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打球音やフィーリングまでも追求。

空力シミュレーション 弾道シミュレーション

インパクト時の衝撃や打球音、スイング挙動やシャフト
振動をデジタル解析。クラブとボールの構造や素材を追
求することで、心地よい打球音や衝撃力などゴルファー
の感性をさらに満足させる快適レスポンスと好フィーリ
ングのゴルフギアを生み出します。

人体モデル
シミュレーション

体重移動
シミュレーション

負荷・疲労
シミュレーション

シャフト
フィーリング
シミュレーション

サウンド
シミュレーション

打球感
シミュレーション

シャフトシミュレーションスイングシミュレーション飛びのエネルギー伝達をとらえる。
1万分の5秒というインパクトの瞬間に"飛び"を決定づ
ける要因であるクラブヘッドからボールに伝わる力、エ
ネルギーを1億分の1秒ごとにデジタル解析。そのデー
タに基づき、クラブとボールの構造や素材をデジタル設
計し、さらなる飛距離を生み出します。

スピンの発生メカニズムを解明。
1万分の5秒というインパクトの瞬間に刻々と変化してい
くボールとクラブの接触面の力、内部の変形、応力による
スピンの発生メカニズムをデジタル解析。構造や素材の
微妙な違いによるスピン量の変化をシミュレーションし、
さらなる大きな飛距離と方向安定性を生み出します。

ヒトへの
拡がり

まやフィーリングま

デジタルフィール
シミュレーション

ムの発生メカニズム

デジタルスピン
シミュレーション

をエネルギー伝達を

デジタルパワー
シミュレーション

テクニカルプラットフォーム
－ モノ・機能を解析 －

－ ヒト・感性を解析 －

感性への
拡がり

デジタルインパクト

「デジタルインパクト」

デジタルインパクトⅡ

ダンロップ独自のシミュレーションテクノロジー

インパクト後
への拡がり

インパクト前
への拡がり

わずか1万分の5秒。このインパクトの瞬間のクラブヘッドやボールの挙動を「止めて観る」、
「内部の様子を観る」、「細部を拡大して観る」ことを可能にしたのが「デジタルインパクト」です。
1億分の1秒ごとに細分化して解析する、この高精度のシミュレーション技術によって、
クラブやボールなどの開発に大きな成果をあげてきました。
そして、「デジタルインパクトⅡ」は人間の感性やフィーリングの世界にまで解析領域を
拡げるなど、進化・発展を続けています。すべては、ゴルファーの夢の実現のために。

ヒューマンプラットフォーム

DUAL SPEED TECHNOLOGY
飛びの常識を変えた

デュアル スピード テクノロジー

ヘッドスピードとボールスピードがアップすれば飛距離は伸びる。

シャフトの軽量・手元重心化や、手元まで

しなる剛性設計、さらにグリップの軽量化などにより、

肩を中心としたスイング慣性モーメントを小さくする

ことでヘッドスピードアップ

ヘッドスピードアップ テクノロジー

ヘッド重量アップによる運動エネルギーのアップや

フェースの薄肉化とフェース薄肉部分の

拡大による反発性能アップ、さらに

スイートエリアを拡大させることでボールスピードアップ

ボールスピードアップ テクノロジー

デュアル スピード テクノロジーをターゲットゴルファーにアジャスト

ヘッドスピードアップ
テクノロジー

ボールスピードアップ
テクノロジー

主に振りやすさによるヘッドスピードアップ効果を高め、

スイートエリアを拡大することでボールスピードをアップ

主にヘッド重量を重くすることで

運動エネルギーを高め、ボールスピードをアップ

ヘッドスピード 遅い速い

ボールスピードアップ テクノロジーを重視 ヘッドスピードアップ テクノロジーを重視
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インターナショナル・フレックス・コード
60g台（S）を表記しています。

※Miyazaki Mahanaのみ50g台（S）

Tour AD VR
IFC 6546

性能特性を5タイプに分類
先端からそれぞれ36、26、16、6インチの位置の剛性（硬さ）を1から9までの9段階に数値化（数字が大きく
なるほど剛性が高いことを意味する）し、それを並べて4桁の数字としてシャフト先端部分に表記。これによって
それぞれのシャフトの性能特性は次のように大きく5タイプに分類できます。

フィッティングの精度を高めるフレックスの概念
「インターナショナル・フレックス・コード」

◆ インターナショナル・フレックス・コード搭載シャフト例 ※シャフト重量はカット前重量。W#1は46インチ仕様。

INTERNATIONAL FLEX CODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A R S X XX

▼インターナショナル・フレックス・コード

▲一般的なフレックスコード

X、S、Rといった従来のフレックス表示に代わり、下のようにシャフト全体を4カ所に
分割し各部の相対的な硬さを1～9の数値で表したのがインターナショナル・フレッ
クス・コードです。部分的剛性設計による性能特性を4桁の数字でわかりやすく
表記したことにより、ゴルファーやスイングのタイプに合わせ、より正確でキメ細かい
フィッティングが可能になります。

▼

グリップ側（BUTT） ヘッド側（TIP） ▼

【 4桁目 】
TIP付近の硬さ

【 1桁目 】
BUTT付近の硬さ

【 2桁目 】
BUTT寄り中間付近の硬さ

【 3桁目 】
TIP寄り中間付近の硬さ

※インターナショナル・
　フレックス・コードは
　シャフト本体に記載
　されています。

MIYAZAKI 硬度 調子 重さ（g） トルク インターナショナル・
フレックス・コード

MIZU 7
X 中 70 3.8 7776

S 中 67 3.8 6665

MIZU 6
X 中 61.5 4.0 7766

S 中 60 4.0 6655

MIZU 5
S 中 53.5 5.0 5545

SR 中 52 5.0 4434

手元から先端まで
剛性変化が小さいタイプで、
全体が素直にしなるため
大きなクセがなく、中高弾道の
安定した球筋が得られます。

クセのない「水平型」2

硬

硬
さ

軟

手元 先端

Miyazaki MIZU

硬度 調子 重さ（g） トルク インターナショナル・
フレックス・コード

S 中 54 5.0 5433

SR 中 52.5 5.0 5333

R 中 51 5.0 4323

硬

硬
さ

軟

手元 先端

中央部がしなるタイプで、
切り返しやインパクトが安定し、
ヘッドスピードが
アップしやすくなります。

ヘッドスピードが上がる「谷型」5
Miyazaki Mahana

高い弾道の「左上がり型」3

MIYAZAKI 硬度 調子 重さ（g） トルク インターナショナル・
フレックス・コード

KIRI 7
X 先中 71 3.8 7765

S 先中 68.5 3.8 6654

KIRI 6
X 先中 63.5 4.0 7755

S 先中 60 4.0 6644

KIRI 5
S 先中 54.5 5.0 6634

SR 先中 54.5 5.0 5534

先端側がしなるタイプで、
先端でタメを生み出し、
鋭い振り抜きにより、
ボールがつかまりやすくなります。

硬

硬
さ

軟

手元 先端

Miyazaki KIRI

Miyazaki KORI

力強い弾道の「右上がり型」1

手元側がしなるタイプで、
思い切り叩いても
つかまりすぎず、
ボールの高さを抑えた
力強い弾道が得られます。

硬

硬
さ

軟

手元 先端

MIYAZAKI 硬度 調子 重さ（g） トルク インターナショナル・
フレックス・コード

KORI 7
X 手元 71 3.8 5688

S 手元 68.5 3.8 4577

KORI 6
X 手元 63 4.0 5677

S 手元 61.5 4.0 4566

KORI 5
S 手元 54.5 5.0 3466

SR 手元 54.5 5.0 3455

中弾道でつかまる「山型」4
KAULA 硬度 調子 重さ（g） トルク インターナショナル・

フレックス・コード

MIZORE 8 X 中手元 83 2.7 7897

MIZORE 7
X 中手元 74 2.9 6786
S 中手元 73 2.9 5665

MIZORE 6
X 中手元 66 3.4 5776
S 中手元 65 3.4 4665
SR 中手元 62 3.4 4554

MIZORE 5
S 中手元 57 3.8 4565
SR 中手元 55 3.8 3443
R 中手元 54 3.8 2442

手元側と先端側が
しなるタイプで、
しっかり感がありながらも、
つかまりも良くなります。

硬

硬
さ

軟

手元 先端

Miyazaki Kaula MIZORE

Miyazaki Kaula MIZORE
IFC 4665

Miyazaki Kaula KORI
IFC 4466

KUROKAGE XD
IFC 5665

Diamana DF
IFC 5554

S H A F T  P O S I T I O N I N G  M A P

Speeder EVO V
IFC 6657

Miyazaki Kaula KIRI
IFC 6644

Miyazaki Mahana
IFC 5433

Miyazaki Kaula MIZU
IFC 5554

The ATTAS
IFC 4645

Miyazaki KORI
IFC 4566

Miyazaki MIZU
IFC 6655

Miyazaki KIRI
IFC 6644

力強い弾道の
［右上がり型＝フェード］

（つかまり弱）
硬

硬
さ

軟
手元 先端

高い弾道の
［左上がり型＝ドロー］

（つかまり強）
硬

硬
さ

軟
手元 先端

中弾道でつかまる
［山型＝しっかり感］
硬

硬
さ

軟
手元 先端

ヘッドスピードが上がる
［谷型＝しなり感］
硬

硬
さ

軟
手元 先端
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フェース左右方向に芯を拡大

フェース上下方向に芯を拡大

●ソールのヒール側に配置した
　「ソール溝」

●フェースのトウ側を薄肉化した
　「フェース極薄部」

●フェースの上下をさらに薄肉化した
　「上下薄肉フェース設計」

●クラウン側トウ・ヒール部を薄肉化した「ウイングボディ」
●強度を高めた「カップフェース構造」

「身体にかかる力」を抑え、打点のバラツキを低減。

芯に“集める” Smart Impact Shaft

※当社計測データ

※イメージ図

東レ（株）との共同開発により、高弾性カーボン「TORAYCA®」に業界最小クラスの樹
脂量15％の「NANOALLOY®」技術適用樹脂を組み合わせた素材を開発。これに
より高い性能を維持し、極限までの軽量化を実現。

『NANOALLOY®（ナノアロイ®）』技術とは、複数のポリマーをナノメー
トルオーダーで微分散させることで、従来材料と比較して飛躍的な
特性向上を発現させることができる東レ（株）独自の革新的微細構
造制御技術です。
※ TORAYCA®は東レ㈱の高性能炭素繊維です。
※ NANOALLOY®は東レ㈱独自のテクノロジーです。

世界初 軽量化素材の採用

打点のバラツキ打点のバラツ打点打点打点点点点のバのバのバのバババラツラララ打打打点打点打点点点点点点のバのバのののバのバラララララララ

28
キツキラツラララララ

8888888888888％低減
従来比

高強度、高弾性カーボンを積層 ダンロップ独自の設計

ユーザーの打点分布とフェース、ボディの剛性を徹底分析することで、
さらなる反発性能強化を実現。

芯を“高める” Hi-Energy Impact Head

※当社計測データ

●小さくした厚肉部
●拡大させた薄肉部

フェース中央部の厚肉部を小さく、上下の
薄肉化をさらに進めた肉厚フェース設計

反発エリア反発エリリリアエ反発反発反発反反反 エリリリエリエリエリリリリリリリ反発反発反発発発反発反反反反 リリリリリリリリ

34
アアリリリリ

44444444444％アップ
従来比

シャフトのたわみを大きくし
て身体にかかる力を抑え、安
定したスイングで、打点のバ
ラツキを低減する。

TRUE-FOCUS IMPACTで飛ばす。
飛びの“芯食い”体験 2つのテクノロジーの相乗効果「TRUE-FOCUS IMPACT」により、芯で打つ確率が高まり、飛距離アップを実現。

2000年に誕生して以来、その最高の飛びと打ちやすさ、爽快感が多くのゴルファーから支持され、
日本のトップブランドの地位を築いてきました。これからも精緻で革新的な独自技術をもって
世界のすべてのゴルファーに満足いただける製品を開発し提供して参ります。

YOUR PRESTIGE PARTNER　～ あなたのすばらしきパートナーとしてあり続けます ～

2000年に誕生して以来、その最高の飛びと打ちやすさ、爽快感が多くのゴルファー

最高の飛びと打ちやすさで、
ゴルフの歓びを極めたい。

クラブの基礎知識

硬度調子トルク重さ

ライ角

ネック長

シャフト軸

フェース幅

重心距離重心距離
重心重心

重心深度

ヘッド厚

重心

SS高さ
（フェース面）重心高さ

ロフト角

フェース
プログレッション

フェース厚
（シャフト軸）
※地面に対して
　垂直な軸線

フェラル（ソケット）

トレーリングエッジ

ラウンドソール

フェース
プログレッション

重心高さ SS高さ（フェース面）

ホーゼル

ライ角

ヒール

スコアライン（フェースライン）

バーチカルライン

シャフト軸

トップライン

重心距離

リーディングエッジ重心深度

トップライン

バックフェース

フェラル（ソケット）

トウ

ロフト角

重心

スイート
スポット

重心重心

　2010年より新しい溝の規則が施行されました。この規則は､溝の体積と
溝の縁の鋭さを制限するものです。溝の体積を制限する規則は､すべてのクラブ
（ドライバーとパターを除く）に適用されます。溝の縁の鋭さの制限はロフト角
25度以上のクラブ（一般に､標準的な5番アイアン以下のクラブ）に適用され
ます。一般ゴルファーにつきましては､2009年までのモデルで旧規則に適合
しているクラブを少なくとも2023年12月31日までは引き続き適合クラブと
して使用することができます。それまでの期間は新しい溝の規制に適合する
クラブの使用が「競技の条件」で義務付けられるのは､プロツアー（2010年～）や
一部のエリートレベルのアマチュア競技会（2014年～）だけとなります。

キャビティバック ポケットキャビティフラットバック

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 ～ 2024年 2025年 2026年

■ 「溝の規則」施行スケジュール

※2010年12月末時点でのルール内容

2010年1月1日～

2014年1月1日～

2024年1月1日～

主要なプロフェッショナルツアー

プロフェッショナル下部ツアーと
エリートレベルのアマチュア競技会

一般ゴルファー

ロフト角（リアルロフト）
　シャフトの中心線に対してのフェース面の
傾斜角のことで、それぞれのヘッドスピード
や入射角に合わせて選ぶことが大切です。

ライ角
　フェースを目標に対してスクエアな状態
にしてアドレスした時のシャフトの中心線
と地面との角度を指し、この時の角度が
大きいものをアップライト、小さいものを
フラットと呼びます。

フェースプログレッション
　シャフトの中心線の延長線からリーディ
ングエッジまでの水平距離を指し、一般に
はこの数値が大きいほうがボールが上がり
やすく、小さい方がボールがつかまりやすく
なります。

重心距離と重心位置
　重心距離はシャフトの中心線の延長線
上からヘッドの重心までの垂線の距離を
指し、重心深度はリーディングエッジから
ヘッドの重心までの水平距離を指します。

　主にバックフェースのデザインに
より、フラットバックやキャビティバック、
ポケットキャビティ、中空構造などが
あり、ターゲットユーザーに合わせて
モデル毎に最適な形状を採用してい
ます。

トルク（ねじれ）
　シャフトのねじれ度合いのことで、
ターゲットユーザーに合わせてモデル
毎に最適な値に設定しています。

フレックス（硬さ）
　シャフトの硬さのことで、一般には
硬い順にX、S、SR、Rなどで表示し
ています。

キックポイント（調子）
　シャフトが最大に湾曲するポイント
のことで、その位置により、手元調子、
中調子、先調子などのタイプがあり
ます。

ウエイト（重量）
　シャフト単体の重量のことで、それ
ぞれのターゲットユーザーに合わせて
最適な重量に設定しています。

クラブの各部名称

シャフトの各部名称 「溝の規則」について

アイアンのヘッド形状

クラブの各部やスペックにはそれぞれの機能があり、
自分に合ったクラブを選ぶうえではこれを正しく理解しておくことが大切です。

クラブをお選びの際は、
力の強さや技量に合った
ものをお選びください。

●危険防止のため、P65の注意事項もお読みください。

ご自身の力に比してシャフトが過度に軟らか
いものをお使いになるとクラブが折損すること
があります。

※ カタログで表示の重量などは設計値です。実測値が設計値と
若干異なる場合がありますのでご了承ください。

中空構造
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ネイビー

ゼクシオ テン
ドライバー
ゼクシオ MP1000
 カーボンシャフト
1本（＃1）
¥80,000＋税

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈27g/口径65〉

表

裏

ネイビー

表

裏

レッド

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s
 R2 32m/s ～ 38m/s

ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

レフトハンドモデルあり
➡P24

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 （ドライバー）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ/クラウン：8-2チタン＋SUSウエイト
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：HT1770M　ボディ/ソール：マレージング鋼

ヘッド製法 （ドライバー）フェース：鍛造　ボディ：真空精密鋳造
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：鍛造　ボディ/ソール：ロストワックス精密鋳造

仕上げ
ミラー＋セラミックショット＋サテン仕上げ
（ネイビー）高輝度メタリックブルー グラデーション偏光塗装　バッジ：シルバー（ドライバーのみ）＋ネイビー
（レッド）高輝度メタリックレッド グラデーション偏光塗装　バッジ：シルバー（ドライバーのみ）＋レッド

番手
ドライバー フェアウェイウッド ハイブリッド
＃1 ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9 H3 H4 H5 H6

ロフト角（°） 8.5 9.5 10.5 11.5 15 16.5 18 20 23 18 20 23 26
ライ角（°） 59 58 58.5 59 59.5 60 59.5 60 60.5 61

ヘッド重さ（g） R 196 208 213 217 222 226 227 232 238 243
ヘッド体積（cm3） 460 186 174 161 146 128 118 122 125 123
クラブ長さ（インチ） 45.75 43.25 42.75 42.25 41.75 41.25 40.75 40.25 39.75 39.25

バランス D6（S）  D6（SR）  D5（R）  D5（R2） D4（S）  D4（SR）  D3（R）  D3（R2） D2（S）  D2（SR）  D1（R）  D1（R2）
クラブ重さ（g） R 270 279 282 286 290 294 314 318 322 326

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●（フェアウェイウッド・ハイブリッド）新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

すべてのゴルファーに「飛びの芯食い体験」を。
ゼクシオ テン ウッド。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク
＃1

8.5 9.5 10.5 11.5
S 中 45 6.2 △ ● ● △

SR 中 43 6.3 △ ● ● △

R 中 40 6.4 △ △ ● ●

R2 中 39 6.5 △ △ △ △

※重さは装着重量です。 レッド

ネイビー

レッド

飛びのテクノロジー

飛びのテクノロジー

飛びのテクノロジー

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s
 R2 32m/s ～ 38m/s

ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオ テン
フェアウェイウッド
ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト
1本（＃3、4、5、7、9）
¥53,000＋税

ネイビー

ネイビー

レッド

レッド

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈27g/口径65〉

ネイビー

レッド

表

裏

ネイビー

表

裏

レッド

ネイビー レッド

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9
S 中 45 6.0 ● ● ● ● △

SR 中 43 6.1 ● ● ● ● △

R 中 40 6.2 ● ● ● ● ●

R2 中 39 6.3 △ △ △ △ △

※重さは装着重量です。

レフトハンドモデルあり
➡P24

レフトハンドモデルあり
➡P24

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s
 R2 32m/s ～ 38m/s

ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオ テン
ハイブリッド
ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト
1本（H3、H4、H5、H6）
¥38,000＋税

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈38g/口径65〉

ネイビー

レッド

表

裏

ネイビー

表

裏

レッド

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク H3 H4 H5 H6
S 中 51 4.4 ● ● ● ●

SR 中 48 4.5 ● ● ● ●

R 中 45 4.6 ● ● ● ●

R2 中 44 4.7 △ △ △ △

※重さは装着重量です。

ネイビー レッド

重心位置をさらに低く深く、
力強い高弾道で大きな飛び。
バッジ一体化ウエイトを従来モデルより
後方に配置することで、さらなる深重心化と
慣性モーメント拡大を実現。さらにクラウン
部の薄肉軽量化により創出した余剰重量を
効果的に配置することで、力強い高弾道で
大きな飛びが得られます。

シャローバック形状

バッジ一体化
ウエイト

ライトウエイトクラウン

サウンドリブ設計

6分割バルジ＆ロール

ネイビー

XX10W レッド

XX10REDW

XX10FW

XX10REDFW

XX10HB

XX10REDHB
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 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

Miyazaki Waena カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 （ドライバー）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ/クラウン：8-2チタン＋SUSウエイト
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：HT1770M　ボディ/ソール：マレージング鋼

ヘッド製法 （ドライバー）フェース：鍛造　ボディ：真空精密鋳造
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造

仕上げ 高輝度メタリックブラック塗装　ミラー＋セラミックショット＋サテン仕上げ
バッジ：（ドライバー）シルバー＋ブラック、（フェアウェイウッド・ハイブリッド）ブラック

番手
ドライバー フェアウェイウッド ハイブリッド
＃1 ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9 H3 H4 H5 H6

ロフト角（°） 8.5 9.5 10.5 15 16.5 18 20 23 18 20 23 26
ライ角（°） 59 58 58.5 59 59.5 60 59.5 60 60.5 61

ヘッド重さ（g） S 196 211 216 220 225 229 228 233 239 244
ヘッド体積（cm3） 460 186 174 161 146 128 118 122 125 123
クラブ長さ（インチ） 45.5 43 42.5 42 41.5 41 40.5 40 39.5 39

バランス D3（S）   D3（SR）   D3（R） D2（S）   D2（SR）   D1（R） D1（S）   D1（SR）   D0（R）
クラブ重さ（g） S 294 304 308 312 315 319 331 335 339 344

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●（フェアウェイウッド・ハイブリッド）新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

ほどよい重量感で叩いて飛ばせる
ゼクシオ テン ドライバー
Miyazaki Model。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク
＃1

8.5 9.5 10.5
S 中 53 5.2 △ ● ●

SR 中 50 5.3 △ △ ●

R 中 48 5.4 △ △ △

※重さは装着重量です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常対応、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9
S 中 49 5.1 ● △ ● ● △

SR 中 46 5.2 ● △ ● ● △

R 中 44 5.3 △ △ △ △ △

※重さは装着重量です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常対応、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク H3 H4 H5 H6
S 中 58 3.5 ● ● ● △

SR 中 56 3.6 ● ● ● △

R 中 54 3.7 △ △ △ △

※重さは装着重量です。

ゼクシオ テン Waena専用
DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈38g/口径61〉

ゼクシオ テン Waena専用
DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈41g/口径61〉

ゼクシオ テン Waena専用
DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈41g/口径61〉

ゼクシオ テン
ドライバー
Miyazaki Model

ゼクシオ テン
フェアウェイウッド
Miyazaki Model

ゼクシオ テン
ハイブリッド
Miyazaki Model

Miyazaki Waena カーボンシャフト
1本（＃1）
¥80,000＋税

Miyazaki Waena カーボンシャフト
1本（＃3、4、5、7、9）
¥53,000＋税

Miyazaki Waena カーボンシャフト
1本（H3、H4、H5、H6）
¥38,000＋税

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

Miyazaki Waena カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

Miyazaki Waena カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

手元重心設計で振りやすさを
向上させたMiyazakiシャフト。
MP1000シャフトのテクノロジーをベースに、適度な
重量感とやさしさを両立させたプレミアムシャフト。

W#1（S） ゼクシオ テン
Miyazaki Model 差 ゼクシオ テン 

MP1000

クラブ重さ（g） 294 ＋24 275
クラブ長さ（インチ） 45.5 －0.25 45.75

バランス D3 －3 D6
ヘッド重さ（g） 196 ±0 196

シャフト重心※（mm） 490 ±0 490
シャフト重さ（g） 53 ＋8 45
グリップ重さ（g） 38 ＋11 27

■ Miyazaki Waena カーボンシャフト

グリップ側

▼Sシャフトでの比較

ヘッド側

Miyazaki Waena

ゼクシオ MP1000

53g
45g

重 量

5.2
6.2

トルク

490mm
490mm

重心位置※

※シャフトのButt側エンド部からの距離

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

表

裏

表

裏

表

裏

詳しくはWEBをご覧ください。

ゼクシオ テン クラフトモデル 検索

オールブラック塗装の精悍な特注対応ヘッド
ゼクシオ テン ドライバー クラフトモデル。

飛びのテクノロジー

特注対応ゼクシオ テン ドライバー クラフトモデル

飛びのテクノロジー

飛びのテクノロジー

XX10MW

XX10MFW

XX10MHB
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プレースタイルや
得意のクラブで選べる
豊富なクラブセッティング。

※ドライバーヘッドスピード 40m/s相当　※当社ゴルフ計測所での実験データ
（1目盛り10ヤード相当）

ゼクシオ7 番手対応の目安

ウッド派

ハイブリッド派

アイアン派

ウッド ハイブリッド アイアン

ヘッドスピード
遅めの
ゴルファー

ヘッドスピード
速めの
ゴルファー

ウッド好きで軽く振れて飛距離を稼ぎたい人に。

150ヤード前後を確実に狙いたい人に。

アイアンに自信がある人に。

#3 #4 #5 #7 #9 H3 H4 H5 #4 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H4 H5 #4 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H3 H4 H5

H6

H6 #4

#5

#5

#5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

アイアン

ハイブリッド

ウッド #1 #3 #4 #5 #7 #9

H4 H5 H6H3

#5#4

ゼクシオ テン 番手対応の目安

タイプ別推奨セッティング例

H6

H3

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
（＃4～7）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト＋
高比重タングステンニッケルインナーウエイト
（＃8、9）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト
（PW､AW､SW）ボディ：SUS630ステンレス

ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート  ボディ/ソール：ロストワックス精密鋳造

仕上げ ミラー＋サテンミラー＋セラミックショット＋レーザー仕上げ
バッジ：〈ネイビー〉ネイビー、〈レッド〉レッド

番手 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW
ロフト角（°） 21 23 26 29 33 38 43 49 56
ライ角（°） 61 61.5 62 62.5 63 63 63.5 63.5 63.5
バンス角（°） 1 1 1 2 3 4 5 6 12

フェースプログレッション（mm） 1 1 1.5 1.5 1.5 2 3.5 5 5
クラブ長さ
（インチ）

① 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.75 35.75
② 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス
① D0（S）  D0（SR）  C9（R）  C9（R2） D1（S） D1（SR）

D0（R） D0（R2）
② D2（S）  D1（R） D3（S） D2（R）

クラブ重さ（g） ①350（R：#5）　①362（R：#7）　②387（R：#5）　②398（R：#7）
●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル

硬度 調子 重さ（g） トルク

①

S 中 52 3.7
SR 中 51 3.8
R 中 49 3.9
R2 中 47 4.0

②
S 中 89 3.0
R 中 85 3.1

※ R2は特注生産となります。詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

レッド

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s
 R2 32m/s ～ 38m/s

①ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 36m/s ～ 43m/s

②N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

レフトハンドモデルあり
➡P24

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

ストロングロフト化と長尺化で飛びをさらに強化
ゼクシオ テン アイアン。

② N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト
※レッドは特注生産となります。

5本セット（＃6～9、PW）
¥95,000＋税

1本（＃4、5、AW、SW）
¥19,000＋税

ゼクシオ テン
アイアン

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈①44g/口径65、②44g/口径61〉

表

裏

ネイビー

表

裏

レッド

① ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト
※＃4は特注生産となります。

5本セット（＃6～9、PW）
¥120,000＋税

1本（＃4、5、AW、SW）
¥24,000＋税

ネイビー

レッド

ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）
〈79g/口径58〉

ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）
〈79g/口径58〉

S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS303ソフトステンレス
ヘッド製法 高精度CNC削り出し

仕上げ サテンミラー＋ショット仕上げ
フェース：ミーリング加工

ライ角（°） 70
長さ 34インチ、32インチ
タイプ ブレードタイプ

●パター：MADE IN JAPAN
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS303ソフトステンレス
ヘッド製法 高精度CNC削り出し

仕上げ ミラー研磨＋ショット仕上げ
フェース：ミーリング加工

ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ マレットタイプ

●パター：MADE IN JAPAN
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

ゼクシオパター オリジナルスチールシャフト

¥30,000＋税

ゼクシオパター オリジナルスチールシャフト

¥40,000＋税

ゼクシオ ミルド パター
ブレードタイプ

ゼクシオ ミルド パター
マレットタイプ

レフトハンドモデルあり
➡P24

レフトハンドモデルあり
➡P24

飛びのテクノロジー

ソフトな打感と安定したパッティング
すべてを究めたプレミアムパター。

ソフトな打感と安定した転がり
ゼクシオ ミルド パター ブレードタイプ。飛びと上がりやすさを両立。

各番手ともロフトを1度ストロング化すると
同時に長尺化(メンズカーボンシャフトの
み)したことで飛距離性能がアップ。また、
従来モデルよりもソール幅を広くし、比重の
異なる2種類の高比重タングステンニッケル
ウエイトをさらに後方に配置。深重心化を
実現したことで、ボールがより上がりやすく
なっています。

飛距離を追求するために
ストロングロフト化

〈＃4～7〉

タングステンニッケルソールウエイト

高比重タングステンニッケル
インナーウエイト

番手別に
重心距離を最適化

ネイビー

※写真はネイビー

① XX10I
② XX10STI

① XX10REDI

PXX10TAH

PXXMLT2

在庫限り

在庫限り
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Color variation

ヘッド ヘッド

ヘッド ヘッド

グリップ グリップ

グリップ グリップ

シャフト シャフト

シャフト シャフト

ウッド ウッド

ウッド ウッド

ドライバー ドライバー

ドライバー ドライバー

フェアウェイウッド フェアウェイウッド

フェアウェイウッド フェアウェイウッド

アイアン アイアン

アイアン アイアン

ハイブリッド ハイブリッド

ハイブリッド ハイブリッド

バッジ バッジ （ピンク）

バッジ バッジ

自分だけのゼクシオを持つ喜びが味わえる
多彩なカラーバリエーション

ゼクシオ テン カラーバリエーション （カラー変更対応表）

無 料 ※購入後のカラー変更、修理は有料

NAVY  ［ ネイビー ］ BLUE  ［ ブルー ］

RED  ［ レッド ］ BORDEAUX  ［ ボルドー ］

MEN'S

MEN'S

MEN'S
（左用）

MEN'S
（左用）

LADIES' LADIES'

MEN'S

S

SR

R

R2

MEN'S

S

SR

R

R2

MEN'S
S

R

LADIES'

R

A

L

LADIES'

R

A

L

ヘッド ヘッドバッジ バッジグリップ グリップシャフト シャフト

DRIVER / FAIRWAY WOOD / HYBRID IRON

クラブに合わせて
コーディネートできます。
※キャディバッグは別売りです。
詳しくはP107をご参照ください。

GGC-X090  ¥35,000＋税 ホワイト ホワイト/レッド ブラック

●レフトハンドは、シャフト、グリップのみ対応
しております。

●ご購入後のカラー変更（バッジ交換など）は
有料にて承ります。

●カラーグリップが特注できないシャフトも
ございます。詳しくは、販売店にお問い合わ
せください。

ご 注 意

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。
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ゼクシオ史上最も薄い、
新開発「Speed Titan Face」で圧倒的な高初速。
ゼクシオ史上最も薄く設計されたチタンフェースの反発力に加え、
フェース裏面の下部からトウに刻んだ「スピードグルーブ」がたわみを生み
出し、ユーザー打点をカバーする広範囲な反発エリアを実現。

打点がバラついてもブレない高い直進性。
「Super Toe Weight」による、深く、トウ側に寄せた
専用重心設計で高い左右慣性モーメントを実現。

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

①ゼクシオ MH1000 カーボンシャフト

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 36m/s ～ 43m/s

②N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
（＃5～8）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト＋
高比重タングステンニッケルインナーウエイト
（＃9、PW）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト
（AW､DW､SW）ボディ：SUS630ステンレス

ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート  ボディ：ロストワックス精密鋳造
仕上げ ミラー＋サテンミラー＋セラミックショット＋レーザー仕上げ
番手 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW DW SW

ロフト角（°） 21 23 25 28 32 37 43 49 56
ライ角（°） 61.5 62 62.5 63 63 63.5 63.5 63.5 63.5
バンス角（°） 1 1 1 1 2 3 4 5 12

フェースプログレッション（mm） 1.5 1.5 2 2 2 2.5 3.5 5 5
クラブ長さ
（インチ）

① 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.75 35.75
② 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス
① D0（S）　C9（R） D1（S）　D0（R）
② D2（S）　D1（R） D3（S）　D2（R）

クラブ重さ（g） ①345（R：＃5）　①356（R：＃7）　②379（R：＃5）　②391（R：＃7）
●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル

②N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト
7本セット（＃7～9、PW、AW、DW、SW）
¥133,000＋税
4本セット（＃7～9、PW）
¥76,000＋税

ゼクシオ クロス アイアン
①ゼクシオ MH1000 カーボンシャフト
7本セット（＃7～9、PW、AW、DW、SW）
¥168,000＋税
4本セット（＃7～9、PW）
¥96,000＋税

1本（＃5、6、AW、DW、SW）
¥24,000＋税

1本（＃5、6、AW、DW、SW）
¥19,000＋税

ゼクシオクロス専用DSTフルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈①44.5g/口径65、②43.5g/口径61〉

表

裏

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
S 中 52 4.3
R 中 49 4.4

②
S 中 89 3.0
R 中 85 3.1

※重さは装着重量です。

ゼクシオ クロス フェースと溝によるたわみの度合い
（※イメージ）

「薄肉」フェース＋「溝」2.0mm

薄肉フェースに溝（スピードグルーブ）を
設けることで、たわみがさらに大きい

※イメージ図

スピードグルーブ

●Super-TIX® PLUS for XXIO
　チタンフェース

Super Toe Weight
#7 : 14g/cc、28.8g

●ショートホーゼル

SUS630
鋳造ボディ

ソール部トウ側にさらに高比重の
Super Toe Weightを装着

フェースとネック部の
余剰重量をヘッドに最適配分

タングステンニッケルウエイト
#7 : 9.5g/cc、37.2g

※イメージ図

重心から遠い位置に
重量を適正配分した場合

重心に重量が
集中した場合

慣性モーメント 小大

慣性モーメントを大きくするための重量配分

ヘッドがブレにくく
オフセンターヒットでも
ボールが左右に
ばらつかない

ヘッドがブレやすく
オフセンターヒットで
ボールが左右に
ばらつきやすい

●重心
●重量

「飛び」と「直進性」がクロスする
飛び系 ゼクシオ クロス アイアン。

①XXCROSSI
②XXCRSSTI

ゼクシオ テンシリーズとのセッティングがオススメ！！

※ドライバーヘッドスピード 40m/s相当　※当社ゴルフ計測所での実験データ
（1目盛り10ヤード相当）

ゼクシオ7 番手対応の目安

ウッド派

ハイブリッド派

アイアン派

ゼクシオ テン ウッド ゼクシオ テン ハイブリッド ゼクシオ クロス アイアン

ウッド好きで軽く振れて飛距離を稼ぎたい人に。

150ヤード前後を確実に狙いたい人に。

アイアンで飛距離と方向性を重視したい人に。

#3 #4 #5 #7 #9 H3 H4 H5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H4 H5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H3 H4 H5

H6

H6

#5

#5

#5 #6 #7 #8 #9 PW AW

DW

DW

DW SW#1

ゼクシオ クロス アイアン

ゼクシオ テン ハイブリッド

ゼクシオ テン ウッド #1 #3 #4 #5 #7 #9

H4 H5 H6H3

#6 #7#5

ゼクシオ クロス 番手対応の目安

タイプ別推奨セッティング例

H6

H3

基本的にゼクシオ テンシリーズの
ウッドクラブと合わせて頂くことを
オススメします。右の番手対応目安
図を参考に組み合わせてください。
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すべてのゴルファーに「飛びの芯食い体験」を。
ゼクシオ テン レフトハンドシリーズ。  S 40m/s ～ 48m/s

 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s
 R2 32m/s ～ 38m/s

ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 36m/s ～ 43m/s

N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト
1本（＃1）
¥80,000＋税

1本（＃3、4、5、7）
¥53,000＋税

1本（H3、H4、H5、H6）

¥38,000＋税

①ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト　※＃4は特注生産となります。
5本セット（＃6～9､PW）
¥120,000＋税

②N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチールシャフト
5本セット（＃6～9､PW）
¥95,000＋税

¥40,000＋税¥30,000＋税

1本（＃4､5､AW､SW）
¥24,000＋税

1本（＃4､5､AW､SW）
¥19,000＋税

ゼクシオ テン ウッド（左用） ゼクシオ テン アイアン（左用）

ゼクシオ ミルド パター マレットタイプ（左用）ゼクシオ ミルド パター ブレードタイプ（左用）

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材
（＃1）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
ボディ/クラウン：8-2チタン＋SUSウエイト
（FW・HB）フェース：HT1770M　ボディ：マレージング鋼

ヘッド製法 （＃1）フェース：鍛造  ボディ：真空精密鋳造
（FW・HB）フェース：鍛造  ボディ：ロストワックス精密鋳造

仕上げ
高輝度メタリックブルー グラデーション偏光塗装
ミラー＋セラミックショット＋サテン仕上げ
バッジ：（＃1）シルバー＋ネイビー、（FW・HB）ネイビー

番手 ＃1 ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 H3 H4 H5 H6
ロフト角（°） 9.5 10.5 11.5 15 16.5 18 20 18 20 23 26
ライ角（°） 59 58 58.5 59 59.5 59.5 60 60.5 61
ヘッド重さ（g） 196 208 213 217 222 227 232 238 243
ヘッド体積（cm3） 460 186 174 161 146 118 122 125 123
クラブ長さ（インチ） 45.75 43.25 42.75 42.25 41.75 40.75 40.25 39.75 39.25

バランス D6（S） D6（SR）
D5（R） D5（R2）

D4（S） D4（SR）
D3（R） D3（R2）

D2（S） D2（SR）
D1（R） D1（R2）

クラブ重さ（g） R 270 279 282 286 290 314 318 322 326
●クラブ：MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル（フェアウェイウッド・ハイブリッド）
● オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

▲

ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

＃1 ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 H3 H4 H5 H6
ロフト角 9.5 10.5 11.5 15 16.5 18 20 18 20 23 26
S ● ● △ ● △ ● ● △ △ △ △
SR △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
R △ ● ● ● △ ● ● ● ● ● ●
R2 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

硬度 調子
＃1 FW HB

重さ（g）トルク 重さ（g）トルク 重さ（g）トルク

S 中 45 6.2 45 6.0 51 4.4
SR 中 43 6.3 43 6.1 48 4.5
R 中 40 6.4 40 6.2 45 4.6
R2 中 39 6.5 39 6.3 44 4.7
※重さは装着重量です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）（＃4～7）ボディ：SUS630ステンレス＋
タングステンニッケルソールウエイト＋高比重タングステンニッケルインナーウエイト
（＃8～9）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト
（PW､AW､SW）ボディ：SUS630ステンレス

ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート  ボディ/ソール：ロストワックス精密鋳造
仕上げ ミラー＋サテンミラー＋セラミックショット＋レーザー仕上げ  バッジ：ネイビー
番手 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW

ロフト角（°） 21 23 26 29 33 38 43 49 56
ライ角（°） 61 61.5 62 62.5 63 63 63.5 63.5 63.5
バンス角（°） 1 1 1 2 3 4 5 6 12

フェースプログレッション（mm） 1 1 1.5 1.5 1.5 2 3.5 5 5
クラブ長さ
（インチ）

① 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.75 35.75
② 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス ① D0（S） D0（SR） C9（R） C9（R2） D1（S） D1（SR）
D0（R） D0（R2）

② D2（S） D1（R） D3（S） D2（R）
クラブ重さ
（g）

① R 350（＃5）　362（＃7）
② R 387（＃5）　398（＃7）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル

S P E C I F I C A T I O N
素材・製法 SUS303ソフトステンレス・高精度CNC削り出し
仕上げ ミラー研磨＋ショット仕上げ  フェース：ミーリング加工
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ マレットタイプ
グリップ ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）〈79g/口径58〉

S P E C I F I C A T I O N
素材・製法 SUS303ソフトステンレス・高精度CNC削り出し
仕上げ サテンミラー＋ショット仕上げ  フェース：ミーリング加工
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ ブレードタイプ
グリップ ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）〈79g/口径58〉

●パター：MADE IN JAPAN
● オリジナルヘッドカバー付
（MADE IN CHINA）

●パター：MADE IN JAPAN
● オリジナルヘッドカバー付
（MADE IN CHINA）

硬度 調子 重さ（g） トルク
S 中 52 3.7
SR 中 51 3.8
R 中 49 3.9
R2 中 47 4.0

※ SR、R2は特注生産となります。
　詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

※

硬度 調子 重さ（g） トルク
S 中 89 3.0
R 中 85 3.1

※重さは装着重量です。

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈#1：27g/口径65、FW：27g/口径65、HB：38g/口径65〉

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）〈44g/口径65〉

表 表

裏 裏

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）〈44g/口径61〉

表

裏

▼ ドライバー

▼ フェアウェイウッド

▼ ハイブリッド

▼ アイアン ▼ パター

ブレードタイプ マレットタイプ

飛びのテクノロジー

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

①N.S.PRO 930GH DST スチールシャフト

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 34m/s ～ 43m/s

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 34m/s ～ 43m/s

④Miyazaki Waena カーボンシャフト

②N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DST スチールシャフト

③ゼクシオ MX-6000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：HT1770鋼  ボディ：軟鉄（S25C）
ヘッド製法 鍛造
仕上げ ミラー＋サテン＋ショット仕上げ
番手 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW

ロフト角（°） 22 24 27 30 34 39 44 50 56
ライ角（°） 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5

バンス角
（°）

フェース側 7 7 7.5 7.5 8.5 9 9.5 11
12

バック側 －13.5 －12 －11.5 －11 －10.5 －9 －7.5 －7.5
フェースプログレッション（mm） 3 3 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5.5 5.5
クラブ長さ（インチ） 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス

① D2（S）　D1（R） D3（S） D2（R）
② D2（S）　D1（R） D3（S） D2（R）
③ D0（S）　C9（R） D1（S） D0（R）
④ D1（S）　D0（R） D2（S） D1（R）

クラブ重さ（g） ①396（S：＃5）　②403（S：＃5）　③367（S：＃5）　④368（S：＃5）
●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※ バンス角は当社独自の設計法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる
場合があります。

構える。イメージがふくらむ。
ゼクシオ フォージド アイアン。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

②N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DST スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥120,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥20,000＋税

ゼクシオ フォージド アイアン
①N.S.PRO 930GH DST スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥114,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥19,000＋税

③ゼクシオ MX-6000 カーボンシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥144,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥24,000＋税

④Miyazaki Waena カーボンシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥144,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥24,000＋税

ゼクシオ フォージド専用フルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈①43.5g/口径60、③43g/口径62〉

表

裏

ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈②46g/口径60、④43g/口径60〉

表

裏

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
S 中 93 2.7
R 中 89 2.9

②
S 中 98 2.3
R 中 94 2.5

③
S 中 63 3.9
R 中 60 3.9

④
S 中 64 3.7
R 中 61 3.7

※重さは装着重量です。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

① XXFG6STI
② XXFG6MDSI
③ XXFG6BRI
④ XXFG6WI

（ドライバー）
XX10LHW

（フェアウェイウッド）
XX10LHFW

（パター）
PXXMLTLH2

（パター）
PXX10TAHLH

（アイアン）
① XX10LHI
② XX10LHSTI

（ハイブリッド）
XX10LHHB

在庫限り 在庫限り
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R　～ 39m/s
A　～ 37m/s
L　～ 35m/s

ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。25

ゼクシオ テン レディス
ドライバー
ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト
1本（＃1）
¥80,000＋税

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈24g/口径63〉

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク
＃1

11.5 12.5 13.5
R 中 40 6.8 ● △ △

A 中 39 7.0 △ ● △

L 中 37 7.2 △ ● ●

※重さは装着重量です。

ブルー

ボルドー

表

裏

ブルー

表

裏

ボルドー

「身体にかかる力」を抑えて、
女性ゴルファーをより楽に。
●「TRUE-FOCUS IMPACT」により、芯でとらえて飛距離がアップ。

● 女性専用設計の低・深重心化により、高打ち出し・低スピンで
大きなキャリーを実現。

● サウンドリブにより、女性が心地よいと感じる高く伸びのある
「ゼクシオサウンド」を実現。

● 華やかなブルーと深みのある上品なボルドーのヘッド、
花をモチーフにしたデザインのシャフトで、明るく楽しいゴルフを演出。

飛びのテクノロジー

飛びのテクノロジー

飛びのテクノロジー

ブルー

ブルー

ボルドー

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 （ドライバー）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ/クラウン：8-2チタン＋SUSウエイト
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：HT1770M　ボディ/ソール：マレージング鋼

ヘッド製法 （ドライバー）フェース：鍛造　ボディ：真空精密鋳造
（フェアウェイウッド・ハイブリッド）フェース：鍛造　ボディ/ソール：ロストワックス精密鋳造

仕上げ
ミラー＋セラミックショット＋サテン仕上げ
（ブルー）高輝度メタリックブルー グラデーション偏光塗装　バッジ：シルバー（ドライバーのみ）＋ピンク
（ボルドー）高輝度メタリックレッド グラデーション偏光塗装　バッジ：シルバー（ドライバーのみ）＋ボルドー

