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ご注意とお願い

参考にして頂くためのマークですが、あくまでも目安とお考えください。
マークの意味自体がそれを100%保証するものではありません。

※スクエアタイプや特殊形状のヘッドには対応容積、表示番手
　でも装着できない場合があります

マークの説明 このカタログの表示マークについてご説明します。
製品の機能や形状を表す下記のマークを使用しております。

グリップに関するマーク

ゴルフネット関するマーク

スパイク鋲に関するマーク
(シューズによってネジの規格が異なりますので規格にあったものを選択してください。)

ボールピッカーに関するマーク

コンペフラッグに関するマーク

コンペフラッグ製品の内容を表すマークです。
製品にはニヤピン用のフラッグが1本入っています。

シャフトが３段伸縮できます。

コンペフラッグ製品の内容を表すマークです。
製品にはドラコン用のフラッグが1本入っています。

キャディーバッグ・クラブケースに関するマーク

プラクティスボールに関するマーク

サングラスに関するマーク

ティーに関するマーク

練習用品に関するマーク

新製品のマークです。 

新色が追加された商品です。 

生産完了した商品です。
途中終了、品切れとなる場合が
あります。

2012年版カタログよりも値下げした商品です。

2012年版カタログよりも
原材料高騰のため値上げした商品です。

大型商品のため
送料別途となります。

男性用の商品です。

ゴルフ規則に適合した
製品です。

女性用の商品です。

ジュニア用の
商品です。

左用 (左打ち用 )の練習用品です。 度付レンズに変更可能なサングラスです。

ティーの全長です。 段付ティーの段の高さです。

右用 (右打ち用 )の練習用品です。

右用 (右打ち用 )、左用 ( 左打ち用 )どちらでも
使用できる練習用品です。

素振り専用の練習用品です。
実際にボールを打つことはできません。

ヘッドカバーに表記されている番手のマークです。

ヘッドカバー容積マーク
460ccのヘッドに対応しているヘッドカバーです。
マーク内の数字は対応ヘッド容積。

ドクターQ
アドバイスや商品説明を
しています。

プラクティスボール参考飛距離マーク
ヘッドスピード38～43m/s未満の一般ゴルファーが
プラクティスボールをドライバーでショットした時の
おおよその飛距離です。
マーク内の数字は参考飛距離。

キャディーバッグ・クラブケース、クラブ対応サイズマーク
クラブの長さが48インチのクラブに対応しています。
マーク内の数字は一般的なヘッドカバー付での
対応クラブレングスサイズ。

キャディーバッグの口枠形状を表しています。
コアサイズ60(0.60インチ)でバックラインがある
グリップです。その他、56バックラインあり/
58バックラインありがあります。

コアサイズ60(0.60インチ)でバックラインがない
グリップです。その他、58バックラインなしが
あります。

パター用グリップです。

グリップ用両面テープの厚さです。

製品の仕様により屋上への設置はできません。

ミリサイズ(ミリ規格/国産シューズ)用スパイクです。

Tri-LOK(トライロック・システム)用スパイクです。

Q-LOK(キューロック・システム)用スパイクです。

FTS(ファースト・ツイスト・システム)用スパイクです。

Q-FIT(Q-フィット・システム)用スパイクです。

インチサイズ(インチ規格/輸入[外国ブランド]シューズ)用
スパイクです。

●本文中にJANコード・カラーコード（000）の記載のない商品は、品番順索引をご参
照ください。

●記載の仕様・原産国は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●色につきましては、印刷により実物の色と多少違うことがありますのでご了承くださ
い。
●表示価格は消費税込価格で、（　）内は消費税抜き本体価格です。
   尚、税率の改定や原材料の価格変動等の諸事情により予告なしに変更する場合があ
りますのでご了承ください。
●記載の重量・サイズ等は設計サイズです。製品の寸法公差により実物と多少異なるこ
とがありますのでご了承ください。

●オープン価格 (¥オープン価格 )の商品は希望小売価格を定めていません。
●原産国は品番別に記載しています。記載のない商品はすべて日本製 / 国産品 (Made 
in Japan)です。

●同一製品で原産国が異なっても、製品の仕様・規格は弊社基準をクリアした製品
です。
●　マークの製品は、生産完了品のため、途中終了、品切れとなる場合があります。
●このカタログに掲載されている製品および価格等の内容は、2013年 2月現在のもの
です。 

⑨

このQRコードでホームページにアクセスできます
最新情報はインターネットで
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DR, FW, UT, COVERS ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティー用ヘッドカバー
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黒 /白

グロス FW
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

H-102
●材質：ポリウレタン、ナイロン
●クリアコーティング加工
●ダイヤル式番手マーク付
●中国製

グロス DR
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

H-101
●材質：ポリウレタン、ナイロン
●クリアコーティング加工
●中国製

黒 /白 (820) 黒 / 白 (820) 黒 / 白 (820)

黒 / 赤 (810) 黒 / 赤 (810)

	 黒 / 赤黒 /赤

黒 /赤 (810)

白 / 赤 (210) 白 / 赤 (210) 白 / 赤 (210)

	 白 / 赤白 /赤

ホワイト (020)

ホワイト

ブラウン (070)

ブラウン

ブラウン (070)

	 ブラウン

ブラウン (070)

ブラック (080)

ブラック

ブラック (080)

	 ブラック

ブラック (080)

ホワイト (020)ホワイト (020)

グロス UT
¥1,890（本体価格 ¥1,800）

H-103
●材質：ポリウレタン、ナイロン
●クリアコーティング加工
●ダイヤル式番手マーク付
●中国製

460
CC

180
CC

180
CC

120
CC

120
CC

	 レッド (010)	 ホワイト (020)	 ブラック (080) 	 レッド (010)	 ホワイト (020)	 ブラック (080)

エクセル FW  
ロング（③④⑤用）
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-84
●材質：PVC、ポリエステル
●番手パッチ3枚付
●中国製

エクセル DR
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-83
●材質：PVC、ポリエステル
●中国製

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

200
CC

	 レッド (010)	 ホワイト (020)	 ブラック (080) 	 レッド (010)	 ホワイト (020)	 ブラック (080)

エクセル FW  
ショート（⑦⑨用）
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-85
●材質：PVC、ポリエステル
●番手パッチ3枚付
●中国製

エクセル UT
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-86
●材質：PVC、ポリエステル
●番手パッチ4枚付
●中国製

120
CC

150
CC

メッシュ DR
¥1,890（本体価格 ¥1,800）

H-120
●中国製

メッシュ UT
¥1,890（本体価格 ¥1,800）

H-122
●番手パッチ4枚付
●中国製

U3 U4 U5 UF UX

メッシュ FW
¥1,890（本体価格 ¥1,800）

H-121
●番手パッチ5枚付
●中国製

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

ドッグ DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-422
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

オレンジキャット DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-423
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ラム DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-424
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ライオン DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-425
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

パロット DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-426
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

パンダ DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-427
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ピギー DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-428
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

タイガー DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-429
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ブルーベアー DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-430
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ピンクベアー DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-431
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

パグ DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-432
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

ベイビーシール DR
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

H-421
●材質：ポリエステル
●カンボジア製

① ①

①

③④⑤⑦Ⓧ ③④⑤Ⓧ ③④⑤⑦Ⓧ

③④⑤Ⓧ⑦⑨Ⓧ③④⑤
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チョッパー DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-332
●中国製

新世界編  
チョッパー ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-138
●サイズ：約190×180㎜　●2個入用
●中国製

ワンピースマーカー
¥840（本体価格 ¥800）▲

X-801
●中国製
※クリップは付属しません

クリップマーカー ルフィ
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲

X-798
●中国製

ワンピースクリップ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）▲

X-802
●中国製

460
CC

460
CC

460
CC

チョッパー クリップマーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲

X-795
●中国製

280
CC

280
CC

280
CC

280
CC

280
CC

280
CC

新世界編 
チョッパー DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-310 
●中国製

ルフィ FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-341
●中国製

サンジ FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-342
●中国製

ゾロ FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-343
●中国製

エース FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-347
●中国製

シャンクス FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-348
●中国製

ハンコック FW
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-349
●中国製

ワンピースグリーンフォーク
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

T-287
●中国製

©尾田栄一郎 /集英社・フジテレビ・東映アニメーション

	 チョッパー (010)	 ルフィ(100)

	 白ヒゲ (050)	 シャンクス (060)

	 ゾロ (020)	 サンジ (030)	 チョッパー (010)	 エース (040)

	 ハンコック (070)	 ロー (080)	 黒ヒゲ (090)

ゾロ

ロー

サンジ

ホワイト (020) ホワイト (020)ブラック (080) ブラック (080)シルバー (120) シルバー (120)

ルフィ

チョッパー

黒ヒゲ

チョッパー エース 白ヒゲ

シャンクス ハンコック

ルフィ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-388
●中国製

エース 
ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-140
●２個入用　●中国製

ハンコック 
ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-141
●２個入用　●中国製

ルフィ 
ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-142
●２個入用　●中国製

ワンピース
パターカバーピン型
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-386
●中国製

ワンピース
パターカバーマレット型
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

H-387
●中国製

T-Bear リボン DR
¥3,780（本体価格 ¥3,600）● 
H-451
●中国製

H-451〜 H-456
T-Bear用

ギフトボックス

T-Bear イエローポロ FW
¥3,360（本体価格 ¥3,200）●

H-456
●ポロシャツは取り外し可
●中国製

T-Bear キュート FW
¥3,360（本体価格 ¥3,200）●

H-455
●韓国製

T-Bear リボン FW
¥3,360（本体価格 ¥3,200）●

H-454
●中国製

T-Bear アーガイルポロ DR
¥3,780（本体価格 ¥3,600）● 
H-452
●ポロシャツは取り外し可
●中国製

T-Bear ホワイトポロ DR
¥3,780（本体価格 ¥3,600）●

H-453
●ポロシャツは取り外し可
●中国製

380
CC

380
CC

380
CC

460
CC

460
CC

460
CC

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

ブラック

ブラック

シルバー

シルバー

ホワイト

ホワイト

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW
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モコモコガチャピン DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-333
●中国製

モコモコムック DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-334
●中国製

460
CC

460
CC

ピクルス FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-239
●中国製

©NAKAJIMA
©NAKAJIMA

400
CC

リラックマ DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）  ▲

H-233
●背中にファスナー、出し入れ簡単	●中国製

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

©2013	SAN-X	CO.,LTD.
ALL	RIGHTS	RESERVED.Licensed	by	GREEN	CAMEL

ミッフィー FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）  ▲

H-219
●中国製

Illustrations	Dick	Bruna©copyright	Mercis	bv,1953-2008

280
CC

ミッフィー DR
¥4,200（本体価格 ¥4,000）  ▲

H-212
●中国製

Illustrations	Dick	Bruna©copyright	Mercis	bv,1953-2008

460
CC

460
CC

460
CC

リラックマ  
ニットタイプ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-300
●中国製

カラフルバニー DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-309
●キティちゃんがウサギに変身　●中国製

コリラックマ  
ニットタイプ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-301
●中国製

キイロイトリ 
ニットタイプ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-302
●中国製

©SAN-X	2013 ©SAN-X	2013 ©SAN-X	2013

©1976.2010	SANRIO	CO.,	LTD.	TOKYO.	JAPAN	○L

©1999	フジテレビ /FCC

ガチャピン FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-250
●中国製

ムック FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-251
●中国製

©1999	フジテレビ /FCC©1999	フジテレビ /FCC ©1999	フジテレビ /FCC

280
CC

280
CC

カピバラさん DR
¥3,360（本体価格 ¥3,200）▲

H-346
●中国製

肉球 DR
¥2,625（本体価格 ¥2,500）▲

H-202
●中国製

	 ブラック (080)	 ブラウン (070)

	 白 /ホワイトさん (300)	 茶 /カピバラさん (290)

©TRYWORKS

BooBo DR
¥3,675（本体価格 ¥3,500）▲

H-253
●中国製　

460
CC

TM	&	©	Warner	Bros.	
Entertainment	Inc.	
(s11)

460
CC

グレムリンギズモ DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-254
●中国製

プラスピクルス LH
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-249
●中国製

コリラックマウサギ DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-281
●中国製

リトルミィー FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-243
●中国製

©Moomin	Characters™

280
CC

180
CC

ウルトラマン DR
¥4,725（本体価格 ¥4,500）▲

H-372
●中国製	 	

ピグモン DR
¥4,200（本体価格 ¥4,000）▲

H-373
●中国製

フレデリック DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-374
●中国製

ひつじのショーン DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-379
●中国製	

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

460
CC

460
CC

ハスキー DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-366
●米国製	 	

ソキーモンキー  
DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-385
●米国製

400
CC

ソキーモンキー 
BOY DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-389
●材質：ポリエステル　●米国製

ソキーモンキー 
GIRL UT
¥3,780（本体価格 ¥3,600）●

H-390
●材質：ポリエステル　●米国製

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

180
CC

タイガー UT
¥3,780（本体価格 ¥3,600）●

H-358
●ハイブリッド、ユーティリティーからパター	
（L型、ピン型）まで対応　●米国製

460
CC

460
CC

460
CC

タイガー DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-401
●米国製

4 903487 040100

ダックスフント DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-364
●米国製

ボーダーコリー DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）●

H-365
●米国製

ドラゴン DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）  ●

H-417 
●米国製

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

©円谷プロ ©円谷プロ

©AND	TM	Aa ｒ dman	2013©2013	SAN-X	Co.,	Ltd.	All	Rights	Reserved. ©blueandyellow,	LLC

©TBS



アイアンカバーIRON COVERS

8 98 9

オーバーサイズ  
アイアンセーバー
¥3,990（本体価格 ¥3,800）

H-112
●材質：塩化ビニル樹脂、ナイロン
●ワンタッチホックでオン・オフ
●番号：③〜⑨①①①の10本セットP S F

オーバーサイズ  
アイアンセーバー 単品
¥420（本体価格 ¥400）

H-113
●番号：③〜⑨①①①①AP S F

アイアンガード  
オーバーサイズ 10本組
¥5,250（本体価格 ¥5,000）

H-128
●材質：レーヨン、ポリエステル、他
●番号：③〜⑨①①①AP S

アイアンガード  
オーバーサイズ 単品
¥577（本体価格 ¥550）

H-109
●番号：①〜⑨①①①①AP S F

4 903487 011209

4 903487 012800

アイアンガード ネオ  
オーバーサイズ 単品
¥420（本体価格 ¥400）

H-111
●材質：クロロプレンゴム
●番号：③〜⑨①①①①①①①①、ノーマーク
●台湾製

AP S F 52 56 58 60

©Sekiguchi

モンチッチ FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-269
●中国製

モンチッチバイザー DR
¥4,410（本体価格 ¥4,200）▲

H-245
●中国製	

©Sekiguchi

460
CC

280
CC

ベイビーナツ FW
¥3,780（本体価格 ¥3,600）▲

H-316
●中国製

ベイビーココ DR
¥4,200（本体価格 ¥4,000）▲

H-317
●中国製

460
CC

280
CC

©NAKAJIMA ©NAKAJIMA

スヌーピー 
ユービリーブ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-339
●中国製

460
CC

260
CC

260
CC

ケンケン 
ゴルフ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-323
●中国製

TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

	 白 (020)	 黒 (080)	 白 (020)	 黒 (080)

460
CC

460
CC

スヌーピー 
ゴルフ プロ DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-303
●中国製

460
CC

260
CC

260
CC

ピンクパンサー 
スワロフスキー DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-326
●中国製

TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved.

