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世界最大のゴルフビジネスの祭典
ＰＧＡショーに見るこの産業の行方
ゴルフの旧弊を打破して未来志向を！
世界最大の市場規模をもつ米国の PGA ショーは
今年 1 月、64 回目を迎えている。ツアー界のプロ
ゴルファーとは一線を画し、いわゆるゴルフプロ
フェッショナルの祭典といえる。
米国ではゴルフ場が産業の拠点となる。ゆえに多
様な職業スキルが求められる。仕入れや売り場構
成を含めた用品販売、レッスンや試打企画にメン
テナンス。支配人はビジネスレターの書き方を習
得し、クラブハウスで行う会員の結婚式や誕生会
で司会を務めることもある。PGA ショーの会期中
には数十科目の勉強会が開催される。会場の正面

日本のゴルフの未来は、ど
うなるのでしょうか？
かつて、ゴルフ場の建設は
自然破壊の象徴と言われ、ゴ
ルフは金持ちの道楽と言われ
ていました。今、全国2300
ヶ所のゴルフコースは、生物多様性を守る管
理された杜であり、神奈川県より広い自然を
保っています。
しかしながら、ゴルファーは高齢化が進
み、日本のゴルフ人口は減り続けています。
ゴルファーが来なければ、クラブハウスは老

に端然と構える「PGA」は、この産業を隆盛に導
いてきた誇りを漂わせる。しかし‥‥。
世界の二大ゴルフ大国である日米の市場は元気が
ない。経済・社会環境に即応して、ゴルフ自体の
旧弊を改革する必要に迫られている。

2〜3面＝
「PGA Show」レポート
４～５面＝
「JGF2017直前情報」
７面＝関連団体のゴルフ活性化の取組み（JGRA）

朽化し、コースの持つ豊かな自然は荒れ果て
てしまいます。この豊かな自然を守り、多く
の人にゴルフを楽しんでもらうために何をし
なければいけないのか。
ただし、ゴルフには大きく4つの敷居の高
さがあります。
① ラウンドで楽しむための「スキル」
② ゴルフをするための「資金」
③ ゴルフ場への「アクセス」
④ アクセスも含めた「時間」
ゴルフの未来をつくるためには、敷居の高
さを下げるイノベーションが不可欠です。

私の想像するゴルフの未来は、IOT と AI に
繋がった新しいゴルフスタイルです。あらゆ
るもの ( ゴルフ場、クラブ、ボール、携帯デ
ィバイス、車、カート等 ) がインターネット
で繋がり、AI がサポートする世界でのゴルフ
を想像してみて下さい。業界を越えた知恵を
結集し、たゆまない努力と工夫で「敷居の高
さ」の多くは下げる事が出来ると思います。
最先端技術に支えられ、豊かな自然のなか
で老いも若きも楽しむゴルフの未来を創造し
て行きましょう。
株式会社プロギア 森田史夫
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松尾俊介＝文、写真
転換期を迎えるPGA Show,
入場者数の減少傾向のShowと活況を見せるDemo Day

第64回 PGA Merchandise Show が 今 年 も
米国フロリダ州オーランド市のコンベンショ
ンセンターで1月25日〜27日の3日間開催さ
れた。初日、二日目と見た感じでは昨年より
入場者数は減少している感じを強く受けた。
大 会 本 部 で は 全 米 を は じ め 世 界84カ 国 の
国々から1000の企業が参加し入場者数も約4
万人、その中に PGA のプロ7500人、ショウ
を報道するメディア関係者は31カ国から約
1000名の参加があり、前年比3％アップと発
表している。しかし、この数字は昨年、一昨
年とほぼ同じ数字。出展者とメディア関係者
は事前登録しているので実数がわかる。
また、
会場での当日登録者も集計できる。しかし、
「約」という注釈つきに実数が明かせない事
情を感じてしまう。
入場者数減の原因としては一般ゴルファー
の参加が減少しているのと、日本を含めたア
ジアからの参加者（バイヤー、メーカー関係
者等）も減少している。その理由は各市場と
もゴルフ業界は好調とは言えず、特にクラブ
の売り上げは減少傾向が強いため、売上げを

牽引してくれる画期的な製品が発表されなけ
れば、経費をかけてまで視察に行く必要がな
い、との判断である。では、視察する価値が
ないかといえばそうではなく、ショウはゴル
フ関係者が世界各地から集まるのでグローバ
ルでビジネスを展開する企業、これから新し
いものを考えている人や企業にとっては人脈
構築のチャンスでもある。
一方、 ショウの前日恒例となった Demo
Day（試打会）がコンベンションセンターか
ら10マイルほど離れたナショナルゴルフセ
ンターで開催され、100もの企業が円形の広
大な敷地に200打席を用意して盛大に行われ
ていた。こちらは9時の開場前から入り口は
長蛇の列となり、盛況さを強く印象付けるも
のであった。デモデイは色々な趣向が施され
ている。各メーカーのクラブやシャフトの試
打はもちろん、ウェッジやパターの試打エリ
アもあり、アニカ・ソレンスタムやコリン・
モンゴメリーのレッスン、各種ゴルフカート
の実演など一周するにも半日は十分時間がか
かってしまう。ショウの目玉となりつつある
イベントでもある。
新進メーカーとして話題になっている PXG

