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2021年通常総会開催
6名の新理事就任で新体制！
アレックス M. ボーズマン会長
まず初めに、皆様、そしてご家族がお元気
で、健やかにお過ごしであることを心よりお
祈り申し上げます。
コロナ禍における長い1年が過ぎました。私
たちは皆、ライフスタイルや働き方を変える
必要に迫られ、1年前は、この状況がいつま
で続くのかも分かりませんでした。今、暗い
トンネルの終わりにさしかかり、ようやく光
が見えてはいますが、果たして完全にトンネ
ルを抜け出せるのがいつになるのかは、まだ
分かりません。
しかしながら、私たちがコロナ禍前の日々
に戻ることはないでしょう。訪れた新しい世
界は、私たちの生活や働き方を永久に変えた
のです。
我々の業界にとって幸運なことに、ソーシ
ャルディスタンスが一般的となった環境下に
おいて、ゴルフは安全なスポーツとして認識
されています。新規ゴルファーが増えただけ
でなく、女性ゴルファーも増加傾向がみられ、
また、熱心なゴルファーのラウンド回数も伸
びています。業界として、これらの新規ゴル
ファーを維持することは非常に重要です。
「新規ゴルファーをいかに固定化するか」、そ
して「プレー回数増加のモーメンタム（勢い）
をいかに継続させるか」という課題は、これ
まで以上に業界やビジネスを成長させる鍵に

昔から「日本人
はメジャーでは勝
てない」
「ゴルフ場
の敷居が高いから
若い人たちはゴル
フをやろうと思わ
ない」と言われ続けてきた。それ
が皮肉なことに世界中がコロナ禍
で苦しむ中、あっさり覆されてし
まった。松山英樹、笹生優花がア
メリカ本土でのメジャーで勝ち、
ゴルフ場や練習場は安全地帯だと
言わんばかりにエントリーゴルフ
ァーが増えてきた。
もうひとつ、昔から言われ続け

なっています。
ゴルファーが今後も継続してラウンドして
くれるかどうかは、私たちの企業それぞれに
かかっています。つまり、ゴルフが気軽に楽
しめるスポーツであることや、世界の舞台で
活躍しているプロやアマチュア選手の素晴ら
しい成績をアピールする必要がありますし、
プレーヤーのスコア向上を助け、より楽しく
ラウンド出来るための素晴らしい製品やサー
ビスを提供し続けなければなりません。ゴル
フスクールやフィッティング、そしてショッ
ピングにおいても、お客様に素晴らしい体験
をしていただく必要があります。そのために
は、私たち全員があらゆる形で役割を果たさ
なければならないのです。
ゴルフ人口、ラウンド数、練習場へ行く頻
度の増加など、ゴルフというゲームには沢山
のチャンスがあります。オリンピック競技で
ある事は、大きな強みですし、もし、私たち
が一丸となって SDGs の世界的な取り組みに
貢献し、ゴルフというスポーツがいかに SDG
ｓに寄り添っていけるかをもっとアピールで

ていたことがある。「日本の物作
りはいいよね。やっぱりメイド・
イン・ジャパンだよね」と製造、開
発、研究に関しては日本発が多か
った。それがどうだろうか。ワク
チン、半導体など競争力が日本で
は弱くなってしまったようだ。
ゴルフ業界にとっては追い風の
2021年となっているが、海外生
産の問題で納期遅れや部材等の確
保が困難になり販売が厳しい状況
になっている。クルマ業界の半導
体不足の理由を自動車メーカーの
方に聞く機会があったが「SDGs
ありきで進んでいる電気自動車に

きれば、それはプラスでしかないと思ってい
ます。
その一方、私たちが直面している課題も多
くあります。日本のゴルフビジネスは国内だ
けに留まらず、グローバルにつながっていま
す。未だ感染状況をコントロール出来ていな
い海外にある工場の機能低下は供給量に、材
料費や輸送コストの高騰は商品価格に大きな
影響を及ぼしています。私たちは皆、グロー
バルなサプライチェーンが、提供する製品や
サービスの需要にどう影響するかを理解しな
ければならないのです。
あるホールでバーディーを取っても、ボギ
ーを取っても、次のティーグラウンドに立つ
ときには、前のホールではなく、今プレーし
ているホールに集中しなければなりません。
これはビジネスでも同じです。ビジネスには
浮き沈みがつきものです。しかしながら、一
つだけ確かなことがあります。私たちはもう、
次のティーグラウンドに立っているのです。
素晴らしいビジネスのラウンドを楽しみ、こ
のホールを最高なものにしましょう。