	 白 (020)	 黒 (080)

ピンクパンサー UT
¥3,150（本体価格 ¥3,000） ●

H-189
●番手パッチ3枚付
●中国製	 	

180
CC

180
CC

TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved. TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved.

ケンケン 
ゴルフ FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-324
●番手パッチ4枚付
●中国製

スヌーピー 
ゴルフ プロ FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-304
●番手パッチ4枚付　●中国製

スヌーピー 
ユービリーブ FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-345
●番手パッチ4枚付　●中国製

ピンクパンサー 
スワロフスキー FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-327
●番手パッチ4枚付
●中国製

NEW
NEW
NEW

ピンクパンサー 
アニマルタイプピアス DR
¥4,515（本体価格 ¥4,300）●

H-214 
●中国製

スワロフスキー付

460
CC

ピンクパンサー  
ぬいぐるみFW
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

H-165
●中国製

TM&©2006	MGM.	
All	Rights	Reserved.

TM&©2006	MGM.	
All	Rights	Reserved.

180
CC

スヌーピー
ゴルフ プロ UT
¥3,150（本体価格 ¥3,000）●

H-182
●番手パッチ4枚付		●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc. PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

フライングエース スヌーピー FW
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-157
●中国製

スヌーピー JOE COOLFW
¥4,095（本体価格 ¥3,900）●

H-158
●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

ニュースヌーピー DR
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-150
●中国製

　¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-159
●サイズ：長さ	約 380㎜　●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

350
CC

350
CC

460
CC

280
CC

ケンケン No.1 DR
¥4,200（本体価格 ¥4,000）●

H-199
●中国製

TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

460
CC

ケンケン 
ぬいぐるみ FW
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

H-161
●中国製

180
CC

ブラック×ホワイト (720)

ブラック×
ホワイト

ブラウン (070)

ブラウン

NEW 
Color

NEW 
Color

©2012	Viacom	Internatiomal	Inc.	
Created	by	Stephen	Hillenburg.

460
CC

スポンジボブ DR
¥4,200（本体価格 ¥4,000）▲

H-255
●中国製

U3 U4 U5 UX

F X 無地

③⑤⑦Ⓕ

③⑤⑦Ⓕ ③⑤⑦Ⓕ

③⑤⑦Ⓕ

(003)

(006)

(009)

(014)

(060)

(013)

(058)

(012)

(056)

(011)

(052)

(015)

(005)

(008)

(004)

(007)

アイアンガード ネオ オーバーサイズ
¥4,200（本体価格 ¥4,000）

H-110
●材質：クロロプレンゴム
●番号：③〜⑨①①①の10本セット
●台湾製

AP S

4 903487 011001



パターカバーPUTTER COVERS

10 1110 11

TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved.

アイアンカバー ピンクパンサー
¥5,040（本体価格 ¥4,800）●

H-173
●サイズ：約 250×220×60㎜　	●中国製

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック ブラック

レッド

レッド

レッド

ブラック

ブラウン

	 ホワイト (020)	 ブラウン (070)	 ブラック (080)

	 ホワイト (020)	 ブラック (080)

アイアンカバー リラックマ
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-201
●中国製

ファイン マジック 
ピンタイプ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-98
●マジックテープ式開閉
●中国製

メッシュ ピンタイプ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-124 
●マジックテープ式開閉
●中国製

ファイン マジック  
マレットタイプ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

H-99
●マジックテープ式開閉
●中国製

エクセル マジック  
ピン・マレット共通タイプ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

H-100
●マジックテープ式開閉
●中国製

©SAN-X	2013©SAN-X	2013

	 レッド (010)	 ブラック (080)

	 レッド (010)	 ブラック (080) 	 ホワイト (020)	 ブラック (080)	 レッド (010)

ホワイト

ホワイト

アイアンカバー コリラックマ
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

H-378
●中国製

NEW
NEW
NEW

PC スヌーピーネバーアップ L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-330
●中国製

PC ケンケンネバーアップ L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-331
●中国製

PC スヌーピームーン L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-370
●中国製

PC スヌーピーフライングエース L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-371
●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc. PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved.TM&©2006	MGM.	All	Rights	Reserved.

	 RK(640)	 KRK(650)

PC スヌーピーゴルフ L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-305
●中国製

PC スヌーピー 
60 周年モデル L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-329
●中国製

PC スヌーピー 
アストロノーツ L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-306
●中国製

PC スヌーピー 
JOE COOL L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-307
●中国製

PC フィリックス L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-321
●中国製

PC ピンクパンサー 
ゴルフ L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-328
●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc. PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc.

TM	&	©	2010	Felix	the	Cat	Productions,	Inc.

PC ピンクパンサー  
スワロフスキー L型
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

H-336
●中国製

ぬいぐるみ 
パターカバー RK KRK
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

H-335
●開口部にマグネットを採用　●中国製	

KRK

RK

©SAN-X	2013

NEW
NEW
NEW

アイアンカバー  
スヌーピーレッスン
￥5,040（本体価格 ￥4,800）●

H-156

タラコ
ヘッドカバー
¥525（本体価格 ¥500）

H-3
●サイズ：長さ200㎜
●材質：アクリルニット

	 ホワイト (020)	 ブラウン (070)	 ブラック (080)

ホワイト

ブラック

ブラウン

メッシュ アイアンカバー
¥2,310（本体価格 ¥2,200）

H-123
●中国製

NEW
NEW
NEW

リバティー 
アイアンカバー 
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

H-65
●サイズ：約 200×230㎜
●材質：ポリエステル
　　　		ネオプレーン
●2ヶ所締結でクラブが傷み
にくくなっています

●中国製

	 ブラック (080)	 グレー (110)

ブラック

グレー

ブルー×レッド (310)

ブルー×レッド

グリーン×オレンジ (690)

グリーン×オレンジ

レッド×グリーン (160)

レッド×グリーン

④⑤⑥⑦⑧⑨
ⓅⒶⓈⓈ無地

①②③④
⑤⑥⑦⑧
ⓅⓅ無地

FORBOS アイアンカバー
¥2,520（本体価格 ¥2,400） 

H-21
●サイズ：約120×50㎜
●④〜⑨④④④無地の10本セット
●ニットのアイアンカバー
●内側は起毛
●韓国製

P A S



ボールケースBALL CASES

12 1312 13

カピバラさん 
ボールポーチ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）▲

C-137
●サイズ：60×70×120㎜
●ボール2個入用　●中国製

ボールウォッシュ 
ポケット
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

C-6
●サイズ：約 270×85㎜
●材質：クロロプレンゴム
●ベルト、バッグのショルダースト
ラップやカートにも取付可能

●ボール2個入用
●もう一つのポケットとしても使用
可能

●台湾製

	 ブラック (080)	 シルバー (120)

ラブリーボールケース
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

C-125
●サイズ：110×60㎜（突起、フック含まず）
●2個入用　●中国製

4 903487 1125934 903487 112517 4 903487 112586

	 レッド (010)

©TRYWORKS

取付・装着は自由自在
細いところから太いベルト、
パイプまでマルチフィット

	 ノーマルタイプ (540)	 ウィンクタイプ (550)

ボールケース  
レベッカボンボン
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

C-109
●サイズ：250×170×120㎜　
●2個入用　●中国製

TM&©CROWN	CREATIVE	CO.,	LTD.		
Authorized	by	CROWN	CREATIVE	co.,	ltd.

ノーマル
タイプ

ウィンク
タイプセルフプレイの必需品！

内側がタオル生地で、グリーン上でのボール拭きが簡単

リラックマ  
ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-114
●サイズ：110×160×60㎜
● 2個入用　●中国製

コリラックマ  
ボールポーチ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）▲

C-115
●サイズ：110×160×60㎜
● 2個入用　●中国製

リラックマ  
ぬいぐるみボールポーチ
¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲

C-129
●サイズ：全長 :	190㎜
● 2個入用　●中国製

ボール・ティーは含みませんボールは含みません ボールは含みません

コリラックマ  
ぬいぐるみボールポーチ
¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲

C-130
●サイズ：全長 :	190㎜
● 2個入用　●中国製

©SAN-X	2013©SAN-X	2013

©SAN-X	2013©SAN-X	2013

	リラックマ +キイロイトリ (660) コリラックマ +キイロイトリ (670)

白 / ホワイトさん (300)

ぬいぐるみ ボールポーチツイン
¥1,260（本体価格 ¥1,200）▲

C-132
●2個入用　●中国製

コリラックマ+キイロイトリ

©SAN-X	2013

リラックマ+キイロイトリ

4 903487 2029354 903487 202911

W（ダブル）ボールキーパー
¥315（本体価格 ¥300）

T-46
●入数：20
●ベルトに取り付けしっかりボールをキープしま
す。薄型のためスウィングを妨げたり邪魔に
なりません

	 黄 (040)	 黒 (080)

	 赤 (010)	 青 (030)

ボガー 
（ボールホルダー）
¥315（本体価格 ¥300）

T-29
●サイズ：105×35㎜
●入数：20
●1個のボールが片手操作で出し
入れできる、ベルト取付タイプの
ボールホルダー

4 903487 2029804 903487 202942

●予備球をキープしておくホルダー、
表情いろいろ8種類、マスコット
にも

●化粧箱（155×63×47㎜）入

「ボール君」
ボールホルダー
各 ¥1,050（本体価格 ¥1,000）

サインはVT-166 イチバンT-167 ナイスショットT-168 ホワーT-169 ホールインワンT-170

バンザイT-171 ナサケネーT-172 ザケンジャネーT-173

4 903487 2173044 903487 217205

	 黒 (080)	 迷彩 (430)

アクセサリーポーチ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

C-25
●サイズ：約 200×130×11㎜
●材質：クロロプレンゴム
●ボール、ティー、グローブ、携
帯電話も収納

●伸縮性に優れたネオプレーン素
材は中身をしっかり守ってくれ
て機能的です

●カラビナ付属でパンツやキャデ
ィーバッグなどに取付可能

●台湾製

黒 (080)緑 (060) 	 青 (030)	 ピンク (100)

ボールジャケット
¥892（本体価格 ¥850）

C-22
●サイズ：約110×70㎜
	(突起、カラビナ含まず)
●材質：クロロプレンゴム
●2個入用
●ティ−を4本収容するホルダー付
●台湾製

キャディーバッグに カートに

パンツに

口部分には、
バネ口金を使用

迷彩

黒

※迷彩色はプリントの仕様上、実際の商品と柄の配置が異なる場合がございます

ボール・ティーは含みません



バッグ•ケースBAGS, COVERS, CASES

グレー

イエロー

ブラック エンジ

グリーンネイビー

バッグ アクセサリーBAG ACCESSORIES

14 1514 15

	 ピンク (100) 	 ブラック (080)	 レッド (010)	 ブルー (030)

セルフスタンド  
クラブケース
¥6,195（本体価格 ¥5,900）

C-153
材　質	 	本体 :	ナイロン (裏、PVC加工 )	

	スタンド :	アルミ
重　量 	約1kg
●サイズ：92㎝　●中国製

セルフスタンド
クラブケース ターポリン
¥6,195（本体価格 ¥5,900）

C-253
材　質	 	本体：PVCターポリン	

	スタンド：アルミ
重　量 	約1kg
●サイズ：88㎝
● 4〜 6本収納可能、スタンド付
●セルフプレイの必需品、クラブ忘れを防
止する

●スタンドタイプでクラブが取りやすく、
ショルダーベルトがついて持ち運びが	
便利

●持ち手が付いているのでカートに掛けら
れます

●ターポリン素材は、耐水・引裂・摩擦に
強く、雨や泥等が付着しても拭き取る事
で簡単に汚れを落とす事ができます。

●中国製

カートにクラブを取りに戻らずに、グリーン周りで使用するクラブケース

キャディーバッグ 
ナイロン 6インチ
¥7,140（本体価格 ¥6,800）

C-2
材　質 	ナイロン
重　量 	1.25kg
●フード付（ナイロン製）軽量
ナイロンバッグ

●中国製 /ベトナム製

	 ブラック (080)	 ネイビー (050)

	 レッド (010)

	 ブラック (080)	 グレー (110)	 エンジ (340)

