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合格者発表！新たに68名を認定

「第41期ゴルフ用品販売技術者講習会」が、8月22日
（月）～25日（木）の日程で、東京都文京区の LMJ 東京研
修センターにて開催された。
内容は、2～3面で詳報しているのでご覧頂きたいが、
顔ぶれを見ても分かる通り、業界の将来を託す若者ば
かり。平均年齢は30.5歳だ。
ゴルフ業界が構造的に抱える課題として高齢化があ
る。夢を持って業界に入ってきた若者には、業界が培
ってきた歴史はしっかりと勉強してもらいたいが、慣
習に問われない若い発想で、新構造を築いていくパワ
ーにも期待したい。

１〜3面＝第41期ゴルフ用品販売技術者講習会合格者発表
４～５面＝「2016年度版レジャー白書」報告
６面＝ YPS データとリアルマーケットレビュー

梅田光人

〒101-0021 東京都千代田区外神田
6 - 11 - 11 神田小林ビル4F
電話 （03）3832-8589
FAX（03）3832-8594

第41期
ゴルフ用品販売技術者講習会

TOPIX

編集人

一般社団法人日本ゴルフ用品協会

旧聞に属するオリンピック
の話題だが、本稿の締め切り
が9月 初 旬 と い う こ と も あ
り、お許し願いたい。
それにしても、人間が発す
るエネルギーは凄まじい。熱
波となり、時空を超えて人々に伝播してゆく。
リオでは、水泳、柔道、卓球、バドミント
ン、陸上、体操などの多くのスポーツでヒー
ロー、ヒロインが誕生した。拳を突き上げ、
仲間と抱き合い、共に涙する光景を見るたび
に、画面がジンワリと滲む。
その陰には、最後まで必死に喰らいつき、
万策尽きて涙に暮れる選手達がいる。
ゴルフでは、冷静沈着なローズが凄まじい
雄叫びをあげ、大山志保は悔し涙に暮れた。
一握りの勝者は、大多数の敗者と共にある。
勝った、負けた、という違いは一寸したこと
であろう。共に極限の中で生きてきたことに
変わりない。これらが呼応し、冷めやらぬ熱
を帯び、次の世代を創り上げてゆく波となる。
2020年、オリンピックゴルフ競技はメジ
ャーを超越するだろう。
リオ直後、マキロイは出場辞退を悔い、ス
ピースは金メダル獲得を誓った。トップ選手
達に既に熱波は届いている。
「次は俺だ！」
と。
個人戦であれ、団体戦であれ、賭けるのは「名
誉」だけである。未だゴルフをプレーしたこ
との無い人たちも巻き込み、歓声の渦は熱を
伴って世界を駆け巡る。メジャーを超越する
凄まじい戦いが日本で開催されるのだから、
ワクワクしないわけはない。ここに向けて、
我々も始めよう！頑張れニッポン！
（朝日ゴルフ用品 内本浩史）
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当協会主催の「第 41期ゴルフ用品
販売技術者講習会」が、8月22日 ( 月 )
～25日 ( 木 ) の日程で、東京都文京区
の LMJ 東京研修センターにて開催さ
れた。
今期の受講者は昨年より 18名多い
68名（30社、男性63名、女性5名）で、
68名全員が見事に合格した。

開講式の冒頭で白石彰講習会委員長は、
「当講習会につきましては、昭和51年の第1
期以降昨年まで40期を終了し、3753名の認
定者が第一線で活躍されております。
過去を紐解きますと、バブル時にゴルフ人
口が1800万人、現在は700万人を割り込むと
いわれています。講習会においてはバブル崩
壊前の平成3年に過去最高の146名にご参加
いただきました。そのころの当協会会員数は
614社で、現在は約300社とゴルフ人口同様
に半減しており、厳しい現実があります。
そのような中で、今回は68名の方にご参
加いただきました。ご尽力を頂いた方々にこ
の場をかりまして、御礼申し上げます。
今回ご参加いただいた皆様の平均年齢は
30.5歳と非常にお若い方々だと聞いておりま
す。今後のゴルフ業界を担っていただける人
材となるべく、本日より4日間の講習会では、
会社の代表として参加しているという意識を
持って、全員が合格できるよう取り組んでい
ただければと思っております」
と業界のベテランらしい言葉で、今後業界
を背負って立っていく若い受講生たちの奮起
を促した。
当講習会では、ゴルフクラブの知識はもち
ろんのこと、その他の用品や魅力的な売り場
作りを目指すためのアイデア、レイアウトを
学ぶ「VMD（ヴィジュアル・マーチャンダイ
ジング）講習」
、
「接客技術」、「ボディコンデ
ィショニング講座」、「クラブフィッティング
講座」
、そして「ゴルフ用品市場動向」など
計14科目を学び、消費者へのサービス向上
とゴルフ用品業界のレベルアップにつながる