搭載する半導体は既存のガソリン
車の倍なんて数字ではなく、何百
倍も要する。まだまだ需要が少な
い電気自動車ですが、現時点でこ
のような状況」とこの先まだまだ
半導体不足に悩まされると言う。
五輪はどうするのか、ワクチン
が国民全員に行き渡るのはいつな
のか。ネガティブなことが良い方
向に、ポジティブなことが悪い方
向に短期間で変わってしまったよ
うに思う昨今。昔も今もリーダー
の適切な判断、特にスピードが求
められるのだろう。
（アドラージャパン 岩崎暁展）
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2021年度通常総会
開催報告
2021年度通常総会は、今年もアレックス
M. ボーズマン会長の議事進行により、以下の
審議内容で進行された。尚、正会員総数256
名に対し、出席者25名、委任状出席者150名、
合計175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。
【審議事項】
第１号議案：2020年度事業報告書承認の件
第２号議案：2020年度決算報告書承認の件、
監査報告
第３号議案：2021年度事業計画書承認の件
第４号議案：2021年度収支予算書承認の件
第５号議案：役員選任に関する承認の件
【2020年度事業報告】
2020年４月１日～2021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
2021年３月31日現在の正会員、賛助会員
の数
正会員：256社／賛助会員９社
以下、総会で報告された内容を抜粋してお
届けする。
会員の増強と組織の活性化
（総務委員会・広報委員会）
１）会員相互の連携と勧誘活動
協会 HP やジャパンゴルフフェアに於いて
入会勧誘活動を行ったが、正会員５社の入会
に留まった。更に倒産、廃業、閉店などを含
め退会が11社を数え、期末正会員数は６社減
の256社となった。尚、賛助会員数は３社減
の９社であった。
２）広報紙 JGGA ニュースを隔月奇数月発行
（2020年度は JGF 中止のため年間５回発行）
３）OFFICIALHANDBOOK（会員名簿）の
発刊
2020 年 は 役 員 非 改 選 の 年 度 の た め、
OFFICIALHANDBOOK を発行しなかったが、
2021年には２年ぶりに発行する為、その情
報の 収 集 と 確 保 を 行 っ た。 代 表 者、 住 所、
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TEL、ホームページ、メールアドレスの確認、
修正は随時行い発行時に反映させる。
４）ホームページ（HP）の有効活用
ジャパンゴルフフェア、JGGA ニュースの
紹介、事業内容の紹介、業界情報のリンク、バ
ナーによる関連団体の活動内容の紹介、製造
渉外委員会で検討した各種取決め情報等のほ
か新着情報は「お知らせ」でタイムリーに掲
載した。また HP の更新頻度を高め閲覧者の
増加、情報発信の強化が図られた。

