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　とりわけこの日は私にとっ
て一生忘れられない日となっ
た。2015年９月19日イギリ
スブライトン。34対32、劇
的なトライによる逆転劇でそ
の激闘は幕を閉じた。スポー

１分だ。世界の壁は厚いどころではなかった。
だからこそ同点では満足しない、最後まで勝
ちを目指し、勝利を信じて突き進んだジャパ
ンに世界のラグビーファンが絶賛をし、感動
が生まれたのだと思う。実はあの瞬間、私も同
点でいい、キック、キックとテレビの前で叫ん
でいました。
　そして試合後にエディー・ジョーンズは、

「今日の勝利は日本ラグビー界を大きく盛り
上げることになるだろう。日本で試合を見て
いた子ども達が、次のワールドラグビーに出
たいと思うだろうし、日本のラグビー界にと

って素晴らしい日になった」。この言葉がうれ
しくありがとうの気持ちで一杯になった。
　2020年夏、霞ヶ関カンツリー倶楽部にた
くさんのゴルフファンと子ども達がいた。ス
ーパーショットに目を輝かせ選手達に憧れ
る。大きな歓声、歓喜が林間さえも通り抜け、
フィールドを熱狂の渦と満たす。そんな光景
を今からとても楽しみにしています。
　ラグビーワールドカップ2019日本大会、
いよいよあと二ヶ月だ。４年に一度じゃない、
一生に一度だ！

（ディテクトゴルフ事業部　西本秀夫）

ツ史上最大の番狂わせと言われたラグビー日
本対南アフリカ戦だ。ラグビー史が変わった
瞬間だった。学生時代、花園を夢見た私は深夜
に放映されたテレビ中継を見ながら、歓喜の
涙にむせた。
　日本はRWCにおいて、通算成績１勝18敗

2019年通常総会を開催
新会長にアレックス M. ボーズマン氏
　日本ゴルフ用品協会は（JGGA）は６月12日、大阪
市内のホテルで「2019年度通常総会」を開催した。
今年も馬場宏之会長の進行により、2018年度の事
業報告および決算報告、2019年度の事業計画、収
支予算が発表された。
　会員総数271名（６月13日現在）に対して出席者46
名、委任状出席者119名、合計165名が出席。定款の
定めの通り構成員数の過半数をもって、同総会は適
法かつ有効に成立した。また、総会では役員交代者
の選任も行われ、３名が退任し、新役員4名と5名の

新任理事が承認された。
新会長にはアレックス M. ボーズマン氏が選任され、
上記の通り抱負を語った。

4-5	面=「	JGF2019一般来場者＆ビジネス来場
者アンケート調査結果」

	 6	面=「2019年度版スポーツ産業白書」

「この度、馬場前会長の後を引き継ぎ、一般社団法人日本ゴル
フ用品協会会長の職を拝命し、責を担うこととなりました。就
任に際し、８年に渡る馬場前会長の素晴らしいご活躍と、協
会、そしてゴルフ業界全体への貢献に心より感謝を述べたい
と思います。
　さて、諸先輩方、そして皆様が築いてきた当協会のこれまで
の実績を尊重し、その礎の上にどんな新しいものを積み上げ
ていけるか、私なりに考えてみました。中国の故事に『先ず隗

（かい）より始めよ』という言葉があります。『大きなことを
成し遂げるには、まず身近なところから』という意味の言葉
ですが、その故事に倣うならば、まず私が手掛けたいことは、
身近にある問題、協会のメンバー減少を抑える事です。
　メーカーのみならず販売店にも協会に所属するメリットを
共有し、協会メンバーの減少に歯止めをかけ、仲間を増やした

いと思います。そして、その仲間と共にチャレンジしていくこ
とは、ゴルフ人口の増加です。
　そのためにも、毎年開催しているジャパンゴルフフェアを
起点にしたいと思っています。このイベントをより多くの女
性ゴルファーやファミリー層にも来場してもらえる魅力ある
イベントにし、このイベントをきっかけにゴルフへの興味が
沸くようなコンテンツの発信と出展社の多様化に努めて参り
ます。
　ゴルフは老若男女問わず楽しめる、素晴らしいスポーツで
す。我々はゴルフというスポーツに携わる事に感謝し、プレー
ヤーとしても、ビジネスに携わる者としても楽しまなければ
ならないのです。一人でも多くの方々にその楽しみを知って
もらえるように、皆さんと一緒にそのチャレンジを楽しみた
いと思っております」

