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2022年通常総会開催
新会長に川松英明氏が就任
日本ゴルフ用品協会 会長就任所感
川松英明（住友ゴム工業）
この度、ボーズマン前会長の後を引き継ぎ、会長の職を拝命することとなりました。就任に
際し、コロナ禍という難局のなか3年に渡り前会長が取り組まれました諸改革とリーダーシッ
プ、ゴルフ業界全体への貢献に心より感謝の意を表します。それを引き継ぐ重責に身の引き締
まる思いでございます。
コロナ禍で三密を避けたスポーツとして再認識され、ゴルフを始められる方が増えているこ
とは大変喜ばしいことです。一方、気候変動や地政学的リスク、それに伴う経済環境の激変等、
ビジネスの先が読めないことも事実と感じております。そのような環境下、JGGA がサステナ
ブルな組織になるべく、改革をさらに進めていくことが責務であると認識しており、以下を中心に取り組んで参りたいと思います。
1）JGGA 財政基盤強化と会員メリットの最大化
コロナ禍においてジャパンゴルフフェア（JGF）が以前のような開催ができず、借り入れによる資金調達を余儀なくされるなど財政面で大きな
痛手を受けています。この再建が急務となりますが、経費効率化と会員企業の皆様に喜ばれるような当協会加盟によるメリットの最大化が不可欠
と考えます。多くの課題がありますが、アイデアを募り、対話を通し、サステナブルな財政基盤を実現します。
2）JGF の成功と市場活性化のための JGA との連携強化
市場の追い風を生かし業界全体をさらに活気づけるためには日本ゴルフ市場最大のイベント、JGF の成功が起爆剤となります。「始めよう、続け
よう、もっとゴルフを」という観点から、JGA を始めとする各業界団体との連携をさらに強固にしていきたいと思います。
3）サステナビリティへの取り組みでゴルフのイメージアップを !
自然環境と共にあるゴルフ業界は、気候変動対策を始めとするサステナビリティへの取り組みが重要です。当協会も昨年11月、会員企業の皆様
に発信しました「脱プラスチックに関するガイドライン」のさらなる浸透定着を図るほか、ダイバーシティの観点からも女性ゴルファーを増やす
試みとして、
「ウィメンズゴルフ JGGA カップ」を6/7に初開催し、充実した1日を満喫頂きました。こうした取り組みは、ゴルフに対するイメー
ジアップにも繋がるものと確信しております。
私の好きな中国の古い説話に「愚公山を移す（ぐこうやまをうつす）」という言葉がございます。どんなに困難なことでもこつこつ努力を続けれ
ばやがて成就するというたとえです。当協会の役割や信念、そしてゴルフ市場活性化の取り組みもまさに同じであると思います。
最後になりますが、新体制にあたり多くの理事の交代がございました。これから共に汗を流し一緒に頑張っていきたいと思いますので、ご協力
のほど宜しくお願い申し上げます。

正体不明のコロナ禍により、ゴルフが屋外の健康スポーツと認識され、コロナ対策の充実もあってブーム到来です。しかし、間
違いなく国内では人口減少や少子高齢化が進んでおり、ゴルフ人口の減少傾向が続くことは間違いないとも思っています。
我が社は、創業18年とまだまだ成人には至っていない企業ですが、創業時から「ゴルフにはまる人、夢中になる人を増やしたい、
そして海外メジャー制覇に貢献したい」という、夢とロマンを持ち展開してまいりました。
まず最初に取り組んだのは、ゴルフグリップの機能性。クラブヘッド、シャフトの機能を阻害しないグリップを大前提に考え、イ
ンパクト時のグリップトルクの軽減、ヘッド、シャフトの機能をそのまま活かせるグリップを作ろうと、オリジナル素材「IOMAX」
を開発致しました。
次にカラーグリップへの展開。ゴルフは特に個性的なプレーヤーが多く、人が使用している物は、すごく気になりますが全く同じでは嫌だと。そ
こで自社工場を持っている強みもありグリップのオーダーシステム化を導入。その方のラッキーカラー、好きな色を注文して頂ければ作りますよ
と。一気に女子プロゴルファーから注目され使用率も急上昇でした。
今後は、今ゴルフブームでゴルフを始めた方、ゴルフを再開した方への取り組みだと思っています。興味を持ってもらえればそれを一歩深めて
もらえるよう考える。日進月歩のゴルフ業界ですので常に最先端を見つめ、その時代に調和した商品を今後も挑戦し開発して行きたいと思いま
す。
（IOMIC 古東 義崇）
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副会長挨拶
JGGA 副会長就任にあたり