組んで来た。当初は集中化によるコスト効率
向上を図り出荷先を関東地区の量販店を対象
にスタート。2018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、2018年末には７社での運用とな
り出荷量も増えコスト削減効果も着実に実現。
昨年2020年末現在10社の運用となっている。
今年度からは参画企業の個別要望に応えるた
めに料金体系の見直しも行う予定で進めてい
る。
②配送条件と運賃（運賃は月間の配送数量に
教育・研究事業
より決定）
１）第45期ゴルフ用品販売技術者講習会はコ
2020年度からは、現在運用中のダンボー
ロナウイルスの感染拡大を考慮し開催を中止
ルごとに個別に計算する『個口料金制』に加
した（講習会委員会）。
え参画企業の商品特性（重量や大きさ）や、出
２）セミナーの開催
荷ボリュームの実態を踏まえた一回の同一出
（１）『ゴルフ用品セミナー』
荷先に対する荷物の量を纏めて計算する『重
（２）R&A セミナー
量制』の二つの料金体系から選択できる。
すべてオンラインで JGF 会期中に開催。尚、 ③共同物流推進体制（幹事会社及び運送会社）
内容は JGGA ニュース５月号で詳報。
JGGA 共同物流の推進を担っているのは
３）ゴルフ用品の性能及び品質の向上、並び
（株）物流革命であり、その上で幹事会社を物
に安全性を確保する為の活動（製造渉外委員
流革命の関連会社の（株）OPEX に設定、実
会）
運送事業者は日本通運（株）が配送を実施し
（１）製造渉外委員会：2020年５/７、７/
ている。稼動中10社については大きなトラブ
２、９/10、11/５、2021年１/15、３/４の
ルは無く概ね配達予定時間に着荷し順調な運
計６回開催。
用を実現している。
（２）関連団体とのミーティング開催
④「ゴルフ共配便」が「グリーン物流パート
R&A オ ッ ト ー 教 授 と の ミ ー テ ィ ン グ を
ナーシップ会議特別賞」を受賞
2020年４/15、2021年２/10に実施。
（一社）日本ゴルフ用品協会はこの度、当協
４）製造物責任法に係る製品安全対策の推進
会が実施している共同配送事業である「ゴル
①消費生活用製品の製品事故、製品苦情情報
フ共配便」に対して、経済産業省ならびに国
への対応
土交通省などが主催・実施している「グリー
（一財）生活用品振興センター、（一財）製品
ン物流優良事業者表彰」において持続可能な
安全協会より製品事故、製品苦情に関する情
物流体系の構築に顕著な貢献があった取り組
報提供や生活用品 PL センターインフォメー
みが評価され、
「グリーン物流パートナーシッ
ションなどの活用でそれぞれに連携を図る。
プ会議特別賞」を受賞しました。
②ゴルフクラブ及びゴルフクラブシャフトの
需要開発事業
統一取扱い説明書の周知徹底と有償頒布を行
［１］ジャパンゴルフフェア2021の開催（ゴ
った。
③団体ＰＬ保険契約（東京海上日動火災）
ルフフェア委員会・実行委員会）
新規入会会員への紹介を継続し昨年と同じ
「第55回ジャパンゴルフフェア2021」が、
11社と契約を更新した。
３月12日（金）～３月14日（日）にパシフ
５）物流の共同化に向けた研究（流通委員会）
ィコ横浜（神奈川県横浜市）で開催された。新
①「ゴルフ共配便」の仕組みと経緯
型コロナ感染予防対策を徹底し、コロナ禍で
これまでメーカー各社が得意先（小売店）
リアルとオンラインの融合というイベントと
なった。出展社数117社（257コマ）、総来場
にそれぞれ送っていた荷物を提携運送会社が
者数、２万1793人（一般来場者１万409人、
集約し、各店舗への配送を行う仕組み。JGGA
ビジネス来場者１万1181人、報道関係者
ではこの事業を「ゴルフ共配便」と命名し
203人）と、多くのゴルファー、そして出展
JGGA 推奨事業として2016年２月より取り
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日本ゴルフ用品協会

社、関係者が一堂に会してゴルフの祭典を盛
り上げた。尚、実施内容については、JGGA
ニュース５月号で詳報。
［２］
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）
2020年度は３支部でペアスクランブルゴ
ルフ大会を開催した。
（１）東日本支部
開催日：2020年10月14日（水）
開催場所：四街道ゴルフ倶楽部（千葉県四街
道市）
（２）中部日本支部
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織部コ
ース（岐阜県可児市）
（３）西日本支部

（単位：円）

「エンジョイ・ペア・スクランブルゴルフ大
会」協賛
開催日：2020年８月下旬～11月
開催場所：２府４県内の24コース
［３］インダストリーカップの開催
（１）第10回インダストリーカップ2020
（ゴルフ関連企業対抗ゴルフ選手権）
開催日：2020年10月５日（月）
開催場所：狭山 GC（埼玉県市入間市）
（２）第９回中部日本インダストリーカップ
大会
開催日：2020年10月28日（水）
開催場所：涼仙 GC（三重県いなべ市）
（３）西日本支部「2021年関西オープン下
見視察ラウンド及び情報交換会」
開催日：2020年10月13日（火）

開催場所：有馬ロイヤル GC（兵庫県神戸市）
［４］関連団体に対する協力事業
（１）
「日本プロゴルフ選手権大会」に協力団
体として参画する予定が新型コロナウイルス
の影響で開催中止で対応は見送った。
（２）
「2020PGA フィランスロピー障害者ゴ
ルフ大会」に賞品で支援した。
［５］関連団体との協調事業
1. ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）の活動
2. 日本ゴルフサミット会議の活動
3. ジュニア育成活動
4.（公財）日本ゴルフ協会（JGA）
5. スポーツ用品公正取引協議会
6.（一財）生活用品振興センター
［６］情報及び資料収集と整備
１）業界に関する統計資料の整備
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尚、第5号議案の役員選任に関する承認の
件は、以下の通り承認されましたので、ご報
告いたします。
退任
理事 :
尾島祐輔（ダンロップスポーツマーケティン
グ）
北川元洋（ブリヂストンスポーツセールスジ
ャパン）
粟津英文（アクシネットジャパンインク）
鉢呂敏彦（IOMIC）
高橋芳彦（キャスコ）
蓋孝（JGGA 事務局）
監事 : 佐藤武弘（公認会計士）
顧問 : 馬場宏之