	 イエロー (040)	 ネイビー (050) 	 グリーン (060)
ナイロンクラブケース
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

H-40
サイズ 	全長約1,340㎜
材　質 	ナイロン
●中国製 /ベトナム製

	 ネイビー (050)	 ワイン (130)

スポルディング筒型 
サンデーバッグ 
SPSB-201
¥ オープン価格
C-154
材　質 	ポリエステル、ナイロン
●7〜 8 本入
●中国製　● LC3480

ブラック

ゴルフカートTROLLEY
¥ オープン価格
C-220
サイズ	 	使用時1,430×745㎜、	

	収納時 860×360㎜
重　量 	約 3.1kg
●軽量、スコアカードホルダー、ボ
ールホルダー、ティーホルダー付

●中国製

ワイヤー
¥525（本体価格 ¥500）▲

C-221

タイヤ (1 個 )
¥1,050（本体価格 ¥1,000）▲

C-222

ベルト
¥630（本体価格 ¥600）▲

C-223

交換用パーツ
紺

エンジ

黒

	 紺 (050)	 緑 (060)	 黒 (080)

	 濃紺 (510)	 赤 (010)

宅急ベルト
¥525（本体価格 ¥500）

G-311
サイズ 	長さ	約 400㎜
入　数 	24
●宅急便など輸送時のバラつきによるクラブへのダメージ
を抑えます

濃紺

濃紺 緑赤 黒紺

トラベルカバー  
キャスター付
¥ オープン価格
C-33
サイズ 	横 380×縦1,310×幅 240㎜
重　量 	約1.5kg
● 9.5 型、47.5 インチまで対応
●中国製　● LC6000

	 エンジ (340)	 黒 (080)

	 紺 (050)

ブラック (080) オレンジ (090) ホワイト (020)

シューズケース 
リンクル
¥840（本体価格 ¥800）

C-7
材　質 	ナイロン410

	 グリーン (060)	 ブラック (080)

	 ブルー (030)

TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,lnc. PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,lnc. Illustrations	Dick	Bruna	©copyright	Mercis	bv,1953-2009

ボールケース ケンケン
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

C-101
●2個入用　●中国製

4 546598 001167

ボールケース 
スヌーピーぬいぐるみ
¥2,940（本体価格 ¥2,800）●

C-102
●サイズ：230×140×110㎜
● 2個入用　●中国製

ボールケース ウッドストック
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●

C-106
●2個入用　●中国製

ボールケース スヌーピー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●

C-105
●2個入用　●中国製

4 546598 000160 4 546598 000177

ボールケース ミッフィー
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

C-104
●サイズ：260×160㎜
● 2個入用　●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,lnc.

ボールケース  
ピンクパンサー
¥3,150（本体価格 ¥3,000）●

C-128
●サイズ：全長 :	約 330㎜
● 2個入用　●中国製

TM&©2006	MGM.	
All	Rights	Reserved.

ボールケース そらジロー
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲

C-113
●2個入用　●中国製

©NTV

モンチッチ  
ボールポーチ
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲

C-117
●2個入用　●中国製
●「モンチッチ」の名前は、フランス語の「モン」
(私の)と「プチ」(小さく可愛いもの)と日本
語の「ちっちゃい」から

©SEKIGUCHI

NEW
NEW
NEW

NEW 
Color

	 オレンジ (090)



雨用品RAIN GOODS
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ネームプレート 丸（中）
¥525（本体価格 ¥500）

Z-21
サイズ 	φ75

	 黒 (080)

	 白 (020)

	 紺 (050)

	 赤 (010)

	 黄 (040)

ネームプレート 丸（大）
¥630（本体価格 ¥600）

Z-20
サイズ 	φ90

	 紺 (050)

	 赤 (010) 	 白 (020)

	 黒 (080)

レインスカット
¥630（本体価格 ¥600）

C-10
サイズ 	フリー
材　質 	塩化ビニル
●雨の日のプレーにクラブを濡らしません

タオルキーパー 2
¥630（本体価格 ¥600）

C-12
サイズ 	130×80×15㎜
●セルフの必需品！頑固な汚れもブラシできれいに！
●中国製	 	

	 青 (030)	 黄 (040)	 緑 (060)

バッグ フッド &タオル
¥2,520（本体価格 ¥2,400）

C-1
サイズ 	49×48㎝

材　質	 	表 :	ポリエステル（防水加工）	
	裏 :	綿

●クラブバッグにかぶせて雨を防ぐ　●中国製

レインレッグⅡ
¥4,725（本体価格 ¥4,500）

C-99
サイズ 	24.5 〜27.5㎝
材　質 	ネオプレーン
●ウェットスーツ素材でつくられたレインスパッツ。雨の浸
入、裾のよごれを防止

裏地でクラブが
拭けます

防水 
スプレー 
¥1,050 （本体価格 ¥1,000）

X-318
●フッ素系で効果長持ち強力撥水
●内容量 :	220ml　●入数 :	12

プレート用バンド
¥158（本体価格 ¥150）

Z-53
サイズ 	12×190㎜
材　質 	合成皮革

	 黒 (080) 	 黒 (080)

	 白 (020)

ネームプレート
角（大）
¥525（本体価格 ¥500）

Z-23
サイズ 	100×40㎜

ネームプレート  
角（小）
¥378（本体価格 ¥360）

Z-24
サイズ 	70×35㎜
●カラー：白

ネームプレート 
 丸（S）
¥378（本体価格 ¥360）

Z-22
サイズ 	φ60

プレートべっ甲 
 丸（L）
¥630（本体価格 ¥600）

Z-25
サイズ 	φ90

プレートべっ甲 
 丸（M）
¥525（本体価格 ¥500）

Z-26
サイズ 	φ75

プレートべっ甲 
 丸（S）
¥420（本体価格 ¥400）

Z-27
サイズ 	φ60

NEW
NEW
NEW

ネームプレート彫刻代 
（1 行 1 名分）
¥525（本体価格 ¥500）

Z-9
●漢字	タテ書き/ヨコ書き
●ローマ字	ヨコ書き
●ひらがな	タテ書き/ヨコ書き
●カタカナ	ヨコ書き/タテ書き
※彫刻は、細かなサイズ指定やロゴマーク
やイラストなどはできません

ネームプレートNAME TAG

IDバッグタグ 
ケンケン
¥2,100（本体価格 ¥2,000）●

Z-52
●サイズ：90×52㎜
●本体：アクリル　ベルト：PU
●中国製

IDバッグタグ  
ピンクパンサー
¥2,100（本体価格 ¥2,000）●

Z-63
●サイズ：90×52㎜
●本体：アクリル　ベルト：PU
●中国製

長尺対応パーツ 
「キリン君」
¥525（本体価格 ¥500）

C-226
サイズ 	約 93×45㎜（1枚）
入　数 	12
●キャディーバッグの本体とフードのジョイントとして使用し、
お手持ちのバッグを2インチ長くする事ができます

● 4枚入

パターホルダー
「もっとって」
¥420（本体価格 ¥400）

G-113
サイズ 	約 70×42×20㎜
カラー 	黒
材　質 	ポリプロピレン
入　数 	12
●キャディーバッグのフチに取付けるパターホルダー

キャディーバッグ  
ホック補修キット
¥840（本体価格 ¥800）

G-389
材　質 	真鍮、鉄
入　数 	12
●キャディーバッグ、フードのホックの破損を自分で簡単に直せ
ます

New＆Wide 
デラックス 
プロテクター
¥420（本体価格 ¥400）

C-17
サイズ 	内径φ34×長さ850㎜
入　数 	50
●先端部分にクラブのシャフトを保
護する毛糸付

●カラー：黒

ネトロン 
プロテクター
¥ オープン価格
C-16
サイズ 	内径φ30×長さ845㎜
入　数 	100
● LC200

	 赤 (010) 	 黒 (080)	 青 (030)

Price 
Down

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

ゴルフバッグ 
レインカバー
¥1,575（本体価格 ¥1,500） 

C-11
●フリーサイズ
●材質：PVC	
●折りたたんでキャディーバッグのサイドポケット
に収納できます

●とっさの雨に備えるレインカバー
●タイ製

Z-22 Z-25

Z-26

Z-27



NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

夏用品 •冬用品HOT & COLD WEATHER GEAR
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日やけ止めスポーツ 
UV シールド 
ローション SPF50+
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

G-676
●容量：30mL
●入数：6
●パウダーインで汗をかいても
効果が持続

●SPF	値	50+、PA	値 +++

メンタム虫よけ 
パウダーイン
¥577（本体価格 ¥550）

G-675
●容量：25mL
●入数：12
●さわやかなシトラスサワー
の香り、サラサラパウダー
インの虫よけスプレー

コールドスプレー 
480
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

X-312
●容量：480mL
●入数：6
●スプレーするだけで瞬間冷却
●打撲・ねんざにも

コールドスプレー  
220
¥840（本体価格 ¥800）●

X-311
●容量：220mL
●入数：6
●スプレーするだけで瞬間冷却
●打撲・ねんざにも

キンカン  
虫よけスプレー 
(パウダー入り) 200mL
¥998（本体価格 ¥950）●

G-677
●内容量 :	200mL
●パウダー入りなので、サラサ
ラとした使い心地

●1回のスプレーで約 4〜
5時間ぐらいの効き目

キンカン  
熱トリーゼ
¥630（本体価格 ¥600）■

X-313
●内容量 :	64g
●タオルなどにスプレーする
と氷状の薄い固まりがほ
てった肌を冷やします

●タオル付属

温ったかいの何でか？ 300mL
¥980（本体価格 ¥934）★

X-319

涼しいの何でか？ 300mL
¥980（本体価格 ¥934）★

X-317

温ったかいの何でか？ 
50mL
¥598（本体価格 ¥570）★

X-321
●成分 :	水、吸湿発熱剤、添着剤、安定剤、
カプサイシン (トウガラシエキス）

●着用前のシャツや下着の内側にスプレ
ーすると、吸湿発熱成分によりポカポ
カした感覚が長時間持続します

●	約1000 回スプレーで可能

涼しいの何でか？  
50mL
¥598（本体価格 ¥570）★

X-314
●成分 :	 水、吸熱・放熱材、添
着剤、アルコール、メントール、
安定剤

●シャツ・下着にスプレーするだ
けで体感温度が下がる！？不思
議なスプレー

ミラクール 
スカーフタイプ
¥580（本体価格 ¥552）▲

G-678
●サイズ：100×680㎜
●材質：PVA
●水にぬらすだけでひんやり南極気分な不思議な素材
●暑さ、熱中症対策に
●中国製

ミラクール  
タオルタイプ
¥1,280（本体価格 ¥1,219）▲

G-679
●サイズ：430×680㎜
●材質：PVA
●水にぬらすだけでひんやり南極気分な不思議な素材
●暑さ、熱中症対策に
●中国製
	 ブルー (030)	 グリーン (060)	 ライトブルー (400)	 ブルー (030)	 グリーン (060)	 ライトブルー (400)

	 20 包入	 7 包入

50mL50mL

300mL300mL

ブルー ブルーグリーン グリーンライトブルー ライトブルー

スカーフタイプ

680㎜

10
0
㎜

タオルタイプ

680㎜

4
30

㎜

塩熱飴スポーツ 
(水分補給サポートキャンディ)
¥315（本体価格 ¥300）■

Z-114
●容量：80g(約16粒 )
●入数：10袋 (販促 BOXセット)
●熱中症対策に最適
●塩熱飴 Sportsはナトリウムを75%に抑え
スポーツに求められる電解質をバランス良
くプラス、水分と一緒にとることでスピーデ
ィーに電解質補給

シトリックアミノ  
アルティメイト 
エボリューション 6310
¥1,680（本体価格 ¥1,600）▲

Z-169
●7.5g×8包入
●体キレる！ハイスペックパウダー

ニューシトリックアミノ  
エブリデイコンディション 20
¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲

Z-168
● 6g×20 包入

ニューシトリックアミノ  
エブリデイコンディション 7
¥798（本体価格 ¥760）▲

Z-167
● 6g×7包入

どっとポーチ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）●

G-327
●本体（2つ折時）：約 H115×W230×D12㎜
●材質：綿100%
●ミニタオルのフリしたお役立ちポーチ
●保温や保冷効果はありませんが、ペットボトルや
小物入れに最適

●中国製

NEW
NEW
NEW

	 	リラックマ (440) 	 スヌーピー (620) 	 ユニオンジャック (690)

ガリガリ君クールスカーフ
¥700（本体価格 ¥667）▲

G-689
●サイズ：幅 47×全長 650㎜
●材質：ポリエステル、ポリプロピレン、高吸
水ポリマーシート

●水を含ませるだけで冷感が持続します

ガリガリ君瞬冷パック L
¥120（本体価格 ¥114）▲

G-690
●サイズ：102×183㎜
●材質：硝酸アンモニウム、水
●製品内に入っている水袋を破ると、水袋内
に入っていた水と、顆粒状薬剤が反応し冷
たくなります

●中国製

ガリガリ君氷タオル
¥189（本体価格 ¥180）▲

G-691
●サイズ：200×200㎜
●完全密封のパッケージに水分（精製水：ソー
ダの香り付き）を含んだタオルを内蔵、冷
凍庫に凍らせて使用します

●中国製

ガリガリ君冷却シート
¥189（本体価格 ¥180）▲

G-692
●サイズ：120×50㎜
●材質：メントール、エデト塩酸、パラベン、
青色1号、香料

●2枚入、すっきり長持ち10 時間冷却
●中国製

	 ネイビー (050)	 ベージュ (150)	 ライトグリーン (600)

タオルキーパー
¥315（本体価格 ¥300）

C-42
入　数 	12
● 2個入

黒 (080)

