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　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場
を利用する私たちがそれほど抵
抗もなく支払い続けておりま
す。毎年廃止の要望を国に提出
していますが、なかなか廃止に
なりません。その理由を考えて

横浜 ― 。1859 年（安政 6 年）の開港以来、国
際貿易港として発展し、明治以降は欧米文化の輸
入窓口となった。この地が異国情緒あふれるのは、
そのためである。
 
ジャパンゴルフフェアは来年 3 月、初めて東京を
離れて横浜開催（パシフィコ横浜）となる。次の
半世紀に向けた 51 回目を、国際色豊かなこの地で
踏み出すわけだ。馬場宏之会長は「多様性と非日
常」を新たなコンセプトに掲げている。
 
JGF は現在、一般ゴルファーを巻き込んだアジア

収出来る。私はこのように思いますが、皆様ど
う思われますか！
　さて、この税金の歴史は、昭和2年頃に地方
税の観覧税（パチンコ場等）として創設。昭和13
年に戦費調達のため国税化。戦後、地方税に戻
り、昭和29年に娯楽施設利用税化。平成元年に
消費税創設で、ゴルフ場に限定した「ゴルフ場利
用税」に改組。平成15年には非課税措置が創設。
　しかし、一回800円は高いのでは？サラリー
マンの昼食代2日分に相当し、マクドナルド・
松屋の牛丼であれば3日分ですね。
　税収はどのくらいか。平成24年決算額は

507億円。そのうち市町村に354億円。ゴルフ
場が過疎地域にある為、貴重な財源になってい
るとは言え、ゴルフ場は固定資産税も支払い、
雇用にも貢献しています。
　廃止の理由は
1、消費税との二重課税は不公平であること。
2、国民体育大会の正式種目、五輪種目。
3、競技人口約800万人を擁し、老若男女に愛
されるまさに国民スポーツであり、この税が明
らかにその振興を阻害していること。
　以上、改めて声を大にして廃止を求めましょう。

（ヤマト徽章　出井久幸）

みたいと思います。
　第1は公務員倫理規定法に一般人とのゴルフ
を禁じている。第2はゴルフが贅沢な遊びだと
考えられている。第3は地方税として800円（標
準税率）の7/10の560円が市町村に交付され
る。第4はゴルファーから文句を言われずに徴

最大のイベントに発展。今年は 5 万 5927 人の来場
者を数え、来年は 6 万人の動員を目指す。来場者
に「非日常」のゴルフ体験を味わってもらう一方、
商談とフェスティバルという異質な目的の両立を

「多様性」によって実現したい。YOKOHAMA は、
新たな挑戦といえる。

魅力溢れる企画内容で
“新生JGF”を盛り上げる！ 
新機軸で出展者、来場者の満足度アップ 
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　当協会が2017年3月24日 (金 )～同26日 (日 )
の3日間、パシフィコ横浜 (みなとみらい )で
開催する「第51回ジャパンゴルフフェア
2017」に向けた企画および活動内容が決定
した。
　企画と活動については、パシフィコ横浜で
初めての開催ということもあり、出展社、来
場者にとって魅力的なイベントになるような
内容を盛り込んでいる。以下、項目別に紹介
したい。

効率的な出展のための改革を実施
　まず、出展コストに関しては、出展料を変
えることなく、従来の3m×3m(9㎡ )という
コマスペースを、来年度は3m×3.5m(10.5㎡
)へ拡大することによって、面積単価にして
14.3%の値下げを実施した。また、出展コマ
数の上限を16コマに設定し、大型コマの装
飾関係コストの軽減を促すと同時に、中小コ
マの存在感の拡充も図っていく。さらに、パ
シフィコ横浜の展示会場の長方形という形状
を活かし、場所による優劣がほとんど発生し
ない碁盤状のレイアウトを実現。偏りの無い
来場者の会場内回遊を喚起していく。
　次に、参加型 (体験型 )企画の充実による
来場促進についてだが、最新クラブの試打機
会を拡大し、同時に試打のクォリティを向上
させるために、新たに大型レンジ「試打オー
プンタイプ」(36打席 )を設置。従来の倍以上
の距離での試打を可能とし、クラブのマッチ
ングのためのより効果的な環境を提供してい
く。また18打席一体型のレンジ構造により、
来場者に対する強いインパクト訴求も狙う。
　その中で、「試打オープンタイプ」を活用
する新たな主催者企画が「総合試打コーナー」
だ。これは、参加者が好きなクラブを打ち比
べでき、しかも弾道計測器によるデータでの