「私はゴルフパートナーの社長を18年やらせ
ていただいており、このようにメーカーの皆
様との会にお呼び頂き、大役を命じられるこ
とは驚きと同時に、長かったなぁという感慨
深いものがあります。当社の『初めてゴルフプ
ロジェクト』では7番アイアンをこれまで15
万本配っています。最近では配布が鈍化して
いますが、これを機に益々ゴルファー増加に
微力ながら貢献していきたいと存じます」　

新東日本支部長
石田 純哉
ゴルフパートナー

「わたしがこの業界に入ったのは1986年で、
この度JGGAの副会長という大役を仰せつか
りました。この30数年ゴルフ業界で携わらせ
て頂いたご恩を微力ではございますが、皆さ
んのご指導の下、お返しできればと存じます。
まだまだ初めてのことが多く、勉強しながら
アレックス M. ボーズマン新会長の右腕とな
って、業界を盛り上げて行きたいと存じます」

新副会長
川松 英明
住友ゴム工業

アレックス M. ボーズマン新会長 キャロウェイゴルフ
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　2019年度通常総会は、今年も馬場宏之会
長の議事進行により、以下の審議内容で進行
された。

【審議事項】
第１号議案：2018年度事業報告書承認の件
第２号議案：2018年度決算報告書承認の件、
監査報告
第３議案：2019年度事業計画書（案）承認の件
第４議案：2019年度収支予算書（案）承認の
件
第５議案：役員選任に関する承認（案）の件

【2018年度事業報告】
　2018年４月１日～ 2019年３月31日まで
の事業報告で説明の要点は以下の通り。
■会員の状況
　2019年３月31日現在の正会員、賛助会員
の数　正会員：274社／賛助会員12社

　以下、総会で報告された内容を抜粋してお
届けする。

教育・研究事業
第43期ゴルフ用品販売技術者講習会を開催

（講習会委員会）
・ 講習会期間：2018年８月20日（月）～８月

23日（木）の４日間
・講習会場：AP市ヶ谷（千代田区五番町）
・受講者数：56名・認定試験合格者数：55名
・累計合格者数：4123名

ゴルフ用品業界への信頼向上、
活性化への取り組み（製造渉外委員会）

○ワーキンググループ（以下WG）での活動
　用具ルールWG、標準化WG、模倣品対策
WGにより以下の活動を実施した。標準化
WGの開催は、2018年４月10日～ 11月８
日の期間に計８回し、その後は全体会議の中
で議論。また製造渉外委員会全体会議は
2018年５月10日～ 2019年３月７日の期間
で計８回開催。

（１）用具ルールWG
　R&A等でのルールに関する大きな動きが
ないことから、2018年５月10日のミーティ
ングをもってWGとしての活動は終了。その
後、ルールに関する大きなトピックはなし。

（２）標準化WG
　標準化WGに於いては、①2018年３月から
４月末まで「スペック測定に関するガイドラ
イン」（シャフト編）に関するアンケートを実
施し、会員企業32社と一般の方２名から回答
があり、集計結果をJGGAのHPに掲載。②ガ
イドライン第１版の施行に際し、「本ガイド
ラインで測定法を推奨するゴルフクラブスペ
ックに関して」の説明に、今後追加する項目
として「ヘッド重心に関する項目」の記載が
有ったが議論の結果、ガイドライン掲載に向
けての審議を中止することとした。③ゴルフ
クラブの「スペック測定」に関するガイドラ
インが2015年９月に導入され、約３年が経
過した。その間、製造渉外委員会に参画する各
メーカーへのアプローチ、小売会員企業に対
してのアンケート調査などを実施し、導入促
進を啓蒙してきたが、導入が進まない状況が
続いているだけでなく、次の一手が打ち出せ
ずに停滞しているのが実情である。その要因
を自責で捉えた時、このガイドラインに対す
る各社の対応が不明確で進捗状況が明らかに
なっていないことが、そもそも大きな要因で
はないかと推測し、11月に会員企業にアン
ケート調査を実施し進捗の確認をした。その
結果、18社から回答が有り公表することの
了承を得たうえで、JGGAニュース３月号に
調査結果を記載し、併せてJGGAホームペー
ジにも掲載した。