2022年 JGGA 副会長の任を

副会長就任の挨拶

佐野治（ミズノ）

受けるにあたり

出井久幸（ヤマト徽章）

中本光彦（テーラーメイドゴルフ）
この度、副会長に就任する事とな

この度、一般社団法人日本ゴルフ

りましたミズノ株式会社の佐野でご
ざいます。

テーラーメイドゴルフ株式会社で取締

用品協会総会におきまして副会長に

役営業担当副社長を勤めております中本光彦です。気が付け

就任いたしました、ヤマト徽章株式会社

入社以降 OnCourse の営業を15年経験し、その後10

ば2000年よりゴルフ業界にお世話になり早くも21年の月日

長の出井久幸です。弊社の仕事は、ゴルフのコンペ用カ

代表取締役社

年強マーケティング業務、その後10年は、ゴルフ事業か

が経ちました。この4月で22年目の年がスタートするこの時

ップからゴルフ場の競技商品、ゴルフ関連のグッズなど

ら離れておりましたので、ややピントがずれている部分

期に、JGGA 副会長という大役を授かり身の引き締まる思い

を製造販売しており、今後も業界のお役に立ちたいと考

もあろうかと思います。私が入社した1984年当時日本

であります。

えております。

のゴルフ場数は、1500程。その後バブル経済と共にコ

ここ数年はパンデミックで世の中の動きが一変し、今まで

私は平成11年に理事、平成19年に常任理事に就任、講

ースは増え続け、ゴルフ場入場者数も増加の一途でした

普通にできていたことができなくなる経験した事のない時間

習会委員担当、ジュニア委員会の委員長と協会内で様々

がやがてバブル崩壊。ゴルフ場入場者数の低迷、ゴルフ

を過ごしてきました。そのような社会情勢の中、ゴルフ業界

な経験をさせていただき、今回 川松会長から推挙いただ

人口の老齢化とあまりいいニュースがなかった訳ですが、

は屋外でのスポーツで比較的感染リスクが低いとして評価さ

き重責を担うこととなり、身の引き締まる思いです。

皆さまご存知の通り、2020年からのコロナ禍が、逆に

れ堅調にビジネスが推移しているとみています。既にゴルフ

さて、ゴルフは野外での活動ということもあり、新型

世界中でゴルフ業界には、大きな追い風となっています。

をリタイアした方々がもう一度始めてみようとか、新しくゴ

コロナウイルス感染症が収束していない状況下でも、ゴ

バブル期には、新規参入者に対して冷たかった。『トラ

ルフを始めようとする老若男女が日本でのゴルフビジネスを

ルフコース・練習場は大賑わいで、用品販売なども順調

支える原動力となっています。

に推移している様ですが、当協会の運営は皆様に年会費

ック一杯打ってからコースにおいで！！』のような風潮
だったと記憶しています。この今の機会を大事に、スタ

私どもの最大の事業である『JGF』も2020年は一旦中止せ

ーターの方にとって、ゴルフという敷居をどうしたら低

ざるを得ませんでしたが、2021年より装いを新たに再開し

くできるか、知恵を絞り業界全体で市場の拡大を図って

入場者数も徐々に回復する傾向にあります。ウイズコロナの

現状を打開する為にも、理事の皆様にご支援ご協力を

いく事が、非常に重要なのだろうと思っております。

中で新しいライフスタイルが創出されつつあります。テレワ

頂き消費者ニーズを捉えたイベントを行いたいと考えて

ークや時差出勤等のビジネス環境の変化や余暇の過ごしかた

おります。それには強い情熱と使命感を持って、皆様と

も大きく変わっています。これらを大きなチャンスと捉え

共に行動する事が大切だと感じております。また、全会

新会長の川松様とは、自宅近くの焼鳥屋で何度かご一
緒させて頂いた事があり、その縁で今回副会長のお誘い
を頂きました。今後は、微力ながら新会長を支えていく
よう精進致しますので、皆さま宜しくお願い申し上げま
す。

『JGGA』も大きく変革していきましょう。

したが、まだ苦しい状態です。

員が参加できる催しを企画し、交流を図り、協会の一体

この度 JGGA 副会長という立場で川松新会長や役員会・理
事会・会員の皆様と共に協力して新しい流れを作っていきた
いと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