新任

理事 :
木越浩文（ダンロップスポーツマーケティン
グ）
清水勝之（ブリヂストンスポーツセールスジ
ャパン）
中村孝（アクシネットジャパン インク）
古東義崇（IOMIC）
阿部二幸（キャスコ）
新居秀樹（JGGA 事務局）
監事 : 中町昭人（弁護士、アンダーソン・毛
利・友常法律事務所）
新役員
西日本支部長 内本浩史（朝日ゴルフ）
中部日本支部長 西本秀夫（大三機材）

ダンロップスポーツ

ブリヂストンスポーツ

マーケティング

セールスジャパン

木越浩文

清水勝之

この業界にお世話になり、こ

ゴルフを新たに始められる方

の業界自身と、この業界の皆

が増加傾向にあるこのチャン

様に成長させて頂いきまし

スを生かせるように、長く継

た。今後は、この業界の更なる発展に微力ながら

続できる環境作りとゴルフ業界の更なる発展に

寄与できればと思う所存でございます。

向け微力ながら尽力致します。

アクシネット

IOMIC

キャスコ

ジャパン インク

古東義崇

阿部二幸

中村孝

コロナ禍で大変

コロナ禍の環境

ゴルフ業界発展

な 時 代 で す が、

の 中、新 規 参 入

のため微力では

ゴルフの楽しみ

されたゴルファ

ございますが全

方を少しでも伝

ーに長くプレー

力を尽くしてまいる所存です。何

え今後のゴルフ人口増加の為に微

して頂けるように、そしてリタイ

とぞ一層のご指導ご鞭撻を賜りま

力ながら少しでも貢献していきた

ヤゴルファーを少しでも減らせる

すようお願い申し上げます。

いと思っております。

ように、ゴルフの楽しさを演出し
業界の発展の為に微力ながら尽力
していきたいと思います。

JGGA事務局

監事

新居秀樹

アンダーセン・毛利・友常法律事務所

この度、前任の蓋より専務理事を

中町昭人

引き継ぎさせていただきました。

これまで顧問弁護士として法的側面

微力ではございますが、会員企業

からJGGAの活動をサポートして参

の皆様とともにゴルフ業界活性化

りましたが、この度、監事の立場も併

の為に尽力してまいります。今後とも宜しくお願い

せて仰せつかることになりまして、身の引き締まる思

申し上げます。

いでおります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

製造渉外委員会からの
お知らせ
1.「ゴルフクラブのスペック測定に関するガ
イドライン」基準シャフトの作製について
平素は JGGA の諸活動にご理解とご協力を
いただきありがとうございます。
JGGA では、ゴルフクラブに対する消費者
の皆様の信頼を高め、商品に対する比較・選
択が容易に正しくできることを目的に、
「ゴル
フクラブのスペック測定に関するガイドライ
ン（改正第１版）」を2015年９月16日に、ま
たシャフトに関する３項目を追加した「改正
第２版」を2019年１月１日より施行しまし
た。
これに追随して、会員企業がクラブ長さ測
定誤差確認をする為の基準クラブをウッド、
アイアンそれぞれ作成し、2020年３月10日
から貸し出しを開始しております。
そしてこの度、さらなる測定精度向上に寄
与するべく、単体での基準シャフトを作製し
ました。ドライバー用、アイアン用で準備し
ており、貸し出しの際に、基準測定値と測定
用錘を同送します。
基準測定値は、長さ、振動数、トルク、製
品質量、の４項目になります。
この基準シャフトは、７月20日から貸し出
しを開始する予定です。
貸し出しの希望、またお問い合わせ等は、日
本ゴルフ用品協会事務局までご連絡ください。
2. R&A/USGA からリリースされた「ディス
タンスインサイトプロジェクトリポート」へ
の取り組みについて
2021年２月４日にリリースされたディス
タンスインサイトプロジェクトリポートにつ
いて、２月10日に R&A オットー教授と TV 会
議をつなぎ、以下３つのルール改定案につい
て、特に製造メーカー宛告知とコメント受付
の詳細説明を受けました。
①エリートレベル対象に最大クラブレングス
長を46インチまでとする
過去、10年以上に渡り、R&A と JGGA と
の間で議論されて来た内容であり、オットー
教授は、
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「過去の議論内容からも、今回の改定は有意
義であると考えている」との発言。今件のメ
ーカーからのコメント受付締め切りは当初３
/４まで（その後、４/22までと延長された）。
後日、JGGA 製造渉外委員会として、
「エリ
ートレベルという対象が不明確であり、分か
りやすい線引きが必要である」とのコメント
を提出しました。
②ゴルフボールのテスト方法の更新
ボールの飛距離性能テストの最適な打ち出
し条件を変更するというもの。
その最適な打ち出し条件についてオットー
教授から、
「極めて技術的要素が強く、適用に
関して容易ではない。ゆえに段階的に進める
計画である。各社と話をしていきたい。」との
コメントがありました。
今件のメーカーからのコメント受付締め切
りは８/２まで。今後の製造渉外委員会にて、
各社情報の共有、交換を行い、委員会として
のコメント作成を検討の上、R&A に提出す
る予定です。
③ペンデュラム測定許容誤差の変更
現在±18マイクロセカンドが許容されて
いるペンデュラム測定（いわゆる CT 値測定）
において、許容範囲を±６マイクロセカンド
に狭めるというもの。②同様、メーカーから
のコメント受付締め切りは８/２。この測定誤
差について、
「機器の誤差、人的誤差（測定者
による誤差）があり、±６が妥当であるかに
ついて、更なる検証が必要である」と、製造
渉外委員会は考えています。
現在、一つのヘッドを巡回して、委員会各
社において測定し、その数値差を確認中です。
その結果を R&A に報告予定です。