○関連団体とのミーティング開催
・R&Aとのミーティング
　2018年６月27日、12月４日、2019年３
月23日の３回、R&Aのオットー教授を交え
ミーティングを実施した。

（１） ディスタンスインサイトプロジェクト
に関して

（２）ルール規制に関するリリースに関して
（３）2019年ルールブック改訂内容に関して
（４）トーナメントでのCT検査
（５）Playbookに関する説明
・USGMCとのミーティング開催
　2019年１月23日に、オーランドのPGAゴ
ルフショーの会場でUSGMC:RawleighGrove
委員長（PING）、Stephen Gingrich氏、John 

Rae氏（共にCleveland）とミーティングを実
施した。

製造物責任法（PL法）に係る
製造安全対策の推進

　団体PL保険契約は新規入会会員への紹介
を継続し、昨年より１社増加し11社と契約を
更新した。

物流の共同化に向けた研究
（流通委員会）

①共同配送進捗
　現在利用している会員企業は７社。物流コ
ストは、共同配送便の活用により従来より約
▲20％を超えるコストの削減効果が表れて
いる。現在は荷量の多い関東１都６県の大手
量販店27社の約630店舗に対して配送を行
っておりましたが、日本通運に拠る全国テス
ト運用を終え2019年４月からは配送地域を
全国に広げ、配送先も全業態に拡大し本格運
用を開始した。
②共同配送の仕組み
　「ゴルフ共配便」と命名しJGGA推奨事業と
する。

ジャパンゴルフフェア2019の開催
（ゴルフフェア委員会・実行委員会）

・会期：2019年３月22日（金）～３月24日
（日）の３日間
・開催時間：10時～19時（最終日17時まで）
・ 会場：パシフィコ横浜　展示ホール・アネッ

クスホール
・ 来場者（カッコ内は昨年実績）：ビジネス関

係 者16272名（15406名 ）、一 般 来 場 者
43580名（41004名）、報道関係者635名

（787名）、合計60487名（57197名）
・ 出展社データ（カッコ内は昨年実績）：219

社（206社）、456コマ（436コマ）
・主なイベント

（１）入札型チャリティオークション
（２）トーナメントグッズチャリティ販売
（３）出展社によるブース販売
・2019年新企画

（１）コミュニケーション広場
（２） ゴルフエクササイズ広場（横浜市次世代

2019年度通常総会開催報告
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育成事業を含む）
（３）女性専用ラウンジ＆女性専用試打席
（４）JGF×ringolfグッズ販売
・レギュラー企画

（１）～ After ５～バーディータイム
（２）コンポーネントコーナー
（３）初出展社製品紹介コーナー
（４）チャレンジコーナー
（５）ゴルフフェア見学ガイドツアー
（６） ゴルフプレー券が当たる！ JGF×GDO

大抽選会
（７）JGF販売コーナー
（８）ゴルフアパレル販売コーナー
（９）フードコート
（10）ファミリーゴルフ広場
（11）ゴルフ場＆地域観光物産コーナー
・ステージイベント

（１）第７回日本プロゴルフ殿堂入り式典
（２） ゴルフFAN! プロジェクト
（３）ファッションショー
・各種セミナー
・PR展開

ペアスクランブルゴルフ大会の開催
（活性化委員会・支部実行委員会）

（１）東日本支部
開催日：2018年７月16日（祝日）
開催場所：CPGカントリークラブ
参加者：47組94名（うち女性33名）

（２）中部日本支部
開催日：2018年７月27日（金）
開催場所：ゴルフ５カントリーみずなみコース
参加者：99組198名（うち女性62名）

（３）西日本支部

開催日：2018年７月26日（木）
開催場所：よみうりゴルフウエストコース
参加者：41組82名（うち女性32名）

インダストリーカップの開催
（１）第８回インダストリーカップ2018
開催日：2018年10月30日（火）
開催場所：横浜カントリークラブ西コース
参加者：43チーム169名／企業24社２団体

（２）第７回中部インダストリーカップ大会
開催日：2018年10月３日（水）
開催場所：涼仙ゴルフ倶楽部
参加者：18組36名

（３） 第７回西日本企業対抗ゴルフ大会
開催日：2018年９月13日（木）
開催場所：西宮高原ゴルフ倶楽部
参加者：21社27チーム48名（うち女性２名）
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　今年、横浜開催３回目を来場者６万人越え
で終了したJGFの一般来場者とビジネス来場
者のアンケート結果が纏まった。出展社数
219に対してコマ数456。総来場者数は６万
487人。うち一般来場者は４万3580人（全体
の72.0％）、ビジネス来場者は１万6272人