新理事挨拶

の引き上げをご了解いただき、大分先が見えてまいりま

感を作り出したいとも考えております。
川松会長のもと協力してまいりますのでよろしくお願
い申し上げます。

西村理作（つるや）
半世紀以上にわたってゴルフ業界を走り続けて

米山修一（ヨネックスジャパン）

吉田信樹（ヤマハ）

この度、JGGA 理事に就任致しまし

ゴルフ産業界が様々な社会貢

たヨネックスジャパンの米山修一でご

献に一丸となって取組むべきタ

ざいます。諸先輩各位のご指導を仰ぎ

イミングで参画させていただけ

ゴルフ業界の発展に尽くす所存ですのでよろしくお

ることに身が引き締まる思いで、微力ながら

願い致します。

貢献できればと思っております。ご指導よろ
しくお願い致します。

宮山直人（デサントジャパン）
終わりそうで終わらぬコロナ禍、為

まいりましたが、「ゴルフをもっと身近に」という
思いのもと、ゴルフ業界でより貢献できるよう精
進してまいります。宜しくお願い申し上げます。
倉島隆夫（キャロウェイゴルフ）
若い世代の方のゴルフへの参加が増えてきてい
る中、すべてのゴルファーが、少しでも長く、楽
しくゴルフができる環境を、皆様と一緒に作り上

岡田健二（ピンゴルフジャパン）

げていくことに、微力ながら、尽力してまいりたいと思います。

替問題、原価高騰等厳しい環境は続き

この2年間でゴルフを取り巻

ますが、ゴルフ人口増加、業界活性化

く環境は大きな変化を迎えまし

に向け、微力ではございますが尽力して参ります。ご

た。今後の課題として、コロナ

約30年間ゴルフメーカーに在籍し、多くの貴重

が終息した後も、この勢いを絶やすことのな

な経験をさせていただきました。微力ながら、ゴ

いよう、市場の活性化・成長に尽力していき

ルフ用品業界の更なる発展のため、お役に立てれ

指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

たいと思います。

薄井孝正（グローブライド）

ばと思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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2022年度通常総会開催報告
2022年度通常総会は、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240名に対し、出席者41名、委任状128名、合計169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：2021年度事業報告書承認の件
第2号議案：2021年度決算報告書承認の件及び監査報告
第3号議案：2022年度事業計画書承認の件
第4号議案：2022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
◇2021年度事業報告
2021年4月1日〜2022年3月31日までの事業報告説明の要点は、以下の通り。
Ⅰ . 法人の概要