ネッククーラーバンド
¥630（本体価格 ¥600）●

G-687
●サイズ：幅 50㎜×全長960㎜
●表生地：ポリエステル
●内容物：高吸水繊維、アクリル、
レーヨン、ポリエステル

●抗カビ・抗菌防臭加工、冷感バ
ンド

●水に浸して首や頭に巻いてクー
ルダウン！

●帝人の高 吸水 繊 維	「BELL	
OASIS®」使用

スウェットパッド
¥210（本体価格 ¥200）●

G-662
●サイズ：35×240㎜
●材質：パルプ、PP、高吸収性樹脂、合成ゴム系粘着剤
●入数：50
●高吸収ポリマーを使用した帽子に貼る汗とりパッド（2枚入）

粘着層

はくり紙



スポーツグラスSPORTS GLASSESフレアーヘアーバイザーFlairHair VISOR
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薗田	峻輔プロ

石川	遼プロ

WARRIOR6-BM WA6-0702
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-071
●フレームカラー :ホワイト/ホワイト　●レンズカラー :シルバ
ーミラー/ライトスモーク

●可視光線透過率 :25%
●147×44㎜ /29g

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

LI2-0066 GM/BK
¥20,475（本体価格 ¥19,500）

Y-092
●フレームカラー :ガンメタリック×ブラック×ブラック
●レンズカラー :調光クリア toスモーク
●可視光線透過率 :84%⇔13%

LI2-0066 BLGR
¥20,475（本体価格 ¥19,500）

Y-093
●フレームカラー :メタリックブルー×グレー×グレー
●レンズカラー :調光クリア toスモーク
●可視光線透過率 :84%⇔13%

LI2-0051 BK/G
¥18,900（本体価格 ¥18,000）

Y-094
●フレームカラー :マットブラック×グレー×グレー
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%

LI2-0712 SILW
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-096
●フレームカラー :シルバー×ホワイト×ホワイト
●レンズカラー :シルバーミラー×クリア
●可視光線透過率 :45%

LI2-0701 BKBK
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-097
●フレームカラー :ブラック×ブラック×ブラック
●レンズカラー :シルバーミラー×スモーク
●可視光線透過率 :13%

LI2-0709 R/BK
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-098
●フレームカラー :チタンレッド×ブラック×ブラック
●レンズカラー :シルバーミラー×ライトピンク
●可視光線透過率 :36%

WA6-0066 W/GMR
¥20,475（本体価格 ¥19,500）

Y-099
●フレームカラー :ホワイト×マットガンメタリック
●レンズカラー :調光クリア toスモーク
●可視光線透過率 :84%⇔13%

WA6-0066 R/GM
¥20,475（本体価格 ¥19,500）

Y-100
●フレームカラー :マットチタンレッド×マットガンメタリック
●レンズカラー :調光クリア toスモーク
●可視光線透過率 :84%⇔13%

WA6-0714 BKBL
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-101
●フレームカラー :ブラック×ダークメタリックブルー
●レンズカラー :シルバーミラー×アイスブルー
●可視光線透過率 :26%

ブロンド×ブラック (960)

フレアーヘアーバイザー
¥3,360（本体価格 ¥3,200）●

B-16
※ブランドロゴ、刺繍、デザイン等
の仕様が変更になる場合がありま
すのでご了承ください

フレアーヘアーバイザーベビー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●

B-15
●サイズ：ベビーフリー（38〜 48㎝）

	 ブロンド×ブラック (960)

ブラウン×ホワイト(720)

グレー×ブラック (550)

ブラウン×ブラック (780)

レッドｘホワイト (120)

ブラウン×レッド (710)

ピンクｘブラック (500)オレンジｘブラック (980)

●サイズ：フリー（48〜 58㎝）
●バイザー :	コットン、
　ヘアー :	アクリル、ポリエステル
●中国製

NEW 
Color

ブラウン×ホワイト (720)

ブラウン×フレイム(400)

グレーｘUSA(530)

ブロンドｘUSA(940)

グレーｘHST(520)

ブラウンｘDMD(410)

グレーｘDMD(540)

NEW
NEW
NEW

LI2-0714 W/GRY
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-095
●フレームカラー :パールホワイト×グレー×グレー
●レンズカラー :シルバーミラー×アイスブルー
●可視光線透過率 :26%
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HERO-P HR-0051
¥15,750（本体価格 ¥15,000）

Y-029
●フレームカラー :スモーク/ブラック
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●150×45㎜ /34g

SA-601
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

Y-020
●フレームカラー :ガンメタリック/ライトシルバー
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●152×36㎜ /14g

SA-605
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Y-012
●フレームカラー :シャンパンゴールド/カーキブラウン
●レンズカラー :ライトブラウン
●可視光線透過率 :50%
●152×36㎜ /14g

SA-606
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Y-013
●フレームカラー :コーラルロゼ /パラジウム
●レンズカラー :シルバーミラー/クリア
●可視光線透過率 :45%
●152×36㎜ /14g

SA-608
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

Y-025
●フレームカラー :デミブラウン
●レンズカラー :偏光フォクシーブラウン
●可視光線透過率 :37%
●152×36㎜ /14g

SA-611
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Y-049
●フレームカラー :マットメタリックブラウン/マットシャンパンゴールド
●レンズカラー :スモーク
●可視光線透過率 :25%
●152×36㎜ /14g

HERO-P HR-0053
¥15,750（本体価格 ¥15,000）

Y-030
●フレームカラー :クリアダークブルー/ブラック
●レンズカラー :偏光ライトスモーク
●可視光線透過率 :42%
●150×45㎜ /34g

HERO-M HR-0712
¥14,700（本体価格 ¥14,000）

Y-031
●フレームカラー :パールホワイト
●レンズカラー :シルバーミラー/クリア
●可視光線透過率 :45%
●150×45㎜ /34g

WARRIOR6-BＮ WA6-0001
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-073
●フレームカラー :ブラック/チタンレッド
●レンズカラー :スモーク
●可視光線透過率：25％
●147×44㎜ /29g

WARRIOR6-BP WA6-0051
¥18,375（本体価格 ¥17,500）

Y-072
●フレームカラー :ブラック/ブラック
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●147×44㎜ /29g

SA-614 SL/BK
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Y-102
●フレームカラー :シルバー×ブラック
●レンズカラー :シルバーミラー×アイスブルー
●可視光線透過率 :26%

NEW
NEW
NEW

LUNA-P LN-0051
¥15,750（本体価格 ¥15,000）

Y-076
●フレームカラー :ブラック/ピンク
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●138×41㎜ /21g

SOU-C-M SOUC-0712
¥13,650（本体価格 ¥13,000）

Y-082
●フレームカラー :ホワイトドット/ブラック
●レンズカラー :シルバーミラー/クリア
●可視光線透過率 :50%
●133×41㎜ /21g

LUNA-M LN-0702
¥14,700（本体価格 ¥14,000）

Y-077
●フレームカラー :ネイビー/ライトブルー
●レンズカラー :シルバーミラー/ライトスモーク
●可視光線透過率 :25%
●138×41㎜ /21g

SOU-C-M SOUC-0714
¥13,650（本体価格 ¥13,000）

Y-083
●フレームカラー :パールホワイト　
●レンズカラー :シルバーミラー/アイスブルー
●可視光線透過率 :26%
●133×41㎜ /21g

LUNA-M LN-0714
¥14,700（本体価格 ¥14,000）

Y-078
●フレームカラー :ホワイト/クリアライトブルー
●レンズカラー :シルバーミラー/アイスブルー
●可視光線透過率 :26%
●138×41㎜ /21g

SOU-C-N SOUC-0001
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

Y-084
●フレームカラー :ピンク/ブラック
●レンズカラー :スモーク
●可視光線透過率 :17%
●133×41㎜ /21g

AIRLESS－ BEANS SABE-0051
¥13,650（本体価格 ¥13,000）

Y-075
●フレームカラー :ブラック/シルバー
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率：27%
●140×40㎜ /16g

NEW
NEW
NEW

LADIES'

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

LADIES'

NEW
NEW
NEW

LADIES'

NEW
NEW
NEW

LADIES'

LADIES'

LADIES'

LADIES'

LADIES'

LADIES'LADIES'

LADIES'

LUNA-M LN-0712
¥14,700（本体価格 ¥14,000）

Y-079
●フレームカラー :ホワイト/アクアブルードット
●レンズカラー :シルバーミラー/クリア
●可視光線透過率 :45%
●138×41㎜ /21g

LN-0053 PIAG
¥15,750（本体価格 ¥15,000）

Y-103
●フレームカラー :ピンクアーガイル
●レンズカラー :偏光ライトスモーク
●可視光線透過率 :42%

LN-0709 PURAG
¥14,700（本体価格 ¥14,000）

Y-104
●フレームカラー :パープルアーガイル
●レンズカラー :シルバーミラー×ライトピンク
●可視光線透過率 :36%

SOUC-0709 W/RD
¥13,650（本体価格 ¥13,000）

Y-106
●フレームカラー :ホワイトドット×レッド
●レンズカラー :シルバーミラー×ライトピンク
●可視光線透過率 :36%

SABE-1312 BR
¥11,550（本体価格 ¥11,000）

Y-108
●フレームカラー :クリアブラウン
●レンズカラー :シルバーハーフミラー×ライトスモーク
●可視光線透過率 :30%

SOUC-0712 W/LBL
¥13,650（本体価格 ¥13,000）

Y-107
●フレームカラー :ライトブルー×ホワイト
●レンズカラー :シルバーミラー×ホワイト
●可視光線透過率 :50%

諸見里	しのぶプロ

WARRIOR6-BM WA6-0712
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-068
●フレームカラー :ホワイト/スカイブルー
●レンズカラー :シルバーミラー/クリア
●可視光線透過率 :45%
●147×44㎜ /29g

WARRIOR6-BM WA6-0709
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-069
●フレームカラー :ホワイト/ピンク
●レンズカラー :シルバーミラー/ライトピンク
●可視光線透過率 :36%
●147×44㎜ /29g
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芹澤	信雄プロ

Dustin	Johnson

アディダス a-178-6050
¥17,850（本体価格 ¥17,000）

A-001
●フレームカラー/シャイニーブラックグレイ
●オーストリア製

アディダス a-178-6055
¥17,850（本体価格 ¥17,000）

A-002
●フレームカラー/シャイニーブラウン
●オーストリア製

アディダス a-404-6057
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

A-003
●フレームカラー/トランスペアレントブルー
●オーストリア製

アディダス a-404-6067
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

A-004
●フレームカラー/シャイニーブラック
●オーストリア製

アディダス a-400-6050
¥9,975（本体価格 ¥9,500）

A-005
●フレームカラー/シャイニーブラック
●オーストリア製

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

GW-3701
¥13,440（本体価格 ¥12,800）

GW-3701
●フレームカラー :ブラック/ブラウンデミ
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●153×38㎜ /26g

GW-3707
¥13,440（本体価格 ¥12,800）

Y-088
●フレームカラー :ホワイト/ブラック
●レンズカラー :偏光フォクシーブラウン
●可視光線透過率 :30%
●153×38㎜ /26g

GW-3708
¥12,390（本体価格 ¥11,800）

Y-089
●フレームカラー :　ブラック/マゼンタ
●レンズカラー :シルバーミラー/ライトスモーク
●可視光線透過率 :25%
●153×38㎜ /26g

GW-3706
¥12,390（本体価格 ¥11,800）

GW-3706
●フレームカラー :ホワイト/ブラック
●レンズカラー :シルバーミラー/スモーク
●可視光線透過率 :13%
●153×38㎜ /26g

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

CP-9 クリップオン 偏光ライトブラウン
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

Y-109
●レンズカラー :偏光ライトブラウン
●可視光線透過率 :54%

CP-9 クリップオン 偏光ライトスモーク
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

Y-110
●レンズカラー :偏光ライトスモーク
●可視光線透過率 :33%

CP-200 スモーク
¥6,300（本体価格 ¥6,000） 

CP-200
●レンズカラー：偏光スモーク
●可視光線透過率：27%

CP-9 クリップオン 偏光スモーク
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

Y-111
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :18%

CP-9 クリップオン 偏光ブラウン
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

Y-112
●レンズカラー :偏光ブラウン
●可視光線透過率 :22%

OG-4 0051
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Y-113
●フレームカラー :クリアスモーク
●レンズカラー :偏光スモーク
●可視光線透過率 :27%
●メガネの上から掛けられる
　サングラス

OG-4 0765
¥11,550（本体価格 ¥11,000）

Y-114
●フレームカラー :クリアブラウン
●レンズカラー :シルバーミラー×偏光フォクシーブラウン
●可視光線透過率 :17%
●メガネの上から掛けられる
　サングラス

SWF-602 PAW
¥16,800（本体価格 ¥16,000）

Y-115
●フレームカラー :パールホワイト
●レンズカラー :フラーレンブラウン
●可視光線透過率 :45%

SWF-602P MTR
¥18,900（本体価格 ¥18,000）

Y-116
●フレームカラー :マットチタンレッド×マットブラック
●レンズカラー :偏光ライトスモーク
●可視光線透過率 :42%

SWF-602M MBK
¥17,850（本体価格 ¥17,000）

Y-117
●フレームカラー :マットブラック×マットチタンシルバー
●レンズカラー :シルバーミラー×スモーク
●可視光線透過率 :13%

度付
対応

度付
対応

度付
対応

度付
対応

諸見里	しのぶプロ

※価格については、各営業担当にお尋ねください。
※製作には眼科医の発行する眼鏡処方箋、もしくは眼鏡店の度数控え（PP：瞳孔間距離）の記載されたものが必要になります。
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リーバンド・サポーター  
ショートリスト
¥3,990（本体価格 ¥3,800）●