番手
ドライバー フェアウェイウッド ハイブリッド
＃1 ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9 H4 H5 H6 H7

ロフト角（°） 11.5 12.5 13.5 16 18 20 23 26 22 25 28 31
ライ角（°） 58 58 58.5 59 59.5 60 60 60.5 61 61.5
ヘッド重さ（g） 189 186 186 196 201 205 210 214 221 226 231 236
ヘッド体積（cm3） 435 186 174 161 146 128 116 116 116 114
クラブ長さ（インチ） 44.5（R）  44（A）  43.5（L） 42 41.5 41 40.5 40 39 38.5 38 37.5

バランス C9（R）  C7（A） 
C4（L） C6（R）  C4（A）  C1（L） C6（R）※1  C1（A）  C1（L） C4（R）※1  B9（A）  B9（L）

クラブ重さ（g） L 253 263 266 270 274 279 290 294 299 304
●クラブ：MADE IN JAPAN  ●（フェアウェイウッド・ハイブリッド）新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）
※1：Rシャフトのバランスは標準品より＋0.75インチでの数値です。

女性ゴルファーも
「飛びの芯食い体験」を。
ゼクシオ テン レディス ウッド。

ボルドー

ブルー

ブルー

ボルドー

ボルドー
ブルー ボルドー

R　～ 39m/s
A　～ 37m/s
L　～ 35m/s

ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオ テン レディス
フェアウェイウッド
ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト
1本（＃3、4、5、7、9）
¥53,000＋税

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク ＃3 ＃4 ＃5 ＃7 ＃9
R 中 40 6.7 △ △ △ △ △

A 中 39 6.8 ● ● ● ● △

L 中 36 6.9 ● ● ● ● ●

※重さは装着重量です。

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈25g/口径63〉

ブルー

ボルドー

表

裏

ブルー

表

裏

ボルドー

ボルドーブルー

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

R　～ 39m/s
A　～ 37m/s
L　～ 35m/s

ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオ テン レディス
ハイブリッド

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈29.5g/口径66〉

ブルー

ボルドー

表

裏

ブルー

表

裏

ボルドー

ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト
1本（H4、H5、H6、H7）
¥38,000＋税

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク H4 H5 H6 H7
R 中 39 5.2 △ △ △ △

A 中 37 5.3 ● ● ● △

L 中 35 5.4 ● ● ● ●

※重さは装着重量です。

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

XX10LW

XX10LBRDW

XX10LFW

XX10LBRDFW

XX10LHB

XX10LBRDHB
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プレースタイルや
得意のクラブで選べる
豊富なクラブセッティング。

※ドライバーヘッドスピード 35m/s相当　※当社ゴルフ計測所での実験データ
（1目盛り10ヤード相当）

ゼクシオ7 番手対応の目安

ウッド派

ハイブリッド派

アイアン派

ウッド ハイブリッド アイアン

ヘッドスピード
遅めの
ゴルファー

ヘッドスピード
速めの
ゴルファー

ウッド好きで軽く振れて飛距離を稼ぎたい人に。

150ヤード前後を確実に狙いたい人に。

アイアンに自信がある人に。

#3 #4 #5 #7 #9 H4 H5 H6 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H5 H6 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

#3 #4 #5 #7 #9 H4 H5 H6

H7

H7 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW#1

アイアン

ハイブリッド

ウッド #1 #3 #4 #5 #7 #9

H4 H5 H6 H7

#6#5 #7

ゼクシオ テン 番手対応の目安

タイプ別推奨セッティング例

H7

H4

ソフトな打感と安定したパッティング
すべてを究めたプレミアムパター。

ソフトな打感と安定した転がり
ゼクシオ ミルド パター ブレードタイプ。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）
〈79g/口径58〉

S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS303ソフトステンレス
ヘッド製法 高精度CNC削り出し

仕上げ ミラー研磨＋ショット仕上げ
フェース：ミーリング加工

ライ角（°） 70
長さ 32インチ
タイプ マレットタイプ

●パター：MADE IN JAPAN
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS303ソフトステンレス
ヘッド製法 高精度CNC削り出し

仕上げ サテンミラー＋ショット仕上げ
フェース：ミーリング加工

ライ角（°） 70
長さ 34インチ、32インチ
タイプ ブレードタイプ

●パター：MADE IN JAPAN
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

ゼクシオパター オリジナルスチールシャフト

¥40,000＋税

ゼクシオパター オリジナルスチールシャフト

¥30,000＋税

ゼクシオ レディス
ミルド パター マレットタイプ

ゼクシオ ミルド パター
ブレードタイプ

R　～ 39m/s
A　～ 37m/s
L　～ 35m/s

ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
（＃5～7）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト＋
高比重タングステンニッケルインナーウエイト
（＃8、9）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト
（PW､AW､SW）ボディ：SUS630ステンレス

ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート　ボディ/ソール：ロストワックス精密鋳造

仕上げ ミラー＋サテンミラー＋セラミックショット＋レーザー仕上げ
バッジ：〈ブルー〉ピンク、〈ボルドー〉ボルドー

番手 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW
ロフト角（°） 24 27 30 34 39 44 50 56
ライ角（°） 61.5 62 62.5 63 63 63.5 63.5 63.5
バンス角（°） 1 1 2 3 4 5 6 12

フェースプログレッション（mm） 1.5 2 2 2 2.5 3 4.5 4.5
クラブ長さ（インチ） 37 36.5 36 35.5 35 34.5 34.5 34.5

バランス C3（R）※1  B8（A）  B8（L） C4（R） B9（A） B9（L）
クラブ重さ（g） 327（L：＃7）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※ バンス角は当社独自の設計法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。
※1：Rシャフトのバランスは標準品より＋0.75インチでの数値です。

ゼクシオ テン レディス
アイアン
ゼクシオ MP1000L カーボンシャフト
5本セット（＃7～9、PW、SW）
¥120,000＋税

1本（＃5、6、AW）
¥24,000＋税

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈33.5g/口径61〉

ブルー

ボルドー

表

裏

ブルー

表

裏

ボルドー
ゼクシオパター専用グリップ（ロゴ入り）
〈79g/口径58〉

硬度 調子 重さ（g） トルク
R 中 40 4.5
A 中 38 4.6
L 中 37 4.7

※ Rは特注生産となります。
詳しくは、P60をご参照ください。

※重さは装着重量です。

※

カラーカスタム対応あり
➡P19・20

ブルー

ボルドー

※写真はブルー

「飛びの芯食い体験」でやさしく狙える
ゼクシオ テン レディスアイアン。

飛びのテクノロジー

XX10LI

XX10LBRDI

PXXMLTL2

PXX10TAHL

在庫限り

在庫限り
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 SR 33m/s ～ 41m/s
 R 30m/s ～ 38m/s
 R2 28m/s ～ 36m/s

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 SR 33m/s ～ 41m/s
 R 30m/s ～ 38m/s
 R2 28m/s ～ 36m/s

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 SR 33m/s ～ 41m/s
 R 30m/s ～ 38m/s
 R2 28m/s ～ 36m/s

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク
＃1

10.5 11.5
SR 中 38 6.5 ● △

R 中 36 6.6 ● ●

R2 中 36 6.7 △ ●

※重さは装着重量です。

ゼクシオプライム専用フルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈23g/口径65〉

ゼクシオプライム専用フルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈24g/口径64〉

ゼクシオプライム専用フルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈35.5g/口径64〉

ゼクシオ プライム
ドライバー

ゼクシオ プライム
フェアウェイウッド

ゼクシオ プライム
ハイブリッド

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト
1本（＃1）
¥115,000＋税

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト
1本（＃3、5、7、9）
¥75,000＋税

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト
1本（H5、6、7、8）
¥48,000＋税

表

表

表

裏

裏

裏

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク ＃3 ＃5 ＃7 ＃9
SR 中 39 6.3 ● ● △ △

R 中 38 6.4 ● ● ● ●

R2 中 38 6.5 ● ● ● ●

※重さは装着重量です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション ●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g） トルク H5 H6 H7 H8
SR 中 45 4.7 ● △ △ △

R 中 44 4.8 ● ● ● ●

R2 中 43 4.9 ● ● ● ●

※重さは装着重量です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材
（ドライバー）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ：8-2チタン＋SUSウエイト
（フェアウェイウッド）チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ：8-2チタン＋W-Ni内部ウエイト
（ハイブリッド）フェース：HT1770M鋼　ボディ：マレージング鋼

ヘッド製法 （ドライバー・フェアウェイウッド）フェース：鍛造　ボディ：真空精密鋳造
（ハイブリッド）フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造

仕上げ ブラックイオンプレーティング＋高輝度メタリック塗装　ミラー＋サテン＋ショット＋レーザー仕上げ　バッジ：ゴールド

番手
ドライバー フェアウェイウッド ハイブリッド
＃1 ＃3 ＃5 ＃7 ＃9 H5 H6 H7 H8

ロフト角（°） 10.5 11.5 15 18 21 24 23 26 29 32
ライ角（°） 60 59 60 60.5 61 60.5 61 61.5 62
ヘッド重さ（g） 185 202 211 216 221 233 238 244 250
ヘッド体積（cm3） 460 188 175 158 144 109 108 105 105
クラブ長さ（インチ） 46.5 43.25 42.25 41.75 41.25 39.75 39.25 38.75 38.25

バランス D3 D2 D0
クラブ重さ（g） R 250 272 279 283 287 318 322 327 332

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●（フェアウェイウッド・ハイブリッド）新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA） 
※クラブ重さは、変更になる場合があります。

プレミアムな飛びをさらに洗練
ゼクシオ プライム ウッド。

ネックインセット構造と
新剛性シャフトでスイングを変えずに
スクエアインパクト。
ネックインセット構造と先端部が軟らかい新剛性
シャフトでヘッドが返りやすく、理想のインパクト
を実現。トウ側クラウンにボリュームをもたせる
ことでアップライ感が高まり、つかまりやすさを
演出します。

徹底した低重心設計と、さらに進化した
フルチタンカップフェースで大きな飛び。
ソール部の大型ウエイトとシャローバック形状により、ボールが
上がりやすい低重心設計。さらにフェースと上部差し込み部の
薄肉化で反発性能を向上。高く大きな飛びを実現します。

つかまりが良く、狙って飛ばせる
反発性能と低・深重心設計。
シャローバック形状により、ボールが上がりやすい低重心設計。
さらに上下巻き込み部を薄く、巻き込み幅を広げたカップ
フェースで反発性能を向上。グリーンを狙って飛ばせます。

重心距離を短く
シャフト軸をフェースセンターに近づけた
ネックインセット構造（従来比2mm）

トウ側を高く

ヒール側を低く

アップライ形状
ライ角を
従来比＋2°

ネックインセット

XXP10W

XXP10FW

XXP10HB

ホーゼルを短く軽量化
（従来比－3mm）

フェースの薄肉化と上部の巻き込み部を薄く、
クラウンの巻き込み幅を拡大することで

反発性能向上

ソール部にプライム史上最も重い
27g（＃5）のウエイトを装着

シャローバック
（従来比－1.4mm）

上下の巻き込み部を薄く、クラウンとソール部の
巻き込み幅を拡大することで反発性能向上
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プレミアムな飛びをさらに洗練
ゼクシオ プライム アイアン。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
（＃5～7）ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト＋
高比重タングステンニッケルインナーウエイト
(＃8、9)ボディ：SUS630ステンレス＋タングステンニッケルソールウエイト
(PW、AW、SW)ボディ：SUS630ステンレス

ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート　ボディ：ロストワックス精密鋳造
仕上げ ミラー＋サテンミラー＋セラミックショット仕上げ
番手 ※＃5 ※＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW

ロフト角（°） 22 25 28 32 37 42 48 56
ライ角（°） 61.5 62 62.5 63 63 63.5 63.5 63.5
バンス角（°） 1 1 1 2 3 4 5 12

フェースプログレッション（mm） 1.5 2 2 2 2.5 3.5 5 5
クラブ長さ（インチ） 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.75 35.75

バランス C9 D0
クラブ重さ（g） R 334（＃5）　345（＃7）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※クラブ重さは、変更になる場合があります。
※＃5、＃6は特注生産となります。

硬度 調子 重さ（g） トルク
SR 中 47 3.8
R 中 45 3.9
R2 中 44 4.0

※重さは装着重量です。

 SR 33m/s ～ 41m/s
 R 30m/s ～ 38m/s
 R2 28m/s ～ 36m/s

ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

ゼクシオプライム専用フルラバーグリップ
（バックラインあり、ロゴ入り）
〈37g/口径64〉

表

裏

ゼクシオ プライム アイアン
ゼクシオ プライム SP-1000 カーボンシャフト
4本セット（＃7～9、PW）
¥128,000＋税

1本（＃5、6、AW、SW）
¥32,000＋税

01

～ 35m/s
ゼクシオプライム VP-2000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材

（01、03、05）フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）
ボディ：811チタン＋タングステンニッケルウエイト（03、05のみ）
クラウン：CFRP（カーボン繊維強化プラスチック）
（07、07R）フェース/ボディ：マレージング鋼

ヘッド製法 （01、03、05）フェース：鍛造　ボディ：真空精密鋳造　クラウン：プレス
（07、07R）フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造

仕上げ ゴールドイオンプレーティング
番手 01 03 05 07 07R

ロフト角（°） 15 16 23 29 30
ライ角（°） 58 58.5 60 61 61.5
ヘッド重さ（g） 180 204 224 242 254
ヘッド体積（cm3） 445 162 144 118 143
クラブ長さ（インチ） 45.75 42 40 38 37.5

バランス C7 C8 D0
クラブ重さ（g） 251 277 294 313 326

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

ゼクシオ プライムVP専用フルラバーグリップ（バックラインあり、ロゴ入り）
〈01：25g/口径60、03/05：26g/口径61、07/07R：25g/口径65〉

ゼクシオ プライムVP専用フルラバーグリップ（バックラインあり、ロゴ入り）
〈25g/口径64〉

ゴルフを愛するグランドシニアに
ゼクシオ プライム VP。

低ヘッドスピードでも
やさしくボールが上がる
複合構造。
01、03、05番手は軽比重チタンとカーボンの
複合構造。07、07R番手は肉厚の調整により
ソールに重量を配置。低くて深い重心位置を
実現したことにより、低ヘッドスピードでも楽に
上がって高弾道の気持ちよさが味わえます。

カーボン（CFRP）
軽比重811チタン

軽比重チタン
Super-TIX® PLUS for XXIO

【01】

ドライバーのヘッドスピードが40m/s以上の方は使用しないでください。
クラブが破損する可能性があります。

ドライバーのヘッドスピードが40m/s以上の方は使用しないでください。
クラブが破損する可能性があります。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ゼクシオ プライム VP

ゼクシオ プライム VP

ゼクシオ プライム VP-2000 カーボンシャフト
1本（01）
¥150,000＋税

ゼクシオ プライム VP-2000 カーボンシャフト
1本（09､PW､SW）
¥40,000＋税

1本（03､05）
¥120,000＋税

3本セット（09､PW､SW）
¥120,000＋税

1本（07､07R）
¥80,000＋税

7本セット（01､03､05､07､09､PW､SW）
¥590,000＋税

7本セット（01､03､05､07､09､PW､SW）
¥590,000＋税

調子 重さ（g） トルク
中 48 4.1

※重さは装着重量です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：チタン（Super-TIX® PLUS for XXIO）　ボディ：SUS630ステンレス
ヘッド製法 フェース：ミーリング加工インサート　ボディ：ロストワックス精密鋳造
仕上げ ミラー＋サテン＋高輝度ビーズショット仕上げ
番手 09 PW SW

ロフト角（°） 36 44 56
ライ角（°） 63 63.5 63.5
バンス角（°） 3 4 8

フェースプログレッション（mm） 3 4.5 5.5
クラブ長さ（インチ） 36 35.5 35.5

バランス C9  D0 D1
クラブ重さ（g） 346（09）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

～ 35m/s
ゼクシオプライム VP-2000 カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

マルチ スルーソール

高級感がありながら
やさしく打てるアイアン。
低重心化により、低ヘッドスピードでもボール
が上がりやすく、またウッドと同じ「マルチ 
スルーソール」の採用でラフなどでも優れた
抜けのよさを発揮します。

※マルチ スルーソールは
　全番手に採用しています。

調子
01 03、05 07、07R

重さ（g） トルク 重さ（g） トルク 重さ（g） トルク
中 39 7.3 40 6.3 44 5.8

※重さは装着重量です。

徹底した低重心設計で
ピンを狙って高く飛ばす。
ソールに配置した2重のタングステンニッケル
ウエイトとシャロー設計により、さらなる低重心
可を実現。ボールが楽に上がります。

SUS630鋳造ボディ

タングステンニッケルウエイト
（#7 : 比重9.5g/cc  32g）

高比重タングステンニッケルウエイト
（#7 : 比重12.0g/cc  22.5g）

XXP10I

（01）XXPVP201
（03）XXPVP203
（05）XXPVP205
（07）XXPVP207
（07R）XXPVP207R

（09、PW、SW）XXPVP2I
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圧倒的な飛距離性能とやさしさ。
ドラスティックに進化した スリクソン Z585 ドライバー。

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ライトウエイトカーボン
クラウン

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 X 45m/s ～ 52m/s
 S 42m/s ～ 49m/s

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

※イメージ図Ti51AF カップフェース

ライトウエイト
カーボンクラウン

高反発エリアの大幅な拡大と、
優れた寛容性、感性に響く
打球音を実現。
軽比重・高強度・高弾性チタン「Super-TIX® 
51AF」を使用したカップフェース構造により、
高反発エリアは従来モデルより約76%拡大。
またクラウン部分には軽量のカーボン素材を
採用。スリクソン史上、最大の慣性モーメント
を達成。独自のサウンドリブ設計により心地
良い打球音を実現。

スリクソン Z585
ドライバー
①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

1本（＃1） ¥63,000＋税

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

1本（＃1） ¥63,000＋税

ウッドカスタム対応あり
➡P36

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：チタン（Super-TIX® 51AF）　ボディ：8AL-2Vチタン
クラウン：CFRPコンポジット　チューニングウエイト（8g：ステンレス）

ヘッド製法 フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造　クラウン：加熱成型

仕上げ フェース：サテン＋黒IP仕上げ
ソール：ショット＋ミラー＋黒IP仕上げ

番手 ＃1
ロフト角（°） 9.5 10.5
ライ角（°） 58
ヘッド重さ（g） 198
ヘッド体積（cm3） 460
クラブ長さ（インチ） 45.25

バランス D2
クラブ重さ（g） S ①302　②308
●クラブ：MADE IN JAPAN  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）
※Super-TIX® 51AFは日本製鉄（株）のチタン製品です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション
●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g）トルク
＃1

9.5 10.5

①
S 中 51.5 5.0 ● ●

SR 中 50 5.0 △ ●

R 中 48.5 5.0 △ ●

②
X 中 58.5 4.0 △ △

S 中 57 4.0 ● ●
※重さは装着重量です。

① Z585MHNW
② Z585MIZ6W
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詳しくはWEBをご覧ください。

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

CUSTOM MADE CLUB
カスタムメイドクラブ



グリップカスタム

シャフトカスタム あらゆるスイングタイプと好みに対応できるシャフトラインアップ。

人気のグリップで個性的にカスタム。

35

対象モデル

36

藤倉ゴム工業社製 Speeder EvolutionⅤ 569S・661S

Miyazaki Kaula KORI 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

三菱ケミカル社製 KUROKAGE XD 60S・70S

三菱ケミカル社製 Diamana DF 50S・60S・70S

Miyazaki Kaula MIZU 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

シャフトラボ社製 The ATTAS 6S・7S

Miyazaki Kaula KIRI 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

Miyazaki KORI 5S/SR・6X/S・7X/S

Miyazaki KIRI 5S/SR・6X/S・7X/S

Miyazaki MIZU 5S/SR・6X/S・7X/S

藤倉ゴム工業社製 Speeder EvolutionⅤ FW 50S・60S

Miyazaki Kaula MIZORE 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

グラファイトデザイン社製 Tour AD VR 5S・6S・7S

ス
リ
ク
ソ
ン

ク
ラ
ブ

詳しくはWEBを
ご覧ください。 ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

最短3日で発送
オーダー翌日から

クイックサービス
Z785 DRIVER × Miyazaki

※ダンロップ工場稼働日に基づき発送。
※商品到着は地域によって変動があります。
※万が一在庫切れの場合は納期が遅れる場合があります。

◎ 発送目安　※商品の到着予定ではありませんのでご注意ください。
オーダー 月 火 水 木 金 土・日

ご発注店舗へ
発送 木 金 月 火 水 木

ツアーベルベットラバー アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

MCC アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

マルチコンパウンド MCC プラチナム
〈49g/口径60〉

スカーレット

ミッドナイトブルー

※グローブ等に色移りすることがあります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

イオミック オーパス ブラック
〈48g/口径60〉

スカイブルー

ホワイト

オレンジ

イエロー

レッド

※カスタムグリップ装着時は、標準品と比較して、
　グリップ重量差相当のクラブ重量・バランスの差が生じます。

※ミヤザキシャフトでの
　カスタマイズは無料で
　変更できます。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

※Miyazaki MIZU 6Sは標準シャフトです。
※標準長さ（45.25インチ）、標準グリップでの
　対応となります。ご了承ください。
※レフトハンドモデルも対応可。

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索その他シャフトもあります。詳しくはWEBをご覧ください。

ツアーベルベットVDラバー
〈49.5g/口径60〉

ホワイト

レッド

ブルー

※在庫が無くなり次第終了致します。

マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト
〈49g/口径60〉

レッド

ブルー

ブラック

※グローブ等に色移りすることがあります。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

▼ロフト＆シャフトバリエーション
●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g）トルク
＃1 （LH）＃1

9.5 10.5 9.5 10.5

①
S 中 51 5.0 ● ● ● ●

SR 中 49.5 5.0 △ ● △ △

R 中 48 5.0 △ △ △ △

②
X 中 58 4.0 △ △ △ △

S 中 56.5 4.0 ● ● △ △
※重さは装着重量です。

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 X 45m/s ～ 52m/s
 S 42m/s ～ 49m/s

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

レフトハンドモデルあり

圧倒的な飛距離性能とやさしさ。
クラブを操る喜びも忘れない スリクソン Z785 ドライバー。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：チタン（Super-TIX® 51AF）　ボディ：8AL-2Vチタン
クラウン：CFRPコンポジット　チューニングウエイト（8g：ステンレス）

ヘッド製法 フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造　クラウン：加熱成型

仕上げ フェース：サテン＋黒IP仕上げ
ソール：ショット＋ミラー＋黒IP仕上げ

番手 ＃1
ロフト角（°） 9.5 10.5
ライ角（°） 58
ヘッド重さ（g） 199
ヘッド体積（cm3） 460
クラブ長さ（インチ） 45.25

バランス D2
クラブ重さ（g） S ①303　②309
●クラブ：MADE IN JAPAN  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）
※Super-TIX® 51AFは日本製鉄（株）のチタン製品です。

スリクソンオリジナルフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈50.5g/口径60〉

▼標準キット（購入時に付属）

●専用トルク
　レンチ

●取扱説明書

スリクソン Z785
ドライバー
①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

1本（＃1） ¥68,000＋税

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

1本（＃1） ¥68,000＋税

ライトウエイトカーボン
クラウン

ウッドカスタム対応あり
➡P36

※イメージ図Ti51AF カップフェース

ライトウエイト
カーボンクラウン

高反発エリアの大幅な拡大と、
優れた寛容性、感性に響く
打球音を実現。
軽比重・高強度・高弾性チタン「Super-TIX® 
51AF」を使用したカップフェース構造により、
高反発エリアは従来モデルより約76%拡大。
またクラウン部分には軽量のカーボン素材を
採用。スリクソン史上、最大の慣性モーメント
を達成。独自のサウンドリブ設計により心地
良い打球音を実現。

アップチャージ価格 ￥1,500＋税/本

アップチャージ価格
￥10,000＋税/本

※ Speeder EvolutionⅤ FWは
フェアウェイウッド専用シャフトです。
￥5,000＋税/本

無 料

① Z785MHNW
　 （左用）Z785LHMHNW
② Z785MIZ6W

➡P36

詳しくはWEBをご覧ください。

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

CUSTOM MADE CLUB
カスタムメイドクラブ



ゴルフ規則について
スリクソンZシリーズはR&Aルールに適合した製品です。ただし、ラウ
ンド中にポジションの変更、ウエイト交換による重心位置の変更など
クラブ性能を変える行為は、ゴルフ規則4-2a項「正規のラウンド中、
クラブの性能は調節その他の方法により故意に変更してはならない」
という規定に違反し、ルール違反となりますので､ご注意ください。

損傷を防ぐために
トルクレンチは付属品以外のものを一切ご使用しないでください。
また、本製品以外にご使用しないでください。
QTSスリーブの損傷や、また不適切に装着した場合、
思わぬ事故や故障を引き起こす可能性があります。
※スリクソンZ-TXシリーズのトルクレンチとも共用はできません。

シャフトとトルクレンチが一直線に
なるようにセットしてください。
トルクレンチの先がネジ穴に
しっかりかみ合っていないと、
ネジが破損する恐れがあります。

必ず「カチッ」と音がするまで締めてください。
「カチッ」と音がするまで締めないと、
外れる恐れや損傷の恐れが
ございます。

専用トルクレンチの先が、チューニングウエイトの穴に完全に
挿入されていることを確認してください。また専用トルクレンチと
クラブヘッドをしっかり支えて交換してください。

QTSスリーブ

ロフト角やライ角をすばやく変更できる
｢クイックチューンシステム｣。

QTSスリーブフィッティングシステム

▲

 別売カートリッジ（チューニングウエイト）

1個  ¥1,200＋税
●MADE IN TAIWAN

※スリクソン Z585/Z785のチューニングウエイトは共通となります。
※重量はウエイト裏側に表示されています。
※SRIXON 2012年/2014年/2016年モデルのチューニングウエイトとは形状が異なりますので、
　互換性は有りません。

重要事項を必ず守っていただき安全で快適なゴルフライフをお楽しみください。
各重要事項の注意を怠り、破損・怪我などの事故が起こった場合、メーカーとして責任を負いかねますので本書をよくお読みになって、十分に注意してご使用ください。

2

1

取り外しの際はワッシャーを紛失
しないようにお願いします。
プレートは紛失しても機能に
問題ありませんが、ワッシャーを
紛失した場合はご使用に
ならないでください。
※ワッシャーを紛失した状態でご使用されますとヘッドが脱落
する恐れがあります。ワッシャーを紛失された場合は、早急に
購入先までお問い合わせください。

ウエイト、スリーブは、当社純正部品以外はご使用できません。
純正部品をご使用にならなかった場合、当社保証は無効となり、
またクラブ構造にダメージを与える可能性があります。

保管方法とお手入れ
QTSスリーブやチューニングウエイトの取り外しは、調整する場合
のみ行ってください。それ以外の場合はスリーブ連結部やネジ穴
などに異物が侵入しないように、クラブ保管時も含め各パーツを
正しく装着した状態にしてください。またワッシャー抜きでの装着
はしないでください。

QTSスリーブやチューニングウエイトの取り外しは、異物が侵入し
ないように、清潔な場所で行ってください。異物が入った状態で
装着するとチューニングウエイト、ウエイトポートを損傷する可能
性があり、チューニングウエイトの取り外しや装着ができなくなる
場合があります。場合によっては、クラブヘッド内部に損傷を生じ、
結果として、クラブ性能に悪影響を与えることにもなりかねません。

万一、QTSスリーブやウエイトポートに水分やほこりなど異物が
侵入した場合は、綿棒、または乾いた柔らかく清潔な布などで
拭いてください。

QTSスリーブには、熱を加えないでください。破損する恐れが
ございます。

ー5°C以下や45°C以上の状態でのQTSスリーブ調整は避ける
ようにしてください。QTSスリーブが損傷する可能性があります。

QTSスリーブをシャフトから取り外すなど、故意に分解された
場合につきましては、当社の保証規定外となりますので、あらか
じめご了承ください。
※当社保証規定につきましては、
　「ゴルフクラブ取扱説明書・保証書」をご覧ください。

QTSスリーブ脱着とチューニングウエイト交換に関する重要事項

Z585 / Z785 DRIVER  Z785 DRIVER  

ウエイトフィッティングシステム

ウエイト
フィッティングシステム

QTSスリーブ
フィッティングシステム

3

4

5

6

ポジションラインとスリーブマークが
あっていない場合は最後まで入ら
ない場合があります。QTSスリーブが
完全に隠れるように最後まで挿し
込んでください。

●印とポジションラインを合わせて、
垂直に挿し込んでください。
※写真はSTANDARD LOFT

チューニングウエイト
8g （標準）

1

2

3

4

5

6

ワッシャー
（切れ目があります。）ネジ

プレート
（切れ目がありません。）

“弾道を高くするなら”

高い弾道のキャリー球で距離を出す

＋１ LOFT
（ロフト＋1°）

下表の
スリーブポジション
⑨、⑩、⑪の場合

※イメージ図

“弾道を低くするなら”

風に負けない強い弾道、ランで距離を出す

－１ LOFT
（ロフト－1°）

下表の
スリーブポジション
③、④、⑤の場合

※イメージ図

ウエイトを交換することで、
最適なバランスに調整する事ができます。

※ご購入時は、8gのウエイトが装着されています。
　ウエイトを±2g変更することで、バランスは約±1ポイント変化します。

軽い 重いクラブバランス

4g

-2
ポイント

6g

-1
ポイント

8g

0

10g

+1
ポイント

12g

+2
ポイント

①

QTSスリーブのポジション一覧表

ポ
ジ
シ
ョ
ン

ロ
フ
ト

フ
ェ
ー
ス
角

ラ
イ
角

購入時 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

スタンダード
ロフト

スタンダード
アップライト－１ロフト ＋１ロフト

ストレートフェース オープンフェース ストレートフェース クローズフェース

標 準 ややアップライト アップライト ややアップライト

±0° －1.0° ±0° ＋1.0°

ー2.0° ±0° ＋1.0° ＋2.0°±0°

＋1.0°

－1.0°

ー1.5°

＋1.5°

－0.5°

ー1.0°

＋2.0° ＋2.0°

＋0.5°

＋2.0°

＋1.5°

＋1.0°

＋1.5° ＋1.0°

＋1.0°

＋1.5°

＋0.5°

＋0.5°

＋1.0°

±0°±0°

－0.5°

－1.0°

±0°

－1.0°

－1.5°

＋0.5°

初期設定の弾道 チューニング後の弾道初期設定の弾道 チューニング後の弾道

ウエイトポート

4g

アルミニウム

6g

チタン

8g

ステンレス

10g

ステンレス

12g

タングステン
ニッケル

重 量

素 材

※レフトハンドモデルの場合、QTSスリーブのポジション・ロフト・フェース角が逆さとなります。（例：ポジション④  ロフト＋1.0°  フェース角＋2.0°）
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強弾道で飛ばす#3、高弾道でグリーンを狙える#5、#7
進化を果たした スリクソン Z F85 フェアウェイウッド。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：HT1770鋼　ボディ：マレージング鋼
クラウン：（＃3）CFRPコンポジット

ヘッド製法 フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造
クラウン：（＃3）加熱成形

仕上げ フェース：サテン＋黒IP仕上げ
ソール：ショット＋ミラー＋黒IP仕上げ

番手 ＃3 ＃5 ＃7
ロフト角（°） 15 18 21
ライ角（°） 59 60 60.5
ヘッド重さ（g） 212 218 223
ヘッド体積（cm3） 176 155 141
クラブ長さ（インチ） 43 42.5 42

バランス D2

クラブ重さ（g）
① S 314 319 324
② S 319 324 328

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

▼ロフト＆シャフトバリエーション
●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g）トルク ＃3 ＃5 ＃7
（LH）
＃3 ＃5

①
S 中 49 5.0 ● ● ● ● ●

SR 中 48 5.0 ● ● ● △ △

R 中 46.5 5.0 ● ● ● △ △

②
X 中 56 4.0 △ △ △ △ △

S 中 54.5 4.0 ● ● △ △ △

※重さは装着重量です。

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

スリクソン Z F85
フェアウェイウッド
①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

1本（＃3、5、7） ¥35,000＋税

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

1本（＃3、5、7） ¥35,000＋税

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 X 45m/s ～ 52m/s
 S 42m/s ～ 49m/s

 S 40m/s ～ 48m/s
 SR 37m/s ～ 45m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

②Miyazaki MIZU 6 カーボンシャフト

①Miyazaki Mahana カーボンシャフト

#3
ライトウエイトカーボン

クラウン

#5、#7

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

①Miyazaki Mahana for HYBRID カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

 S 42m/s ～ 49m/s
 SR 40m/s ～ 47m/s

②Miyazaki for HYBRID カーボンシャフト

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

高い打ち出しと安定したスピン性能でダイレクトに
グリーンを狙える スリクソン Z H85 ハイブリッド。

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：HT1770鋼　ボディ：マレージング鋼
ヘッド製法 フェース：鍛造　ボディ：ロストワックス精密鋳造
仕上げ フェース：サテン＋黒IP仕上げ　ソール：ショット＋ミラー＋黒IP仕上げ
番手 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6

ロフト角（°） 19 22 25 28
ライ角（°） 59.5 60 60.5 61

ヘッド重さ
（g）

① 234 239 245 251
② 236 241 247 252
③ 235 241 246 251

ヘッド体積（cm3） 112 109 110 110
クラブ長さ
（インチ）

① ② 40.25 39.75 39.25 38.75
③ 39.75 39.25 38.75 38.25

バランス ①②D1　③D2

クラブ重さ
（g）

① S 345 350 355 359
② S 357 360 364 368
③ S 388 393 399 405

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

▼ロフト＆シャフトバリエーション
●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g）トルク ＃3 ＃4 ＃5 ＃6
（LH）
＃3 ＃4

①
S 中 58 4.1 ● ● ● ● ● ●

R 中 55.5 4.1 ● ● ● ● △ △

②
S 中 68 3.4 △ △ △ △ △ △

SR 中 65.5 3.4 △ △ △ △ △ △

③
S 中 98 2.7 ● ● ● ● △ △

R 中 94 2.9 △ △ △ △ △ △

※重さは装着重量です。

スリクソン Z H85
ハイブリッド
①Miyazaki Mahana for HYBRID カーボンシャフト

1本（＃3、4、5、6） ¥28,000＋税

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

1本（＃3、4、5、6） ¥25,000＋税

②Miyazaki for HYBRID カーボンシャフト
　※受注生産

1本（＃3、4、5、6） ¥28,000＋税

ウッドカスタム対応あり
➡P36

詳しくはWEBをご覧ください。

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

CUSTOM MADE CLUB
カスタムメイドクラブ

レフトハンドモデルあり
対象番手 ＃3、＃5

レフトハンドモデルあり
対象番手 ＃3、＃4

① ZF85MHNFW
　 （左用）ZF85LHMHNFW
② ZF85MIZ6FW

① ZH85MHNH
　 （左用)ZH85LHMHNH
② ZH85MZKH
③ ZH85NSDSH
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S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：クロムバナジウム鋼　ボディ：軟鉄（S20C）
ヘッド製法 鍛造　フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ 本体サテン、背面ミラー＋ショット仕上げ
番手 ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6

ロフト角（°） 18 20 23 26 29
ライ角（°） 59.5 60 60.5 61 61.5

フェースプログレッション（mm） 2.5
クラブ長さ
（インチ）

① ② 40.25 39.75 39.25 38.75 38.25
③ 39.75 39.25 38.75 38.25 37.75

バランス D1
クラブ重さ（g） ①353（S：＃3）　②364（S：＃3）　③393（S：＃3）

●クラブ：MADE IN JAPAN  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）
●新溝ルール適合モデル

アイアンライクな操作性の良さと中空構造ならではの
高弾道を実現する スリクソン Z U85 ユーティリティ。

 S 42m/s ～ 49m/s
 SR 40m/s ～ 47m/s

②Miyazaki for UTILITY カーボンシャフト

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

①Miyazaki Mahana for UTILITY カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

軟鉄鍛造製中空ボディ＋
ワイドソールにより、
ショットの精度も安定性もアップ。
ソールの接地面積を変えずに抜けのよさを確保しながら
ソール幅を広くしたことで慣性モーメントがアップし、
安定性が向上。また軟鉄鍛造製ならではの優れた打感が
得られるとともに、フェースレーザーミーリングにより、
ラフからでも安定したスピン性能を発揮します。

スリクソン Z U85
ユーティリティ

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

▼ロフト＆シャフトバリエーション
●は通常生産、△は特注対応可

硬度 調子 重さ（g）トルク ＃2 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6
（LH）
＃3 ＃4

①
S 中 58 3.9 ● ● ● ● ● ● ●

R 中 56 3.9 ● ● ● ● ● △ △

②
S 中 68 3.4 △ △ △ △ △ △ △

SR 中 66 3.4 △ △ △ △ △ △ △

③
S 中 96 2.7 ● ● ● ● ● △ △

R 中 92 2.9 △ △ △ △ △ △ △

※重さは装着重量です。

①Miyazaki Mahana for UTILITY カーボンシャフト

1本（＃2、3、4、5、6） ¥28,000＋税

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

1本（＃2、3、4、5、6） ¥25,000＋税

②Miyazaki for UTILITY カーボンシャフト
　※受注生産

1本（＃2、3、4、5、6） ¥28,000＋税

ます

※イメージ図

目安適応ヘッドスピード
①ダイナミックゴールド DST シャフト

 X100 46m/s ～ 52m/s
 S200 43m/s ～ 49m/s

 X 46m/s ～ 52m/s
 S 43m/s ～ 49m/s

②N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 軟鉄（S20C）
ヘッド製法 軟鉄鍛造（マイルド熱処理仕様）　フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ 本体サテン、背面ミラー＋サテン＋ショット仕上げ
番手 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW

ロフト角（°） 20 23 26 29 33 37 41 46
ライ角（°） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5

バンス角
（°）

フェース側 19 19 19 19 19 19 19 19
バック側 －4.5 －4.5 －4 －4 －3.5 －3.5 －3 －3

フェースプログレッション（mm） 3.2 3.4 3.7 4 4.2 4.4 4.7 4.7
クラブ長さ（インチ） 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25

バランス D2
クラブ重さ（g） ①422（S200：#5）　②414（S：#5）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※クラブ重さは、変更になる場合があります。
※バンス角は当社独自の設計法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。
※クラブ重さは、変更になる場合があります。

シャープな形状のフラットバックタイプ。
操作性に優れ精緻な攻めを可能にする
スリクソン Z-FORGED アイアン。

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
X100 中手元 116 1.9
S200 中手元 112 2.1

②
X 中手元 110 1.6
S 中手元 105 1.7

※ ①X100、②Xは特注生産となります。
詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

※

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

スリクソン Z-FORGED
アイアン

適切なバンス設計で
操作性向上、飛距離安定。
専用バンス設計の新・TOUR V.T. SOLEを
採用し、ヘッドを鋭角に入れやすく、ボールを
しっかりとらえることができ、インパクト後の
抜けも優れています。

レフトハンドモデルあり
対象番手 ＃3、＃4

アイアンカスタム対応あり
➡P45 アイアンカスタム対応あり

➡P45

①ダイナミックゴールド DST シャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥102,000＋税

1本（＃3、4）
¥17,000＋税

②N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥108,000＋税

1本（＃3、4）
¥18,000＋税

① ZU85MHNU
　 （左用）ZU85LHMHNU
② ZU85MZKU
③ ZU85NSDSU

① ZFGDGDSI
② ZFGM120I
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目安適応ヘッドスピード
①ダイナミックゴールド DST シャフト

②ダイナミックゴールドシャフト

 X100 46m/s ～ 52m/s
 S200 43m/s ～ 49m/s

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

 X 46m/s ～ 52m/s
 S 43m/s ～ 49m/s

④N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 軟鉄（S20C）
ヘッド製法 軟鉄鍛造（マイルド熱処理仕様）　フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ 本体サテン、背面ミラー＋ショット仕上げ
番手 ＃3 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW

ロフト角（°） 20 22 25 28 32 36 41 46 51 57
ライ角（°） 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5

バンス角
（°）

フェース側 19 19 19 19 19 19 19 19
8 10

バック側 －4.5 －4.5 －4 －4 －3.5 －3.5 －3 －3
フェースプログレッション（mm） 2.9 3 3.4 3.5 3.8 4.1 4.5 4.9 5.4 6
クラブ長さ
（インチ）

① ② ④ 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35.25 35.25
③ 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス D2 D3
クラブ重さ（g） ①424（S200：#5）  ②425（S200：#5）  ③408（S：#5）  ④414（S：#5）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※バンス角は当社独自の設計法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。

マイルドな打感と最適化された溝設計で
安定したスピン性能を実現した
スリクソン Z785 アイアン。

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
X100 中手元 116 1.9
S200 中手元 112 2.1

②
X100 手元 119 1.2
S200 手元 118 1.2

③
S 中 95 2.7
R 中 91 2.9

④
X 中手元 110 1.6
S 中手元 105 1.7

※ ①X100、②、③R、④Xは特注生産となります。
詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

※

※

※

※

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

② ダイナミックゴールドシャフト
※受注生産

6本セット（＃5～9、PW）
¥102,000＋税

1本（＃3、4、AW、SW）
¥17,000＋税

② Miyazaki for IRON カーボンシャフト
※受注生産

6本セット（＃5～9、PW）
¥120,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥20,000＋税

スリクソン Z785 アイアン

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

スピードグルーブフェースで飛距離性能が向上した
許容性の高いポケットキャビティ型
スリクソン Z585 アイアン。

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
S 中 63.5 3.8
R 中 62 3.8

②
S 中 81.5 2.4
SR 中 78.5 2.4

③
S 中 95 2.7
R 中 91 2.9

④
S 中 98.5 2.3
R 中 95 2.5

※ ②、③R、④Rは特注生産となります。
詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

※

※

※

ツアーベルベットフルラバーグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49.5g/口径60〉

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 フェース：クロムバナジウム鋼　ボディ：軟鉄（S20C）
ヘッド製法 鍛造　フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ 本体サテン、背面ミラー＋ショット仕上げ
番手 ＃4 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW AW SW

ロフト角（°） 22 24 27 31 35 39 44 50 56
ライ角（°） 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5

バンス角
（°）

フェース側 12 14 14 16 16 18 18
8 9.5

バック側 －8 －6 －6 －5 －5 －3 －3
フェースプログレッション（mm） 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 4.1 4.6 4.9 5.3
クラブ長さ（インチ） 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 35.5

バランス ①②D1　③④D2 ①②D2  ③④D3
クラブ重さ（g） ①377（S：#5）　②394（S：#5）　③408（S：#5）　④411（S：#5）

●リアルロフト表示  ●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※バンス角は当社独自の設計法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。

 S 41m/s ～ 49m/s
 R 37m/s ～ 44m/s

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト

 S 43m/s ～ 49m/s
 R 39m/s ～ 45m/s

④N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DST スチールシャフト

 S 40m/s ～ 48m/s
 R 33m/s ～ 42m/s

①Miyazaki Mahana for IRON カーボンシャフト

目安適応ヘッドスピード

ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値

 S 42m/s ～ 49m/s
 SR 40m/s ～ 47m/s

②Miyazaki for IRON カーボンシャフト

スリクソン Z585 アイアン

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥102,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥17,000＋税

③N.S.PRO 950GH DST スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥102,000＋税

1本（＃3、4、AW、SW）
¥17,000＋税

①ダイナミックゴールド DST シャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥102,000＋税

1本（＃3、4、AW、SW）
¥17,000＋税

④N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥108,000＋税

1本（＃3、4、AW、SW）
¥18,000＋税

①Miyazaki Mahana for IRON カーボンシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥120,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥20,000＋税

④N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DST スチールシャフト
6本セット（＃5～9、PW）
¥108,000＋税

1本（＃4、AW、SW）
¥18,000＋税

レフトハンドモデルあり
対象番手

①S200：＃5～9、PW

レフトハンドモデルあり
対象番手

①③S：＃5～9、PW

※イメージ図

フェースの反発性能アップで
圧倒的な飛距離
「スピードグルーブフェース」。
バックフェースの周辺に溝を設けたことにより、
フェースがよりたわみやすく、反発性能がアップ。
全番手とも従来モデルより大きな飛距離を実現
します。

心地よい打球音と優れた操作性
「ツアーキャビティデザイン」。
ターゲットユーザーの打点付近を厚肉化。キャビ
ティバックながらもマッスルバック並みの打感と
操作性を実現します。

※イメージ図

アイアンカスタム対応あり
➡P45

アイアンカスタム対応あり
➡P45

① Z585MHNI
　 （左用）Z585LHMHI
② Z585MZKI
③ Z585NSI
　 （左用）Z585LHNSI
④ Z585MDSI

① Z785DSI
　 （左用）Z785LHDSI
② Z785DGI
③ Z785NSI
④ Z785M120I



グリップカスタム

刻印カラーカスタム

7
ブラック

8
ライム
グリーン

9
ホワイト

10
ピンク 色無し

11
ブルー

1
パープル

2
チェリー

3
オレンジ

4
イエロー

5
メタリック
ゴールド

6
ライト
ブルー

ブランドやモデルのロゴなどの色を全11色＋色無しの中からチョイス。

刻印カラーと合わせるなど、自分仕様にカスタム。

シャフトカスタム あらゆるスイングタイプと好みに対応できるシャフトラインアップ。

4645 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ツアーベルベットラバー アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