得て、「2017春夏ファッションステージ」と
いう形式で、ファッション周辺の多彩な情報
を提供していく。
■ゴルフ場&地域名産コーナー
　アンケート調査で前回、来場者の人気ナン
バーワンになった「ゴルフ場&地域名産コー
ナー」は、さらに広がりのある展開を目指し
調整中である。
■ゴルフフェア見学ツアー
　来場者がフェア会場で効率的・効果的に情
報に触れられるサポートを目的とした新企画
が「ゴルフフェア見学ツアー」。メディアを
通して知名度の高いゴルフ解説者やプロゴル
ファーが、ゴルフギアやトーナメント情報な
どを披露しながらフェア会場を案内していく
企画を準備中である。

ネット活用の充実により出展社および来場者
へのコミュニケーションを強化
　会場からの情報発信力を高めるために、会
場の「ネット環境の充実」を図り、出展社の
コミュニケーション環境を整備するととも
に、来場者の現場からの情報発信も喚起して
いく。その一方、媒体社の協力を得て、開催
時の現場のリアルタイム情報の強化も図る。
　これらに加えて、「オフィシャルサイト」
による情報発信も強化する。具体的には、出
展社情報の発信、総合試打コーナーの参加者
募集、ネットオークションなどのユーザーコ
ミュニケーションだけでなく、出展社 (出展
検討社 )に対する有効なプロモーションツー
ルとしての活用も強化していく。
　さらに、メルマガの発行および提供情報を
強化するために、トーナメントチケットのプ
レゼント企画やWEBアンケートなどを実施
するとともに、イベントや販売コーナーとい
ったお楽しみ企画等のフェア関連情報も積極
的に発信していく。

中小出展社および海外出展社のビジネスサポ
ートを強化
　中小出展社が円滑にビジネスを図れるスペ
ースも導入していく。具体的には、自社コマ
内に商談スペースを設置しづらい2コマ以下
の出展社を対象に、「商談コーナー」を設置
する。さらには、「出展社コミュニケーショ
ンルーム」を設け、出展社が自由に掲示でき
るメッセージボードを設置するほか、他の出
展社にプレゼンテーションできる「フェイス・

チェックが可能なコーナーという内容で8打
席を展開する。事前にWEBから登録して時
間を予約する方式により、待ち時間無く参加
できるなど、来場者への利便性も図っていく。
　毎回多くの来場者が挑戦する「チャレンジ
コーナー」では、定番のドラコンとニアピン
を実施。前回からサービスしている「イベン
トパスポート」も継続予定で、ドラコンとニ
アピンがセットの割引料金での参加も可能と
し、より多くの来場者が楽しめる機会創出に
努めていく。

フェア会場におけるゴルフ用品の販売拡大に
よる来場促進
　来年は物販にもさらに注力していく。これ
は来場者からの要望が非常に多い「フェアで
ゴルフ用品を買いたい」というリクエストに
応えるためで、新たな主催者企画「JGF販売
コーナー」を実施する。
　用品協会会員の小売企業である二木ゴル
フ、有賀園ゴルフの協力により、ゴルフギア
を中心とした販売コーナーを展示ホールに隣
接したアネックス・ホールで700㎡に近いス
ペースで開設していく。
　その一方、従来から人気の「出展社による
自社ブース内での販売」、「ゴルフアパレル販
売」を今回も積極的に展開し、来場者のニー
ズに対応する。
　さらに、例年売り切れが発生するチャリテ
ィ販売企画の「トーナメントグッズ販売」は、
トーナメント主催者の協力により継続展開。
同じく人気企画で、毎回落札額に注目が集ま
る「ツアープロの愛用品オークション」につ
いても、従来通りWEBでの入札とフェア会
場での入札の並列で実施していく。
　なお、その他の来場促進企画は以下の通りだ。
■グルメコーナー
　展示会場での食の充実という傾向を受け、
来場者への食の提供を強化し、フェアの魅力
の一つとして楽しんでもらえるように、横浜
の食のシンボルともいえる「崎陽軒」を始め
として全国のおいしいものを集めた「グルメ
コーナー(7店舗 )」を展開する。来場者に会
場内で楽しんでいただくため、飲食スペース
も設置していく。
■ファッションショー
　ゴルフフェアの来場者属性を大きく変える
きっかけとなった、ゴルフウェアのファッシ
ョーは、今回もEVEN・楽園ゴルフの協力を
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ツー・フェイス・ミーティング」の機会も提
供していく。

