスポー

こまで本格的な連携を結ぶの

業の支援策等を周知する。Ｐ

ツ種目に比べて圧倒的に多い

教授が次のように経緯を語

ＧＡは、ゴルフ授業の担当教

携調印を交わしたもの。

いる。参加校は武蔵野美大を

員や学生を指導面で支援する

続して八王子ＣＣで行い、２

中心に中央大、明治大、国際

大学生にゴルフ場体験をさ

下）で行われた。主催は大学
基督教大の４校で、一気にス

ことがわかりました。最大

の目的から２０１２年 月に

りで、指導法を話し合うなど

でゴルフを教える教員の集ま

める。大学の体育授業（正課）

ゴルフ協会（ＰＧＡ）
、ゴル

育連合（大体連）
、日本プロ

せない。これは、全国大学体

クアップがあったことも見逃

わされた「３者連携」のバッ

その背景には今年６月に交

で、活性化モデルを確立して

クラブの無償提供を行うなど

がゴルフ場を提供、当協会が

ルフ場経営者協会（ＮＧＫ）

団体が加盟しており、日本ゴ

にはゴルフ関連の４業種・５

場にあるのがＧＭＡＣ。ここ

験なしで終えるのはもったい

の授業を取っても、コース体

終えている。せっかくゴルフ

ほどで、大半は学内の施設で

の授業を取入れているのは

れにも関わらず、ゴルフ場で

ルフに触れているのです。そ

万人規模が、体育の授業でゴ

時 八王子駅前出発

いた。

なスケジュールが予定されて

０００円で、当日は次のよう

「Ｇちゃれ」への参加費は３

極めて高かった

満足度は

思います」
（北准教授）

で、次回以降に改善したいと

「様々な課題が見つかったの

できなかった。

しまい、２周目に入ることは

終えるまで 分ほど掛かって

合は１組目が最初のホールを

ていた。ところが、５日の場

ブル方式のチーム戦を予定し

打まで）
、２周目はスクラン

げて喜んだことを覚えている。ま

ルガリア戦の大逆転勝ちに声を上

ンヘンでの男子バレーボールのブ

隊や月面宙返りに小躍りし、ミュ

ものである。

り代わり、草野球や相撲に興じた

川であった。自分がヒーローにな

ァン）であり、明武谷であり藤の

（私は東映時代からの日本ハムフ

など学生たちは悪戦苦闘の様

猛暑の中、空振りやチョロ

いになった。日本人としてのアイ

手の４１３球に感動で胸がいっぱ

た、女子ソフトボールでの上野投

オリンピックでは、日の丸飛行

時 分 チェックイン、着

子だったが、今後は危険防止

この原稿を書いている今（リオ

デンティティを感じた時である。

替え、オリエンテーション

のため、林に入ったら手で出

時 分 八王子ＣＣ佐々木

進一支配人の挨拶、ゴルフ場

すなど、改善の余地はありそ

時 分 ＮＧＫ大石順一専

文化、マナー、ゴルフ産業の

場体験に学生はどんな印象を

ところで、初めてのゴルフ

に復活したオリンピックでのゴル

ルフ競技開催前）
、１１２年ぶり

デジャネイロオリンピックでのゴ

ゴルフ界最大の課題は、コ

成り立ちや環境問題への対応

務理事によるゴルフの歴史、
ア層である団塊の世代が近い

フ競技において、できれば日本人

であって欲しいが、日本人でなく

（日本シャフト 酒井直人）

へと繋がることを願っている。

に感じつつ、リオでの感動が東京

隅に自分が属していることを誇り

とができるスポーツ関係の業界の

ーローを生み出し感動を与えるこ

には結果も出ていると思うが、ヒ

このコラムが皆様の目に届く頃

与えるはずである。

る。業界の活性化に大いに影響を

数多く出てくることを期待してい

クなプレーや感動に浸るシーンが

ケート調査しているので、そ

もったのか？ 主催者がアン

時 分 ショット、アプロ

ーチ、パター練習（各 分間）
時 分 昼食

とも、ヒーローによるドラマチッ

等の講義
と。市場の継続的な発展を実
現するには、若者需要の創造
が不可欠で、
「最大 万人規
模」の学生が集団として存在
することは、垂涎の的といえ
一方、大体連にも事情があ

るだろう。

年問題」といわれる学生人口

り、最大の課題は「２０１８
の縮小だ。これにより大学の
廃校や統廃合が懸念され、生
き残るためにはスポーツを活
用したＰＲや、体育授業の充

の結果を紹介しよう。

将来、ゴルフリタイアするこ

うだ。

の歴史等説明
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女子 名）の学生が集まって

第１回の「Ｇちゃれ」は昨

フ市場活性化委員会（ＧＭＡ

いく。

ない。そこで『３者連携』に
よるコース体験に本腰を入れ
ることになりました。今回の
にして、その輪を全国に広げ

『八王子モデル』をきっかけ
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大体連は加盟大学に対して

ゴルフ授業研究会で、武蔵野

が、一連の活動で主導的な立

夏にスタートしていたが、当

Ｃ）の３者が、
「大学ゴルフ

発足した。

時の参加者は一桁と少なかっ

授業の充実」を図るために連

その第一弾が八王子ＣＣに

た。この夏、３～４回目を連

50

実も不可欠とされる。大体連
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日の２日間、八王子ＣＣ
（都