MCC アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

ツアーベルベットVDラバー
〈49.5g/口径60〉

ホワイト

レッド

ブルー

※在庫が無くなり次第終了致します。

イオミック オーパス ブラック
〈48g/口径60〉

スカイ
ブルー

ホワイト

オレンジ

イエロー

レッド

※カスタムグリップ装着時は、標準品と比較して、
　グリップ重量差相当のクラブ重量・バランスの差が生じます。

アップチャージ価格 ￥1,500＋税/本

アップチャージ価格 ￥2,000＋税/本 アップチャージ価格 ￥3,000＋税/本

アップチャージ価格 ￥5,000＋税/本

無 料

◉ 刻印カラー 一覧

アップチャージ価格
￥1,000＋税/本
※購入後の刻印色変更は不可

マルチコンパウンド MCC プラチナム
〈49g/口径60〉

スカーレット

ミッドナイト
ブルー

※グローブ等に色移りすることがあります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト
〈49g/口径60〉

レッド

ブルー

ブラック

※グローブ等に色移りすることがあります。

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 8 スチール

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 7 スチール
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方はご使用をお控えください。

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 6 スチール
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが43m/sを超える方はご使用をお控えください。

トゥルーテンパー社製 ダイナミックゴールド AMT TOUR WHITE

トゥルーテンパー社製 ダイナミックゴールド 120

トゥルーテンパー社製 ダイナミックゴールド 105

トゥルーテンパー社製 ダイナミックゴールド 95

トゥルーテンパー社製 ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE デザインチューニング仕様 N.S.PRO 950GH DST Design Tuning （ブラック） スチール

デザインチューニング仕様 ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning （ブラック）

Z U85 番手、SRIXONロゴ、Z U85ロゴ、FORGEDで1色
Z-FORGED 番手、SRIXONロゴ、Z-FORGEDロゴで1色
Z585 番手、Z585ロゴ、FORGEDで1色
 ※SRIXONロゴはバッジのため不可

Z785 番手、SRIXONロゴ、Z785ロゴ、FORGEDで1色

◉ 刻印場所

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

その他シャフトもあります。詳しくはWEBをご覧ください。
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GET MORE SPIN！
“攻めのフェース”がRTX史上、最大のスピン性能を発揮。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 軟鉄
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造＋フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ ツアーサテン仕上げ／ブラックサテン仕上げ

ロフト角（°） 48 50 52 54 56 58 60
グラインド Mid Mid Mid Mid Low Mid Full XLow Low Mid Full Mid

バンス角（°） 8 10 10 10 8 10 10 3 6 9 9 9
ライ角（°） 64 64 64 64 64 64 64

フェースプログレッション（mm） 5.1 5.6 5.6 6.1 6.1 7.1 7.1
クラブ長さ
（インチ）

①③ 35.25 35.125 35
② 35.5 35.375 35.25 35

バランス D2 D3 D4 D5

クラブ重さ（g）
①S200 468 471 474 477
② S 442 445 448 451
③ S 455 458 461 464

●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※スピン性能を重視しているため､ボールに傷が付くことがあります。
※ ブラックサテンウエッジは通常の使用で下地が見えてきます。（これは独特の風合いを出す仕上げにしているためです。）
そのため、フェース面上のレーザーミーリングが見えにくくなりますが、性能上大きく変わることはありません。
※ バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と
異なる場合があります。
※クラブ重さ（総重量）はあくまでも目安としてお考えください。

ツアーサテン ブラックサテン

ツアーベルベットフルラバーグリップ（バックラインなし）
〈①③51.5g/口径58、②49.5g/口径60〉

RTX 4 ウエッジ

②N.S.PRO 950GH スチールシャフト

¥15,000＋税

③N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチールシャフト

¥16,000＋税

①ダイナミックゴールドシャフト

¥15,000＋税

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
X100 手元 120 1.2
S200 手元 119 1.2

②
S 中 96 2.0
R 中 93 2.3

③
X 中手元 110 1.6
S 中手元 106 1.7

※ ①X100、②R、③Xは特注生産となります。詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

硬度 調子 重さ（g） トルク

①
X100 手元 116 1.2
S200 手元 115 1.2

②
S 手元 96 1.7
R 手元 93 1.9

※ ①X100、②Rは特注生産となります。詳しくは、P60をご参照ください。
※重さは装着重量です。

※

※

※

※

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

レフトハンドモデルあり
（ツアーサテン・ダイナミックゴールドのみ）

ロフト角（°）  50・52・56・58
（Mid）（Mid） （Mid）（Mid）

※詳しくはP51～52へ。

※詳しくはP51～52へ。

RTX 4 FORGED ウエッジ

スピン、打感、許容性、すべてにこだわった軟鉄鍛造ウエッジ。

①ダイナミックゴールドシャフト

¥19,000＋税

②N.S.PRO MODUS3 TOUR105 スチールシャフト

¥20,000＋税

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 軟鉄（S20C）
ヘッド製法 鍛造＋フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ サテン＋ミラー＋ショット仕上げ

ロフト角（°） 50 52 56 58 ※ 60
グラインド Std Std Low Std Low Std Low

バンス角（°） 10 10 8 11 8 10 8
ライ角（°） 64 64 64 64 64

フェースプログレッション（mm） 5.9 5.9 7.4 7.4 7.3 7.4
クラブ長さ（インチ） 35.25 35 35

バランス
① D3 D4 D4
② D2 D3 D3

クラブ重さ（g）
①S200 467 472 472
② S 448 453 453

●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※スピン性能を重視しているため､ボールに傷が付くことがあります。
※ バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と
異なる場合があります。
※クラブ重さ（総重量）はあくまでも目安としてお考えください。
※60°は特注生産となります。

ツアーベルベットフルラバーグリップ（バックラインなし）
〈51.5g/口径58〉

オフセンターヒットでも
安定した飛距離コントロール性能。
余剰重量を最適配分することで、フェースセンター
に近い重心位置を実現した、第2世代 FEEL 
BALANCING TECHNOLOGYにより、抜群の
打球安定性を発揮します。

ホーゼルを短く
軽量化することで
余剰重量を創出

バックフェース面に
段差を入れることで
余剰重量を創出

R T X  4 F A CE T ECH N OLOG Y
シリーズ史上最高のスピン性能を誇る
RTX 4 フェーステクノロジーを搭載。

F A CE M I LLI N G
2種類のフェースミーリ
ングによりフェース面の
粗さを向上。

T OU R  Z I P  G R OOVES
これまでで最も深い
ツアージップグルーブ。

LA SER  M I LLI N G
緻密なレーザーミーリング
がさらなる粗さを実現。

① RTX4FGDGWG
② RTX4FGM105WG

① RTX4BTSDG
　 （左用）RTX4LHBTDG
② RTX4BTSNS
③ RTX4BTSMWG

① RTX4BBSDG
② RTX4BBSNS
③ RTX4BBSMWG

軟鉄鍛造
日本仕様モデル

ノーメッキ
カスタム対応
アップチャージ価格
￥4,000＋税

※ 下記ノーメッキカスタムについての
注意事項をご参照ください。

● メッキ加工をしていない製品です。通常の使用・保管で錆が発生しますが、ルール適合クラブとして問題なくご使用いただけます。また、ヘッド仕上げや錆の発生・進行には
個体差があります。ご使用後は土や水分を十分に拭き取り、乾いた状態で保管して下さい。錆を防止するために、オイルなどでお手入れされる事をお薦めいたします。
●ノーメッキ品につきましては刻印カラー、およびロフト角・ライ角の変更は受け付けておりません。
●RTX 4 FORGED以外のウエッジはノーメッキカスタムの対象外となります。

ノーメッキ
カスタムについての

注意事項
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アクションフィールグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈①48g/口径60、②50g/口径58〉

ラムキン 3GEN UNDER SIZE グリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）〈44g/口径58〉

アクションフィールグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈①③51g/口径58、②49g/口径60〉

RTX F-FORGEDⅡ ウエッジ

①N.S.PRO 950GH スチールシャフト

¥18,000＋税

CFX ウエッジ

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 軟鉄（S20C）
ヘッド製法 鍛造＋フェースミーリング形状ラインレーザー加工
仕上げ サテン＋ミラー＋ショット仕上げ

メンズ レディス
ロフト角（°） 48 50 52 56 58 60 50 56
バンス角（°） 10 12 12 14 12 12 12 14
ライ角（°） 64 64 64 64 64 64 64 64

フェースプログレッション（mm） 3.3 3.3 3.3 3.6 3.8 3.8 3.3 3.6
クラブ長さ（インチ） 35.5 35.25 35 34.25 34

バランス
① D2 D3 D4 － －
② D0 D1 D2 － －
③ － － － C4 C5

クラブ重さ（g）
① 438 441 446 449 － －
② 406 409 413 416 － －
③ － － － － 400 405

●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル
※スピン性能を重視しているため､ボールに傷が付くことがあります。
※ バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による
数値と異なる場合があります。
※クラブ重さ（総重量）はあくまでも目安としてお考えください。
※レディスの50°、56°以外は特注対応となります。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 SUS431ステンレス
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ サテンツアー仕上げ

ロフト角（°） 46 48 50 52 54 56 58
バンス角（°） 9 9 11 11 12 12 10
ライ角（°） 64 64 64 64 64 64 64

フェースプログレッション（mm） 4.7 4.7 5.2 5.2 5.5 5.5 6

クラブ長さ
（インチ）

① 35.5 35.25 35
② 35.5 35.25
③ 35.75 35.5 35.25

バランス
① ② D2 D3 D4
③ D0 D1 D2

クラブ重さ（g）
① 449 451 457 459
② 435 438 441 444
③ 405 408 412 415

●MADE IN CHINA  ●新溝ルール適合モデル  ●9月発売予定
※スピン性能を重視しているため､ボールに傷が付くことがあります。
※ バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による
数値と異なる場合があります。
※クラブ重さ（総重量）はあくまでも目安としてお考えください。

硬度 調子 重さ（g） トルク
① S 中 96 2.0
②
WEDGE 中

メンズ：56
3.8

③ レディス：54
※重さは装着重量です。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

②Miyazaki WG-60Ⅱ カーボンシャフト

¥20,000＋税

③Miyazaki WG-60Ⅱ カーボンシャフト

¥20,000＋税

グースネック＆ワイドVソールで
アプローチをやさしくシンプルにした
軟鉄鍛造ウエッジ。

すべてのゴルファーにショートゲームの楽しさを！
技術を盛り込んだ高性能キャビティウエッジ。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

①ダイナミックゴールド 115 シャフト

¥15,000＋税

※詳しくはP51～52へ。

②N.S.PRO 950GH スチールシャフト

¥15,000＋税

③Diamana for CG カーボンシャフト

¥18,000＋税

硬度 調子 重さ（g） トルク
① WEDGE 手元 105 1.6
② S 中 96 1.8
③ WEDGE 中 59 2.9
※重さは装着重量です。

①RTXFG295WG
②RTXFG2BRWG

① CFXDG115WG
② CFXNS950WG
③ CFXGRWG

軟鉄鍛造
日本仕様モデル

クリアな打感を実現する
｢ゲルバックインサート｣
ゲルバックインサートを採用し、よりトウ寄りの
重心を実現。クリアな打感がショートゲームでの
スピン・飛距離を安定させます。

あらゆるショットをシンプルにする
｢ロフト別ソールグラインド設計｣

ゲルバック
インサート

V-SOLE

Loft
46˚/48˚/50˚/52˚

Loft
54˚/56˚

Loft
58˚

フルショットで
抜けを発揮

バンカーを
楽にする

やさしく
多様なショット

S-SOLE C-SOLE

③RTXFG2LWG

レディスの特注は
アップチャージの
対象となります。



バックフェースフルデザインカスタム
オリジナリティあふれる、全5デザインの多彩なラインアップ。

RTX 4 ツアーサテン/ブラックサテン ウエッジ
※❶のバックフェースデザインの数字はロフト角が入ります。
※左用は対応できません。
※RTX 4 FORGED、RTX F-FORGEDⅡ ウエッジは対象外です。

【 対象モデル 】

バックフェースデザインを選択。（アップチャージ価格 ¥3,000＋税）CU ST OM . 2 Ⓐ
※ツアーサテンウエッジのバックフェースデザインは色にムラが発生する可能性があります。

刻印カラーカスタム
モデルのロゴやロフト表示の色を全11色＋色無しからチョイス。

RTX 4 FORGED ウエッジ
RTX 4 ツアーサテン/ブラックサテン ウエッジ
RTX F-FORGEDⅡ ウエッジ

【 対象モデル 】

a ｢ロフト｣、｢/グラインド｣で1色
b ｢RTX 4｣、
　 ｢Clevelandロゴ｣で1色

a CGマークとロゴ部分で1色

b その他部分で1色

刻印カラーを全11色＋色無しの中から指定可。（アップチャージ価格 ¥1,000＋税）

対象ウエッジの刻印カラーやバックフェースのデザインを自分仕様にカスタム。
※対象ウエッジによりカスタム可能範囲が異なりますのでご了承ください。

CU ST OM . 1
※指定されない場合は、通常商品と同じ配色となります。

※CGマークは縁どりの凹部のみ
　色変更可

1
パープル

2
チェリー

3
オレンジ

4
イエロー

5
メタリック
ゴールド

6
ライト
ブルー

7
ブラック

8
ライム
グリーン

9
ホワイト

10
ピンク

11
ブルー

◉ 刻印カラー 一覧

ブラックサテン ウエッジ

ツアーサテン ウエッジ

色無し

ワンポイントマーク＋オウンネームカスタム
お気に入りのワンポイント全5デザインとイニシャルやラッキーナンバーで自分好みに。

RTX 4 ツアーサテン/ブラックサテン ウエッジ【 対象モデル 】

ワンポイントマークを選択してオウンネーム指定。（アップチャージ価格 ¥3,000＋税）CU ST OM . 2 Ⓑ
※ツアーサテンウエッジのバックフェースデザインは色にムラが発生する可能性があります。

ブラックサテン ウエッジ

ツアーサテン ウエッジ

a ワンポイントマーク
b オウンネーム

※刻印は3文字のみとなります。
※オウンネーム文字に色入れはできません。
※画像はイメージです。実物と異なる可能性があります。

◉ オウンネーム対応文字

RTX 4 FORGED

RTX 4

RTX F-FORGEDⅡ

●

●

●

●

●

●

●

●

全11色 色無し

×

●

●

×

×

●

●

×

バックフェースフルデザイン
カスタム

（アップチャージ価格 ¥3,000＋税）

ワンポイントマーク＋
オウンネームカスタム

（アップチャージ価格 ¥3,000＋税）

◉ 特注内容 刻印カラーカスタム
（アップチャージ価格 ¥1,000＋税）

※受注から納品まで約30日が必要となります。　※在庫状況や混雑具合などによって納期が遅れる場合がございます。
※発注後の仕様変更およびキャンセルはお受けすることができません。　※CFX ウエッジ、スマートソール ウエッジは対象外です。
※ノーメッキカスタムの商品は刻印カラーの指定はできません。

ツアーサテン

ブラックサテン

❶トランプ ❷世界の通貨 ❸イーグル

❺招き猫❹富士山

※ワンポイントのみ、またはオウンネームのみの対応はできません。
※左用は対応できません。
※RTX 4 FORGED、RTX F-FORGEDⅡ ウエッジは対象外です。

a ｢ロフト｣、｢/バンス｣で1色
b ｢Clevelandロゴ｣で1色
c ｢RTX 4 FORGED｣で1色

h ttp s : //w w w . c l e v e l a n d g ol f. c o. j p /m y _ r tx _ s i m /

マイカスタムウエッジ

詳しくはこちら

e l a n d g ol f. c o. j p /m yy _ r tx _ s i m /

仕上がりをイメージできる
カスタムオーダーシミュレーター❶ルート ❷スター ❸ドル紙幣 ❹サーファー ❺グッジョブ

❶ルート ❷スター ❸ドル紙幣 ❹サーファー ❺グッジョブ
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51 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。
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W ED G E SELECT I ON  G U I D E

モデル選択

▼ PWのロフト角を調べよう

●推奨セッティング

R T X  4

操作性重視

ブレードタイプ

RTX 4シリーズのロフト56°
はFULL、MID、LOWの3種、
58°ではXLOWを加えて4種
のソールグラインドをライン
アップ。ゴルファーのプレー
スタイル、スイング、コース条
件に合わせて自分に合った
最適な1本を選ぶことができ
ます。

PW43°、44°の場合

LOWMIDFULL

1S T E P

ソールグラインド選択3S T E P

※CFX、RTX F-FORGEDⅡウエッジのソールグラインドは1種類のみです。

XLOW

48° 52° 56°

3本 セッティング 2本 セッティング

50° 56°

PW46°の場合

50° 54° 58°

3本 セッティング 2本 セッティング

52° 58°

R T X  4 F OR G ED

操作性と打感重視

ブレードタイプ

CF X

やさしさ・寛容性重視

キャビティバックタイプ

軟鉄（S20C） 軟 鉄

R T X  F -F OR G ED Ⅱ

やさしさ・寛容性重視

キャビティバックタイプ

軟鉄（S20C）SUS431ステンレス

ワイドソール

ソール形状

操作性 △
◎
◎
△
◎
△

○
○
○
○
○
○

○
○
△
○
△
◎

◎
△
△
○
△
◎

ダフリ許容性

柔らかい

硬い

ダウンブロー

レベルブロー

コンディション
（地面）

スイング

オーソドックスな形状 独自のVソール形状 トウ・ヒールを削った形状
トウ・ヒール側に加え、ソール
後方を大きく削った形状

ロフト角選択2ST EP

RTX 4シリーズのみ選択可

ウエッジセットのロフト角は、各番手間の飛距離差が12～16
ヤード程度になるようにするのが基本です。それには、ピッチング
ウエッジのロフト角を基準にして4～6°ピッチにするのが目安です。
こうすることで飛距離コントロールがより容易になります。

アイアン
モデル

ロフト角 44°43°

スリクソン
Z585

ゼクシオ
フォージド

ゼクシオ
テン

44°

スリクソン
Z-FORGED

46°

スリクソン
Z785

46°

当社アイアンセットのピッチングロフト角

モデル別特性オートマチック（アベレージ向け） マニュアル（アスリート向け）

クリーブランドゴルフの
開発拠点の名を冠した
クラシック形状パター。

# 6
マレットタイプ

# 1
ブレードタイプ

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 SUS304ソフトステンレス
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ ショット仕上げ  フェース：ミーリング加工

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 70
長さ （メンズ）34インチ、（レディス）33インチ
タイプ （#1）ブレードタイプ、（#6）マレットタイプ

●パター：MADE IN CHINA
●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

ハンティントンビーチコレクション
ミッドサイズ（ロゴ入り）
〈85g/口径58〉

オリジナルスチールシャフト

¥12,000＋税
オリジナルスチールシャフト

¥12,000＋税

ハンティントンビーチコレクション パター
（#1）ブレード/（#6）マレットタイプ

ハンティントンビーチコレクション
ミッドサイズ（レディス）（ロゴ入り）
〈74g/口径58〉

アクションフィールグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈51g/口径58〉

レディススマートソールグリップ
（バックラインなし、ロゴ入り）
〈49g/口径60〉

スマートソール 3 TYPE-S / TYPE-C

①スマートソールスチールシャフト

¥13,000＋税
②アクション ウルトラライト 50カーボンシャフト

¥13,000＋税

グリーン周りからやさしく寄せられるチッパー
スマートソール 3 TYPE-C。

バンカーショットもプレッシャーフリー
スマートソール 3 TYPE-S。

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 SUS431ステンレス
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ ツアーサテン仕上げ

モデル
TYPE-S TYPE-C

メンズ レディス メンズ レディス
ロフト角（°） 58 42
バンス角（°） 8 6
ライ角（°） 64 66

フェースプログレッション（mm） 8.5 4.3
クラブ長さ（インチ） 35 34.375 34 33.125

バランス D4.5 C7 D3.5 C5
クラブ重さ（g） 465 410 488 425

●MADE IN JAPAN  ●新溝ルール適合モデル  ●特注不可
※ バンス角は当社独自の計測法に基づいた実効角度を表記しています。そのため一般的な計測方法による数値と異なる場合があります。
※クラブ重さ（総重量）はあくまでも目安としてお考えください。

硬度 モデル 調子 重さ（g） トルク

① WEDGE
TYPE-S 手元 108 1.8
TYPE-C 中 116 1.8

② WEDGE
TYPE-S 中 55 4.1
TYPE-C 中 53 4.1

※重さは装着重量です。

SSOLE3STJP SSOLE3STJP

SSOLE3BRJP SSOLE3BRJP

（メンズ）PHBEACH6
（レディス）PHBEACH6L

（メンズ）PHBEACH1
（レディス）PHBEACH1L

53
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S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 ボディ：17-4ステンレス
フェース：AL6061アルミニウム

ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ フェース：ミーリング加工

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ マレットタイプ

●パター：MADE IN CHINA  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）  ●9月発売予定

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 ボディ：17-4ステンレス
フェース：AL6061アルミニウム

ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ フェース：ミーリング加工

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ ブレードタイプ

●パター：MADE IN CHINA  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）  ●9月発売予定

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 ボディ：17-4ステンレス
フェース：AL6061アルミニウム

ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ フェース：ミーリング加工

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ マレットタイプ

●パター：MADE IN CHINA  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）  ●9月発売予定

S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材 ボディ：17-4ステンレス
フェース：AL6061アルミニウム

ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造
仕上げ フェース：ミーリング加工

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 70
長さ 34インチ
タイプ マレットタイプ

●パター：MADE IN CHINA  ●オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）  ●9月発売予定

オリジナルスチールシャフト

¥20,000＋税

FRONTLINE
PUTTER BLADE

オリジナルスチールシャフト

¥20,000＋税

FRONTLINE
PUTTER ELEVADO

オリジナルスチールシャフト

¥20,000＋税

FRONTLINE
PUTTER ISO

オリジナルスチールシャフト

¥20,000＋税

FRONTLINE
PUTTER CERO

ラムキン フロントラインパター グリップ
（ロゴ入り）〈122g/口径58〉

ラムキン フロントラインパター グリップ
（ロゴ入り）〈122g/口径58〉

ラムキン フロントラインパター グリップ
（ロゴ入り）〈122g/口径58〉

ラムキン フロントラインパター グリップ
（ロゴ入り）〈122g/口径58〉

前方重心設計とクリーブランド独自のアライメント、
フェースミーリングが真っ直ぐで正確なパッティングをサポート。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

PFL40JP

PFLCEROJP

PFLEVJP

PFLISOJP

F R O N T L I N E  P U T T E R  T E C H N O L O G Y
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各モデル毎にヘッドの慣性モーメント（MOI）に合わせて、パターンが異なる
「フェースミーリング」を搭載。これにより、トウ側やヒール側にミスヒットしても、
安定したボールスピードと距離感が得られます。

一般的なアライメントでは、アドレス時の目線がボールの真上にない場合、ボール
のセンターからズレた位置にセットしがちです。そこで従来モデルでも好評の
「2135アライメント※」を、より合わせやすいようにトップブレードに搭載。ゴルフ
ボールの中心の高さである21.35mmで構えられるため、目線がボールの手前や
先にある場合でも、常にボールのセンターに合わせた正確で再現性の高いアドレス
を実現できます。

イメージ通りの真っ直ぐなパッティングをサポート

ミスヒットしても均一な距離感を維持

ボールの中心をしっかり捉えたストロークを実現

オフセンターヒットするとフェースのブレを伴い、ボールの進行方向に影響を与えて
しまいます。そこで、フェースのトウとヒール部分に「高比重タングステン」を採用。
左右方向の慣性モーメントを大きくし、フェースのブレを抑えます。また「前方重心
設計」により、オフセンターヒット時の方向のズレを軽減。思ったところへの真っ直ぐな
パッティングをサポートします。

21.35mm

ズレていない ズレていない ズレていない

従来のアライメント 2135アライメント

慣性モーメントが小さくなるにつれ、
中心部に向けてのミーリングパターンが狭くなる

緩やかなミーリング

急激なミーリング

高MOI
モデル

低MOI
モデル

ズレてる ズレていない ズレてる

2135アライメントを
トップブレードに搭載

高比重タングステンウエイト

従来モデルの
2135アライメント位置

横方向の慣性モーメント拡大

※「2135アライメント」は、ELEVADO、CERO、ISOのみに搭載しています。
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①［ウッド］ カーボンシャフト（S） ［アイアン］ スチールシャフト（S）

オープン価格
［ウッド、アイアン］ カーボンシャフト（L）

オープン価格
②［ウッド、アイアン］ カーボンシャフト（R）

オープン価格

クリーブランド PACKAGE SET
オリジナル カーボンシャフト

クリーブランド BLOOM PACKAGE SET
オリジナル カーボンシャフト

クリーブランド PACKAGE SET
オリジナル スチールシャフト

PACKAGE SET（キャディバッグ付）
11本セット（W＃1、＃3、HB＃4、I＃5～9、PW、SW、PT）

BLOOM PACKAGE SET（キャディバッグ付）
8本セット（W＃1、＃5、HB＃5、I＃7、I＃9、PW、SW、PT）

ウッド
S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材
（＃1）フェース：6-4チタン  ボディ：純チタン
クラウン/ネック：3-2チタン バッジ：アルミニウム
（＃3/H4）ボディ/クラウン：SUS630ステンレス

ヘッド製法 （＃1）フェース/ボディ：鍛造
（＃3/H4）ボディ：ロストワックス精密鋳造  クラウン：鍛造

仕上げ ミラー＋ビーズショット＋サテン＋塗装仕上げ
バッジ：シルバー＋アルマイトネイビー（＃1のみ）

番手 ＃1 ＃3 HB＃4
ロフト角（°） 10.5 16.5 21
ライ角（°） 59 59 60
ヘッド重さ（g） 194.5 210 232
ヘッド体積（cm3） 460 181 105
クラブ長さ（インチ） 45 43 40.25
バランス D1

クラブ重さ（g） ①309  ②306 ①320  ②320 ①349  ②347
●MADE IN CHINA  ●新溝ルール適合モデル（＃3/H4）  ●特注不可

ウッド
S P E C I F I C A T I O N

ヘッド素材
（＃1）フェース：6-4チタン  ボディ：純チタン
クラウン/ネック：3-2チタン バッジ：アルミニウム
（＃5/H5）ボディ/クラウン：SUS630ステンレス

ヘッド製法 （＃1）フェース/ボディ：鍛造
（＃5/H5）ボディ：ロストワックス精密鋳造  クラウン：鍛造

仕上げ ミラー＋ビーズショット＋サテン＋塗装仕上げ
バッジ：シルバー＋アルマイトピンク（＃1のみ）

番手 ＃1 ＃5 HB＃5
ロフト角（°） 13.5 20 25
ライ角（°） 59 60 61
ヘッド重さ（g） 193 206.5 229.5
ヘッド体積（cm3） 440 148 115
クラブ長さ（インチ） 43.5 41.25 38.5
バランス C4 C2

クラブ重さ（g） 282 289 328.5
●MADE IN CHINA  ●新溝ルール適合モデル（＃5/H5）  ●特注不可

硬度
＃1 ＃3 HB＃4 IRON

調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク

① S 中 63 6.6 中 61 6.6 中 66 5.1 中 103 2.6
② R 中 62 6.6 中 60 6.6 中 64 5.1 中 58 5.1
※重さは装着重量です。

硬度
＃1 ＃5 HB＃5 IRON

調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク 調子 重さ（g）トルク

L 中 52 6.6 中 49 6.6 中 52 5.9 中 47 5.9
※重さは装着重量です。

アイアン/パター
S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS431ステンレス
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造

仕上げ （IRON）サテン仕上げ
（PT）ミラー＋ショット＋塗装仕上げ

番手 ＃5 ＃6 ＃7 ＃8 ＃9 PW SW PT
ロフト角（°） 24 27 30 34 39 44 56 －
ライ角（°） 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 72
バンス角（°） 3 4 5 6 6 7 15 －

フェースプログレッション（mm） 1.5 1.5 2 2.5 2.8 3 5 －

クラブ長さ
（インチ）

① 37.5 37 36.5 36 35.5 35 35 －
② 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35.5 －
PT － － － － － － － 34

バランス D1 D2 －
クラブ重さ（g） ①412（S：＃5）  ②368（R：＃5） －
●リアルロフト表示  ●MADE IN CHINA  ●新溝ルール適合モデル  ●特注不可

アイアン/パター
S P E C I F I C A T I O N
ヘッド素材 SUS431ステンレス
ヘッド製法 ロストワックス精密鋳造

仕上げ （IRON）サテン仕上げ
（PT）ミラー＋ショット＋塗装仕上げ

番手 ＃7 ＃9 PW SW PT
ロフト角（°） 32 40 45 56 －
ライ角（°） 62 63 63.5 63.5 72
バンス角（°） 2.5 3 6 11 －

フェースプログレッション（mm） 2 2.5 3 6 －
クラブ長さ（インチ） 36 35 34.5 34.5 33
バランス C2 C3 －

クラブ重さ（g） 355（＃7） －
●リアルロフト表示  ●MADE IN CHINA  ●新溝ルール適合モデル  ●特注不可

クリーブランド PACKAGE SET オリジナルフルラバーグリップ クリーブランド BLOOM PACKAGE SET オリジナルフルラバーグリップクリーブランド PACKAGE SET オリジナルフルラバーグリップ

＃3 ＃5HB＃4 HB＃5

キャディバッグ
■素材：ポリエステル×合成皮革（P.U.）　■サイズ：9.0型　■重さ：3.2kg　■タッグ：CGC-FZ901　●MADE IN CHINA

キャディバッグ
■素材：合成皮革（P.U.）　■サイズ：8.5型　■重さ：2.8kg　■タッグ：オリジナル　●MADE IN CHINA

オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA） オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）

PT PT＃1 ＃1

コストパフォーマンスに優れた
キャディバッグ付きALL IN ONEセット。

コストパフォーマンスに優れた女性向け
キャディバッグ付きALL IN ONEセット。

CGPACLS8

① CGPACSTS11
② CGPACS11
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年齢や体格に合わせて最適なクラブが選べる
クリーブランドゴルフ ジュニア。

S P E C I F I C A T I O N

クラブ
ヘッド素材/
製法

（DRIVER）アルミニウム合金/鍛造
（FW、HYBRID）17-4ステンレス/ロストワックス精密鋳造
（IRON、WEDGE）431ステンレス/ロストワックス精密鋳造
（PUTTER） 亜鉛合金/ダイキャスト

キャディ
バッグ

素材：ポリエステル
重さ：（S）1.35kg、（M）1.55kg、（L）1.7kg
サイズ：6.5型

●クラブ/キャディバッグ：MADE IN CHINA  ●DRIVER/FW/HYBRID：オリジナルヘッドカバー付（MADE IN CHINA）  ●2年保証対象商品
※キャディバッグのネームタッグは付属しません。  ※年齢、身長は目安です。

◎オープン価格 ◎オープン価格 ◎オープン価格

SMALL 3本セット MEDIUM 6本セット LARGE 7本セット
年齢・身長目安 ▼ 3-6才 90～110cm 7-10才 115～135cm 11-14才 140～160cm

DRIVER（18°） ● ●

FAIRWAY WOOD（22°） ● ●

HYBRID（28°） ● ●

I#7 ● ● ●

I#9 ● ●

WEDGE ● ●

PUTTER ● ● ●

キャディバッグ ● ● ●

CLEVELAND
GOLF
JUNIOR

番手 DRIVER FW HYBRID I＃7 I＃9 WEDGE PUTTER
ロフト角（°） 18 22 28 37.5 44 56 4
ライ角（°） 56 56.5 57 60 62 63 72

ヘッド体積（cm3） 325 155 105 － － － －

シャフト
長さ

（インチ）

SMALL － 29 － 26 － － 24
MEDIUM 36 － 32 30 29 28 28
LARGE 40 37 35 33 31.7 31 31

成長期のジュニアの負担を軽減、
プレーしやすい機能が充実。

GGC-S068J
オープン価格
■素材：ポリエステル  ■サイズ：6.0型
■重さ：1.4kg  ■タッグ：GGC-FZ173
■対応身長：110～130cm（小学校低学年対象）
●MADE IN CHINA レッド

CGJS3S CGJM6S CGJL7S

在庫限り

D U N LOP  C U S T O M  M A D E  CLU B
ダンロップでは、よりご満足いただくために標準仕様外のシャフトやグリップを装着する

「ダンロップ カスタムメイドクラブ」をご提案します。

■ カスタムメイドクラブオーダーの流れ

最終スペックに間違いがないかご確認ください。
ダンロップ ゴルフクラブ取扱店にお伝えください。

スペックを確認STEP 7

「ダンロップ カスタムメイドクラブ」、「カスタム・シミュレーション」のご案内

詳しくはWEBをご覧ください。

カスタム・シミュレーション 検索ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

より詳細なカスタムスペック表がご覧になれます。 多彩な組み合わせをシミュレーションできます。

P61に掲載のヘッドよりお選びください。
上記掲載以外のクラブも取り扱っている場合もございますので

お問い合わせください。

ヘッドを選択STEP 1

P61～63に掲載のシャフトよりお選びください。
上記掲載以外のシャフトも取り扱っている場合もございますので

お問い合わせください。

シャフトを選択STEP 2

P63～64に掲載のグリップよりお選びください。
上記掲載以外のグリップも取り扱っている場合もございますので

お問い合わせください。

グリップを選択STEP 3

ご希望のシャフトフレックスをお選びください。
各モデルのシャフトフレックスに関しましては

上記WEBの「ダンロップ カスタムメイドクラブ」にてご確認ください。

シャフトフレックスを選択STEP 4

ご希望のシャフト長さをお選びください。
各モデルのシャフト長さ対応範囲に関しましては

上記WEBの「ダンロップ カスタムメイドクラブ」にてご確認ください。

シャフト長さを選択STEP 5

ご希望のバランスをお選びください。
各モデルのバランス対応範囲に関しましては

上記WEBの「ダンロップ カスタムメイドクラブ」にてご確認ください。

バランスを選択STEP 6

◉カスタムメイドクラブオーダーの納期について
・ 通常の特注品（長さ変更、グリップ変更）
受付より出荷まで、原則として2週間程度。

・ ロフト変更､ライ変更を伴うアイアン特注品
原則として受付より出荷まで40～50日（土・日・祝は除く）。
納期は、受注状況により、変動するおそれがあります。

※ヘッド・シャフト・グリップの組み合わせによってはお受けできない
組み合わせがありますのでご了承ください。

ST

ST
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ウエッジ

ハイブリッド / ユーティリティ アイアン

STEP 2   ▼   カスタムシャフト ［ ドライバー / フェアウェイウッド ］

藤倉コンポジット社製

■ Speeder Evolution Ⅴ シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Speeder Evolution Ⅴ FWシリーズ カーボン（フェアウェイウッド専用）  ＋¥5,000＋税■ Speeder Evolution Ⅳ シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Speeder Evolution Ⅲ シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

シャフトラボ社製

■ ATTAS PUNCH カーボン  ＋¥10,000＋税

■ ATTAS COOOL カーボン  ＋¥10,000＋税

■ The ATTAS カーボン  ＋¥10,000＋税

三菱ケミカル社製

■ Diamana RF シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Diamana DF シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税 ■ KUROKAGE XD シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Diamana BF シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ KUROKAGE XT シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

※   はカーボンシャフトのアップチャージ価格です。
※ 下記掲載以外のシャフトも取り扱っている場合も
ございますのでお問い合わせください。

STEP 1   ▼   カスタムヘッド
ドライバー フェアウェイウッド

ゼクシオ
フォージド

¥24,000＋税

¥19,000＋税

ゼクシオ テン
クラフトモデル

¥80,000＋税

スリクソン
Z585

¥63,000＋税

スリクソン
Z785

¥68,000＋税

ゼクシオ テン
Miyazaki Model

¥53,000＋税

スリクソン
Z F85

¥35,000＋税

ゼクシオ テン
Miyazaki Model

¥38,000＋税

スリクソン
Z H85

¥28,000＋税

¥25,000＋税

スリクソン
Z U85

¥28,000＋税

¥25,000＋税

ゼクシオ テン
（左用・レディス含む）

¥53,000＋税

ゼクシオ テン
（左用・レディス含む）

¥38,000＋税

ゼクシオ テン
（左用・レディス含む）

¥24,000＋税

¥19,000＋税

スリクソン
Z585

¥20,000＋税

¥17,000＋税

スリクソン
Z-FORGED

¥17,000＋税

スリクソン
Z785

¥20,000＋税

¥17,000＋税

ゼクシオ テン
Miyazaki Model

¥80,000＋税

ゼクシオ テン
（左用・レディス含む）

¥80,000＋税

DUNLOP CUSTOM MADE CLUB DUNLOP CUSTOM MADE CLUB

※   はカーボンシャフト、
  はスチールシャフトのベース価格です。

クリーブランド
RTX F-FORGED Ⅱ

¥18,000＋税

※   はカーボンシャフト、
  はスチールシャフトのアップチャージ価格です。
※ 下記掲載以外のシャフトも取り扱っている場合も
ございますのでお問い合わせください。

グラファイトデザイン社製

■ Tour AD VR シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Tour AD IZ シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

■ Tour AD TP シリーズ カーボン  ＋¥10,000＋税

STEP 2   ▼   カスタムシャフト ［ ユーティリティ / アイアン / ウエッジ ］
当社オリジナル 注1. シャフトデカル（ロゴ）を構えて表側にすることができます。（通常は裏側になります。）

■ ゼクシオ MX-6000 カーボン

■ ゼクシオ MH1000 カーボン

■ Miyazaki Kaula 7 for HYBRID カーボン

■ Miyazaki for HYBRID カーボン

■ Miyazaki Kaula 7 for UTILITY カーボン

■ Miyazaki for UTILITY カーボン

■ Miyazaki Kaula 8 for IRON カーボン

■ Miyazaki for IRON カーボン

■ ゼクシオ MP1000 カーボン（ネイビー・レッド）

■ Miyazaki Waena カーボン

■ Miyazaki Mahana カーボン

■ ダイナミックゴールド DST

■ N.S.PRO 870GH DST for XXIO スチール

■ N.S.PRO 930GH DST for XXIO スチール

■ N.S.PRO 950GH DST スチール

■ N.S.PRO 980GH DST スチール

■ N.S.PRO MODUS3 TOUR105 DST スチール 注1  ＋¥1,000＋税

■ Miyazaki Mahana for WEDGE カーボン（ウエッジ専用）  ＋¥5,000＋税

■ Miyazaki for WEDGE カーボン（ウエッジ専用）  ＋¥5,000＋税

■ Miyazaki Waena for WEDGE カーボン（ウエッジ専用）  ＋¥5,000＋税

■ Miyazaki Kaula 8 for WEDGE カーボン（ウエッジ専用）  ＋¥5,000＋税

■ Diamana for CG カーボン（ウエッジ専用）  ＋¥3,000＋税

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

クリーブランド
RTX 4

¥15,000＋税

当社オリジナル

■ Miyazaki Kaula シリーズ カーボン（KORI・MIZORE・MIZU・KIRI）

■ Miyazaki Waena カーボン

■ Miyazaki Mahana カーボン

■ ゼクシオ MP1000 カーボン（ネイビー・レッド） ■ Miyazaki シリーズ カーボン（KORI・MIZU・KIRI）

クリーブランド
RTX 4 FORGED

¥19,000＋税

ゼクシオ
クロス

¥24,000＋税

¥19,000＋税

クリーブランド
CFX

¥15,000＋税
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モデル別特注対応一覧

バランス変更 無料

最適なバランスに変更・調整することでより振りやすくなり、
ショットの安定性がアップします。

ロフト・ライ角変更  ［ アイアン・ウエッジ ］ 無料

弾道の高さに影響するロフト角や方向性に影響するライ角を最適に
変更・調整することでショットの精度がアップします。

OPTION

刻印カラー変更  ［ アイアン・ウエッジ ］ ＋￥1,000＋税/本

色無しを含めて全12色のラインアップ。
お好みのカラーで個性を発揮できます。

※ゼクシオ フォージドはソール番手刻印色のみ可。
※印刷の都合上多少色が異なることがあります。
※ノーメッキカスタムの商品は刻印カラーの指定はできません。

オレンジパープル チェリー イエロー メタリックゴールド ライトブルー

ライムグリーン ホワイト ピンク ブルーブラック 色無し

STEP 3   ▼   カスタムグリップ

重さ（g） 口径
50.5 60

■ スリクソンオリジナルフルラバー（バックラインなし・ロゴ入り）

ブラック

重さ（g） 口径
49.5 60

■ ツアーベルベットVDラバー（バックラインあり・ロゴ入り）  ＋¥1,500＋税 　※在庫限り

ホワイト

レッド

ブルー

重さ（g） 口径
46 60
49.5 60

■ ツアーベルベットフルラバー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック

重さ（g） 口径
49.5 60

■ ツアーベルベットフルラバー（バックラインなし・ロゴ入り）

ブラック

重さ（g） 口径
50 58
48 60

■ アクションフィール（バックラインなし・ロゴ入り）

ブラック

重さ（g） 口径
51 58
49 60

■ アクションフィール（バックラインなし・ロゴ入り）

ブルー

■ ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラー（バックラインあり・ロゴ入り・レディス）

ブルー

ボルドー

重さ（g） 口径
W#1：24 63
FW：25 63
HB：29.5 66
I：33.5 61

重さ（g） 口径
44 58

■ ラムキン 3GEN UNDER SIZE（バックラインなし・ロゴ入り・レディス）

ブラック

※チップ裏面のマークに色入れあり 裏面

重さ（g） 口径
50 58
50 60

■ クリーブランドオリジナルバフ（バックラインなし・ロゴ入り）

ブラック

■ ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラー（バックラインあり・ロゴ入り）

ネイビー

レッド

重さ（g） 口径
W：27 65
HB：38 65
I：44 65
I：44 61

■ ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバーカラー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック 重さ（g） 口径
W#1：38 61
FW/HB：41 61
I：46 60
I：43 60

■ ゼクシオフォージド専用フルラバー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック 重さ（g） 口径
43.5 60
43 62

■ ゼクシオ クロス専用フルラバー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック 重さ（g） 口径
44.5 65
43.5 61

当社オリジナル

※   内は共通のアップチャージ価格です。
※ 下記掲載以外のグリップも取り扱っている場合もございますのでお問い合わせください。

グリップ
変更

シャフト
変更

ロフト・ライ
変更

刻印カラー
変更

バランス
変更

ゼクシオ テン
ウッド ● ● ●

アイアン ● ●

ゼクシオ テン Miyazaki Model ● ● ●

ゼクシオ テン クラフトモデル ● ● ●

ゼクシオ クロス ● ●

ゼクシオ フォージド ● ● ● ●

ゼクシオ プライム
ウッド ● ● ●

アイアン ● ●

ゼクシオ プライム
VP

ウッド ● ●

アイアン ●

ゼクシオ テン
レディス

ウッド ● ● ●

アイアン ● ●

グリップ
変更

シャフト
変更

ロフト・ライ
変更

刻印カラー
変更

バランス
変更

スリクソン Z585
ウッド ● ● ●

アイアン ● ● ●
※左用は不可

● ●

スリクソン Z785
ウッド ● ● ●

アイアン ● ● ●
※左用は不可

● ●

スリクソン Z F85 ● ● ●

スリクソン Z H85 ● ● ●

スリクソン Z U85 ● ● ●
※左用は不可

● ●

スリクソン Z-FORGED ● ● ● ● ●

グリップ
変更

シャフト
変更

ロフト・ライ
変更

刻印カラー
変更

バランス
変更

ノーメッキ
カスタム

RTX 4 FORGED ● ● ● ● ●

RTX 4 ● ● ●

CFX ● ●

RTX F-FORGEDⅡ ● ● ● ●

※ ●は特注対応可、それ以外は特注不可となります。
※ 特注可能なモデルでも、それぞれ特注可能範囲が異なりますので、詳しくはWEBでご確認ください。
※ノーメッキ品につきましては、刻印カラーおよびロフト・ライ角の変更はできません。

DUNLOP CUSTOM MADE CLUB DUNLOP CUSTOM MADE CLUB

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ゴルフプライド社製

バックライン 重さ（g） 口径
あり 52.5 60

なし
51.5 58
49.5 60

■ ツアーベルベットフルラバー（バックラインあり・なし）

ブラック

重さ（g） 口径
45 58

■ ツアーベルベット・ライトフルラバー（バックラインあり）

ブラック

重さ（g） 口径
51 60

■ ツアーベルベットラバー アライン（バックラインあり）  ＋¥1,500＋税

ブラック

重さ（g） 口径
51 60

■ MCC アライン（バックラインあり）  ＋¥1,500＋税

ブラック

重さ（g） 口径
49 60

■ マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト（バックラインなし）  ＋¥1,500＋税

ブラック/
ホワイト

ブルー/
ホワイト

レッド/
ホワイト

重さ（g） 口径
49 60

■ マルチコンパウンド MCC プラチナム（バックラインなし）  ＋¥1,500＋税 　※在庫限り

スカーレット

ミッドナイト
ブルー

イオミック社製

重さ（g） 口径
48 60

■ スティッキー オーパス ブラック（バックラインなし）  ＋¥1,500＋税

イエロー

レッド

スカイブルー オレンジ

ホワイト

日本シャフト社製 注1. シャフトデカル（ロゴ）を構えて表側にすることができます。（通常は裏側になります。）

■ N.S.PRO 950GH スチール

■ N.S.PRO 850GH スチール ■ N.S.PRO MODUS3 TOUR120 スチール 注1  ＋¥1,000＋税

■ N.S.PRO MODUS3 TOUR105 スチール 注1  ＋¥1,000＋税

■ N.S.PRO MODUS3 SYSTEM3 TOUR125 スチール 注1  ＋¥1,000＋税

■ N.S.PRO ZELOS 8 スチール 注1  ＋¥2,000＋税

■ N.S.PRO ZELOS 6 スチール 注1  ＋¥2,000＋税
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが43m/sを
超える方はご使用をお控えください。

■ N.S.PRO ZELOS 7 スチール 注1  ＋¥2,000＋税
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを
超える方はご使用をお控えください。

FST社製

■ KBS TOUR スチール  ＋¥1,000＋税

■ KBS TOUR-V WEDGE（ウエッジ専用）  ＋¥1,000＋税

デザインチューニング仕様

■ ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning （ブラック）  ＋¥5,000＋税

■ N.S.PRO 950GH DST Design Tuning （ブラック） スチール  ＋¥3,000＋税

※ シャフトデカル（ロゴ）を構えて表側にすることができます。（通常は裏側になります。）
※ 360°転写仕様

■ ダイナミックゴールド 115（ウエッジ専用）

トゥルーテンパー社製 注1. シャフトデカル（ロゴ）を構えて表側にすることができます。（通常は裏側になります。）

■ ダイナミックゴールド

■ ダイナミックゴールド EX TOUR ISSUE 注1  ＋¥2,000＋税

■ プロジェクト X 注1  ＋¥1,000＋税

■ ダイナミックゴールド AMT TOUR WHITE 注1

■ ダイナミックゴールド 95 注1

■ ダイナミックゴールド 105 注1

■ ダイナミックゴールド 120 注1

■ ダイナミックゴールド TOUR ISSUE 注1  ＋¥2,000＋税



ダンロップのゴルフクラブは「2年保証」。
万全の体制でゴルファーをサポートします。

●2006年以降の製品が対象となります。
● 保証書の再発行はできません。
● 保証書の紛失や必要事項の未記入は、
　保証の対象外となりますので、お気をつけください。
● 保証書がない場合は、有料修理となります。

ダンロップのゴルフクラブをご購入の際は、
保証書を必ずお受け取りいただき、大切に保管してください。
また、保証書をお受け取りになる際は、右記販売店記入欄に
もれがないか必ずご確認ください。

①取扱説明書に従った正常な方法でのご使用のもとで保証期間内に商品に損傷等の
不具合が生じ、その原因が弊社の設計上又は製造上の責に帰する場合、本規定に
基づいて当該商品を無料にて修理致します。

②無料修理をお受けになる場合は商品に保証書を添えてお買上げの販売店にお申し
出ください。お買上げの販売店に行かれるのが困難な場合は当社「お客様お問い
合わせ窓口」にご相談ください。

③日本国内においてお買上げ且つご使用の場合に限り有効です。

④保証期間内でも下記の場合は有料修理となりますのでご了承ください。

⑤各販売店独自の保証制度については、各販売店にご確認ください。

ゴルフクラブ保証規定（保証書より抜粋）

ゴルフクラブ「模倣品対策ラベル」導入のお知らせ

「マトリックスコード」導入のお知らせ

ゴルフを安全に楽しむために、下記の「禁止行為」や「義務行為」を
必ず守っていただき、安全で快適なゴルフライフをお楽しみください。

天災地変、火災その他の不測の事故による場合
通常の使用目的以外の使用による場合（クラウン部やサイド部など、打球面
以外にボールが当たったことによるキズ、割れ、凹みも有料修理となります。）
保管上の不備による場合
取扱説明書を逸脱したご使用など明らかにご使用者の責によるものと判断
される場合
著しい濫用または手入れ不良が原因と考えられる場合
弊社以外で修理または改造された場合（改造とはリシャフト、ネックのライ角・
ロフト角の調整塗り替え等であり、単なるグリップ交換は含みません。）
保証書がない場合、本書にシリアル番号シール、お買上げ年月日、お客様名、
販売店名の記入がない場合、あるいは不正に記載事項が書き換えられた場合
お買上げ後の輸送、移動時における損傷の場合
前各号の他、弊社の設計上又は製造上の故意・過失に起因しない場合

a.
b.

c.
d.

e.
f .

g.

h.
i .