X-925
サイズ 	フリー
厚　さ 	1.5㎜
●手首用（ラップ式）
●エストニア製

ドクター・エルボー
¥4,410（本体価格 ¥4,200）

G-563
サイズ	 	SS（22〜23㎝）、S（24〜25㎝）、M（26〜27㎝）		

	L（28 〜30㎝）、LL（31〜34）
●ひじ痛防止器具。練習時に
　使用することで予防し再発
　から守ります
●ドイツ製

	 M(005)	 L(007)

	 S(003)	 SS(002)

	 LL(008)

トルマリンラップサポーター手首
¥945（本体価格 ¥900）

X-924
サイズ 	フリー
カラー 	黒
材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●締め付けを簡単にできます
●耐久性に優れた素材にトルマリンを付着

トルマリンラップサポーターひじ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

X-923
サイズ 	フリー
カラー 	黒
材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●締め付けを簡単にできます
●耐久性に優れた素材にトルマリンを付着

トルマリンラップサポーターひざ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-921
サイズ 	フリー
カラー 	黒
材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●締め付けを簡単にできます
●耐久性に優れた素材にトルマリンを付着

トルマリンラップサポーター足首
¥1,365（本体価格 ¥1,300）

X-922
サイズ 	フリー
カラー 	黒
材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●締め付けを簡単にできます
●耐久性に優れた素材にトルマリンを付着

リストレスキュー
¥1,995（本体価格 ¥1,900）

X-931
サイズ 	フリー右、フリー左
材　質 	ナイロン、エラストマー樹脂

フリー右
(002)

フリー左
(001)

エルボーレスキュー
¥2,625（本体価格 ¥2,500）

X-932
サイズ 	フリー（左右兼用）
材　質 	ナイロン、エラストマー樹脂

ニーレスキューオープン
¥3,990（本体価格 ¥3,800）

X-929
サイズ 	お皿中心周、M（30 〜36㎝）、L（36 〜 42㎝）
材　質 	ナイロン、エラストマー樹脂

M
(005)

L
(007)

アンクルレスキューオープン
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

X-930
サイズ 	フリー
材　質 	ナイロン、エラストマー樹脂

ゴルフ  
サポーター  
手首
¥525（本体価格 ¥500）

G-413
サイズ 	手首周り(15 〜22㎝ )

材　質	 	レーヨン、ポリエステル、	
	ポリウレタン、ナイロン

ゴルフ  
サポーター  
ひじ
¥945（本体価格 ¥900）

G-414
サイズ 	肘頭周り(24〜28㎝ )

材　質	 	レーヨン、ポリエステル、	
	ポリウレタン、ナイロン

ゴルフ  
サポーター  
ひざ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

G-415
サイズ 	膝頭周り(32〜38㎝ )

材　質	 	レーヨン、ポリエステル、	
	ポリウレタン、ナイロン

ラインサポーター 
ゴルフ用 ひざ
¥1,680（本体価格 ¥1,600）▲

X-943
サイズ	 	M:	ひざ頭周り(32〜38㎝ )、丈 /30㎝	

	L :	ひざ頭周り(36 〜 42㎝ )、丈 /30㎝
材　質 	ポリエステル、キュプラ、ポリウレタン
●装着するだけでテーピング効果
●筋肉・じん帯を効率よくサポート

コンフォート 
サポーター ひざ
¥1,785（本体価格 ¥1,700）

X-988
サイズ	 	フリーサイズ :	33 〜 40㎝	

	(お皿中心周り)
材　質 	ポリエステル、ポリウレタン
●膝へのストレスの軽減

ラインサポーター 
ゴルフ用  
ふくらはぎ(1 ペア )
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

X-948
サイズ	 	M:	ふくらはぎの太い位置 (34〜 40㎝ )、丈 /25㎝	

	L :	ふくらはぎの太い位置 (38 〜 44㎝ )、丈 /25㎝
材　質 	ポリエステル、キュプラ、ポリウレタン
●装着するだけでテーピング効果
●特殊編製法により段階圧力がふくらはぎの不快感を軽減
●1ペア入り

コンフォート 
サポーター ひじ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-989
サイズ	 	フリーサイズ :	23㎝〜30㎝	

	(前腕一番太いところ周り)
材　質 	ポリエステル、ポリウレタン
●ひじ周りへの不安、ゴルフひじに

コンフォート 
サポーター カフ
¥1,785（本体価格 ¥1,700）

X-990
サイズ	 	フリーサイズ :	35 〜39㎝	

	(ふくらはぎ)
材　質 	ポリエステル、ポリウレタン
●ふくらはぎ上部の締め付け具合を調
節するマジックベルト付

適度の圧力でしっかりガードしてくれるゴルフ専用サポーター	ひじ・ひざの曲がる部分は、動きを妨げない薄編構造

	 M(005)	 L(007) 	 M(005)	 L(007)

遠赤ウォームサポーター
ひじ
¥630（本体価格 ¥600） 

X-992
●フリーサイズ（ひじ周り目安 22㎝〜
35㎝）	

●ポリエステル
●遠赤プリントの効果で肘周りを温め、
適度に圧迫してサポート

●中国製	

遠赤ウォームサポーター
ひざ
¥630（本体価格 ¥600） 

X-991
●サイズ：フリーサイズ（ひざ周り目安
33㎝〜 45㎝）

●ポリエステル
●遠赤プリントの効果で膝周りを温め、
適度に圧迫してサポート

●中国製

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW
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キズバン•バンデージBANDAGES

スーパー Gテープ
¥262（本体価格 ¥250）

G-23
サイズ 	幅 25㎜×長さ4.5m(伸長時 )

材　質	 	コットン、スパンデックス、	
	天然ゴム系粘着剤

入　数 	12
●グリップに巻けて指先も保護する自着
型万能バンデージ

●中国製
	 ホワイト (020)	 ブラウン (070)	 ブラック (080)

	 S(003)

フィンガード
¥262（本体価格 ¥250）

G-203
サイズ 	長さ75㎜（3 本入）
材　質 	綿、ゴム
入　数 	50
●スポーツ用伸縮性指キャップ包帯

セラポアテープ 25H
¥504（本体価格 ¥480） ★

X-63
サイズ 	25㎜×4.5m
入　数 	12
●粘着性布伸縮包帯
●ケガの予防、再発防止、応急処置

セラポアテープ 38H
¥756（本体価格 ¥720） ★

X-64
サイズ 	38㎜×4.5m
入　数 	12
●粘着性布伸縮包帯
●ケガの予防、再発防止、応急処置

セラポアテープ 50H
¥997（本体価格 ¥950） ★

X-65
サイズ 	50㎜×4.5m
入　数 	12
●粘着性布伸縮包帯
●ケガの予防、再発防止、応急処置

くっつくバンテージ 
25㎜
¥462（本体価格 ¥440） ★

X-73
●長さ：4m　●入数：12
●指・手首用

くっつくバンテージ 
38㎜
¥599（本体価格 ¥570） ★

X-74
●長さ：4m　●入数：12
●手首・ひじ用

くっつくバンテージ 
50㎜
¥693（本体価格 ¥660） ★

X-75
●長さ：4m　●入数：12
●足首・ひじ用

ケアリーヴ CL-10M
¥210（本体価格 ¥200）■

X-60
サイズ	 	Mサイズ（中型：一般用）	

	21㎜×70㎜、10枚入
入　数 	10
●素肌タッチの救急絆創膏

ケアリーヴ CL-16L
¥399（本体価格 ¥380） ■

X-61
サイズ	 	Lサイズ（大型：カカト用）	

	30㎜×72㎜、16 枚入
入　数 	10
●指になじんで曲げてもフィット

ケアリーヴ CL-10T
¥399（本体価格 ¥380） ■

X-62
サイズ	 	Tサイズ（指先用）		

	60㎜×55㎜、10枚入
入　数 	10
●指まわりや屈曲部にもしっかりフィット

ライトキズバン
¥315（本体価格 ¥300）

G-154
サイズ 	25×60㎜（10枚入）
入　数 	20
●すべりにくく、伸縮性のある厚手ばんそうこう

ジェルプロテクター S
¥577（本体価格 ¥550）★

X-77
サイズ 	30×60㎜（ジェル部	19×25㎜）

材　質	 	テープ部 /ポリエステル布	
	パッド部 /ハイドロジェル、粘着剤 /アクリル系

●手足の指、足の裏のマメや靴ずれをしっかり守ります
●高性能ハイドロジェル
● 6枚入
※キズの部位への使用は
　できません

NEW
NEW
NEW

バックレスキュー  
骨盤チタンベルト
¥4,830（本体価格 ¥4,600）

X-928
サイズ 	腰周り、M（80 〜100㎝）、L（90 〜110㎝）
材　質 	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、チタン、		樹脂	他

バックレスキューベルト 
メッシュ
¥4,095（本体価格 ¥3,900）

X-915
サイズ 	M（63〜79㎝）、L（78〜 94㎝）、	LL（93〜115㎝）
材　質 	ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
●伸縮性のあるパワーネット使用
　サポート力が得られます

バックレスキューベルト 
チタン
¥5,040（本体価格 ¥4,800）

X-916
サイズ 	M（63〜79㎝）、L（78〜 94㎝）、	LL（93〜115㎝）
材　質 	ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、純チタン
●伸縮性のあるパワーネット使用
　サポート力が得られます

ブラック (080)

ブラック (080)

X-78

X-78

X-79

X-79

パープル (190)

パープル (190)

ブルー (030)

ブルー (030)

グリーン (060)

グリーン (060)

ピンク (100)

ピンク (100)

イエロー (040)

イエロー (040)

ベージュ (150)

ベージュ (150)

オレンジ (090)

オレンジ (090)

黒 M(085) 黒 M(085)

スイングレスキューベルト
¥6,090（本体価格 ¥5.800）

X-933
サイズ 	適用身長目安、M(150 〜165㎝ )・L(165 〜180㎝ )	 	
材　質 	ナイロン、ポリウレタン、他	
●Ｗクロスベルト構造により背筋をより正しい状態にサポートします
●Ｗクロスベルトは引っ張り力（矯正力）を最適な状態に調節できます
●肩ベルトには柔らかいソフトゴムを使用しており肩や脇の違和感を軽減しました

M(005) M(005)L(007)

黒 L(087) 黒 L(087)黒 LL(088) 黒 LL(088)

L(007)

KTテープ パウチタイプ
¥ オープン価格
X-78
サイズ 	50×245㎜（1枚）
材　質 	合成繊維
●高粘着で剥がれにくい合成繊維素材によりハード
に動いても固定力を長時間キープ	

● 5枚入
●中国製　● LX780

KTテープ ロールタイプ
¥ オープン価格
X-79
サイズ 	50×245㎜（1枚）
●カットがいらないプレカットタイプのキネシオテ
ープ

●ハードケース15枚入
●中国製　● LX1995

NEW
NEW
NEW

リーバンド エピサポート（エルボー）
¥2,940（本体価格 ¥2,800）  ●

X-934
サイズ 	フリーサイズ		
材　質 	ナイロン (厚さ4㎜ )	
●内側のパッドでしっかりと圧迫
●筋肉、腱への負担をサポート
●エストニア製

もう 1枚の新しい筋肉

貼り方のガイド付

　弾力性のあるハイドロジェルが
摩擦や衝撃から足を保護

はがれにくく、
肌にやさしい粘着剤

　伸縮性の高い編布が肌になじみ、
激しい動きにもぴったりフィット

　このQRコードで使用方法
の動画にアクセスできます



ゴルフシューズSPIKES

30 313130

スティンガー Ⅲ（ミリ）
¥ オープン価格
S-87
●サイズ：ミリサイズ（国産シューズ用）
●20 個入　●中国製　
● LS2400

ザーマ (ミリ )
¥ オープン価格
S-93
●サイズ：ミリサイズ（国産シューズ用）
●20 個入　●中国製　
● LS2600

ザーマ (Q-LOK)
¥ オープン価格
S-94
●サイズ：Q-LOK（キューロック）システム専用
●18個入　●中国製　
● LS2600

ザーマ (T-LOK)
¥ オープン価格
S-95
●サイズ：Tri-Lock（トライロック）システム専用
●18個入　●中国製　
● LS2600

スティンガー Ⅲ（Q-LOK）
¥ オープン価格
S-88
●サイズ：Q-LOK（キューロック）システム専用
●18個入　●中国製　
● LS2400

スティンガー Ⅲ（T-LOK）
¥ オープン価格
S-89
●サイズ：Tri-Lock（トライロック）システム専用
●16 個入　●中国製　
● LS2400

レディー スコーピオン 
スティンガー（ミリ）
¥ オープン価格
S-91　
●サイズ：ミリサイズ（国産シューズ用）
●22個入　●中国製
● LS2200

スコーピオン ブラック
（Q-LOK)
¥ オープン価格
S-18　
●サイズ：Q-LOK（キューロック）システム専用
●18個入　●中国製
● LS2200

レディー スコーピオン  
スティンガー（Q-LOK）
¥ オープン価格
S-92
●サイズ：Q-LOK（キューロック）システム専用
●20 個入　●中国製
● LS2200

スコーピオン LT （T-LOK）
¥ オープン価格
S-83
●サイズ：Tri-Lock（トライロック）システム専用
●16 個入　●中国製
● LS2200

スコーピオン LT （Q-LOK）
¥ オープン価格
S-82
●サイズ：Q-LOK（キューロック）システム専用
●18個入　●中国製
● LS2200

スコーピオン LT （ミリ）
¥ オープン価格
S-81
●サイズ：ミリサイズ（国産シューズ用）
●20 個入　●中国製
● LS2200

アーノルドパーマー  
スパイクレスゴルフシューズ 
APS-125L
¥ オープン価格
S-276
●サイズ：22.5 〜24.5㎝ (3E+α)
●カラー：白 /ピンク
●材質：甲 :	PU、底 :	ラバー +パイロン
●軽量 (270g/23.5㎝ )
●レディーススパイクレス
●中国製　● LS3790