ゴルフメディアとの連携を強化
　様々なビジネスコンテンツを持つゴルフメ
ディアとの連携も強化、コラボ企画などを通
じて、新たなゴルフの魅力やビジネスの在り
方なども創出していく。以下は、主なメディ
アとの企画。
● EVEN(枻出版)/ファッションステージと
ゴルフアパレル販売
●GEW(ゴルフ用品界社)/地クラブコーナー
●パーゴルフ/パーゴルフオンラインとゴル
フフェアのコラボ企画
● BUZZ GOLF/出展
●ゴルフダイジェスト/出展
●ジュピターゴルフ/サテライトスタジオで
の収録活動/会場内大型モニターの設置
●横浜地域のメディアとの連携
神奈川新聞、TVK、FM横浜、神奈川県ゴル
フ協会のWEBや会報誌などとのタイアップ
を調整中。

ゴルフ関連団体との連携展開
　ゴルフ界が一丸となってフェアを盛り上げ
るため、今まで以上にゴルフ関連団体との連
携を強化してく。JGA、PGA、JGTO、LPGA
のツアー関連4団体による集合ブースを設
置、集合ブースの中心に共同ステージを設け、
各団体による楽しいイベントを開催する。ま
た、共用の打席を3打席設置し、ジュニアや
レディスを含めたゴルファーを対象とした
「レッスン会」なども開催していく。
●3月24日：日本ゴルフ殿堂による「日本プ
ロゴルフ殿堂入り式典」を昨年に引き続きホ
ール内のステージで開催。
●3月25日：展示ホール隣接のアネックス・ホ
ールにて日本プロゴルフ協会による「PGAテ
ィーチングプロアワード」の最終選考者のプ
レゼンテーションと最優秀者の表彰式を実施。
　その他、全日本練習場連盟では例年通り、
自ら主催する「ゴルフ練習場関連コーナー」
を展開するとともに、ゴルフ市場活性化委員
会(GMAC)や日本ゴルフジャーナリスト協会、
ゴルフダイジェストなどもアネックス・ホー
ルでのセミナーを実施予定。
　なお、10月31日現在、WEBシステムから
の出展申込社数は116社、前回の同時期114
社から微増している。

ジャパンゴルフフェア2017出展申込企業一覧

今後、関連団体及び練習場関連の出展社数が確定するほか、決算などの関係で年末の
駆け込み申込みの企業が加わるため、最終的には昨年と同程度の出展社数を見込んでいます。
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　当協会主催の第6回「ジャパンゴルフイン
ダストリーカップ」のアンケート調査がこの
ほどまとまった。これは、2016年10月18日、
茨城ゴルフ倶楽部にて開催された同大会のア
テスト終了後に行なったもの。以下にて、各
調査項目を抜粋して紹介する。

【アンケート調査結果】
※同調査での回答者数は158名。（男性131名
／女性26名／空欄1名）
●参加者の性別
　男性145名、女性26名。
●参加者の年齢分布（％）
　30代が一番多く30％、次いで40代が26％。
50代は22％で、20代が17％という結果になった。
●参加者の年間ラウンド数とゴルフ歴（％）
　年間ラウンド数は、「12～24回」の回答が35
％と最も多く、続いて「5～11回」が23％。ゴ
ルフ歴は、「11～20年」の回答が43％と最も多く、
続いて「21～30年」が29％という結果になった。

　当協会主催の第5回「西日本企業ゴルフ大
会」のアンケート調査がこのほどまとまった。
これは、2016年9月14日、六甲国際ゴルフ倶
楽部東コースにて開催された同大会のアテス
ト終了後に行なったもの。以下にて、各調査
項目を抜粋して紹介する。