●有料修理となる場合

表紙

裏面

保証書  ご記入欄

シリアル番号シール

お買い上げ日商品名 販売店名

クラブのシリアル番号シールが貼付されています。必ずご確認ください。

ご使用について

クラブを使用する前には、ヘッドのヒビ割れやメッキ剥がれ、シャフトのヒビ
割れや接着のゆるみ、ビスの浮き、グリップのゆるみなど、各部に異常がない
ことを必ず確認してください。けがの原因になることがあります。

各部に異常がないか必ず確認

力が強く、体力のある方がシニア向け、レディス用やジュニア用のクラブを
使用すると、破損し、けがの原因になることがあります。自分の体力や技量に
マッチしたクラブを使用してください。

※自分にマッチしたクラブの確認は、販売店にご相談ください。

自分にマッチしたクラブの使用

スイングする場合は、人、樹木、建造物などに触れないよう、周囲の安全を
必ず確認してください。人に当たると死亡やけがの原因になります。また、
道路や公園など人通りのある場所では絶対に使用しないでください。

※長尺仕様モデルは特に注意してください。

スイング時は周囲の安全を必ず確認

ゴルフボールや打撃練習器具以外のものは打たないでください。またコン
クリートやアスファルト、石など、硬いものの上では打たないでください。けがや
クラブ破損の原因になります。

打撃は必ず適切なものを使用

シャフトが破損した場合、折れ口には絶対に触れないでください。特に、カーボン
シャフトの繊維は、刺さり易いので注意してください。切り傷や刺し傷を負う危険が
あります。破損箇所はテープ・布等で保護し、シャフトを早めに取り換えてください。

シャフト折れ口は、けがに注意

極端なヒールショットやネック打ちは、シャフトやヘッドが破損する原因になる
ことがあります。特に、金属ヘッドのネック打ちは、ネック部の曲がりやシャフト
折れの原因となります。

ネックの打撃は破損の原因

クラブを踏みつけたり、たたきつけたりせずに、取り扱いに注意してください。
クラブを杖代わりに使用したり、重いものを載せたり、ぶら下がったりしないで
ください。破損やけがの原因になります。

クラブを大切に

シャフトの硬さや調子を調べるために、過度の力で曲げたり、ねじったりしないで
ください。シャフトが破損する場合があります。

無理な負荷は破損の原因

ラウンド中や屋外でクラブを使用中、雷が鳴り始めたら、クラブを体から
遠ざけて、なるべく早く安全な場所に避難してください。カーボンシャフトや
スチールシャフトは電気を通すため、感電する危険があります。

落雷は早めに避難

表面がツルツルになったり、スリ減ったり、ヒビ割れたグリップは必ず取り換えて
ください。スイング中、クラブが手から滑り抜けて、人に当たる危険があります。
また、異常を感じた場合は、早めに取り換えてください。

消耗したグリップは早めに交換

パターは、グリーン上でのパッティングやグリーン周辺からのアプローチ用に
設計されていますので、ショットなどそれ以外の目的で使用しないでください。
シャフトが折れて、クラブ破損やけがの原因になります。

パターでのショットは危険
インパクト時に、強いダフリ(地面への打撃)をした時は、ネック部やシャフトに
異常がないか必ず点検してください。そのまま使用するとシャフトが折れて、
けがの原因になることがあります。また、スイング時にシャフトが肩や背中などに
当たり、過度な力を集中させるとシャフト折れを引き起こすことがありますので
ご注意ください。樹木や建造物、石や金属などで衝撃を受けた場合、必ず点検
してください。

強い衝撃の後は必ずチェック

※生産時期によって、若干体裁の違いがあります。

一般社団法人日本ゴルフ用品協会(JGGA)では、近年問題となっている模倣品
クラブ対策に取り組んでいます。ダンロップもその趣旨に賛同し、ゴルフクラブに
「模倣品対策ラベル」を貼付しておりますが、2015年からは各ブランド別の
ラベルを貼付することで取り組みを一層強化しております。

※ヘッドに刻印されている「シリアル番号」とシャフトに貼付している
「模造品対策ラベル」が一致しない場合があります。

当社では品質管理上、「マトリックスコード」をヘッドに
印字しております。但し、商品により印字のない場合も
ありますが、同様に品質管理を行っております。

XXIODUNLOP SRIXON

ラベルはシャフト先端（構えて裏側）に貼付しています。

「模倣品対策ラベル」のデザインは、下記の新デザインへ
2017年末頃より順次切り替えを実施中です。

CLEVELAND GOLF

XXIO SRIXON CLEVELAND GOLF

ゴルフクラブを湿気、サビなどから守るために、使用後は必ず手入れをしてください。

【クラブヘッド全般】
•クラブのフェース面、ソールに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
•乾いた布で細かな汚れや水分を拭き取ります。ソールに付着した砂、泥、芝などをブラッシングにより落とします。
•クラブヘッド専用クリーナーやスプレーなどをムラなく塗ります。
•仕上げに乾いたきれいな布で磨いてください。

お手入れ方法について

（社）日本ゴルフ用品協会　統一取扱説明書（平成18年9月作成）に準ずる。してはいけない禁止行為を示しています。 守っていただくべき義務行為を示しています。

ご購入頂いた一部の商品には、品質管理のための異なる「シリアル番号」が複数存在する場合があります。その場合、保証書に記載されている「シリアル
番号」が本商品の管理番号としますが、全ての「シリアル番号」を当社で管理し、正規品として対応させて頂きますので、ご安心してご使用ください。

グリップ穴をティやボールマーク等で刺さないでください。スチールシャフトの
場合、中に水分が入ることによって錆が発生し、強度が低下することがあります。

グリップの穴には何も刺さない

強酸性やコンパウンド（研磨剤）入りのサビ取り
剤やクレンザー、スチールウールなどは使用し
ないでください。ヘッドの表面をキズつけ、サビの
原因になります。

軟鉄ヘッド

強酸性やコンパウンド（研磨剤）入りのサビ取り
剤やクレンザー、スチールウールなどは使用し
ないでください。特有の変色やサビなど、表面
変化が起こりやすくなります。

従来のニッケルクロムメッキに比べ、表面硬度
が軟らかく、膜厚も薄くなっていますので、すり
キズ、当たりキズにご注意願います。

特殊メッキ（イオンプレーティングを含む）を
施したヘッド

金属ヘッドの塗装は、芝との摩擦やボール、
砂の衝撃により、塗装が摩耗したり、剥げ落ちる
ことがあります。

研磨剤を含まないメタルヘッド専用クリーナー
を使用してください。ヘッド本体にキズがない
限り破損の原因にはなりません。

金属（チタン、メタルなど）ヘッドの塗装

ストーブやバーナーなど熱源の近くには置か
ないようにしてください。素材の特性上、過度の
加熱により品質が劣化し、破損の原因になる
ことがあります。

カーボン

修理の際は、必ずお買い上げの販売店にご依頼
ください。ご自身での修理は、安全上の問題が
生じます。

転居、贈答品などお買い上げの販売店にご相談
できない場合は、お客専用フリーダイヤルに
連絡してください。

修理方法について

クラブを改造された場合は、メーカーとして
責任は取れません。

改造について

高温・高湿の場所は避けてください。

車のトランクの中や直接日光に当たる場所に、
長時間置かないでください。

火気に近付けないでください。

子供が取り出してむやみに振り回さないように、
保管管理してください。

物が落下したり、倒れてこない場所に保管して
ください。

保管について

水分や汚れが付いたまま保管したり、車のトラ
ンクなど湿気の多い場所に長時間放置しないで
ください。サビや腐食が発生する場合があります。

塗装していない部分は、サビ取り剤で軽く磨いて
ください。

チタン、ステンレス、アルミ、銅合金

乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き
取ってください。

ラバーグリップ

乾いた布で水分をよく拭き取った後、風通しの
良い場所で陰干しをしてください。
※その際キャディバッグからクラブを取り出し、
　ヘッドカバーを外してください。

完全に乾いてから、手入れしてください。

雨の日のプレー後

乾いた布で付着したホコリ、泥、汚れを拭き
取ってください。

スチールシャフトのサビ防止のために、使用
後は乾いた布で細かな汚れや水分を充分に
拭き取ってください。

雨天時の使用後は、キャディバッグから出して、
風通しの良い場所で陰干しをしてください。

シャフト

ウッドクラブは、ヘッドカバーを使用して、ヘッドにキズが付かないように注意
してください。大型ヘッドのドライバーは、素材の肉厚が薄くなっていますので、
過度の衝撃で割れや凹みを生じることがあります。

※使用されない時は、必ずヘッドカバーを装着してください。

クラブを保護しヘッドのキズや割れに注意

シャフトを踏みつけたり、衝撃によりキズが付いた場合は、早めに交換して
ください。たとえ小さなキズでも、そのまま使用を続けると、シャフトが折れ、
けがの原因になります。

シャフトのキズは早めの交換

キャディバッグからクラブを出し入れする場合は、シャフト部分に強い力が
かからないように注意してください。また、クラブが入ったキャディバッグの
転倒には、特に注意が必要です。

キャディバッグからの出し入れには注意

クラブを搬送する場合は、すりキズや打ちキズが付かないよう、キャディバッグを
利用するなど、包装に注意してください。

クラブの搬送はキズに注意
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▼P78

スリクソン トライスター

3ピースボール

▼P78

2ピースボール
スリクソン エーディートリプルスリー

▼P787

スコアアップを目指すなら、自分に合ったボール選びから！

ア
プ
ロ
ー
チ
ス
ピ
ン
を
重
視

ド
ラ
イ
バ
ー
の
飛
び
を
重
視

▼P79
2ピースボール

スリクソン ディスタンス

▼P79

レディスゴルファーにおすすめお買い得な飛び系ボール

2ピースボール
スリクソン ソフトフィールレディ

その他ラインアップ

▼P75

3ピースボール
スリクソン ゼットスター

▼P71

3ピースボール
ゼクシオ プレミアム

▼P79

DDH
ツアースペシャル SF

▼P79

DDH
ツアースペシャル

プ
レ
ー
ス
タ
イ
ル

ゼクシオ スーパーソフト エックス

▼P69

3ピースボール

適応ヘッドスピード

30 35 40 45 50

30 35 40 45 50

（m/s）

（m/s）

▼P76

スリクソン ゼットスター エックスブイ

4ピースボール

P699

スボ ル

▼P77

4ピースボール
スリクソン エックス

▼P77

3ピースボール
スリクソン エーディートリプルスリー ツアー

ゴルフボールの基礎知識

　ゴルフはフェアプレーのスポーツです。そのためゴルフボール（公認球）
には、以下のような厳しい規格制限が設けられています。

ゴルフボール（公認球）の規格
※すべてR&Aの承認する装置で測定した値

●重さ 45.93グラム（1.62オンス）以下
●直径 42.67ミリ（1.68インチ）以上
●初速制限規制 一定の条件下で規定された上限（R&Aテスト内規)を越えてはならない。

● トータル
飛距離規制

「標準総合距離（R&Aテスト内規）」で定められた条件下で、
R&Aによって承認された機器のテストで、その規定された距離を
越えてはならない。

●対称性 R&Aによって決められたテスト方法でボールの回転軸を
2種類変えて飛行テストを実施し、その差が規定以内であること。

イギリスゴルフ協会（R&A）､アメリカゴルフ協会（USGA）､日本ゴルフ協会（JGA）では一定の
規格を設け､プロトーナメントやアマチュアの公認競技では協会が認めた「公認球」の使用が
条件になっています。

ゴルフボールの規格

スリーピースボールツーピースボール

コア コア

フォーピースボール

カバー
ミッド

カバーカバー
ミッド

2層コア

　構造的には ツーピースやスリーピース、さらにはフォーピースなどが
あり、多層化することによって飛距離性能やスピン性能、フィーリングなど、
目指す性能に特化しやすいというメリットがあります。またカバー材では、
「スリクソンZ-STAR」シリーズのようなプロ・上級者向けに開発された
ボールではウレタンが主流になっています。優れた飛びとコントロール性、
ソフトフィーリングを併せ持つのが特長で、より戦略的なゴルフが可能に
なります。

ゴルフボールの構造と特徴

プレースタイルに合わせる
　ゴルフボールには大きく分けると、飛距離
重視のディスタンスタイプとアプローチスピンや
打感重視のスピンタイプとがあります。（ディス
タンスタイプとスピンタイプを掛け合わせた
タイプもあります。）まずは、自分が目指すプレー
スタイルに合ったボールを選ぶことが大切です。

ヘッドスピードに合わせる
　ゴルフボールは基本的には、適応したヘッド
スピードで最大の性能を発揮するように設計
されているので、自分のヘッドスピードを知り、
それに対応したボールを選ぶことも大切です。

技術レベルに合わせる
　たとえばアベレージゴルファーがスピンタイプ
を使うと、ドライバーなどではサイドスピンが
多くなり、曲がりが大きくなってしまうといった
こともあるので、それぞれの技術レベルにあった
ボールを選ぶことが大切です。

ボールを選ぶ時に大切なこと
ゴルフはプレーヤー自身が使用ボールを選べる数少ないスポーツのひとつで、使用するボールによって結果や楽しさも変わってきます。
では、何を基準に選べばいいのでしょうか。

ドライバーでのヘッドスピードと飛距離の目安
ヘッドスピード ドライバーでの飛距離 ゴルファー
●48m/s以上 280ヤード前後 プロのハードヒッター
●43-48m/s未満 240ヤード前後 アマのハードヒッターおよびプロ
●38-43m/s未満 200ヤード前後 一般ゴルファー
●33-38m/s未満 180ヤード前後 シニアおよびやや非力なゴルファー
●33m/s未満 150ヤード前後 女性ゴルファー

ヘッドスピードとは｢クラブヘッドがボールをヒットする直前の長さ100ミリ間を通過する速度｣。ゴルファーの
スイングを分析するうえで重要な要素になるため､自分のヘッドスピードを把握しておくことをお勧めします。

ボール選びの目安として
　かつてはコンプレッションがあり、コンプレッションが大きいボールは硬く、ヘッドスピードが速い
ゴルファー向きとされていました。しかしその後、素材や構造が進化した結果、一概にそうは言い
きれなくなっています。たとえば「ゼクシオ SUPER SOFT X」などは、どんなヘッドスピードのゴル
ファーにも対応し、そのメリットを引き出すことができます。したがって、ボールを選ぶときは、プレー
スタイルやヘッドスピードを考慮に入れる他、パッケージやカタログの表記を参考に、いくつかを
試してみることをおすすめします。

ボールの硬さ、やわらかさ

初速
　ボールの初速は主に
ヘッドスピードで決まり、
ヘッドスピードが速いほど
初速も速くなり、飛距離が
出ます。ただし初速は、
ルールで一定の範囲内に
制限されています。

打ち出し角
　主にクラブのロフト角
とスイング軌道で決まり、
ダンロップの分析では、最
大飛距離を得るためには
ヘッドスピードが40m/s
の場合、ドライバーの打ち
出し角は15度前後が理想
的です。

スピン
　スピンは揚力を発生させてボールを高く上げるために不可欠の要素ですが、ドライバー
ショットなどではスピン量が多すぎると吹き上がりの原因となります。飛ばすための最適弾道を
実現するには、ダンロップの分析
ではヘッドスピードが40m/sの
場合、スピン量は毎分2500回
転前後が理想的です。

ボールの飛びを決める3要素

飛行中

重力スピン 初速
打出角

抗力 揚力
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使用について

  危険なので、ゴルフボールを切ったり、火の中に
入れないでください。

  打ち出されたゴルフボールは非常に高速で、大きな
破壊力をもっています。ショットする際には周囲に
十分ご注意ください。

保管について

  ゴルフボールを夏期の車の中や冬期のストーブ
付近など、極端に高温になるところに放置しないで
ください。ゴルフボールの表面が変形する原因と
なります。

  ゴルフボールを廃棄する際は、各市町村のゴミ
分別回収の指示に従ってください。

  パッションカラーのゴルフボールは蛍光顔料を
使用しているため、直射日光及び蛍光灯の下に
長時間放置すると変色する場合がありますが、
ゴルフボールの性能には影響ございません。

ゴルフボール
取扱説明

  してはいけない禁止行為を
示しています。

  守っていただくべき
義務行為を示しています。
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ホワイト

ゼクシオ史上最軟のコアがもたらす
“スーパーソフトフィーリング”と“飛ばす快感”

プレミアムホワイト

プレミアムパッションイエロー

プレミアムピンク

プレミアムパッションオレンジ

サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

X X I O  S U P E R  S O F T  X  T E C H N O L O G Y

高弾道338スピードディンプル
さらに空力性能が進化したディンプルにより、
飛行中のボールにかかる空気抵抗を低減、
高弾道ビッグキャリーを生む。

高反発スーパーソフトスリーピース

高反発スーパーソフトミッド
従来モデルから、36％ソフト化したミッドにより、
やわらかい打感を実現。

ハイスピード
大径スーパーソフト E.G.G.※コア
従来モデルから、10％ソフト化したコアにより、
高打ち出し・低スピンで大きな飛び。非常に
ソフトなフィーリング。
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

1/2
ダース有

◎1個 ¥700＋税
◎1/2ダース ¥4,200＋税
◎1ダース ¥8,400＋税

ゼクシオ SUPER SOFT X
S P E C I F I C A T I O N

構造 高反発スーパーソフトスリーピース
カバー 高反発アイオノマー薄カバー
ミッド 高反発スーパーソフトミッド
コア ハイスピード大径スーパーソフト E.G.G.※コア

ディンプル 高弾道338スピードディンプル
ボールNo. 11､22､33､55､77､88

●MADE IN JAPAN
●  1/2ダースはホワイト、プレミアムホワイトのみ。
※  E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

頂点以降

抗力が小さく
高いボールスピードを維持

打ち出し時

揚力が大きく
さらに伸びる弾道 

初期の抗力係数（CD値）を小さくすることで空気抵抗を減らしボールスピードを高次元に維持。
弾道頂点以降では揚力係数（CL値）を大きくすることでさらにひと伸びし、飛距離アップ。

高弾道338スピードディンプルの効果

※イメージ図

面積均一度を高めた
大小5種のディンプル

高反発アイオノマー薄カバー
剛性が高い薄カバーにより、ボール全体の外剛
内柔度を高め、高打ち出し・低スピン化。

XN SPSF X PWH（XNSPSFXPW）

XN SPSF X YEL（XNSPSFXYL）

XN SPSF X PPK（XNSPSFXPPK）

XN SPSF X ORG（XNSPSFXOR）

XN SPSF X WH（XNSPSFXWH）
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世界で、勝ち続ける。
スリクソン Z-STARシリーズ。

2019年6月現在

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 72

ロイヤルゴールド

ロイヤルプラチナ

上質な輝き、心地のよい
非常にソフトなフィーリングで大きく飛ぶ。

サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

1/2
ダース有

◎1個 ¥800＋税
◎1/2ダース ¥4,800＋税
◎1ダース ¥9,600＋税

ゼクシオ プレミアム

S P E C I F I C A T I O N
構造 高反発スーパーソフトスリーピース

カバー 「テファブロック HR＋」「ハイミラン®」配合
高反発ソフトアイオノマーカバー

ミッド 高反発スーパーソフトミッド
コア 高反発大径ソフトE.G.G.※コア

ディンプル 高弾道338スピードディンプル
ボールNo. 1、2、3、4、5、6、7、8
●MADE IN JAPAN
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

高反発大径
ソフトE.G.G.※コア
ゼクシオ史上、最軟の｢高反
発大径ソフトE.G.G.コア｣に
より、高打ち出し低スピンの
大きな飛びと非常にソフトな
フィーリングを実現しました。
※E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

高反発
スーパーソフトミッド
反発を高く維持しながら、
やわらかい打感を実現。

「テファブロック HR＋」
「ハイミラン®」配合
高反発ソフトアイオノマーカバー
従来モデルよりもさらにソフト化。非常に
ソフトなフィーリングでアプローチスピン
性能もさらに向上。

高弾道338
スピードディンプル
打ち出し直後の空気抵抗を
抑えて高いボールスピードを
維持。弾道頂点以降はさらに
大きく伸びて優れた飛距離
性能を発揮します。

高反発スーパーソフトスリーピース

特注限定で以下の
ボールNoもご用意できます。

60、70、77、80、88

還暦などの記念に

※詳しくは販売店までお問い合わせください。

XN PRM6 GLD（XNP6GLD）

XN PRM6 PLT（XNP6PLT）

中嶋 常幸

吉田 弓美子

チョン・インジ

イ ボミ

香妻 琴乃

畑岡 奈紗

朴 仁妃

星野 陸也

岡山 絵里 青木 瀬令奈酒井 美紀

松山 英樹

小田 孔明

稲森 佑貴

アーニー・エルス

グレイム・マクダウエルキーガン・ブラドリー

J.B.ホームズ ライアン・フォックスシェーン・ローリー キャメロン・チャンプアンドリュー・パットナム

ミンジー・リー

小木曽 喬

加瀬 秀樹 渡辺 司

大堀 裕次郎

脇元 華

香妻 陣一朗 藤本 佳則

淺井 咲希東 浩子 キム ハヌル

勝 みなみ

秋吉 翔太

新垣 比菜

G・チャルングン

小祝 さくら

タンヤゴーン・クロンパ

塚田 陽亮

出水田 大二郎

プラヤド・マークセン
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世界初※採用の高分子材料「SeRM®」搭載、
さらに高い次元で実現した飛びとスピン性能
※ゴルフボールにおいて

NEW
SRIXON Z-STAR
シリーズ誕生

セルム

世界初
※

SeRM® 搭載 プロたちの満足を超える新たな性能を実現！！

ドライバーの
「飛距離性能」を
さらなる高みへ。

ショートゲームでの
「スピン性能」を
さらなる高みへ。

ソフトフィーリング、スピン性能とともに

ドライバーの飛距離性能とともに

スーパーソフト
ファストレイヤー大径コア

高反発アイオノマー
極薄ミッド

Spin Skin コーティング
with 

飛びに効く

飛びに効く

スピンに効く

高反発 ファストレイヤー
大径2層コア

Spin Skin コーティング
with 

高耐久0.5mm
極薄スーパーソフト
ウレタンカバー

飛びに効く

スピンに効く

※SLIDE-RING MATERIAL および SeRM はアドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社の商標です。　※SLIDE-RING MATERIAL（略称 SeRM）は東京大学伊藤耕三研究室で開発された高分子の架橋に関する原理（超分子ネットワーク）を応用した技術です。

SeRM®を配合した
Spin Skin コーティング with　　　にすることにより、

従来コーティング比　　　　　　 もソフト化

フェースに食いつき、ショートゲームの
スピン量がアップし、安定性が向上

粘る・伸びる特性だから

フィーリングがさらにソフト化

振動吸収性に優れているから

バンカーの砂や小石などによる
微細な傷がつきにくく汚れにくい

形状復元性、耐傷特性が優れているから

70%

セルム

SeRM®をボールに使うと？

優れたスピン性能とソフトな打感を高次元で両立
摩擦係数

14.4％
アップ

※イメージ図（実際の製法ではありません）

従来の
コーティング材料

SeRM®配合の
コーティング材料

SeRM®の分子のネットワーク構造 （NEW Z-STARシリーズのコーティング模式図）
大きな力が加わっても、架橋点が動くため、張力を均一に保つことができる。

東京大学で発明され、形状復元性、耐傷特性、耐衝撃性、振動吸収性に優れており、今後さらに注目されていく材料です。

通常の分子のネットワーク構造 （一般的なボールのコーティング模式図）
大きな力が加わると、ひも状の高分子が破断する。

SeRM®は超分子ネットワークを応用した
「SLIDE-RING MATERIAL」の略称です。

セルム

SeRM®とは？
世界初の架橋点が自由に動くネットワーク構造を有する高分子材料

アプローチの打感がとて
も良いです。スピン量も
増えていますね。

新垣 比菜  Hina Arakaki

どんな状況でもスピンが増えましたね。まず、
アプローチショットでは、しっかりフェースに
乗る感じがあります。たとえば深いラフや
スピンがほどけやすいライで、短い距離でも
安定したスピンがかかって止まってくれる
ので、思い切ってピンを狙えます。

（2018日本オープンゴルフ選手権競技優勝時、NEW Z-STARを使用）

稲森 佑貴  Yuki Inamori
長い距離のショットでは球の強さが絶対
に必要で、特に風の強い日は大事。この
ボールは、打った瞬間に“芯”が感じられて、
とにかく強い球が打てます。一方で、アプ
ローチショットではスピンがかかるという
安心感があるから、自信を持って振ること
ができます。

秋吉 翔太  Shota Akiyoshi

ドライバーの打感が良いですね。打っていて気持ちが良いです。
フェードが打ちやすく、コントロールしやすくなりました。

（2018 マンシングウェアレディース
東海クラシック優勝時、 NEW Z-STARを使用）

香妻 琴乃  Kotono Kozuma

アプローチの出球の
高さとスピンの安定
性が抜群に良い。ドラ
イバーでは強く押せる
イメージで飛んでいる。

大堀 裕次郎  Yujiro Ohori

ドライバーでの打感が素晴らしい。打感が柔らかく
なったことが気に入っているし、2-3mphはボール
スピードが上がっているんじゃないかな。これは大き
な違いだよ！アプローチの打感もボールがフェース
に吸い付くようにソフトな打感でスピン量も増えて
いる。いままでのボールはどれも好きだが、New
モデルはその中でも特に気に入っている。最高だよ。

キーガン・ブラドリー  Keegan Bradley
ミドルアイアンでのスピン量が増え、
イメージ通りに弾道の高さが打てる。
アプローチではどの番手でもスピン
量が安定していて、ドライバーでは
初速が速くなっている。全体的に
とても気に入っている。

グレイム・マクダウエル  Graeme McDowell

アプローチショットとパットのフィーリングがソフトになったなと
感じました。アプローチはフェースに食いつく感じがあるので、
以前よりスピンが入るようになりましたね。ドライバーショットに
関しては球が強くなったと感じます。フェースにボールが食いつく
感じがあって、なおかつ強い球がでるのですごく扱いやすい。

出水田 大二郎  Daijiro Izumida
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抜群のスピンコントロールと飛距離。

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

抜群のスピンコントロールとソフトフィーリング。

ホワイト ホワイト

プレミアムパッションイエロー プレミアムパッションイエロープレミアムパッションオレンジ プレミアムパッションオレンジ

プレミアムホワイト プレミアムホワイトロイヤルグリーン ロイヤルグリーン

サイドマーク サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

◎1ダース　オープン価格

スリクソン Z-STAR

S P E C I F I C A T I O N
構造 ウレタンカバースリーピース
カバー 高耐久0.5㎜極薄スーパーソフトウレタンカバー
ミッド 高反発アイオノマー極薄ミッド
コア スーパーソフト ファストレイヤー大径コア

ディンプル 強弾道338スピードディンプル
コーティング Spin Skin コーティング with 
ボールNo. 1、2、3、4、5、6、7、8

●MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。
● プレミアムパッションカラーのオウンネームのマーク色は
標準色の黒のみ対応となります。

◎1ダース　オープン価格

スリクソン Z-STAR XV

S P E C I F I C A T I O N
構造 ウレタンカバーフォーピース
カバー 高耐久0.5㎜極薄スーパーソフトウレタンカバー
ミッド 高反発アイオノマーミッド
コア 高反発 ファストレイヤー大径2層コア

ディンプル 強弾道338スピードディンプル
コーティング Spin Skin コーティング with 
ボールNo. 1、2、3、4、5、6、7、8 （マスターズ：1、3、5、7）

●MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。マスターズは対応しておりません。
● プレミアムパッションカラーのオウンネームのマーク色は
標準色の黒のみ対応となります。
● マスターズのボールNo.の指定はできません。

1/2
ダース有

1/2
ダース有

マスターズモデルも
ラインアップ。

SN ZS6 PWH（SNZS6PWH） SN ZSXV6 PWH（SNZSXV6PWH）

SN ZS6 YEL（SNZS6YEL） SN ZSXV6 YEL（SNZSXV6YEL）

SN ZS6 GRN（SNZS6GRN） SN ZSXV6 GRN（SNZSXV6GRN）

SN ZS6 ORG（SNZS6ORG） SN ZSXV6 ORG（SNZSXV6ORG）

SN ZSXV6 MTS WH（SNZSXV6MTS）

SN ZS6 WH（SNZS6WH） SN ZSXV6 WH（SNZSXV6WH）

※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。 ※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。
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飛距離、スピン、
ソフトフィーリングの
ベストバランス ツーピース。

風に負けない大きな飛び、
ツアーボールに匹敵する
アプローチスピン性能。

飛びとスピンコントロール性が
さらに進化した
攻めのスリーピース。

先進のテクノロジーを
飛びに集中した
飛距離特化型ボール。

プレミアムホワイト

ホワイト

◎1ダース　オープン価格

スリクソン -X-

1/2
ダース有

◎1ダース　オープン価格

スリクソン AD333

S P E C I F I C A T I O N
構造 高反発ソフトツーピース

カバー 「テファブロック HR＋」「ハイミラン®」配合
高反発ソフトアイオノマー薄カバー

コア 高反発大径ソフトE.G.G.※コア
ディンプル 高弾道338スピードディンプル
ボールNo. 1、2、3、5
● MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。
●ボールNo.の指定はできません。
● パッションカラーのオウンネームのマーク色は標準色の
黒のみ対応となります。
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

サイドマーク

パッションイエローホワイト

パッションオレンジ

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

一部有料

一部有料

1/2
ダース有

◎1ダース　オープン価格

スリクソン TRI-STAR

S P E C I F I C A T I O N
構造 DISTANCE & CONTROL スリーピース
カバー 高反発ソフトアイオノマーカバー
ミッド 「テファブロック HR＋」配合高反発ソフトミッド
コア 高反発大径E.G.G.※コア

ディンプル 強弾道338スピードディンプル
コーティング Spin Skin コーティング
ボールNo. 1、2、3、5
● MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。
●ボールNo.の指定はできません。
● パッションカラーのオウンネームのマーク色は標準色の
黒のみ対応となります。
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

プレミアムパッションイエロー

プレミアムホワイトホワイト

1/2
ダース有

◎1ダース　オープン価格

スリクソン AD333 TOUR

S P E C I F I C A T I O N
構造 スーパーソフト ウレタンカバー スリーピース
カバー 高耐久0.5㎜極薄スーパーソフトウレタンカバー
ミッド 高反発アイオノマーミッド
コア 高反発スーパーソフトE.G.G.※大径コア

ディンプル 強弾道338スピードディンプル
コーティング Spin Skin コーティング
ボールNo. 1、2、3、4、5、6、7、8
● MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。
●ボールNo.の指定はできません。
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

S P E C I F I C A T I O N
構造 飛距離追求型フォーピース
カバー 高反発アイオノマー薄カバー
ミッド スーパースピード X ミッド
コア 高反発 E.G.G.※ 大径2層コア

ディンプル 高弾道338スピードディンプル
ボールNo. 1、2、3、4、5、6、7、8
● MADE IN JAPAN
●  1/2ダースは特注対応（ホワイトのみ）。
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

サイドマーク

プレミアムホワイトホワイト

ロイヤルグリーン

サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

1/2
ダース有

SN X WH（SNXWH）

SN X PWH（SNXPW）

SN AD333 T WH（SNAD333TWH） SN AD333 T PWH（SNAD333TPWH）

SN AD333 T GRN（SNAD333TGRN）

SN TRS2 WH（SNTRS2WH） SN TRS2 PWH（SNTRS2PW）

SN TRS2 YEL（SNTRS2YL）

SN AD333 7 WH（SNAD7WH） SN AD333 7 YEL（SNAD7YL）

SN AD333 7 ORG（SNAD7ORG）
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◎15個入り　オープン価格 ◎1ダース　オープン価格

DDH ツアースペシャル SF DDH ツアースペシャル

S P E C I F I C A T I O N
構造 ツーピース
カバー 高弾性アイオノマーカバー
コア 高反発ソフトコア

ディンプル 大小4種432ディンプル
ボールNo. 1､2､3､5
● MADE IN JAPAN/INDONESIA

S P E C I F I C A T I O N
構造 ツーピース
カバー 高弾性アイオノマーカバー
コア 高反発ソフトコア

ディンプル 大小4種432ディンプル
ボールNo. 1､2､3､5
● MADE IN JAPAN/INDONESIA

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

ドライバーでの弾道

 低  中  高

飛距離性能を徹底追求した
ツーピースボールのロングセラー。

ゆっくり振っても
ソフトな打球感。

飛距離性能とソフトフィーリングが
さらに進化した
女性ゴルファー専用設計。

鋭い飛びだしと
力強い弾道で大きな飛び。

サイドマーク

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

◎1ダース　オープン価格

スリクソン SOFT FEEL LADY

S P E C I F I C A T I O N
構造 高反発スーパーソフトツーピース

カバー 「テファブロック HR＋」「ハイミラン®」配合
高反発ソフトアイオノマーカバー

コア 高反発大径ソフトE.G.G.※コア
ディンプル 高弾道324スピードディンプル
ボールNo. 1､2､3､5
● MADE IN INDONESIA
●ボールNo.の指定はできません。
● パッションカラーのオウンネームのマーク色は標準色の
黒のみ対応となります。
※  E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

パッションピンク

ホワイト

サイドマーク

パッションイエロー

ホワイト

ボールタイプ

コントロール ディスタンス

適応ヘッドスピード

 30 35 40 45 50

フィーリング

しっかり感 ソフト 非常にソフト

ドライバーでの弾道

 低  中  高

◎1ダース　オープン価格

スリクソン DISTANCE

S P E C I F I C A T I O N
構造 高反発ツーピース
カバー 高耐久高反発アイオノマー薄カバー
コア 高反発大径ソフトE.G.G.※コア

ディンプル 高弾道324ディンプル
ボールNo. 1､2､3､5
● MADE IN JAPAN
※ E.G.G.はEnergetic Gradient Growthの略。

一部有料

SN DISTANCE8 YEL（SNDIS8YL）

SN DISTANCE8 WH（SNDIS8WH）

SN SF LADY4 PPK（SNSFL4PPK）

SN SF LADY4 WH（SNSFL4WH）

DDH TS SF3（TSSF3L） DDH TS2（DDHTS2L）

オリジナルマーク入り
ボールを作りませんか。

■ 受注ロット
●オウンネーム対象のボールで、初回受注数が1デザイン300ダース
以上（箱代無料）とさせていただきます。リピート受注の場合は、
100ダース以上（箱代無料）となります。
※初回受注数が300ダース未満、リピート100ダース未満の
場合は、箱代有料でも受注できませんのでご了承ください。
※特殊な加工（浮出し等）をご希望の場合は、別途費用をご負担
いただくことがございます。
※ホログラム紙使用の特製箱は受注
できませんのでご了承ください。

■ 納期
●受注後約6週間
　（内容により多少異なります）

※掲載パッケージは
　半ダース箱です。

オリジナルマーク入りボールのご提案

■ デザイン上の留意点
●当社のブランド
（　、DUNLOP、SRIXON、XXIO等）と先方のブランド
（ゴルフ場名、商品名等）を箱の同一面に併記できません。
●スリーブ箱には、下記事項の表示が必要となります。
　※製造者名（住友ゴム工業株式会社）
　※原産国（MADE IN JAPAN/INDONESIA）
　※「ご注意」文
●スリーブの窓の形につきましては、既存のスリーブのタイプの中
からお選びください。
●単一品種で最低ロットを満たすことができず、数品種合計で300
ダースとなる注文の場合は、箱にボールの品種名を表示せず、
共用できるデザインにしてください。
●ご発注いただく際には、レイアウト、色指定等、詳細に記したもの
をご用意ください。
　（できる限り、完全な版下をご用意ください）

オリジナルパッケージのオーダーも承ります。

オーダー方法は簡単！
次ページにしたがって、
お申し込みください。

リジナルパッケージのオ

オ
次
お申

ーダ 方法は簡は簡は簡単！単！
ページにしたがって、
申し込みください

オ
次ペ
お申

オーダーダ 方法法方法はははオ

小野琢也

ます。
特製箱は受注
承ください。

す）

ケージは
箱です。

　※
●ス
か
●単
ダ
共
●ご
を
　（

ノベル
ティ 贈答用 販促用 記念品

対象のゴルフボールを1ダース（写真入りは5ダース）以上お買い上げいただきますと、
ネーム入れが無料（一部有料あり）になるオウンネームサービスを実施しています。
名前やイラストはもちろん、プリクラ感覚で､写真入りボールも作れます。
当社独自のオリジナルマークもご用意しております。

80
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標準納期
新規 既受注

数
量（
ダ
ー
ス
）マークの位置を

確認してください。

マーク位置
指定マークのサイズを
確認してください。 ※下記納期は営業日計算です。

規格サイズ

約
8
日

要
問
い
合
わ
せ

約
11
日

約
8
日

約
11
日

要
問
い
合
わ
せ

約20日

約15日
（30ダース以上の場合は別途ご相談ください）

約
15
日

約
25
日

約
20
日

約
10
日

約
15
日

約
20
日

オーダー数によって
受付可能内容が変わります。

下記例のようにパッションカラーのマーク色は
当社標準色の黒のみ対応となります。

オーダー数料金 仕上がり例
文字の書体やマークの
デザインを指定します。

書体・マーク指定
マークの色を
選びます。

色指定 51

～

100

101

～

400

～

50

51

～

100

101

～

400

直径22mmの
円内
または

16×25mmの
長方形内

（指定マークの場合）

22mm以内

直径22mm以内

25mm以内

16×25mmの
長方形以内

16
mm
以内

22mm以内

14mm
以内Cタイプ

14mm以内

14mm
以内Bタイプ

18mm以内

Aタイプ

写真､プリクラ、グラデーションマークの取扱
●写真やプリクラ等はできるだけ鮮明なものをご用意ください。
●写真ではアップにして入れたい部分を指定することができます。
その際、写真に直接書き込まず、写真のコピーまたは注文書に
ご記入ください。（詳細の指定は弊社にお任せください）
●写真･プリクラ等にクリップをとめたり、文字を記入したり、傷を
つけたりしないでください。

～

50

写真、
グラデーションマークの
入れたい部分

（トリミング）
を決めます。
●両面不可

使用する

 写真､プリクラ、
グラデーションマーク
（A4サイズ以内）
を決めてください。

当社標準色

のみ
両面で4色以内

当社標準色

または指定も可
両面で4色以内
●指定色は必ず色見本を
添付してください。

文字の大きさ

は字数によって
変わります。※機能マークの場合は

下記参照

当社標準色

のみ1色

当社標準書体

または
当社オリジナルマーク（1色）

無料

無料

一部
有料

一部
有料

1品種  1ダース以上で
オーダー可能
左記マークのある商品は
3ダース未満/1件の場合、
1ダースにつき500円＋税

1品種  3ダース以上で
オーダー可能

1品種  10ダース以上で
オーダー可能

合計  40ダース以上で
オーダー可能

（1品種20ダース以上）

写真・グラデーションマークオーダー
1品種

1ダース以上
（プリント代 ￥1,200＋税/1件）

合計
5ダース以上
（プリント代 無料）

●写真のみの場合

●写真とマークの場合
※反対面のオウン
　ネームは標準書体で
　1行、標準色のみ。
　（指定不可）
　ただし100ダース以上は
　反対面指定マークも可能です。

●標準納期につきましては、当社受注
日から起算しています。季節・数量・
品種によって多少の変動があります
ので予めご了承ください。

●400ダース以上の納期は当社お問
い合わせ窓口でご確認ください。
フリーダイヤル 0120-653045
（10：00～12：00  13：00～17：00）
※平日のみ

写真入りオウンネームの留意点
●カラー写真をモノクロに転化してプリントすることはできません。
●印刷の都合上、実際の写真･プリクラ等と多少、色目が異なります。
●｢ネガ｣、｢ポジ｣等のフィルムはお受けできません。
●写真･プリクラ等は、ご返却いたしかねます。
●プリクラの枠等は、当社で削除させていただくこともあります。
●背景はそのままプリントされます。

著作権について
●アニメキャラクターやタレント
等の図案、またはそれらに近い
図案は承ることができません。
●マークおよびネームの肖像権や
著作権等についての責任は、
すべてお客様に帰属します。

グラデーションマークについて
●7色以上を使用しているマークはグラデーションマークオーダーにて
対応可能です。
●清刷は折り曲げがない物をご提供ください。
●マーク内容のご指示がある場合は、清刷原本に記載せず、複写した
物にご指示をお願いします。