美術大学でゴルフ授業を担当
ケールアップした格好だ。

日間合計で 名（男子 名、
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いざ、出陣！
ゴルフ場初体験の学生を従え
て、 先 生 た ち の 表 情 は 厳 し い。
とにかく、猛暑なのである。芝
の照り返しを勘案すれば、体感
温度は 度？
「 キ レ イ ね え 」「 す ご ～ い 」 と
ハシャぐ女子学生の歓声を背に
受けて、教員の表情は引き締ま
る。「 Ｇ ち ゃ れ 」 は 課 外 授 業 だ
け に、 ケ ガ を さ せ た ら 一 大 事。
そんな心配も頭をよぎるのだろ
う。
この企画を主催する大学ゴル
フ授業研究会は、ゴルフ授業を
担当する教員によって運営され
る。
「世話人」と呼ばれる教員が、
ボランティアで引率するわけ
だ。
ゴ ル フ 場 体 験 は 教 育 の 一 環。
空振り、チョロ、ダフリを繰り
返す学生たちを忍耐強く褒め続
ける先生の姿に、業界は感謝し
なければならない。
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のかだ。多くのゴルフ場は会

フ場の理解をどのように得る

開する上で、会場となるゴル

とつは「Ｇちゃれ」を全国展

され、これらの細かい対策に

ャンが発生する可能性も懸念

ただし、無料の場合はドタキ

入れるコースもありそうだ。

ケースで、今後、無料で受け

迫られる。

ュールに狂いが生じ、修正を

く照合する。その後のスケジ

加者名簿と遅れた学生を忙し

りで都度、居場所を確認。参

担当教員はスマホでのやり取

■「Ｇちゃれ」の感想

員制だから、理事会の承認を
ついてはトライ＆エラーで改

まあ楽しかった
・６％

・４％

あまり楽しくなかった ０％
得る必要があるなど、若者需
善するしかない。

とても楽しかった

全く楽しくなかった ０％
要の創造に向けて理解を広げ

広報委員の現場視察記

「Ｇちゃれ」の光
世界有数のスポーツブラン
ドが、相次いでゴルフ市場か

なければならない。八王子Ｃ
現場の印象をこう話す。

ちゃれ」を視察した一人で、

当協会の蓋孝専務理事も、「Ｇ

猛暑のコースラウンドでは、

ども説明する。

スタの二者択一であることな

を交わし、昼食はカレーとパ

緊張を和らげるために世間話

場、販売店や我々メーカーは、

の中、多くのゴルフ場、練習

かれ、衰退止むなしのムード

う。少子高齢化が早くから囁

翻って日本市場はどうだろ

８月、３回目の「Ｇちゃれ」

野美術大学北准教授らが今年

「Ｇちゃれ」を主導した武蔵

える。そこで昨夏、第１回の

ルフ場を体験せずに授業を終

らの退却を表明した。まさに

Ｃの佐々木支配人はこの点に
「学生さんがゴルフを楽しん
空振りやダフリを繰り返す学

クラブバスの中では学生の

■「Ｇちゃれ」に参加してゴル

ついて、
でいる姿を見て、期待感が膨

フに興味を持った？
・５％

「この話を頂いてから理事会
らみました。学内での授業を

あまり持たない ０％

・５％
球に当たってましたね。今後

経験したことで、それなりに
く見守っている。やる気を出

生を急かすことなく、忍耐強

戦っている。しかし、現在も

様々な工夫を凝らして必死に

学生のコース体験を行った。

を八王子ＣＣ（都下）で開催。

あまりそう思わない ０％

です。そのことはメンバーも

若者需要の創造は喫緊の課題

「我々ゴルフ業界にとって、

続ける。

できることがあれば対応した

ので、全国展開する上で協力

り組む姿はとても大変そうな

生方がボランティアとして取

の課題は運営面でしょう。先

用するクラブを１００本以上

起きて、マイカーに学生が使

「わたしは各回とも朝５時に

う話す。

大変な作業だ。北准教授がこ

れない。また、事前の準備も

させるために褒めることも忘

Ｘデーに向かう歩は止まる気

１万７０８人と減少の一途。

７人を境に、この８月下旬で

数は２０１２年の１万４５７

が、ＪＧＡのジュニア登録人

掲げて掘り起しを図っている

個人や団体がジュニア育成を

た。但し、普段は疑似ボール

ウンドも実に楽しそうであっ

ックで、且つ、４ホールのラ

るなど、その内容はアカデミ

境問題やゴルフの起源に触れ

「Ｇちゃれ」の座学では、環

私 も 会 場 に 足 を 運 ん だ。

と前置きして、次のように

ありませんでした」

全くそう思わない ２・３％

承知しており、できることは
いと思います」

・２％

るというが、大半は本物のゴ

・５％

に諮ったわけですが、学生の

い？
強くそう思う

■自分のクラブが欲しい？

協力したいという声が多かっ

借り物でいい

参加したい？
強くそう思う

０円の参加費を頂きましたが、
相互理解の深耕

今後の課題は

した。実は、クラブを積み込

積み込んでゴルフ場へ届けま

配を見せていない。

での学内授業であり、実際の

大学で行ったのです。各組に

む作業は『Ｇちゃれ』の前日に、

性化が具体化している。その

京五輪が決まり、各方面で活

験の第一歩として、自ら踏出

彼らがこの授業をゴルフ体

プレーは覚束なかった。

本当は無料でも構わないんで
それにしても‥‥。

すには、 回程度の授業でラ

それでも、２０２０年の東

・２％
す。ゴルフ場の収支に影響が

中で最も注目されるのが大体

を整備するのは大変だし、様々

への手解きというだけではな

といえる。それは単に初心者

えるのは、かなり大変な作業

集合時間に遅刻する学生もい

ので、ゴルフ場で借りました。

など足りないクラブもあった

慮したつもりですが、パター

ログラム「Ｇちゃれ」だ。

協同によるコースデビュープ

連・ＰＧＡ・ＧＭＡＣの３者

実も必要だが、それも早々に

グラムを整え、教える側の充

ウンドを楽しめるまでのプロ

あるわけでもありませんから

過不足なく行きわたるよう配

な苦労があることを、学生に

く、
「Ｇちゃれ」はゴルフを介

課の体育に約５８０のゴルフ

あまりそう思わない ０％

学生に粘り強くゴルフを教

特筆されるのは
「楽しかった」
わかってもらいたかったので

授業を採用し、最大 万人規

（笑）
。ただ、これだけ広い土地

と「興味を持った」が各１０
す。３０００円は、そのため

ましたけど、特にトラブルも

は楽しみでならない。

まだ細いこの「光」が、実

取り組むとの事だった。

０％に達したことである。今

なく一安心です。我々教員が

（ヨネックス・山本美雄）

者の間に齟齬が生じかねない

ため、共通理解を深めること

フ場で５～６回目が行われる。

２～３月にＧＭＧ八王子ゴル

次回の「Ｇちゃれ」は来年

が肝要だ。
球事故を気にしなければなら

今後、
「Ｇちゃれ」を円滑に

果について、発表会が催され

われた「八王子モデル」の成

３月には、全国に先駆けて行
全国へ広げるためには、業界

上達至上主義の指導などで「べ

う。業界目線のこだわりや、

ど、
着実に動きはじめたようだ。

での開催も予定されているな

で数回、さらに兵庫、山梨県

来年上半期以降には東京圏

る予定。

き論」を主張し過ぎると、両

とを認識する必要もあるだろ

関係者が教育の一環であるこ

ない。

ない。担当教員は、気が抜け

その都度、シャフト折れや打

球が木に当たって跳ね返る。

林の中でクラブを振り回す、

ます」

模の学生がゴルフに触れてい

10

全国約７８０の大学は、正

後の継続意向については２・

した教育の一環であり、その

あたりには細心の注意を払い

ガ人が出ることなので、その

心配するのは、課外授業でケ

ことを改めて思い知らされる

分ほど遅刻する学生もいた。

まず、午前 時の出発時間に

光景が随所にあった。

の授業料と考えてもらいたい

うに、
「Ｇちゃれ」の参加費は
ゴルフ場によってケース・バイ・

10

このコメントからわかるよ

ですね」

たようだ。
「Ｇちゃれ」への参加が３回
目という武蔵野美大の山口奈
生さんは、この企画がきっか
けでマイクラブを購入したと
いう。
「学内施設での授業と違って、
本物のゴルフ場は本当にきれ
いで開放的です。今後、社会
人になっても続けたいし、仕
事面でも活かせると思ってい
ます」
ところで、今後についての

