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用品市場は４月の昨対４割減から
７月の７%増まで回復でも油断大敵
コロナ禍で先行き不透明なゴルフ用品市場。その中

ている。ただ、油断大敵であるのは間違いない。その

で最も新型コロナウイルスの影響を受けたと思われ

市場分析を４〜６面で紹介する。

る2020年２月から７月までの市場動向を矢野経済研
究所の三石茂樹スポーツ部部長がレポートする。同
レポートはYPSデータ、先ごろ発刊されたゴルフ産
業白書を元にレポート。
２月、
３月は昨対約15%減なが
ら、
４月には一気に４割減に落ち込んだ。
以後、回復基調に転じ７月は昨対107%まで盛り返し

ようやく長い梅雨も明け、
弊社本社工場から見える養老
山脈も青々としてきました。
今年の梅雨は各地で大雨によ
る甚大な被害を与えました。
被災された皆様には、心から
お見舞い申し上げます。
一旦収束した新型コロナウイルス感染も、
この原稿を書いている８月には全国で拡大の
一途をたどっています。感染の収束を祈りな
がらも、
これからは、新型コロナウイルスと共
存しながら、ビジネスもライフスタイルも変

２-3面 =「新型コロナウイルスの感染拡大の影
響と今後について」
7面 =「中部日本ペアスクランブル開催報告」

化させていかないといけないと覚悟を強くし
ている今日この頃です。
このような状況のなか、岐阜県内のゴルフ
場を見てみますと、感染対策をとりながら、多
くのお客様が来場されているように見受けら
れます。
このような閉塞感がある時期だからこ
そ、感染に注意を払いながらも屋外で開放感
を実感しながらプレーできるゴルフの素晴ら
しさを改めて実感しています。
弊社のカスタム
フィッティングの受注も６月に入り、
ほぼ前年
並みに戻ってきました。
このような時節に注文
をいただけることに感謝し、従業員一同、
１本

１本心をこめて対応させて頂いております。
暗いニュースが多い中、
海外ゴルフツアーや
プロ野球が開幕し気分転換が図れたり、
テレワ
ークや一時帰休で空いた時間にランニング・ウ
ォーキングしたりゴルフしたりと、
スポーツは
生活していくうえで、
本当に欠かせないもので
あることを改めて実感させてもらっています。
当面厳しい時期が続きますが、
スポーツの持つ
可能性を信じ、
ゴルフの素晴らしさをより多く
の方に実感していただけるよう、
従業員一同微
力ながら貢献していきたいと思っています。
（ミズノテクニクス 中田匠）
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新 型コロナウイルスの感染 拡 大の影響と今後について

アレックス M. ボーズマン 会長
新型コロナウイルスCOVID-19は世界を永
久的に変えました。不運にもこのウイルスの
被害を受けた日本中、そして世界中の方々を
想い、
祈りを捧げたいと思います。
感染者数が増加する昨今、私達の生活は一
変しています。有効なワクチンが発見されて
も、おそらくニューノーマル（新しい生活様
式）は続くでしょう。ウイルスは私達がどの
ように他者と交流するかという基本的なレベ
ルに影響を与え、それにより私達の行動全て
は大きく左右されています。
私達は皆一つのサイクルで繋がっていま
す。店舗に足を運ぶ、レッスンを受ける、練習
する、
プレーする、
これらの消費者行動におい

山本陵太朗 理事
（ブリヂストンスポーツ）

本来なら、この夏には東京オリンピックが
開催され日本全国が賑わい、また、海外からの
観戦客などで、あらゆる産業に好景気が見込
めていたにも関わらず現実はコロナ禍にのみ
こまれ、第2波も報道されている厳しい局面
下にありこの先もワクチンが開発供給される
までは更なる試練が待ち構えていると推測せ
ざるを得ないと思います。
このような状況下、日常生活を過ごすうえ