片面

当カタログでオウンネームマークが明示されている
品種の中から、お好みのボールをお選びください。

●ゼクシオ プレミアム×20、スリクソン Z-STAR×20

P83参照

当社標準書体

または

P83参照

自由指定

または

P84参照

当社オリジナル
マーク

も用意しています。

P84～86参照

P84参照 P83参照

P84参照

P84参照

当社標準色

または指定も可
両面で6色以内
●指定色は必ず色見本を
添付してください。

P84参照

STEP STEP STEP STEP STEP

マーク色指定が両面6色以内オーダー例

マ
ー
ク

片面

両面

機能マークの場合

マーク位置下部

マーク位置上部

P85参照

マ
ー
ク

マーク

マーク

機  能

機  能

写
真

マーク

写真

小野琢也
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●記号文字（－、♥、♡、＃）など　●2段書き、3段書き（4段以上は不可）※必ず配列方法をご記入ください。（例）中央合わせ。左合わせ。
●サイズ指定…下記の文字サイズ見本から文字数で指定してください。（但し、規格サイズ内）　●丸囲み……Ⓜ1文字、1色、サイズ直径10mmのみ。

右記内容は3ダース以上からの
受注となります。（清刷不要）

アルファベット（ゴシック体）

文字数・大きさ

1 4～9

10～11

3 12～13

13文字まで

漢字・かな・カナ・アルファベット（中ゴシック体）

文字数・大きさ

1 5

6

7～8

9

2

3～4
10

10文字まで

漢字・かな・カナ・アルファベット（明朝体）

文字数・大きさ

1 5～6

7～82

3～4 9～10

10文字まで 漢字・かな・カナ・アルファベット（POP体）

文字数・大きさ

1 5～6

7～82

3～4 9～10

10文字まで

アルファベット斜体

文字数・大きさ

1 4～9

10

3 11～13

13文字まで

アルファベット花文字

文字数・大きさ

1
3

4～8

9～10

10文字までアルファベット筆記体

文字数・大きさ

1
4～9

10～11

2～3
12～13

13文字まで

アルファベット太字

文字数・大きさ

1 4～6

7～8

3 9～10

10文字まで

※アルファベット（ゴシック体）とはサイズ及び英数字は一部デザインが異なります。

濁点位置に注意してください。

※ ※

※ ※

※ ※

※

2

2

2

2

●漢字の中で一般常用漢字以外で受注できない漢字がありますので予めご了承ください。※イニシャルの場合の中点、ピリオドは文字数として数えません。

❸のしマーク（原寸大）  1品種3ダース以上から承ります。
のしの上下部に1行6文字で2行まで、最大12文字名入れできます。
のしのデザインは、「リボン」・「おび」の2種類から選べます。

リボン おび

標準色 No.1・16

この部分に
名入れできます。

※定型部分のデザインおよび色の変更はできません。
※名入れ部分は標準書体 ・アルファベット ・漢字、かな、カナ（中ゴシック体）の
組み合わせのみです。色は黒（No.16）のみです。
※このマークについてはあくまでデザインです。
※片面のみです。

御礼 内祝 御中元 御歳暮

粗品 参加賞 無地 ～記念

住
友
ゴ
ム
工
業

株
式
会
社

住
友
ゴ
ム
工
業

株
式
会
社

住
友
ゴ
ム
工
業

株
式
会
社

名入れ例

❶ホールインワン（原寸大）  1品種3ダース以上から承ります。

※名前部分は標準書体および標準色よりお選びください。
※黒枠（イラスト線）のみオーダーも受注可能です。その場合は注文書に｢枠のみ｣と明記してください。
※名入れ文字は1書体（標準）が1行1色に入ります。
※定型部分のデザインおよび色の変更はできません。
※ 名入れなしのオーダーも受注可能です。その場合は注文書に「定型部分のみ」と明記してください。
※注文書には標準色No.も必ずご記入ください。

当社オリジナルマーク

当社独自の楽しいオリジナルマークもご用意しております。

定型部分

これに個人名を
はめ込みます

標準色
No.10・16

名入れ例 詳しくは、次ページをご覧ください。

 ❷ 機能・干支・星座・47都道府県・
動物・季節の花・四文字熟語・
記念日・その他

●当社標準書体以外は、すべて指定マーク扱いとなります。必ず、清刷りの原稿を
ご用意ください。（オリジナルマークにつきましては、清刷りの原稿は不要です）
●清刷り原稿とは、紙に鮮明に刷った印刷物です。線の輪郭が鮮明なものをご用意ください。
大きな原稿ほどきれいに再現できますが、原稿サイズは「A4」サイズ以下でお願いします。
（例） 紙焼き。専門家の描いた版下。パンフレットなどの印刷物。
1色刷りの場合 ……  黒1色で表現された原稿をご用意ください。
多色刷りの場合 ……  黒1色の原稿1枚と多色の原稿1枚をご用意ください。

●複雑なマークの場合、印刷の都合上、原稿を多少修正させていただくこともあります。
●マーク及びネームの版権についての責任は全てお客様に帰属しますので予めご了承ください。
インターネットからダウンロードする場合も著作権にご注意ください。

マークの自由指定
●受付できますが、加工の必要があるもの
（例） 2枚に分かれている印刷物を組み合わせる、絵や文字の配列やバランスを

変える、標準書体を付け加える、手書きのイメージ画など。
●下記のものは受付できませんのでご注意ください。
 ★コピー原稿
　★紙状でないもの
（例） サンプルボール、タオル、帽子、名刺の浮彫り、箔押し印刷のもの、バッジ、

マーカー、コップ、コースターなど。

●ボールNo.の指定は1ダースから受付けます。
● 指定できるボールNo.は各品番ページの対象ボールNo.をご覧ください。（ボールの品種によっては4種類の場合もあります）
●ノーネームの場合でも、受注は1ダースからとなります。
●ボールNo.の指定をした場合、納期が変わる場合があります。

ボールNo.の指定

マーク色の指定

標準色
●左記の標準色一覧よりお選びください。
● ご指定の色と仕上がりの色は印刷の都合上、
若干異なる場合がありますのでご了承ください｡

指定色
● 色見本を必ず添付してください。
DIC､PANTONE､TOYO INKでのご指定の場合、
必ずカラーチップを添付してください。

● 黒色､金色､銀色につきましては､標準色以外の指定は
できません。
● 蛍光色､メタリックカラー及び、ゼクシオ プレミアム､
スリクソン Z-STAR プレミアムホワイト､ロイヤルグリーン､
スリクソン Z-STAR XV プレミアムホワイト､ロイヤルグリーン、
スリクソン X プレミアムホワイト、スリクソン AD333 TOUR プレミアム
ホワイト､ロイヤルグリーン､スリクソンTRI-STAR プレミアムホワイト
のマークカラーはお受けできません。

標準色一覧　※（　）内はDIC No.です。

❶赤
（197）

❷オレンジ
（160）

10黄緑
（129）

11紺
（433）

19ロイヤルブルー
（184）

20パープル
（230）

❸ピンク
（25）

12青
（140）

21濃紺
（2395）

❹黄
（125）

13水色
（67）

22薄茶
（239）

❺レモン
（87）

14紫
（224）

23NB緑
（251）

❻茶
（304）

15薄紫
（105）

24ローズピンク
（154）

❼ベージュ
（2046）

16黒

25銀
（621）

❽深緑
（389）

17グレー
（651）

❾緑
（638）

18金
（619）

オウンネームボール指定一覧と説明

当社標準書体 ※文字の大きさは原寸表示です。
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星　座
1品種3ダース以上

そ　の　他
1品種1ダース以上（★標準色より1色）

記　念　日
1品種1ダース以上（★標準色より1色）

47都道府県 1品種3ダース以上

機　能 1品種1ダース以上（★標準色より1色）

干　支
1品種3ダース以上（3色）／1品種1ダース以上（★標準色より1色）

※○内は1色イメージです。（縮小表示） 　※（　）内は標準色No.です。

うし
（No.2・16・17）

ね
（No.7・10・16）

とら
（No.5・10・16）

う
（No.3・7・16）

たつ
（No.4・13・16）

み
（No.2・10・16）

うま
（No.5・15・16）

ひつじ
（No.3・7・16）

さる
（No.13・16・18）

とり
（No.2・5・16）

いぬ
（No.5・13・16）

い
（No.7・16・17）

1色も

選べ
ます｡機能、47都道府県ご当地などオリジナルマークを143点ご用意しました。

お気に入りのオウンネームボールでゴルフをお楽しみください。

機能マークの場合、プリント位置は、
ブランドロゴに対して上下のみとなります。

※点や線などは機能マーク扱いとなりますので、
　マーク位置を上部か下部でご指定ください。
※サイドにプリントした場合、
　公認登録ボールと認められません。

※オリジナルマークのデザイン変更やイラスト画に標準書体など付け加えることはできません。
※「★標準色より1色」の表記があるオリジナルマークは、当社標準色の中からお好きな色が選べます。
　注文書には標準色No.も必ずご記入ください。（詳しくはP84へ）
※プレミアムパッションカラーのオウンネームのマーク色は標準色の黒のみ対応となります。
※多色の場合、色変更はできません。 
※イラストは縮小表示です。（一部原寸表示）

※（　）内は標準色No.です。

※（　）内は標準色No.です。

動　物
1品種1ダース以上（★標準色より1色）

パンダ

トラ

サイ

レッサーパンダペンギン

ゴリラ ライオン

ブタ

ペリカン

ゾウ

キリン イヌ

四文字熟語
1品種1ダース以上（★標準色より1色）

季節の花
1品種1ダース以上（★標準色より1色）

春・タンポポ春・サクラ 夏・スズラン

秋・コスモス

夏・ヒマワリ

冬・ツバキ秋・モミジ 冬・ウメ

矢印マークで方向があわせやすい。 3本ラインでスイング軌道をガイドしてくれる。

HIT STRAIGHT HIT NAVIGATOR

母の日 ヴァレンタインクリスマス父の日誕生日

月・星 太陽 クローバー 的

唇 スペード クラブ ハート

ダイヤ I LOVE YOU GOOD LUCK! GOOD SHOT!

ロケット ドラゴン テントウムシ 蝶

招き猫

ガッツ！ 顔を10回叩く 深呼吸 遠くを見つめる

ガッツ シューティングスター 羽根

雷門
（No.1・16・18）

東京都

ピーナッツ
（No.4・7・16）

千葉県

横浜中華街（善隣門）
（No.1・12・16）

神奈川県

清酒
（No.13・16・22）

新潟県

チューリップ
（No.1・9・16）

富山県

イヌワシ
（No.4・16・22）

石川県

越前がに
（No.1・16）

福井県

武田信玄
（No.4・6・16）

山梨県

そば
（No.7・16・22）

長野県

秩父夜祭り
（No.5・19・22）

埼玉県

シャチホコ
（No.4・16・18）

愛知県

ウナギ
（No.16・19）

静岡県

伊勢エビ
（No.1・16）

三重県

ビワコオオナマズ
（No.1・16・19）

滋賀県

新撰組
（No.1・16）

京都府

たこ焼き
（No.6・7・8）

大阪府

風見鶏
（No.16・18）

兵庫県

鹿
（No.4・16・22）

奈良県

梅干し
（No.1・16）

和歌山県

鵜飼い
（No.4・16・17）

岐阜県

桃太郎
（No.3・7・16）

岡山県

白鳥
（No.13・16）

島根県

モミジまんじゅう
（No.16・22）

広島県

フグ
（No.4・16・19）

山口県

阿波踊り
（No.3・16・22）

徳島県

讃岐うどん
（No.10・16・22）

香川県

ミカン
（No.2・8・16）

愛媛県

土佐犬
（No.1・16・22）

高知県

明太子
（No.1・7・16）

福岡県

20世紀梨
（No.4・16・22）

鳥取県

阿蘇山
（No.11・13・17）

熊本県

カステラとオランダ人
（No.1・16・22）

長崎県

かぼす
（No.4・8・16）

大分県

フェニックスの木
（No.7・9・16）

宮崎県

芋焼酎
（No.4・6・16）

鹿児島県

シーサー
（No.1・16・22）

沖縄県

気球
（No.4・13・16）

佐賀県

わんこそば
（No.1・12・16）

岩手県

リンゴ
（No.1・9・16）

青森県

七夕祭り
（No.1・9・16）

宮城県

なまはげ
（No.1・16・22）

秋田県

サクランボ
（No.1・16・22）

山形県

白虎隊
（No.7・11・16）

福島県

納豆
（No.4・16・22）

茨城県

イチゴ
（No.1・9・16）

栃木県

国定忠治
（No.7・11・16）

群馬県

熊
（No.16・17・22）

北海道

ビクトリー

おうし座
（No.4・16・19）

ふたご座
（No.4・10・16）

かに座
（No.3・4・16）

しし座
（No.4・16・22）

おとめ座
（No.4・7・16）

てんびん座
（No.4・15・16）

さそり座
（No.2・4・16）

いて座
（No.4・12・16）

おひつじ座
（No.4・7・16）

やぎ座
（No.4・7・16）

うお座
（No.4・13・16）

みずがめ座
（No.4・16・18）

マーク

マーク
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ゴルフボールギフトコレクション
人気のダンロップゴルフボールとスポーツグッズをお洒落にコーディネート。コンペの賞品や贈答にセンスが光るコレクションです。

※オウンネームについて詳しくはP80をご参照ください。

オウンネーム専用 ボールギフトタオル

有 料

方 法

刺 繍
（5×12cm）

刺繍色

コン
（濃紺）

受注最低個数

50
セット
以上

納 期

仕様確定後

約40日

タオルの種類オウンネーム費用
ウォッシュタオル
素材：綿100％
サイズ：約340×360mm
カラー：ホワイト、ブルー
※MADE IN JAPAN

対象品番
GGF-F1063、GGF-F2076
GGF-F3074、GGF-F5045
GGF-F2078、GGF-F3076
GGF-F5046、GGF-F1066
GGF-F2080、GGF-F3077
GGF-F1065、GGF-F2079
GGF-F4026、GGF-F1064
GGF-F2077、GGF-F3075

費 用

刺繍代

￥600
＋税/枚

ボールギフト
オウンネーム
専用タオル
受注条件

定番のボールギフトに
タオルを変えてオリジナルの
ボールギフトが作れます。

（例）GGF-F2080にオウンネームしたタオルをセット

ブルー ホワイト

ロイヤルプラチナ

GGF-F1063
¥1,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×1、
ウォッシュタオル×1、
スウィングヘッドティ×2
■パッケージサイズ：185×238×45（mm）
■重量：約250g

GGF-F3074
¥3,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×3、
ウォッシュタオル×1、マーカー×2、
スウィングヘッドティ×2、
ボールポーチ×1
■パッケージサイズ：217×357×45（mm）
■重量：約465g

GGF-F2076
¥2,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×2、
ウォッシュタオル×1、マーカー×2、
スウィングヘッドティ×2
■パッケージサイズ：200×274×45（mm）
■重量：約330g

GGF-F5045
¥5,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×5、
ウォッシュタオル×1、クリップ×1、
マーカー×1、スウィングヘッドティ×2、
ラウンドトートバッグ×1
■パッケージサイズ：249×417×45（mm）
■重量：約740g

 ■ 素材/サイズ：〔ウォッシュタオル〕綿100％・約340×360mm  〔クリップ〕鉄/真鍮  〔マーカー〕亜鉛合金（GGF-F5045は鉄）・直径26mm
〔スウィングヘッドティ〕TPV樹脂・PU樹脂・ABS樹脂  〔ボールポーチ〕ポリエステル・約L90×H195mm  〔ラウンドトートバッグ〕ポリエステル・約L250×H230×W110mm
※MADE IN CHINA（タオル・クリップ・マーカー・ポーチ・バッグ）  ※MADE IN JAPAN（ボール・ティ）

 ■ 素材/サイズ：〔ウォッシュタオル〕綿100％・約340×360mm  〔ソックス〕ポリエステル/綿/ポリウレタン・25～27cm
〔マーカー〕亜鉛合金・直径32mm  〔ウッドティ〕ロング：約78mm
※MADE IN CHINA（タオル・ソックス・マーカー・ティ）  ※MADE IN JAPAN（ボール）

 ■ 素材/サイズ：〔ウォッシュタオル〕綿100％・約340×360mm  〔ボールポーチ〕ポリエステル・約L140×H110×W45mm
 〔マーカー〕亜鉛合金・直径32mm  〔ウッドティ〕ロング：約78mm

※MADE IN CHINA（タオル・ポーチ・マーカー・ティ）  ※MADE IN JAPAN（ボール）

 ■ 素材/サイズ：〔ウォッシュタオル〕綿100％・約340×360mm  〔ソックス〕ポリエステル/綿/ナイロン/ポリウレタン・25～27cm
〔マーカー〕亜鉛合金・直径30mm  〔ウッドティ〕ロング：約78mm
※MADE IN CHINA（タオル・ソックス・マーカー・ティ）  ※MADE IN JAPAN（ボール）

 ■ 素材/サイズ：〔ウォッシュタオル〕綿100％・約340×360mm  〔ソックス〕ポリエステル/綿/ポリウレタン・25～27cm
〔マーカー〕亜鉛合金・直径28mm  〔スウィングヘッドティ〕TPV樹脂・PU樹脂・ABS樹脂
※MADE IN CHINA（マーカー・タオル・ソックス）  ※MADE IN JAPAN（ボール・ティ）

GGF-F2080
¥2,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×1、
（プレミアムパッションイエロー）×1、
ウォッシュタオル×1、マーカー×1、
ウッドティ（ホワイト、イエロー、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：200×274×45（mm）
■重量：約310g

GGF-F2079
¥2,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×2、
ウォッシュタオル×1、マーカー×1、
ウッドティ（ホワイト、レッド、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：200×274×45（mm）
■重量：約310g

GGF-F2077
¥2,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×2、
ウォッシュタオル×1、マーカー×2、ウッドティ×3
■パッケージサイズ：200×274×45（mm）
■重量：約320g

GGF-F1066
¥1,000＋税
■ 内容：ボール（プレミアムパッションイエロー）×1、
ウォッシュタオル×1、
ウッドティ（ホワイト、イエロー、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：185×238×45（mm）
■重量：約230g

GGF-F1065
¥1,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×1、ウォッシュタオル×1、
ウッドティ（ホワイト、レッド、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：185×238×45（mm）
■重量：約230g

GGF-F1064
¥1,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×1、
ウォッシュタオル×1、ウッドティ×3
■パッケージサイズ：185×238×45（mm）
■重量：約235g

GGF-F3077
¥3,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×1、
（プレミアムパッションイエロー）×2、
ウォッシュタオル×1、ソックス×1、マーカー×1、
ウッドティ（ホワイト、イエロー、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：217×397×45（mm）
■重量：約475g

GGF-F4026
¥4,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×4、
ウォッシュタオル×1、ボールポーチ×1、マーカー×1、
ウッドティ（ホワイト、レッド、ブラック各1本）×3
■パッケージサイズ：249×417×45（mm）
■重量：約560g

GGF-F3075
¥3,000＋税
■ 内容：ボール（ホワイト）×3、
ウォッシュタオル×1、ソックス×1、マーカー×2、
ウッドティ×3
■パッケージサイズ：217×397×45（mm）
■重量：約490g

GGF-F3076
¥3,000＋税
■ 内容：ボール（ロイヤルプラチナ）×3、
ウォッシュタオル×1、ソックス×1、マーカー×1、
スウィングヘッドティ×2
■パッケージサイズ：182×357×45（mm）
■重量：約475g

GGF-F5046
¥5,000＋税
■ 内容：ボール（ロイヤルプラチナ）×5、
ウォッシュタオル×1、ソックス×2、マーカー×2、
スウィングヘッドティ×2
■パッケージサイズ：217×357×45（mm）
■重量：約655g

GGF-F2078
¥2,000＋税
■ 内容：ボール（ロイヤルプラチナ）×2、
ウォッシュタオル×1、マーカー×1、
スウィングヘッドティ×2
■パッケージサイズ：182×262×45（mm）
■重量：約315g

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※納期は営業日計算です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

60、70、77、80、88

特注限定で以下の
ボールNoもご用意できます。還暦などの

記念に
※納期：受注後約15日（1個から対応）

※詳しくは販売店までお問い合わせください。



正しいシューズの履き方

9089

シューズ

樹脂製の交換鋲を装着したシューズで、
グリップ性に優れているのが特長です。ソフト

スパイク

2E
相当

4E
相当

足囲を示す
表示です。3E

相当

鋲を装着しない、ゴム製のアウターソール
を採用しています。歩く足への負担が
少ないのが特長です。

スパイク
レス

日本ゴルフ用品協会の基準をクリアして
いることを示し、シューズを深さ4cmの水
に浸した状態で2時間経過してもシューズ
内部に水が浸入しない仕様です。

防水
タイプ

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

品名 ／ 品番 ／価格 サイズ（cm） ウィズ

ソールタイプ テクノロジー
防水
タイプ ページソフト

スパイク
スパイク
レス

A.F.C.
システム

スタビリティ
ブロード
ソール

FG
トラクション
ソール

かかと
衝撃緩衝
GEL

ディス
クリート
ソール

TUSK
ソールソフトスパイク鋲

（取付方式）

メンズ

GEL-ACE® PRO 4 BOA
1113A002  ￥24,000＋税

24.5～29.0
（10サイズ）

3E
相当

シルバー
トルネード

（ツアーロック/FTS3.0）

● ● ● ● ● ● ● P93

GEL-ACE® PRO 4
1113A013  ￥21,000＋税

3E
相当 ● ● ● ● ● ● ● P93

GEL-ACE® PRO X BOA
TGN922  ￥26,500＋税

① 24.5～29.0（10サイズ）
（カラー：0116） 3E

相当 ● ● ● ● ● ● P94
② 25.0～29.0（9サイズ）
（カラー：0193、9093）

GEL-PRESHOT BOA
1113A003  ￥15,000＋税

25.0～28.0・29.0
（8サイズ）

3E
相当

ステルスタロン
（PINS）

● ● ● ● P94

GEL-ACE® TOUR 3 BOA
TGN923  ￥18,000＋税

① 24.5～28.0・29.0（9サイズ）
（カラー：0149） 3E

相当 ● ● ● ● ● P95
② 25.0～28.0・29.0（8サイズ）
（カラー：0190、9093、9301）

GEL-TUSK® 2 BOA
TGN921  ￥19,000＋税

24.5～28.0
（8サイズ）

4E
相当 ● ● ● ● ● P96

GEL-ACE® LEGENDMASTER 2
TGN918  ￥25,000＋税

24.5～28.0
（8サイズ）

3E
相当

スコーピオン
スティンガー
（トライロック）

● ● ● ● P96

ユニ
セックス

GEL-PRESHOT CLASSIC 3
1113A009  ￥10,000＋税

① 24.5～28.0・29.0（9サイズ）
（カラー：101、100、400） 3E

相当 ● ● ● P95
② 22.5～28.0・29.0（13サイズ）
（カラー：401、020）

レディス
GEL-ACE® TOUR-LADY BOA
TGN924  ￥15,000＋税

22.5～25.5
（7サイズ）

2E
相当

ステルスタロン
（PINS） ● ● ● ● P96

■ ソフトスパイク鋲（樹脂鋲）一覧

品　名

シルバートルネード
（Softspikes製）

ステルスタロン
（Softspikes社製）

品　番 GGS-FZ268 GGS-FZ269
規 

格
取付方式 ツアーロック/FTS3.0 PINS
素　材 合成樹脂製 合成樹脂製

価　格 オープン価格 オープン価格
入　数 18個 18個

適用品番 TGN919/TGN920/TGN922
1113A002/1113A013

TGN913/TGN917/TGN923
TGN924/1113A003

原産国（地） 台湾 台湾

●スパイクのネジ穴のゴミを取り除いてから、専用レンチで取り付けてください。
●ゴルフプレー以外で使用しないでください。
● 練習場で使用すると、摩耗が早くなることがありますのでご注意ください。
● 大理石、タイル、コンクリート、氷、岩、木の床や濡れた所、凍っている所、カート道の上などを歩く時は、滑るこ
とがありますので十分注意してください。
● 摩耗したスパイクは使い続けますと滑りやすく危険であり、プレーにも悪影響をおよぼしますので早めにお取り
替えください。

シューズを履く際には、
「かかと」で合わせましょう。
かかとをトントンと軽く床に
打ちつけると、かかとが収まります。

立った状態や、歩いてみたりして、
きつい箇所やゆるい箇所をチェックしましょう。

つま先

つま先に10㎜程度の余裕があるか、
指や爪が圧迫されていないか、また
指上部とシューズとの間に適度なすき
間があるかなどをチェックします。

つま先余裕（捨て寸）

履き口

履き口がフィットしているか、特にくる
ぶしなどが当たらないかをチェック
します。

ウィズ周り

親指、小指、踏み付け部に圧迫感が
ないかチェックします。

かかと

かかとを上げた時に脱げないかを
チェックします。まずはかかとで合
わせ、ヒールのカーブと足が合って
いるかをチェックします。

靴ひもタイプのシューズは靴ひもを
つま先側から順に締めていきましょう。
つま先側をゆったり、履き口側を
しっかりとなるように調整します。

表 裏表 裏

購入時の注意
  シューズは試し履きをして、ご自分の足に合ったシューズをお選びください。
足は非常に個人差が大きいので、サイズだけでお求めにならず、必ず試し
履きをして足に合うことを確認してから、お買い求めください。

使用について
  シューズの保持機能で重要なヒールカウンターをつぶさないために、履き口
のかかと部は踏みつぶさないでください。
  ゴルフ以外のスポーツでは使用しないでください。
  ご使用になる前に必ずシューズを点検し、破損個所がないことを確認して
ください。損傷したシューズをご使用になると、けがの原因となります。また、
未使用のシューズでも長期間保管されていたシューズは劣化しています。
ソールの剥がれや素材の劣化がないか、十分に確認ください。
  足に痛み、湿疹、かゆみ等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、
医師に相談ください。
  濡れた場所、霜の降りている場所、凍っている場所、大理石、タイル、ゴム
マットの上、などは滑りやすく、大変危険ですので、ご注意ください。
  ゴルフコースの農薬散布により、変色することがあります。
  靴ヒモは正しく結んでご使用ください。絡まったり、踏みつけて転倒するなど、
事故につながるおそれがあります。
  水に濡れた場合や摩擦などが原因で、衣類やシューズの他の部品などに
色移りすることがあります。淡い色の靴下や衣類を着用される時には十分に
ご注意ください。また多少退色することがあります。
  防水タイプのゴルフシューズは、深さ4㎝の水に浸し、2時間（120分）経過
しても、シューズ内部に水の浸入がない仕様のものと、社団法人日本ゴルフ
協会により定められています。使用していくうちに防水力も低下しますので、
ラウンド前には防水スプレー等で処理していただくことをおすすめします。

お手入れについて
  仕様素材によって異なります。それぞれのシューズ素材に適した方法で
お手入れください。

保管について
  車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。
変形または劣化することがあります。
  ストーブや火のそばなど、高温になる場所に置かないでください。
変形または劣化することがあります。
  乾燥させるときは、陰干しにしてください。

シューズ取扱説明  してはいけない禁止行為を示しています。

 守っていただくべき義務行為を示しています。

テクノロジー

右左

右足に生じる力の向き・大きさ
左足に生じる力の向き・大きさ
※右利きの場合

※上から見たイメージ図

TGN918TGN921
TGN923
TGN924

αGEL

T-GEL

1113A002
1113A013
TGN922

γ-GEL

P-GEL

1113A003
1113A009

かかとの衝撃を緩衝する
専用GEL
かかと部に搭載したGELが歩行時や
スイング時の衝撃を緩衝します。

かかと
衝撃緩衝
GEL ※αGELは（株）タイカの

　登録商標です。

優れたグリップ力を発揮する
「FG トラクションソール」
インパクト直前に生じる方向に対して、垂直
に配置した「サブスタッド（ブロック意匠）」が
優れたグリップ力を発揮し、ヘッドスピード
アップをサポートします。

FG
トラクション
ソール ※写真はTGN922

均一なホールド感でフィット性が大きく向上
「A.F.C.システム」
BOAのワイヤーガイドを
V字形状にすることで、
ワイヤーの締め付けを
均一にします。

A.F.C.
システム

※写真は1113A002

右左

右足に生じる力の向き・大きさ
左足に生じる力の向き・大きさ
※右利きの場合

※上から見たイメージ図

優れたグリップ力と歩行性を
発揮する「TUSK（牙）ソール」
インパクト直前に生じる方向に対して、垂直
に配置した「サブスタッド（ブロック意匠）」が
優れたグリップ力と歩行性を発揮するラバー
ソールです。

※写真はTGN921

TUSK
ソール

前足部も締まる 均一な
締め付けを実現



グリップ力と屈曲性に優れたラバーソールGEL-ACE® TOUR 3 BOA

TGN921

GEL-TUSK® 2 BOAさまざまなライでの安定性とグリップ力を追求した高機能ソール

安定性と快適性に優れた高機能ソールGEL-ACE® TOUR-LADY BOA

優れたグリップ力と安定性を生むアシックス     のテクノロジー。

マイクロファイバー
人工皮革を採用する
ことで、やわらかな足
あたりを実現しました。

マイクロファイバー人工皮革

耐衝撃性に優れ、
予期せぬ誤解放が
起こりにくい構造。

BOA®クロージャーシステム（L6）

足裏全体のクッション性を
高めるとともに、通気性、防臭性にも
優れたインナーソール。

オーソライトインナーソール

足裏全体のクッション性を高めるとともに
通気性、防臭性にも優れたインナーソール。

オーソライトインナーソール

BOAパーツから
MEDIALに流れる
Welder構造が、
スイング時の屈曲
ガイドとなり、
スムーズな動きを
サポートします。

屈曲ガイド Welder
マイクロファイバー
人工皮革を
採用することで、
やわらかな足あたりを
実現しました。

マイクロファイバー人工皮革

耐衝撃性に優れ、
予期せぬ誤解放が
起こりにくい構造。

BOA®クロージャーシステム（L6）

ヒール後部エリアのパーツを
分離させることで安定性を高めます。

低反発フォーム（P.H.F.）を履き
口に内蔵。シューズと足の
フィット感が向上しました。

P.H.F.
耐衝撃性能に優れ、
予期せぬ誤解放が
しにくい構造です。

BOA®クロージャーシステム（L6）

ダイヤルを締めることで優れた
ホールド性を発揮します。

パワーホールド設計

ゆったりした仕上がりで
快適な足入れ感。

4E設計

インパクト直前に生じる方向に対して、
垂直に配置した「サブスタッド（ブロック意匠）」が
優れたグリップ力と歩行性を発揮するラバーソールです。

TUSK（牙）ソール

アシックス独自の優れた
耐摩耗性ラバー。

優れたグリップ力で
ヘッドスピードアップを
サポートします。

スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

衝撃をやわらげ、
クッション性を
高めます。

γ-GEL

かかと部の安定性を
サポートします。

ヒールプロテクター

マイクロファイバー
人工皮革を採用する
ことで、やわらかな足
あたりを実現しました。

マイクロファイバー人工皮革

低反発フォーム（P.H.F.）を履き口に内蔵。
シューズと足のフィット感が向上しました。

インパクト直前に生じる方向に対して、
垂直に配置した「サブスタッド（ブロック意匠）」が
優れたグリップ力を発揮し、ヘッドスピードアップを
サポートします。

FGトラクションソール（ラバー製）

衝撃をやわらげ、
クッション性を高めます。

γ-GEL

かかと部の安定性を
サポートします。

ヒールプロテクター

ヒール後部エリアのパーツを分離させる
ことで歩行の安定性を高めます。

FGトラクションソール

インパクト直前に生じる方向に対して、垂直に配置した
「サブスタッド（ブロック意匠）」が優れたグリップ力を発揮し、
ヘッドスピードアップをサポートします。

FGトラクションソール

前足部の鋲をより外側に、中足部の鋲を外側に配置し、
後足部ソール側面をフレア構造にすることで、
ソール外側のグリップ力を高め、
スイングの安定性を発揮します。

スタビリティ・ブロード・ソール
スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

衝撃をやわらげ、
クッション性を高めます。

T-GEL

ヒール後部エリアのパーツを
分離させることで歩行の安定性を高めます。

ディスクリートソール

シューズのねじれを
抑制します。

トラスティック

ヒール後部エリアのパーツを
分離させることで
歩行の安定性を高めます。

ディスクリートソール

ミクロの空気孔が湿気を逃します。

P.H.F.

ワイヤーガイドを
V字形状にすることで、
ワイヤーの締め付けを
均一にします。

A.F.C.

グリップ力、快適性ともに進化した高機能ラバーソール

かかと部の安定性を
サポートします。

ヒールプロテクター

グリップ力、スイング安定性と衝撃緩衝性に優れた高機能ソールGEL-ACE® PRO X BOA

エーハープラス®

サブスタッド

ディスクリートソール

GEL-PRESHOT BOA

ヒール後部エリアのパーツを
分離させることで
安定性を高めます。

インパクト時に力の
かかる外側のソールを
高く巻き上げることで
スイング時に優れた
安定性を発揮。

優れた安定性
耐衝撃性能に優れ、
予期せぬ誤解放が
しにくい構造です。

BOA®クロージャーシステム（L6）
アシックス独自の優れた
耐摩耗性ラバー。

スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

グリップ力、安定性、クッション性に優れた高機能ラバーソール

エーハープラス®

ディスクリートソール

GEL-ACE® PRO 4 BOA
GEL-ACE® PRO 4

ディスクリートソール

低反発フォーム（P.H.F.）を履き口に内蔵。
シューズと足のフィット感が向上しました。

ウレタンソールをハーフカップ形状に巻き上げることで、
GELの衝撃緩衝性を活かした上で、スイング安定性も発揮します。

FGトラクションソール

前足部の鋲をより外側に、中足部の鋲を外側に
配置し、後足部ソール側面をフレア構造にすることで、
ソール外側のグリップ力を高め、
スイングの安定性を発揮します。

スタビリティ・ブロード・ソール

スムーズな歩行を
サポートします。

屈曲溝

「TPU+HEAT PRESS」で補強
されたサイドパーツがスイング時の
横ブレを制御します。

TPUサイドパネル

着地時の衝撃を緩衝して、
足への負担を軽減します。

R90°GEL

P.H.F.

BOAパーツから
MEDIALに流れる
Welder構造が、
スイング時の屈曲
ガイドとなり、
スムーズな動きを
サポートします。

屈曲ガイド Welder

ミクロの空気孔が
湿気を逃します。

マイクロファイバー
人工皮革を採用する
ことで、やわらかな足
あたりを実現しました。

マイクロファイバー人工皮革

シュータンと足首部を
低反発素材で一体化。
包み込むような履き
心地で足にやさしい
フィット感を実現します。

モノソックシステム

ダイヤルを左右に回す
ことで、締める・緩める
の微調整ができます。

BOA®クロージャーシステム（IP1）

足裏全体のクッション性を高めるとともに
通気性、防臭性にも優れたインナーソール。

オーソライトインナーソール

ミクロの空気孔が
湿気を逃します。

ディスクリートソール

プロテクション

足裏全体のクッション性を高めるとともに
通気性、防臭性にも優れたインナーソール。

オーソライトインナーソール

ミクロの空気孔が
湿気を逃します。

外側 内側

TGN924
TGN922

1113A003

1113A002/ 1113A013

TGN923

ダイヤルを左右に回す
ことで、締める・緩める
の微調整ができます。

GEL-ACE® PRO 4 BOA（1113A002）

BOA®クロージャーシステム（IP1）

足裏全体のクッション性を高めるとともに
通気性、防臭性にも優れたインナーソール。

オーソライトインナーソール

ミクロの空気孔が湿気を逃します。

衝撃をやわらげ、
クッション性を高めます。

P-GEL
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★

ゲルエース プロ X ボア（TGN922）
¥26,500＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）合成底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ： ①24.5～29.0（10サイズ）、
②25.0～29.0（9サイズ）

■重さ：約440g（片足26.5cm）
●レンチ、スペア鋲（2個）付
●MADE IN VIETNAM

★

ゲルエース プロ 4 ボア（1113A002）
¥24,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）合成底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ：24.5～29.0cm（10サイズ） 
■重さ：約410g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

★

ゲルプレショット ボア（1113A003）
¥15,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）ゴム底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ：25.0～28.0・29.0cm（8サイズ） 
■重さ：約405g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

★

ゲルエース プロ 4（1113A013）
¥21,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）合成底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ：24.5～29.0cm（10サイズ） 
■重さ：約395g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

スタビリティ
ブロード
ソール

スタビリティ
ブロード
ソール

A.F.C.
システム

スタビリティ
ブロード
ソール

A.F.C.
システム

ディス
クリート
ソール

FG
トラクション
ソール

ディス
クリート
ソール

ディス
クリート
ソール

防水
タイプ

防水
タイプ

防水
タイプ

防水
タイプ

3E
相当

3E
相当

3E
相当

3E
相当

ソフト
スパイク

ソフト
スパイク

ソフト
スパイク

ソフト
スパイク

★印の商品はダンロップ製ではありません。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。 　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　★印の商品はダンロップ製ではありません。

かかと
衝撃緩衝
GEL

かかと
衝撃緩衝
GEL

かかと
衝撃緩衝
GEL

FG
トラクション
ソール

かかと
衝撃緩衝
GEL

FG
トラクション
ソール

FG
トラクション
ソール

GEL-ACE® PRO X BOAGEL-ACE® PRO 4 BOA

GEL-PRESHOT BOAGEL-ACE® PRO 4

ソール周囲に配したゲルとモノソックシステムにより、高いレベルの履き心地を追求したプロモデル。ホールド性とスイング時の安定性がさらに向上したプロモデル。

洗練されたデザインと機能性を両立したカジュアルモデル。シューレースならではのフィット性とスイングの安定性がさらに向上したアスリートモデル。

ブラック/シルバー
9093
サイズ②

ブラック/カーボン
001

インペリアル/
ノヴァオレンジ

401

ホワイト/ブラック
100

クラシックレッド/
ホワイト
600

ホワイト/シルバー
0193
サイズ②

ピーコート/ホワイト
400

ピーコート/
ソフトグレー
400

BOA®クロージャーシステム採用モデルBOA®クロージャーシステム採用モデル

BOA®クロージャーシステム採用モデル

ホワイト/ファントム
0116
サイズ①

ホワイト/リッチゴールド
101

ホワイト/ピーコート
100

※この商品の機能詳細はP91へ。

※この商品の機能詳細はP91へ。

※この商品の機能詳細はP91へ。

※この商品の機能詳細はP91へ。

シルバートルネード
（ツアーロック/FTS3.0方式）

表 裏
シルバートルネード

（ツアーロック/FTS3.0方式）

表 裏

シルバートルネード
（ツアーロック/FTS3.0方式）

表 裏

モノソックシステム
シュータンと足首部を低反発
素材で一体化。包み込むような
履き心地で足にやさしいフィット
感を実現します。

ホワイト/リッチゴールド
101

ステルスタロン （PINS方式）

表 裏

A.F.C.システム
BOAのワイヤーガイドを
V字形状にすることで、
ワイヤーの締め付けを
均一にします。

均一な
締め付けを実現
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95 ★印の商品はダンロップ製ではありません。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。 ※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　★印の商品はダンロップ製ではありません。

★

ゲルエース ツアー レディ ボア
（TGN924）
¥15,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）ゴム底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ：22.5～25.5cm（7サイズ） 
■重さ：約305g（片足24.0cm）
●MADE IN VIETNAM

かかと
衝撃緩衝
GEL

ディス
クリート
ソール

防水
タイプ

2E
相当

ソフト
スパイク

GEL-ACE® TOUR-LADY BOA
女性専用ラストの採用により、履き心地のよさと
安定性を両立させたレディスモデル。

BOA®クロージャーシステム採用モデル

★

ゲルプレショット クラシック 3（1113A009）
¥10,000＋税
■ 素材：（アッパー）人工皮革、（アウターソール）ゴム底
■ サイズ：①24.5～28.0・29.0cm（9サイズ）

②22.5～28.0・29.0cm（13サイズ） 
■重さ：約335g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

かかと
衝撃緩衝
GEL

防水
タイプ

3E
相当

スパイク
レス

在庫限り

在庫限り

★

ゲルエース レジェンドマスター 2
（TGN918）
¥25,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）合成底、
（スパイク鋲）合成樹脂

■サイズ：24.5～28.0cm（8サイズ） 
■重さ：約450g（片足26.5cm）
●レンチ、スペア鋲（2個）付
●MADE IN VIETNAM

かかと
衝撃緩衝
GEL

ディス
クリート
ソール

防水
タイプ

3E
相当

ソフト
スパイク

GEL-ACE® LEGENDMASTER 2
クラシックなアッパーと先進の機能ソールが
融合したプロモデル。

ブラック/ライトグレー
9096

松山 英樹

新垣 比菜

スコーピオン スティンガー
（トライロック方式）

表 裏

★

ゲルエース ツアー 3 ボア（TGN923）
¥18,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、（アウターソール）ゴム底、

（スパイク鋲）合成樹脂
■サイズ： ①24.5～28.0・29.0cm（9サイズ）、

②25.0～28.0・29.0cm（8サイズ） 
■重さ：約385g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

かかと
衝撃緩衝
GEL

FG
トラクション
ソール

ディス
クリート
ソール

防水
タイプ

3E
相当

ソフト
スパイク

GEL-ACE® TOUR 3 BOA

GEL-PRESHOT CLASSIC 3

フィット感と足入れのよさを追求、快適性がさらにアップしたスポーティモデル。

トレンドカラーを取り入れたスパイクレスモデル。

シルバー/ホワイト
9301
サイズ②

ホワイト/ブラック
0190
サイズ②

ブラック/シルバー
9093
サイズ②

BOA®クロージャーシステム採用モデル

ホワイト/インディゴブルー
0149
サイズ①

ホワイト/インペリアルブルー
101
サイズ①

ステルスタロン （PINS方式）

表 裏

※この商品の機能詳細はP92へ。

ブラック/シルバー
9093

ホワイト/インディゴブルー
0149

ホワイト/シルバーグレー
0196

※この商品の機能詳細はP92へ。
ステルスタロン （PINS方式）

表 裏

クリーム/
コーヒー
100
サイズ①

インディゴブルー/
ピンクレイブ
401
サイズ②

ピーコート/
サンフラワー
400
サイズ①

シルバー/
クリーム
020
サイズ②

かかと
衝撃緩衝
GEL

ディス
クリート
ソール

防水
タイプ

4E
相当

スパイク
レス

TUSK
ソール

★

ゲルタスク 2 ボア（TGN921）
¥19,000＋税
■素材：（アッパー）人工皮革、

（アウターソール）ゴム底
■サイズ：24.5～28.0cm（8サイズ） 
■重さ：約325g（片足26.5cm）
●MADE IN VIETNAM

GEL-TUSK® 2 BOA
ゼクシオとアシックスのコラボレーションモデル。
4E設計のゆったりとした足入れ感で、
快適性をさらに高めた
スパイクレスシューズ。

BOA®クロージャーシステム採用モデル

※この商品の機能詳細はP92へ。

ホワイト/ブラック
0190

かかと部にXXIOロゴ

ブラック/ブラック
9090

ホワイト/ガンメタル
0175
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グローブ

全天候性・耐久性に優れ、強力な
グリップ力を発揮する「ナノフロント®」

「ナノフロント®」とは 「ナノフロント®」を使用した
独自開発の薄くストレッチ性のある
生地が抜群のフィット感を実現。

「ナノフロント®」は帝人フロンティア株式会社が開発した、
直径700ナノメートルの超ファインポリエステルナノファイバーで、
断面積は髪の毛の約7,500分の1の細さです。
そのため表面積が広く、グリップとの接地面が増えるので
摩擦力が高まり、強力なグリップ力を発揮します。
全天候タイプで雨・汗にも強い素材です。
また、通気性・透湿性に優れ、手のムレを軽減します。

帝人フロンティア株式会社の極細繊維「ナノフロント®」を用いて、
当社との共同開発により進化させた生地です。
当社従来モデルよりも厚みを約35％カットし、
伸縮糸を約5％増量したことにより、ストレッチ性が向上しました。
従来の優れたグリップ力・全天候性・耐久性に、
薄さとストレッチ性が加わりました。

〈対象品番〉 GGG-X010、GGG-S023

グリップとグローブ、グローブと手が密着し、
フルショット時の緩みを軽減します。

フルショット時でも緩みにくい

雨で濡れた時でもしっかりグリップし、
スイングでの滑りを抑えます。

雨の日も滑りにくい

グリップ時の手の動きにフィットし、
型崩れしにくくなります。

フィット感が持続

「ナノフロント®」（繊維径700nm）

髪の毛（繊維径60μm）

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。

ブランド 品番 ／ 価格 特 長 全天
候型

素 材
右手用
あり

両手用
あり ページ天然

皮革
ナノ
フロント

® 合成
繊維

合成
皮革

人工
皮革

スリクソン

メンズ

GGG-S022
￥2,200＋税

プロモデル

● P99

GGG-S023
￥2,000＋税

● ● P100

GGG-S024
￥2,000＋税

● ● P100

GGG-S020
￥1,800＋税

グリップ力＋ホールド感 ● ● P101

GGG-S014
￥1,600＋税

フィット感＋耐久性 ● ● P101

GGG-S016
￥1,400＋税

耐久性 ● ● P102

GGG-S021
￥2,900＋税

暖かさ＋フィット感 ● ● ● P102

ゼクシオ

GGG-X012
￥2,000＋税

楽にしっかり握れる

● ● P103

GGG-X010
￥2,000＋税

● ● ● ● P103

ゼクシオ

レディス

GGG-X011W
￥1,600＋税

グリップ力＋フィット感 ● ● ● P104

スリクソン GGG-S013W
￥1,600＋税

グリップ力 ● ● ● P104

ダンロップ

メンズ GGG-6505
オープン価格

スタンダード

● ● ● P104

レディス GGG-6505W
オープン価格

● ● ● ● P104

使用について

  変形、変質することがありますので、火または温度の高いものに近づけないで
ください。

  グローブが肌に合わない場合は、すぐに使用を中止してください。

  汗や雨などで濡れた状態で長時間グローブをはめたままにすると、皮膚に影響を
与えることがあります。使用中に赤み、はれ、痛みなどの病状が現れた場合は、
使用を中止してください。また、手荒れの病状が継続する時は皮膚科専門医に
ご相談ください。