とハマっていた。
課題は山積している。そのひ

10

るゴルフ場は、魅力的に映っ

３％が否定的な回答をしたが、

全くそう思わない ２・３％

・５％

・２％

29

学生にとって未知の領域であ

15

まあそう思う

・５％

た。今回、学生からは３００

自分の物が欲しい

■「Ｇちゃれ」のような企画に

その他 ２・３％

まあそう思う

危機だ。

全く持たない ０％
受け入れについて反対の声は

少しは持った

■またゴルフ場でラウンドした

とても持った
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矢野経済研究所

矢野経済研究所はこのほ
ど、２０１５年度（１～ 月

回数も減らそう』という思考

起きないはずである」

ていたなら、こうした論争は

た数値となっているのが実情

０１０年の数値とはかけ離れ

か。残念ながら、震災前の２

どまっているのが実情であ

ける販売構成比は３％弱にと

えるが、ドライバー市場にお

喚起させる『魔法の杖』と言

直前の２０１５年９月まで、

「マークダウンが行なわれる

割いて考察している。

シオ主導であったことを紙幅

場の主要な動きとして、ゼク

同書はまた、２０１５年市

ゼクシオが牽引

を持つシニアゴルファーが増
高反発クラブは、シニアゴ

えたと推察される。

ものを指す。カテゴリーによ

り、
『モチベーションを失っ

ルファーのゴルフへの意欲を

って多少のバラつきはある

てしまったゴルファー』のリ

ら ％引き以上で販売された

ブ除く）が指摘できる。引き
であり、
『価格競争の抑制（市

格の上昇』
（ボール、グロー
続く円安基調を受け、多くの
場の健全化）
』によって平均

期）の市況を調べた「ゴルフ
が、２０１５年は前年に比べ

メーカーが２０１５年モデル
て軒並み構成比が下落（パタ

の値上げに踏み切った。ボー

ドライバーにおけるベストセ

産業白書」を発刊した。国内

ラートップを維持した。ゼク

約１１００店舗の販売実績を

タイアを抑止しているとは言

ー除く）している」

荷』とも関連するが、２０１

極めたメーカーサイドの出

これは『需給バランスを見

ーカーサイドが需給バランス

状態からは脱しつつある。メ

４年の ・４％という異常な

ゴルフシューズ市場は２０１

るレベルにはないが、例えば

になっている割には緩やかな

の、その伸び率は市場で話題

比自体は上昇傾向にあるもの

反発クラブ市場』だが、構成

「参入企業が増加している
『高

点だ。

についての考察を加えている

興味深いのは、高反発市場

しつつ、高反発がキワモノ的

ルは無意味」との考えを紹介

ョイゴルファーにとってルー

メーカーが主張する「エンジ

ーカルルール策定」がそれ。

案を行っており、
「日本のロ

その上で、同書は大胆な提

壁が大きいと推察される」

から貼られることも心理的障

ール違反』のレッテルを周囲

ていると推察されるが、
『ル

円以上と高額なことも関連し

ほど強くなっている現在、『下

力が以前とは比較にならない

によりエンドユーザーの発信

見え隠れする。ＳＮＳの普及

違いはない』といった心理も

を勧めておけば取り敢えず間

の面接取材からは『ゼクシオ

なかったとも言える。小売店

かれる強力な商品が見当たら

同シリーズに真っ向からぶつ

ーを対象とした商品群では、

高年齢のアベレージゴルファ

高反発市場の動向

い難い。高反発ドライバーは

ルやグローブについてはその
照して頂きたい。同書ではマ

実勢売価が上昇したわけでは

ような傾向が見られず、値上
ークダウン品の構成比下落に

ないことが明らか」 ― ―。

土台にしたＹＰＳゴルフデー
げ幅もメーカーや商材によっ

表１はＹＰＳの調査による
４年に比べ、ほぼ全てのカテ
の取れた出荷計画を組んでい

曲線を描いている」

この点については表２を参

タで推計しており、これによ
て異なるが、大雑把には５～

シオが主ターゲットとする中

るとゴルフ用品の国内小売市

品目別の小売市場規模であ
ゴリーでマークダウン品の販
ることを考えれば、今後はマ

同期のメーカー出荷ベースは
た。２０１６年に入ってもそ
超えており、
『健全』といえ

「殆どのカテゴリーで ％を

と、値上げ局面に入っている。
れたもの。オープンプライス

ら平均 ％引き以上で販売さ

価格設定品であれば、そこか

品』とは、メーカー小売希望

ここで言う『マークダウン

があるとしている。東日本大

パー品市場における値引率」

要素は、上記以外にも「プロ

小売市場における価格設定

調で推移すると考えられる」

減少』を指摘する声が挙がっ