て、買い物の仕方、頻度、場所、そして情報収集
の方法さえも変化していくでしょう。変化の
連鎖は、販売店のスタッフやその経営者、トー
ナメントやプロゴルファー、そして更に流通
業者や製造業者へと広がっていきます。需要
や供給は果たしてどうなるのでしょうか？
商品を製造するための調整が必要になり、市
場の需要と供給を予測する事は難しくなるで
しょう。このサイクルにおいて、もし皆にとっ
て健全な解決策を見つけられなければ、私達
の大切なお客様や従業員に不利益をもたら
し、負のスパイラルを生みかねません。唯一の
解決策は、業界が一丸となって、協力、妥協、サ
ポートし合い、この状況を共に乗り越えると
いう事です。
ワークスタイル（働き方）は変化を遂げ、そ
して変わり続けるでしょう。テレワークが広
まり、多くの企業は一度に50%、もしくはそ
れ以下の出社率を推奨し、それが共通の方針
となりつつあります。有効なワクチンが開発
された後、私達はCOVID-19前のワークスタ
イルへ戻るのでしょうか？ おそらく戻らな
いでしょう。
雇用者も従業員も、テレワークの利点と欠
点を実感した今、それぞれの企業がどのよう
な決断を下そうとも、過去とは違ったものに
なるでしょう。ある企業はオフィススペース

を削減してテレワークを増やし、また別の企
業はソーシャルディスタンスを確保するため
にオフィススペースを拡張するかもしれませ
ん。取引先や同僚に直接会わないという事は、
今後私達がどのようにビジネスを遂行し、お
客様と繋がり、従業員を育成していくかにも
変化をもたらすでしょう。
これらは始まりに過ぎません。この長いト
ンネルを進むにつれ、私達のビジネスにおけ
るあらゆる分野や他者との相互交流は刻々と
変移していきます。各企業は自社や従業員の
事を第一に考える必要があります。しかしな
がら、一つの企業が単独で成功する事は出来
ません。私達は、一つの業界として、互いに協
力し合い、理解し合わなければなりません。ニ
ューノーマルに基づき、共に働く事は、個々に
働くよりも私達を強くしてくれるでしょう。
全ては、マインドセット（考え方）の変化と
ニューノーマルを受け入れる事から始まりま
す。個々に出来る最も基本的な事は、自分自身
の健康を守る事、同様に他者の健康を守り、そ
して保健機関の提案を遵守する事も重要で
す。ウイルスに感染する可能性は誰にもあり、
一人一人が予防対策を行う事は必然的に社会
貢献に繋がっています。自分本位になる事な
く、他人を想う気持ちを忘れずに過ごしまし
ょう。

で今までにない感染予防対策をおこない、ま
た各企業ではテレワークや業務の制限のなか
で事業運営するなどまさしくここ数ヶ月で生
活様式が一変し、その変化への迅速な対応が、
余儀なくされております。しかしながら時間
が経つにつれ、一変された生活様式に順応し
日常生活を取り戻そうとする力強さも芽生え
てきたと実感しております。
私がお世話になるゴルフ業界も、一変され
た生活様式を取り入れた新たな取組みが実行
されつつあります。
例えば全米では密を避けるスポーツとし
て、ゴルフが位置付けられ、5月からゴルフ
場の入場者数も前年を大幅に上回るなど新規
顧客の参入や、改めてゴルフというアウトド

アでのスポーツの素晴らしさが見直されつつ
あるのではないかと考えております。また、日
本でもスループレーを実施されるコースが増
え、その結果において若者のゴルフ参入が増
えるなどよい傾向もあります。
しかしながらゴルフ経済全体が回復するに
は、プロトーナメントによるゴルフの露出や
各社が発表する新製品の動向がゴルフ経済の
源となることは変わらないと信じております
ので、コロナ禍が終息するまでの間に、ゴルフ
ァーやゴルフ業界関係者の安全・安心をベー
スにした新たな事業スタイルへの変革を構築
するなど、サスティナブルに消費者の皆様へ
感動を与えることに取り組んで参りたい所存
です。
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菱沼信之 理事
（本間ゴルフ）