知識として役立つものである。
講習会最終日に実施した認定試験には受講
した全員が合格。その結果、認定者は3821
名となった。
見事に認定トップ合格（1000点満点中980
点を獲得）を果たした株式会社ヴィクトリア
大宮店の今稔雄さんは、
「今回の結果は、講義内容が自分の血肉にな
った結果だと感じております。講師の方々を
はじめ、皆様のご尽力により素晴らしい講習
会になったことを感謝しております。今回学
んだ事をもとに、ゴルフ業界の盛り上げに努
めたいと思います」
と関係者に感謝の言葉を述べるとともに、
今後の抱負を力強く語ってくれた。
“市場を俯瞰して見られるようになり、仕事
の幅が広がりそう”という声も…
冒頭、白石講習会委員長が語ったように、
今年の受講生の平均年齢は30.5歳と若い。今
後業界を引っ張っていく若年層が、この講習
会で何を学び、それを今後の仕事にどう活か
していくのか、その点について話を聞いてみ
たので紹介する。
まずは、ブリヂストンスポーツセールスジ
ャパンの直営店「ブリヂストンゴルファーズ
ストア福岡祇園」のマスターフィッター、谷
口信雄氏の話を聞いてみよう。
「私は入社10年目、現在福岡の直営店に勤
務しています。今回は会社の指示で参加しま
したが、率直に幅広い勉強ができたと感じて
います。特に、クラブ以外の知識。例えば、

石渡俊彦プロのゴルフコンディショニング理
論で身体の仕組みなどについて勉強できたの
で、身体とギアの関係についてもお客様にお
話できると思います。接客に幅が出そうです
ね。また、今までは自社製品中心に考えてい
ましたが、業界全体の流れや他社のモノ作り
の考え方も聞けたので、自社製品を客観的に
見られるようにもなりました」
これまでとは少し違う視点を持って、仕事
に臨めそうと谷口氏は相好を崩す。ちなみに
同氏は1000点満点中920点を獲得、成績優
秀者7位で合格した。
今回は参加者68名のうち5名が女性であっ
たが、その内の一人が販売什器の専門メーカ
ーYKY の山元久子社長だ。
「どうですか？」
と問いかけると、
「すごく内容が濃いですね！」
と率直な感想を述べ、次のように続けた。
「普段分からなかったクラブとボールの構造
について、科学的な視点で勉強できました。
私達の専門分野は販売什器ですが、ギアのこ
とを学ぶことで今後の什器開発にも役立ちそ
うです。うちの会社では、私がイの一番に参
加させて頂きましたが、来年以降は部長クラ
スにも参加させようと思っています。
あと、仕事だけではなく、今回勉強したこ
とは自分のゴルフにも役立ちそうです。今ま
でクラブのライ角などあまり気にしていなか
ったので、今使っているクラブが本当に自分
に合っているのか、少し疑問に感じました。
今度、マイクラブを専門店に持っていって、
チェックしてもらおうと思います」

第407号（毎月1日発行）

社業の発展と自分のゴルフライフ双方にと
って、講習会の参加が有益な経験になったと
いう。
入社1〜2年目の若手営業マンにとっても、
講習会は有意義な経験になったようだ。
「上司からの指示で参加しましたが、知らな
いことも多く聞けたので良かったです。特に、
クラブフィッティングの話は今後の試打会で
ゴルファーの方にどう薦めるかといった点で
非常に参考になりました」（プロギア営業部
の三浦雄大氏、入社一年目）
「業界の様々な話を聞く中で、やはり業界人
として市場活性化に貢献しなくてはいけない
と強く感じました。ゴルフ人口を増やすとい
う意味では新規の参加率を上げることが肝心
ですが、既存ゴルファーの継続も大事です。
今回コンディショニングについて学べたの
で、試打会などでクラブを薦める際、身体や
スイングの視点も交えながらお客様ににフィ
ッティングできそうです。そこで結果が出れ
ば、ゴルフがもっと楽しくなって長く続けて
くれると思います」（アクシネットジャパン
インクの小西健太氏、入社二年目）
以上、講習会に参加した一部の受講者の声
を紹介した。それぞれの立場で業務に役立て
ようとする意識の高さが伺えた。
なお、
「第41期ゴルフ用品販売技術者講習
会」では、参加者からのアンケート調査を実
施。その回答や委員、講師から出た改善点を
盛り込み、次回の講習会を企画していく。
41期 講習会参加者アンケート結果
担当部署
・製造部門（開発含）：2名
・企画部門：5名
・販売：29名
・営業：24名
・広報：0
・その他：7名
質問1 講習会
1. あなたはこの講習会をご存知でしたか？
・知っていた：49名
・知らなかった：19名
2.「1. 知っていた」と答えられた方はその理由
を以下よりお選びください。
（複数回答可能）
・所属先から奨めがあった：17名
・所属先に受講者がいる：33名
・知人に受講者がいる：10名
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合格者一覧 ( 順不同 )
氏名