  グローブが濡れた状態でスイングするとすべる場合がありますので、雨の日に
ご使用の際は、クラブのグリップならびにグローブの水分を充分に拭き取り、
周囲の安全をご確認の上プレーしてください。

  天然皮革のグローブは、その素材の特性上、特に使用初期において、素材粉が
付着することがあります。また、雨天時や汗等により濡れた状態で使用すると、
手に手袋の色が付着する場合がありますので、ご注意ください。

お手入れについて
  お手入れの際には、アルコール類は使用しないでください。

  天然皮革製のグローブは、洗濯すると皮革の変化・収縮が生じ使用できなくなり
ますので、洗濯しないでください。

  天然皮革製のグローブは、変わらぬ風合いで長くご使用いただくために、使用後は
充分にカゲ干ししてください。

  濃い色の合成皮革・人工皮革製のグローブは、洗濯された際に色落ちする可能性
がありますので、ご注意ください。 

保管について
  天然皮革製のグローブおよび濃い色の合成皮革・人工皮革製のグローブは、汗・
雨により色移りすることがありますので、使用後は帽子・ウエア・シューズ等に
色移りしないように分けて保管してください。

グローブ取扱説明  してはいけない禁止行為を示しています。

 守っていただくべき義務行為を示しています。

グローブの機能・仕様説明

しっとりとした風合いと柔らかさに優れているため、
手によくフィットするのが最大の特長です。
なかでも羊革は表面が滑らかなため、素晴らしい
フィット感が得られると同時に、耐久性にも優れています。

天然
皮革

織布の上にウレタン樹脂をコーティングした素材で、
ソフトな風合いでフィット感に優れています。合成

皮革

雨や汗に強く、天候にかかわらず
優れた機能を発揮します。全天

候型

ソフトな風合いを持ちながら、雨や汗などの水分に
強いうえに滑りにくく、耐久性にも優れています。人工

皮革

化学繊維の一種で、表面積が通常繊維の数十倍ある
ため摩擦力が大きく、強力なグリップ力を発揮します。ナノ

フロント
®

生命線の始点

1
3

2
3

グローブのサイズの測り方
生命線のはじまりの点と、小指の
付け根から手首までを3等分して
手首から3分の1の点を通る掌の
外周の長さがサイズになります。

グリップ時の自然なフィット感とホールド感の
「スーパー3D立体フィット構造」

楽に握れる つっぱりにくい シワがよりにくい

摩擦力が大きいので、水に濡れてもすべりにくく、
耐久性にも優れています。合成

繊維



人工皮革「クラリーノ®」使用

「ナノフロント®」使用

100

グ
ロ
ー
ブ

99

すべりにくい「ナノフロント®」＋
サメ肌グリップPRO
雨・汗に強くすべりにくい
「ナノフロント®」表面に
アクリル樹脂を
プリントすることで
より強力なグリップ力を発揮。

一般ゴルファーの85％が「フィット感」を重視

多様な好み・こだわりに合った「フィット感」

全天
候型

人工
皮革

ナノ
フロント

®全天
候型

※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。

素手感覚
薄くしなやかで
ストレッチ性のある生地が
抜群のフィット感を実現。

クッション性
やや厚みのある生地がショット時の
手への衝撃をやわらげる。

GGG-S023
¥2,000＋税
■素材：（掌）ポリエステル（ナノフロント®）×アクリル樹脂

（甲）ポリエステル（ナノフロント®）
■サイズ：15～26cm（12サイズ）
●MADE IN INDONESIA ホワイト

ホワイト

GGG-S024
¥2,000＋税
■素材：人工皮革（クラリーノ®）
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●MADE IN VIETNAMホワイト

GGG-S022
¥2,200＋税
■素材：天然皮革（羊革）
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●MADE IN INDONESIA

天然
皮革

高級天然皮革
厳選したきめの細かい羊革を採用。

フィット感
独自のなめし加工でしっとり
柔らかく仕上げ、グリップする
手の動きにフィット。

グリップ力
雨や汗で濡れた後でも
硬くなりにくく、
握りやすさと
グリップ力が持続。

耐久性
「ナノフロント®」は破れにくく
耐久性にも優れています。

クラリーノ®

天然皮革に近い風合いの優れたフィット感。

グリップ力
掌側には「オイル加工」を
施すことでより強力な
グリップ力を実現。

大堀 裕次郎 秋吉 翔太

しっとり、柔らかな羊革モデル。

PRO SERIES

PRO SERIESPRO SERIES

一般ゴルファー※

調査の結果、
フィット感を最も重視

契約プロが使用する素材の異なる
3タイプでサンプリング調査の結果、
一般ユーザー※でも好みが分かれることが判明

羊革
全天候
薄手

全天候
厚手

薄手、しなやかで素手感覚の全天候モデル。

厚手でしっかりした着用感の全天候モデル。

松山 英樹 出水田 大二郎

星野 陸也 稲森 佑貴 青木 瀬令奈

0

20

40

60

80

100

120

フィット感が
良い

グリップ力が
良い

耐久性が
強い

価格 色/デザイン 素材 好きな
ブランド

クラブ
ブランドと
合わせる

国内メーカー
である

雨でも
使用できる

140
グローブを選ぶ際に重視している項目

「フィット感」の異なる3タイプの
プロモデルグローブを発売

GGG-S022
羊革タイプ
39％

GGG-S023
合成繊維・薄手タイプ
（ナノフロント®）
32％

GGG-S024
人工皮革・厚手タイプ
（クラリーノ®）
29％

最もフィット感が
良かったグローブ

「フィット感」で選べるスリクソン プロシリーズ

ナノフロント®

アクリル樹脂

［ 拡大図 ］

※当社調べ 2017年8月ゴルフ場にて140名対象

※当社調べ 2017年8月ゴルフ場にて140名対象



102

グ
ロ
ー
ブ

101 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

GGG-S014
¥1,600＋税
■素材：（掌）天然皮革（山羊革）、
　　　　（甲）合成皮革
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●MADE IN INDONESIA

高耐久性 天然皮革
掌全面にしっとりとした
やわらかい天然皮革に
耐久性をプラス。

フィット感
伸縮性の高い合成皮革と
ニットのコンビネーションで、
グリップ時の手に
ぴったりフィット。

快適な着用感
通気性に優れたニット材と
天然皮革で快適な着用感。

ホワイト/
オレンジ

ホワイト/
イエロー

ホワイト/
レッド

天然
皮革

合成
皮革

全天
候型

合成
皮革

GGG-S020
¥1,800＋税
■素材：（掌）合成皮革＋シリコンプリント

（甲）合成皮革
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●MADE IN INDONESIA

［ 拡大図 ］

スパイダーグリップ
掌側に張り巡らされたシリコンプリントが、
くもの巣のようにガッチリとグリップします。
さらに内側にもシリコンプリント加工を施し、
手とグリップがずれにくい。

デュアルロックシステム
アジャストベルトを搭載した
2重ベルト構造が、ホールド感をアップ。
さらに装着具合を調整できるため、
手に合わせた良好なフィット感を実現。

内側 表側

ホワイト/
レッド

ブラックホワイト/
ブラック

スパイダーグリップ＋デュアルロックシステムで
強いグリップ力とホールド感を実現。

天然皮革と合成皮革の組み合わせで、
優れたフィット感とグリップ力を発揮。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ホワイト/
シルバー

GGG-S016
¥1,400＋税
■素材：合成皮革、天然皮革（羊革）
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●MADE IN INDONESIA

ホワイト/
ブラック

ブラック

優れたフィット感
柔らかく伸縮性に優れた
合成皮革とニット素材の採用で、
グリップ時の手にフィット。

快適な着用感
ニット素材と手のひらの合成皮革、
親指羊革のパンチングで通気性がよく、ムレを軽減。

強力グリップ
しっとりとしたスエード調の
合成皮革と羊革で、
強力なグリップ力を発揮。

高耐久性
手のひらのアテ部に
羊革を搭載した
2重構造が、
抜群の耐久性を実現。

ホワイト/
レッド

合成
皮革

天然
皮革

天然皮革と合成皮革の組み合わせで、
優れたフィット感と高耐久性を実現。

高い保湿性と制電性
指先から甲、手口部分まで、
東レ「ソーラーセンサー®L」を使用。
太陽光を吸収、熱変換し高い保湿性を実現。
また静電気を放電し、まとわりやパチパチ感を抑えます。

優れたグリップ力
掌全体に柔らかい
スエード調の合成繊維を採用。
手になじんでフィット感と
グリップ力に優れ、雨（雪）に
濡れてもすべりにくい。

ブラック

暖かさとフィット感にこだわった、
プレー重視の防寒グローブ。

FOR WINTER

両手用

GGG-S021
¥2,900＋税
■素材：合成繊維
■サイズ：S、M、L（3サイズ）
●MADE IN INDONESIA
※S（21～22cm相当）、M（23～24cm相当）、L（25～26cm相当）
※冬期限定商品のため、在庫が無くなり次第、今期の販売を終了します。

合成
繊維

全天
候型
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GGG-X011W
¥1,600＋税
■素材：合成皮革
■サイズ：18～21cm（4サイズ）
● 両手用（GGG-X011WW/¥3,100＋税/18～21cm）
●MADE IN VIETNAM

優れたフィット感とグリップ力に女性にうれしい機能をプラス。

高耐久性
破れやすい部分が2重構造で
耐久性をアップ。

ハイグリップ加工
エンボス加工した
スエード調の合成皮革を採用。
グリップ力に優れ、
指を曲げやすく、
握りやすい。

フィット感
柔らかな合成皮革と
ニット素材がグリップ時の
手にフィットします。

合成
皮革

全天
候型 ホワイト/ピンク ブラックホワイト/ネイビー

両手用
あり

GGG-6505
オープン価格
■素材：（掌）人工皮革、（甲）合成皮革
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●掌側アテ布付により耐久性アップ
●雨・汗に強い
●MADE IN INDONESIA

GGG-6505W
オープン価格
■素材：（掌）人工皮革、（甲）合成皮革
■サイズ：18～21cm（4サイズ）
●掌側アテ布付により耐久性アップ
●雨・汗に強い
●MADE IN INDONESIA

イージーグリップライン構造で、しっかりしたグリップ力。

伸縮素材と人工皮革により、フィット感がアップした
両手用スタンダードタイプ。

伸縮素材と人工皮革により、フィット感がアップした
スタンダードタイプ。

イージーグリップライン構造
指関節部に型押しした
屈曲ラインにより指の曲げ伸ばしが
スムーズになるため、
楽にグリップできます。

しっかりグリップ
掌側にはグリップ力に優れた
合成皮革を使用しているため、
しっかり握れます。

心地よいフィット感
伸縮性に優れた合成皮革と
ストレッチ素材の採用により、
手にしなやかにフィットします。

ホワイト ホワイトブラック

合成
皮革

人工
皮革

全天
候型

合成
皮革

人工
皮革

全天
候型

両手用

GGG-S013W
¥1,600＋税
■素材：合成皮革  ■サイズ：18～21cm（4サイズ）
●イージーグリップライン構造
● 両手用（GGG-S013WW/¥3,100＋税/18～21cm）
●MADE IN VIETNAM

全天
候型

合成
皮革

両手用
あり ホワイト ブラック

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

女性にうれしい
プラス機能

● UVカット効果をプラスしたニット素材
●日焼けしにくい手首長めの設計

●速乾性と消臭性能の高いニット素材
●手洗いできて清潔に使える

GGG-X012
¥2,000＋税
■素材：天然皮革（羊革）
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●右手用（GGG-X012R/ホワイトのみ/¥2,000＋税/21～26cm）
●MADE IN INDONESIA

天然
皮革

ナノ
フロント

® 合成
皮革

全天
候型

右手用
あり

右手用
あり

進化した「ZEROブレ テクノロジー」で
グリップ力もフィット感もアップ。

天然皮革と伸縮素材の組み合わせが、
楽に握りながら強力なグリップ力を発揮。

ホワイト/ネイビー

GGG-X010
¥2,000＋税
■素材：（掌）ポリエステル（ナノフロント®）×アクリル樹脂

（甲）合成皮革、合成繊維、シリコン樹脂
■サイズ：21～26cm（6サイズ）
●右手用（GGG-X010R/ホワイト、ブラックのみ/¥2,000＋税/21～26cm）
●MADE IN VIETNAM

ブラック

強力グリップ
掌側の羊革にオイルを
浸透させることで、
より柔らかくなりグリップとの
密着性を高める。

快適な着用感
通気性の高い掌側の
ナノフロント®と、甲側の
伸縮素材でムレにくい。

高級天然皮革（羊革）
しっとりと柔らかな着用感で、
雨や汗で濡れた後でも
硬くなりにくく、
柔らかさを持続。

優れたフィット感
甲、指マチに伸縮素材を使用。
指を曲げやすくグリップを
握りやすい。

伸びる素材の縫い目を減らし、
より圧迫感のない着け心地。

人間工学に基づいた設計。甲側
の腱の動きを抑制し、効率的に
グリップできる。

ナノフロント®の表面にデルタ
形状の樹脂プリント加工で
強力なグリップ力を発揮。

ナノフロント®

アクリル樹脂

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ホワイト

［ 拡大図 ］

®

ナ
ノ
フ
ロ
ン
ト

グ
リ
ッ
プ

手
の
ひ
ら

アクリル樹脂

腱

伸びにくい素材が
腱のムダな動きを抑制

❶ ❷

進化した  ZEROブレ テクノロジー

サメ肌グリップ 　　　　最適フィット伸びる素材＆
伸びにくい素材で

❷グリップ性の高い極細繊維
ナノフロント®の内側と手の
ひらが密着しグローブの中で
滑りにくい。

❶グリップと接するナノフロント®

面にアクリル樹脂をプリント
することで、さらに強力な
グリップ力を発揮。

ホワイト ブラック

在庫限り
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キャディバッグ
プロモデル・アスリートライン    トーナメントモデル ギア類との連動性の高い本格派のデザインスタイル カジュアル    ファッショントレンドを意識したデザインスタイル

ジュニア

106

スポーツ　機能性を意識したデザインスタイル

9.5型
キャディバッグの口径です。

■ 5タイプの仕切形状

■ 口径サイズ表
型 6型 6.5型 7型 7.5型 8型 8.5型 9型 9.5型 10型

外 周
（cm）

46

～

49

50

～

53

54

～

57

58

～

61

62

～

65

66

～

69

70

～

73

74

～

77

78

～

81

プロが使用しているタイプの
ストラップです。

〈対象品番〉 GGC-S143

3点式
ショルダー
ストラップ

重さが9.0型は3kg以下、8.5型は2.9kg以下の
キャディバッグです。

〈対象品番〉  GGC-X092、GGC-X105、GGC-S160L、
GGC-S158、GGC-S147、GGC-S148、GGC-S135

軽量
デジボトムが機能的に進化を遂げ、
扱いやすさ、使いやすさもともにアップ。

〈対象品番〉 GGC-X090、GGC-S143

デジ
ボトム

グリップ力のある樹脂部分
を増やし、平地での接地面
積を広くしたことで、より安
定感がアップします。

安定感

キャディバッグの機能・標準装備仕様  ※ジュニアを除く全品番対応

②  フルオープンポケット
開口が大きく、
楽に出し入れができます。
※GGC-S115は除く。

③  ボトムハンドル
車のトランクでの出し入れや
持ち運びに便利なハンドルです。

①  セパレーター内蔵
本体内部をセパレーターで区切る
ことによりクラブの出し入れがしやすく、
シャフトに傷がつく不安を解消します。

④  47インチのクラブに対応

空気孔を4ヶ所設けたことに
より、空気が循環され、雨の日の
ラウンドで濡れたグリップな
どの乾燥を促進します。

空気循環

3点式ショルダーストラップ

スタンドタイプ

スリクソン
GGC-S115
￥13,000＋税▲

P114
8.0型（2.0kg）

ゼクシオ
GGC-X084W
￥38,000＋税▲

P110
8.5型（4.0kg）

キャスター付

レディス

対応身長：110～ 130cm

スタンドタイプ

スリクソン ジュニア
GGC-S068J
オープン価格▲

P59
6.0型（1.4kg）

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※ツアープロ使用モデルの市販品はレプリカモデルとなります。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ゼクシオ
GGC-X090
￥35,000＋税▲

P107
9.5型（4.3kg）

キャスター付

ゼクシオ
GGC-X083
￥40,000＋税▲

P110
9.0型（5.0kg）

スリクソン
GGC-S135
￥22,000＋税▲

P115
9.5型（2.5kg）

スタンドタイプ

スリクソン
GGC-S158
￥22,000＋税▲

P112
9.5型（3.0kg）

スリクソン
GGC-S157
￥28,000＋税▲

P112
9.5型（3.4kg）

スリクソン
GGC-S144
￥33,000＋税▲

P114
9.5型（4.5kg）

ゼクシオ
GGC-X092
￥26,000＋税▲

P109
9.0型（3.0kg）

ゼクシオ
GGC-X104
￥29,000＋税▲

P109
9.5型（3.4kg）

スリクソン
GGC-S143
￥39,000＋税▲

P111
9.5型（5.1kg）

ゼクシオ
GGC-X105
￥22,000＋税▲

P108
9.5型（2.9kg）

ゼクシオ
GGC-X095W
￥24,000＋税▲

P110
8.5型（3.2kg）

使用について

  本来の目的以外で、使用しないでください。

  バッグの上に重いものを載せたり、強く押さえ
ないようにしてください。

  背袋及び前ポケットに収納物を目一杯入れな
いでください。

  スタンド付きバッグは、開脚時に強い荷重を
かけないでください。

  ご使用前に、必ず各部に異常のないことを確認
してください。

  運搬中にアイアンクラブでフードやファスナーを
破損する恐れがありますので、アイアンカバー
等を使用してください。特に宅配便を利用
される場合は注意してください。

  キャディバッグを立てる時は、必ず平らな場所を
お選びください。

  持ち運ぶ際には、把手またはショルダーベルトを
持ってください。

  フードを取り外す際は、ホック部を持って取り
外してください。

お手入れについて

  化学薬品やシンナー・アルコール等の溶剤は
使用しないでください。化学変化をおこして、
素材や部材が変色したり溶解する恐れがあり
ます。

  バッグの汚れは、水か薄めた中性洗剤をつけた

布を絞って拭き取った後、洗剤が残らないように
乾いた布で拭き取ってください。また、消しゴム
タイプのクリーナーの使用も効果があります。

  スエードタイプを除く天然皮革素材の軽い
汚れは乾いた布でカラ拭きしてください。また、
油性及び強い汚れは柔らかい布に皮専用の
クリーナー（同色）を少量含ませて軽く拭くように
してください。

保管について

  バッグが濡れたまま、又は濡れたものを収納
したまま保管しないでください。

  高温多湿での保管はしないでください。バッグ
に使用している生地が水分により劣化したり、
変色することがあります。

  焚火・ストーブ等の近くや、高温となる車の
トランク等に放置しないでください。

  濃色のバッグは他の素材に色が移行しやすい
ので、他の製品と密着させたまま保管しないで
ください。

  直射日光・ライトの下での保管は避けてくだ
さい。変色や色あせすることがあります。

  幼児や子供の手の届くところに保管する際は、
転倒などに対しご注意ください。

  ナイロン生地は雨降りや高温多湿状態になると、
水分を吸収し生地が伸びて皺が出る場合があり
ます。湿度、温度の低い通気性の良い日陰で
保管してください。

キャディバッグ取扱説明  してはいけない禁止行為を示しています。

 守っていただくべき義務行為を示しています。

スリクソン
GGC-S148
￥25,000＋税▲

P113
9.5型（1.9kg）

一部カラー数量限定

スリクソン
GGC-S147
￥25,000＋税▲

P113
9.5型（2.1kg）

一部カラー数量限定スタンドタイプ

スリクソン
GGC-S160L
￥26,000＋税▲

P111
9.5型（2.8kg）

スタンドタイプ 数量限定
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チドリブラック
チェック

ネイビー
チェック

ブラック
チェック

9.5型

GGC-X105
¥22,000＋税
■ 素材：（ホワイト、ブラック）合成皮革（P.U.）
（ブラックチェック、チドリ、ネイビーチェック）ポリエステル×合成皮革（P.U.）
■重さ：2.9kg  ■タッグ：GGC-FZ185
●MADE IN CHINA

ゼクシオ テンの爽快感に力強さをプラスした
プロレプリカモデル。

扱いやすさを追求した
クラシカルなデザインの軽量モデル。

軽くて大きい！！

軽量 モ
デ
ル

9.5型大型
口枠2.9kg

ブラックチェック

中嶋 常幸

軽量

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※ツアープロ使用モデルの市販品はレプリカモデルとなります。

GGC-X090
¥35,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：4.3kg  ■タッグ：GGC-FZ187
●MADE IN CHINA / VIETNAM

R

C O O R D I N A T E  S E R I E S C O O R D I N A T E  S E R I E S

9.5型デジ
ボトム

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

スポーツバッグ

GGB-X090  ¥13,500＋税

▼ P116

ヘッドカバー
（ドライバー用）

GGE-X090D
¥4,200＋税

▼ P123

ヘッドカバー
（フェアウェイウッド用）

GGE-X090F
¥4,200＋税

▼ P123

ヘッドカバー
（ユーティリティ用）

GGE-X090U
¥4,200＋税

▼ P123

シューズケース

GGA-X090  ¥5,500＋税

▼ P121

チドリ

ホワイト

ブラック

ネイビーチェック

ホワイト

ブラック

ホワイト/レッド

グ

ブラック

ブラック ブラック ブラック

ブラック

ブラックチェック

ネイビーチェック

ホワイト

ホワイト ホワイト ホワイト

ホワイト

チドリ チドリブラック
チェック

ネイビー
チェック

ネイビー
チェック

ヘッドカバー
（ハイブリッド用）

GGE-X105H
¥3,000＋税

▼ P123

ヘッドカバー
（フェアウェイウッド用）

GGE-X105F
¥3,000＋税

▼ P123

ヘッドカバー
（ドライバー用）

GGE-X105D
¥3,000＋税

▼ P123

チドリ

スポーツバッグ

GGB-X105  ¥12,000＋税

▼ P116

クチェック

00＋税 チドリ00＋税

アーニー・エルス
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GGC-X084W
¥38,000＋税
■素材：ポリエステル×合成皮革（P.U.）  ■重さ：4.0kg
■タッグ：オリジナル
●キャスター付  ●MADE IN CHINA

9.0型 8.5型

GGC-X083
¥40,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：5.0kg
■タッグ：GGC-FZ187
●キャスター付  ●MADE IN CHINA

移動もスムーズなキャスター付き

ハイエンドモデル。

女性にも移動が楽々軽々、

キャスター付きレディスモデル。

ブラック グレー

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

背袋側に内蔵したハンドルを引き出
せば、平坦な地面や床面ならキャリー
バッグ感覚で楽 と々持ち運びできます。

キャスター＋ハンドル付

背袋側に内蔵したハンドルを引き出
せば、平坦な地面や床面ならキャリー
バッグ感覚で楽 と々持ち運びできます。

キャスター＋ハンドル付

ホワイト

ホワイト

ブラック

ネイビー

ガンメタリック

ブラック

GGC-X104
¥29,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：3.4kg  ■タッグ： GGC-FZ187
●MADE IN CHINA

GGC-X092
¥26,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：3.0kg  ■タッグ： GGC-FZ187
●MADE IN CHINA

口枠ハンドルを採用し、

利便性とゼクシオの高級感を追求したモデル。

スマートで取り回しが良い軽量コンパクトモデル。

9.5型

9.0型

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル軽量 モ
デ
ル

3.0kg

GGC-X095W
¥24,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：3.2kg  ■タッグ：オリジナル
●MADE IN CHINA / VIETNAM

8.5型

ゼクシオ テン レディスにマッチするエレガントなスポーツモデル。

ボルドー
（数量限定）

ブラックホワイト/シルバー ネイビー

ラウンドミニトートバッグ
GGB-X095WP
¥6,000＋税▲

P120

C O O R D I N A T E
S E R I E S

スポーツバッグ
GGB-X095W
¥13,000＋税▲

P117
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GGC-S157
¥28,000＋税
■ 素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：3.4kg  ■タッグ：GGC-FZ186
●MADE IN CHINA  ●9月発売予定

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※ツアープロ使用モデルの市販品はレプリカモデルとなります。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

GGC-S143
¥39,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）  ■重さ：5.1kg  ■タッグ： GGC-FZ186
●MADE IN CHINA / VIETNAM

闘争心をかきたてるツアー仕様のプロレプリカモデル。

R

シューズケース GGA-S143
¥5,500＋税▲

P121

C O O R D I N A T E
S E R I E S

スポーツバッグ GGB-S143
¥13,000＋税▲

P117

9.5型
3点式
ショルダー
ストラップ

デジ
ボトム

ブラック/ホワイト ホワイト

口枠部分がハンドル形
状になっているため扱
いやすく、カートの積み
下ろしが楽にできます。

口枠ハンドル

ケ スGGA S143

スポーツバッグ GGB-

9.5型

9.5型

トリコロール シルバー ブラック

GGC-S160L
¥26,000＋税
■ 素材：ポリエステル＋合成皮革（P.U.）  ■重さ：2.8kg  ■タッグ：オリジナル
●MADE IN CHINA  ●9月発売予定

シャープなフォルムで強さを引き立てるスポーツモデル。

アスリートが求める機能を満たしたツアー仕様スタンドモデル。

GGC-S158
¥22,000＋税
■ 素材：ポリエステル＋合成皮革（P.U.）  ■重さ：3.0kg  ■タッグ：GGC-FZ174
●MADE IN CHINA  ●9月発売予定

使いやすさを追求した軽量スタンダードモデル。

9.5型

軽量 モ
デ
ル

3.0kg

シルバーブラックレッド ネイビー

数量限定モデル

ホワイト/シルバー

ショルダーの一部が伸
縮し、セルフプレー時に
ラウンド中の負担を軽
減します。

ショルダーストラップ

サイドポケットのひとつ
は、裏面に保冷効果の
あるシートを使用して
います。

保冷ポケット

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル

用途に応じたファスナー
ポケットでたっぷり収納
できます。

小物ポケット

軽量 モ
デ
ル

2.8kg
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113 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

9.5型

9.5型

軽量 モ
デ
ル

1.9kg

軽量 モ
デ
ル

2.1kg

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル

GGC-S148
¥25,000＋税
■ 素材：ナイロン（CORDURA®ファブリック）、ポリエステル
■重さ：1.9kg  ■タッグ：GGC-FZ174
●MADE IN CHINA

GGC-S147
¥25,000＋税
■ 素材：ナイロン（CORDURA®ファブリック）、ポリエステル
■重さ：2.1kg  ■タッグ：GGC-FZ174
●スタンド式  ●MADE IN CHINA

多機能でありながら軽量を追求した

カラーバリエーション豊富なモデル。

多機能でありながら軽量を追求した

カラーバリエーション豊富なスタンドタイプ。

8.0型

シルバー/ローズ
（数量限定）

ブラック/サックス
（数量限定）

シルバー
（数量限定）

グレー
（数量限定）

ネイビー

ブラック

レッド
（数量限定）

ブルー
（数量限定）

GGC-X106L
¥42,000＋税
■ 素材：合成皮革（P.U.）
■重さ：5.1kg
■タッグ：GGC-FZ187
●MADE IN CHINA

R

数量限定モデル

9.5型

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル

用途に応じたファスナー
ポケットでたっぷり収納
できます。

小物ポケット

デジ
ボトム

GGC-S144
¥33,000＋税
■ 素材：合成皮革（P.U.）
■重さ：4.5kg
■タッグ：GGC-FZ186
●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGC-S115
¥13,000＋税
■素材：ポリエステル
■重さ：2.0kg
■タッグ：GGC-FZ174
●スタンド式
●収納目安 8～10本
●MADE IN CHINA
● グレー、ネイビー/ピンクは
9月発売予定

エナメルの光沢感が高級感を漂わせるスポーツモデル。

練習場からコースでも使えるコンパクトスタンドタイプ。

プロモデルに待望の限定追加カラー
光沢のある素材で力強さと高級感を演出。

ネイビー

グレー

ブラック

ブラック

ブラック

ブルー

ライムグリーン

ネイビー/ピンク

9.5型
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オウンネームとネームタッグ

プロのようにキャディバッグにオウンネームを
ボールポケット部分または背袋部分への刺繍によるオウンネームが可能です。
詳細については販売店にご相談ください。

オウンネームについて ネームタッグ一覧
❶GGC-FZ178 ¥1,500＋税 XXIOタッグ 亜鉛合金製

❷GGC-FZ171 ¥800＋税 XXIOタッグ アクリル製

❸GGC-FZ185 ¥800＋税 XXIOタッグ アクリル製 ※ 書き込み・彫り込み
兼用タイプ

❹ GGC-FZ177 ¥1,500＋税 XXIOタッグ 亜鉛合金製

❺GGC-FZ187 ¥1,200＋税 XXIOタッグ アクリル製 ※彫り込みタイプ

❻ GGC-FZ186 ¥1,200＋税 SRIXONタッグ アクリル製 ※彫り込みタイプ

❼ GGC-FZ184 ¥1,500＋税 SRIXONタッグ アルミ製 ※彫り込みタイプ

❽ GGC-FZ173 ¥800＋税 SRIXONタッグ アクリル製 ※彫り込みタイプ

❾ GGC-FZ174 ¥800＋税 SRIXONタッグ アクリル製 ※ 書き込み・彫り込み
兼用タイプ

10 GGC-FZ176 ¥800＋税 DUNLOPタッグ アクリル製 ※ 書き込み・彫り込み
兼用タイプ

11 CGC-FZ901 ¥800＋税 CLEVELANDタッグ アクリル製 ※彫り込みタイプ

●全てMADE IN CHINA　●❶、❷、❸は在庫限り

❶

❻ ❼ ❽ ❾ 1110

❷ ❸ ❹ ❺

●書体見本

納期
刺繍加工：1ヶ月

刺繍色
本体色が「ブラック」の場合、刺繍色は
「ホワイト」、本体色が「ホワイト」の場合、
刺繍色は「ブラック」となります。

オウンネーム方法
刺繍のみとなります。

位置
オウンネームの入る位置は､ボール
ポケット部分、背袋部分とさせてい
ただきます。
※ 文字のバランスについては弊社に
一任願います。

字体
｢アルファベット活字体｣｢アルファベット
筆記体｣｢漢字｣の中からお選びいた
だけます。（下記参照）

対象商品
可能品番につきましては、販売店に
ご相談ください。

「バッグ類オウンネーム刺繍依頼票」
にてご依頼ください。
※ 詳細につきましては､販売店にご
相談ください。

御注文方法

オウンネームについて

●オウンネーム方法：プリント
●プリント納期：仕様確定後約20日
●プリントサイズ：12×50（cm）
● オウンネーム費用：版代21,500円＋税/版、
プリント代/パネル代 無料
● 字体：「アルファベット活字体」、
「アルファベット筆記体」、「漢字」、「かな」、
指定文字の場合は清刷りをご用意ください。
マークの場合はアドビイラストレーターの
データが必要となります。
●最低ロット：1本～

オウンネームパネル、通常付属（SRIXONロゴ入り）パネルとも着脱可能。使用するシーンに
応じてパネルの“着せ替え”ができます。

学校名、クラブ名などサイドポケット部分にプリントによるオウンネームが可能です。
詳細については販売店にご相談ください。

オウンネーム専用サイドパネル

ブラックホワイト

※ 専用サイドパネルには外側の
ファスナーポケットは付きません。

D
U
N
LO
P

G
O
LF
 C
LU
B

GGC-S135
¥22,000＋税
■素材：ポリエステル  ■重さ：2.5kg  ■タッグ： GGC-FZ173
●スタンド式  ●MADE IN CHINA

持ち運びやすさを追求した、

軽量・機能性抜群のスタンドタイプ。

レッド

軽量 9.5型

軽量 モ
デ
ル

2.5kg

口枠部分にハンドルが
ついているため扱いや
すく、カートの積み下ろ
しが楽にできます。

口枠ハンドル

ブラック ブルー ピンク

サイドポケットのひとつ
は、裏面に保冷効果の
あるシートを使用して
います。

保冷ポケット

GGB-X090
¥13,500＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L49×H31×W25（cm）
■重さ：約1.1kg
●シューズ収納可能  ●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGF-B0010
¥20,000＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L53×H36×W23（cm）
■重さ：約1.1kg
●MADE IN CHINA

GGF-B5011
¥5,000＋税
■素材： ナイロン×合成皮革（P.U.）
■ サイズ：L51×H36×W17（cm）
（折りたたみ後）L21×H19（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

GGB-X105
¥12,000＋税
■ 素材：ポリエステル×
合成皮革（P.U.）

■サイズ：L47×H28×W23（cm）
■重さ：約1.0kg
●MADE IN CHINAシューズが収納できます。

ブラック
ネイビーチェック

ホワイト

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

スポーツバッグ

GGB-X055
¥12,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）
■ サイズ：L45×H30×W21（cm）
■重さ：約1.2kg
●MADE IN CHINA

GGB-X054
¥14,000＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L43×H36×W25（cm）
■重さ：約1.6kg
●3段式収納タイプ（シューズ収納可能）
●MADE IN CHINA

GGF-B0013
¥10,000＋税
■ 素材：ナイロン×合成皮革（P.U.）
■サイズ：L44.5×H31×W24（cm）
■重さ：約1.0kg
●MADE IN CHINA

ブラック
ブラック

3層構造なので、大切な
ウェアのシワやシューズの
型くずれが気にならず出
し入れもスムーズ。

中段

上段

下段

がま口タイプで
出し入れがスムーズ。

ネイビー

Mグレー

ブラック

GGF-B8009
¥8,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：（ボストンバッグ）L48×H30×W23（cm）、
　（カートバッグ）L23×H23×W9.5（cm）
■重さ：約0.7kg
●MADE IN CHINA

在庫限り

在庫限り

ブラック

ボストンバッグはコンパクトに
折り畳んでカートバッグに
収納できます。

シューズが収納できます。

貴重品の収納に便利な
アクセサリーポケット。

ブラック

コンパクトに
折りたためるので
携帯に便利。

ネイビー

ブラック

ブラック

ネイビー

チドリ

ブラックチェック
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サイドポケット。

サイドポケット。

GGB-S150
¥6,500＋税
■素材： ポリエステル×合成皮革（P.U.）
■サイズ：L45×H30×W24（cm）
■重さ：約0.7kg
●MADE IN CHINA

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ブラック

GGF-00514
¥11,000＋税
■素材：ポリエステル
■ サイズ：L56×H32×W27（cm）
■重さ：約2.1kg
●MADE IN CHINA

移動時に便利な
キャスター付

サコッシュ
バッグ付

GGB-S143
¥13,000＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L50×H30×W25（cm）
■重さ：約1.1kg
●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGF-B7501
¥7,500＋税
■素材： ポリエステル×TPU加工
■サイズ：L48×H30×W28（cm）
■重さ：約0.6kg
●MADE IN CHINA

GGF-B0014
¥10,000＋税
■ 素材：（ブラック、レッド）ポリエステル（P.U.コーティング）
（ホワイト、グレー）ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：L55×H37×W20（cm）
■重さ：約0.6kg
●MADE IN CHINA

GGF-B8010
¥8,000＋税
■ 素材：（ブラック、レッド）ポリエステル（P.U.コーティング）
（ホワイト、グレー）ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：L48×H34×W17（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

GGB-S151
¥10,000＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L55×H38×W21（cm）
■重さ：約1.2kg
●MADE IN CHINA

GGF-B7004
¥7,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L47×H30×W26（cm）
■重さ：約0.8kg
●MADE IN CHINA

GGF-B6506
¥6,500＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L43×H28×W25（cm）
■重さ：約0.6kg
●MADE IN CHINA

GGF-B7005
¥7,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L33×H32×W16（cm）
■重さ：約0.5kg
●3WAY ●保冷バッグ付 ●MADE IN CHINA

GGF-B3802
¥3,800＋税
■素材： ナイロン×ポリエステル
■サイズ：L55×H28×W28（cm）
■重さ：約0.3kg
●MADE IN CHINA

GGF-B3514
¥3,500＋税
■素材： ナイロン×ポリエステル
■サイズ：L40×H34×W18（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

シューズが収納できます。シューズが収納できます。

収納袋はペット
ボトルホルダー
にもなります。

ブラック

ブラック/ブルー

ブラック

ネイビー

ホワイト

ブラック/レッド

ホワイト

ブラック

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

ホワイト

レッド

レッド

グレー

グレー

シューズが収納できます。

ブラック

ブラック

ネイビー

レッド

チャコール

ブルー

ブルー

レッド

レッド

ブラック

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

サイドとバッグの中から
シューズが収納できます。

出荷時はバッグは収納袋に
収納されています。

ポケット部分に
畳んで収納できます。

GGB-X095W
¥13,000＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L45×H29×W23（cm）
■重さ：約0.8kg
●シューズ収納可能
●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGF-B0012
¥12,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L30×H48×W19（cm）
■重さ：約1.1kg
●MADE IN CHINA

ブラック

貴重品の収納に便利な
背面ポケット。

ノートPC用ポケット。

ペットボトルホルダー。

GGF-B8007
¥8,000＋税
■ 素材：綿×ナイロン
■サイズ：L30×H35×W20（cm）
■重さ：約0.5kg
●MADE IN VIETNAM 「倉敷帆布」使用

ブラック

ネイビー

レッド

ブラック

ネイビー

使用イメージ

在庫限り

在庫限り在庫限り

バッグ＆ポーチ

GGF-B0006
¥10,000＋税
■素材： ナイロン×合成皮革（P.U.）
■ サイズ：（特大）L34×H26×W9（cm）、
（大）L19×H23×W7（cm）、
（中）L15×H18×W4（cm）、
（小）L10×H14×W3.5（cm）
■ 重さ：（特大）約0.2kg、（大）約0.2kg、（中）約0.1kg、（小）約0.1kg
●MADE IN CHINA

（特大）

ビジネスや旅行で、
バッグや小物入れ
として活用できます。

ブラック

（大）

（中）

（小）

在庫限り

マルチケース
GGF-B6505
¥6,500＋税
■ 素材：合成皮革（P.U.）
■サイズ：L25×H17×W13（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

ブラック

在庫限り

ラウンドバッグ（2WAY）
GGF-B6006
¥6,000＋税
■ 素材：ポリエステル×合成皮革（P.U.）
■サイズ：L28×H16.5×W7（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

ネイビー

ブラック

ア
ク
セ
サ
リ
ー
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ラウンドトートバッグ
GGF-B5504
¥5,500＋税
■ 素材： （本体）ナイロン、

（メッシュ）ポリエステル、
（キーホルダー）P.U.＋ナイロン

■サイズ：L30×H26×W13（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ボディバッグ
GGB-S152
¥6,500＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L16×H35×W8（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

ラウンドポーチ
GGF-B4012
¥4,000＋税
■ 素材：（ブラック、レッド）ポリエステル（P.U.コーティング）
（ホワイト、グレー）ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：L24×H15×W8（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

ボールポーチ
GGF-B2508
¥2,500＋税
■ 素材：（本体）ナイロン、
（メッシュ）ポリエステル
■サイズ：L12.5×H4.5×W4.5（cm）
■重さ：約50g
●MADE IN CHINA

ボールポーチ
GGF-B2016
¥2,000＋税
■ 素材：（ブラック、レッド）ポリエステル（P.U.コーティング）
（ホワイト、グレー）ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：L5×H13×W5（cm）
■重さ：約50g
●MADE IN CHINA

ボールホルダー
GGF-B2017
¥2,000＋税
■ 素材：本体（ポリエステル＋合成皮革（P.U.））、
ゴム（ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン）
■サイズ：L3.8×H17（cm）
■重さ：約50g
■パッケージサイズ：200×80（mm）
●MADE IN CHINA

ブラック

押し出すことで
下からボールが
取り出せます。

使用イメージ

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

グレー

グレー

グレー

レッド

ホワイト

レッド

ネイビー

レッド

レッド

ブラック

ブラック

ホワイト

イエロー

グレー

レッド

用途に合わせてマチを
畳むことができます。

ボールポーチ
GGF-B2804
¥2,800＋税
■ 素材：ポリエステル×合成皮革（P.U.）
■サイズ：L9×H15×W4（cm）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN CHINA

ラウンドポーチ
GGF-B5010
¥5,000＋税
■ 素材：ポリエステル×合成皮革（P.U.）
■サイズ：L22×H15×W12（cm）
■重さ：約0.3kg
●マグネット式  ●MADE IN CHINA

ネイビー

ネイビー
ブラック

ブラック

マグネット式でがま口の
大きな開口部。 収納イメージ

エクスパンドポーチ
GGF-B3515
¥3,500＋税
■素材： （本体）ナイロン、（メッシュ）ポリエステル
■サイズ：L25×H17×W2.5～10（cm）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN CHINA

ブラック

グレー

レッド

在庫限り

押し出すことで
下からボールが
取り出せます。

キーホルダー付

ラウンドトートバッグ
GGF-B5012
¥5,000＋税
■素材： ポリエステル×TPU加工
■サイズ：L23×H22×W15（cm）
■重さ：約0.3kg
●保冷バッグ脱着式  ●MADE IN CHINA

ラウンドトートバッグ
（2段式）
GGF-B5013
¥5,000＋税
■素材： 〈ブラック、レッド〉ポリエステル（P.U.コーティング）、

〈ホワイト、グレー〉ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：L24×H24×W15（cm）
■重さ：約0.3kg
●MADE IN CHINA

マルチポーチセット
（大小2枚セット）
GGF-B3014
¥3,000＋税
■素材： ポリエステル×TPU加工
■ サイズ：（大）L41×W33（cm）、
（小）L23×W19（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

ボールバッグ
GGF-B2701
¥2,700＋税
■素材： 〈ブラック、レッド〉ポリエステル（P.U.コーティング）、

〈ホワイト、グレー〉ポリエステル（E.V.A.コーティング）
■サイズ：H17×直径13（cm）
■重さ：約90g
●MADE IN CHINA

ボールポーチ
GGF-B2019
¥2,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L5.5×H11×W5（cm）
■重さ：約60g
●MADE IN VIETNAM

マルチバッグ
GGF-B4507
¥4,500＋税
■素材： ポリエステル×TPU加工
■サイズ：L21×H12×W10（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

ブラック

ブラック

ブラック

ネイビー

ホワイト

レッド

グレー

ネイビー

ネイビー

ブラック

ブラック

レッド
ホワイト

グレー ブラック

レッド

カモグレー

使用イメージ

ファスナーポーチ
GGF-B2805
¥2,800＋税
■素材： （本体）ナイロン、（メッシュ）ポリエステル
■サイズ：L17×H19（cm）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN CHINA

ブラック

グレー

レッド

マルチケース
（ボールポーチ付）
GGF-B3804
¥3,800＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L20×H15×W6（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

ブラックレッド

ネイビー

前ポケットが透明なので
スマートフォンの着信状
態などが外からでも確認
できます。 収納イメージ

ラウンドミニトートバッグ
GGB-X095WP
¥6,000＋税
■素材：合成皮革（P.U.）
■サイズ：L21×H23×W13（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA / VIETNAM

ホワイト

ブラック

ラウンドトートバッグ
GGF-B4008
¥4,000＋税
■ 素材：綿×ナイロン
■サイズ：L20×H24×W15（cm）
■重さ：約0.3kg
●MADE IN VIETNAM ネイビー

ブラック

「倉敷帆布」使用

カモ柄
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GGA-S143
¥5,500＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L34×H13×W25（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGA-X090
¥5,500＋税
■素材： 合成皮革（P.U.）
■サイズ：L24×H34×W14（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA / VIETNAM

GGA-A001
¥3,500＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L23×H33×W11（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN CHINA

GGA-A003
¥1,500＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L32×H42（cm）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN CHINA

ブラック

ホワイト

ホワイト

ブラック

ネイビー

ブラック

レッド

GGA-A004W
¥1,800＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L22×H37.5（cm）（片足）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN CHINA

ブルー

レッド ブルー

シューズケース
収納イメージ

トランクロッカー（大）
GGF-B6504
¥6,500＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L43×H24×W34（cm）
■重さ：約1.9kg
●MADE IN CHINA

デュアルシャツケース
GGF-B3803
¥3,800＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L36×H26×W12（cm）
■重さ：約0.3kg
●MADE IN CHINA