新型コロナウイルスの感染拡大の影響は、
今年年初に一報を聞いた際は、正直ここまで
の影響を多方面に及ぼす事を想像していませ
んでした。
日本では地震をはじめとする、台風
や豪雨（水害）など、自然の脅威に対する準備
は世界各国に比べて比較的出来ている方だと
感じていますが、新型コロナウイルスの感染
拡大の脅威に対しては、準備が不足していた
印象です。
しかしそこは、日本人の持ち前の対応力で
何とか最悪の事態を防いでいると私自身は感
じております。
そしてこれからは、新型コロナ
ウイルスによる影響への受動的な対応では無
くて、
能動的な対応が必要となり、それがまさ
に各所で叫ばれている「ニューノーマル」の
創出であると考えております。
一般的に
「ニューノーマル」と聞くと、今ま
でにない“全く新しい仕組み”の創出を頭に思
い浮かべる方が多いと思いますが、私自身は、
現段階で求められる
「ニューノーマル」はそこ
まで大げさなものではないと考えております。
例えば、仕事の仕方にちょっとした工夫を
凝らすだけで「ニューノーマル」が簡単に創
出出来ると考えております。代表的な取り組
みはテレワークですが、これは“今までかけて
きた力”が100として、その手間に対する“成
果の大きさ”も100とすると、100の成果を
100以下の力で出せるようになれば、テレワ
ークで生じた余力を違う事に配分出来るよう
になり、そこに新しい価値が生まれると考え
ております。
もちろんテレワークにより、
今まで以上の力
を必要とする事もあると思うが、それは、ある
程度限られた範囲の部分であると考えており、
通勤・会議
（回数／時間）
・確認プロセス・単純
作業など、
会社として
（あるいは社会として）軽
減して行く事で、
前述の“余力”が生まれます。
今は新型コロナウイルス感染防止の為に取
り組んでいる事が、今後の本当の「ニューノー
マル」創造に繋がり、ゴルファーはもちろん、
ゴルフ業界の携わる方々全員の未来に価値の
ある創造へ繋げる為に、現状と対峙をしてい
きたい。

二木一成 理 事
（二木ゴルフ）

３月からコロナ感染症による影響が様々に
表面化してきました。コロナ禍でのお取引先
様の多大なるご協力、常連様を中心としたお
客様のご支援、そしてスタッフの頑張りによ
り３～５月度の今まで経験したことのない状
況を乗り越えることができました。この場を
お借りしまして感謝、御礼申し上げます。
業界市場動向と同じくして売上は６月以降
の回復水準は予想を大きく上回る進捗となっ
ております。しかしながら今後も続くと予想
される不安定な環境に即時対応すべく『変わ
るべきを変え、継続すべきを継続』しゴルフ
ァーのサポートに全力で取り組んでまいりま
すので今後ともよろしくお願いいたします。
営業を行っている以上はお客様とスタッフ
に安心していただける感染症予防に力を注い
でおります。店舗スタッフは見えないウイル
スへの恐怖もある中で最大限の対策をしてい
ます。ゴルフのルールブックにはエチケット
とマナーの項目が最初に掲載されています。
まずは自分自身の安全とルールを守ること、
自身の行動が変わることによってはじめて他
者も守られるとの考えで予防を徹底してまい
りました。
コロナの経済的インパクトが今後全体消費
の落込みに繋がってくる事を懸念していま
す。６～８月程の好調は続かないと覚悟し、今
後に備えるために、我々が行うべき行動は、①
ゴルファーに喜ばれる商品とサービスを継続
して提供し続けることと、②ゴルフを安全に
楽しんでいただくガイドラインをゴルファー
へ啓蒙する活動が重要と考えています。
ゴルフは他のスポーツよりも密にならない
スポーツであり、ゴルファーがより細心の注
意を払い、ガイドラインを守ることができれ
ば『安全なアクティビティ』として認知され、
プレー機会の増加につながるのではないかと
考えます。若年層を中心とした新規参入が商
品・顧客データ等からも確認できています。ゴ
ルファーとして定着してもらう為に業界全体
でサポートできるよう対策を講じることがピ
ンチをチャンスに変える一つの方法だと感じ
ます。