から『客数（レジ通過数）の

への面接取材では、殆どの店

６年にかけて実施した小売店

「２０１５年後半から２０１

ール』を策定するためのロビ

界・協会が『日本ローカルル

「具体的には、日本の用品業

変わらないと強調する。

さなければ、市場のムードは

な扱いを受けている現状を覆

される」

う心理が販売側にあると推察

面倒なことにならない』とい

人気商品を勧めておけば後々

め、トラブルになるよりも、

手に自己主張をして商品を勧

４００万円）
、パターが２・

同白書の解説を要約しよう。

ー活動を行い、日本を管轄し

表1

40

８％増（ 億３９００万円）

「２０１５年の小売市場の特

た。減少したのは『シニア層』

表2

63

徴の一つとして『平均実売価

わち『市場の健全化』

引競争の抑制』
、すな

は少なくなった。
『値

とを業界内で聞くこと

販売が行われているこ

期のような過度な値引

したこともあり、一時

小売企業の収益が悪化

と、値引き販売により

要が増えていないこ

販売を行なっても、需

「近年は、過度な値引

開されたが、

だ激烈な価格競争が展

ーンやＥＣを巻き込ん

契機に、大手量販チェ

新しいクラブも買わないし、

もあり飛距離が落ちてきた。

どれも大差なく、体力の関係

バーを買ってきたが、最近は

文句につられて新しいドライ

ある。つまり『これまで謳い

る』
（量販店筋）という点で

ァーが目に見えて増えてい

フから遠ざかっているゴルフ

する興味が薄れた結果、ゴル

る。大きな問題は『用品に対

て様々な理由が挙がってい

減少要因は推測・憶測を含め

層の減少は大きな問題だが、

用品市場を支えてきたシニア

致している。これまでゴルフ

素』をゴルファーが実感でき

係数だけではない飛ばしの要

見も業界に根強いが、
『反発

係数だけではない』という意

ろう。
『飛ばしの要素は反発

ら抑止することも難しいであ

ーのリタイアを『商品面』か

が落ちてきたシニアゴルファ

はないだろう。また、飛距離

ら大きく『上ブレ』すること

の販売構成比は現状の水準か

できなければ、高反発クラブ

めさせることである。それが

造・販売）の適用を正式に認

ルルール（高反発クラブの製

ているＲ＆Ａに対してローカ

ているのかもしれない」

な設計自由度の向上』を妨げ

力向上が、販売側の『精神的

「エンドユーザーの情報発信

づけるところが面白い。

るゴルファーの発信力を位置

あり、その背景にＳＮＳによ

理は、寄らば大樹～と同義で

ずゼクシオ」という小売店心

していると指摘。
「取り敢え

売を含めた供給側が「委縮」

低迷のクラブ市場で製造・販

ついて触れていないが、長期

比」
（３％弱）の因果関係に

と「高反発ドライバーの構成

と結んでいる。
は起きているのだろう

同書では、ゼクシオの好調
である点も多くの小売店で一

だったという。

の傾向は続いている。

30

震災が発生した２０１１年を

56

２５９１億円（３・２％増）

ついて、

る。クラブは総じて販売数量
売数量構成比が減少したこと

ークダウン品の販売も減少基

％程度の値上げが行なわれ

が落ちているものの、金額で
も、平均実売価格上昇の一因

万円
（対前年比１・１％増）
で、

はウッドが２・０％増（４０
と考えられる。

10

品は、弊社調査の実勢売価か

と前置きして、こう続ける。

６億８１００万円）
、アイア

10

25

ンが２・９％増（２９９億２

10

12

場規模は３７７６億２０００

いずれも 万円前後から 万

――ゴルフ産業白書が強力提言 日本版ルールを策定せよ！

「 ２０１６年 版 ゴルフ産業白書 」

第406号（毎月１日発行）

（ 3 ）平成28年９月１日発行

大学ゴルフ授業から見た市場考察 第六回

かった優勝ができてびっくり
し「コースラウンドを年に数

首都圏（１都３県）に在住

ある」ゴルファーは６割

ゴルフ場で「腹の立つ経験が

当然」であり、腹を立てた側

はラウンドに時間がかかって

と感じた。
「初心者や高齢者

界全体の風潮にも問題がある

絶対悪」というゴルフ場や業

た。これは「スロープレーは

経験した内容は同じでも

褒められれば続けたいと思う

字からもわかる。

に繋がりにくいことがこの数

いをさせてあげなければ継続

マストではないが、楽しい思

ゴルフ産業が持続・発展して行くために

しました」一緒にラウンドし
回以上している」 歳以上の

西日本支部主催
『ペア・スクランブルゴルフ大会 』
ールを選択して、その位置か
た相手ペアにも感謝し、喜び

が、よみうりゴルフウエスト