【アンケート調査結果】
※同調査での回答者数は50名。（男性45名／
女性5名）
●参加者の性別
　男性47名、女性5名。
●参加者の年齢分布（％）
　40代が一番多く42％、次いで50代が28％。
30代は20％で、20代が6％という結果になった。
●参加者の年間ラウンド数とゴルフ歴（％）
　年間ラウンド数は、「12～24回」の回答が40
％と最も多く、続いて「5～11回」が36％。ゴ
ルフ歴は、「21～30年」の回答が36％と最も多く、
続いて「11～20年」が28％という結果になった。

●参加者のゴルフ環境について（％）
　「満足している」が30％、「少し我慢してい
る」および「かなり厳しい」が合計67％となり、
業界関係者でも、時間的・金銭的にゴルフ環
境に対し不満を持っていることが分かった。
●ゴルフ活性化について（％）
　自社での活動状況は、「積極的に活動して
いる」が29％、「活動している」が56％とい
う結果になった。
●大学ゴルフ授業のためにJGGAが大体連に
協力しているか知っていますか？（％）
　37％が「知っている」、14％が「名前は聞
いたことがあるが活動は知らない」、と回答。
「知らない」の回答は49％と、半数近くに上
った。認知拡大の為に積極的な告知活動が求
められる。
●意見
・初参加、非常に楽しめました！
・女子スクランブルをやってみてはどうでしょう。
・楽しかった。継続してください。

第6回「ジャパンゴルフインダストリーカップ」アンケート調査結果

第5回「西日本企業ゴルフ大会」アンケート調査結果
●参加者のゴルフ環境について（％）
　「満足している」が25％、「少し我慢してい
る」および「かなり厳しい」が合計71％となり、
業界関係者でも、時間的・金銭的にゴルフ環
境に対し不満を持っていることが分かった。
●ゴルフ活性化について（％）
　自社での活動状況は、「積極的に活動して
いる」が22％、「活動している」が65％とい
う結果になった。
●大学ゴルフ授業のためにJGGAが大体連に
協力しているか知っていますか？（％）
　24％が「知っている」、20％が「名前は聞い
たことがあるが活動は知らない」、と回答。「知
らない」の回答は56％と、半数を超えた。認
知拡大の為に積極的な告知活動が求められる。
●意見
・本格的なコースを使用できるので非常に楽
しみにしている。グロスと100切りを別日に
して組数を多くしても良さそう。
・いつも楽しくラウンドさせていただいてい

ます。他社との親睦を図れる良い機会となっ
ています。

・他の産業に拡大していくことで、市場活性
化につながると思います。
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「大学のゴルフ授業」充実に向けた取り組み市場活性化コーナー vol.25

　

　当協会も加盟するゴルフ市場活性化委員会
(GMAC)は6月27日、日本プロゴルフ協会
（PGA）及び全国大学体育連合（大体連）と「大
学体育のゴルフ授業」充実を目指す3者連携
協定を締結した。
■連携協定の目的
　選択授業としてゴルフを選んだ大学生のゴ
ルフ継続意欲を高め、生涯スポーツとしての
ゴルフ実施率を向上させる。結果として、国
民の健康寿命の延伸をはかるとともに、ゴル
フ関連産業の経営安定化と継続を実現し、地
域社会の発展に貢献する。
◇ゴルフ授業の現状
　全国782大学のうち、体育の授業でゴルフ
を導入しているのは約580校。そのうちゴル
フ場でのラウンドまで行うのは50校程度で、
500校以上がグラウンドと体育館での授業の
みで正課の授業を終える。
■連携協定に関する具体的な活動
「ゴルフ場業界」は受講学生に対してゴルフ
場デビューの機会を提供する。ゴルフコース
デビュープログラムである「Gちゃれ」の実
施を推進。全国120のゴルフ場から参画の意
志表示をうけ、同プログラムの試験的実施に
よりGちゃれの拡散をはかる。
「プロゴルフ業界」はゴルフ授業担当教員の
スキルアップや教本の作成など授業カリキュ
ラムの充実をはかる。ゴルフ授業の充実を目
指す大学ゴルフ授業研究会代表の武蔵野美術
大学北准教授が担当する授業ではPGAプロ
による授業の実施を行っている。
「ゴルフ用品業界」は授業で使用するゴルフ
クラブの提供を行う。各大学が使用中の老朽
化したクラブから新しいモデルへの入れ替え