矢野経済研究所

「コロナリタイアゴルファー」報告
矢野経済研究所は先ごろ、
「コロナリタイア
ゴルファー実態調査2021」を発表した。そ
の一部を抜粋して報告する。
当所は、コロナ期を本調査では2020年１
月～2021年２月と定義し、
「既存ゴルファー
のゴルフリタイアの状況とその要因、今後の
復帰意向」等について分析。コロナ期の「新
規参入ゴルファー」の参入要因と現時点での
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満足度、今後の継続意向や継続に向けての課
題を抽出するとともに、コロナ期にゴルフを
再開した「休眠復活ゴルファー」の参入要因
と現時点での満足度、今後の継続意向や継続
に向けての課題の抽出を目的とし、インター
ネット消費者モニター調査を実施。調査実施
期間は2021年３月５日～３月10日で、調査
母数はコロナリタイアゴルファー500名、コ
ロナ新規参入ゴルファー200名、コロナ休眠
復活ゴルファー300名となっている。
〈2019年末時点の国内ゴルファー数は882万人
と推計〉
今回の調査のベースとして、同社発行の
「2020年版ゴルフ産業白書（2020年８月発
刊）」にて、推計算出した2019年の国内ゴル
ファー数882万人という数値を採用している。

しているが、今回の調査でその人数は約94万
人存在すると推計した。
前回調査（2020年７月調査）では246万
4000人のコロナリタイアゴルファーが存在
すると推計したが、単純計算すると７月以降
で150万人以上のゴルファーがゴルフを再開
した計算となる。今回の調査により、足下の
国内総ゴルファー数は以下のようになってい
るものと推計される。
● 2019年末時点のゴルファー数：882万人
● コロナ参入ゴルファー、コロナ休眠復活ゴ
ルファー総数：59万4000人
● コロナリタイアゴルファー数：93万8900
人
● 現 在 の ゴ ル フ ァ ー 数：847 万 5100 人
（2019年比で34万4900人の減少）