企業名

氏名

氏名

企業名

宗政 拓真

㈱ゴルフパートナー

アクシネットジャパンインク

興野 雅実

㈱ゴルフパートナー

アクシネットジャパンインク

吉永 涼太郎

㈱ゴルフパートナー

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

内山 竜馬

㈱ゴルフパートナー

横田 幸司

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

樽井 祐一

㈱ゴルフパートナー

ミズノ㈱

藤木 琢也

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

小濱 智宏

㈱ゴルフパートナー

山本 匡志

ミズノ㈱

小林 光

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

佐藤 公保

㈱ゴルフパートナー

池端 宏治

ノースランド㈱

川端 啓之

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

西 旭

㈱ゴルフパートナー
㈱ゴルフパートナー

日本シャフト㈱

福本 大裕

栗田 廣太郎

ダンロップスポーツ㈱

酒井 栄寿

樋下田 雅之

岩槻オルゴゴルフガーデン

木澤 圭介

小林 貴史

エムエヌケー㈱

谷口 信雄

加藤 裕明

㈱フォーティーン

大野 貴夫

宮田 和幸

企業名

アクシネットジャパンインク

野崎 也寸志

㈱ダンロップスポーツマーケティング

太田 和孝

㈱ダンロップスポーツマーケティング

井田 聖子

仲本 勝美

㈱ダンロップスポーツマーケティング

打越 諒介

㈱ダンロップスポーツマーケティング

榎田 弘平

㈱ゴルフパートナー

㈱ダンロップスポーツマーケティング

伊藤 拓史

㈱葉山国際カンツリークラブ

阿部 雅人

ミズノ㈱

水谷 宇雄

小林 勇一郎

㈱ロアジャパン

當山 多喜子

㈱ダンロップスポーツマーケティング

田中 純平

CallawayGolf ㈱

門松 廣達

㈱二木ゴルフ

松川 由花

㈱ダンロップスポーツマーケティング

長埜 達郎

CallawayGolf ㈱

佐々木 修悦

㈱二木ゴルフ

柳原 光瑠

ダンロップスポーツ㈱

仲山 淳

原田 聡

㈱二木ゴルフ

河内 博史

㈱ワークス

松井 豊

ゼビオ㈱

徳山 潔

㈱二木ゴルフ

野依 哲

㈱ニッケレジャーサービス

若月 建吾

ゼビオ㈱

榎本 敦

㈱二木ゴルフ

早川 史朗

ライト㈱

古藤田 卓哉

ゼビオ㈱

三浦 雄大

㈱プロギア

山中 昂

㈱ジャパーナ

竹内 一真

ゼビオ㈱

山元 久子

㈱YKY

笠川 修一

ヨネックス㈱

鈴木 博志

ゼビオ㈱

高橋 慶吾

藤倉ゴム工業㈱

岸野 光貴

㈱グリーンステージ

小手川 源

㈱ヴィクトリア

ゼビオ㈱

戸叶 真朗

ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱

高橋 範行

朝日ゴルフ用品㈱

中嶋 竜也

㈱ヴィクトリア

斎藤 駿介

アクシネットジャパンインク

加島 匠

ミズノテクニクス㈱

今 稔雄

㈱ヴィクトリア

小西 健太

アクシネットジャパンインク

加藤 映乃

グローブライド㈱

・研修カリキュラムとして認識されている：4名
・以前から興味があった：6名
・その他：1名
3.「2. 知らなかった」と答えられた方はその
理由を以下よりお選びください。（複数回答
可能）
・入社して間もない：9名
・これまで他業種、又は他部署に所属してい
た：7名
・所属先・知人に受講者はいない：7名
・興味がない：1名
・その他：1名
質問2 テキスト・講義
1. テキストの内容についてどう思いますか？
・満足：24名
・やや満足：25名
・普通（どちらでもない）：12名
・やや不満足：3名
・不満足：0名
2. 設問1で「やや不満足・不満足」と答えら
れた方はその理由を以下よりお選びくださ
い。（複数回答可能）
・使われている文章が難しく分かりにくい：
3名
・分量が多く、とても読みきれない：2名
・図式、カラーなどを取り入れて、読みたく
なる工夫をして欲しい：3名
・字が細かすぎる：0名

成績優秀者一覧

1

今

2

宗政

3

(1000点満点 )

氏名

順位

加島

得点

企業名

980

㈱ヴィ ク ト リ ア

拓真

950

㈱ゴルフパート ナ ー

匠

930

ミズノ テク ニク ス㈱

稔雄

4

池端

宏治

929

ノ ース ラ ン ド ㈱

5

門松

廣達

928

㈱二木ゴルフ

6

大野

貴夫

921

ミ ズノ ㈱

敦

920

㈱二木ゴルフ
ブリヂス ト ン ス ポーツ セールス ジ ャパ ン ㈱

7

榎本

信雄

920

9

原田

聡

918

㈱二木ゴルフ

9

山中

昂

918

㈱ジ ャパーナ

7

谷口

・資料が古いような気がする：2名
・その他：0名
質問3 運営面
1. 運営の内容についてどう思いますか？
・満足：35名
・やや満足：19名
・普通（どちらでもない）：6名
・やや不満足：3名
・不満足：0名
2. 設問1で「やや不満足・不満足」と答えら
れた方は、その理由を以下よりお選びくださ
い。（複数回答可能）
・会場が狭い：2名
・期間が長い：0名
・空調が不快（寒い・暑い）：5名
・昼食（例）味・食事量など：0名
・その他（例）事務局からの連絡など：1名
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２０１５年余暇市場は７２兆２９９０億円
前年比１.０％減で３年ぶりのマイナス―