コンフィデンス  
スパイクレスゴルフシューズ軽量  
CFS-275
¥ オープン価格
S-280
●サイズ：24.5 〜27.0㎝ (3.5E)
●材質：甲 :	PU、底 :	ラバー +パイロン
●軽量340g(25.5㎝片足 )スパイクレス
●日本人の足型に合わせた3.5Eのゆったり設計
●中国製　● LS2840

スポルディング スパイクレス
SPS-238
¥オープン価格
S-255
●サイズ：25.0 〜27.0㎝、28.0㎝（3.5E）
●材質：甲/合成皮革（マイクロファイバー）
　　　　底 /ラバー
●重量：370g（26.0cm片足）
●3.5Eゆったりサイズ
● 4cm防水機能
●中国製　● LS5980

LADIES'

LADIES'LADIES'

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

スパイク鋲CLEATS

スティンガーⅢ 
FJ(T-LOK)
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲

S-76
●Tri-LOK(トライロック)システム専用
● Footjoyシューズに採用されている配色
●18個入+簡易レンチ付き
●中国製

GOLD/BLK(630)

クリア×レッド (630)

BLK/WHT(820) RED/WH(120)ORG/WH(920)

GRN/WH(620) BRN/WH(720)

BLU/WH(320)

NEW 
Color

NEW 
Color

ブラックウィドウ  
ツアータロン
(FTS)18P
¥ オープン価格  

S-530
●台湾製　● LS2700

	 ブラック×ゴールド (410)	 クリア×スモーク (640)

NEW
Color

ツアーフレックス (FTS)
¥ オープン価格
S-529
● FTS(ファーストツイスト専用 )
● FJグリーンジョイズ採用
●14個入　●台湾製　● LS2100
※レンチは付属していません

スポルディング スパイクレス
SPS-237
¥ オープン価格
S-253
●サイズ：25.0 〜27.5㎝（4E）
●材質：甲/合成皮革（マイクロファイバー）
　　　		底 /ラバー
●重量：350g（26.0cm片足）
● 4E幅広サイズ
● 4cm防水機能
●中国製　● LS4980

MEGAゴルフシューズ 
MG-6800
¥ オープン価格
S-292
●サイズ：24.5 〜27.5㎝
●中国製　● LS4980

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

ホワイト

ブラック



インソールSHOE ACCESSORIES

シューズケア 6 点セット
¥1,225（本体価格 ¥1,167） 

S-20
●セット内容：イズフィット中性クリーナー、シリカエースクリーム、
シューズブラシ、ブラシ（小）、クロス、靴べら

●シューズのお手入れに必要なお徳用 6点セット
●クリーナー、ワックス、クロス、靴べら/日本製
　ブラシ (小・大 )/中国製	

32 333332

	 M(005)	 L(007)

	 S(003)

DSISソルボヘルシー 
フルインソール
¥1,680（本体価格 ¥1,600）●

S-34
	
サイズ	

	S：24〜24.5㎝	
	M：25 〜25.5㎝	
		L：26 〜26.5㎝

材　質	 	本体：ソルボ（ポリウレタン）	
	布地：ポリエステル、綿

●足の疲れ・痛みをやわらげ、歩き
方を良くする

スラントインソール
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

S-31
	
サイズ	

	フリーサイズ (24.0 〜27.5㎝ /	
	カット式)24.0〜26.5㎝の0.5㎝	
	間隔でカットライン付き

●ヘタリにくく、吸湿性のある表面タオル
地つき。両足の外側が 4㎜高くなって
おり、自然と両膝が内側に絞られます

サックス (030)ベージュ (150)

ピンク (100)

裏面
ピンク

ベージュ

サックス

サラウェイ 
靴の乾燥＋脱臭
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

S-58
サイズ 	約 70g×2 袋
材　質 	シリカゲル、フラボノイド
●シューズ用
●靴の乾燥・脱臭・除菌
●天日干しで再生可能

ソルボ衝撃吸収 +炭インソール
¥1,239（本体価格 ¥1,180） ▲

S-48
サイズ	 	S:	23.5 〜24.5㎝、M:	25 〜26㎝、	

	L:	26.5 〜27.5㎝
材　質 	表生地 :	綿・ポリエステル、ソルボ :	ポリウレタン
重　量 	(片足 /約 )S:	45g、M：47g、L：51g
入　数 	30
●遠赤効果・抗菌・消臭効果
●厚みがわずか2.5㎜の衝撃吸収素材「ソルボ」で、歩行時の
衝撃を吸収し足の疲れを軽減

●消臭力に優れた木炭繊維を使用

ソルボ衝撃吸収 +銀インソール
¥1,344（本体価格 ¥1,280） ▲

S-49
サイズ 	S:	23.5 〜24.5㎝、M:	25 〜26㎝、L:	26.5 〜27.5㎝
材　質 	表生地 :	ポリエステル、ソルボ :	ポリウレタン
重　量 	(片足 /約 )S:	45g、M：47g、L：52g
入　数 	30
●細菌増殖抑制・防臭効果
●厚みがわずか2.5㎜の衝撃吸収素材「ソルボ」で、歩行時の
衝撃を吸収し足の疲れを軽減

●細菌の増殖を抑え、嫌なニオイも防ぎます

	 S(003)	 M(005)	 L(007) 	 S(003)	 M(005)	 L(007)

	 S(003)	 M(005)	 L(007) 	 S(003)	 M(005)	 L(007)

	 S(003)	 M(005)	 L(007)

DSIS ソルボゴルフ  
メンズインソール
¥2,520（本体価格 ¥2,400）▲

S-50
サイズ	 	S：23.5 〜24.5㎝、M：25〜26㎝、	

	L：26.5 〜27.5㎝

材　質	 	表生地 :	ポリエステル	
	本体 :	ソルボ (ポリウレタン)、ポリエステル

重　量	 	(片足 /約 )S：約 85g、M：約 95g、	
		L：約105g

● 4層クッションシステムにより軽量、通気性に優れています
● DSISにより足指を自然に使えグリップ力がアップし
飛距離・方向性アップにつながります

●足への負担を軽減し、足腰へのトラブル防止

ソルボ衝撃吸収 +乾インソール
¥1,344（本体価格 ¥1,280） ▲

S-47
サイズ 	S:	23.5 〜24.5㎝、M:	25 〜26㎝、L:	26.5 〜27.5㎝
材　質 	表生地 :	ポリエステル、ソルボ :	ポリウレタン
重　量 	(片足 /約 )S:	45g、M：47g、L：50g
入　数 	30
●吸汗・速乾・通気性抜群
●厚みがわずか2.5㎜の衝撃吸収素材「ソルボ」で、歩行時の
衝撃を吸収し足の疲れを軽減

●消臭・ムレ防止用

※インソールは標準的な
形に作られていますが、
靴によっては横幅が合
わない場合があります

ソルボ S-CUBE 
スケルトンインソール
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲

S-53
	
サイズ	

	S：23.5 〜24.5㎝	
	M：25.0 〜26.0㎝	
	L：26.5 〜27.5㎝

●材質：本体 /ポリウレタン樹脂
　　　		パッド/ポリウレタン樹脂（ソルボ）
　　　		生地 /ポリエステル・ポリウレタン
●ゴルフ専用インソール

トレッドライト MTクリヤー （インチ）
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

S-117
●22個入　●米国製

チャンプエッジ（インチ）
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

S-123
●22個入　●米国製

レッド /ホワイト (120) オレンジ /ホワイト (920)

ブラック×ブルー
(830)

オレンジ /ホワイト (920)レッド /ホワイト (120)

エクサイターⅡ(ミリ )
¥ オープン価格
S-525 
●14個入　●台湾製　● LS1680

エクサイターⅡ(FTS)
¥ オープン価格
S-526 
●14個入　●台湾製　● LS1680

パルサー 
(インチ )14P
¥ オープン価格
S-533
●台湾製　● LS1900

パルサー 
(PINS)14P
¥ オープン価格
S-535
●台湾製　● LS1900

パルサー 
(Qフィット)14P
¥ オープン価格
S-534
●台湾製　● LS1900

パルサー
(FTS)14P
¥ オープン価格 

S-531
●台湾製　● LS1900

パルサー
(ミリ )14P
¥ オープン価格  

S-532
●台湾製　● LS1900

	 ブラック×ホワイト (820)	 イエロー×ブルー (430)	 ピンク×ホワイト (490)

NEW
Color

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW



グローブGLOVES

34 3534 35

ゴルフグローブキーパー 
約束・手型
¥525（本体価格 ¥500）

G-72
サイズ 	グローブサイズ18〜26㎝対応
●型くずれから手袋を守ります

グローブフィックス
¥420（本体価格 ¥400）

G-122
サイズ 	90×140㎜
入　数 	10
●グローブの耐久力アップに切って貼るだけ！
●好みのサイズにカットして、グローブの補修・
補強に

白 (020)

黒 (080)

FIT39 グローブ
¥2,310（本体価格 ¥2,200）▲

B-260
	
サイズ	

	S：18	〜20㎝（左・右手用）	
	M：21	〜23㎝（左・右手用）	
	L：24	〜26㎝（左・右手用）

カラー	 	グレー/黒、ブルー/黒、黒 /黒、赤 /黒、		
	白 /白、紺 /黒、紺 /白

材　質 	TOYOBO		エスパ＋合成皮革
●フィリピン製

FIT39 グローブ SS
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲

B-259
サイズ 	15 〜17㎝（左・右手用）
カラー 	黒 /黒　赤 /黒　紺 /黒
材　質 	TOYOBO		エスパ＋合成皮革
●水に強く滑りにくい
●吸汗・速乾性に優れ、ムレにくい
●フィリピン製

マルチグローブ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

B-270
	
サイズ	

	S：18	〜20㎝（左・右手用）	
	M：21	〜23㎝（左・右手用）	
	L ：24	〜26㎝	（左・右手用）

材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●耐久性に優れた合成皮革と全方向に伸縮するストレッチ
ナイロンを力学的に配合したフィットグローブ

●中国製

4 903487 707201

4 903487 712229

4 903487 712281

全方向完全
ストレッチ素材

新カットシステムの
ノンスリップ
合皮素材

白 /紺 黒 /黒 白 /黒 黒 /赤

白 /赤

赤 /黒

	黒 /黒グレー/黒

紺 /白

白 /黄 白 /ピンク白 /サックス 白 /黄緑

白 /黒  
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

B-163
サイズ 	21〜26cm（右・左）
材　質 	ナイロン、ポリウレタン
●速乾性に優れた機能性素材
「COOL	GRIP」の使用で汗や雨で
も強靭なグリップを実現

●ストレッチ素材の使用で手にしっ
かりフィットします

●中国製

超 サ ラ サ ラ 濡 れ て も ド ラ イ 感 覚 ！

白 /白 紺 /黒

ブルー/黒

NEW
Color

白 /黒黒 /黒

M（平紐／スニーカー用）
カラー：白・黒・赤・黄・青

S（丸紐用）
カラー：白・黒・金

レンチSHOE ACCESSORIES

	 男性用 (001)	 女性用 (002)

シューストレッチャーワイド
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

S-66
サイズ 	男性用：24.0 〜28.0㎝、女性用：21.0 〜26.0㎝対応
●靴サイズ拡張機　●台湾製

	 緑 (060)	 黒 (080)

シューズキーパー ST
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

S-10
入　数 	10

	 赤 (010) 	 青 (030)

	 黄 (040)

赤 青

黄 緑 黒

くつひも 
スニーカータイプ用 丸黒
¥315（本体価格 ¥300）

S-42
サイズ 	長さ約120㎝
入　数 	10
●材質：ポリエステル

くつひも 
スニーカータイプ用 丸白
¥315（本体価格 ¥300）

S-43
サイズ 	長さ約120㎝
入　数 	10
●材質：ポリエステル

くつひも 
スニーカータイプ用 平黒
¥210（本体価格 ¥200）

S-44
サイズ 	長さ約120㎝
入　数 	10
●材質：ポリエステル

くつひも 
スニーカータイプ用 平白
¥210（本体価格 ¥200）

S-45
サイズ 	長さ約120㎝
入　数 	10
●材質：ポリエステル

靴ひも アタッチメント 
「メニ・プニ」
¥420（本体価格 ¥400）

S-22
カラー 	ホワイト、レッド、ブラック、ブルー
入　数 	12
●サイズ：S、M　●材質：POM、PUR
●靴ひものホドケ防止に！！
●	靴ひもを結んだり、ほどく必要はありません
●重量：1g／個　●中国製

靴ひも
¥105（本体価格 ¥100）

S-8
サイズ 	長さ約 85㎝
カラータイプ 	茶 /平、茶 /丸、黒 /丸

スパイクレンチ  
ラチェットハンドル
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

S-160
入　数 	12
●ミリサイズアタッチメント付
●インチサイズアタッチメントは別売

スパイクレンチ  
アタッチメント ミリ
¥525（本体価格 ¥500）

S-161
サイズ 	ミリサイズ（国産シューズ用）
●　　　　ラチェットハンドル用

スパイクレンチ  
アタッチメント インチ
¥525（本体価格 ¥500）

S-162
サイズ 	インチサイズ（輸入シューズ用）
●　　　　ラチェットハンドル用

ソフトスパイク用  
Wレンチ
¥105（本体価格 ¥100）

S-183
●ミリ・インチ対応

 S-160 S-160

CHAMPプロレンチ
¥630（本体価格 ¥600）

S-13
●タイ製

クリートレンチ
¥ オープン価格 

S-166
● 8本爪ビット (ブラックウィドウ、ブ
ラックウィドウパルサー等専用 )

●ビット交換であらゆる鋲に対応
●2本爪ビット　●台湾製
● LS700

茶 /平

茶 /平 (072)

茶 /丸

茶 /丸 (071)

黒 /丸

黒 /丸 (081)

MENS' LADIES'