に協力する。
　大学体育のゴルフ授業の充実をはかると共
に、19・20歳を対象とした「ゴルマジ」（リ
クルートライフスタイル社）との連動により
ゴルフ授業受講生のスキルアップも可能と思
われる。

■ JGGAの具体的な活動報告
　大学ゴルフ授業研究会の先生を窓口に、授

業で使用するゴルフクラブの必要性について
8月より調査してきた。その要望を受けて当
協会の会員メーカー各社にゴルフクラブの提
供を依頼した。無償提供の依頼にも関わらず
15社が賛同し、協力を得ることができた。提
供クラブは、8月～10月の間に23の大学へ
493本を配布した。提供先の大学名は資料の
通り（表1参照）。

■ゴルフクラブの提供協力メーカー(順不同)
ヨネックス、キャスコ、フォーティーン、ピ
ンゴルフジャパン、ヤマハ、本間ゴルフ、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フ、ミズノ、マルマン、
アクシネットジャパンインク、ダンロップス
ポーツ、アキラプロダクツ、朝日ゴルフ用品
　各大学の担当者からは、
「予想以上に良いクラブを提供いただき大変
感謝しています」と好意的な意見が多かった。
また、北准教授からは下記コメントを頂いた。
「6月27日の産学連携協定によりクラブをご
提供頂けるようになりました。本学（武蔵野
美術大学）からも申請しお送り頂きましたが、
届いたクラブを見てその質の高さにただただ
驚いております。
　既存の古いクラブよりもかなり振りやすく
正確性も高まるため、新しさと共にクラブ進
化の凄さも同時に感じております。
　用品業界の皆様の汗と努力の結晶であるこ
のような製品を、タダでご提供頂ける有り難
さを、大体連や研究会に所属する先生方や、
それを授業で使用する学生と共有し、ゴルフ
授業の充実と学生のゴルフへの興味が高まる
よう努めてまいります」ー。
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「9月から 10月にかけて発売された新製品が順
当な売上を形成しています。ドライバー市場で
はタイトリスト『917シリーズ』が『ゼクシオ 9』

を抑えてトップとなりました。秋の新製品群は
全体的に好調な売上を記録していますが、市場
全体としてはマークダウン品の販売が大幅に減
少していることにより、数量ベースでは大幅な
減少基調となっています。いわゆる “コアゴル
ファー ”のみが市場で動いているのではないか
と思われます」　

　突然ですが、「リアルマーケットレビュー」
は今回をもって一旦終了とさせて頂くことに
なりました。思い起こせば2011年、東日本
大震災の被害を受けながらも頑張って営業を
続けている東北地方の小売店の「生の声」を
用品業界関係者の皆様にお届けする、という
コンセプトでスタートしたこの連載も、気が
付けば5年間もの長きにわたり継続すること
ができました。通常の調査業務を行いながら
毎月訪れる「締切」という恐怖と相対するこ
とは少なからずプレッシャーでしたが、そん
な私でも連載を続けてこられたのはJGGA広
報委員会を中心とした関係者の方々のご支援
と、本連載を読んで「今回のは面白かったよ」
というお褒めの言葉や、「今回のはつまんな
かったね」というお叱りの言葉をくださった
方々のお陰だと思っています。この場をお借
りして厚く御礼申し上げます。

　さて最終回にあたり、これまで私が「モノ
を書くことで市場発展、活性化に貢献する」
というミッションのもと連載を続けてきた中
で感じたこと、思い至ったことを幾つか書き
残します。

市場の「生の声」を届けるだけでは市場は発
展しない
　冒頭で述べたように、連載当初のコンセプ
トは「市場の生の声」を業界に届けることで
した。実は当初、私は「市場の生の声をダイ
レクトに届ければ、それが何らかの気付きに
繋がり結果的に市場が活性化するのではない
か」と思っていました。伝書鳩の如く小売店
主の声を拾い、それをそのまま伝えれば後は
業界の人達が考えて何かをしてくれるだろ
う、と思っていたのです。これは大きな思い
違いでした。小売店の生の声を自分自身で咀
嚼し、その言葉の裏にある思いや問題意識を
紐解き分析することで「矢野経済研究所」と
しての問題提起を行う。最低限そこまでの仕
事をしなければ存在価値はないと思うように
なりました。皆様の目から見て今の私は昔の
「伝書鳩」から少しは成長したでしょうか。