―

（公財）日本生産性本部はこのほど、昨年
の余暇市場を調べた「2016年度版レジャー
白書」を発刊した。同書によれば、2015年
の余暇市場は72兆2990億円で、2014年の72
兆9230億円から1.0％減少。3年ぶりにマイ
ナスへ転じた。
ゴルフ場は8780億円（前年比1.2％減）と
引 き 続 き 前 年 割 れ と な っ た が、 練 習 場 は
2014年から1350億円（同7.1％増）とプラス
へ転じた。また、ゴルフ用品市場は3390億
円（同1.8％増）となり、やや回復に転じた
とレポートしている。以下、同書の内容を抜
粋してお届けする。
「レジャー白書」では、毎年全国の15歳以
上79歳以下の男女を対象に、国民の余暇意
識および余暇活動への参加実態を調査（イン
ターネット調査）している。今年の有効回収
数は3375（前年は3325）となった。
また、同調査では108種目の余暇活動をス
ポーツ部門（28種目）、趣味・創作部門（29
、娯楽部門（21種目）、観光・行楽部
種目）
門（12種目）
、その他部門（18種目）に分類し、
参加率、年間平均活動回数、年間平均費用等
について調査している。
余暇市場72兆2990億円
前年比1.0％減
同書によれば、2015年の余暇市場は72兆
2990億 円 で、2014年 の72兆9230億 円 か ら
前年比1.0％のマイナスに転じたという。市
場規模が突出して大きいパチンコ・パチスロ
を除けば前年比1.2％増となり、3年連続のプ
ラス成長となる。
2015年 は「 国 内 観 光 旅 行（ 避 暑、 避 寒、
温泉など）
」の参加人口が5500万人で首位と
なり、5年連続のトップとなった。同年は多
くの種目で参加人口が減少したが、その中で
国内観光旅行は前年に比べて参加人口が100
万人増加し、5000万人を超えた唯一の種目
となった。また、順位が上昇した種目として
は、3位の「ドライブ」、5位の「映画（テレ
ビは除く）
」
、7位の「動物園、植物園、水族館、
博物館」
、8位の「音楽鑑賞（配信、CD、レ

コード、テープ、FM など）、10位の「カラ
オケ」、11位の「宝くじ」、16位の「音楽会、
コンサートなど」がある。さらに、19位の「ジ
ョギング、マラソン」は2014年の28位から
19位に順位を上げるとともに、参加人口も
50万人増えて2190万人となった。
シューズ、ウエア、自転車が堅調持続
2015年のスポーツ部門の市場規模は4兆
240億円（前年比1.9％増）のプラス成長と
なった。これで4年連続の増加であり、回復
基調は鮮明になってきている。
スポーツ用品の売上は4年連続で増加、大
半の分野が堅調な動きを見せた。分野別では、
特にスポーツシューズが好調である。街履き
のできるカジュアルなスニーカーマーケット
は、ファッション需要の一般シューズとバッ
ティングしているが、高機能であることから
多少価格が高くても売れており、単価が上が
って大きな伸び（前年比5.9％増の1970億円）
を続けている。メーカー各社は、客層を分け
てライフスタイル向けのラインを拡充。ラン
ニングブームが続き、エントリー層が徐々に
本格的な機能を求めるようになり、
買い替え、
買い増し需要が引き続き拡大している。
スポーツ自転車も2015年は前年比3.8％増
の4400億円と堅調だった。環境にやさしい
健康的な乗り物として自転車が支持されてお
り、テレビアニメ『弱虫ペダル』の人気も続
き、販売を押し上げる要因となった。
用品以外で注目されるのがスポーツ観戦
で、売上は前年比5.4％増の1560億円と大き
く伸ばしている。プロ野球は前年に続き好調
で12球団中8球団の観客動員数が球団新記録
または実数公開後最多記録を達成した。
特に、
横浜、ヤクルト、広島は女性ファンの増加に
より、
前年比二桁と大きな伸びを示している。
各球場は、観客を楽しませる様々な工夫を施
し、集客力の強化に成功している。また、J
リーグは、2ステージ制導入で、J1、J2、J3
の合計入場者数が初めて900万人を突破し
た。J1の満員試合（収容率80％以上）が23
試合増えた。大相撲は、本場所全90日中86