繰り返すルールを採用したと

の方法でカップインするまで

各ショット（パット）ともこ
石川遼プロのサイン入りキャ

ロゴルフ協会より、宮里優作、

の挨拶だった。また、日本プ

施）
。
「ゴルフ場で腹の立つ経

施した（２０１５年３月実

３歳）にアンケート調査を実

男女４００名（平均年齢 ・

スにはならない。

ルフ市場にとって決してプラ

も、腹を立てられた側も、ゴ

記憶に残すかが次の行動に繋

『楽しかった』ということを

チームのベストショットのボ

部主催の『第２回ＪＧＧＡペ
ら２人とも打っていく方式。

コース（兵庫県西宮市塩瀬町）

験をしたことがあるか？」

７月 日、当協会西日本支
ア・スクランブルゴルフ大会』

にて開催された。
ップの協賛があり、じゃんけ

なりハイレベルな戦いとなっ

アンダーバーでのラウンドと
を飽きさせない演出を実施

る」と回答している。男女別

授業の受講者向けの『Ｇちゃ

前号で紹介した、大学ゴルフ

所」であることが必須である。

めには「ゴルフ場は楽しい場

ゴルフ市場が盛り上がるた

た。褒めて褒めて褒めまくる、

という記事が掲載されてい

涛の褒め言葉で人を変える』

２日号）に『ライザップは怒

刊東洋経済（２０１６年７月

との問いに、 ・５％が「あ

吹く絶好のコンディションだ
に「ある」への回答率を見る

されるなど、最後まで参加者

った。参加者は募集定員を上

と、男性 ・４％、女性 ・

腹が立った原因・対象の多く

を尋ねたところ「授業が楽し

し込んだ。申込時に参加動機

訣のようだ。

と自信を持って言い切れる秘

それが「結果にコミットする」

し、大盛況のうちに大会は幕
なお、第二回大会の成績上

は「他のグループの客」

れ』には今夏 名の学生が申

を閉じた。

年同様組数を増やしての開催
経験したことのない良いスコ
位者は、チームＫＵＭＡ夫妻

因・対象として『他のグルー

図のように、腹を立てた原

ルフ場に行ってみたかったか

るには、やる気が必要だが、

ヒトの行動変容を起こさせ

で優勝。２位は「アルバトロ

そのやる気は褒められること

かったから」
（ ・３％）
、
「ゴ

ス」
（同 、同 ・０）
、 位

ら」
（ ・７％）
、
「授業で学

４％であった。

となった。今年は女性の参加
が、グロス 、ネット ・０

った。
表彰式前の待ち時間には、

プの客』が最も多く挙げられ

んだ成果を試してみたかった

で起こる。筆者の授業でも基

している中、ゴルフ市場活性

りました。ゴルフ人口が減少

アに対して、
「ベストドレッ

落なコーディネイトだったペ

通常の成績発表に加え、お洒

な雰囲気だった。表彰式では、

キャロウェイ、キャスコ

グローブライド、マスターズ、

ミズノ、マルマン、デサント、

ダンロップ、ブリヂストン、

ヨネックス、朝日ゴルフ用品、

■賞品協賛企業（順不同）

記述が多く挙げられた。

「スコア誤申告」等に関する

は
「話し声」
、「暴言、
つば吐き」
、

多く（ ・２％）
、その内訳

次いで『同じ組の同伴者』が

関する記述が約半数だった。

ロープレー」
、
「打ち込み」に

の企画は単位取得とは無関係

の順に回答率が高かった。こ

人が参加するから」（２・８％）

と思ったから」（２・８％）
、
「友

ら本格的にゴルフを始めよう

かもしれない。

められた経験によるものなの

が課外授業に参加したのも褒

スタート前に撮影したペア写

（ ・７％）
、
その内訳として
「ス

化に向けて引き続き活動して
サー賞」を用意。授賞者は爽

よみうりゴルフウエストコー

長からは、
同 ・２）の順だった。

は「泉州ｂｏｇｅｙｓ」
（同

本的には褒めることが多い

まいりますので、皆さんもぜ
やかなコーディネイトの「あ

ャディや従業員の態度」
と
「フ

比較的少なく（７・４％）
、
「キ

が原因・対象となった内容は

『ビジネス（ゴルフ場）側』
遼プロサイン入りキャップの

名）のうち半分以上の学生

が、筆者が受け持つ学生（全

ひ末永くゴルフを続けてくだ
つえみ」ペアに決定し、副賞

真およびプレー風景をスライ

から」
（ ・３％）
、
「これか

さい」

スなど 社の他、日本プロゴ

賞品協賛があった。この場を

の課外教育であるため参加は

とあいさつがあった。

ルフ協会から宮里優作、石川

注目の優勝は、チームＫＵ

ェアウェイ・バンカー等の未
整備」で腹が立った経験があ

借りて御礼申し上げます。

るとあった。また、分類不能
な『その他』
（８・７％）の
内容として、「盗難」
、「タバコ」
等が挙げられ、
『自分自身（の
１％見られた。
ゴルフ産業が今取り組むべき
記述内容から、特に「スロ