がなぜ出展していないかという声があちこち
で聞かれた。それは PXG の販売体制が直販
システムを採用していることと、一部 PXG
の条件を満たす限られたショップだけに展開
おり、一般のショップから受注を受けるスタ
イルには適さないという判断があった。
アメリカ市場の流れと傾向
アメリカ市場も日本と同じように縮小傾向
が続いているが、特に既製品のクラブが以前
より不調だ。格差が進んでゴルフ人口の中核
をなしていた中産階級が減少し、若年層のゴ
ルフ参加も以前に比べ減っていることが挙げ
られる。このような状況の中、既製品を積極
的に販売してきた大手量販店も苦境に立つ。
確実に売り上げを作るには、一人一人のゴル
ファーに向き合って最適クラブを提案するフ
ィッティングが有効なことから、メーカーも
ショップも力を入れ始めた。各メーカーは独
自のデモキットを開発し、大手量販や有力販
売店に提供。店舗内に各メーカー専用の試打
ブースを設け、一つの店舗だけで5打席〜6
打席を設置している。それぞれのブースには
弾道測定器が設置されているので店としても
かなりの投資となる。
一方、クラブメーカーは大手量販の苦戦を
受けてメンバーシップ制コースに注力。フィ
ッティング試打会をコースの練習場でクラブ
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プロと一緒に行い販売実績を高めている。ダ
ンロップの XXIO は日本スペックをそのまま
持ち込み、アメリカのシニア層に浸透してい
る。テーラーメイド、キャロウェイ、ピンも
同様の試打会を行っているが、シニア層には
スペックが合わず、XXIO で結果が出ること
から1日の売上げが＄1万〜＄2万にもなり、
有力コースから試打会の引き合いが多いとい
う。また、一時低迷していたゴルフコースの
プロショップがフィッティングを主体とした
試打会で売り上げを伸ばしている。特注品に
特化すれば、大量の在庫を持つこともなく必
要不可欠な要素として、適度な試打クラブと
フィッティング技術や調整技術があれば小さ
なプロショップでもビジネス展開ができるか
らである。

流れの中で見えること
このような傾向が出ている中でフィッティ
ングに必要な機器がショウでも注目を集めて
いた。レーダーを使って弾道やインパクト直
前、直後のクラブの動きを測定するフライト
スコープやトラックマンは、内蔵するカメラ
機能を強化して今までできなかったショート
ゲームやパッティングの解析が可能になり、
反対に室内用測定器として評価が高かったフ
ォーサイト社のGC2にクラブヘッドの軌道や
打点位置を解析できるカメラを搭載して同じ
くショートゲーム、パッティング解析ができ
る GC Qurd というモデルを発表。フィッテ
ィングの内容がパッティングやショートゲー
ムにまで細分化されている。これら測定器会
社のブースではセミナーを別会場で開催した
り、ブースでデモンストレーションを行って
積極的な売り込みを行っていた。
クラブ購買がフィッティング中心になると
クラブは当然特注品となり、シャフトに対す
る需要が当然増してくる。ツアーで評判のシ
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ャフトや特徴のあるシャフトは評価が高く、
比較的元気がよい。特に日本製品は高品質・
高機能を前面に出し、価格は高くてもアメリ
カ市場に確実に浸透している。その流れで日
本のヘッドメーカーMIURA,EPON が出展して
注目されていた。日本の鍛造アイアンは評価
が高く、近い将来日本の地クラブと言われる
いくつかのメーカーも出展してビジネスを広
げていく可能性は高いと見る。
今年の会場の人気度合いからみると Epic
を発表したキャロウェイゴルフがもっともモ
メンタムがあり、タイトリストはどっしり構
えるものの、全体的には活気が少ないように
感じた。画期的な製品が出にくい状況が続い
ているからだ。テーラーメイドはタイガーの
クラブ契約で脚光をあびるも全体的にはクラ
ブのアピールより強い選手が選ぶクラブとい
う部分を強調していた。スポンサーが決まる
まで開発やプロモーションに大きな投資がで
き難いイメージを持たれている。SRIXON は
大きなブースを構えて SRIXON や XXIO ブラ
ンドに注力していたが、定連のブリヂストン
ゴルフ、ミズノの欠場は寂しい。反対にホン
マはアメリカでのシェア拡大に力を入れ、オ
リンピックのブースにYAMAHA,PRGR,ONOFF
が様子見的に出展。今後の動向が注目される。
また、欠場した PXG が本数で1.8%, 売上げ金
額で2.8% のシェアまで成長した。
もう一つの注目はグリップ市場。アメリカ
では大手のゴルフプライドやラムキンがゴム
素材を主力製品に使っていたが、イオミック
などが注力するケミカルグリップは重量の誤
差が少ない点、ゴムに比べてカラフルなもの
ができる点がカスタム用として評価されてい
る。パターグリップもスーパーストロークの
成功から複数のケミカル素材を使った新規メ
ーカーが参入している。新規メーカーは特徴
を出すために太いグリップが多く、そこから