1. 会員の状況
2022年3月31日現在の正会員、賛助会員の数 ①正会員：240社②賛助会員：10社 合計：250社
2. 役員の状況
会長：1名（非常勤）、副会長：2名（非常勤）、常任理事：13名（非常勤）、理事：18名（非常勤）、専
務理事：1名（常勤）、監事：3名（非常勤）※2022.3.31現在
Ⅱ . 主たる事業内容
1. 会員の増強と組織の活性化（総務委員会・広報委員会）
1）年会費値上げについて：2年ほど前より総務委員会で現行年会費の現状を議論し、JGGA の会費
の変更と今後の方向性について検討を重ねてきたが、直近2年ほどはコロナ禍の影響でフェア自
体も収支が読めず、協会収支は2年連続で大幅な赤字となるなど協会自体の存続が危うい状況と
なってきた為、今回約40年ぶりに年会費の値上げに至った。
現状の会員のままの場合の会費年額：16,816,000円
退会の申し出会員14社 年額会費減：▲444,000円
会費基準通りの増加分208社 年額会費増 ＋4,008,000円
個別のお願いでの引上分33社 年額会費増 ＋2,406,000円
今回の会費変更での年額会費増額 ＋5,970,000円
2022年度想定新会費年額 22,786,000円
値上率 135.5%
2）広報紙 JGGA ニュースを隔月奇数月発行（年間6回）
協会の主催事業及び協力事業の報告、各支部の活動報告、各委員会の活動報告、国内外の情報、市
場データの紹介、業界の活性化活動の状況など幅広い情報の中から、隔月に開催される広報委員会に
おいて編集作業を行い適宣掲載した。また会員に対してニュースの送付手段については従来の郵送に
加え、会員窓口の方へのメール送信を行い閲覧の広がりを進めた。2023年1月号からは、SDGs の観
点から紙での発行を廃止し、WEB のみでの配信とする。
3）OFFICIAL HANDBOOK（会員名簿）の発刊：2021年は役員改選の年度の為、「OFFICIAL
HANDBOOK」を発行した。
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。
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教育・研究事業（講習会委員会・流通委員会・製造渉外委員会）
1）第45期ゴルフ用品販売技術者講習会は、コロナウィルスの感染拡大を考慮し、WEB での講習会、e- ラーニングによる認定試験で実施。
会期：WEB 講習会…2021年8月24日（火）〜26日（木）3日間、認定試験…8月27日（金）〜9月10日（金） 15日間
参加費：JGGA 協会員 49,500円、協会員外 71,500円（いずれも税込） ※ WEB での講習会と言う事で、例年と比較し約▲40% の参加
費とした。
会場：AP 市ヶ谷から、各講師による講義を WEB 配信。講習科目：14科目 20時間40分
参加人員：90名 内合格者88名（前回2019年66名）、参加企業21社（同28社）、参加地域 25都道府県（同19都道府県）
※ WEB による開催や参加費も安くなったこともあり、前回比＋24名（136%）の参加となった。
2）各種セミナーの開催
①『ゴルフ用品セミナー』
日時：2022年3月12日（土）13：00〜14：00、会場：パシフィコ横浜 アネックスホール＋ WEB 配信
② R&A セミナー
日時：2022年3月11日（金）16：00〜17：00、会場：英国（講師）、都内（通訳）、横浜（JGF2022）から三元配信
講師：スティーブ・オットー教授（R&A） 英国より
3）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）
①脱廃棄プラスチックに関して：委員会各社に実現可能性のある脱廃棄プラスチックをアンケート調査実施、その結果から対象アイテムを絞
りこみ、流通会員企業への共有と展開の打診を行い、以下の脱廃棄プラスチックアイテム6種を設定した。シャフト袋、ヘッド用エアキャ
ップ、ヘッドカバー用袋、ゴルフボールパッケージ窓部フィルム、手袋パッケージ窓部フィルム、キャディバッグ等袋物アンコ材。これら
のアイテムの廃止、または生分解プラスチック材等代替材料への切り替えを推進すべく、今後も委員会内の情報の共有も含め委員会各社で
取り組みを推進してゆく。
② R&A 用具規則の3つの変更案についての協議
変更案1：パターを除くクラブの最大長を46インチに制限することを認めるローカルルール。
変更案2：ボールの標準総合飛距離テスト時の打ち出し条件の変更。
変更案3：スプリング効果の評価に使用しいる CT 値の許容誤差の変更。
※以上の変更案がゴルフ業界に及ぼす影響を調査し、R&A に対しコメントを送付。特にクラブ長46インチ規制については、JGGA 推奨の計測