重要なことは「楽しさの創造」
ープレー」に対する思いが強
すぎることが、腹を立てる要
因になっていると推測され

図．腹が立った原因・対象

30

プレー）
』という内容も２・

好評だった表彰式

ィーショットは ホールすべ

としてよみうりゴルフウエス

ドショーで流し、終始和やか

開会に際し白石西日本支部

た。

アでプレーできた」と好評だ

41

58

者が 名と全体の３割を超え

61

トコースからゴルフ場利用券

参加枠を拡大しての開催とな

69

3

競技は１チーム２名で、ぺ

70

ア・スクランブル方式による

51

70

が贈呈された。

70

12

ＭＡ夫妻。
「予想もしていな

優勝したチーム KUMA 夫妻

18

ダブルぺリア戦にて実施。テ

75

25

14

「今回もエントリー数が多く、

54

75

47

た。参加者からは「池に入れ

52

てもパーだった」
、
「いままで

げるためには重要である。週

ん大会で勝ち残った２名に渡

16

参加 ペアの内、 ペアが
50

回る 組１００名となり、昨

ながらもときおり涼しい風が

当日は、好天に恵まれ暑い

いう。

30

28

50

31

て全員が打ち、２打目以降は

ナイス、イン！

授業研究会代表。

ゴルフ学会理事、大学ゴルフ

方面から研究している。日本

ツとしてのゴルフについて多

運動文化准教授。生涯スポー

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

だろう。

るための方略が練られるべき

創造」であり、それを実現す

べき重要なことは「楽しさの

る。ゴルフ産業が今取り組む

てもらえるかも同じことであ

の企画を各地で発足・継続し

先生方に開催義務は無い。こ

の授業ではないため、大学の

Ｇちゃれの企画自体、正課

60

平成28年９月１日発行（ 4 ）

第406号（毎月１日発行）

部門別売れ筋ランキング 

＝矢野経済研究所＝

６月１日〜６月 日

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、

SCOTTY CAMERON
アクシネット
SELECT SERIES（2016）
3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

キャロウェイ
4

XXIO PREMIUM（2014） 3ピース

ダンロップスポーツ

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

キャロウェイ
5

HVC SERIES

1

VOKEY DESIGN SM6

アクシネット
2

XR N.S. PRO

スチール

キャロウェイ

2

Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES

ダンロップスポーツ
3

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

3

MD3 MILLED

キャロウェイ
カーボン

キャロウェイ

4

RM-22

フォーティーン
スチール

ダンロップスポーツ

5

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット
構造

メーカー名

順位

XXIO9

PUTTER BEST５
BALL BEST５
順位

アクシネット

5

CADENCE TR SERIES

ピン
2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

「当期で２０１６年の半分が終わったことになります

ブリヂストンスポーツ

が、ここまでの傾向として“数量減、金額増”という

2ピース

傾向、平均実売価格が上昇しているという傾向が出て

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

います。数量減については小売店取材で“客数が減っ

2

ている”
“レジ通過数が減っている”との声がほぼ共通

1

して挙がっており、なかなか回復の兆しが見えてこな

ダンロップスポーツ

5

アクシネット

1

915F SERIES

アクシネット
2

915D3

チタン

アクシネット

2

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ
3

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

3

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ
4

M2

チタン

テーラーメイド

4

M2 SERIES

テーラーメイド
5

JGR

チタン

ブリヂストンスポーツ

5

XR 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

下の市場環境が厳しい中、小

で本稿で述べてきたように足

と発表されています。これま

売されるクラブ新製品が続々

ーカー各社から９月以降に発

６月から７月にかけて、メ

係者よりも早く商品の存在を

専門のサイトもあり、業界関

やプロトモデルをリークする

ではそうした未発表の新製品

ところとなっています。米国

じて多くのゴルファーの知る

として扱われる期間が 月ま

品という）鮮度の高い商品」

り、９月発売であれば「
（新製

う懸念があるためです。つま

ル」扱いされてしまう、とい

なるとその新製品が「旧モデ

“２０○○年モデル”の意味

ドライバー１位＝915D2
アクシネット

ODYSSEY WORKS
SERIES

いのが実情です。そのような市場環境もあり、業界の

カーボン

BIGBERTHA BETA
（2016）

キャロウェイ
1

3ピース /
PRO V1 SERIES（2015）
4ピース

期待は早くも
“２０１７年モデル”
に向けられています。

チタン

WEDGE BEST５

」
･･･

XXIO9

ちょっと気が早過ぎないか？という気もしますが

915D2

IRON BEST５

メーカー名

1

4

メーカー名

1

順位

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

前は「新製品を発表してしま

していることを感じます。以

ラブビジネスが以前とは変化

うした各社の動きを見るとク

るようになっていますが、こ

品に対する期待の声が聞かれ

売店からは早くもそれら新製

取り「敢えて新製品の情報を

近ではそうした環境を逆手に

環境になっているのです。最

そうとしても隠し切れない」

す。もはや新製品の情報は
「隠

る、といったケースもありま

一般のゴルファーが知ってい

えるのは自然と言えば自然で

れるようにしておきたいと考

年になっても「鮮度」が保た

することによって、２０１７

０１７年モデル」として発表

ということ。それであれば、「２

での４ヶ月間になってしまう

モデルなのか”はさしたる意

す。しかしながら今後はそう

味を持たなくなるのではない

リークする（リークさせる？）
」

そうしたクラブビジネスの

か」という意見がありました。

うと、現在市場で販売されて

変化の影響なのか、それとも

また別の小売企業からは「メ

した思考はさしたる意味を持

どを実施する「事前仕込み型」

製品サイクルの巡りあわせに

ーカー各社が商品サイクル２

たなくなるかもしれません。

とでも形容できるようなビジ

よるものなのか、今年は６月

年を目指す中、小売業の我々

ことによりユーザーの興味を

ネスモデルを展開する企業が

から７月にかけて９月以降に

が従来通りの“○○年モデル”