（同26.9％）となっている。

〈一般来場者アンケート結果〉

一般女性来場者は年々増加
　次に性別だが、回答者711名に対して無回
答を除く有効回答691中、男性69.2％、女性
28.0％と女性一般来場者が年々増加傾向に
あるようだ。

年間ラウンド数は10 ～ 24回が４割越え
週練習回数は１回未満が４割越え
　一般来場者のラウンド傾向は気になるとこ
ろだろう。「年間ラウンド数」は「10 ～ 24回」
がトップで４割越えの40.5％。次点が「９回
未満」で23.5%、３番目に多いのが「25 ～ 39
回」で15.8%。年間10回以上をトータルする
と「40回以上」の11.4％も含め、67.7％にも
上る。プレー頻度の高いゴルファーの来場者
比率が高い結果となっているが、「０回」と
いう来場者も7.3％いるため、JGGANEWS
５月号で紹介したとおり、家族連れの来場者
が増加していると推測される。
　「週の練習回数」は、トップは「１回未満」で
46.6％と４割越えとなっている。週１回とい
う来場者も26.2％と、１回未満とあわせれば

「週１回以下」は72.8％。練習もする、ゴルフ
場へも行くという実戦的なゴルファーが来場
しているといえるだろう。

使うSNSはLINEがトップで６割越え
　今回のアンケート回答者が「最も使用して
いるSNS」がLINEで68.5％が使用している。
次点がFacebookで29.5％だから、LINE使
用者が２倍以上という結果となった。今回の
JGFでは出展関係者や来場予定の業界関係者
がFacebookでJGF関連記事を多く投稿した
ことも来場者増に繋がったという評価もある

が、コミュニケーションツールとしての使用
がメインのLINEは、一般生活に溶け込んでい
ることもあり、一般来場者への来場促進やブ
ースへの誘客については、広く活用されてい
るLINEを活用することも、今後の課題となり
そうだ。

JGFはネット情報と前回開催で知った！
　来場者がJGFの開催を知った際の情報源

は、「ネット情報」が30.0％と圧倒的。次点は
「前回のJGFへ来場または開催を知っていた」
というケースが18.8％となっている。ただ、
この２つの情報源の割合は昨年並みまたは減
少傾向で、増加したもので特筆すべきは「知人
から聞いて」という回答が17.3％（昨年比２
ポイントアップ）だったことだろう。これを
一般来場者数４万3580人で換算すれば、約
7500人超が口コミで来場していることにな

JGF2019一般来場者＆ビジネス来場者アンケート調査結果
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る。口コミによる増加数は約871人と推計で
きる。「知人紹介」での紹介者特典などを設
定するなど、同項のアンケートは来場者増に
対する施策のヒントになりそうだ。

来場目的では
「様々なゴルフ商品情報」がトップ
　「来場目的」（複数回答可）では、トップは

「様々なゴルフ商品情報」が47.4％でトップ。
次点は「大手クラブメーカーの新商品」が
40.9％という結果となった。前回対比で増加
傾向にあるのが１位の「様々なゴルフ商品情
報」と「買い物」で、逆に減少したのが「中小メ
ーカーのクラブ」（8.0％）、「用品などの体感」

（16.9％）、「イベント参加・見学」（26.9％）
となった。

求める内容１位は大手クラブメーカーの出展
　「今後JGFに強く求める内容」（複数回答可）
というアンケートでは、１位が「大手クラブメ
ーカーの出展」。前回の３割程度から40.5％
に躍進。２位は「グッズ・アクセサリーの出展」
で29.5％となった。この結果は、「来場者目
的」の質問への回答の、40.9％の「大手クラ
ブメーカーの新商品」、47.4％の「様々なゴ
ルフ商品情報」と一致している。「来場目的」
と「今後の要望」という観点では、今後のJGF
のヒントになりそうだ。

〈ビジネス来場者アンケート結果〉

　ビジネス来場者は１万6272人（全来場者
数の26.9％）で、昨年比で５％増となってい
る。以下、各質問項目に対するアンケート結果
を抜粋して紹介する。回答数は421。