派生するデメリットと言われるヘッドの操作
性、打球感を解消するためにグリップトップ
に重量を入れられるカウンターバランスグリ
ップをアピールしていた。
注目されるカスタムフィッティングだが、
ショップにとっては大きな問題も発生してい
る。それは各メーカーが個別にデザインして
いるウッドのスリーブ、アイアンのスリーブ
である。扱いが１つのメーカーであれば問題
はないが、複数メーカーを扱うとその分だけ
試打用シャフトの量が増え、ショップの負担
は大きくなる。負担を減らすとなれば限られ
た少数のシャフトのみの対応にならざるを得
ない。するとフィッティングの範囲が狭まり
限られた範囲の中でチョイスとなり、適切な
フィッティングができなくなる。早急に解決
が必要だと思われる。メーカーの都合で企画
するのではなく、ゴルファーやショップの利
便性を最優先にすべきだろう。
世界のゴルフ市場
会期中、矢野経済研究所とアメリカのゴル
フ調査会社データーテックの共同記者発表が
２年ぶりに開催され、2014年度に発表され
た市場規模の数字と2016年の数字を比較、
発表した。2014年の市場規模（小売ベース
の売り上げ金額）は＄8.685 Billion に対して
2016年度は＄8.049 Billion で9.3% 減となっ
ている。この数字はクラブ、バッグ類、シュ
ーズ、ボールなどでアパレルは除く。特徴的
なのは、クラブの販売数量は減少傾向なのに
販売金額は上昇しているとの説明だ。日本も
同じ傾向で、顧客単価の上昇は高級品が売れ
ていることを表わし、ゴルファーの減少傾向
と合わせてみると、ゴルフ市場にも格差の傾
向がはっきり見えている。
また、国別でのトップ5のシェアはアメリ
カが41.5%, 日本が25.4%, 韓国が6.9%, 英国
が5.1%, カナダが4.7% で、トップ5の合計で
83.6% を構成。日本は英国の5倍のシェアを
持っており、韓国、アジア諸国を合わせると
約40% にもなる。これはアメリカに匹敵す
る市場規模であり、日本がアジアをリードす
る 形 で ア ジ ア ゴ ル フ 協 会 を 立 ち 上 げ、
R&A,USGA などと協力しながらも独自性を発
揮する時期に来ている。その意味で、横浜開
催となったジャパンゴルフフェアは、アジア
市場を視野に入れた施策も求められる。
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ジャパンゴルフフェア2017 直前情報
弾道計測機を設置し、データを見ながらクラ
ブフィッティングが可能。試打のボールも最
新モデルと、ゴルファーにはたまらない企画
となっている。参加料は1000円で、事前に
公式サイトから申し込む。
■ JGF 販売コーナー

「第51回ジャパンゴルフフェア2017」が3月
24( 金 )〜同26日 ( 日 ) の3日間、パシフィコ横
浜で開催される。同フェアは、当協会が主催
する50年以上の歴史を持つ、アジア最大級
のゴルフ総合展示会で、毎回5万人以上の来
場実績を誇っている。
これまで20年間開催してきたビッグサイト
が東京五輪で使用できなくなるため、今回か
ら4年間は横浜で開催されることになった。
毎回国内外から集まる出展ブースには最新の
ゴルフ情報が終結し、男女およびシニアツア
ーを始め14に及ぶゴルフ関連団体のブース
でもゴルフ振興に向けた情報が発信される。
出展社ブースでの話題の関連グッズの発見や
体験、最新クラブの試打、ゴルフグッズの販
売や、各地の味覚を楽しめるグルメコーナー
など、会場を多彩な魅力が埋め尽くす。さら
に、ゴルフの腕を披露できるチャレンジコー
ナーやプロ愛用品のオークションなど、来場
者が参加できるコーナーも充実、一日楽しめ
るイベントとして注目される。以下、主な新
規企画を紹介しよう。
☆
☆
■ 試打オープンタイプ
従来の2倍となる12m の距離を打てる新仕
様の打席を36設置。USPGA ショーを彷彿と
させる開放感のある打席で、クラブの性能や
球筋などを確認できる。
■ 総合試打コーナー

試打オープンタイプの8打席を使用し、14
社177本のクラブから3本を選んでクラブの
打ち比べができるコーナー。8打席すべてに

展示ホールに隣接するアネックスホールに
約700㎡の広さで展開する、ゴルフグッズ販
売コーナー。当協会主催ならではの特典満載。
販売は有賀園ゴルフと二木ゴルフの協力で実
施するため、購入者としても安心だ。