村瀬一夫 理事
（アルペン）

新型コロナウイルスの影響は３月後半から
売上高減少として始まりました。店舗では感
染予防対策として、出来ることはすべて実施
しました。アルコール消毒、従業員のマスクと
フェイスシールドの着用、レジやサービスカ
ウンターに簡易のビニールシートによるシー
ルド設置などです。
また、本社を含めてすべての事業所も毎日
の体温測定、アルコール消毒、マスクの着用、
時差出勤、テレワークの推進（本社実施率60
％～ 70％）、国内外すべての出張中止（その
後禁止）、取引先との商談はテレワークを今も
継続しています。
しかし、４月７日の７都府県（４月16日か
らは全国）に緊急事態宣言発令後は外出自粛
（ステイホーム）、人との接触80％削減、営業
自粛、営業時短によって売り上げが大幅に減
少しました。４月は50％弱の減少（５月も20
％超の減少）で、まさに未曾有の危機でした。
緊急対策はキャッシュフローの健全化です。
取引先のご協力による仕入れ調整、経費削減、
投資の抑制です。
全国で緊急事態宣言が解除後は集客、売上
ともに順調に回復しています。緊急対策の甲
斐もあり極めて健全な状態を保っています。
今後の見通しですが、少なくとも一年間は
今の状態が続くと考えています（さらに悪化
や長期化もあり得る）。自粛と解除が繰り返さ
れると思います。自粛生活、テレワークでの運
動不足対応では自宅での運動、ランニングな
ど人と接触をしなくて良い運動（３密になら
ない）は期待できるカテゴリーだと思います。
ゴルフも移動と食事などを工夫すればリスク
の少ないスポーツです。
公助として、ワクチンや治療薬開発、PCR
検査の実施、医療体制の構築は国や地方自治
体に願うばかりです。共助として、取引先、関
連企業との協業体制構築を更に進めていきま
す。自助として、ECビジネスの推進、デジタ
ルの活用は更に推進していきます。
各事業所（店舗含む）は、新型コロナ感染拡
大防止行動指針（社内策定）にて活動を推進
していきます。
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矢野経済研究所特別レポート
〈YPSゴルフデータによる
「コロナ禍におけるゴルフ用品小売市場分析」〉
現在でも新型コロナウイルス感染拡大によ
る影響は大きくこの先も予断を許さない状況
が続いているが、これまでの国内ゴルフ用品
市場はどのように推移してきたのだろうか。
今回、当社小売店実売動向調査「YPSゴルフ
データ」を用いてコロナ禍における小売市場
動向を分析したい。
なお、
「いつから我が国において新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響が顕在化し始めた
か」については意見が分かれるところである
が、ここでは2020年２月から最新データの
集計が完了している７月までを「コロナ禍」
と定義して分析する。
「YPSゴルフデータ」の集計対象カテゴリ
ーは、ゴルフクラブ（ウッド、アイアン、パタ
ー）
、ゴルフボール、シューズ、キャディバッ
グ、
グローブの７カテゴリーであり、ゴルフク
ラブに次いで市場規模の大きいゴルフウエア
は含まれていない（その他に「ゴルフティー」
「デジタルガジェット」
「アフターマーケット
におけるグリップ」も展開しているが、今回
は対象外とする）
。
カテゴリーによって販売状況が異なってお
り一概には言えない面があるが、ザックリ言
えば「年明け２月までは好調に推移していた
が、
３月に入りコロナの影響が顕在化、４月に
は前年同期比50%レベルにまで落ち込んだ
が、その後徐々に回復して７月には前年実績
を上回る需要を形成した」という軌跡を辿っ
ている。
緊急事態宣言が発令された４月の時点では
一部小売店から「年間で50%のマイナスも覚
悟しておかなければならない」というコメン
トが挙がるなど、この先の見通しについては
非常に厳しい声が多かった。実際、東日本大震
災が発生した2011年３月も（関東地方の店
舗では局地的に大幅なマイナスとなった店舗
はあったものの）ここまでの落ち込みにはな
らなかった。
しかしながらこの「対前年比50%減」とい
う数字も、他のスポーツ用品市場の販売実績
と比べるとだいぶ「マシ」であったのも確か
である。当社はゴルフ用品以外にもテニス用
品及びスポーツシューズ（ランニングシュー