日が満員御礼になるなど、かつての “ 若貴フ
ィーバー” に迫る勢いで人気を回復している。
スポーツ観戦のチケット販売では、米国に
ならって一律だったチケット価格を時価とし
トータル売上を最大化するプログラムを導
入、プロ野球ではインバウンドの旅行者向け
チケットを販売するなど、新たな試みが積極
的に取り入れられている。ゴルフ界も従来の
観戦スタイルからの脱却を図り、右肩上がり
のスポーツ観戦ブームに上手く乗りたい。
続いて、余暇市場スポーツ部門におけるゴ
ルフ市場の動向を紹介する（※別掲の図1を
参照、カッコ内は前年度）。
◆ゴルフコース
参加人口：760万人（720万人）
参加率：7.5％（7.1％）
年間平均活動回数：14.4回（15.2回）
年間平均費用
・用具等：6万円（6万2600円）
・会費等：8万5800円（10万1500円）
・1回当たり費用：1万130円（1万790円）
・参加希望率：9.4％（9.6％）
◆ゴルフ練習場
参加人口：790万人（760万人）
参加率：7.8％（7.5％）
年間平均活動回数：15.9回（17.6回）
年間平均費用
・会費等：1万8600円（2万2600円）
・1回当たり費用：1170円（1280円）
・参加希望率：8.5％（8.2％）
コース、練習場ともに前年度よりも参加人
口、参加率は増加しているものの、平均活動
回数は減少している。このことから、既存ゴ
ルファーの活動は減っている一方で、新規参
加者が増えていることが読み取れる。
若年層開拓とゴルフツーリズムに期待するゴ
ルフ場
同書によれば、ゴルフ場は8780億円（前年
比1.2％減）と2014年から引き続き前年割れ
となった。プレー料金は下落の一途を辿って
おり、それでも入場者数が増えない状況が続
いている。特に若年層ゴルファーの減少は顕
著。以下、同書の内容を抜粋して紹介しよう。
「市場規模を維持するためには、ゴルフ人口
の維持・増加と、そのための若年層や女性ゴ
ルファーの育成が長らく重要課題となってい
る。20歳限定でゴルフ場のプレー料金と練
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習場の利用料が無料になるキャンペーン『ゴ
ルマジ！ 20〜GOLF MAGIC〜』が2014年8月
から始まり、2015年度も施設数を増やして
実施された。2016年度からは、19歳と20歳
に対象を広げ、マナーの啓蒙を強化するとと
もに、同伴者も割引になるキャンペーンを導
入した。しかし、練習場にとどまる傾向にあ
り、無料でもすぐコースに出る動きにはつな
がり難いという声もある。ルールを守れない、
プレーが遅い、騒がしいなどといった既存ゴ
ルファーからの苦情もあり、参加促進の障壁
は低くない。ただ、中古クラブ1本をプレゼ
ントするゴルフパートナーの『はじめてのご
るふくらぶプロジェクト』が1年余で約4万
人の会員を集める一方、大学の体育の授業で
ゴルフを普及する取り組み（G ちゃれ）も進
んでいる。今後は18ホールにこだわらない
ショートプレーの商品化、距離の短縮化によ
るプレー時間の短縮などの推進によって、若
年層のプレー機会創出も期待される。また、
2015年4月には、ゴルフを観光資源として促
進する全国組織『一般社団法人 日本ゴルフ
ツーリズム推進協会』が設立された。一部地
域では具体的な動きが始まっており、今後に
期待したい」
淘汰進み明るさ見え始めたゴルフ練習場
「ゴルフ練習場の売上は1350億円（同7.1
％増）とプラスへ転じた。利用者数がプラス
になるなど、一時の厳しい状況から脱却し、
少し明るさが見え始めた。施設閉鎖はまだ数
多くあり施設数は減っているが、比較的経営
効率の良い施設が生き残っている。また、好
立地の閉鎖施設跡地は大型商業施設への転用
も目立つ。郊外や地方では、ソーラー発電基
地になるケースも多い。
ゴルフ場がゴルフ練習場施設を併設してオ
ープンするようにもなり、地方ではゴルフ練
習場との競争が激しくなっている。施設淘汰
が進み、1施設当たりの売上は前年に若干の
プラスに転じており、2015年はさらに大きく
増加した。勝ち組は既存の経営から抜け出し、
新たな経営方針を打ち出して利益を出してい
る。打席収入は伸びていないが、レッスン代、
ショップ、喫茶、自動販売機などの付帯収入
が増えた。割引として入場料を取らないので
はなく、前向きな戦略としてボール代に入場
料を含めて徴収するケースも増えている。
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横須賀市内のゴルフ練習場4社で組織する
『すかゴル推進委員会（母体：横須賀市ゴル
フ練習場連盟』）は、2015年12月、横須賀市
ゴルフ協会の後援を得て、横須賀市内の市立・
私立小学校全児童約2万人を対象に、学校の
冬季休校中、ゴルフ練習場を無料体験利用で
きる招待券を配布した。ゴルフ人口の拡大を
狙い、小学生がゴルフクラブに触れ、親子の
コミュニケーションの場としてゴルフを楽し
む機会を提供する試みである。レンタルクラ
ブと貸しボール1000円分または1時間の無料
サービスが提供された。地域の練習場の団結
により活性化を図る取り組みだ。
また、千葉県柏市の『ガーデン藤ヶ谷ゴル
フレンジ』は、ゴルフ初心者の女性向けにゴ
ルフデビュー紹介マンガ『キューティー ゴ
ルファーʼs BOOK』
（全16頁の冊子）を発刊し、
2015年11月より自店舗、柏市内の協賛店舗
で無料配布した。ゴルフに興味は持っている
ものの、実際に始めるにはどうしたらよいの
かという女性のために、ゴルフデビューを分
かりやすく面白く伝える取り組みとして注目
を集めた」
練習場市場では淘汰が進んでいるものの、
生き残った施設が前向きな経営戦略を導入し
始めている。今後は従来の「ゴルフを練習す
るだけ」の施設からの脱却も必要だろう。