施。ワンタッチ抽選方式なので気軽に参加で
きる。
■ ファミリーゴルフ広場

スナッグゴルフを使った的当てシステムで
ゴルフを体験できる企画コーナー。子供はも
ちろん安全に体験できるとともに、大人でも
楽しめる広場。

■ グルメコーナー

グルメという魅力を訴求し、イベントの多
様な楽しみ方を拡大する企画。日本各地の人
気ご当地メニューを7店舗設置し、来場者に
食の面でも満足いただく。
< 出店店舗 > 崎陽軒シウマイ関連商品・十勝
豚丼・新潟タレかつ丼・焼き小龍包・広島焼き・
大阪ブラックらーめん・伝説のキーマドライ
■ 地クラブコーナー

接触機会が少ない地クラブメーカーを集め
た、コアなゴルファーを意識した企画。試打
をしながら、こだわりのクラブを見つけよう。
< 出展社 > 日幸物産株式会社・共栄ゴルフ工
業株式会社・株式会社カナモリ ゴリラゴル
フ事業部・株式会社マスターズ・株式会社中
条・株式会社フラッグ
■ JGF 大抽選会

JGF 来場者を対象に、100組 (400名 ) の無
料プレー券が当たる企画。会場入り口横で実

■ ゴルフフィットネスコーナー

ゴルフに特化したフィットネスを体験でき
るコーナー。フィジカル面の能力を余すとこ
ろなく引き出すために、また何歳になっても
ゴルフを楽しめるために、ゴルファーに最適
のフィットネスの技術や器具を紹介する。
■ 各種セミナー開催

○3月24日 ( 金 )
・ゴルフ市場活性化セミナー
( ゴルフ市場活性化委員会 )
・地クラブコーナー記者発表会 (OG)
・ゴルフツーリズムセミナー
( 日本ゴルフツーリズム推進協会 )
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○3月25日 ( 土 )
・PGA ティーチングアワード
( 日本プロゴルフ協会 )
・インバウンド ゴルフツーリズムセミナー
( みえゴルフツーリズム )
・大学ゴルフ授業研究会研究集会
( 大学ゴルフ授業研究会 )

や発想法などを披露する。参加料は2000円
で全員にサイン入りのゴルフキャップをプレ
ゼント。事前に公式サイトから申し込む。
以上、今年のフェアで実施される新規企画
を紹介したが、シミュレーションを使ったド

ラコン・ニアピン、最新のパッティングマシ
ンを導入したパターチャレンジなど既存の人
気企画も継続、ギア好きからファミリーまで
幅広い層が一日中楽しめる企画が満載。是非
とも、パシフィコ横浜へ足を運んでほしい。

■ 芹沢信雄プロ・谷繁前中日ドラゴンズ監督

によるトークセッション
楽しみながらゴルフについてのコツが学べ
るトークショーをアネックスホールにて開催。
TV などでも人気の芹澤信雄プロが、野球
界屈指のゴルファーである谷繁前中日ドラゴ
ンズ監督を迎え、ゴルフライフに役立つ知恵

ジャパンゴルフフェア2017 出展社一覧
先月号の第1弾に続き、第2弾出展社一覧をご紹介いたします。
2月20日現在、ご提示のない出展社はセールスポイント欄を空白で表示しています。

出展社名

ブース No.

セールスポイント

D55

アイエム

B49

アルピオン

B35

アロハウォータージャパン

D26

イイダ靴下

ゴルフ向け高性能着圧ソックス・ラウンドプロのほか女性用ゴルフソッ
クスも充実！

D21

イデアジャパン

Cut Down 5 Stroke in 7 Days

ブース No.

出展社名

(50音順・敬称略 )
セールスポイント

D51

TSKY CO., LTD.

高感度 GPSと高精細ディスプレイを採用。HRM ／ケイデンスの監
視。50M 防水

B34

テイクバック

米 SPi が採用した、脳波センシングを用いた最新ゴルフトレーニングメ
ソッドを紹介。

C1

ディテクト

ゴルフをもっと気軽に楽しめる、斬新で拘りのアイテムを提案します。

B51

トッププロ

Swing analysis technologies

C32

トライファス

C25

エム・ケイ・トレーディン
現行品は勿論、特注品＆2017NEWモデル展示予定です！
グ ミライゴルフ

C11

ニコンイメージングジャパン ゴルフ用レーザー距離計に加え、スポーツ観戦に適した双眼鏡を展示します。

R13

オニット

B46

日本導体協会

C39

Swing Catalyst

C2

ガーミン(いいよねっと)

B21

高宏运动器材有限公司

D48

クランク

ゴルフナビApproachシリーズ、スウィングセンサーTruSwingの実機展示
フランスボルドー生まれの「クランク」
。フレンチテイストの世界観をお
楽しみ下さい。