方法と R&A 規則での計測方法が違うため、JGGA 側の計測方法の変更も視野に入れ活動をしてゆく。
③ TIP スリーブ模倣品に関する注意喚起：NET 販売を中心に、各社のドライバー用 TIP スリーブの個別販売が散見しているが、その多くが「非
正規品」との注釈付きのものを含め、クラブメーカー純正品ではないことを確認した。純正品以外の使用は、人身及び物損事故につながる
危険性があるため、JGGA ニュース及び HP 上で注意喚起を促した。
4）製造物責任法（PL 法）に係る製品安全対策の推進
①消費生活用製品の製品事故、製品苦情情報への対応：（一財）生活用品振興センター、（一財）製品安全協会より製品事故、製品苦情に関す
る情報提供や生活用品 PL センターインフォメーションなどの活用でそれぞれに連携を図る。
②団体 PL 保険契約（東京海上日動火災）：新規入会会員への紹介を継続し昨年と同じ11社と契約を更新した。
5）物流の共同化に向けた研究（流通委員会）
①「ゴルフ共同配送便」について経緯と現状：
「ゴルフ共同配送便」とは、これまでメーカー各社が得意先（小売店）にそれぞれ送っていた荷
物を提携運送会社が集約し、各店舗への配送を行う仕組み。JGGA ではこの事業を「ゴルフ共配便」と命名し JGGA 推奨事業として2016年
2月より取り組んで来た。2021年末には11社の参画に広がり、配送件数は開始当初の29倍、配送個数は同41倍と大きく伸長。
②「副資材（段ボール）の共同購入について：年10% 前後で値上がりが続いている副資材（段ボール）について、コスト削減及び SDGs の観
点から共同購入が可能かどうか検討を行っている。
3. 需要開発事業（ゴルフフェア委員会・フェア実行委員会・活性化委員会）
1）
「ジャパンゴルフフェア2022」の開催（ゴルフフェア委員会・実行委員会）：JGGA ニュース5月号で既報。
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）：2021年度は2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：2021年6月8日（火）、千葉よみうりカントリークラブ（千葉県市原市）、46組 92名（募集50組 100名）
②中部日本支部：2021年7月29日（木）、GOLF5カントリーみずなみコース（岐阜県瑞浪市）、210名 / ペア105
3）インダストリーカップの開催
①第11回インダストリーカップゴルフ大会東日本会場開催概要：2021年10月12日（火）、茨城ゴルフ倶楽部（茨城県）西コース（貸し切り）、
定員40チーム160名に対し、39チーム156名の申込（8月末現在）、スクラッチ部門12社12チーム48名
②中部日本支部ゴルフ関連企業対抗ゴルフ大会開催概要：中部ゴルフ業界からの地区市場活性化を目的とし、大会を通しての情報交換と交流
を図り業界の発展に寄与する。2021年10月20日（水）、涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）、20組40名（2人1組でチーム構成する）
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4）合同試打会の開催
①西日本支部主催「合同大試打会」開催：JGGA 西日本支部では2022年2月13日（日）にポートアイランドゴルフ俱楽部（神戸市中央区）で
7年振りとなる「合同試打会を」開催した。2022年2月13日（日）10時〜16時、小雨、試打来場者：161名 ※試打メーカーの実績によ
って粗品進呈、試打会参加企業15社32打席
4. 関連団体に対する協力事業
1）
「2021PGA HandaCup フィランスロピー障がい者ゴルフ大会」への賞品提供：昨年に引き続きコロナ禍での開催となったが、参加者及びス
タッフ全員の抗体検査の実施、事前の確認書提。出など徹底した感染防止対策を実施しての開催となった。2021年10月26日（火）、若洲ゴ
ルフリンクス（東京都江東区）、主催日本プロゴルフ協会、参加者7部門合計70名（2020年参加者50名、上肢9名、下肢14名、内部5名、聴
覚15名、上下肢8名、全盲5名、弱視14名）
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
①生活用品 PL センターの製品事故情報の入手。
② ｢模倣輸入品防止マニュアル」の提供と模倣品対策の参考資料。
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：品種別国内出荷数量・金額の統計資料、品種別輸出輸入統計資料、小売販売分析資料、ゴルフ数・延べ利用者
数などの統計資料を整備し、内外部からの問合せに対応した。