業種はゴルフ用品小売がトップ
ゴルフ練習場施設関連が急伸
　ビジネス来場者の業種では、「ゴルフ用品
小売」がトップで22.1％、ついでゴルフ用品
関連メーカーが21.4％となっている。特筆す
べきはゴルフ練習場施設関連の企業従事者
で、昨年の４%程度から15.4％と増加。近年
増加傾向にあるインドアスクール関係者の来
場者が増加したと推測され、インドア施設の
台頭がアンケートからも伺えた。

活用するSNSはLINEがトップ、僅差でFB
　「主に活用しているSNS」（複数回答可）で

は、１位がLINEで61.0％、僅差でFacebook
が２位（56.8％）、３位はInstagram（43.0％）
となっている。通常業務でもLINEを連絡手段
として活用して、PRはFacebookやInsta-
gramを活用。時流に合った使用で、JGFや出
展社側も早急に対応するべき改善点といえる
だろう。

３割以上がインターネットで情報を入手
　「ジャパンゴルフフェア2019」を何で知り
ましたかの設問について、１位はインターネ
ット系の情報で25.2％となっており、JGF
のホームページ15.7％、その他WEBサイト
1.9％とあわせると、３割以上の来場者がイ
ンターネットで情報を入手したことがわか
る。反面、自社で聞いて 23.3％、取引先 19.0
％、知人から聞いて９％と口コミでの情報の
入手が非常に高い結果となっている。

来場目的１位は「様々なゴルフ関連情報」
　「来場目的」（複数回答可）の１位は「様々な
ゴルフ関連情報」で58.4％となっており、メ
ーカーの情報だけでは無く広くゴルフ関連の
情報の入手を目的としていることがわかる。
また、20％の来場者が商談目的での来場と
いう結果となっている。

JGFの役割は
「ゴルファーを刺激することによる業界活性化」
　ビジネス来場者が「JGFの役割として重要
だと考える内容」（複数回答可）については、
６割以上が「ゴルファーを刺激することによ
る業界の活性化」と回答している。ビジネス
来場者の６割以上が消費者を意識しているの
がわかる。次いで、幅広い魅力ある商品の紹介
32.3％、ゴルフビジネスの支援31.6％との回
答で、ゴルフ業界の活性化の役割を担ってい
ることが推測される。

〈
ビ
ジ
ネ
ス
〉来
場
目
的

〈
ビ
ジ
ネ
ス
〉ゴ
ル
フ
フ
ェ
ア
の
役
割
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　矢野経済研究所は先頃、「2019年度版スポ
ーツ産業白書」を発刊した。種目別に市場動向
を調べたもので、これによると昨年の「ゴルフ
用品市場」（国内出荷金額）は102.6％で2654
億4000万円が見込まれるという。出荷金額は
微増レベルとなっているものの、ゴルフクラ
ブの伸長率が高く、ラウンドボール以外のカ
テゴリーが昨年対比でプラスになっている。
■ゴルフクラブ：1047億1000万円（5.4％増）
■ラウンドボール：201億3000万円（1.8％減）
■ソフトグッズ（シューズ、キャディバッグ、
その他バックカバー類、グローブ）：338億円

（1.4％増）
　市場全体を時系列で分析すると、多少の増
減はあるものの東日本大震災が発生した
2011年以降、2500億円から2600億円の間
で安定しているとし、国内ゴルフ産業は中心
顧客であるシニアゴルファーのリタイア増加
が顕在化しており、その影響もあってゴルフ
場の数も減少していると指摘している。また
上述したようなシニアゴルファー減少の「穴」
を埋め将来のゴルフ産業を担う若年齢層ゴル
ファーも業界サイドが目論んでいる通りには
進んでいないのが実情であるとしている。
　一言で表現すれば「厳しい環境下に置かれ
続けている」国内のゴルフ用品市場が安定し
た市場規模を維持し続けられている要因は何
処にあるのか。本調査における調査結果と考
察を紹介する。

成長要因はゴルフクラブ
「一部メーカーの新商品需要が好調だった」

　ゴルフ用品市場全体の伸長額（対2017年）
は67億4,000万円であるが、その約80%をゴ
ルフクラブが占めている計算になる。ゴルフ
クラブ市場が好調に推移した要因については