H2O マルチグローブ 
黒 /黒
¥1,575（本体価格 ¥1,500） 

B-164



版 代

オリジナルのロゴマーク・イラスト・文字などをティーにプリントできます。

●色は、CMYKで制作してください
●フォント（書体）は、必ずアウトライン化してください
● .jpgや.bmpの拡張子のついた画像データ、Microsoft	Excel、
Word、Power	Pointなどのビジネスソフトで作成したものは、
そのまま版下として使用できませんので弊社にて修正・加工が
必要な場合は、別途加工料が必要です

●画像データを配置した場合は、その配置データも忘れずに同
じホルダーに保存してください

●インターネットからダウンロードした画像やロゴマークは、低
解像度のためそのまま版下として使用できません。モノクロ
1200dpi、カラー300dpi以上必要です

●72dpiの写真データは使用できません。

ウッドティー40㎜

ザーマ	フライティー	ショート44㎜

ウッドティー55㎜	

ザーマ	フライティー	レギュラー 69㎜

ウッドティー	60㎜	

パワーコイルティー

ウッドティー	70㎜	

ザーマ	フライティー	ロング 83㎜

ウッドティー	82㎜

ウッドティー	段つき75㎜

ウッドティー段つき75㎜スリム

ライトドライブティーロング 75㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右18㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右18㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 30㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 30㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 30㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 32㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 32㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 32㎜

印刷範囲　天地 3㎜×左右 32㎜

※図1

60㎜ティーでマーク選択の場合10文字までマークなしで12文字まで
70、82㎜でマーク選択の場合11文字までマークなしで13文字まで

１．赤 　　　　　　２．黒 　　　　　　３．青 

●ゴシック体

●ゴシック斜体

●アルファベット筆記体

●ローマ字のＯも不可。　（例）ＳＡＴＯ

１．なし　　２．♠　　３．♥　　４．♣　　５．♦

1 ティーカラーを選択してください 2 書体を選択してください

3 印刷する文字の色を選択してください（全 5色） 4 マークを選択してください

お好きな文字をウッドティーにプリントできます。 1 2 3 4 完成

●記号文字の「点」は□（ピリオド）のみで、□（中点）、□（句読点）、□（カンマ）は不可。・・ 、 ,

文字数４．白 　　　　　　５．ピンク

プリントティーIMPRINTING TEES

3㎜以内30㎜以内

36 3736 37

パッドプリント用樹脂版
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Z-96
●樹脂版は1回しか使用できないプラスチック
製の版です。数量は10,000 本までです

カップ部版代
¥12,600（本体価格 ¥12,000）

Z-95

カップ プリント代
¥4
T-400
●100本以上
※価格は税抜本体価格です

パッドプリントスチール版
¥40,950（本体価格 ¥39,000）

Z-97
●スチール版は保存可能な鉄製の版で、数量
が10,000 本以上の場合やリピートの可能
性がある時に使います

ウッドティー40㎜	※

ウッドティー55㎜	※

ウッドティー60㎜	※

ウッドティー70㎜	※

ウッドティー82㎜	※

ウッドティー段つき	75㎜

ウッドティー段つき75㎜スリム

ライトドライブティーロング 75㎜

パワーコイルティー80㎜

ザーマ	フライティー	ショート44㎜	

ザーマ	フライティー	レギュラー69㎜

ザーマ	フライティー	ロング 83㎜

3㎜×18㎜以内

3㎜×30㎜以内

3㎜×30㎜以内

3㎜×32㎜以内

3㎜×32㎜以内

3㎜×30㎜以内

3㎜×30㎜以内

3㎜×32㎜以内

※図1参照

3㎜×18㎜以内

3㎜×30㎜以内

3㎜×32㎜以内

T-133
T-110
T-299
T-111
T-286
T-278
T-242
T-521
T-510

¥7

¥8

¥10

¥10

¥16

¥25

¥25

¥50

¥150

¥15

¥16

¥18

¥18

¥23

¥33

¥33

¥58

¥160

¥32

¥34

¥36

T-633
T-610
T-609
T-611
T-686
T-678
T-642
T-621
T-631
T-643
T-637
T-638

T-833
T-810
T-809
T-811
T-886
T-878
T-842
T-821
T-831
T-843
T-837
T-838

¥10

¥11

¥13

¥13

¥18

¥28

¥28

¥53

¥155

¥30

¥32

¥35

T-933
T-910
T-909
T-911
T-986
T-978
T-942
T-921
T-931
T-943
T-937
T-938

¥9

¥10

¥12

¥12

¥17

¥27

¥27

¥52

¥154

¥28

¥30

¥34
●印刷サイズ：ティーの構造でサイズが変わる場合があります　
●ロット：100本以上（ティーカラー・プリントカラーは同色）ロット100本単位
※上記のティー本体価格、プリント代は税抜本体価格です

●段つきロング、スリム段つきロングに
は装着できません	

※価格は税抜本体価格です

タイプ プリントサイズ
天地×左右 品　番 1,000 本

〜 9,999 本
バラ無地

（１本につき）
100本

〜 999本
10,000 本

以上

プリント込み

¥15T-313

ウッドティープラス羽根

3㎜以内

3㎜以内

32㎜以内

32㎜以内

3㎜以内32㎜以内

3㎜以内32㎜以内
3㎜以内

3㎜以内

18㎜以内

18㎜以内

3㎜以内

3㎜以内

3㎜以内

30㎜以内

30㎜以内

30㎜以内

3㎜以内30㎜以内

3㎜以内
15㎜以内

印刷範囲
天地10㎜×左右5㎜

10㎜以内

5㎜以内

印刷範囲
天地 3㎜×左右15㎜

※上記ウッドティー品番に加算

ウッドティーオンネーム 
60㎜ 箱入（80 本）
¥4,095（本体価格 ¥3,900）

Z-10
●ケースサイズ：117×84×41㎜
●ティー：米国製 /中国製、プリント：日本　●ケース：日本製

ウッドティーオンネーム 
70㎜ 箱入（70 本）
¥4,095（本体価格 ¥3,900）

Z-11
●ケースサイズ：117×84×41㎜
●ティー：米国製 /中国製、プリント：日本　●ケース：日本製

ウッドティーオンネーム 
82㎜ 箱入（60 本）
¥4,095（本体価格 ¥3,900）

Z-12
●ケースサイズ：117×84×41㎜
●ティー：米国製 /中国製、プリント：日本　●ケース：日本製

Z-10 Z-11 Z-12

●12文字まで

●13文字まで

●13文字まで

ティーの頭の丸い
カップの部分にも
プリントできます

●印刷サイズ：
　直径7㎜

（1本につき）

入稿データについて Adobe Illustratorでのデータ保存の際の注意事項



※写真は実物大です。色については印刷により実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください

ティーカップの形状は...幸運のシンボル !!

ティーTEES

38 3938 39

機能・サイズで選ぶ。

ライトバイオティー 70㎜
¥367（本体価格 ¥350）

T-273
サイズ 	70㎜
入　数 	25
●環境にやさしい素材を使ったティー
●超スリムで、飛距離アップの70㎜
●中国製

MANJI  70㎜ロング
¥367（本体価格 ¥350）

T-293
サイズ 	70㎜
入　数 	25
●植物性樹脂を配合した環境にやさしい素材を使っています
●そのまま使って、超スリム
●T-295、T-296MANJIモンスターカップの交換用として
●中国製

ライトバイオティー 45㎜
¥367（本体価格 ¥350） 
T-274
サイズ 	45㎜　
入　数 	25
●環境にやさしい素材を使ったティー
●超スリムで、方向性抜群な45㎜
●中国製

MANJI  45㎜ショート
¥367（本体価格 ¥350）

T-294
サイズ 	45㎜
入　数 	25
●植物性樹脂を配合した環境にやさしい素材を使っています
●そのまま使って、超スリム
●T-295、T-296MANJIモンスターカップの交換用として
●中国製

ライトバイオティー 
段つきロング 75㎜
¥367（本体価格 ¥350）

T-275
サイズ 	全長：75㎜、段高：40㎜
入　数 	25
●植物性樹脂を配合した環境にやさしい素材
を使っています

●いつも同じ高さでショットできる
●中国製

MANJI  
モンスターカップ コンビ
¥367（本体価格 ¥350）

T-295
サイズ 	75/50㎜
入　数 	20
●植物性樹脂を配合した環境にやさしい素材を使っています
●ゴルフボール型ティーホルダーが携帯に便利
●ソフトフィーリングで力強い飛びを実現するモンスターカッ
プは、安定感抜群で鮮やかな蛍光カラーが紛失防止に

●ティーが破損したらT-294、T-293と交換可能です
●中国製

MANJI  
モンスターカップ ホルダーセット
¥367（本体価格 ¥350）

T-296
サイズ 	75/50㎜
入　数 	20
●植物性樹脂を配合した環境にやさしい素材を使っています
●カラビナ付きゴルフボール型ティーホルダーが携帯に便利
●ソフトフィーリングで力強い飛びを実現するモンスターカッ
プは、安定感抜群で鮮やかな蛍光カラーが紛失防止に

●ティーが破損したらT-294、T-293と交換可能です
●中国製

ショットに合わせて選べる、
3つのモデル

ゴルフボール型ティーホルダーが携帯に便利

	 グリーン (060)	 ピンク (100)	 エメラルドグリーン (460)

	 ホワイト (020)	 イエロー (040)

	 ホワイト (020)	 ピンク (100)

	 ホワイト (020)	 イエロー (040) 	 ピンク (100)	 エメラルドグリーン (460)

ライトバイオティー 70㎜

ライトバイオティー 45㎜

MANJI  
70㎜ロング

Tokumori 
PE プラティー

45

Tokumori 
PE プラティー

75

Tokumori 
PE プラティー

段付 75

MANJI モンスターカップ 75㎜ロング

MANJI  
45㎜ショート MANJI 

モンスターカップ
50㎜ショート

ライトバイオティー 
段つきロング 75㎜

	 ホワイト (020) 	 ホワイト (020)	 イエロー (040) 	 グリーン (060) 	 ピンク (100) ピンク (100)エメラルドグリーン (460)

段 高
40

全 長
45

全 長
70

全 長
50

全 長
50

全 長
75

全 長
75

全 長
45

全 長
70



※写真は実物大です。色については印刷により実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

40 4140 41

ライトドライブティー  
ロング
¥420（本体価格 ¥400）

T-721
サイズ 	75㎜
入　数 	クリアー30、ジューシー12
●ソフト感覚。クリアーな飛び!!　●韓国製

	 レッド (010)	 ブルー (030)	 イエロー (040)

パワーコイル ティー LX
¥630（本体価格 ¥600）

T-311
サイズ 	ロング：80㎜、ショート：48㎜
入　数 	30
●抜群の振り抜き感！

パワーコイル ティー LX 
紐付き
¥420（本体価格 ¥400）

T-312
サイズ	 	ロング：80㎜、ショート：48㎜、	

	ひもの長さ：180㎜
入　数 	60

	 グリーン (060)	 オレンジ (090)	 ピンク (100)

	 BP(310)	 YG(460)	 RO(190)

	 パステル (650)	 ビビッド (660)	 メタリック (670)

	 クリアー (170)	 ジューシー (500)

	 BP(310)

	 パステル (650)

クリアー

YG(460)

ビビッド (660)

ジューシー

RO(190)	

メタリック (670)
パワーコイル ティー 
¥472（本体価格 ¥450）

T-310
サイズ 	全長 80、段高 40㎜
入　数 	30

機能・サイズで選ぶ。
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シ
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ゼ
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フ
リ
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シ
ョ
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テ
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シ
ョ
ー
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ライトドライブティー  
ジューシー 段付き
¥420（本体価格 ¥400）

T-723
サイズ 	全長70、段高 36㎜
入　数 	12
●材質：PU、PC　●韓国製

オ
フ
セ
ッ
ト
テ
ィ
ー 

82

ラ
イ
ト
ド
ラ
イ
ブ
テ
ィ
ー 

ジ
ュ
ー
シ
ー

ラ
イ
ト
ド
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ィ
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ジ
ュ
ー
シ
ー
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き

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
36

全 長
75



（TP）ティーパックシリーズTEE PACK（SP）シェルパックシリーズSHELL PACK

特盛シリーズTokumori

70㎜・60㎜・
55㎜・40㎜の
4サイズセット

42 4342 43

Tokumori PE プラティー 45
¥ オープン価格
T-477
●サイズ：45㎜　●16 本入　●入数：25
●中国製　● LT100

Tokumori ウッドティー 40
¥ オープン価格
T-470
●サイズ：40㎜　●22本入　●入数：25
●中国製　● LT100

Tokumori PE プラティー 75
¥ オープン価格
T-478
●サイズ：75㎜　●14本入　●入数：25
●中国製　● LT100

Tokumori ウッドティー 70
¥ オープン価格
T-472
●サイズ：70㎜　●16 本入　●入数：25
●中国製　● LT100

Tokumori PE プラティー段付 75
¥ オープン価格
T-479
●サイズ：全長75㎜、段高40㎜　●10本入
●入数：25　●中国製　● LT100

Tokumori ウッドティー段付 75
¥ オープン価格
T-473
●サイズ：全長75㎜、段高40㎜　●12本入
●入数：25　●中国製　● LT100

SPウッドティー 55
¥210（本体価格 ¥200）

T-551
●サイズ：55㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティーカラー 60
¥210（本体価格 ¥200）

T-560
●サイズ：60㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティー 60
¥210（本体価格 ¥200）

T-561
●サイズ：60㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティー 40
¥210（本体価格 ¥200）

T-541
●サイズ：40㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティーカラー 70
¥210（本体価格 ¥200）

T-570
●サイズ：70㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティー 70
¥210（本体価格 ¥200）