ゴルフ用品は底を打った？
ゴルフ用品市場は3390億円（同1.8％増）
となり、やや回復に転じたとレポートしてい
る。
「ゴルフ用品の販売は、底打ち感が近年高ま
り、2015年は増加に転じた。新品だけでは
なく、中古市場も動きが出てきている。個々
のゴルファーの体格に合わせた用具が用意さ
れるようにもなってきた。メーカーはジュニ
ア育成に力を入れており、子供を連れてきた
親の取り込みや、ファミリースポーツとして
の模索も進んでいる。ゴルフが2016年のリ
オ五輪から112年ぶりにオリンピックの実施
競技に復活したことは明るい材料であるが、
その効果はまだ発揮できていない。世界のゴ
ルフ用品市場の上位2カ国である米国と日本
で圧倒的なシェアを占めており、構造的な問
題も多い」
以上、2016年度（2015年実績）の「レジ
ャー白書」の要点を抜粋してお伝えした。全
体的には国民のスポーツマインドが高まって
いることが伺えるので、この需要にゴルフを
どうミートさせていくか。ゴルフ単体ではな
くスポーツの中におけるゴルフの有効性につ
いても改めて考える必要がありそうだ。
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部門別売れ筋ランキング
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＝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、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）

今回は、最近新しいプレースタイルとして
浸透しつつある「スクランブルゴルフ」につ
いてお話したいと思います。

「ゴルフクラブ市場では、今秋の新製品発売に向
けたバトンタッチ対象モデルのマークダウン品
（『グローレ F シリーズ』
『915 シリーズ』など）
が好調な販売を記録、一時的な動きではあるも
のの前年同期比でマークダウン品市場が大幅に
伸張しています。小売店への取材ではこれらマー
クダウン品の在庫量は総じて “ 適正量 ” であり、
新製品とのバトンタッチはスムーズに進むモデ
ルが多そうです。あとは 8月以降に発売される
新製品が好調な動きを見せてくれれば ･････」

ドライバー1位＝ GLOIRE F
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

メーカー名

順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

GLOIRE F

チタン

テーラーメイド

1

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

2

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

2

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

3

915D3

チタン

アクシネット

3

915F SERIES

アクシネット

4

915D2

チタン

アクシネット

4

M2 FW

テーラーメイド

5

M2

チタン

テーラーメイド

5

GLOIRE F FW

テーラーメイド

メーカー名

順位

順位

IRON BEST５

シャフト

WEDGE BEST５

メーカー名

1

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

1

VOKEY DESIGN SM6
SERIES

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 WEDGE

キャロウェイ

4

XXIO 9 N.S. PRO

スチール

ダンロップスポーツ

4

RM-22

フォーティーン

5

BIGBERTHA BETA
（2016）

カーボン

キャロウェイ

5

VOKEY DESIGN COLD
FORGED（2015）

アクシネット

順位

BALL BEST５

構造

メーカー名

PUTTER BEST５

メーカー名

1

キャロウェイ

アクシネット

2

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

キャロウェイ

3ピース /
4ピース

ダンロップスポーツ

3

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

2ピース

アクシネット

4

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

キャロウェイ

2ピース

ダンロップスポーツ

5

CADENCE TR SERIES

ピン

1

2ピース

ブリヂストンスポーツ

2

PRO V1 SERIES（2015）

3ピース /
4ピース

3

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

4

HVC SERIES
SRIXON DISTANCE
（2015）

順位

アクシネット

ODYSSEY WORKS
SERIES

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

5

シリーズ
スクランブルゴルフの“効能”を考える

スクランブルゴルフ（以下、SG）は、そ
のプレーフォーマットは決まったものがな
く、様々なスタイルで楽しまれているようで
す。実は私も7月から9月にかけて5回の大会
に参加したのですが、そのルールは5回とも
微妙に異なっていました。恐らく10回以上
SG を体験していますが、最近になって少し
ずつそのメリットや課題、「向き、不向き」
のようなものが見えてきました。ちなみに、
私が7月から9月で参加した SG のフォーマッ
トと同組になったメンバーは次の通りでし
た。
・ペアスクランブル（2人チーム）：ペアは
顔見知り、もう一組のチームは初対面
・4人チーム戦：4人とも顔見知り（いわゆ
る気心が知れた人たち）
・4人チーム戦：3人とも初対面 2回
・4人チーム戦：一部は顔見知り
こうして振り返ってみると最も気楽に楽し
め、尚且つスコアが良かったのは4人チーム
戦：4人とも顔見知りの大会でした。やはり
気心の知れた人たちとチームを組めば心理的
な負担も少ないというのは大きなメリットだ
と思います。
だからと言って初対面の人たちとのプレー
が「つまらないか」というと決してそのよう
なことはありませんでした。その日初めて会
った方とチームを組んでプレーする心地よい
緊張感は普段のストロークプレーでは体験で
きないものであり、バーディーを取った時に
ハイタッチを交わせば、まるで昔からの友達
であったかのように心理的な距離は縮まりま
す。新たなゴルフ仲間を作り心理的な繋がり
を醸成するという点では SG は非常に優れた
フォーマットと言えます。
その一方で課題も見えてきました。唯一の
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ペアスクランブル戦には一年に片手程度の回
数しかラウンドをしないゴルフ歴の浅いメン
バーを誘って参加しました。「心理的プレッ
シャーの少ない SG を経験すれば、ゴルフを
より好きになってくれるだろう」と思ってい
たのですが、
「あまり楽しくなかった」と言
うのです。最初は「え？」と思いましたが、
その理由を聞いて納得しました。曰く、