煽っているメーカーもあるよ

増えているように感じます。

発売される新製品の発表を行

という新しさだけを訴求する

いる現行品の発売に影響を及

ある意味、標準的になってい

うメーカーがこれまで以上に

売り方をしていたら、とても

ぼしてしまう」という主な理

ると言って良いのかもしれま

多かったように感じますが、

２年なんて持たない」といっ

先日、とある小売店様との

せん。ビジネスのスタートラ

さて、果たしてこれらの新製

た趣旨の意見がありました。

取材の中でこの話題になった

インが、
「商品が小売店の店

品は「２０１６年秋新製品」

原則論から言えば商品サイク

うに感じます。そうしたビジ

頭に並んだ時点」から「商品

なのでしょうか、それとも
「２

ルは供給側が「決める」こと

ネスモデルの変化により、メ

発売の数ヶ月前」に実質的な

０１７年春新製品（の先行発

ではなく消費者の支持によっ

由により、メーカーは新製品

変化を遂げた、ということに

売）
」なのでしょうか。常識

て決まるものですが、発売２

の発表（存在）を発売ギリギ

なりますが、こうしたビジネ

的に考えれば、今年の８月か

年目に入っても鮮度の落ちな

のですが、その中で「各メー

スモデルの変化にはＳＮＳを

ら９月にかけて発売される商

い訴求方法、販売方法を確立

カーが２年の商品ライフサイ

中心としたインターネットに

品は「２０１６年秋新製品」

すること、
「新しさ」だけに依

ーカー・小売店双方にとって

よるゴルファーの情報収集、

なのでしょうが、メーカーサ

存しない販売方法を如何にし

「発売前の事前予約を如何にし

発信方法の変化が関係してい

イドからは「２０１７年春新

て確立できるかが「商品サイ

リまで伏せておくことが多か

るのではないかと考えられま

製品」と謳っておきたいとい

クル２年標準」実現のカギを

ったのですが、最近では発売

す。各社とも契約プロに発売

う思惑が見え隠れします。何

握っていると言えそうです。

クルを目指す現在の市場環境

前から新製品のプロトモデル

故ならば、仮に「２０１６年

において、その商品が“何年

を配布し性能評価を実施、最

秋新製品」という扱いになっ

て獲得するか」が非常に重要

終的な仕様確定に向けた「詰

（矢野経済研究所三石茂樹）

になってきています。

め」を行いますが、そうした

た場合、翌年の２０１７年に

の数ヶ月前に記者会見等を行

商品の情報がＳＮＳなどを通

い、広告宣伝や先行試打会な

12

30

矢野経済研究所 Ｙ ＰＳゴルフデータ
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カーを採用することで合意し、
次回模倣品対策ラベルもこれ

回西日本企業ゴルフ大会参加企業一覧
兵庫県の六甲国際ゴルフ倶楽

ここにご報告いたします（８

第
当協会の西日本支部が主催
月

までと同様に日米共通のラベ
ル仕様とすることとなった。
部で開催されます。同大会の

るべく、各会員に対して広く

して、４月に行った製造渉外

るガイドライン」の導入に関

クラブのスペック測定に関す

日現在。別掲の票を参

する「第５回西日本企業ゴル

模倣品情報を提供していただ

進めている。機能・デザイン

委員会メンバー企業 社への

参加企業が決まりましたので

・切替に向けて今後のスケジ
フ 大 会」 は ９ 月

開催した。

日（ 火）
、

ュールは 月頃に詳細をご案
内できるように進めている。
②ＪＧＧＡホームページの模

議題 ―１、報告事項

倣品対策コーナーを充実させ

８月号について

会事務局内にて標記委員会を

平成 年７月 日（水）
、協

ェア実行委員会

第５回ジャパンゴルフフ

平成 年９月 日（水）

協会関連事項
広報委員会
平成 年７月 日（火）
、協
会事務局内にて標記委員会を
開催した。
議題 ―１、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
１面：
「２０１６年第 回ゴル
けるように依頼文書を発送し
（２）用具ルールＷＧ：