参入者以上にリタイア数が多いことから若
干の微減という結果となったが、コロナリタ
〈コロナ期の新規参入ゴルファー数は約60万
イアゴルファーのうち約半数が近いうちにゴ
人と推計〉
ルフプレーを再開したい意向を持っていると
2020年７月に実施した「コロナ参入・リ
いう結果となっており（勿論新型コロナウイ
タイアゴルファー調査（第一回）」では、７月
ルス感染拡大の影響と、それに伴う政府や地
時点での新規参入ゴルファー数を約17万人
方自治体の方針次第でこの数字は変動するも
と推計した。今回はそれに加えて新たに約43
のと思われるが）、それらが近い将来ゴルフの
万人が新たにゴルフを始めたと推計される調
プレーを再開すればゴルファー数は前年比ほ
査結果を得た。上述の約17万人に加え、コロ
ぼ横ばいにて推移するという計算になる。
ナ期に約60万人（正確には59万4000人）の
ゴルファーが創出されたものと推計される。
〈好循環を生み出すカギは「新規ゴルファー
2020年７月調査時の推計値から新規ゴル
の継続率向上」〉
ファーは「加速度的に」増加している、とい
今回の調査ではコロナ参入ゴルファー及び
う結果となった。
コロナ休眠復活ゴルファーの80% 以上が「今
その一方で「コロナをきっかけにゴルフを
後もゴルフを続けたい」という意向を持って
始めてはみたものの、既にやめてしまった」
いるという結果となった（ちなみに「もう既
という早期リタイア層が全体の約４% 弱とい
う確率で存在していることも明らかとなった。 にやめてしまった」という早期リタイア率は
４%弱であった）。コロナ期にゴルフを始めた
４月末発刊予定の正式版資料では、これら「コ
（あるいは復帰した）ゴルファーが新たな未経
ロナ新規参入ゴルファー」及び「コロナ休眠
験者を練習場などに「誘う」ことによって、更
復活ゴルファー」の性別、年代別構成比の分
に新規ゴルファーが創出されるという好循環
析を行っている。更に「新たにゴルフを始め
が生まれる可能性もある。
ようと思ったきっかけ」
「今後ゴルフを継続す
また上述したゴルファー達が SNS などに
る意思の有無」
「継続してゆく上での課題」な
楽しくゴルフをしている画像や動画を投稿し、
どについて深掘りを行っている。
それらの投稿を見た未経験者がゴルフに興味
を持って能動的にゴルフを始める、というよ
〈コロナリタイアゴルファーは約94万人と推
うな「拡散効果」も期待できる（上述した約
計〉
60万人の新規ゴルファーは、そのようにして
本資料では、コロナ期前（2020年１月以
「加速度的に」増加した面もあるのではないか
前）までは定期的にゴルフを楽しんでいたも
と推察される）。
のの、それ以降はゴルフをしていないゴルフ
しかしながら、ゴルフ練習場やゴルフ場の
ァーを「コロナリタイアゴルファー」と定義
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現場取材では新規ゴルファーが増加している
が故の問題も顕在化しているという声が数多
く上がるようになっている。具体的には「マ
ナー・エチケット」
「ルール」に関する問題で
あり、特に若年齢層の新規ゴルファーに対し
て既存ゴルファーが快く思わない感情を抱い
ている、といった話を数多く耳にするように
もなっている。
こうした問題は言わば「ニューノーマル時
代の新たなゴルフ産業にとっての課題」と言
えるが、新規ゴルファーに対してどのように
「マナー・エチケット」「ルール」を知っても
らい「グッドゴルファー」として育成するか
が、今後のゴルフ産業発展にとって非常に重
要であると言える。
当社では2014年に「早期リタイアゴルフ
ァー実態調査」という資料を発刊したが、そ
の調査では「新しくゴルフを始めた人の一年
後の残存率は僅か３%」であるという結果で
あった。つまり、ある時期に100人が同時に
ゴルフを始めたとして、一年後にゴルフを継
続しているのは僅か３人ということ、逆に言
えば97人が何らかの理由でゴルフをやめて
しまっているということである。
このような歴史を繰り返さないためにも、
図らずも新型コロナウイルス感染拡大の影響
で増加した新規ゴルファーへの啓発活動を早
急に構築することが必要であると考える。見
方を替えれば今がゴルフ産業の再活性化を実
現するための千載一遇の「チャンス」である
とも言える。

矢野経済研究所
「スポーツ産業白書」報告
矢野経済研究所はこのほど、2020年のス
ポーツ用品の市場を調べた「2021年度版ス
ポーツ産業白書」
（調査期間2021年１～３
月）を発刊した。
主要スポーツ用品17分野の国内出荷市場
規模を算出しており、ゴルフカテゴリーは42
頁にわたりゴルフ用品９カテゴリーの調査結
果を記載している。メーカーからの聞き取り
調査に加え、国内約1100店舗の販売実績を
土台にした YPS ゴルフデータで推計してお
り、昨年のゴルフ用品国内出荷金額は2343
億2000万円（昨年同期比11.7％減）となっ
ている。

〈ゴルフクラブ〉
各カテゴリーだが、2020年のウッドクラ
ブ（ドライバー及びフェアウェイウッド）国
内市場規模は、数量ベースで対前年比87.9%
の153万本、金額ベースで対前年比91.2% の
394億円と数量、金額いずれも10% 程度のマ
イナスが見込まれる結果となった。