D37

NEW

D37

ニューアート・ラ・パレル

アフターマーケット専用リシャフト専用シャフトメーカー！

ART

C35

ノビテック

D53

パイオニア（カロッツェリア）サイバーナビのドライブサポート機能を話題のVR 機器を使って体験。

ゴルフレッスンの革命を起こす、最新のゴルフ計測器を展示しております。

B13

CREW.15

C40

HICKORY STICK

B50

コラントッテ

C17

VIPグローバル

B48

4D MOTION

最先端のジャイロセンサー技術を用いた、ゴルフスイングの4次元計測
器を展示。

B40

フォーブス

F Power: 内部の4個のウエイト（全16種類）で重心位置を大幅に調整可能。

C36

プリンスホテル

トーナメントコースからカジュアルコースまで全国で25コースを運営

R14

フローベル

C29

Boa Technology Japan

A6

ゴルフダイジェスト･オンライン

企画
ゴルフスタジアム
コーナー
「ゴルフに健康を！」ホグレルを活用したコンディショニングレッスン導
入事例を発表。

R15

是吉興業

D49

ザ・ロイヤル ゴルフクラブ

世界基準の全長8,143ヤード。ザ・ロイヤルゴルフクラブの魅力をお
伝えします。

R2

シーディーアイ

B4

ジープロ エックススイン
弾道測定機 SkyTrak日本プロゴルフ協会 PGA 推薦品！
グゴルフ

C38

ジュピターゴルフネットワーク

B42

スカイ・エー

B6
D10

CS 放送「スカイA」は国内ゴルフトーナメント50大会以上放送

武市ウインド名古屋
タバタ

藤田寛之プロ共同開発商品を中心にスコアアップのためのゴルフアイテ
ムを体験できます

D14
R4

Boa® 搭載最新モデルの展示やプレゼンを実施。アンケート回答者にノ
ベルティを進呈。

ポートウィック
マルマントラベル

D44

メルセデスベンツ日本

D46

ライザップゴルフ

D57

レベルコ

D47

ロイヤルコレクション

「ライザップゴルフ」でご好評を頂いているショット分析をぜひご体験下さい！
ZONE最新商品の展示発表・取り扱い商品で話題アイテム厳選展示しています。
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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。

1 月 1日〜 1 月 31日

（コメント：三石茂樹）

「第7回」、「第8回」
Gちゃれ開催報告
武蔵野美術大学准教授

北 徹朗

「各商品カテゴリーとも、次モデルの発売に向け
たマークダウン品が上位にランクインしていま
すが、いずれも前作（のマークダウン品）と比
べると販売状況は芳しくないようです。更に、2
月から 3 月に発売される新製品の情報がネット
を中心に拡散されることによる “ 買い控え ” も
顕在化しているという声も小売店から挙がって
います」