ズ、スニーカーなど）でも「YPSデータ」を展
開しているが、いずれも４月は対前年比約
80%減と惨憺たる数字であった。
そしてその後の回復も業界関係者の想定を
上回るスピードで実現されたと言って良い。
５月には全カテゴリー合計の販売金額で対前
年比70%弱、６月はほぼ前年並みにまで回
復、７月はクラブ市場（ウッド、アイアン）に
おいてピン「G410シリーズ」のマークダウン
販売が開始されたこともあって前年比、前々
年比共に約107%と大幅なプラスとなった。
「他のスポーツ用品市場に比べて落ち込みが
少なかったこと」
「想定よりも早く市場が回
復したこと」の要因であるが、概ね以下のよ
うな点が指摘できる。
〇ゴルファーは富裕層の構成比が他のスポー

ツに比べて高い。個人事業主も多く、そうし
た層は世間をあまり気にすることなくゴル
フを継続したのではないか（実際、工房系の
ショップはコロナ禍でも変わらず忙しかっ
た、という情報があった）。
→ゴルファーの「顧客特性」がコロナ禍では
プラスに作用した。
〇ゴルフは「三密」に該当しない屋外型スポ
ーツであるという点がゴルファーの「エク
スキューズ」になったのではないか。ゴル
フ場側もスループレーの導入やレストラン
及びクラブハウスの閉鎖など対策を講じな
がら営業を続けたことにより受け入れ態勢
を維持した。また道路が空いていたことや
スループレーにより短時間でラウンドが終
了すること（空いた時間を仕事などに充当
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できたこと）もプラスに作用したのでは。
〇屋内型スポーツ（スポーツクラブ含む）や
接触型スポーツ（サッカーなど）が物理的
にプレーできない中、「感染リスクの低い
スポーツアクティビティ」として認識され
たことにより、未経験者の参入や休眠層の
復活があったのではないか。
言うまでもなく新型コロナウイルス感染拡
大の影響は、マクロの視点では当該市場にマ
イナスの影響を及ぼしているが、その一方で
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上述したような「コロナ故のプラス面」があ
ったのも事実ではないだろうか。
しかしながら、今後小売店サイドの仕入に
関する「目利き」はより一層シビアになるも
のと考えられる。感染拡大の影響が顕在化し
たタイミングで多くの小売企業が防衛策の一
つとして店頭在庫のメーカー返品を相当数行
ったようである。上述したように想定以上の
スピードで市場が回復したことにより現場で
は機会損失も多かったようであるが、多くの

小売店が「コロナ如何に関わらず、今後も“必
要なもの”と“不要なもの”を厳しく仕訳けた
上で仕入を行う」という意向を明確にしてい
る。現在のような需要動向が今後も継続すれ
ば、2020年 年 間 の 小 売 市 場 は「 対 前 年 比
90%強」のレベルにまで回復する可能性があ
るが、それを全てのメーカーが等しく享受で
きる可能性は残念ながら低く、メーカー間の
優勝劣敗はより鮮明になるのではないかと思
われる。
︵単位 本︶
︵単位 百万円︶
︵単位 本︶
︵単位 百万円︶
︵単位 本︶
︵単位 百万円︶
︵単位 個︶

ＹＰＳゴルフデータ ２０１８年〜２０２０年
（７月まで）販売実績 出典：矢野経済研究所小売店実売動向調査「ＹＰＳゴルフデータ」

︵単位 百万円︶
︵単位 足︶
︵単位 百万円︶
︵単

︵単位 百万円︶
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︵単位 本︶
︵単位 百万円︶
︵単位 枚︶
︵単位 百万円︶

（ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権）の開催について
第10回「ジャパンゴルフインダストリーカップ2020」
例年、
ゴルフ業界関係者が一同に集い、ゴル
フの持つ魅力をみんなで楽しもうという主旨
で開催し、今年で第10回目を迎える「Japan
Golf Industry Cup」ですが、これまで、新型
コロナウィルス感染拡大を受け、大会事務局
にて慎重に検討を
重ねてまいりまし
た。６月に入り緊
急事態宣言が解除
されたものの、依
然として予断を許
さない状況に変わ
りありませんが、
本大会につきまし
ては、感染拡大防
止対策を行ったう
え で 敢 え てJGA
が推奨するコロナ
ウィルス禍でのル