ハイブリッドクラブの2020年国内市場規
模は、数量ベースで対前年比81.3% の65万
本、金額ベースで対前年比83.6%の89億円と
いずれも20% 程度のマイナスが見込まれる。
特に数量ベースの落ち込みが大きいが、これ
は比較対象となる前年（2019年）の規模が
10% 以上成長をしていること、つまり「前年
成長の反動減」的な要素も多分にあるものと
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推察される。
字とも10ポイント以上の乖離が生じている。
アイアンクラブの2020年国内市場規模は、 即ち「ゴルファーのラウンド数や小売市場に
数量ベースで対前年比78.6% の342万本、金
おける販売量のベクトルはほぼ一致している
額ベースで対前年比82.8% の360億円とい
が、メーカーの売上高（出荷量）はそれより
ずれもマイナスが見込まれるが、数量市場規
も低い」ということになる。新型コロナウイ
模は約22%とマイナス幅が非常に大きい。こ
ルス感染拡大の影響を受けての小売企業群の
れもハイブリッドクラブ市場同様、比較対象
在庫（仕入）抑制策が関連しているものと考
となる前年（2019年）が非常に高い成長を
えられる。
果 た し て い る こ と が 一 因 と 考 え ら れ る。
2019年に「仮需」的な出荷が行われ、それ
らの在庫が2020年に入っても小売市場に滞
留、更に新型コロナウイルス感染拡大の影響
JGGA イベント情報
により３月から５月にかけて需要が大幅に減
1.「第45期ゴルフ用品販売技術者講習会」
退したことによってメーカーから小売店への
開催概要
出荷が滞ったものと推察される。
日程：講義2021年８月24日（火）～26日
パタークラブの2020年国内市場規模は、
（木）
数量ベースで対前年比77.8%の49万本、金額
ZOOM にてリモート講義
ベースで対前年比80.5%の70億円と数量・金
認定試験：e ラーニングシステム /８月30日
額いずれも20% 程度のマイナスが見込まれ
（月）～９月10日（金）の期間内に全科目受
る。当該市場の規模は年によって多少の浮き
験
沈みはあるものの、長期的な時系列では一貫
会場：AP 市ヶ谷からリモート講義 + 後日 e ラ
して右肩下がりのベクトルを描いている。
ーニングシステムで受験
その一因として小売市場におけるマークダ
科目・時間・講師について：
ウン品（特価処分品）の減少による総需要減
科目数は現行の14科目とし、全科目で認定
が指摘できるが、長い間当該市場の成長ロジ
試験を実施、講義時間は44期と同じく20時
ックであった「新規性のあるヘッド形状」に
よる市場活性化が通用しなくなっていること、 間40分
認定試験：受講者全員に「ID」
「PW」を発行
市場に様々なタイプのヘッド形状の商品が
し、上記期間内に e ラーニングシステムにて
次々と発売されるものの、それだけでは消費
受験、各科目共80％以上の正解率で合格とす
者の購買意欲が促進されなくなってしまって
る。
いることも要因と考えられる。
募集人員：60名（全体で最大80名程度まで
は可能）
〈ゴルフボール（ラウンドボール）〉
ラウンドボールの2020年国内市場規模は、 募集開始：５月初旬から開始。定員に達し次
第締め切る。
数量ベースで対前年比77.8% の812万ダー
費用：JGGA 会員４万9500円、非会員７万
ス、金額ベースで対前年比82.1% の166億円
1500円（いずれも税込）
と数量ベース、金額ベースいずれも約20% の
その他：前回同様、キャリア形成促進助成金
マイナスが見込まれる結果となった。
の案内も行う。
当該市場の需要はゴルファーのラウンド動
向とリンクする傾向が強いと言われてきた。
2.「第11回東日本支部インダストリーカップ
しかしながら経済産業省が発表している「特
ゴルフ大会」の開催概要
定サービス産業動態統計調査」によれば、
開催日時：2021年10月12日（火）
2020年のゴルフ場の利用者数合計は対前年
開催コース：茨城ゴルフ倶楽部西コース（貸
比91.4% となっており、本章にて算出した数
し切り）
量ベースの市場規模見込値とは10ポイント
募集人数：40組160名１チーム４名でのエン
以上の乖離が生じている。更には当社「YPS
トリー
ゴルフデータ」を参考に推計算出したゴルフ
※2020年（狭山 GC）は126名の参加実績
ボールの2020年小売市場規模は数量ベース
競技方法：
で対前年比89.9% の見込であり、こちらの数

協会関連事項

①スクラッチ部門：募集15組60名
（４名で１チーム）
〈団体戦〉18ホールズ ストロークプレー
スクラッチ戦、チームの上位３名のグロスス
コアの合計で順位を決定
〈個人戦〉18ホールズ ストロークプレー
スクラッチ戦、同スコアの場合はマッチング
スコアカード方式で順位を決定
②アンダーハンディ部門：募集25組100名
（４名で１チーム）
18ホールズストロークプレーアンダーハン
ディ戦、ハンディキャップはダブルぺリア方
式にて算出、順位はチームの上位３名のネッ
トスコアの合計で決定
当日費用：１万7200円（税込、１R キャディ
付プレー費、食事無し）
参加費：①スクラッチ部門＝３万円 /１チー
ム、②アンダーハンディ部門＝２万円 /１チ
ーム
主催：JGGA 活性化委員会
申込締切日：７月末
3.「第10回 中部日本支部インダストリーカ
ップゴルフ大会」開催概要
開催日時：2021年10月20日（水）
開催コース：涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いな
べ市）
募集人数：10組40名
参加資格：協会会員企業様及びゴルフ関連企
業様。
参加費：２万1000円 / 人