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

1 917 SERIES チタン アクシネット 1 XXIO9 UT 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 FW ダンロップスポーツ

3 RS SERIES チタン プロギア 3 917F SERIES アクシネット

4 GLOIRE F2 チタン テーラーメイド 4 inpres UD+2 ヤマハ

5 inpres UD+2 チタン ヤマハ 5 SRIXON Z H65 HB ダンロップスポーツ

順位 IRON BEST５ シャフト メーカー名 順位 WEDGE BEST５ メーカー名

1 inpres UD+2 IRON カーボン ヤマハ 1 VOKEY DESIGN SM6 
SERIES アクシネット

2 XXIO9 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 Steellead XR  N.S. PRO スチール キャロウェイ 3 MACK DADDY-
FORGED キャロウェイ

4 XXIO9 LADIES カーボン ダンロップスポーツ 4 MD3 MILLED WEDGE 
SERIES キャロウェイ

5 SRIXON Z565  N.S. 
PRO スチール ダンロップスポーツ 5 RM-22 フォーティーン

順位 BALL BEST５ 構造 メーカー名 順位 PUTTER BEST５ メーカー名

1 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 1 ODYSSEY WORKS 

SERIES キャロウェイ

2 PRO V1 SERIES（2015） 3ピース/
4ピース アクシネット 2 ODYSSEY WHITE HOT 

RX SERIES キャロウェイ

3 HVC SERIES 2ピース アクシネット 3 ODYSSEY WHITE HOT 
PRO 2.0 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 

SELECT SERIES（2016） アクシネット

5 WARBIRD SERIES 2ピース キャロウェイ 5 CADENCE  TR SERIES ピン

＝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）10月1日〜10月31日

ドライバー1位＝917 SERIES

シリーズ�
最終回にあたり
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　流通委員会では、昨年1月から共同物流に
関する調査・研究を進め、「共同配送」の仕
組みを構築。今年2月より同事業に賛同した
メーカーと実施中。11月の流通委員会では
約半年間の実施結果を基に、削減効果を検証
することが出来たので本号で紹介する。

1、共同配送推進の背景
①ゴルフ業界を取り巻く厳しい市場環境
　近年、ゴルフ人口の減少、社会経済動向の
変化や個人消費の減少によりゴルフ用品業界
は厳しい経営環境が続いている。また、運送
業界では慢性的なドライバー不足と、労働時
間等法令順守の強化が経営を圧迫、大手運送
会社の値上げ要請が増加している。
②業界全体での物流の共同化が必要
　このような内外の環境変化の影響を受け、
各社の物流コストは増大傾向にあり、一社で
のコスト削減には限界にきており、ゴルフ用
品業界全体で知恵を出し、物流コストを削減
する必要がある。
2、ゴルフ共配便とは
　これまでメーカー各社が同じ得意先（小売
店）にそれぞれが送っていた荷物を集約し、
各店舗への配送を共同で行う仕組みで、当協
会ではこの事業を「ゴルフ共配便」と命名し
推奨事業とした。

それとも…？

「書きっぱなし」では話が先に進まない
　これは今でも陥ってしまうのですが、業界
の課題や問題点、そうした問題点克服、解決
のための提言を執筆して「ああ、俺今回良い
こと書いた！」と悦に入り、一人祝杯をあげ
たりすることがあります。しかしそれから月
日が過ぎても業界は良くなりはしませんし、
私の主張や提言が業界内で話題になることも
殆どありません。自己満足の域を出ない問題
提起にはさしたる意味がないこと、その問題
提起をベースに如何にして当事者との議論の
テーブルを用意するか、そのテーブルの上で
如何に建設的な議論を行うかが大事かという
ことを学びました。