中部日本支部活動報告
160名が参加！
中部日本支部ペアスクランブルゴルフ大会

・ストロークプレーであればミスショットも
自己責任で片付くが、SG だと相手に迷惑を
掛けてしまうというプレッシャーが働く
・アプローチやバンカーショットをする機会
が少なく、何となく物足りない
・数少ないラウンドなので、どうせやるなら
ば自分ひとりのスコアを履歴として残したい
とのことでした。業界内で SG は「初心者、
未経験者が気軽にゴルフを楽しめるプレース
タイル」として認識されていますが、私がペ
アを組んだ人のように「数少ないラウンド機
会を最大限楽しみたい」「自分自身と向き合
いたい」という思考のゴルファーには不向き
なのかもしれません。
例えば前半はスクランブル、後半は個人の
ストロークというようにするなどの工夫をす
ることでより多くの人が楽しめるようになる
のではないかと思いますが、「初心者、未経
験者 = SG との高い親和性」と単純に括るの
ではなく、その人の性格やゴルフに対する姿
勢に応じてプレースタイルを提案することが
必要だ、と感じました。
SG 自体はまだ歴史が浅く、その楽しみ方
やフォーマットはこれから様々な形で改善さ
れていくのだと思いますが、個人的な最大の
課題はそのネーミングにあるのではないかと
感じています。実はペアを組んだ人からも「三
石さん、何で今日の競技方法を “ スクランブ
ル ”って言うんですか？意味分かんないんす
けど」と言われました。名前からその特性や
楽しさが想起できないのだと思います。
対案を出さずに課題を指摘するのは気が引
けるのですが、誰かネーミングセンスのある
人がふさわしい名前を付けてくれないかな、
と常々考えています。
（矢野経済研究所

三石茂樹）

■ 賞品協賛企業（順不同）

8月22日、当協会中部日本支部主催、カジ
ュアルゴルフ（名古屋）協力の『中部ペアス
クランブルゴルフ大会』が、緑が丘カンツリ
ークラブ（愛知県名古屋市守山区）にて開催
された。
台風の接近も予想されたが、当日は好天に
恵まれ80組160名（女性63名）の参加を得て
無事に開催された。競技方法は、前半9ホー
ルのスコアを採用したペア・スクランブル方
式によるダブルぺリア戦。9ホール競技の為、
ラウンド終了時には成績も出そろっており、
ホールアウトから表彰式への流れもスピーデ
ィに行われ、参加者からは大変好評だった。
スタート前には練習場及びパッティンググ
リーンにてメーカー5社協賛による試打会が
実施され、ギアに興味を持つ92名のプレー
ヤーが参加した。その後、東西両コースを使
った競技は滞りなく終了した。結果は以下の
通り。
優勝 グロス68H DCP-1.2 ネット69.2
2位 グロス71 HDCP-1.2 ネット69.8
3位 グロス71 HDCP-1.2 ネット69.8
以下 4位、5位、10位、20位、30位、40位、
50位、60位、70位、BB 以下飛び賞の表彰が
あった。
参加者からは、豪華賞品を前に「さすがゴ
ルフ用品協会の主催だね」との感想や、女性
とのペアも組みやすく「春と秋と年に2回ぐ
らいあったらいいのにね」との声が上がって
いた。

マルマン、ダンロップスポーツ、キャスコ、
ヨネックス、ミズノ、スターゴルフ、レベル
コ、デサント、キャロウェイゴルフ、ブリヂ
ストンスポーツ、テーラーメイドゴルウ、本
間ゴルフ、アクシネットジャパンインク、ゴ
ルフショップかとう、プロギア、オラシオン
ご協賛いただきました各社様にはこの場を借
りて御礼申し上げます。