ドライバー1位＝ M2（2016）
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

M2（2016）

チタン

テーラーメイド

1

M2 FW（2016）

テーラーメイド

2

XXIO9

チタン

ダンロップスポーツ

2

M2 レスキュー（2016）

テーラーメイド

3

915 D3

チタン

アクシネット

3

XXIO9 UT

ダンロップスポーツ

4

917 D2

チタン

アクシネット

4

XXIO9 FW

ダンロップスポーツ

5

inpres UD+2（2016）

チタン

ヤマハ

5

915F SERIES

アクシネット

順位

IRON BEST５

シャフト

メーカー名

順位

WEDGE BEST５
Cleveland 588 RTX 2.0
SERIES
VOKEY COLD FORGED
SERIES（2015）

メーカー名
ダンロップスポーツ

1

M2（2016）

スチール

テーラーメイド

1

2

XXIO9

カーボン

ダンロップスポーツ

2

カーボン

ヤマハ

3

VOKEY SM6 SERIES

アクシネット

3

inpres UD+2 IRON
（2016）

アクシネット

4

M2（2016）

カーボン

テーラーメイド

4

DJ-22

フォーティーン

5

XXIO9 LADIES

カーボン

ダンロップスポーツ

5

MD3 MILLED

キャロウェイ

構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

キャロウェイ

順位

BALL BEST５

メーカー名

1

3ピース /
PRO V1 SERIES（2015）
４ピース

アクシネット

1

ODYSSEY WHITE HOT
RX SERIES

2

SRIXON Z-STAR
SERIES（2015）

3ピース /
４ピース

ダンロップスポーツ

2

CADENCE TR SERIES

ピン

3

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE

2ピース

ブリヂストンスポーツ

3

ODYSSEY WORKS
SERIES

キャロウェイ

4

TOUR B330 SERIES
（2016）

3ピース

ブリヂストンスポーツ

4

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

2ピース

アクシネット

5

ODYSSEY WHITE HOT
PRO 2.0 SERIES

5

HVC SERIES

キャロウェイ

第7、8回（2017年1月18、19日）G ちゃれ
は、GMG 八王子ゴルフ場で開催され、計33
名（男子14、女子19）の学生が参加した。
学生負担1080円で受け入れて頂いた。
当日は10時15分に八王子駅前からクラブ
バスに乗車し、到着後チェックイン、着替え
を済ませた後、ショットとパターの練習を行
った。本学を含め、多くの大学ではプラスチ
ックボールのみを使用しているため、実弾を
思い切り打つ経験はスタート前の練習場でな
ければ実施することができない。
12時30分に昼食、13時30分からラウンド
を開始した。ラウンドに際しては、
①ラフに入ったボールはフェアウェイに戻し
て打つ②バンカーは2度打って出ない場合は
手で出す③フェアウェイ最大15打、グリー
ン5打まで（最大20打）④４ホールのうち１
番と４番はチーム戦
などの特別ルールで実施した。
参加学生は本物のゴルフ場でプレーできた
喜びと楽しさを存分に感じて1日を終えた。
事後のアンケート調査を見ても、今回もほぼ
全ての学生が「楽しさ」
・
「ゴルフへの興味」
・
「継続意欲」などについて、ポジティブな回
答をしている。
生涯スポーツとしての意識・意欲を醸成さ
せるためには、コースラウンド経験が絶対に
必要である。各位のご協力で、大学生にゴル
フ場を開放して頂く環境整備が整いつつある
が、各大学のゴルフ授業担当教員が学生の背
中を押すかどうかによるところが大きいため、
業界からの大学ゴルフ授業支援に関する有益
な支援情報をより多くの先生と共有したい。
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ドライバーの飛距離はいらない。アプローチで手堅く。
公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA） 加藤 賢治

国民の意識は、物的・量的な豊かさから精
神的・文化的な心の豊かさを重視する方向へ
変化し、健康志向、ライフスタイルの多様化
が進みました。しかし、1993年には3140億
円あったゴルフ練習場市場は、わずか10年
後に1290億円まで落ち込んでおり、今後の
減少も予測されています。
日本の経済発展に大きく寄与した団塊世代
は、ゴルフをビジネスツールとしてきました
が、皮肉なことに彼らが一部の経済を減少さ
せるキーワードになっている現状がありま
す。しかし、ゴルフ人口は日本の7％にしか
過ぎず、93％に大きな市場があると考えれ
ば、文字通りアプローチ次第と言えるでしょ
う。そして、生涯スポーツ、ゴルフとの最初
の出会いというグリップは、私たち練習場が
握っています。その責任は重大です。
私たちの活動は、
飛距離を問うことよりも、
アプローチで手堅くスコアをまとめることで
カップを目指しています。
協力は力なり
2014年、
（公社）日本プロゴルフ協会が指
揮をとり、
（一社）日本ゴルフ場経営者協会、
（公社）全日本ゴルフ練習場連盟の3団体に
よる経営戦略会議において「ゴルフ市場再生
活性化に向けた新たな提案」と題する提言書
を発表しました。
これにより、三位一体を掲げましたが、業
界再生の筋道には、必要不可欠である用品協
会も加わり、その後四位一体となったプロジ
ェクトを遂行することとなりました。そのモ
デルケースとして、昨年より東西に一場ずつ
設置。東京は「加藤農園ゴルフリンクス」、
大阪では「桜宮ゴルフクラブ」が担います。
ゴルフの楽しさを最短で味わえる内容のスク
ールは、それぞれの練習場の環境や地域性を
活かし、調整をとりながら柔軟な対応で進行
中です。2017年1月現在、東西合わせて20名
の参加者を越えています。
（公社）日本プロゴルフ協会では、全国に
展開したい意向を示していますが、これには
利用者の動向も併せたプログラムでなければ

なりません。現在、実施練習場において、確
かに形づくられています。
未来への創造
日本における経済、超高齢社会、女性の社
会進出など様々な背景を抱える中で、未来を
担う子どもたちの存在は、私たちゴルフ業界
においても光であります。NPO 法人日本ゴ
ルファー育成協議会の要請により、ジュニア
ゴルファーの検定制度の構築を図っていまし
たが、平成17年には JGC から公式にこの制
度を公認することが決定。ここに、日本で唯
一のジュニア検定制度が誕生しました。
当連盟では、より多くのジュニアにゴルフ
を学び楽しんでいただけるよう、プレー環境
の整備やゴルフ技術の向上・知識・エチケッ
トとマナーを総合的に育成する「ジュニアゴ
ルフ検定制度」「ジュニアゴルファー登録制
度」を考案し、練習場とゴルフ場の協力を得
て行っています。
ブリヂストンオープンゴルフトーナメン
ト、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
ゴルフトーナメント、日立3ツアーズ選手権
において、ツアー見学と検定会を毎年開催し
ています。活躍するプロの姿を間近に感じ、
難しいツアーコースを体験しながら検定に挑
むことが可能です。これは同行する保護者に
もご好評をいただいており、リピーターも少
なくありません。ただし、思うような広がり
が見られない理由は、当連盟組織内における
取り組みや発信の方法にあるとも考えられま
す。今後は、他団体と協力しながら、次世代
ゴルファーの育成に取り組むべきでしょう。
サービス業発展に向ける取り組みと影
当連盟は、経済産業省より、ゴルフ練習場
をサービス産業としてより発展させることが
望まれています。これまで、練習場経営者の
多くは、サービス業である認識に乏しい経営
を続けてきました。また、家族経営により、
意識改革が難しいことにも直面していまし
た。しかし、高度経済成長と共にあった練習