「商品動向」にてカテゴリー別に分析するが、
一言で言えば「一部メーカーの新製品の需要
が好調だったこと」が主要因であり、これは
2017年から引き続いている傾向である。
　ゴルフクラブがけん引した2018年のゴル
フ用品国内市場であるが、その一方でゴルフ
ァーのラウンド動向（ラウンド数）と関連性の
高いカテゴリーであるラウンドボール市場は
数量、金額ベース共にマイナス成長の見込と

なっている。このあたりは上述したような「総
ゴルファー数の減少」（による総ラウンド数の
減少）が顕在化していることを表している。
　この数年間のゴルフ用品国内市場は安定し
た規模を維持しており、足下の市場を見る限
りでは「健闘」と呼ぶに相応しい環境である
と言える。しかしながら中・長期的な視点に立
脚した場合、（ラウンドボール市場の数字が
表しているように）構造的な問題による市場
へのマイナスの影響が顕在化する可能性は残
念ながら高いのが実情である。

【各カテゴリー商品動向】
〈ゴルフクラブ〉
2018年見込み
■ウッド：448億円（前年比6.4％増）、176万
本（同2.2％増）
■ハイブリッド：105億円7000万円（同12.4
％増）、73万本（同1.4％増）
■アイアン：413億円（同2.0％増）、380万本

（同5.0％減）
■パター：80億4000万円（同9.4％増）、65
万本（同6.6%増）
2019年予想
■ ウ ッ ド：463億 円（ 対 前 年 比103.3 ％）、
178万本（同101.1%）
■ハイブリッド：110億円（同104.1%）、77
万本（同105.5%）
■ アイアン：425億円（同102.9%）、403万
本（同106.1％）
■パター：80億6000万円（同100.2%）、60
万本（同92.3%）

〈ラウンドボール〉
2018年見込み
■ラウンドボール：201億3000万円（前年比
1.8％減）、983万ダース（同0.2％減）
2019年予想
■ラウンドボール：204億6000万円（対前年
比101.6％）、973万ダース（同99.0％）

〈ゴルフ用品（シューズ、キャディバッグ、グロ
ーブ）〉
2018年見込み
■シューズ：134億円（前年比2.3％増）、183
万足（同15.1％増）

■キャディバッグ：85億9000万円（同2.4％
減）、73万本（同1.4%増）
■ゴルフグローブ：61億5000万円（同1.2%
増）、867万枚（同2.2%増）
2019年予想
■シューズ：138億円（対前年比103.0％）、
180万足（同98.4％）
■ キ ャ デ ィ バ ッ グ：87億5000万 円（ 同
101.9%）、75万本（同102.7％）
■ グローブ：62億6000万円（同101.8％）、
867万枚（同100.0％）

〈ゴルフウエア〉
2018年見込み
■ゴルフウエア：936億円（前年比1.7％増）
2019年予想
■ゴルフウエア：955億円（対前年比102.0％）

　また、2019年のゴルフ用品国内出荷金額
は2722億3000万円（対前年比102.6％）と
前年に引き続きプラス成長で推移すると予
測。2017年、2018年に引き続きゴルフク
ラブ市場が牽引する予測値となっていると
し、ただし、本資料で再三述べられているよう
に、総ゴルファー数が減少に転じている中で
果たして持続性があるビジネスモデルが維持
できるのか、平たくいえば「そんなに頻繁に既
存ゴルファーがクラブを買い換えてくれるの
か？」、確かにメーカー各社とも新たなテクノ
ロジーを搭載したことによる「更なる飛び」
を実現した画期的な新製品を発売してはいる
ものの、そうしたプロダクトの進化が我が国
のゴルファーの構造的課題を凌駕するのか。
心許ないのが実情ではないかとしている。
　また、本資料に興味深い記述があるので紹
介したい。「－『新規ゴルファー創出』と連動
したモノづくりの必要性－」と題した頁だが、

「クラブが使われる現場では使用者とクラブ
とのミスマッチや、ゴルフスイングの基礎を
知らないことによる破損事故も数多く発生し
ている模様である。こうした事故に対し業界
側では『使用者側に非がある』かのような論
調が多いような気がする。（中略）正しく使
用してもらうための啓蒙、啓発活動を併せ実
施することも必要なのではないだろうか」
― 。

18年用品出荷額前年比2.6％増 2654億4000万円の見込み 2019年度版
スポーツ産業白書（ゴルフ）
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ウッド（ドライバー、FW、HB）市場はピンの