私の主張は（実は）変わらない
　5年間も連載を続けていると、様々な意見
を頂戴します。その多くは「叱咤激励」の類
なのですが、中には「最近言うことが大きく
なってきたよね」「随分と偉くなったもんだ
ね」というような意見もあります。こういっ
た種類の指摘は間接的に聞くことが多いので
真偽の程は定かではないのですが、確かに連
載当初のコンセプトから執筆の中身、方向性
は変わっているように見えるかもしれませ
ん。しかし、私のゴルフというスポーツに対
する主張は昔から変わってはいません。それ
は「ゴルフって、そんなに不自由なもんな
の？」という思い。日本のゴルフ産業が衰退
局面にあるのは様々な理由が考えられます
が、その根底は「多様化する日本の生活者の
価値観に、硬直的な日本のゴルフがフィット
しなくなっている」からではないでしょうか。
逆説的に言えば「多様化する日本の生活者に
フィットした多様性に富んだゴルフ」を具体
化できれば日本のゴルフ産業は必ず再び成長
する、それだけの可能性がゴルフにはあると
私は信じています。残念ながらその「具体策」
について述べるには紙面が足りなくなってき
ましたが、「書きっぱなし」にならぬよう、
今後何処かで私に会ったら「お前、JGGAニ
ュースの最終回で何か書いてたけれど、具体
的にはどう考えているんだ？」と声を掛けて
下さい。但しその後に「俺（私）はこう考え
るが」という言葉を添えて。それがきっと市
場再活性化の第一歩になるのだと思います。

（矢野経済研究所　三石茂樹）

「ゴルフ共配便」利用による物流コスト削減
　第一段階は出荷先を関東地区（1都6県）
に限定し、複数のメーカーの荷物量が多い量
販店26社・約670店舗を対象として共同配送
を実施。対象地区・店舗は利用メーカー増加
に比例し順次拡大予定。
①費用は一個目400円、二個目以降は300円
　大きな特徴は、専用に開発した荷札発行シス
テム（無料貸与）を導入することにより、『同じ
店舗に出荷した一日の出荷数量を合計して換算』
し、複数個口が累積して安くなる料金システム。
但し、大きな荷物は別料金。
②コスト削減率は20％以上を想定
　2月スタート以降約半年の実績を基に運送
コストの削減効果を検証。その結果、当初の
狙い通り出荷数の増加に伴い配送費も下がっ
ていることが証明。現行金額の単価は試算上
の推測単価。（下図参照）
3、ゴルフ共配便を利用するには
①当協会の会員であること
②関東地方に倉庫（出荷場所）を持つメーカ
ー・卸であること
③利用希望社へ、本事業幹事会社の担当者が
詳細説明に伺う
④所定の利用申込書を当協会宛に提出後、幹
事会社と運送契約締結。→共同配送開始。
　当面は一部のメーカーと小売りで地域を限
定しての実施だが、最終的には、全会員企業
が利用できる環境を整えていく予定。本事業
は参画企業が増えれば増えるほど効果が増大
する。会員各位の賛同を募集中だ。
　問い合わせは当協会、蓋（キヌガサ）まで。
TEL：03-3832-8589
mail：info@jgga.or.jp（件名に「ゴルフ共配便」
と明記して下さい）
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　平成28年10月26日（水）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題-1、JGGANEWS11月号について
1～3面：「第6回ジャパンゴルフインダスト
リーカップ」の報告記事を掲載。
●「19番ホール」：島田和夫理事が担当。
4面：「第5回西日本企業対抗ゴルフ大会」、「第
5回中部日本企業対抗ゴルフ大会」の報告記
事を掲載。
5面：「PGAフィランスロピー障害者ゴルフ
大会」の報告記事を掲載。
6～7面：「YPSゴルフデータ」、「リアルマー
ケットレビュー2」、「次期模倣品ラベルのお
知らせ」を掲載。
8面：協会関連事項を掲載。
議題-2、JGGANEWS12月号編集について
1～3面：「ジャパンゴルフフェア2017」の開
催概要を掲載。
●「19番ホール」：出井久幸理事が担当。
4面：「第6回インダストリーカップゴルフ大
会、第5回西日本企業対抗ゴルフ大会アンケ
ート結果」の報告記事を掲載。
5面：「大体連への授業で使用するゴルフク
ラブ提供の状況について」を掲載。
6～7面：「YPSゴルフデータ」、「リアルマー
ケットレビュー2」、「共同配送の稼働状況報
告」を掲載。
8面：協会関連事項を掲載。
議題-3、JGGANEWS1月号編集について
１～3面：「年頭所感」を掲載予定。
●「19番ホール」：北川理事が担当。
4面：「ジャパンゴルフフェア2017」の出展
状況などを掲載予定。
5面：「市場活性化コーナー」、「大体連のゴ
ルフ授業の取組み」などを掲載予定。
6面～7面：「YPSゴルフデータ」、「製造渉外
委員会報告」などを掲載予定。
8面：協会関連事項を掲載予定。
議題-4、次回委員会の日程
　平成28年12月27日（火）