会員情報
新入会

東日本支部
Tcrew（代表 勝俣隆）
中部日本支部
ロックフィールドリゾート（株）
（代表 大島
均）
代表者変更
● ブリヂストンスポーツセールスジャパン
（株）
新代表者 代表取締役社長 清水勝之
● （株）IOMIC
新代表者 代表取締役社長 古東義崇
● （株）ダンロップスポーツマーケティング
新代表者 代表取締役社長 木越浩文

そ の 速さが 、
飛 距 離を生 む 。

飛びを、

最大化、

高速化。
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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）

20２1年4月1日〜 ２０２1年5月31日
株式会社二木ゴルフ
経営企画室

情報システム課

小曽根 亮輔さん
Q1. いつからゴルフを始めたか

小学校低学年から始め、途中遠ざかっていたもの
の二木ゴルフに入社が決まってから再開しました。

ウッド市場
（ドライバー、FW、HB）に関してはこれまでと
変わらずテーラーメイド、
ピン、キャロウェイを中心とした
海外ブランドの新製品に人気が集中。
アイアン市場では松山
のマスターズ優勝効果もありスリクソンZX5がランクアッ
プ。
しかしながら上位にランクインしているモデルの多くが

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度 / 月ベース

月1回、練習場に行っています。今年の春に入社
してから、ラウンドは3ヶ月に1回のペースです。

供給不足
（欠品）の状態となっており、小売店からは機会損
失に対する懸念の声も数多く上がっている。
「需要促進」と
共に
「供給体制の強化」が新たな課題となっている。
IRON 2位=DUNLOP
SRIXON ZX5 SERIES

Q3. 好きなプロゴルファー

安田祐香プロです。スウィングを真似したいと思っ
ています。

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

小さい頃は両親のゴルフについて行った記憶があ
ります。父に勧められて始めました。

Q5.ゴルフについてよく判らなかった事、不思議に思った事

最初は、なぜ他の人の打った球は上にあがり、自
分の球はゴロなのかが不思議でした。

Q6.ゴルファーをさらに増やすためにはどうすれば良いか

他のスポーツと違い、気軽に始められません。 体
験できるきっかけが、もっとあれば。

Q7. 今後のゴルフの目標

順位

DRIVER BEST５

メーカー名

1

SIM2 MAX SERIES

TAYLORMADE

2

G425 MAX SERIES

3

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

G425 HYBRID SERIES

PING

PING

2

SIM2 MAX RESCUE SERIES

TAYLORMADE

EPIC SPEED SERIES

CALLAWAY

3

G425 FW MAX SERIES

PING

4

SIM2 MAX-D SERIES

TAYLORMADE

4

SIM2 MAX FW SERIES

TAYLORMADE

5

EPIC MAX SERIES

CALLAWAY

5

XXIO 11 HB SERIES

DUNLOP

IRON BEST５

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

順位

順位

順位

1

G425 SERIES

PING

1

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

2

SRIXON ZX5 SERIES

DUNLOP

2

VOKEY DESIGN FORGED
WEDGE 21 SERIES

TITLEIST

3

SIM2 MAX SERIES

TAYLORMADE

3

RTX ZIPCORE WEDGE
SERIES

CLEVELAND

4

XXIO 11 SERIES

DUNLOP

4

JAWS FORGED WEDGE
CRM SERIES

CALLAWAY

5

XXIO 11 L. SERIES

DUNLOP

5

HI-TOE RAW WEDGE
SERIES

TAYLORMADE

PUTTER BEST５

メーカー名

飛距離は父に勝てたのでスコアで父を超えたいで
す。そしてゴルフをこれからも楽しみたいです。

上司の方からのひとこと
新卒入社の場合、
店舗配属が通例なのですが、
小曽根君は最
初から経営企画部門への配属です。
既にゴルフ経験は充分、
これからITの企画運用をマスターしてくれることでしょう。
（取締役／経営企画室長 松本 賢さん）

BALL BEST５

メーカー名

1

HONMA D1 20
BT2001L,BT2001HOP

HONMA

1

PING 2021 SERIES

PING

2

PRO V1 21OP

TITLEIST

2

STROKE LAB 20 BLACK
SERIES

ODYSSEY

3

TOURSTAGE EXTRA
DISTANCE OP

BRIDGESTONE

3

TRIPLE TRACK SERIES

ODYSSEY

4

PRO V1 21 XOP

TITLEIST

4

SC SELECT 20 SERIES

TITLEIST

5

HVC SOFT FEEL 05 OP

TITLEIST

5

WHITE HOT OG SERIES

ODYSSEY

順位

順位