ブラック

コンパクトに折りたため
収納も簡単です。

収納ケースクーラーバッグ＆ボトルホルダー

トリップファイブバッグ
（5個入りバッグ）
GGF-B0009
¥10,000＋税
■素材：（バッグ） ポリエステル、（シューズケース）ナイロン
■サイズ：（カートバッグ）L22×H15×W8（cm）、
　（ガーメントケース）L42×H30×W10（cm）、
　（ネセサリーケース）L20×H10×W8（cm）、
　（ランドリーケース）L18.5×H18.5×W8.5（cm）、
　（シューズケース）L23×H34×W14（cm）
■重さ：約0.4kg
●MADE IN CHINA

ブラック

カートバッグ

ブラック レッド

シューズケース

ガーメントケース

ランドリーケース

ネセサリーケース
（歯ブラシなど洗面具入れ）

使わない時は畳んでカートバッグに
ひとまとめにできます。

衣類の使用前と使用後の
分納整理ができます。

在庫限り

在庫限り

レッド

カモグレー

カモグレー

カモグレー

ペットボトルホルダー
（500㎖×1本用）
GGF-B1804
¥1,800＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L8×H19×W8（cm）
■重さ：約0.1kg
●MADE IN VIETNAM

ブラック

レッド

ネイビー

在庫限り

クーラーバッグ
（500㎖×6本用）
GGF-B4013
¥4,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L24×H26×W15（cm）
■重さ：約0.3kg
●MADE IN VIETNAM

ペットボトルホルダー
（500㎖×1本用）
GGF-B1506
¥1,500＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L9×H18×W9（cm）
■重さ：約50g
●MADE IN VIETNAM

クーラーバッグ
（500㎖×2本用）
GGF-B3015
¥3,000＋税
■素材： ポリエステル
■サイズ：L20×H24×W10（cm）
■重さ：約0.2kg
●MADE IN VIETNAM

GGB-X094C
¥10,000＋税
■素材：ポリエステル
■重さ：約1.2kg
■ 収納可能本数：5～6本
●47インチ対応  ●スタンド式  ●MADE IN CHINA
●ブラックチェックは在庫限り

GGB-S136C
¥8,500＋税
■素材：ポリエステル
■重さ：約1.0kg
■収納可能本数：5～6本
●スタンド式  ●MADE IN CHINA  ※フードは付属しておりません。

GGB-S137C
¥6,500＋税
■素材：ポリエステル
■重さ：約1.2kg
■収納可能本数：6～7本
●47インチ対応  ●MADE IN CHINA

GGB-3334C
¥8,500＋税
■素材：合成皮革（P.U.）
■重さ：約1.2kg
■収納可能本数：5～6本
●47インチ対応  ●MADE IN CHINA

ブラック

ブラックチェック

ネイビー

ブラック

グレンチェック

ブラック

ネイビーグレー

ブラック グレー

ブラックチェック

ネイビー

クラブケース

グレンチェック

ブラック

ブラック

レッド
レッド

ブラック

在庫限り
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ハイブリッド用
GGE-S143H
¥3,800＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●ダイヤル式（No.H2､H3､H4､H5､X）
●MADE IN CHINA

フェアウェイウッド用
GGE-S143F
¥3,800＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●180cm3対応  ●ダイヤル式（No.3､4､5､7､X）
●MADE IN CHINA

ドライバー用
GGE-S143D
¥3,800＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●460cm3対応
●MADE IN CHINA

ホワイト

イエロー ブラック

ホワイトホワイトブラック ブラックブラック

アイアンカバー
GGE-S120I
¥2,800＋税
■素材： アクリル
●MADE IN CHINA

アイアンカバー
GGE-X077I
¥2,800＋税
■素材：アクリル
●MADE IN CHINA  ●ブルー、ピンク、ホワイトは在庫限り

ブラック

レッド

ブラック ブルー

ピンク ホワイト

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ユーティリティ用
GGE-X090U
¥4,200＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●ダイヤル式（No.3､4､5､6､X）
●マグネット式  ●MADE IN CHINA

ハイブリッド用
GGE-X105H
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●ダイヤル式（No.3､4､5､6､X）
●MADE IN CHINA

フェアウェイウッド用
GGE-X090F
¥4,200＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●180cm3対応  ●ダイヤル式（No.3､4､5､7､X）
●マグネット式  ●MADE IN CHINA

フェアウェイウッド用
GGE-X105F
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●180cm3対応  ●ダイヤル式（No.3､4､5､7､X）
●MADE IN CHINA

ドライバー用
GGE-X090D
¥4,200＋税
■素材：合成皮革（P.U.）×アクリル
●460cm3対応  ●マグネット式
●MADE IN CHINA

ドライバー用
GGE-X105D
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●460cm3対応
●MADE IN CHINA

ブラック

チドリ チドリ チドリ

ブラック ブラックホワイト

ブラックチェック ブラックチェック ブラックチェック

ホワイト ホワイト

ネイビーチェック ネイビーチェック ネイビーチェック

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

ダイヤル式で番手
表示を変更可能。

ヘッドカバー

ヘッドカバー＆アイアンカバーセット
GGF-70160
¥7,000＋税
■素材： ヘッドカバー（本体：綿100％、

ニット部：アクリル100％）
アイアンカバー（本体：アクリル100％）

■パッケージサイズ：L255×H216×W130（mm）
●ヘッドカバー（460cm3対応） 
●MADE IN CHINA

GGB-X103T
¥8,000＋税
■素材：ポリエステル
■ サイズ：8.5～9.5型用（47インチ対応）
●ポケッタブル
●MADE IN CHINA ブラック 折りたたみ時

GGB-S121T
¥6,300＋税
■素材：ポリエステル
■ サイズ：8.5～9.5型用
（47インチ対応）
●MADE IN CHINA ブラック

レッドネイビーブラック

オウンネームについて

● プリントは1箇所白色のみ。
プリント代、プリント版代別途。
● マークの場合はアドビイラストレー
ターのデータをご用意ください。
納期は受注後約50日※。
●オウンネームサイズ：8×20（cm）
●最低ロット：20枚
※ 数量100枚以上の場合、納期別途
ご相談ください。

対象商品：GGB-S018T

オウンネーム対応

GGB-S018T
¥4,000＋税
■素材： ポリエステル
■ サイズ：8.5～9.5型用
（47インチ対応）
●収納袋付
●MADE IN CHINA

レッド

トラベルカバー

ユーティリティ用
GGE-X093U
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●つけ替えワッペン付（No.3､4､5､6､X）
●MADE IN CHINA

フェアウェイウッド用
GGE-X093F
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●つけ替えワッペン付（No.3､4､5､7､X）
●180cm3対応  ●MADE IN CHINA

ドライバー用
GGE-X093D
¥3,000＋税
■素材：ポリエステル
●460cm3対応  ●MADE IN CHINA

グレン
チェック

グレン
チェック

グレン
チェック

ブラック
チェック

ブラック
チェック

ブラック
チェック

ネイビー
チェック

ネイビー
チェック

ネイビー
チェック

在庫限り
在庫限り 在庫限り

在庫限り
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パターカバーホルダー
（グローブホルダー付）
GGF-16110
¥1,600＋税
■ 素材：本体（P.U.）、グローブホルダー（P.V.C.）、
クリップ（ポリカーボネイト）
■サイズ：本体（150mm）、ボール（直径62×厚さ30mm）
■パッケージサイズ：200×85（mm）
●MADE IN CHINA

パターカバーホルダー＆
ボールクリーナー
GGF-25305
¥2,500＋税
■ 素材：本体（綿）、
クリーナー（マイクロファイバー）、
クリップ（ポリカーボネイト）
■ サイズ：本体（200mm）、
クリーナー（200×200mm）
■パッケージサイズ：190×120（mm）
●MADE IN CHINA

装着イメージ

装着イメージ

名入れイメージ。 タオルハンガーと
して使用できます。

装着イメージ

ブラック×レッド

イエロー×ブルー

ネイビー×オレンジ ピンク×グリーン

パターカバーホルダー

マーカー付 パターカバーホルダー
GGF-25293
¥2,500＋税
■ 素材：本体（塩化ビニル樹脂（P.V.C.））、
クリップ（ポリカーボネイト）、
マーカー（亜鉛合金・直径28mm）×2
■パッケージサイズ：165×80（mm）
●MADE IN CHINA
●ネイビー×オレンジは在庫限り

裏 裏

裏裏

表 表

表表

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。

ホワイト

ブラック

イエロー

レッド
ブルー

イエロー

GGP-S005
¥5,900＋税
■ 素材：生地（ポリエステル100％）、
中棒（アルミ）、傘骨（グラスファイバー）

■サイズ・重さ：65cm  約400g
●UVカット率：99％以上  ●晴雨兼用
●共袋付  ●MADE IN CHINA

UVカット

UVカット UVカット

UVカット

GGF-35207
¥3,500＋税
■ 素材：生地（ポリエステル100％）、
中棒（アルミ）、傘骨（グラスファイバー）
■サイズ・重さ：60cm  約230g
●折りたたみ式  ●UVカット率：99％以上
●晴雨兼用  ●共袋付  ●MADE IN CHINA

ブラック レッド

GGP-S006
¥10,000＋税
■ 素材：生地（ポリエステル100％）、
中棒（アルミ）、傘骨（グラスファイバー）
■ サイズ・重さ：70cm  約470g
●UVカット率：99％以上  ●晴雨兼用  ●共袋付
●MADE IN CHINA

GGP-X002
¥10,000＋税
■ 素材：生地（ポリエステル100％）、
中棒（アルミ）、傘骨（グラスファイバー）
■ サイズ・重さ：70cm  約460g
●UVカット率：99％以上  ●晴雨兼用  ●共袋付
●MADE IN CHINA

アンブレラ

携帯ボールクリーナー
（マーカー付き）
GGF-15326
¥1,500＋税
■ 素材：本体（ポリエステル、ラバーP.V.C.）、
内側（ポリエステル90％×ナイロン10％）、
マーカー（鉄・直径24mm）
■ サイズ：110×60（mm）
■ パッケージサイズ：150×130（mm）
●MADE IN CHINA

ボールクリーナー

ボールクリーナー＆ポーチ
GGF-25294
¥2,500＋税
■ 素材：本体（ポリエステル、
内側（ポリエステル90％×ナイロン10％）・直径140mm）、
リールキーホルダー（ABS樹脂/亜鉛合金）、
ポーチ（ポリエステル・約H90×W120mm）
■ サイズ：ボール拭き（直径140mm）、ポーチ（120×90mm）
●MADE IN CHINA 使用イメージ

使用イメージ

裏側にティーが
挿せます。

レッド

ブルー

ライムレッド

ネイビー

ロイヤルブルー

GGF-12168
¥1,200＋税
■ 素材：本体（P.V.C.）、
ティ（ウッド（白樺））
■サイズ：本体（約140×30mm）、
　ティ（ロング（約70mm）、
　レギュラー（約60mm）、ショート（約40mm））
■パッケージサイズ：180×80（mm）
●MADE IN CHINA

GGF-12169
¥1,200＋税
■ 素材：本体（P.V.C.）、
ティ（ウッド（白樺））
■サイズ：本体（約140×30mm）、
　ティ（ロング（約70mm）、
　レギュラー（約60mm）、
　ショート（約40mm））
■パッケージサイズ：180×80（mm）
●MADE IN CHINA

ティホルダー

ネイビー レッド

カレンダーギフトボックス ネームタッグ（カバー付）

GGF-25309
¥2,500＋税
■素材： ウォッシュタオル（綿100％・約340×360mm）×1、

ソックス（ポリエステル、綿、ポリウレタン・25～27cm）×1、
マーカー（亜鉛合金・直径32mm）×2

■パッケージサイズ：90φ×160（mm）
●MADE IN CHINA  ●8月発売予定

GGF-35214
¥3,500＋税
■ 素材：タッグ本体（亜鉛合金）、ネームプレート（アルミニウム）、
カバー（シリコンラバー）、カラビナ（亜鉛合金・PVC・鉄）、
マーカー（鉄・直径22mm）
■ サイズ：約50×160（mm）
■パッケージサイズ：200×85（mm）
●MADE IN CHINA  ●8月発売予定

在庫限り

マーカー

ソックス

ウォッシュ
タオル
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クリップマーカー
GGF-12159
¥1,200＋税
■ 素材：クリップ（鉄/真鍮）、
マーカー（鉄・直径25mm）
■パッケージサイズ：80×60（mm）
●MADE IN CHINA

スタンドアップマーカー
GGF-15319
¥1,500＋税
■ 素材：鉄/亜鉛合金/磁石・直径30×厚さ5mm
■パッケージサイズ：90×50（mm）
●MADE IN CHINA

ネイビー

レッド

グリーン

グレースタンドアップ時

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。

マーカー

Tマーカー（2個セット）
GGF-09106
¥900＋税
■ 素材：亜鉛合金（直径28mm）
■パッケージサイズ：90×60（mm）
●MADE IN CHINA

レッド

ホワイト

●誤飲などの事故がないよう十分ご注意ください。
●雷が近づいてきたらからだから遠ざけてください。ご注意

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

GGF-15292
¥1,500＋税
■素材：ポリエステル×PVCターポリン
■サイズ：L20×H18×W10（cm）
■重さ：約130g
■持ち手長さ：最短38cm、最長71cm
●MADE IN CHINA

ブラック

レッド

目土袋

ボールポッド
（2個タイプ）
GGF-20413
¥2,000＋税
■ 素材：ポリカーボネート、ポリプロピレン
■サイズ：L5×H12×W4.5（cm）
■パッケージサイズ：144×67×50（mm）
●油性ペン付  ●MADE IN JAPAN

イエロー ブルー

ボールポッド

ポケットマーカー
GGF-12166
¥1,200＋税
■ 素材：亜鉛合金(直径36mm）
■パッケージサイズ：105×70（mm）
●MADE IN CHINA

シルバー×ネイビー

表

裏

ゴールド×レッド

表

裏

ゴールド×ネイビー

表

裏

リール・マーカー付
グリーンフォーク
GGF-23105
¥2,300＋税
■ 素材：亜鉛合金、鉄、シリコンラバー
■サイズ：約180mm
■パッケージサイズ：180×80（mm）
●MADE IN CHINA

ヘアピンフォーク＆マーカー
GGF-12167
¥1,200＋税
■ 素材：ヘアピンフォーク（亜鉛合金・84×24mm）、
マーカー（亜鉛合金・直径28mm）
■パッケージサイズ：180×60（mm）
●MADE IN CHINA

ブラック レッド
シルバー

カバー付
グリーンフォーク
GGF-18120
¥1,800＋税
■ 素材：グリーンフォーク（アルミ合金）、
カバー（シリコンラバー）
■サイズ：全長約175mm
■パッケージサイズ：200×80（mm）
●MADE IN CHINA

松山英樹プロ使用モデル
クリップマーカー・
グリーンフォークセット
GGF-24102
¥2,400＋税
■ 素材：クリップ（亜鉛合金/鉄）、
マーカー（鉄・直径23.8mm）
グリーンフォーク（アルミ合金）
■パッケージサイズ：175×70（mm）
●MADE IN CHINA

松山 英樹

クリップで留める
こともできます。

裏

表

使用イメージ

装着イメージ

グリーンフォーク＆ギフト

クリップマーカー・
グリーンフォークギフト
GGF-20365
¥2,000＋税
■ 素材：クリップ（鉄/真鍮）､
マーカー（鉄・直径25mm）､
グリーンフォーク（亜鉛合金）
■パッケージサイズ：97×85×25（mm）
●MADE IN CHINA
※オウンネームは有料となります。

クリップマーカー・
グリーンフォークギフト
GGF-18115
¥1,800＋税
■ 素材：クリップ（鉄）、
マーカー（鉄・直径26mm）､
グリーンフォーク（亜鉛合金）
■パッケージサイズ：80×95×18（mm）
●MADE IN CHINA
※オウンネームは有料となります。

クリップマーカー・
グリーンフォークギフト
GGF-18116
¥1,800＋税
■ 素材：クリップ（鉄）、
マーカー（鉄・直径26mm）､
グリーンフォーク（亜鉛合金）
■パッケージサイズ：80×95×18（mm）
●MADE IN CHINA
※オウンネームは有料となります。

シルバー ゴールド
グリーンフォーク裏面に
オウンネームが可能。

グリーンフォーク裏面に
オウンネームが可能。

グリーンフォーク裏面に
オウンネームが可能。

イエロー

レッド

ブラック

Tマーカー（4個セット）
GGF-16108
¥1,600＋税
■ 素材：亜鉛合金（直径28mm）
■パッケージサイズ：100×70（mm）
●MADE IN CHINA

ブルーピンク

ホワイト イエロー

在庫限り

在庫限り

在庫限り

在庫限り
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練習グッズ

チップインビンゴ
GGF-68108
¥6,800＋税
■ 素材：ネット（ポリエステル、グラスファイバー）、マット・ボール（ポリエチレン）、
支え棒（グラスファイバー）、ストッパー（P.P.）
■内容：本体×1、ネット×2、マット×1、ボール（赤×3、青×3、白×3）、収納バッグ×1
■サイズ：使用時（直径約700mm）、折り畳み収納時（直径約370mm）
■パッケージサイズ：390×390×75（mm）
●MADE IN CHINA

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

予備ネット

使用イメージ

専用ボール9個付
（赤×3、青×3、白×3）

専用マット

収納バッグ

ディズニー
チップマーカー
GGF-07105
¥700＋税
■ 素材：ABS樹脂、鉄
■ サイズ：直径40mm
■パッケージサイズ：105×70（mm）
●MADE IN CHINA

ディズニー 
スタンドアップマーカー
GGF-20438
¥2,000＋税
■ 素材：亜鉛合金、鉄
■ サイズ：直径36mm
■パッケージサイズ：105×70（mm）
●MADE IN CHINA

スター・ウォーズ
チップマーカー
GGF-07108
¥700＋税
■ 素材：ABS樹脂、金属
■ サイズ：直径40mm
■パッケージサイズ：105×70（mm）
●MADE IN CHINA

トイ・ストーリー4
チップマーカー
GGF-07112
¥700＋税
■ 素材：ABS樹脂、鉄
■ サイズ：直径40mm
■パッケージサイズ：105×70（mm）
●MADE IN CHINA  ●8月発売予定

レッドミッキーブルーイエロー

イエロー

ブルー

グリーン

ブラックレッド

イエロー

ブラック

グレー

ブルー

ブルー

©Disney

©Disney

©Disney/Pixar

© & ™Lucasfilm Ltd.

ミッキー

スタンドアップ時

表

数量限定

数量限定

裏

ドナルド

スタンドアップ時

表

ミニー

スタンドアップ時

表

スタンドアップ
マーカー＆クリップ
GGF-18118
¥1,800＋税
■ 素材：クリップ（鉄/真鍮）、
マーカー（鉄/亜鉛合金・28×25mm）
■パッケージサイズ：95×60（mm）
●MADE IN CHINA

スタンドアップ時

レッド

ブルー

レッド

スタンドアップマーカー＆
クリップ
GGF-18119
¥1,800＋税
■ 素材：クリップ（鉄/真鍮）、
マーカー（鉄/亜鉛合金・直径28mm）
■パッケージサイズ：105×60（mm）
●MADE IN CHINA

ブルー

グレー

スタンドアップ時

クリップマーカー
GGF-12160
¥1,200＋税
■ 素材：クリップ（鉄/真鍮）、
マーカー（鉄・直径25mm）
■パッケージサイズ：80×60（mm）
●MADE IN CHINA

レッド

ブルー
ブラック

ホワイト

チップマーカー＆クリップ
GGF-16109
¥1,600＋税
■ 素材：クリップ（鉄・直径35mm）、
マーカー（ABS樹脂/鉄・直径40mm）
■パッケージサイズ：130×70（mm）
●MADE IN CHINA
※表面にホログラム加工を施しています。

ボールスワロー
GGF-25307
¥2,500＋税
■素材： 本体（P.P.）、先端部（ナイロン）
■サイズ：L91×直径4.7（cm）
■重さ：約0.2kg
■パッケージサイズ：1,100×100（mm）
●MADE IN CHINA

ボールスクーパー
GGF-35212
¥3,500＋税
■素材：本体/軸（ステンレス）、
　グリップ（P.V.C.）、ボール受け部（P.P.）
■サイズ：伸長時（203cm）、収納時（40cm）
■重さ：約0.2kg
■パッケージサイズ：450×110（mm）
●MADE IN CHINA使用イメージ 使用イメージ

在庫限り
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131 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

リニアパッティングセット
GGF-20430
¥2,000＋税
■ 素材：本体、旗（ABS樹脂）、ヒモ（綿100％）
■サイズ：180×180mm
■パッケージサイズ：260×200（mm）
●MADE IN CHINA

パッティングミラー
GGF-38111
¥3,800＋税
■ 素材：アクリル、P.V.C.
■サイズ：310×147（mm）
■パッケージサイズ：350×165（mm）
●MADE IN CHINA

パッティングマット
GGF-38112
¥3,800＋税
■ 素材：ポリプロピレン
■サイズ：3,200×300（mm）
■パッケージサイズ：330×140×140（mm）
●MADE IN CHINA

ピンポンパット
GGF-35206
¥3,500＋税
■ 素材：ABS、亜鉛合金、天然ゴム
■本体サイズ：220×200×260（mm）
■パッケージサイズ：260×245×155（mm）
●MADE IN CHINA

後

前

まっすぐ正しくパッティングをす
ると、ゴム・ストリングの反発で
ボールが戻ってきます。また、
前後でボールが通る幅が異なり、
狭い方はホールカップと同じ
サイズです。

「距離感とタッチ」を
楽しく練習できます。

練習グッズ

パターカップ付

収納袋付

GGF-38112との
使用例

GGF-38112との
使用例

GGF-38112との
使用例

プロも認める画期的パッティング練習システム。
ベースとなるパッティングマットに加え、それぞれの練習に特化した
練習グッズを合わせて使用することで、正しいアドレスから
ストローク、方向性、距離感が身につきます。

パッティングマット
GGF-38112

パタードーム&マット
GGF-40222
¥4,000＋税
■ 素材：ドーム（ポリエチレン）、
脚部（真鍮・108×108×220mm）、
マット（ポリエステル100％・300×2,300mm）
■パッケージサイズ：132×420×120（mm）
●MADE IN JAPAN

パタードーム
GGF-15225
¥1,500＋税
■ 素材：ドーム（ポリエチレン）、
脚部（真鍮・108×108×220mm）

■パッケージサイズ：132×132×90（mm）
●MADE IN JAPAN

スイングパートナー
GGF-68107
¥6,800＋税
■ 素材：本体（竹合板）、
グリップ（シリコンラバー（イオミックグリップ））
■サイズ：約110cm
■重さ：約615g
●MADE IN JAPAN

スイングキーパー
GGF-25295
¥2,500＋税
■ 素材：ナイロン100％
■サイズ：370×80（mm）
■パッケージサイズ：270×125（mm）
●MADE IN CHINA

ゴルフコンパス
GGF-25302
¥2,500＋税
■ 素材：本体（グラスファイバー）、直角パーツ（P.P.）
■ サイズ：本体（1,150mm×2本）、
直角パーツ（直径26mm×2個）
■パッケージサイズ：1,203×22φ（mm）
●MADE IN CHINA

スイングパートナーⅡ
GGF-80198
¥8,000＋税
■ 素材：本体（スチール）、グリップ（ラバー）
■ サイズ：M（約106.5cm）、S（約91.5cm）
■ 重さ：M（約550g）、S（約510g）
●パッケージなし（袋入り）  ●MADE IN CHINA

ブルー

Mサイズ

Sサイズ

使用イメージ

目盛り付

使用イメージ

パッケージキャップは  
直角パーツとして使えます。

プロゴルファー＆
フィジカルトレーナー
石渡俊彦氏　監修

スタート前や練習前にゆっく
りスイングすることで筋肉を
ほぐす準備運動ができます。

スティックを両手で持ち、身体
をねじったり伸ばしたりして
筋肉ストレッチ運動に役立
ちます。

重い方（先端青）のグリップ
を握りスイングすることに
よりヘッドスピードの強化に
つながります。

軽い方（先端赤）のグリップ
を握りスイングすると重さと
しなりを感じてスイングパワー
の強化につながります。

スタンス、方向、ボールの位置の確認がで
きる、ボール1個分の目盛り（ライン）付き。

スティック本体が赤と黒の２色に分かれて
いるのでスイングプレーンを確認できます。

裏

裏

表

表

●スイング時は周囲の安全確認を必ずしてください。
●野球ボール、ゴルフボールなどを打たないでください。
●道路や公園など、人通りのある場所では絶対に使用しないでください。

ご注意

●スイング時は周囲の安全確認を必ずしてください。
●野球ボール、ゴルフボールなどを打たないでください。
●道路や公園など、人通りのある場所では絶対に使用しないでください。

ご注意

スイングプレーンの確認

クラブ別
ボールポジションの確認

スタンスラインの確認

パッティング練習グッズは、QRコードより動画コンテンツが
ご覧になれます。それぞれ練習グッズの使い方を分かりやすく
実演していますので、是非チェックしてください。

42インチ（M）と36インチ（S）の
２種類があります。36インチ（S）
は短めなのでアドレスの姿勢
（前傾姿勢）を保ったスイング練
習ができ、スイングが横振りに
なりやすい方にはアップライトの
スイング軌道を体感できます。

42インチ（M） 36インチ（S）

ピンポンパット
GGF-35206

使い方を動画でチェック！

パッティングミラー
GGF-38111

使い方を動画でチェック！

リニアパッティングセット
GGF-20430

使い方を動画でチェック！

使い方を動画でチェック！

使い方を動画でチェック！
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ウッドティ（受注品）
GGF-4032
¥4,000＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ：レギュラー（約60mm）､ロング（約70mm）
■ 仕様：レギュラー（シロ、キ、ブルー、アカの4色）、
各55本、計220本入り
ロング（シロ 50本､キ、ブルー、アカの3色）、
各45本、計185本入り

■パッケージサイズ：115×117×132（mm）
● 文字は英活字、数字で13文字まで。「、」「－」「・」
なども含みます。文字色はクロ､大文字のみ。
指定文字はできません。納期約20日。

●MADE IN CHINA

ウッドティ（受注品）
GGF-20215
¥2,000＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ・仕様：L（ロングサイズ・約70mm）80本入り
R（レギュラーサイズ・約60mm）100本入り
■パッケージサイズ：112×75×55（mm）
● 文字は英活字、数字で13文字まで。「、」「－」「・」
なども含みます。文字色はクロ､大文字のみ。
指定文字はできません。納期約20日。

●MADE IN CHINA

3サイズ入り
ウッドティ
GGF-05116
¥500＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ・仕様：L（ロングサイズ・約70mm）7本、
R（レギュラーサイズ・約60mm）18本、
S（ショートサイズ・約40mm）5本、計30本入り
■パッケージサイズ：86×55×40（mm）
●MADE IN CHINA

ウッドティ
GGF-02101
¥200＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ：レギュラー（約60mm）
■ 仕様：シロ､クロ､アカ､キの4色､各3本
ブルー､ピンクの2色､各2本 計16本入り
■パッケージサイズ：85×56×20（mm）
●MADE IN CHINA

ウッドティ
GGF-02105
¥200＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ：ロング（約70mm）
■ 仕様：シロ､クロ､アカ､キ､ブルー､ピンクの6色、
各2本、計12本入り

■パッケージサイズ：85×56×20（mm）
●MADE IN CHINA

ウッドティ
GGF-05102
¥500＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ・仕様：L（ロングサイズ・約70mm）28本入り
R（レギュラーサイズ・約60mm）36本入り
S（ショートサイズ・約40mm）43本入り
■パッケージサイズ：86×55×40（mm）
●MADE IN CHINA

プリントティ
■ 素材：ウッド（白樺）
■カラー：シロ、クロ、アカ、キ、ブルー、ピンク
■ロット：5,000本以上
●2色まで自由にプリントできます。
●MADE IN CHINA

ロングウッドティ
GGF-05152
¥500＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ・仕様：約78mm×24本
■パッケージサイズ：86×55×40（mm）
● ティアップの高さが決めやすい
3段階の目盛り付
●MADE IN CHINA

缶入りウッドティ
GGF-15310
¥1,500＋税
■ 素材：ティ（ウッド（白樺））、
ヘアピングリーンフォーク（亜鉛合金）、缶（スチール）
■ サイズ・仕様：デカヘッド・ティー（約70mm×5本）、
レギュラーティ（約60mm×6本）、ショートティ（約40mm×6本）、
ヘアピングリーンフォーク×1本
■缶サイズ：81×102×24（mm）
● MADE IN JAPAN（缶）、MADE IN CHINA（ティ、グリーンフォーク）

ブラック

ホワイト

レッド

受注商品

地球の未来を考えるダンロップのウッドティ。
「人と地球にやさしい、環境配慮型ウッドティ」

天然素材、白樺（ホワイトバーチ）を使用。環境にやさしい

ティのペイントに水性塗料を使用。人と地球にやさしい

パッケージに80％再生PETを使用。省資源化

シロ クロ アカ

キ ブルー ピンク

ピンク/キ/ブルー

クロ/シロ/アカ

キ
シロ ブルー

使いやすく、多くのゴルファーに支持されるロングセラーウッドティ。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

デカヘッド・ティ入り

デカヘッド・ティ
（ウッドティ）
GGF-07102
¥700＋税
■ 素材：ウッド（白樺）
■ サイズ・仕様：約70mm×15本
■パッケージサイズ：86×55×40（mm）
●MADE IN CHINA

スウィングヘッドティ
GGF-06110
¥600＋税
■ 素材：ヘッド部（TPV樹脂）、中芯部（PU樹脂）､脚部（ABS樹脂）
■ サイズ：全長（85mm）
■ 仕様：ブラック×2､ホワイト×2､イエロー×1 計5本入り
■パッケージサイズ：102×93×15（mm）
●MADE IN JAPAN

やわらかヘッド

トライアングルヘッドティ
GGF-06112
¥600＋税
■ 素材：ヘッド部（エラストマー）､脚部（ポリカーボネート）
■ サイズ：ロング（75mm）､ショート（42mm）
■ 仕様：ロング（ピンク､イエロー､ブルー）各1本､ショート（グリーン）×1本
■パッケージサイズ：140×85×20（mm）
●MADE IN JAPAN

パワーコイルティ プラス
GGF-06502
¥650＋税
■ 素材：ヘッド・コイル部（TPU）､脚部（ABS樹脂）
■ サイズ：ロング（80mm・段高：40mm）､
ショート（48mm）
■ 仕様：ロング×2､ショート×1 計3本入り
■パッケージサイズ：140×85×20（mm）
●MADE IN JAPAN ピンク/グリーン イエロー/ブルー

インパクトの瞬間、
コイル部分が伸びて
しなるため振り抜き感が
格段に良くなりました。

ホワイト

イエロー

ヘッドがデカくて
ボールが乗せやすく安定。

フェアアイルパラソル

ベルトループでの
簡単着脱が可能です。

ティ

在庫限り

在庫限り 在庫限り

在庫限り
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オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

ブラックホワイトネイビーホワイト

チドリ

ホワイトグレー

グレーホワイト

ネイビーホワイト

ネイビー

ネイビーホワイト ホワイト

メッシュキャップ
XMH8102
¥2,700＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

キャップ
XMH8100
¥3,300＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

バイザー（BOA®付き）
XMH7301
¥4,300＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：頭囲 55～60cm（ダイヤル式）
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

メッシュキャップ
XMH8101
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

メッシュキャップ
XMH6102
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

● ヘッドウェア表示マーク

帽子の構造が頭にフィット
しやすくなっています。
オートフォーカスキャップ。

●ヘッドウェア 頭まわりサイズ表  （cm）

タイプ
キャップ/ハット バイザー
メンズ レディス メンズ レディス

ベルト式/面ファスナー式
（フリーサイズ）

56～60 54～58 54～60 54～58

ダイヤル式
（BOA®モデル）

55～60 － 55～60 －

● 上記サイズは基本サイズですので、帽子の型および使用する生地により、
多少の違いが生じることがあります。

ヘッドウェア

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ヘッドウェア

ネイビー ブラックホワイト

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

汗をすばやく吸収し、
拡散、乾燥させる素材を
使用しています。

吸水
速乾

撥水性に優れており、
多少の雨をはじきます。撥水

透湿性のある素材で
ムレを軽減します。透湿

紫外線の透過率を軽減し、
肌を守ります。UV

日差しを遮熱する
効果があります。遮熱

防虫加工を施した素材を
使用しています。防虫

丸めてコンパクトに
持ち運びできます。ラウン

ディッシュ
ポリエステルメッシュ
素材を採用した
軽量キャップです。

軽量

撥水 撥水

防虫

透湿

吸水
速乾

吸水
速乾 UV 遮熱

フィット感を調整しやすいBOA®（ダイヤル）機能を搭載しました。
また、 撥水性に優れており、多少の雨をはじきます。

軽くて涼しい通気性のよいメッシュキャップです。

水を含ませると
気化熱による
放熱作用のある
素材で清涼効果が
得られます。

FOR SUMMER

BOA®（ダイヤル）機能搭載

BOA®（ダイヤル）機能付き

ヘッドウェアの
お手入れ法

押し洗いまたは振り洗いして汚れを落と
してください。
※ 商品によって洗濯できない物があり
ます。

洗濯方法は？
濡れたタオル､シャツなどと一緒にビニ
ール袋に入れないようにお願いします。
特に濃色のものについては色が移染する
場合がありますので、ご注意願います。

プレー後は？
型がくずれないように､ビニール袋など
で覆ってください。外気を遮断すること
が大切で、直接日光に当てることは禁物
です。

保存方法は？

つば裏に防虫加工
素材を使用。

ホワイトブラック

防虫加工素材をつば裏に使用し、虫よけ効果で快適なプレーを実現します。
また、軽量で吸水速乾に優れたメッシュ素材を使用しています。

撥水素材を使用したキャップです。オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

つばとフロント
パネルのメッシュ

水冷機能付きの軽くて通気性のよいメッシュキャップです。

グ

後部メッシュ

キャップ内側
頭周りのテープ部分
キ
頭

ドリ ネイビー ブラック

チェック チドリ

本体が無地（ネイビー、ブラック、ホワイト）は
つば裏、ベルトにチェック柄を使用。

ブランドロゴ
拡大図

ホワイトネイビー

チェック

ホワイト

ホワイトネイビー

抗菌防臭効果の高い素材を
使用しています。抗菌

防臭
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ヘッドウェアヘッドウェア

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ベージュホワイト

ハット
XMH6205
¥3,800＋税
■ 素材：指定外繊維（ペーパー）
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

FOR SUMMER

オートフォーカスバイザー

バイザー
XMH6304
¥3,000＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

ブラックネイビーホワイトネイビー ホワイトピンクチドリ

撥水 透湿

撥水性に優れており、多少の雨をはじきます。

耳までカバーする大きなつばはUVカット率99％。
丸めてコンパクトに持ち運べ、取り外して洗濯できる
汗取りテープ付きのレディスバイザーです。

ブラックネイビー

レディスバイザー
XWH8303
¥3,800＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル100％、
（つば芯）ポリプロピレン100％、
ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

UV

丸めてコンパクトに
携帯できます。

汗取りテープ

キャップ
SMH9130X
¥3,300＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）

■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN BANGLADESH
● グレー、ホワイトピンク、
ホワイトグリーンは在庫限り

バイザー
SMH9331X
¥3,000＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）

■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN BANGLADESH
● グレー、ホワイトピンク、
ホワイトグリーンは在庫限り

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスバイザー

ピンク

ホワイトネイビー

ホワイトネイビー

ホワイトブラック

ホワイトブラック

ブラック

ブラック

ネイビー

ネイビー

ホワイトグリーン

ホワイトグリーン

グレー

グレー

ホワイトイエロー

ホワイトイエロー

ホワイトピンク

ホワイトピンク

ホワイトグレー

ホワイトグレー

吸水
速乾

吸水
速乾

抗菌
防臭

抗菌
防臭

厳しい環境下で戦うトッププロたちの信頼を獲得する
スリクソン キャップ＆バイザー。

Yujiro O
hori

Sakura 
Koiwai

Rikuya 
Hoshino

Kotono 
Kozuma

Daijiro I
zumida

Hina Ar
akaki

Shota A
kiyoshi

Minami 
Katsu
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ヘッドウェア

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。

通気性のある
撥水素材です。

丸めてコンパクトに
携帯できます。

カモフラージュ柄

キャップ
額内側部分
キ
額

ヘッドウェア

※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

5方型キャップ
SMH9132X
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM

カモフラージュ柄
メッシュキャップ
SMH9138X
¥3,600＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル100％、
（メッシュ部）ポリエステル82％、
ナイロン18％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

パイルキャップ
SMH9134X
¥3,600＋税
■ 素材：（本体）綿76％、
ポリエステル24％、
（メッシュ部）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

パイルバイザー
SMH9343X
¥3,300＋税
■ 素材：（本体）綿76％、
ポリエステル24％、
（メッシュ部）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

水冷メッシュキャップ
SMH9133X
¥3,600＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル100％、
（メッシュ部）ナイロン100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

水冷メッシュキャップ
SMH9135
¥3,300＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

水冷メッシュキャップ
SMH9136
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

スプラッシュ
メッシュキャップ
SMH9137
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスバイザー

オートフォーカスキャップ オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

ツアープロ着用の水冷機能付きで
涼しいメッシュキャップです。

ツバ先端のスリクソンロゴがワンポイント。
深くてかぶり心地の良いキャップです。

ツアープロにも好評。着用感がよく、
吸水性が高いパイルバイザーです。

軽量

撥水

ラウン
ディッシュ

軽量 ラウン
ディッシュ

肌触りがよく、汗を
よく吸うパイル材を
内側にも使用して
います。

ツバ先端に
スリクソンロゴ

キャップ内側
額部分と頭周りの
テープ部分
額
テ

キャップ内側
頭周りのテープ部分
キ
頭

キャップ内側
頭周りのテープ部分
キ
頭

オートフォーカスキャップ

グレーネイビー ブラック

カモフラージュ柄のメッシュキャップが新登場！

オートフォーカスキャップ

オレンジ

ネイビー

ホワイトネイビー

ホワイト

ホワイト

ブラック

グレーホワイト

ブラック

イエロー

ホワイトオレンジ

オレンジ

オレンジ

ホワイトオレンジ

ブルーホワイト

ネイビー

ホワイト

ホワイトブルー

ネイビー

ネイビー

ホワイトブルー

ブラックホワイト

ホワイト

ブルー

グレーホワイト

ブルー

ブルー

ネイビー

ホワイトネイビー

キ
額額
テ

オートフォーカスキャップ

ネイビーブラックホワイト

スプラッシュ
メッシュキャップ
SMH8131X
¥3,800＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN CHINA

丸めてコンパクトに
携帯できます。

通気性のある
撥水素材です。

軽量でストレッチ性があり、フィット感にも優れています。

撥水

グレー

ラウン
ディッシュ

イエローホワイト

ブラック

ブラック

ブラックホワイト

グレー

グレー

オートフォーカスキャップ

ホワイトブラックブルーホワイトトリコロール ホワイト

メッシュキャップ
SMH8133
¥2,600＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル100％
（メッシュ部分）ナイロン100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM

涼しく通気性のよいメッシュ素材を使用しています。

遮熱
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ヘッドウェア

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ヘッドウェア

オートフォーカスバイザー

バイザー
SMH6338
¥2,300＋税
■ 素材：（本体）綿100％
（つば裏）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN BANGLADESH/CHINA

ネイビー ベージュホワイト レッドブラック

オートフォーカスキャップ

キャップ
SMH6137
¥2,600＋税
■ 素材：（本体）綿100％
（つば裏）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN BANGLADESH/CHINA

ネイビー ベージュホワイトレッド ブラック

5方型キャップ
（BOA®付き）
SMH7135
¥4,600＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）
■サイズ：頭囲 55～60cm（ダイヤル式）
●MADE IN CHINA  ●ホワイトは在庫限り

ホワイト レッドネイビーブラック

フィット感を調整しやすい
BOA®（ダイヤル）機能を搭載しました。

レ ドネイビブラ ク

BOA®（ダイヤル）機能付き

レディスキャップ
SWH9150
¥3,300＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）

■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

レディス
ニットメッシュキャップ
SWH9151
¥3,300＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

レディスバイザー
SWH9352
¥3,000＋税
■ 素材：ポリエステル65％、
綿35％（TCツイル）

■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

レディス
ニットメッシュバイザー
SWH9353
¥3,000＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスバイザー

オートフォーカスバイザー

ホワイトグリーン

ホワイトピンク

ホワイトグリーン

ホワイトピンク

ネイビーブルー

ネイビーホワイト

ネイビーブルー

ネイビーホワイト

ホワイトイエロー

ピンクホワイト

ホワイトイエロー

ピンクホワイト

ホワイトピンク

ホワイトオレンジ

ホワイトピンク

ホワイトオレンジ

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

UV

UV

ウェアに合わせやすいシンプルなデザインの
UVカット機能付きレディスキャップです。

かわいい花柄がワンポイントの
サングラスフック付きレディスキャップです。
涼しいニット素材とUVカット機能で
夏季シーズンに対応できます。

ウェアに合わせやすいシンプルなデザインのレディスバイザーです。

かわいい花柄がワンポイントの
サングラスフック付きレディスバイザーです。

キャップの上から
サングラスを固定できます。

XXIO、SRIXONのキャップ、バイザー（カタログ掲載品）の
サイドの空いたスペースに刺繍入れも可能です。

カタログ商品へのマーク入れ（1個～）

刺繍位置

2段組イメージ

●受注条件

費用

有料   〔刺繍サイズ〕ヨコ7×タテ1.5cm以内
1行：￥600＋税／個
2行：￥1,200＋税／個
※オリジナルマークは別途見積
※パンチカード代は別途見積

名入れ方法 刺繍
受注最低個数 1個～

納期
〔指定文字〕仕様確認後 約20日
〔オリジナル文字・マーク〕仕様確認後 約30日

文字種類 英活字体・英筆記体（頭文字のみ大文字）・カナ・漢字

刺繍書体見本

〈対応品番〉
 XMH8100、XMH8101、XMH8102、XMH6102、XMH6304、
SMH9130X、SMH9331X、SMH9132X、SMH9133X、SMH9134X、
SMH9343X、SMH9138X、SMH9135、SMH9136、SMH9137、
SMH8131X、SMH8133、SMH7135、SMH6137、SMH6338

漢字（楷書） アルファベット活字体 アルファベット筆記体

※見本以外の刺繍色も対応可。
別途ご相談ください。

刺繍色

ホワイトブラック

ネイビーレッド

ワイングリーン

BOA®（ダイヤル）機能搭載
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ヘッドウェア・ウォーマーヘッドウェア

FOR WINTER FOR WINTER

手甲
SMG8772
¥1,500＋税
■ 素材：（本体：手のひら・甲）
ポリエステル100％
（リブ部）アクリル100％
■サイズ：フリーサイズ
●左手用  ●MADE IN VIETNAM

ミトン
SMG8773
¥2,300＋税
■ 素材：（表地・裏地）ポリエステル100％
（中綿）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ
■パッケージサイズ：370×230（mm）
●片手用（左右使用可）  ●MADE IN VIETNAM

イヤーマフラー
SMG8774
¥2,600＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル49％、アクリル41％、ウール10％
（裏地）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN CHINA

ネックウォーマー
SMG8771
¥2,500＋税
■ 素材：ポリエステル100％、制電＋保温素材使用
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN CHINA

ネイビー

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ライトグレー

ライム

グレー

レッド

着用イメージ

着用イメージ

着用イメージ

左右共通仕様

滑り止め

制電＋保湿素材を使用したリバーシブル仕様。

パッケージイメージ

パッケージイメージ

ウールキャップ
SMH9160X
¥3,900＋税
■ 素材：（本体）毛60％、ポリエステル15％、
ナイロン15％、アクリル10％
（つば裏・サンド部）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●9月発売予定

ツバ付ニットキャップ
SMH9168
¥3,500＋税
■ 素材：ウール、アクリルニット
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN CHINA  ●9月発売予定

ツバ付ニットキャップ
SWH9169
¥3,900＋税
■ 素材：（表地：ニット部）アクリル100％
（裏地：布帛部）ポリエステル100％
（中わた・裏地）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN INDONESIA  ●9月発売予定

ニットキャップ
SMH9161X
¥2,800＋税
■ 素材：アクリル100％
■サイズ：フリーサイズ
●MADE IN CHINA  ●9月発売予定

ツイルキャップ
SMH9162
¥3,300＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル65％、綿35％（TCツイル）
（つば裏）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●8月発売予定

メッシュキャップ
SMH9163
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM  ●8月発売予定

ベロアキャップ
SMH9164
¥3,600＋税
■ 素材：（本体）綿80％、ポリエステル20％
（つば裏）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●ティホルダー付
●MADE IN VIETNAM  ●9月発売予定

ベロアバイザー
SMH9365
¥3,300＋税
■ 素材：（本体）綿80％、ポリエステル20％
（つば裏）ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ
●ティホルダー付
●MADE IN VIETNAM  ●9月発売予定

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスキャップ

オートフォーカスバイザー

ャップ

キャップ

エステル20％％

スキャップ

エステル20％％エステル15％％、

キャップ

ネイビーボルドー

ホワイト

ホワイト

ブラック

ネイビー

グレー

ボルドー

ボルドー

ボルドー

ネイビー

チャコールグレー

ホワイト

イエロー

ブラック

ホワイトホワイト

グレー

グレー

ブルー

ボルドー

ブラック

ネイビー

ライトグレーブラックチャコールグレー

チャコールグレー

ピンク

ホワイト

チャコールグレー

ボルドー

ライトグレー

ネイビーネイビー

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

SRIXONロゴ
アップ。

バイザーサイドに
ティが挿せます。

SRIXONロゴ
アップ。

キャップサイドに
ティが挿せます。

吸水
速乾

抗菌
防臭

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。
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レインウェア（メンズ）
SMR9000
¥23,000＋税
■ 素材：ナイロン4WAYストレッチ（ナイロン100％）
2.5層ラミネート