『G410シリーズ』が好調を維持してトップと

なっています。しかしクラブ市場全体ではマー

クダウン品の販売が（前年、前々年同期比で）大

幅に増加し、平均実売価格も下落している状況

です。

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 G410 チタン ピン 1 G410 HB ピン

2 M6 コンポジット テーラーメイド 2 G410 FW  ピン

3 ROGUE STAR コンポジット キャロウェイ 3 M6 RESCUE テーラーメイド

4 EPIC FLASH STAR コンポジット キャロウェイ 4 M6 FW テーラーメイド

5 XXIO X チタン 住友ゴム 5 XXIO 10 HB 住友ゴム

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

1 XXIO X L. カーボン 住友ゴム 1 VOKEY DESIGN SM7 アクシネット

2 XXIO X カーボン 住友ゴム 2 RTX4 住友ゴム

3 XXIO CROSS カーボン 住友ゴム 3 VOKEY DESIGN 
FORGED(2017) アクシネット

4 inpres UD+2(2019) カーボン ヤマハ 4 MACK DADDY 
FORGED(2018) キャロウェイ

5 M6 スチール テーラーメイド 5 MACK DADDY 4 キャロウェイ

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

1 PRO V1(2019) 3ピース/
４ピース アクシネット 1 STROKE LAB(2019) キャロウェイ

2 HONMA D1 
BT1801(2019) 2ピース 本間ゴルフ 2 SIGMA2(2019) ピン

3 BRIDGESTONE GOLF 
TOUR B(2018) 3ピース ブリヂストンスポーツ 3 O-WORKS RED(2018) キャロウェイ

4 TOURSTAGE EXTRA 
DISTANCE 2ピース ブリヂストンスポーツ 4 O-WORKS 

BLACK(2018) キャロウェイ

5 HVC 2ピース アクシネット 5 SPIDER X テーラーメイド

=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）

5 月1日〜 5 月 31日

ウェッジ1位=VOKEY DESIGN SM7

vol.24

業界女子

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A.好きなことを仕事にしたいと考え、ゴルフ業界
へ転職しました。

Q.お仕事の内容を教えてください。
A.ヤマハのゴルフ事業にまつわるプロモーション
全般に携わっています。当社はゴルフクラブや付
随するアクセサリーの製造・販売に加えて、ジュニ
アゴルフスクールの運営もしております。事業部の
名称となる「HS」はハード&ソフトの意味であり、
ソフトはこういった製造以外の事業を指します。ヤ
マハゴルフはゴルフを通してお客様の心に響く
製品やサービスを提供していくことを掲げており、
それらをゴルファーの皆さまにしっかりお伝えして
いくことが私の仕事の使命と考え日々業務に励
んでいます。

Q.年間のラウンド数は？
A.年回30回ほどラウンドしています。数年前にコ
ースに所属してからは、月例会など競技に参加す
る機会を得てゴルフへの取り組みが変わりまし
た。基本的なスタンスはエンジョイゴルフです
が、最近ではスコアメイクにも興味を持ち始めて
います。

Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A.さまざまな方と素晴らしい時間を共有できるこ
とです。

私たちの職場で、最もゴルフに情熱を持っている人
です。競技にも参加していますので、仕事以外の場
でも大きな成果を出すことを期待しています。

（マーケティンググループ リーダー
柴健一郎さん）

ヤマハ株式会社
ゴルフHS事業推進部／マーケティンググループ

降旗 明日香さん
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協会関連事項

「ジャパンゴルフインダストリーカップ」
参加者募集のお知らせ

　このたび「Japan Golf Industry Cup」の
参加者募集のご案内をさせていただきます。
この大会はゴルフ業界に携わる人間が一同に
集い、ゴルフの持つ魅力をみんなで楽しもう
という主旨で2011年より開催しており、今
年で第９回目を迎えます。毎回多くの企業様
にご参加いただいており、その方々がこの大
会を通じて、ゴルフへの想いをさらに深め、そ
の楽しさを広く多くの人たちに伝えていくこ
とによって、この素晴らしいスポーツゴルフ
の活性化に繋げていっていただきたいと心よ
り願っております。今回の東日本は、日本シニ
アオープンで盛り上がって間もない日高カン
トリークラブという素晴らしい舞台をご用意
しました。どうぞ奮ってご参加ください。