ールも含めて、開催させて頂くこととなりま
した。
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。なお、今後も政
府及び自治体の見解や、新型コロナウィルス
感染状況及び事態の推移に伴い、大会開催の
可否を含めて内容を変更する可能性がござい
ますのでご了承ください。
2020年８月20日現在の参加状況は以下の
通りとなっております。昨年より若干少ない
状況ですが、参加される企業の皆様の活躍と
交流が滞りなく実現されますよう、事務局は
精一杯務めさせていただきます。
開催日：2020年10月５日（月）
開催コース：狭山ゴルフ・クラブ（埼玉県狭山
市）

募集：スクラッチ部門15チーム60名、アンダ
ーハンディ部門30チーム120名
参加申し込み状況（2020年８月20日時点）
19社２団体31チーム124名
◇スクラッチ部門：10社10チーム40名
キャロウェイゴルフ、二木ゴルフ、藤倉コンポ
ジット、ゴルフパートナー、ゴルフダイジェス
トオンライン、グローブライド、ピンゴルフジ
ャパン、ダンロップスポーツマーケティング、
グラファイトデザイン、楽天
◇アンダーハンディ部門：15社２団体21チー
ム84名
キャロウェイゴルフ、日本シャフト、藤倉コン
ポジット、フォーティーン、ヤマニ、プロギア、
二木ゴルフ、ヨネックス、本間ゴルフ、ゴルフ
ダイジェストオンライン、ブリヂストンスポ
ーツ、朝日ゴルフ、ヤマト徽章、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、
GMAC、JGGA
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2020第5回中部日本ペアスクランブル大会開催報告
当協会中部日本支部は下記の通り、第５回
中部日本ペアスクランブル大会を開催しまし
たので、
ご報告いたします。
開催日：2020年７月28日（火）
開催場所：富士カントリー可児クラブ可児ゴ
ルフ場織部コース
（岐阜県可児市）
参加人数：198名／ペア99組（男性141名、女
性57名）
運営協力：カジュアルゴルフ
スコア成績（前半９Hでのスコアによる成績、
後半９Hは成績に入れない）
【優勝チーム】北嶋（知）・北嶋ペアハーフ34、
Hdcp1.2、NET32.8
【準優勝】宮沢・森﨑ペアハーフ35、Hdcp1.2、

NET33.8
【三位】森・伊藤ペアハーフ41、Hdcp ７.2、
NET33.8
当日の朝、受付時には198名の参加者全員
に「コロナ感染対策についての確認事項」と
して住所等の連絡先や、当日の体調について、
また後日体調不良があった時の連絡義務等を
説明し、一人一人記入をして頂きました。その
後２週間程度の間、参加者の方々からも体調
不良等の連絡もなく、なによりでした。
参加者の方からも、「今年の開催は心配し
ていた」
「楽しみにしていたのでやってくれ
てありがとう」とのお声も頂き、今年も有意
義な協会の事業となりました。

女性の参加人数も57名あり、ペアスクラン
ブルが女性にとっても参加しやすく、楽しい
ゴルフ大会となり、心配の多い開催決定でし
たが、やれてよかったです。
■ 賞品協賛：12社
（順不同、商号略）
本間ゴルフ、プロギア、フジクラ、キャスコ、グ
ローブライド、デサント、ミズノ、ヨネックス、
ブリヂストンスポーツ、ダンロップスポーツ、
キャロウェイ、カジュアルゴルフ