■サイズ：M､L､LL、3L（ブルーのみ）
●収納袋付  ●MADE IN VIETNAM

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

レインウェア
●レインウェア表示マーク

透湿性のある素材で
ムレを軽減します。透湿

撥水性に優れた素材を
使用しています。耐久

撥水

レインキャップ
（メンズ）
SMH9190
¥3,600＋税
■ 素材：ナイロン4WAYストレッチ
（ナイロン100％）2.5層ラミネート
■ サイズ：フリーサイズ
（56～60cm・ベルト式）
●MADE IN CHINA

耐水圧 20,000mm
透　湿 25,000g/m2/24h

耐水圧 20,000mm
透　湿 25,000g/m2/24h

耐久
撥水 透湿耐久

撥水 透湿

●レインウェアサイズ表  （cm）

サイズ 身長 胸囲 ウエスト

M 165～175 88～96 76～84

L 172～182 96～104 84～94

LL 175～185 104～112 94～104

3L 178～188 112～120 104～112
※基本身体寸法表

ライトブルー

チャコールグレー
チャコールグレー

ライトグレー

ライトグレー

ライトブルー

雨の日も快適にプレーを楽しめる
機能にこだわった実戦派レインウェア。

❼裾調整タブ
裾のダブつきを
抑えます。

❹袖取り外し可能
気温などに合わせ、
長袖としても半袖としても
着用できます。

❸ウエスト調整タブ
タブ調整により、
ウエスト部分の
ダブつきを抑えます。

❺インナー貫通ポケット
内側のパンツの
ポケットにもスムーズに
手を入れることが
できます。

❻目止めテープ
シーム部分などからの
雨の浸入を防ぎます。

レインジャケット（メンズ）
SMR9001J
¥4,500＋税
■ 素材：ナイロン100％（ポリウレタンコーティング）
（背面メッシュ）ポリエステル100％
■サイズ：M､L､LL
●MADE IN VIETNAM
●8月発売予定

レインパンツ（メンズ）
SMR9002S
¥4,000＋税
■ 素材：ナイロン100％（ポリウレタンコーティング）
■サイズ：M､L､LL
●MADE IN VIETNAM
●8月発売予定

耐水圧 10,000mm
透　湿 10,000g/m2/24h

耐水圧 10,000mm
透　湿 10,000g/m2/24h

耐久
撥水

耐久
撥水透湿 透湿

ブルー

ライトグレー イエロー

❶ガードフラップ
ファスナー部分などからの
雨の浸入を防ぎます。

❹袖取取り外し可能
気温などどに合わせ、

タブ調整により、

ケット❺インナー貫通ポケ
内側のパンツの

❻目止めテープ
シーム部分などからの

裾のダブつきを
抑えます。

ァスナー部分などからのファ
の浸入を防ぎます。雨

●❹

●❺

●❸

●❻

●❻

●❻

●❷

●❶

●❻

●❼

雨の日でも集中力を切らさずにプレーできる
高機能、超軽量、4WAYストレッチレインウェア〈MOVE MASTER〉

❽ベルトループ
ベルトを着用することが
できます。

❼腹部ダブつき調整
ウエストタブの調整により
ダブつきを抑えられます。

❻ガードフラップ
ファスナー部分などからの
雨の浸入を防ぎます。

❾左右貫通ポケット
左右とも貫通しているため、
ボトムスのポケットに
スムーズに手を
入れることができます。

❷袖取り外し可能
気温などに合わせ、
長袖としても半袖としても
着用できます。

❶ 耐久撥水
水をはじきやすいため、
軽快にプレーできます。

❹ ロングファスナー
裾口から膝元まで開くことができるので
パンツの脱ぎ履きが楽にできます。

10 股下調整＆ストレッチ
股下の長さをメンズで
最大6cmまで
調整できます。また、
伸縮性に優れた素材が
ツッパリ感を軽減します。

11 裾調整タブ
裾のダブつきを抑えます。

❺ シューズガード
シューズ
アッパー部分から
雨の浸入を
防ぎます。

水をはじきやすすいため、

気温などに合わわせ、
長袖としても半半袖としても
着用できます。

❸ストレッチ
伸縮性に優れた素材が
ツッパリ感を軽減します。
伸縮性に優れたた素材が

❾ ト左右貫通ポケット
左右とも貫通しているため、

股下の長さをメンズで

裾のダブつきを抑えます。シューズ
アッパー部分かから
雨の浸入を
防ぎます。

裾口から膝元ままで開くことができるので
パンツの脱ぎ履履きが楽にできます。

❺シューズズガード

ベルトを着用することが

❽ベルトループ

ウエストタブの調整により
ダブつきを抑えられます。

ファス
雨の
スナー部分などからの
の浸入を防ぎます。

●❷

●❺

●11

●12

●10

●❾

●❹
12ベンチレーション
通気孔により、
ムレを軽減
します。

ブルー

ライトグレー

イエロー

●❼

●❻

❷ベンチレーション
通気孔により、ムレを軽減します。
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ベルト

全体がカーブしています。

全体がカーブしています。

GGL-S004
¥6,000＋税
■素材：（表）牛革､（裏）合成皮革（P.U.）
■ サイズ：95cm、巾40mm
●MADE IN CHINA

特注マーク入れ対応商品

● 仕様：革の裏部分に金箔押しが可能です。
（右の写真参照）
●受注単位：30本より
● 納期：1ヶ月程度
無料にて対応させていただきます。

マーク入れ要領

GGL-4099S
¥4,000＋税
■ 素材：（表）牛革、
（裏）合成皮革（P.U.）
■サイズ：95cm、巾30mm
■カラー：クロ、チャ
■パッケージサイズ：125×140×48（mm）
●化粧箱入り  ●ピン式  ●MADE IN JAPAN

例

GGL-X010
¥8,000＋税
■ 素材：（表）牛革、（裏）合成皮革（P.U.）
■サイズ：100cm、巾35mm
●MADE IN CHINA

GGL-X012
¥8,000＋税
■ 素材：牛革＋再生皮革
■サイズ：100cmまで（ベルト穴なし）、巾35mm
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

GGL-S015
¥8,000＋税
■ 素材：（表）合成皮革（P.U.）、

（裏）合成皮革（P.U.）×ポリエステル
■サイズ：100cm、巾40mm
●MADE IN CHINA

GGL-S016
¥5,000＋税
■ 素材：牛革＋ゴム（3色編み）
■サイズ：100cmまで（ベルト穴なし）、巾35mm
●MADE IN CHINA

GGL-X013
¥7,000＋税
■ 素材：牛革＋再生皮革＋ポリエステル
■サイズ：110cmまで（ベルト穴なし）、巾35mm
●MADE IN CHINA

レッド

ホワイト

ブラック

カーブベルト

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※ベルトのサイズ表記は、ピン先から真ん中のベルト穴までの長さです。

ブラウン ホワイト

ホワイト

ブラウン

ブラック

ブラック

ブラック

GGL-S013
¥7,000＋税
■素材：（表）牛革、（裏）合成皮革（P.U.）
■サイズ：100cm、巾35mm
●MADE IN CHINA  ●在庫限り ブラウン

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

アンダーウェア ●アンダーウェア表示マーク
汗をすばやく
吸収し、拡散、
乾燥させます。

吸水
速乾

防虫加工を
施した素材を
使用しています。

防虫
紫外線の透過を
軽減し、肌を
ガードします。

UV
伸縮性に優れた
素材を使用して
います。

ストレッチ

アームカバー
（メンズ）
SMA6006
¥2,600＋税
■ 素材：ポリエステル80％、ポリウレタン20％
■サイズ：フリーサイズ
■ カラー：❶ホワイト､❷ブラック、
❸チャコールグレー
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

ロングパンツ（メンズ）
SMA6004
¥4,600＋税
■ 素材：ポリエステル80％、
ポリウレタン20％
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ホワイト×チャコールグレー､
❷ブラック×チャコールグレー
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM
●ブラックは在庫限り

ノースリーブ
Vネックシャツ（メンズ）
SMA6003
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル80％、
ポリウレタン20％
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ブラック×チャコールグレー､
❷チャコールグレー×ブラック、
❸ホワイト×チャコールグレー
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM バックイメージ

バックイメージ

❷❶

❷❶

前上半身と背中の一部
に通気性に優れたメッ
シュ仕様で、つねに快
適な環境をつくります。

バックイメージ バックイメージ

バックイメージ

❶

❶

❷

❷ ❸

長袖メッシュ
アンダーシャツ（メンズ）
SMA6001
¥4,300＋税
■ 素材：（本体）ポリエステル80％、
ポリウレタン20％、（メッシュ部）ポリエステル100％
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ホワイト､❷ブラック
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

長袖
ハイネックシャツ
（メンズ）
SMA6002
¥3,900＋税
■ 素材：ポリエステル80％、ポリウレタン20％
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶チャコールグレー×ブラック､
❷ブラック×チャコールグレー、❸ホワイト×チャコールグレー
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM  ●在庫限り

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

UV ストレッチ

UV ストレッチ

UV ストレッチ

UV ストレッチ

ストレッチ

ハーフパンツ（メンズ）
SMA6005
¥3,600＋税
■ 素材：ポリエステル80％、
ポリウレタン20％
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ブラック×チャコールグレー､
❷ホワイト×チャコールグレー
●フラットシーム仕様  ●2wayストレッチ
●MADE IN VIETNAM

アンダーシャツ（レディス）
SWA8001
¥5,000＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：M､L
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
●MADE IN INDONESIA

ロングパンツ（レディス）
SWA8002
¥5,000＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：M､L
■ カラー：ブラック
●MADE IN INDONESIA

アームカバー
（レディス）
SWA8003
¥3,500＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
●MADE IN INDONESIA

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾

吸水
速乾防虫 防虫 防虫

UV

UV UV UV

ストレッチ

ストレッチ ストレッチ ストレッチ

身体にフィットする伸縮性やメッシュ仕様で
プレーを快適にする機能性アンダーウェア。

❶ ❷ ❸

❶ ❷

❷

❸

バックイメージ

❷❶

バックイメージ

❶

防虫加工※により虫が寄りつきにくく、UVケア（UPF50＋）で
プレーを快適にする女性に嬉しい高機能アンダーウェアシリーズ。

ブルー

ネイビー

ネイビー

ホワイト
レッド

ブラウンブラウン

※複数回の洗濯により効果が落ちることがあります。
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● ソックス表示マーク

ソックス

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

消臭効果の高い繊維を
使用することで、
不快なニオイを抑えます。

消臭

抗菌防臭効果の高い素材を
使用しています。抗菌

防臭
熱を放出しやすい
メッシュ構造です。通気

メッシュ

かかと全体を包み込む構造
により、優れたフィット感が
得られます。

Yヒール
設計

化粧箱入りの商品です。
化粧箱

土踏まずのアーチを支え、
疲労を軽減します。土踏まず

サポート

足底にすべり止め加工が
施されています。滑り

止め

適度な締め付けで
足をサポートします。段階式

着圧設計

かかとまわりから甲を
ホールドすることで、
かかとがズレにくい設計です。

かかと
ホールド
設計

足の形に合わせた設計で
足にフィットします。テーパー

設計

高いクッション性で、
足にかかりやすい
負荷をやわらげます。

ハイ
クッション

保温性に優れています。
保温

湿気を吸収すると同時に、
放湿するためサラッとした
肌触りです。

吸放湿

身体からの汗や湿気を
熱に変える素材を
使用しています。

吸湿
発熱

ソックス

｢タビ仕様＋ナノフロント®｣
インパクト時の靴内の足のブレを抑え、地面をしっかり捉えます。

｢3種類のテーピング設計｣
ブレないスイングをサポートします。

タビ仕様
親指と4指に分かれた
タビ仕様で、地面をしっかり
捉えることができます。

「ナノフロント®」とは帝人フロンティア株式会社が
開発した極細ポリエステルファイバーで、
表面積が通常繊維の数十倍もあるため、
摩擦力が大きく強力なグリップ力を発揮します。

ナノフロント®

足裏の荷重ポイント
（つま先、母指球、小指球、
かかと）に高いグリップ力の
ナノフロント®を使用し、
靴内の足のブレを抑制します。

インパクト
サイドグリップ
足裏外側に凸凹編みを
配置し、インパクト時の力を
逃しにくくします。

が

❶バックスイングを安定
足首内側からふくらはぎ外側に
巻き込むことで、バックスイング時の
ふくらはぎのブレを抑えます。
※SMO8433は除く

❷インパクト時の捻転をサポート
足首をホールドし、インパクト時の
ねじれを緩和します。
※SMO8433は除く

❸土踏まずアーチを支える
運動で重要なバネ機能のアーチを
足裏からサポートします。

〈対象品番〉
SMO7530、SMO7431、SMO8433

❶ ❷

3Dプレミアム
ハイソックス
SMO7530
¥3,000＋税
■ 素材：綿/ナイロン/その他
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
● 袋サイズ 380×129（mm） 吊フック付き
●MADE IN JAPAN

3Dプレミアム
レギュラーソックス
SMO7431
¥2,800＋税
■ 素材：綿/ナイロン/その他
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
● 袋サイズ 279×129（mm） 吊フック付き
●MADE IN JAPAN

3Dプレミアム
ショートソックス
SMO8433
¥2,400＋税
■ 素材：綿/ナイロン/その他
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
● 袋サイズ 279×129（mm） 吊フック付き
●MADE IN JAPAN

抗菌
防臭

抗菌
防臭

抗菌
防臭

滑り
止め

滑り
止め

滑り
止め

ハイ
クッション

ハイ
クッション

ハイ
クッション

Yヒール
設計

Yヒール
設計

土踏まず
サポート

土踏まず
サポート

土踏まず
サポート

通気
メッシュ

通気
メッシュ

通気
メッシュ

❶

❶

❷

❷

足裏滑り止め

レギュラーソックス
XMO6401
¥1,000＋税
■ 素材：綿/アクリル/ポリエステル/ポリウレタン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：ホワイト
●マーク刺繍  ●化粧箱サイズ 240×94×27（mm）
●MADE IN CHINA  ●在庫限り

ショートソックス
XMO8402
¥1,000＋税
■ 素材：綿/アクリル/ポリエステル/
ポリウレタン/ナイロン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
●マーク刺繍  ●MADE IN CHINA  ●在庫限り

レギュラーソックス
XMO6402
¥1,000＋税
■ 素材：綿/ポリエステル/アクリル/ポリウレタン/ナイロン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷グレー、❸ネイビー、❹ブラック
●マーク刺繍  ●化粧箱サイズ 240×94×27（mm）
●MADE IN CHINA

消臭

土踏まず
サポート

消臭 抗菌
防臭

かかと
ホールド
設計

抗菌
防臭

消臭抗菌
防臭

Yヒール
設計

Yヒール
設計

土踏まず
サポート

土踏まず
サポート 化粧箱

化粧箱テーパー
設計

テーパー
設計

❶ ❷ ❸ ❹

バックイメージ

ハイソックス
SMO6434
¥1,600＋税
■ 素材：綿/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：ブラック
●マーク刺繍  ●MADE IN CHINA  ●在庫限り

Yヒール
設計

通気
メッシュ

Yヒール
設計

土踏まず
サポート

土踏まず
サポート

抗菌
防臭

Yヒール
設計

ハイ
クッション

段階式
着圧設計

通気
メッシュ

土踏まず
サポート

箱入り

箱入り

レギュラーソックス
SMO8430
¥1,000＋税
■ 素材：綿/ポリエステル/その他
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
●マーク刺繍  ●MADE IN CHINA  ●在庫限り

レギュラーソックス
（5本指）
SMO8432
¥1,400＋税
■ 素材：綿/アクリル/その他
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷ブラック
●マーク刺繍  ●MADE IN CHINA

抗菌
防臭

ハイ
クッション

段階式
着圧設計

滑り
止め

ハイ
クッション

抗菌
防臭

❶

❶

❶

❷

❷

❷

袋入り

袋入り

袋入り

袋入り袋入り

袋入り

箱入り箱入り

ウォームソックス
XMO6420
¥1,800＋税
■ 素材：アクリル/ウール/ポリエステル/ポリウレタン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷グレー、❸ネイビー、❹ブラック
●マーク刺繍  ●化粧箱サイズ 240×94×27（mm）
●MADE IN CHINA

ウォームソックス
XMO6421
¥1,500＋税
■ 素材：ポリエステル/綿/アクリル/ナイロン/レーヨン/ポリウレタン
■サイズ：25～27cm
■ カラー：❶ホワイト、❷グレー、❸ネイビー、❹ブラック
●マーク刺繍  ●化粧箱サイズ 240×94×27（mm）
●MADE IN CHINA

❶ ❶❷ ❷❸ ❸❹ ❹FOR WINTER FOR WINTER

吸湿
発熱吸放湿保温 抗菌

防臭
Yヒール
設計

化粧箱 化粧箱テーパー
設計

土踏まず
サポート

保温性・吸放湿性が高いファインメリノウールで
快適な履き心地。

吸湿発熱に優れ、しなやかで柔らかな肌触りの
東レ㈱ソフトサーモ®を肌側に使用。

消臭

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※ライクラ®（LYCRA®）およびfreshFX®はThe LYCRA Companyの商標です。

ライクラ®freshFX®ファイバーは、汗のニオイのもととなるアンモニア、酢酸、イソ吉草
酸の各臭気を繊維の中に吸収し、爽やかで快適なフィット感を提供するポリウレタン
繊維のブランドです。これまでのポリウレタン繊維と同様、ナイロンや綿、ウール等、
他の繊維と共に使用することで、ファブリックにしなやかな伸縮性を提供します。 ※公的検査機関で測定したデータに基づく。

汗のニオイを抑える
ライクラ®freshFX®ファイバー使用！
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パッティングボックス
（タオル入り）
GGF-15332
¥1,500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：180×300×45（mm）
●MADE IN JAPAN  ●8月発売予定

ウォッシュタオル
GGF-07111
¥700＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×350（mm）
■化粧箱サイズ：170×130×30（mm）
■カラー：ブルー、レッド、ピンク
●MADE IN JAPAN  ●8月発売予定

スポーツタオル
GGF-20443
¥2,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×1,100（mm）
■化粧箱サイズ：260×200×45（mm）
■カラー：ブルー、レッド、ピンク
●MADE IN JAPAN  ●8月発売予定

OB杭型ウォッシュタオル
GGF-08129
¥800＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×360（mm）
■化粧箱サイズ：52×52×386（mm）
●MADE IN CHINA  ●8月発売予定

ウォッシュタオル
GGF-07109
¥700＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×360（mm）
■化粧箱サイズ：240×170×35（mm）
■カラー：ホワイト、レッド、ネイビー
●MADE IN JAPAN

スポーツタオル
GGF-25301
¥2,500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×1,100（mm）
■化粧箱サイズ：260×200×45（mm）
■カラー：ホワイト、ネイビー
●MADE IN JAPAN

タオル ●タオル表示マーク
タオルの柄をジャカードで
表現しています。ジャカード

タオルの柄をプリントで
表現しています。プリント

化粧箱入りの商品です。
化粧箱

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

パッケージの上蓋が
パッティング練習に
使えます。

ホワイト（OB賞） ブルー（リペア賞）

レッド（生涯ゴルフ賞）イエロー（池面賞）

ジャカード ジャカード化粧箱 化粧箱

ハンドタオル
GGF-05180
¥500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約250×250（mm）
■化粧箱サイズ：170×130×30（mm）
■カラー：ブラック、ホワイト、ブルー
●MADE IN CHINA

ウォッシュタオル
GGF-07110
¥700＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×350（mm）
■化粧箱サイズ：240×170×35（mm）
■カラー：ブラック×ホワイト
●MADE IN JAPAN

フェイスタオル
GGF-15331
¥1,500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：260×200×45（mm）
■カラー：ブラック×ホワイト
●MADE IN JAPAN

スポーツタオル
GGF-20442
¥2,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×1,100（mm）
■化粧箱サイズ：260×200×45（mm）
■カラー：ブラック×ホワイト、ブラック×レッド
●MADE IN JAPAN

バスタオル
GGF-30395
¥3,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約600×1,200（mm）
■化粧箱サイズ：330×250×50（mm）
■カラー：ブラック×ホワイト
●MADE IN JAPAN

フェイスタオル
GGF-12170
¥1,200＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：210×270×35（mm）
■カラー：ブラック
●MADE IN CHINA

ジャカード

ジャカード ジャカード

ジャカード ジャカード

ジャカード化粧箱

化粧箱 化粧箱

化粧箱 化粧箱

化粧箱

タオル

※プロ選手は製品を個別にカスタマイズして使用している場合があります。　※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

スポーツタオル
GGF-20433
¥2,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×1,100（mm）
■化粧箱サイズ：約225×305×46（mm）
■カラー：ホワイト、ブルー、ピンク
●MADE IN JAPAN  ●在庫限り

ウォッシュタオル
GGF-06131
¥600＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×350（mm）
■化粧箱サイズ：約200×125×40（mm）
■カラー：ブルー、ピンク
●MADE IN JAPAN  ●在庫限り

コンペ賞
（ハンカチタオル2枚セット）
GGF-10338
¥1,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約250×250（mm）×2
■化粧箱サイズ：130×130×40（mm）
●MADE IN CHINA  ●8月発売予定

ジャカードジャカード 化粧箱化粧箱

ジャカード

ジャカード ジャカード

ジャカード

化粧箱

化粧箱 化粧箱

化粧箱

化粧箱

タオル
ホワイト（OB賞）

イエロー（池面賞）化粧箱

ブルー（リペア賞）

レッド（生涯ゴルフ賞）

ブルー（ニアピン賞）ブルー（ニアピン賞） ネイビー（ドラコン賞）ネイビー（ドラコン賞）

ブラック（ベスグロ賞）粧箱 ブラック（ベスグロ賞）

オレンジ（ブービー賞）オレンジ（ブービー賞）

グリーン（猛打賞）グリーン（猛打賞）

プリント
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ウェア

刺繍位置

個性をアピールできる自分たちだけのオウンネームウェア。

ウェア（シャツ・スラックス）

シャツ

マーク位置

❶ 左胸
❷ 右胸
❸ 左袖
❹ 右袖
❺ 背中

❻ スラックス
　 右後ろポケット
❼ スラックス
　 左後ろポケット

スラックス
（個人名やクラブ名入れ可能）

ご希望の品番、カラー、サイズを選択ウェアの決定1

◎ マークの図案（デザイン、大会名、個人名、
クラブ名など）選択及びマーク位置を決定
◎「SRIXON」ロゴ入れ可能（1ヶ所のみ）
※ 新規マークの場合、作成に約10日かかります。

マーク内容の決定2

納期：約20日マーク入れ3

納　品4

▼ご注文までの流れ

オウンネームオーダーシステム

赤外線の反射率をアップすることで、
ウェアやウェア内の温度上昇を抑え、有害な紫外線も
カットするので、快適なプレーをサポートします。

汗をすばやく吸収し、拡散、乾燥させます。吸水
速乾

撥水性に優れており、雨をはじきます。
撥水

伸縮性に優れた素材を使用しています。
ストレッチ

太陽の日差しから衣服内を守ります。太陽光
遮蔽

紫外線の透過率を軽減し、
肌をガードします。UV

衣服内を涼しく快適に保つ素材を
使用しています。クーリング

●ウェア表示マーク

●メンズウェアサイズ表  （cm）

サイズ 身長 胸囲 ウエスト

M 165～175 88～96 76～84

L 172～182 96～104 84～94

LL 175～185 104～112 94～104

3L 178～188 112～120 104～112

4L 180～190 115～123 110～120

5L 182～192 120～128 120～130
※基本身体寸法表

●レディスウェアサイズ表  （cm）

サイズ 身長 バスト ウエスト

M 155～161 79～85 64～70

L 159～165 84～90 69～77

LL 165～171 89～99 77～85
※基本身体寸法表

※納期は営業日計算です。

透湿性に優れています。
透湿

●受注条件

費用

 SRIXONロゴ：￥600＋税／個
指定文字：￥600＋税／個
オリジナルマーク：￥1,500＋税／個
※パンチカード代は別途見積

名入れ方法 刺繍
受注最低個数 1個～

納期
〔指定文字〕仕様確認後 約20日
〔オリジナル文字・マーク〕仕様確認後 約30日

文字種類 英活字体・英筆記体（頭文字のみ大文字）・カナ・漢字

書体見本

刺繍色

ホワイト

ME-01

グレー

ME-04

ブラック

ME-07

レッド

ME-12

オレンジ

ME-16

イエロー

ME-19

ピンク

ME-27

サックス

ME-28

ネイビー

ME-34

ブルー

ME-41

グリーン

ME-47

シルバー

ME-02

ゴールド

マ-09

マゼンダ

マ-16

パープル

マ-20

※新規マークにつきましては、別途型代が必要になります。

オウンネームオーダーシステム

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

半袖シャツ
シャドーストライプ（メンズ）
9161004
¥8,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：M､L､LL､3L､4L､5L
■ カラー：❶ブラック､❷ブルー､
❸イエロー､❹ホワイト
●MADE IN CHINA
●4L、5Lはブルー､ホワイトのみ
●ブラックは在庫限り

1タックパンツ
（メンズ）
9161801
¥11,000＋税
■ 素材：ポリエステル96％、ポリウレタン4％
■ サイズ：73・76・79・82・85・88・92・96・100・104cm
■ カラー：❶ホワイト､❷チャコールグレー､
❸ライトグレー、❹ブラック
●MADE IN CHINA

ノータックパンツ
（メンズ）
9161802
¥10,000＋税
■ 素材：ポリエステル96％、ポリウレタン4％
■ サイズ：73・76・79・82・85・88・92・96・100・104cm
■ カラー：❶ホワイト､❷チャコールグレー､
❸ライトグレー、❹ブラック
●MADE IN CHINA

半袖シャツ
シャドーチェック（メンズ）
9161005
¥8,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％
■サイズ：M､L､LL､3L､4L､5L
■ カラー：❶ブラック､❷ブルー､
❸イエロー､❹ホワイト、❺レッド
●MADE IN CHINA
●4L、5Lはブルー､イエロー､ホワイトのみ
●ホワイトは在庫限り

❸ ❺

❶

❶

❷ ❸

❷❷ ❸ ❹❸ ❹

❹ ❹

ストレッチ ストレッチ 透湿撥水 透湿 撥水

❶❶

柄アップ

❷

半袖シャツ
ストライプ（メンズ）
9161016
¥7,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％（サンスクリーン）
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ブラック､❷ブルー､❸ライトグレー
●MADE IN INDONESIA

半袖シャツ
エンボスチェック（メンズ）
9161017
¥7,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％（サンスクリーン）
■サイズ：M､L､LL
■ カラー：❶ホワイト､❷ネイビー
●MADE IN INDONESIA

半袖シャツ
ミニチドリ（メンズ）
9161014
¥8,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％
（サンスクリーン）
■サイズ：M､L､LL､3L
■ カラー：❶ホワイト､❷ブルー､
❸イエロー､❹ブラック
●MADE IN INDONESIA

半袖シャツ
アーガイル（メンズ）
9161015
¥8,900＋税
■ 素材：ポリエステル100％
（サンスクリーン）
■サイズ：M､L､LL､3L
■ カラー：❶ホワイト､❷ブルー､
❸レッド､❹ブラック
●MADE IN INDONESIA

太陽光
遮蔽

太陽光
遮蔽 UVUV クーリングクーリング 吸水

速乾
吸水
速乾

❶

❸

❷ ❶

❷

❸ ❸

❹ ❹

❷ ❷

❶ ❶
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刺繍位置

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※納期はすべて営業日計算です。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。　※納期はすべて営業日計算です。

刺繍位置

■ 特別注文タオル

フェイスタオル
GGT-0003
¥1,500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：150×255×38（mm）
■ カラー：ホワイト、アイボリー、
イエロー、グリーン、ネイビー、ピンク
●MADE IN CHINA

スポーツタオル
GGT-0004
¥2,500＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×1,100（mm）
■化粧箱サイズ：215×258×50（mm）
■ カラー：ホワイト、アイボリー、
イエロー、グリーン、ネイビー、ピンク
●MADE IN CHINA

〈刺繍について〉
※ 指定文字でご注文の際は、書体見本よりお選びください。
※ 指定文字が旧漢字、複雑な漢字は場合によって、
お受けできないものもあります。
※金糸・銀糸はお受けできません。
※ オリジナル文字・マークについては別途パンチカード代
（大きさにより1～4万円程度）が必要です。
※その他の方法については担当者にご相談ください。

記念品として各種マークも
入れることができます。

フェイスタオル
GGT-0002
¥1,200＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：150×255×38（mm）
■カラー：ホワイト
●MADE IN CHINA

フェイスタオル
GGT-0001
¥1,200＋税
■素材：綿100％
■サイズ：約340×800（mm）
■化粧箱サイズ：150×255×38（mm）
■カラー：ホワイト
●MADE IN CHINA

プリントプリント

■ ホールインワン記念用タオル

化粧箱化粧箱

化粧箱

オウンネームなら記念やプレゼントにも最適。
タオル

足元にオリジナルマークを入れてさり気ないおしゃれを。
ソックス

マーク位置

側面
※上から7cm

GGO-0001
¥1,000＋税
■ 素材：綿/アクリル/
ポリエステル/ポリウレタン
■ サイズ：25cm～27cm
■ カラー：❶ホワイト、
❷クリーム、❸ネイビー、
❹グレー、❺ブラック
●MADE IN JAPAN
※化粧箱入れも可能です。（別途箱代）

❶ ❷ ❸

❹

オウンネームオーダーシステム

オウンネームで存在感とオリジナリティをアピール。
キャップ・バイザー

マーク位置

❶ 正面
❷ 左サイド
❸ 右サイド
❹ 後ろ（キャップのみ）

※新規マークにつきましては、別途パンチカード代が必要になります。
※ マークデータ（フォトショップ、イラストレーターで使用できる形式）または、図案がはっきり
した印刷物をご用意ください。不鮮明なデータの場合、再現が不可能な場合があります。

▼ご注文までの流れ（10個～）

10個～ ※1色につき10個～の受付　※10個未満のオーダーにつきましては別途お見積りさせていただきます。

オウンネームオーダーシステム

標準書体

キャップ
GAH9001
¥2,300＋税
■素材：綿100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM

メッシュキャップ
GAH9002
¥2,600＋税
■素材：ポリエステル100％
■サイズ：フリーサイズ（ベルト式）
●MADE IN VIETNAM

バイザー
GAH9003
¥2,000＋税
■素材：綿100％
■サイズ：フリーサイズ（面ファスナー式）
●MADE IN VIETNAM

刺繍色

ホワイト

ME-01

グレー

ME-04

ブラック

ME-07

レッド

ME-12

オレンジ

ME-16

イエロー

ME-19

ピンク

ME-27

サックス

ME-28

ネイビー

ME-34

ブルー

ME-41

グリーン

ME-47

シルバー

ME-02

ゴールド

マ-09

マゼンダ

マ-16

パープル

マ-20

ブラック ブラック ブラックネイビー ネイビー ネイビーホワイト ホワイト ホワイト

❺

●受注条件

費用 無料  〔プリントサイズ〕ヨコ24×タテ15cm以内

名入れ方法 プリント  クロ1色

受注最低個数 40枚以上

納期 受注後 約25日

文字種類 英活字体・カナ・漢字

●受注条件

費用
有料   〔刺繍サイズ〕ヨコ15×タテ10cm以内

￥600＋税／枚

名入れ方法 刺繍

受注最低個数 色別10枚以上

納期
〔指定文字〕仕様確認後 約25日
〔オリジナル文字・マーク〕仕様確認後 約30日

文字種類 英活字体・英筆記体（頭文字のみ大文字）・カナ・漢字

●受注条件

費用
※ パンチカード代は
別途見積

標準書体
サイド❷・❸ ￥600＋税／個
後ろ（キャップのみ）❹ ￥900＋税／個

オリジナル文字
正面❶

サイド❷・❸
後ろ（キャップのみ）❹

￥1,500＋税／個

オリジナルマーク
正面❶

サイド❷・❸
後ろ（キャップのみ）❹

￥1,500＋税／個

名入れ方法 刺繍
受注最低個数 10個～

納期 〔指定文字〕仕様確認後 約30日
〔オリジナル文字・マーク〕仕様確認後 約40日

文字種類 英活字体・英花文字・英筆記体（頭文字のみ大文字）・カナ・漢字

●受注条件

費用

無料
〔刺繍サイズ〕ヨコ3×タテ3cm以内
※パンチカード代は別途見積
※両面刺繍も可能（別途￥100＋税/足）

名入れ方法 刺繍

受注最低個数 100足以上

納期 約40日

化粧箱

刺繍書体見本

刺繍例

この位置にプリントが入ります。

この位置に
プリントが入ります。

ご希望の品番、カラー、生地を選択キャップの決定1

◎ マークの図案（デザイン、大会名、個人名、
クラブ名など）選択及びマーク位置を決定
◎「SRIXON」ロゴ入れ可能（1ヶ所のみ）
※ 新規マークの場合、作成に約10日かかります。

マーク内容の決定2

納期：約30日生　産3

納　品4



通うほど、楽しくなる、上手くなる。

※上記のレッスン・イベントは会場により実施していない場合もありますのでご注意ください。

お申し込み・お問い合わせは、右ページの各会場へ直接お電話ください。
予約状況等によりご希望の日時にご予約が出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。

当スクールにご入会を検討されている方へ体験レッスンを実施しております。
お気軽にお申し込みください。（お一人様1回限り）

小技を中心とした実践向きレッスン特長3特長3

コンペ・ラウンドレッスン他コースでの実践

初心者から上級者まで幅広く対応。上達のメソッドが充実

インドアでは天候に関係なくレッスン受講可

ゴルフエクササイズも積極的に導入スイングをチェックしながらレッスン

レベルに合わせてスイング指導

実践レッスンも兼ねた合同イベント実践的ステーション実習風景

スクールシステムを見直してみませんか。
ご相談承ります。
スクール本部までお問い合わせください。

ダンロップゴルフスクールメソッドを学んでいただきます。
スクールインストラクターをご希望の方は、下記エントリーページより
エントリーしていただくか、スクール本部までお問い合わせください。

ゴルフスクールインストラクター募集中！ゴルフスクール
加盟店募集中！

https://sports.dunlop.co.jp/golfschool/ダンロップゴルフスクール ホームページ

ダンロップゴルフスクールならではの充実したレッスン内容！

積極的に導入

スクール生募集中！

スクール生募集中！

スクール生募集中！随時入校可能

小技を中心とした実践向きレッスン 盛り沢山のイベント特長4特長4 盛り沢山のイベント

レベルに合わせたスイングレッスン特長2特長2 レベルに合わせたスイングレッスン

最新のオリジナルトレーニングプログラム特長1特長1 オリジナルトレーニングプログラムで効果的に上達

定期的にジュニアイベントを開催

クールにご入会を検討されている方へ体験レッスンを実施しておりま

体験レッスン随時受付中！体験レッスン随時受付中！体験レッスン随時受付中！体験レッスン随時受付中！

エントリーページ https://sports.dunlop.co.jp/golfschool/recruit.html

全国91会場一覧
（2019年6月現在）

会場名 所在地〒 問い合せ先 会場名 所在地〒 問い合せ先

TEL 06－6398－6617 / FAX 06－6398－6616
※上記電話・FAX番号は、ダンロップゴルフスクールに関するお問い合わせに限らせて頂きます。

〒532-0004  大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-24  新大阪第三ドイビル7F
■お問い合わせ窓口

北海道

 

岩 手

宮 城

 

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

新 潟

富 山

愛 知

 

 

 

愛 知

三 重

岐 阜

滋 賀

大 阪

兵 庫

鳥 取

岡 山

愛 媛

福 岡

熊 本

長 崎

大 分

鹿児島

沖 縄

065-0008

062-0932

064-0953

080-2475

020-0803

989-3206

981-3416

970-8034

310-0005

303-0043

305-0071

300-1286

313-0022

321-0917

373-0823

343-0003

341-0050

343-0045

355-0804

340-0023

285-0801

270-1164

273-0045

277-0005

285-0858

169-0075

125-0041

179-0085

145-0071

185-0032

187-0011

216-0005

245-0051

243-0414

259-1135

250-0024

251-0003

943-0882

939-8231

937-0031

444-0067

497-0011

485-0803

470-2387

486-0857

460-8430

492-8325

511-0946

501-0211

501-6115

528-0065

564-0043

587-0022

593-8312

563-0023

564-0053

562-0001

533-0004

572-0806

562-0024

596-0822

596-0076

552-0013

573-1154

659-0068

669-1241

660-0087

661-0035

655-0001

651-2115

651-2271

651-1341

651-0087

664-0022

668-0063

651-1243

680-0922

701-4244

710-0846

702-8045

793-0005

802-0076

819-0025

811-2221

814-0003

860-0821

852-8034 

870-0011

891-1305

892-0812

900-0015

札幌市東区北8条東9丁目1番地5

札幌市豊平区平岸2条8丁目2番地1

札幌市中央区宮の森3条8丁目2

帯広市西25条南3丁目15番地

盛岡市新庄字岩山公園

仙台市青葉区吉成台2-24-25

黒川郡大和町鶴巣山田字樟平51-1

いわき市平上荒川字林作58-5

水戸市水府町1368

常総市内守谷町3957-2

つくば市稲岡66-1外部棟L区画

牛久市小坂町3317

常陸太田市真弓町2425

宇都宮市西刑部町1951-1

太田市西矢島町622-1

越谷市船渡2288

三郷市ピアラシティ1-3-8

越谷市下間久里696-1

比企郡滑川町中尾1185

草加市谷塚町700

佐倉市木野子大山362

我孫子市つくし野149-1

船橋市山手1-2-1

柏市柏345-1

佐倉市西ユーカリが丘6-12-3イオンタウンユーカリが丘

新宿区高田馬場1-35-3

葛飾区東金町8-22-10

練馬区早宮2-17-2

大田区田園調布1-40-14

国分寺市日吉町3-20-15

小平市鈴木町2-765

川崎市宮前区土橋6-10-4

横浜市戸塚区名瀬町1676

海老名市杉久保北3-3-14

伊勢原市岡崎5676

小田原市根府川583-1

藤沢市柄沢250-3

上越市中田原1番地

富山市下熊野327

魚津市道坂103-4

岡崎市錦町2-1

あま市七宝町安松5-150

小牧市高根1丁目53番地

知多郡武豊町字上山1丁目110番

春日井市浅山町3-3-19

名古屋市中区栄3-16-1

稲沢市西島東町102

桑名市五反田字野田2008-99

瑞穂市生津815-21

岐阜市柳津町丸野3-3-6

甲賀市水口町春日146

吹田市南吹田4-18-1

堺市美原区平尾3241

堺市西区草部1630

池田市井口堂3-1-5

吹田市江の木町1-39

箕面市箕面6-4-3

大阪市東淀川区小松4-4-13

寝屋川市高宮1-16-25

箕面市粟生新家2-1-45

岸和田市額原548

岸和田市野田町3-12-1

大阪市港区福崎1-4-74

枚方市招提東町1-2-1 枚方バイパスゴルフ

芦屋市業平町1-20アーズ芦屋ビル3F

宝塚市切畑字長尾山19

尼崎市平左衛門町20番地

尼崎市武庫之荘7-2-1

神戸市垂水区多聞町字小束山868-12

神戸市西区伊川谷町別府字芝垣内1709-10

神戸市西区高塚台5-13

神戸市北区八多町深谷字梁ケ谷1025-1

神戸市中央区御幸通6-1-12

伊丹市中野東2-373

豊岡市正法寺641-1

神戸市北区山田町下谷上字南山1-3

鳥取市菖蒲702

瀬戸内市邑久町福中1053

倉敷市上富井509番地3

岡山市南区海岸通2-4-1

西条市船屋乙27-51

北九州市小倉北区中島1-19-13

福岡市西区石丸1-12-27

糟屋郡須恵町大字旅石86-12

福岡市早良区城西2-2-29

熊本市本山1丁目6-11

長崎市城栄町8-6

大分市春日浦843番地

鹿児島市宮之浦町4092-2

鹿児島市浜町2-1

那覇市久茂地2-9-1

スウィング89校

平岸ゴルフセンター校

山の手校

アップアイランドゴルフクラブ

盛岡CC岩山ゴルフセンター

宮城ゴルフガーデン校

利府丹勝ゴルフ練習場

荒川ゴルフクラブ

ベストゴルフ水戸

ゴルフガーデン ザ・ロンド

つくば校

ダイヤゴルフセンター牛久校

スターポイントゴルフセンター

筑波ジャンボゴルフセンター

有賀園ゴルフ太田校

せんげん台グリーンゴルフ校

二木ゴルフ三郷校

有賀園ゴルフ 越谷校

ゴルフスクエアおおむらさき校

谷塚園グリーンゴルフ校

ヒルトップバーディクラブ

中央学院大学ゴルフレンジ

サンランド船橋

有賀園ゴルフ 柏校

ユーカリが丘校

BIG BOX 高田馬場校

江戸川ラインゴルフ練習場

ファーストゴルフ校

二木ゴルフ田園調布校

国分寺セントラルゴルフ

武蔵野ゴルフ校

有賀園ゴルフ東名川崎校

ナセグリーンゴルフ

サンプラス杉久保ゴルフガーデン校

伊勢原ゴルフセンター

ヒルトン小田原リゾート＆スパ

二木ゴルフ藤沢校

イーグルゴルフセンター

キンダイゴルフガーデン

アンテロープゴルフセンター

ヒマラヤゴルフ岡崎校

タカラゴルフプラザ

一鍬ゴルフクラブ校

知多グリーン倶楽部校

ゴルフヤード春日井

カトレヤレディース ゴルフスクール校

TTO GOLF CLUB

ゴルフクラブリンクス大山田

ゴルフフォーラムクレア

カラフルタウン岐阜校

ベアズパウ ジャパン カントリークラブ

吹田ゴルフセンター校

309ゴルフセンター校

鶴田池ゴルフセンター

ティップネス石橋校

ダンロップゴルフガーデン江坂

ダンロップゴルフガーデン箕面

アズゴルフ

二木ゴルフ寝屋川校

第一ゴルフ箕面北摂校

ダイヤモンドゴルフ校

千亀利スポーツプラザ校

ヤトゴルフ杉村ゴルフセンター

ヤトゴルフ枚方校

ダンロップゴルフガーデン芦屋

ゴルフスクエア大宝塚校

サンランド武庫川ゴルフセンター校

阪神ゴルフクラブ校

サン神戸ゴルフガーデン

神戸ウェストゴルフクラブ校

高塚ゴルフセンター校

ダンロップゴルフコース校

ダンロップクラブハウス神戸校

第一ゴルフ伊丹校

ゴルフステージ オーバードライブ

山ノ街ゴルフガーデン

日本海ゴルフセンター

パルグリーンゴルフクラブ

リンクスランドゴルフクラブ

カバヤゴルフガーデン

愛光ゴルフガーデン

十條ゴルフガーデン校

モリタゴルフ 福岡西校

タイセイゴルフセンター校

西新ゴルフセンター

サンゴルフ

ゴルフ・ドゥ！ココアドバンス長崎城栄

マリゼ・春日浦校

島津ゴルフ倶楽部

鹿児島ベイサイドゴルフアリーナ校

ダンロップクラブハウス沖縄

011-751-2122

011-374-5735

0120-432-356

0155-37-7711

090-2604-4797

080-3416-7401

022-343-3232

0246-28-2502

029-231-2529

04-7152-2167

029-893-5100

029-873-0038

0294-74-1114

028-656-6776

0120-432-356

048-975-5777

048-949-1231

048-970-0550

0493-57-2350

0120-432-356

043-485-5721

04-7152-2167

047-437-1246

04-7137-1113

043-420-8511

03-5272-5205

04-7152-2167

0120-432-356

03-5483-0061

042-576-0562

0120-432-356

044-870-1008

045-813-2220

046-238-2433

0463-94-3873

0465-29-1000

0466-55-2421

0255-24-6434

076-429-8155

0765-32-8850

0564-65-4611

052-441-8420

0120-432-356

0120-432-356

0568-56-0012

052-264-2788

0587-34-3666

0594-31-7321

058-327-5621

058-218-3053

0748-65-2525

0120-432-357 

0120-432-357 

072-273-6600

072-762-1811

06-6337-1158

072-720-7717

06-6327-2525

0120-432-357 

072-726-5621

0120-432-357 

0120-432-357 

06-6574-2229

072-864-0044

0797-23-6417

0797-83-5599

0120-432-357 

0120-432-357 

078-796-3562

0120-432-357 

0120-432-357 

0120-432-357 

078-231-2611

072-780-1614

0796-34-6034

078-581-8810

0857-21-4070

0869-22-3001

086-430-0300

086-263-2255

0897-55-4018

093-521-7080

092-401-1580

0120-432-357 

092-843-2419

096-322-0223

095-801-2010

0120-432-357 

099-294-8111

099-219-3355

098-861-6645
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