第8回ジャパンゴルフフェア実行委員会
　平成28年11月18日（金）、大広プレゼンテ

ーションルームにて標記の委員会を開催した。
議題-1、報告事項
① JGRAからの出展申し込み状況の進捗報告
②出展申込状況報告
③イベント・運営基本計画案について
④進行中企画について
⑤その他
・会場レイアウト図面を出展社に報告するタ
イミング
議題-2、審議事項
①各種イベント賞品協力依頼について
②セミナー、ワークショップの誘致策について
③総合試打コーナーのオペレーションについて
④メインビジュアルについて
⑤小委員会からの提案
⑥その他
議題-3、次回委員会の日程
　平成28年12月20日（火）

流通委員会
　平成28年11月9日（水）、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
1.共同配送　配達時間分布
2.共同配送　県別配達状況の説明
議題-2、営業進捗状況の報告
1.新規加盟先　共配テスト運用事例報告
2.共配運送実績における削減効果
3.共配の新規募集告知について
4.梱包資材の標準化
5.今後の流通委員会の開催方法について
議題-3、次回委員会の日程
　平成29年3月6日（月）

新入会
正会員入会　3社
●株式会社シャノワ
代表者：大木　誠
協会担当者：松本　賢治
住所：〒360-0231　埼玉県熊谷市飯塚362-1
TEL：048-567-2020　FAX：048-567-2030
業態区分：製造（クラブ製造部会）
●株式会社カイドゴルフ
代表者：裵　佑均（ペ　ウギュン）
協会担当者：金子　奈央
住所：〒111-0054　東京都台東区鳥越1-4-3
鳥越ミハマビル2階
TEL：03-5823-4568　FAX：03-5823-4569

業態区分：製造（クラブ製造部会）
●株式会社トゥモローカレッジ
代表者：川辺　剛
住所：〒422-8063　静岡県静岡市駿河区馬
渕1-7-13
TEL：054-200-7500　FAX：054-200-7501
業態区分：製造（用品部会）
賛助会員入会　1社
●株式会社OG
代表者：三森　清悟
協会担当者：浜田　一樹
住所：〒164-0003　東京都中野区東中野
2-22-20ホシノ第二ビル2階
TEL：03-5348-1505　FAX：03-5348-1508
事業内容：総合アウトソーシング業（人材派
遣等）

変更事項
【住所変更】
●株式会社かとう
新住所：〒472-0026　愛知県知立市上重原
町丸山197-1
TEL：0566-83-3170　FAX：0566-83-0572
●株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
新住所：〒141-0022　東京都品川区東五反
田2-10-2　東五反田スクエア8階
●日本フェィウィック株式会社
新住所：〒103-0021　東京都中央区日本橋
石町3-3-16　日本橋室町ビル6階
TEL：03-6262-6150　FAX：03-6262-6151

お詫びと訂正
　JGGANEWS11月号8面「変更事項」にて、「ヤ
マハ株式会社　ゴルフHS事業部」と記載が
ありましたが、正しくは「ゴルフHS事業推
進部」です。
　訂正してお詫び申し上げます。

年末年始休暇について

　誠に勝手ながら、下記の期間の当協会業務
を休業とさせていただきます。
 【休業期間】　平成28年12月29日 (木）～平
成29年1月4日 (水 )
　尚、1月5日 (木 )午前9時15分より通常業務
を開始いたします。
　何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了
承くださいますようお願い申し上げます。

協会関連事項
広報委員会