協会関連事項

新型コロナウィルスの感染拡大で多大な影
響を受けたゴルフ業界において、JGF2021
の開催について出展者の意向を事前に確認す
るためにアンケートを実施し、開催における
課題を抽出し検討する。
アンケートを実施するにあたり、JGF2021
の開催概要とともに下記の内容を提示し、出
展社の判断を調査する。
①JGFの感染防止対策についての対応の提案
②既存サービスに付加した新しい企画の提案
◇対策の概要は以下の通り
①感染防止対策
JGF2021の実施には、関係する全員が納得
できる感染防止対策の実施が前提となるた
め、JGFは対策の具体的内容を策定中。策定
にあたっては、国内殆どの大型展示施設等が
組織する「一般社団法人日本展示協会」が発
表している「感染防止対策ガイドライン」を
基に、JGFならではの特徴を考慮した感染防
止対策の実施を図ります。
〈感染防止対策の基本方針〉
■ セイフティエリアの設置
感染防止の基本方針として、JGF会場内の
「セイフティエリア化」を図ります。会場内
を「ウイルス付着物が無く、感染者の入場も
無い状態」とし、会場内での様々なプロモ
ーション活動に過度の制約を課す必要がな
い状況を目指します。
■ 全関係者による多角的な防止対策
主催者、出展社、施設、来場者と、多様な立場
の人が関わる大型イベントのため、それぞ

れが実施する内容を明確化し、多角的な展
開を図ります。
②既存サービスに付加した新しい企画の提案
新型コロナウィルスの影響で来場者の減少
が危惧されるJGF2021において、JGFのコ
ンテンツを積極的にWEBにて情報発信を行
うことで“新しいJGFのカタチ”を構築。
遠隔地からでも参加可能な魅力ある情報発
信で出展価値の拡大を図り、ユーザーの獲得
及び商談の活性化を狙います。
■ JGF公式サイトにバーチャル展示会併設
■ JGF出展社にはバーチャル出展の参加可能
１）HP内会場マップ上に仮想ブースを設定
２）テキスト、写真、動画等アーカイブ機能
３）各社のサイトへのリンク設定
４）主催者企画等のコンテンツ閲覧可能
■ その他コンテンツをHP上から閲覧可能
（具
体的コンテンツは検討中）
〇オンラインセミナー（ウェビナー）
〇ジャパンゴルフフェアライブ配信
〇ライブコマース
〇ジャパンゴルフフェアECサイト
＊オンライン商談
◇今後のスケジュール
９月：出展社へのアンケートによる意向確認
10月：出展案内の作成と感染防止対策（詳細）
の公表
11月：出展申込み開始（11月末締切予定）
12月：開催規模並びに会場レイアウトの作成
１月：主催者企画実施の最終決定
２月以降：開催に向けた案内並びに準備

今後の協会関連行事
①９月理事会
日時：2020年９月16日（水）13:30 ～
場所：
（株）ダンロップスポーツマーケティン
グ／東会場＝東京都港区港南、西会場＝大阪
市淀川区西宮原
②第２回日本ゴルフサミット会議
日時：2020年９月23日（水）13:30 ～
場所：AP東京八重洲通り会議室
③第10回インダストリーカップゴルフ大会
日時：2020年10月５日（月）
場所：狭山ゴルフ・クラブ（埼玉県狭山市）
④第５回東日本ペアスクランブルゴルフ大会
日時：2020年10月14日（水）
場所：四街道ゴルフ倶楽部（千葉県四街道市）
⑤第９回中部日本企業対抗ゴルフ大会
日時：2020年10月28日（水）
場所：涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）
ジャパンゴルフフェア2021の開催に向け
て感染防止対策状況における新たな展開
◇開催概要
第55回ジャパンゴルフフェア2021
会期：2021年３月12日（金）～ 14日（日）
会場：パシフィコ横浜 展示ホール20,000㎡
入場料：無料
動員目標：4万人
（対策を講じた上での予測）
◇JGF2021の開催の課題について
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=矢野経済研究所=

業界女子

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）

vol.30

2020 年 6 月 1 日〜 2020 年 7 月 31 日
６月は
「YPSゴルフデータ」集計対象カテゴリーの販売
金額合計で前年同期比約98%とほぼ
「前年並み」に戻っ
たと言って良い結果となりました。小売店からは
「給付
金効果」を指摘する声などが挙がっていますが、
ここに
来て再び感染者が増加傾向にあることから、先行きに
ついては慎重な見解を示すところが多いですね。７月
は
「YPSゴルフデータ」集計対象カテゴリーの販売金額
日本シャフト株式会社
営業部 営業二課