場経営は、今や次世代へと移り変わってきて
います。
当連盟では、事業推進委員会が中心となり、
経営者とそこに関わる従業員やレッスンプロ
に対するセミナーを開催しています。サービ
ス業としての意識改革や経営促進につながる
セミナーの充実は、練習場経営に大きく役立
つものと考えており、参加者数も増えつつあ
ります。連盟の活動やセミナーを通して次世
代の交流が生まれ、次期経営者としての情報
交換や相互の刺激によって更なる発展が期待
できます。
しかしながら、経営者にのしかかる大きな
問題解決には、全く手が届きません。地方や
郊外の人口減少により、経営困難に追い込ま
れる練習場もあります。反して都市部では、
ゴルファー人口はあるものの、練習場施設が
維持している土地は個人名義、つまり親世代
が所有していることが多く、相続の対象とな
る場合があります。
現実に、東京都世田谷区では、昨年だけで
相続を理由とした閉鎖が3場ありました。サー
ビス業として、どんなに質の向上や発展を目
指しても「相続」という名の下に全てを奪わ
れてしまうのです。また、このような流れを
見越して後継者を求めず、年齢と共に閉鎖を
選択する経営者がいることも否定できません。
いずれにしても、練習場の閉鎖は、ゴルファ
ーの減少からコースの減少に結びつく可能性が
高く、目指したはずのサービス業の発展は遠ざ
かるのです。また、それに伴い、地域の雇用、
レッスンプロの雇用を減少させ、そこに関わる
設備などの企業にも影響が及び、やがては国の
経済にも影を落とす懸念を含みます。
私たち連盟は、あらゆる視点から国に呼び
かけていく必要性があると言えるでしょう。

加藤賢治（かとう・けんじ）
1963 年生まれ

帝京大学経済学部経済学科卒
1990 年加藤農園ゴルフリンクス
2011 年（公社）全日本ゴルフ練習場連盟理事
2014 年事業推進ゴルフフェア委員長
2015 年（公社）全日本ゴルフ練習場連盟副会長
2016 年（公社）日本プロゴルフ協会外部理事
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協会関連事項
広報委員会
平成29年1月27日（金）、協会事務局内に
て標記の委員会を開催した。
議題 -1、JGGANEWS2月号について
1〜3面：
「2017年ゴルフ新年会開催」を掲載。
● 「19番ホール」
：伊藤康樹理事が担当。
4〜5面：
「JGF2017出展社一覧」を掲載。
6〜7面：
「YPS ゴルフデータ」、「関連団体の
ゴルフ活性化の取り組み（PGS）」を掲載。
8面：
「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題 -2、JGGANEWS3月号編集について
1〜3面：
「2017年 PGA ショー開催レポート」
を掲載。
● 「19番ホール」
：森田史夫理事が担当。
4〜5面：
「2017年ジャパンゴルフフェア出展
社一覧」を掲載。
6〜7面：
「YPS ゴルフデータ」
、
「関連団体の
ゴルフ活性化の取り組み（JGRA）
」などを掲載。
8面：
「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載。
議題 -3、JGGANEWS4月号について
1〜3面：
「JGF2017速報」を掲載予定。
● 「19番ホール」
：水越乙彦理事が担当。
4〜5面：
「市場活性化コーナー（スウィング
碑文谷の利用状況）」を掲載予定。
6〜7面：
「YPS ゴルフデータ」、「関連団体の
ゴルフ活性化の取組み（LPGA）」などを掲載
予定。
8面：
「協会関連事項」、「業界女子リレーイ
ンタビュー」を掲載予定。
議題 -4、次回委員会の日程
平成29年3月29日（水）

第 10 回 JGF 実行委員会
平成29年1月23日（月）、ダンロップスポ
ーツマーケティング会議室にて標記の委員会
を開催した。
議題 -1、報告事項
① ツアー4団体合同ブースの進捗報告
② ゴルフ練習場関連コーナー出展申込状況

業界女子
vol.3
フィッターとしてのモチベーショ

ン・スキルはもちろん、それ以上の

たい」という誠実さに大感謝です

「とにかくお客様に喜んでいただき

（ミズノ淀屋橋店ゴルフ販売課・平田マネージャー）

!!