「第5回中部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会」
の開催予定
◇大会概要
開催日：2016年10月4日 ( 火）
会場：涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）
競技方法：2人1組のチーム戦
18ホールズストロークプレー、スクラッチ
戦（ベストボール方式）
参加予定：20組 40名
プレーフィー：17,000円（キャディ付、昼食・
ドリンク込）
参加費：6,000円 / チーム（賞品代、パーテ
ィー代含む）
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協会関連事項
広報委員会
平成28年8月29日（月）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、JGGANEWS9月号について
1〜2面：
「G ちゃれ」開催報告。
● 「19番ホール」
：酒井直人理事が担当。
3面：
「2016年版ゴルフ産業白書（矢野経済
研究所）
」を掲載。
4面上段：
「大学ゴルフ授業から見た市場考
察」最終回他を掲載。
5面：
「YPS ゴルフデータ」、「リアルマーケッ
トレビュー2」を掲載。
6面：協会関連事項等を掲載。
議題 ― 2、JGGANEWS10月号編集について
1〜2面：
「2016年度版レジャー白書（日本生
産性本部）
」を掲載。
● 「19番ホール」
：内本浩史理事が担当。
3〜4面上段：
「第41期ゴルフ用品販売技術者
講習会」の報告記事を掲載。
4面下段：
「中部日本支部ペアスクランブル
ゴルフ大会」を掲載。
5面：
「YPS ゴルフデータ」他を掲載。
6面：協会関連事項を掲載。
議題 ― 3、JGGANEWS11月号編集について
1〜2面：
「第6回ジャパンゴルフインダスト
リーカップ」の開催報告を掲載予定。
● 「19番ホール」
：島田和夫理事が担当。
3面：「中部日本企業対抗ゴルフ大会」の報
告記事を掲載予定。
4面：
「関西ゴルフ連盟の初心者ゴルフスク
ール状況」を掲載予定。
5面：
「YPS ゴルフデータ」他を掲載予定。
6面：協会関連事項を掲載予定。
議題 ― 4、その他
議題 ― 5、次回委員会の日程
平成28年10月26日（水）

流通委員会
平成28年9月9日（金）、AP 東京八重洲通
りにて標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、共同配送進捗状況の報告
議題 ― 2、営業進捗状況の報告
議題 ― 3、今後の課題確認
共同配送に対する各社の考え方について
1）参加状況と今後の参加見込み企業の動向
2）サービスレベル、サイズ等のルールにつ
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いての確認と意見交換
・対象得意先（量販店主体）
・エリアについて
・サービスレベル
①営業日は月曜日〜土曜日 ( 祝祭日を除く )
14時を目途に配達
②集荷時間 18時まで
③集荷翌日納品。指定日・時間配達不可。
④１梱包の重量が20kg または容積が5才超は
対象外。原則3才まで。対象外貨物 ( 重量超、
嵩物 ) は一般貨物として別途料金での算出。
⑤システムについて他
議題 ― 4、次回協議会の日程
平成28年11月9日（水）

6571
業態区分：製造（クラブ製造部会、バッグ部
会、用品部会）
● HARAKEN 株式会社
代表者：原 健太郎
担当者：小関 ひろ子
住所：306-0004茨城県古河市雷電町11-37
3階
TEL 0280-23-4099/FAX：0280-23-4830
業態区分：製造（クラブ製造部会）

講習委員会

新聞に広告を載せてみませんか？

平成28年9月20日（火）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 ― 1、第41期ゴルフ用品販売技術者講習
会の結果
1）. 受講状況について
・受講者数 68名（男性63名、女性5名）
・ 年 齢 内 訳（ 最 高46歳、 最 低21歳、 平 均
30.5歳）
・参加社数 30社
・合格者数 68名（平均点847.9点）
2）、都道府県別受験者数
20都道府県からの参加
（東京14名、千葉11名、
埼玉9名など）
3）、認定者総数
68名の合格により、累計3821名
4）、会員外参加者
5名（ゴルフ練習場、ゴルフ場）
5）、結果
68名全員合格。平均点も847.9点と高かった。
6）、収支の概算
受講生の増加により、大幅に改善した。
議題 ― 2 アンケート結果
結果を受けて、全般・会場・講義・運営面
などの改善を行う。
次回の委員会で話し合う。
議題 ― 3、次回委員会の日程
平成28年11月22日（火）

弊紙は、会員の皆様、ゴルフ業界関連団体、
関係各社向けに1200部発行しております。
2012年6月号より当協会 WEB サイトにも本
紙のデータをアップするなど多くの方にご覧
いただける環境を整えてまいりました。
新製品紹介から会社のイベント情報、社名
の宣伝、求人情報など。広告の掲載につきま
してご検討いただければと思います。
広告規定は、次の通りです。
広告掲載の種類
①ヨコ1/4（原則）縦8.5㎝ 横25㎝
②1ページ突き出し 縦8.5㎝ 横5㎝
広告負担金
①ヨコ1/4ページ合計
54,000円
（広告掲載料50,000円 消費税4,000円）
②1ページ突き出し
合計
37,800円
（広告掲載料35,000円 消費税2,800円）
詳細は協会の蓋（キヌガサ）・北川まで、ご
相談ください。
TEL：03-3832-8589

新入会
● RIYO golf

代表者：崔 朱煥
住所：韓国仁川市富平区ハンドン口143-1
D ドン1F
TEL：82-32-321-6570/FAX：82-32-321-

変更事項
● 株式会社レザックス

新担当者：中塚雅章（旧担当者：本間明彦）

協会からのお知らせ
日本ゴルフ用品協会では、平成28年10月
号から「JGGANEWS」の紙面を刷新致しま
した。主流となりつつある横書きを採用、文
字も大きく読みやすいサイズにリニューアル
しました。これからも会員の皆様に便利な情
報をわかりやすくお伝えしてまいります。
ご利用の皆様には、紙面の刷新に伴い、ご
不便をおかけすることもあろうかと存じます
が、何卒ご理解頂き、引き続き「JGGANEWS」
をご愛読頂けますよう、心よりお願い申し上
げます。