尾崎 りおさん

Q.ゴルフ業界に入られたきっかけは？
A. 幼い頃から身体を動かす事が大好きでした。
ジュニアゴルファーとしてゴルフに慣れ親しみ、
自分を成長させてくれたゴルフに何か恩返しが
したいと考え、ゴルフ業界に入りました。
Q.お仕事の内容を教えてください。
A.日本シャフトの広報を担当しています。
Q.今積極的に取り組んでいることはなんですか？
A.日本シャフトのSNSに力を入れています。イン
スタグラムとFacebookの更新をしていますので
ぜひフォロー宜しくお願いします！また、非対面
でユーザー様と直接つながるための取組みとし
て Facebookでのオンライン配信も定期的に行
っているのでそちらもチェックしてください！
Q.ゴルフをやっていてよかったことは？
A. 競技ゴルフを通じて「最後まで諦めない」 我
慢強さを学べたのはゴルフをやっていたからこそ
だと思います。また、ゴルフは年齢関係なく誰で
も楽しめるスポーツです。幅広い年代の方と共
通の会話ができる所も魅力だと思います。
Q.ゴルフ界で働く女性へメッセージを。
A.ゴルフをはじめ、スポーツの楽しさ・素晴らし
さを発信することがスポーツ業界全体が盛り上が
り、ゴルフの普及にも繋がると思います。ゴルフ
が誰にでも身近なスポーツとなるように、皆様と
力を合わせていきたいです！
コロナ禍に負けない我慢強さと、
気配りの目線でこれからも世
界中のゴルファーにゴルフの楽しさをPRし続けてもらいたい
です。
（営業部営業二課 主査 栗原 一郎さん）

合計で前年同期比約107%と大幅なプラスとなりまし
た。新型コロナの影響によりゴルフを自粛していたゴ
ルファーが徐々に戻ってきていることに加え、
コロナを
きっかけにゴルフを始めた
（復活した）
「コロナ参入ゴ
ルファー」も少なからず存在しているようです。そうし
た点に加え、
７月末にピン
『G410シリーズ』がマークダ
ウン販売を開始したことも底上げ要因となっているよ

DRIVER 1位=PING

G410 PLUS SERIES

うです。
順位

DRIVER BEST５

ヘッド素材

1

G410 PLUS SERIES

コンポジット PING

2

SIM MAX SERIES

チタン

3

MAVRIK SERIES

チタン

4

SIM MAX D SERIES

5
順位

メーカー名

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G410 HYBRID SERIES

PING

TAYLORMADE

2

G410 FW SERIES

PING

CALLAWAY

3

SIM MAX SERIES

TAYLORMADE

コンポジット TAYLORMADE

4

SIM MAX SERIES

TAYLORMADE

EPIC FLASH STAR
SERIES

コンポジット CALLAWAY

5

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

IRON BEST５

シャフト

順位

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

メーカー名

順位

1

G710 SERIES

スチール

PING

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

2

XXIO 11 SERIES

カーボン

DUNLOP

2

RTX4 WEDGE SERIES

CLEVELAND

3

G410 SERIES

スチール

PING

3

JAWS WEDGE CRM
SERIES

CALLAWAY

4

SIM MAX SERIES

スチール／
TAYLORMADE
カーボン

4

MACK DADDY FORGED
WEDGE 18 SERIES

CALLAWAY

5

XXIO 11 L. SERIES

カーボン

DUNLOP

5

DJ-4 WEDGE SERIES

FOURTEEN

BALL BEST５

構造

メーカー名

順位

PUTTER BEST５

メーカー名
ODYSSEY
PING

順位

1

HONMA D1 19 BT1801
OP

2ピース

HONMA

1

STROKE LAB 19
SERIES

2

PRO V1 19 OP

3ピース

TITLEIST

2

SIGMA2 19 SERIES

3

PRO V1 19 X OP

４ピース

TITLEIST

3

SC SELECT 20 SERIES TITLEIST

4

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE OP

2ピース

BRIDGESTONE

4

HEPPLER SERIES

PING

5

WARBIRD 17 OP

2ピース

CALLAWAY

5

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