報告
③ 最新の出展申込状況報告
④ WEB に公表する会場図面の確認
⑤ 総合試打コーナーの新たな協賛社
⑥ イベントステージ周りの展開
⑦ 神奈川県ゴルフ協会の会員3,000名に JGF
のチラシが送付された。
⑧ チラシ活用案
・今年はポスターや DM の制作をせず、告知
ツールはチラシのみとし制作枚数を増量。
⑨ JGF 告知用バナーの掲載協力依頼
⑩ チャレンジコーナー用賞品の協賛依頼
⑪ 進行中企画
a. グルメコーナー
b. ファミリーゴルフ広場
c.JGF 大抽選会
⑫ その他
議題 -2、次回委員会の日程
平成29年3月23日（木）

第 1 回 JGGA 活性化委員会
平成29年2月1日（水）、協会事務所内にて
標記の委員会を開催した。
議題 -1、ゴルフ市場活性化の動きについて
1）関連企業活動状況
①ゴルマジ
・1月18日時点で会員登録数21,063名（昨年
18,004 名 ）、 施 設 利 用 数 32,746（ 練 習 場
30,208、ゴルフ場2,536）。
②楽ゴル報告
・楽ゴルプラン利用者数13,557名。楽ゴル
練習場クーポン利用者数3,881名。3000円ク
ーポン利用者3,885名。
2）大学体育授業における業界の協力状況
・接続プログラム「Ｇちゃれ」の開催報告
・授業用クラブの送品状況
議題 -2、ペアスクランブルゴルフ大会の開催
について
女性参加者の比率が30％〜40％と大変高く
盛況であった。ビギナー向けの大会として来
年も開催を継続する。開催日程は以下の通り。
① 東日本会場 平成29年7月17日 ( 月・祝日 )
大宮カントリークラブ ( 埼玉県さいたま市 )
② 西日本会場 平成29年7月26日（水）
ダンロップゴルフコース ( 兵庫県神戸市 )
③ 中部日本会場 平成29年7月頃
会場未定

Q.ゴルフ業界に入ったきっかけは？
A.ゴルフを始めたのは社会人になってからです。
長く在籍した会社での業務は営業事務でした
が、次は絶対ゴルフに携わる仕事がしたいと思
っていました。
Q.仕事内容は？
A.お客様に最適なクラブを提案するクラブフィッ
ターです。2016年3月からは大阪淀屋橋にある
ミズノ淀屋橋店のゴルフ売場でクラブ販売担当
としてクラブフィッティングを行いお客様へ最適
なクラブをご提案、販売しています。

ミズノ淀屋橋店

竹中 さよ子さん

Q.今積極的に取り組んでいることは？
A.お客様はミズノ直営店ということで、フィッティ

議題 -3、次回委員会の日程
平成29年3月8日（水）

「2017 ゴルフ市場活性化セミナー」
開催のご案内
ジャパンゴルフフェア2017にてゴルフ市
場活性化セミナーを開催いたします。
■ 講演概要
【第1部】基調講演：「スポーツの成長産業化
に向けて」スポーツ庁参事官
【第2部】国の政策、ゴルフ産業への期待に、
ゴルフ業界はどのように対応するのか？ 具
体的施策や方向性をパネルディスカッション
により紹介する。
「大学のゴルフ授業」充実に向けた産学連携
の成果と今後の展開ビジョン」
「他産業（健康、食、観光、ファッション等）
との融合による新ビジネスの創出」
「地方公共団体・地域産業等との連携による
地域活性化とゴルフ普及」
「早期ゴルフリタイアの原因と防止策」
■日時：平成29年3月24日(金)13：20 〜15：20
■会場：パシフィコ横浜アネックスホールF202
■ 主催：ゴルフ市場活性化委員会
■ 後援：経済産業省
■ 受講料：関連6団体会員4,000円／非会員
5,000円
■ 募集定員：170名
※お問合せ・お申込み先
一般社団法人 日本ゴルフ用品協会
Tel：03-3832-8589 Fax：03-3832-8594
e-mail：info@jgga.or.jp

変更事項
【代表者変更】
● つるや株式会社
新代表者：西村 理作
（旧代表者：西村 文延）

4 月号発行についてのお知らせ
次回の JGGANEWS4月号は、ジャパンゴル
フフェア2017（3月24日〜3月26日開催）の速
報を掲載するため、発行日を4月5日
（水）とさ
せていただきます。購読されている会員の皆
様方にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理
解を賜りますようにお願い申し上げます。

ングやクラブの対応にいろいろな期待を抱いてご
来店されます。女性でもクラブについてきちんと
対応ができるということをお伝えできるよう業務に
取り組んでいます。お客様が納得して、
「ヨシ！ミ
ズノのクラブを使いたい」と思って頂けるように、
日々の勉強はもちろん、お客様に寄り添った丁寧
な対応と、お客様の悩みをお聞きしながら、コミ
ュニケーションを取ることを心掛けています。
Q.ゴルフ業界で働く女性へのメッセージを。
A. 女性のお客様からメーカーとして、店舗として
活かしていけるような情報をできる限り収集し、
女性はもちろん、全てのゴルファーがますます楽
しくなるようなお店、環境づくりを目指していきま
しょう！