た。
①２０１５年 月 日に会員企

① 出
｢展要項 と
｣ パ
｢ッケージ

価格 の
｣変更要素
②サイトリニューアル
業に送付し協力依頼した「適

●
「 番ホール」
：樋口理事。

フサミット会議」開催報告。

③会場ゾーニングについて
合外ゴルフクラブヘッドの識

２面：
「ジャパンゴルフフェア
２０１７」出展案内。
④試打席施設について

設計及び試作評価を経て現在

ヒヤリングでは、ほとんどの

れます。同選手権の参加企業

県茨城ゴルフ倶楽部で開催さ

～」は、 月 日（火）茨城

照）
。

参照）
。

報告いたします（別掲の票を

が決まりましたのでここにご

回インダストリーカップ参加企業一覧
インダストリーカップ～ゴル

当協会が主催する「第６回

様を報告。

フ関連企業対抗ゴルフ選手権

は最終デザイン案を用いて量

企業が検討はしているものの、

１８４名

（３）標準化ＷＧ：

産試作中。ラベル製造メーカ

導入時期についてはまだ明確

48

参加人数合計

２８チーム

①・次期模倣品対策ラベルを

４面上段：
「西日本支部ペアス

ーとの交渉により、ラベルを

になっていないという結果で

１

３面：
「２０１６年版ゴルフ産

クランブルゴルフ」開催報告。

発注できる回数を現行より増

あった。この現状を踏まえ、

１

日本シャフト㈱

①昨年 月に発行した「ゴルフ

４面下段：
「大学ゴルフ授業か

加させかつ納期は短縮できる

各会員企業がガイドラインを

ドラインについて、シャフト

１

㈱プロギア

開発中であるが、来年秋上市

ら見た市場考察」記事を掲載。

見込み。またコストダウンを

導入しやすいように促進案を

メーカー２社にも参加頂き、

藤倉ゴム工業㈱

製品からの切替を目標として

５面：ＹＰＳゴルフデータ他。

進め、メーカーからの納入価

検討中。
よう調整中。

現状での計測方法のリストア
ップを完了、普及度合い等を

１

●
「 番ホール」
：酒井理事。

６面：協会関連事項等を掲載。

格は現行と同価格に据え置い

●
「 番ホール」
：内本理事。

白書」の内容紹介。

・ＵＳＧＭＣとの協業に関し

考慮して推奨する計測方法を

日研工業㈱

業白書」
（矢野経済研究所）

月号の編集について

た上で協会としての模倣品ラ

②「シャフト」に関するガイ

議題 ―３、ＪＧＧＡＮＥＷＳ
１～２面：
「２０１６レジャー

ベルの運営費用を捻出できる

販売技術者講習会合格発表」
。

ては、日米ラベルメーカーの
技術、コスト、運用面につい

１

計

５１チーム

ＩＯＭＩＣ
㈱ヤマニ

合

参加チーム合計

１１２名

２０名

５２名

部門別 参加人数

３～４面：
「第 期ゴルフ用品
５面：ＹＰＳゴルフデータ他。

て双方で議論を進め、共通の

６面：協会関連事項を掲載。
ニュース制作見直しについて。

議題 ―４、その他

比較検討中。

１
枻出版

１
１
１

１０チーム
１３チーム

部門別 参加チーム数

１
ヤマト徽章㈱

⑤出展のご案内発送先

2
１

３面：
「大体連との連携に関す

サンケイスポーツ
㈱本間ゴルフ

る記者発表」内容掲載。

2
２

別に関するガイドライン」を、

フォーティーン
１

GMAC

４面上段：
「東日本支部ペアス

2
JGGA

ゴルファーをはじめゴルフに

ゴルフレーヴ
１

関わる全ての方々へ広く認知

2
２

１

⑥ 出
｢展のご案内 報
｣告
⑦小委員会について

西明石ゴルフショップ
1

マルマン㈱

議題 ―２、次回委員会の日程

4
１
ヨネックス㈱

クランブルゴルフ」開催報告。

ダンロッ プスポーツ
マーケテ ィング
ピンゴルフジャパン㈱

４面下段：
「大学ゴルフ授業か

2
１

を図るため対外的に公表する

ライト
１

準備を進めている。これに先

4
１

平成 年９月 日（水）

ダンロップスポーツ
ブリヂストンスポーツ㈱

ら見た市場考察」記事を掲載。

2
１

５面：ＹＰＳゴルフデータ、

ヨネックス
１

立ち、２０１６年 月頃の公表

2
１

グローブライド㈱

製造渉外委員会

コラントッテ
２
テーラーメイドゴルフ㈱

を目標として、製造部会なら

2
1

平成 年８月４日（木）
、協

ヤトゴルフ
１

リアルマーケットレビュー２。

2
㈱フォーティーン

６面：協会関連事項を掲載。

キャロウェイゴルフ
１

１

㈱ゴルフダイジェスト･オンライン

募集/２５ﾁｰﾑ

18

１

２

１

第

2
1

１

びにゴルフクラブヘッドの製

ミズノ
２

アクシネットジャパンインク

造・販売を行っておられる会

2

ダンロップスポーツ㈱

1
㈱カタナゴルフ

10

機能・デザイン及び供給メー
議題 ―５、次回委員会の日程

第６回 インダストリーカップ 参加企業一覧

11

10

キャロウェイゴルフ㈱

会事務局内にて標記委員会を開

キャスコ
１

催し、下記の各ワーキンググル

2
１

９月号の編集について

マルマン
㈱ゴルフ用品界社

員企業の皆様のご意見を収集

2
１

すべく準備中。

大橋金属工芸

2

13
１
１
ヤマハ㈱

１

ープの活動状況を確認した。

2

アシックスジャパン

ブ リ ヂ スト ン スポ ー ツ

4
１
ミズノ㈱

１

（１）模倣品対策ＷＧ：

ブロード

１

１～２面：
「
『Ｇちゃれ』
」の模

2

１

議題 ―２、ＪＧＧＡＮＥＷＳ

5
人数
社名
人数
社名

募集/１０ﾁｰﾑ
募集/２０ﾁｰﾑ

アンダーハンディ部門
（４名単位）
女子スクラッチ部門
（２名単位）
男子スクラッチ部門
（４名単位）

10

18

2

㈱二木ゴルフ

12

藤倉ゴム工業
2
朝日ゴルフ用品

19

19

19

関連社

セー ル スジ ャパ ン

㈱ゴルフ・ドゥ

21

10

12
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28

20

28

28

28

28

社名

6

2

28

27

41

平成28年９月１日発行（ 6 ）
第406号（毎月１日発行）