〈東日本〉
「第９回Japan Golf Industry Cup」
開催日：2019年10月15日（火）
開催コース：日高カントリークラブ （埼玉県）
〒350-1213 埼玉県日高市高萩1203
TEL：042-989-1311（代表）
募集人数：スクラッチ部門 15チーム 60名

（１チーム４名）
アンダーハンディ部門 30チーム 120名（１
チーム４名）
募集期間：５月13日（月）～６月28日（金）
参加申し込み状況（2019年６月６日現在）
７社11チーム44名

【スクラッチ部門】３社３チーム12名
㈱フォーティーン、ヤマハ㈱、㈱本間ゴルフ、
キャロウェイゴルフ㈱

【アンダーハンディ部門】７社８チーム32名
ヤマト徽章㈱、㈱フォーティーン、ヤマハ㈱、
朝日ゴルフ㈱、日本シャフト㈱、㈱本間ゴル
フ、キャロウェイゴルフ㈱

〈西日本〉
「第８回西日本企業ゴルフ大会」　

開催日時：2019年10月８日（火）８：30スタ
ート
場所：神戸ゴルフ倶楽部
募集：10組40名
開催タイトル：「令和元年JGGA西日本支部　

聖地巡礼神戸ゴルフ倶楽部で体験会」
競技会ではなく西日本支部の会員の情報共有
を意識し広く学ぶ機会を提供する。
プレー費：税込1万3500円（歩き、10本クラ
ブのみ、キャディ付き）
会食：別途費用　支配人より倶楽部の歴史等
についての説明を受ける予定。

〈中部〉
「第８回インダストリーカップゴルフ大会」
開催日時：2019年10月23日（水）
場所：涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）
募集予定人数：20組40名
参加資格：協会会員企業様及び主催者が認め
たもの。
参加費：2万1000円

ゴルフ用品販売技術者講習会
単科受講受付のお知らせ

　協会が主催する第44期ゴルフ用品販売技
術者講習会の開催概要が決定しました。ゴル
フ用品販売技術者講習会は、当協会の教育事
業の一環としてゴルフ用品販売の基礎、関連
知識を習得して頂くため開催されるものであ
り、本年は第44期受講生を募集致します。こ
れまでの認定者数は4123名を数え、業界の
第一線で活躍されております。奮って御参加
ください。受講を希望される方は、所定の申込
用紙に記入し、当協会事務局までお申し込み
ください。ただし、申込者が定員を超えた場合
は、当協会の講習会委員会でこれを調整する
こともありますので、予め御了承ください。
　また、昨今の技術進化の現状を踏まえ、アッ
プデートされた最新内容を改めて習得してい
ただくため、第44期ゴルフ用品販売技術者講
習会より、過去の受講者を対象に、単科受講が
可能になりました。

〈単価受講概要〉
■日程：2019年８月20日（火）～ 23日（金）　
講義は22日（木）まで
■会場：AP市ヶ谷（東京都千代田区五番町１
-10）
■定員：各科目５名（先着順となります）
■受講料：各科目8000円　　  
■認定試験はありません。当該課目テキスト
での受講のみとなります。また、単科受講の場
合は、キャリア形成促進助成金（経産省）の対
象にはなりません。
　受講を希望される方は、当協会まで直接お

申込みください。（TEL：03-3832-8589）

ETCカード・ガソリンカードで経費削減
　近年、ゴルフ人口の減少、社会経済動向や個
人消費の変化などにより、ゴルフ用品業界は
厳しい経営環境が続いています。このたびは、
企業活動の一助になるべく都市近代化事業協
同組合と提携し、「ETCカード・ガソリンカ
ード」のご案内をおこなうことになりました。
～本事業の特徴～
1. 会員各位のみご利用いただけます（都市近

代化事業協同組合に加入いただきます）。
2. ETCカード：高速道路の利用額に応じて割

引が受けられます。（NEXCO高速道路：最
大40％、首都高・阪神高速道路：最大20％
OFF）

3. ガソリンカード：月極め組合契約単価にて
給油（全国一律）できます。

　 お問い合わせは、当協会（TEL：03-3832-
8589）まで。

変更事項
【住所変更】
○東日本支部

（株）デザインチューニング
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町
２-15 加藤ビル７F
○賛助会員

（株）ボーイズ
〒153-0041 東京都目黒区駒場3-5-4