「第1回

ウィメンズゴルフ

JGGACUP」開催報告

当協会が主催する「第1回 ウィメンズゴルフ JGGACUP」が、6月7日（火） 紫カントリークラブ あやめ西コース（千葉県野田市）にて開
催された。本大会はこのコロナ禍で増えた約20数万人の女性ゴルファー（矢野経済研究所資料）をサポートするため、趣旨にご賛同をいただいた
38社にご協力、ご協賛をいただき、当協会としては初めてとなる女性限定のゴルフ大会を開催した。
大会当日は、曇り空で時折雨が降る生憎の天候ではあったが、ドレスコードの紫色（ピンクも可）のアイテムを身に着けた、100名の女性ゴル
ファーにご参加いただき、非常に華やかな大会となった。またイベントとして、「下村樹美プロ」、「川崎志穂プロ」両プロによるニアピンチャレン
ジやパターレッスン、JGGA 会員企業による新製品クラブ試打会の開催、表彰式ではクラシックポップスユニット「JEWEL（ジェエル）」による
生演奏会等、ご参加いただいた女性ゴルファーに楽しんでもらえる様な数々のイベントを実施した。
今回初めてのイベントということでいくつかの課題を残したものの、ご参加いただいた女性ゴルファーからは、「非常に楽しかったの」「新しい
ゴルフ友達ができた」
「次回も参加したい」等概ね高評価をいただいており、今回の課題を改善し、次回は更にご満足いただけるイベントにしてゆ
きたい。
■ 「第1回 ウィメンズゴルフ JGGACUP」開催概要
開催日：2022年6月7日（火）
開催会場：紫カントリークラブあやめ西コース
主催：一般社団法人 日本ゴルフ用品協会（JGGA）
運営：JGGA 活性化委員会（委員長 倉島隆夫）、オフィスワイズ
天候：曇り時々雨
参加者：募集100名に対し、参加者100名
協賛：全日本空輸
（ANA）
、JTB、
コーセー
（KOSE）
、BIKI Japan
（アルチビオ）
、
エスポール、阪神交易
（ブッシュネル）
、
リンクス、Mellia、
ビームス
（BEAMS
GOLF）、
モンジー
（monzee）
、
ヴェラス、
アイヴァン
（EYEVOL）
、石田老舗
（クレームデラクレーム）
、
ゴールドエイト、V12、
プロンプト
（ジェミー）
、福寿園、大
同リミテッド
（ニューヨーカー）
、III Three、
日新化工、Trust Golf、
ミズノ、二木ゴルフ、
ブリヂストンスポーツ、
キャロウェイゴルフ、
ダンロップスポーツマーケティ
ング、
キャスコ、藤倉コンポジット、
ヤマハ、
マジェスティゴルフ、
デサントジャパン、
ライト、朝日ゴルフ
（イーグルビジョン）
、
フォーティーン、
テーラーメイドゴルフ、
ピ
ンゴルフジャパン）
順不同、法人格省略）
協力：紫カントリークラブ あやめコース
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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、
「コロナ参入・リタイアゴルファー実態調査2022」を発表した。調査実施の目的として、①コロナ期を2020年１月
〜2022年１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」などについて分析を行う。②コロナ期に新たに
ゴルフを始めた「新規参入ゴルファー」の参入容易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を抽出する。③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を抽出する。ためにおこなわれた。
調査手法はインターネット消費者モニター調査、調査期間は2022年１月15日〜1月１8日、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。
【調査結果サマリー（調査結果に基づく国内ゴルファー数の推計）】
これまで同様の調査を2020年7月（第一回調査）
、2021年3月（第二回調査）の2回にわたり実施してきた。第二回調査実施時の結果、その時
点でのゴルフ参加人口を847万5100人と推計算出。
〈コロナ期の新規参入ゴルファー、休眠復活ゴルファー数は約81万人と推計〉
−コロナ新規参入ゴルファー、コロナ休眠復活ゴルファーの内訳（第二回調査より）−
2020年7月
（第一回）
調査時の推計値

2021年3月
（第二回）
調査時の推計値

合計

コロナ新規参入ゴルファー

58,700

193,900 252,600

コロナ休眠復活ゴルファー

107,100

234,300 341,400

合計

165,800

428,200 594,000

そして今回（第三回）の調査を実施したデータに基づくコロナ新規参入ゴルファー、休眠復活ゴルファーの推計値は下記の通りとなった。
2020年7月
（第一回）
調査時の推計値

2021年3月
（第二回）
調査時の推計値

2022年1月
（第三回）
調査時の推計値

コロナ新規参入ゴルファー

58,700

193,900

131,200 383,800

コロナ休眠復活ゴルファー

107,100

234,300

84,800 426,200

合計

165,800

428,200

216,000 810,000

合計

今回調査結果から得られた「コロナ新規ゴルファー」及び「コロナ休眠復活ゴルファー」の大雑把な動向は以下の通りである。
①「コロナ新規参入ゴルファー」
「コロナ休眠復活ゴルファー」いずれも前回調査（第二回）よりも増加率は下落しているものの、引き続き増加基
調にある。
②第三回調査では「コロナ新規参入ゴルファー」の増加率の方が高く、両者の構成比は「ほぼ半々」となっている。
〈コロナリタイアゴルファーは約7万人と推計。前回比で大幅減〉
本資料では、前回同様コロナ期前（2020年1月以前）までは定期的にゴルフを楽しんでいたものの、それ以降はゴルフをしていないゴルファー
を「コロナリタイアゴルファー」と定義しているが、今回の調査では約7万人と推計した。第二回調査（2021年3月調査）では約94万人のコロナ
リタイアゴルファーが存在する、という推計値であったから、この10か月の間で約87万人がゴルフを再開したと、という計算になる。前回（第
二回）調査では、コロナリタイアゴルファーの中で「今後ゴルフを再開することはないだろう」と回答した「完全フェードアウト組」は全体の7.4
％であった。この数値と上述した約94万人とを用いて計算すると6万9500人程度となり、今回の推計値とほぼ符号が一致する。つまり、今回の
調査で「コロナの影響がゴルフをリタイアしていた人のうち、“ 再開意欲を持っていた人 ” の殆どが再開した」ことが明らかになった。
まとめると、
①2021年3月時点のゴルファー数：847万5,100人
②コロナ参入ゴルファー数：38万3,800人
③コロナ休眠復活ゴルファー数：42万6,200人
④コロナリタイアゴルファー数：7万560人
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⑤現在のゴルファー数：921万4,500人（2021年3月比で73万9,540人増加）
新規参入及び休眠復活ゴルファーが引き続き増加基調であること、コロナリタイアゴルファーの多くがゴルフを再開したことから、今回初めて
国内ゴルファー数が増加したと推計される結果を得た。あくまでもインターネット消費者調査の結果をべーすとした拡大推計であり、より精度の
高い国内ゴルファー数を推計算出するためには更に多面的な調査を実施する必要があることは言うまでもないことであるが、この数値は当社が町
さ、分析を行っているゴルフ用品市場の各種データ、ゴルフ関連企業及び団体、政府が発表している各種統計データと一致していると言って差し
支えないものと判断する。
〈
「参入促進の仕組化」「育成（啓蒙啓発）」が産業にとっての新たな課題〉
今回の調査で第三回目となった「コロナ参入・リタイアゴルファー実態調査」であるが、今回も新規参入及び休眠復活ゴルファーは「増え続け
ている」という結果になった。2021年12月に日本国内で感染者が減少し人々の生活が「元に戻りつつ」あった際には、一部業界関係者より「来
場者数、来店客数が鈍り始めた」「コロナによって業界にもたらされた “ コロナバブル ” も終焉を迎えた」とする声が上がっていたこともあり、も
しかしたら今回の調査で減少に転じるのでは？ というシナリオも想定していたが、幸いなことにそのような悲観的な結果とはならなかった。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大により図らずもゴルフ産業がある種の「追い風」を受けて始めてから既に二年が経過している。こ
の間に果たしてゴルフ産業として「新規ゴルファーを持続的に創出する仕組み」の構築や「新規ゴルファーの育成の “ 仕組化 ”」が構築されたか？
という点については「未だ道半ば」というのが実情ではないだろうか。これまでの調査結果が示している通り、ゴルフ産業で悲願であった「新規
ゴルファーの増加」は現実のものとなった。しかしながらそれはこれまで繰り返し指摘してきたように新型コロナウイルス感染拡大がもたらした
「偶発的な結果」と言える。また生活者視点に立脚した場合は「生活が制約を受けたが故の “ 消去法的選択 ”」によって増加したに過ぎないことを
肝に銘じなければならない。現在も引き続いているこの「偶発的な結果」を産業自ら戦略・戦術展開によって如何に持続可能なものとするのか。前
回調査のサマリーでも「持続的な産業発展を実現するための最大の最後のチャンス」と指摘したが、その「チャンス」は現在も引き続いている。今
後の業界関係者の戦略展開と戦術実行に大いに期待したい。

JGGA イベント情報
1. 「第46期ゴルフ用品販売技術者講習会」開催概要
日程：講義／2022年8月23日（火）〜25日（木）の3日間（ZOOM にてリモート講義）、認定試験／e ラーニングシステム 8月26日（金）
会場：ＡＰ市ヶ谷からリモート講義 + 後日 e ラーニングシステムで受験
科目・時間・講師について：科目数は現行の14科目とし、全科目で認定試験を実施。講義時間は44期と同じく20時間40分。認定試験／受講者全
員に「ID」
「PW」を発行し、上記期間内に e ラーニングシステムにて受験。各科目共80％以上の正解率で合格とする。
募集人員：80名（全体で最大100名程度までは可能）、募集開始：5月初旬から開始。定員に達し次第締め切る、費用：JGGA 会員49,500円、非
会員71,500円（いずれも税込）。その他：前回同様、キャリア形成促進助成金の案内も行う。
2. 「第12回 東日本支部インダストリーカップゴルフ大会」の開催概要
開催日時：2022年10月21日（金）、袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（貸し切り）、募集人数：40組160名 1チーム4名でのエントリー
当日費用：19,936円（税込、1R キャディ付プレー費、懇親会費、昼食は別途）
参加費：①スクラッチ部門33,000円 /1チーム、②アンダーハンディ部門22,000円 /1チーム、申込締切日：7月末
3. 「第11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：2022年10月26日（水）、涼仙ゴルフ倶楽部（三重県いなべ市）、募集人数：10組40名、参加費：21,000円 / 人
4. 「第7回 東日本支部ペア・スクランブルゴルフ大会」の開催概要
日程：2022年7月29日（金）、坂東ゴルフクラブ、募集人員：40ペア 80名（最大50組100名）
参加費用：13,000円（税込 1R セルフプレー代、昼食、参加費含む））競技終了後のパーティ無。
5. 「第7回 中部日本支部ペアスクランブルゴルフ大会」
日程：2022年7月26日（火）、ゴルフ5カントリークラブ みずなみコース（岐阜県瑞浪市）、募集人数：２人ペア100組200名
参加費：13,000円 /1人、イベント：合同試打会開催
6. 「第3回 西日本支部ペアスクランブルゴルフ大会」の開催について
日程：2022年6月23日（木）、ダンロップゴルフコース（兵庫県神戸市）、募集人員：ペア40組 80名、参加費用：12,160円 /1人
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vol.7

業界リレー
インタビュー

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）

2022年4月1日〜 2022年5月31日
株式会社有賀園ゴルフ

高崎本店

副主任

松田 葵さん
Q1. いつからゴルフを始めたか

２年前

ドライバー市場では4月に入り全スペックが出揃った
「ロー
グ ST マックスシリーズ」
がテーラーメイド
「ステルスシリー
ズ」
を交わしてトップに。ドライバートップ5はすべてキャロ
ウェイとテーラーメイドの商品で占められるという結果となっ
た。アイアンは4月に発売されたテーラーメイド
「ステルスシ
リーズ」
がトップ、
ボールはマークダウン販売された本間
「D1

Q2.ラウンド頻度又は練習場頻度 / 月ベース

年2～3回

20」がトップ、新製品の
「D1 22」が2位と相変わらずの強さ
を見せている
DRIVER 1位＝ROGUE ST MAX SERIES

Q3. 好きなプロゴルファー

今平周吾

DRIVER BEST５

メーカー名

1

ROGUE ST MAX SERIES

CALLAWAY

Q4.ゴルフを始めたきっかけ

2

STEALTH SERIES

専門店に勤めている為

3

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

プレー中のマナー

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

もっとSNSやYouTubeを活用する

Q7. 今後のゴルフの目標

順位

順位

FW ＆ UTILITY BEST５

メーカー名

1

STEALTH SERIES

TAYLORMADE

TAYLORMADE

2

ROGUE ST MAX FW SERIES

CALLAWAY

ROGUE ST MAX D SERIES

CALLAWAY

3

G425 HYBRID SERIES

PING

4

STEALTH HD SERIES

TAYLORMADE

4

STEALTH SERIES

TAYLORMADE

5

SIM2 SERIES

TAYLORMADE

5

G425 FW MAX SERIES

PING

順位

IRON BEST５

メーカー名

WEDGE BEST５

メーカー名
TITLEIST

順位

1

STEALTH SERIES

TAYLORMADE

1

VOKEY DESIGN SM9
WEDGE SERIES

2

I525 SERIES

PING

2

RTX ZIPCORE WEDGE
SERIES

CLEVELAND

3

XXIO 12 SERIES

DUNLOP

3

DJ-5 SERIES

FOURTEEN

4

XXIO 12 L. SERIES

DUNLOP

4

MILLED GRIND3 WEDGE
SERIES

TAYLORMADE

5

ROGUE ST MAX SERIES

CALLAWAY

5

VOKEY DESIGN SM8
WEDGE SERIES

TITLEIST

PUTTER BEST５

メーカー名

とりあえず100を切りたいです
BALL BEST５

メーカー名

1

HONMA D1 20
BT2001L,BT2001H OP

HONMA

1

WHITE HOT OG SERIES

ODYSSEY

2

HONMA D1 22 BT2201 OP

HONMA

2

TP COLLECTION
HYDROBLAST SERIES

TAYLORMADE

3

PRO V1 21 OP

TITLEIST

3

TRI-HOT 5K SERIES

ODYSSEY

4

PRO V1 21 X OP

TITLEIST

4

PING 2021 SERIES

PING

5

BRIDGESTONE GOLF TOUR
B XS 22 OP

BRIDGESTONE

5

SC SELECT 20 SERIES

TITLEIST

順位

上司の方からのひとこと
自身がゴルフを楽しむ事で、
お客様とのコミュニケーションが
取り易くなった様子が見られます。
今後も、
ゴルフも仕事も頑
張って下さい。
（高崎本店 店長 鈴木一也さん）

順位