T-571
●サイズ：70㎜　●入数：30
●米国製 /中国製

SPウッドティー段つき 55
¥210（本体価格 ¥200）

T-577
●サイズ：全長 55㎜、段高 25㎜
●入数：30　●米国製 /中国製

SPウッドティー段つき 75
¥210（本体価格 ¥200）

T-578
●サイズ：全長75㎜、段高 40㎜
●入数：30　●米国製 /中国製

SP アイアンティー 35
¥210（本体価格 ¥200）

T-522
●サイズ：35㎜　●入数：30

SP オネスティー 70
¥210（本体価格 ¥200）

T-540
●サイズ：全長70㎜、段高40㎜　●入数：30

SP ウッドティー段つき 75 スリム
¥210（本体価格 ¥200）

T-542
●サイズ：全長75㎜、段高 40㎜
●入数：30　●中国製

TP ウッドティー 70 ニス塗
¥525（本体価格 ¥500）

T-194
●サイズ：70㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 55 ニス塗
¥525（本体価格 ¥500）

T-193
●サイズ：55㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 55 ブラック 
¥525（本体価格 ¥500）

T-197
●サイズ：55㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 40 ニス塗
¥525（本体価格 ¥500）

T-196
●サイズ：40㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティーミックス
¥525（本体価格 ¥500）

T-200
●入数：20　●米国製 /中国製

TP ウッドティー 60 カラー 
¥525（本体価格 ¥500）

T-199
●サイズ：60㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 60 ニス塗
¥525（本体価格 ¥500）

T-188
●サイズ：60㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 60 ブラック
¥525（本体価格 ¥500）

T-189
●サイズ：60㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 55 カラー
¥525（本体価格 ¥500）

T-191
●サイズ：55㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー段つき 75
¥525（本体価格 ¥500）

T-198
●サイズ：全長75㎜、段高 40㎜
●入数：20●米国製 /中国製

TP ウッドティー段つき 55
¥630（本体価格 ¥600）

T-192
●サイズ：全長 55㎜、段高 25㎜・ショート：40㎜
●入数：20　●米国製 /中国製

TPオネスティーロング 
¥420（本体価格 ¥400）

T-204
●サイズ：全長70㎜、段高40㎜・ショート：40㎜
●入数：20

TP ウッドティー 70 カラー
¥525（本体価格 ¥500）

T-190
●サイズ：70㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 82 ニス塗
¥525（本体価格 ¥500）

T-187
●サイズ：82㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

TP ウッドティー 82 カラー
¥525（本体価格 ¥500）

T-186
●サイズ：82㎜　●入数：20
●米国製 /中国製

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
40

段 高
25

段 高
25

全 長
75

全 長
45

全 長
70

全 長
70

全 長
70

全 長
40

全 長
40

全 長
60

全 長
55

全 長
35

全 長
82

全 長
82

全 長
70

全 長
70

全 長
40

全 長
60

全 長
60

全 長
60

全 長
60

全 長
55

全 長
55

全 長
55



No.1

44 4544 45

ウッドティー  
プラス 60+7
¥210（本体価格 ¥200）

T-215
●サイズ：	60＋7（67㎜）
●入数：30

ウッドティー  
プラス 70+7
¥210（本体価格 ¥200）

T-216
●サイズ：70＋7（77㎜）
●入数：30
●ウッドティーに装着、ティーが折れた場合は交換可能
●クラブフェースにやさしく、ボールの安定性アップ、飛距離アップ
●ティー：米国製 /中国製、ヘッド部：日本製

●ウッドティーに装着、ティーが折れた場合は交換可能
●クラブフェースにやさしく、ボールの安定性アップ、飛距離アップ
●ティー：米国製 /中国製、ヘッド部：日本製

●ウッドティーに装着、ティーが折れた場合は交換可能
●クラブフェースにやさしく、ボールの安定性アップ、飛距離アップ
●ティー：米国製 /中国製、ヘッド部：日本製

ウッドティー  
プラス 40+7
¥210（本体価格 ¥200）

T-213
●サイズ：40＋7（47㎜）
●入数：30

テフティー 70㎜
¥367（本体価格 ¥350）

T-384
●材質：テフロン、PC
● 2011年マスターズでTOP7 名中、3 名が
使用したティー

● 8本入　●中国製

テフティー 39㎜
¥367（本体価格 ¥350）

T-389
●材質：テフロン、PC
●テフロン加工のクラウンヘッド
● 8本入　●中国製

テフティー 82㎜
¥367（本体価格 ¥350）

T-385
●材質：テフロン、PC
●ボールとの接触面83％カット
● 6本入　●中国製

テフティーパック 70㎜
¥735（本体価格 ¥700）

T-386
●材質：テフロン、PC
●ショット時にボールが出やすいデザイン構造
●25本入　●中国製

ブラッシュティー XL
¥ オープン価格
T-711
●サイズ：全長 80、段高 45㎜
●中国製　● LT800

ブラッシュティー トライアル
¥ オープン価格
T-712
●各サイズ1本入りのお試しパック
●中国製　● LT800

	 クリスタル (490)

	 クリスタル 	 クリスタル

	 クリスタル (490)

	 クリア (170)

	 クリア 	 クリア

	 クリア (170)

ジェルポップ・ティー  
レギュラー 65
¥420（本体価格 ¥400）●

T-733
●サイズ：65㎜
●南アフリカ製

ジェルポップ・ティー  
ロング 77
¥420（本体価格 ¥400）●

T-734
●サイズ：77㎜
●南アフリカ製

	 ピンク S/31㎜〜 33㎜ (103)

プットティー
¥840（本体価格 ¥800）

T-239
●ティーグラウンドに置くだけの簡単ティーアップ

	 ブルーM/35㎜〜 37㎜ (035)	 イエロー L/39㎜〜 41㎜ (047)	 オレンジ LL/43㎜〜 45㎜ (098)

オレンジ LL(098)

ブラッシュティー L
¥ オープン価格
T-710
●サイズ：全長 62、段高 33㎜
●中国製　● LT700

L

L(007)

ブラッシュティー M
¥ オープン価格
T-710
●サイズ：全長 57、段高 28㎜
●中国製　● LT700

M

M(005)

プットティー  
ショート
¥787（本体価格 ¥750）

T-236
●ショート地上高 6㎜、ミディアム地上高 9㎜
の2サイズアソート	

●アイアンやフェアウェイウッドのティーショッ
トに最適

●置くだけで高さが一定、無抵抗
●グリーン上でボールマークとしても使用可能

ゴルフ規則に適合

ゴルフ規則に適合

ゴルフ規則に適合

グリーン・ティー・
チャリティー 
缶入 70㎜
¥525（本体価格 ¥500）▲

Z-200
●20本入　●ステッカー付
●入数：24
●中国製

グリーン・ティー・ 
チャリティー 
袋入 70㎜
¥210（本体価格 ¥200）▲

Z-201
●10本入　●ステッカー付
●入数：50
●中国製

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

プットティー Ⅱ LL
¥945（本体価格 ¥900）

T-237
●便利なマグネット付タイプ、グリーンでボールマークとしても
使用可能

●マグネット内蔵型でクリップマークホルダーにも「ピタッ!」
●ティークラウン部 (製品上部 )を引っ張ることで約 2㎜の高さ
調整が可能です

	 LL(43㎜〜 45㎜ )

　この製品は、1缶あたり50 円
がチャリティー金として組み込
まれています。

　日本赤十字社を通じて被災者
救済のための救援活動、なら
びに復興活動を支援する資金と
して活用させていただきます。

　この製品は、1袋あたり20円
がチャリティー金として組み込
まれています。

　日本赤十字社を通じて被災者
救済のための救援活動、なら
びに復興活動を支援する資金と
して活用させていただきます。

	 レッド (010)	 ブルー (030)

ニューキングラバーティー バージョン 2 
¥630（本体価格 ¥600）

T-98
●サイズ：ロング 73㎜、段高 40㎜ /ショート40.5㎜、段高 7.5㎜
●入数：20

ニューキングラバーティー  
バージョン 2 ショートパック
¥630（本体価格 ¥600）

T-298
●サイズ：40.5㎜、段高 7.5㎜
●ショートティー8本、5色アソートパック
●衝撃吸収ポリマーがヘッドにやさしい

スペシャル 
マジックティーロング
¥315（本体価格 ¥300）

T-93
●サイズ：65㎜、段高 37㎜ 7.5㎜
●材質：特殊配合 PP　●入数：20
●衝撃性重視のブルー、柔軟性重視のレッド

	 レッド (010)	 ブルー (030)

段 高
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段 高
33

段 高
28

全 長
82

全 長
77

全 長
77

全 長
47

全 長
70

全 長
70

全 長
70

全 長
70

全 長
67

全 長
39

段 高
40

段 高
37

全 長
43

全 長
43

全 長
39

全 長
35

全 長
31

全 長
40.5

全 長
65
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ブラック オレンジ ピンク
シトラス
グリーン

レッド (010)

ホワイト (020)

(060) (080) (090) (100)

ブルー (030) イエロー (040)

	 ブラック (080)	 オレンジ (090)	 ピンク (100)

	 グリーン (060)	 オレンジ (090)	 ピンク (100)

	 ブルー (030)	 イエロー (040)	 シトラスグリーン (060)

	 レッド (010)	 ホワイト (020)

	 ホワイト (020)	 ブルー (030)	 イエロー (040)

	 レッド (010)

ブラック (080)

ミックス (300)

ザーマ フライティー  
レギュラー
¥735 （本体価格 ¥700） 

T-737
●サイズ：69㎜
● 40本入　●中国製

ゼロフリクションティー  
ロング 30P
¥1,000（本体価格 ¥952）

T-735
●サイズ：83㎜　●中国製

ゼロフリクションティー  
ショート 20P
¥500　（本体価格 ¥476）

T-741
●サイズ：44㎜　●中国製

ゼロフリクションティー  
レギュラー 40P
¥1,000（本体価格 ¥952）

T-736
●サイズ：70㎜
●中国製

ゼロフリクションティー 
レギュラー 16P
¥500 （本体価格 ¥476）

T-742
●サイズ：70㎜　●中国製			

ザーマ フライティー 
ロング
¥735 （本体価格 ¥700）

T-738
●サイズ：83㎜
● 30本入　●中国製

ウッドティー 35 アイアン
¥105（本体価格 ¥100）

T-222
●サイズ：35㎜　●カラー：ニス塗
●入数：50　●中国製

アイアンティー
¥105（本体価格 ¥100）

T-22
●サイズ：35㎜
●材質：ポリエチレン　●入数：50

ナイロンティー
¥105（本体価格 ¥100）

T-27
●サイズ：40㎜
●材質：ナイロン　●入数：50

ウッドティー 70 カラー
¥105（本体価格 ¥100）

T-211
●サイズ：70㎜　●入数：50
●米国製 /中国製

スーパーロングティー
¥210（本体価格 ¥200）

T-179
●サイズ：82㎜　●材質：ABS樹脂＋木粉
●入数：50

ウッドティー 48 カラー
¥105（本体価格 ¥100）

T-31
●サイズ：48㎜　●カラー：色込
●入数：50　●米国製 /中国製

ウッドティー 40 ニス塗
¥105（本体価格 ¥100）

T-33
●サイズ：40㎜　●カラー：ニス塗
●入数：50　●中国製

ウッドティー 55 ニス塗
¥105（本体価格 ¥100）

T-120
●サイズ：55㎜　●カラー：ニス塗
●入数：50　●中国製

ウッドティー 70 ニス塗
¥105（本体価格 ¥100）

T-11
●サイズ：70㎜　●入数：50
●中国製

ウッドティー 60 カラー
¥105（本体価格 ¥100）

T-217
●サイズ：60㎜　●入数：50
●米国製 /中国製

ウッドティー 60 ニス塗
¥105（本体価格 ¥100）

T-247
●サイズ：60㎜　●カラー：ニス塗
●入数：50　●中国製

ウッドティー 55 カラー
¥105（本体価格 ¥100）

T-10
●サイズ：55㎜　●カラー：色込
●入数：50　●米国製 /中国製

ウッドティー 82 ニス塗
¥105（本体価格 ¥100）

T-248
●サイズ：82㎜　●入数：50
●米国製 /中国製

ザーマ フライティー
ショート
¥420（本体価格 ¥400） 

T-743
●サイズ：44㎜
●20本入　●中国製

NEW 
Color

NEW
NEW
NEW

オフセットティー 70
¥420（本体価格 ¥400）●

T-739
●15本入　●台湾製

オフセットティー 82
¥472（本体価格 ¥450）●

T-740
●15本入　●台湾製

ウッドティー段つき 55
¥210（本体価格 ¥200）

T-77
●サイズ：55㎜、段高25㎜	●カラー：ニス塗
●入数：50　●米国製 /中国製

ウッドティー 82 カラー
¥105（本体価格 ¥100）

T-218
●サイズ：82㎜　●入数：50
●米国製 /中国製

ウッドティー段つき 75 スリム
¥210（本体価格 ¥200）

T-142
●サイズ：75㎜、段高 40㎜　●入数：50
●中国製
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全 長
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全 長
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全 長
44
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全 長
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全 長
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段 高
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段 高
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ティーホルダーTEES HOLDER

ティー＆グリーンフォークTEES & DIVOT REPAIR TOOLS

48 4948 49

オネスティーロング
¥210（本体価格 ¥200）

T-40
●サイズ：	全長：70㎜ /段高 40㎜
　　　　		ショート：40㎜	
●入数：30

パーショットティー
¥420（本体価格 ¥400）

T-74
●サイズ：	全長 80、高さ50㎜
●カラー：白、赤、青
●スピンがかかりにくく曲がらない
●公式競技には使用できません

練習場名人
¥210（本体価格 ¥200）

T-90
●サイズ：	64㎜、段高 27㎜　●入数：	50
●練習場の気分でリラックス

ノンスライスティー
¥105（本体価格 ¥100）

T-174
●サイズ：全長 80、高さ50㎜
●カラー：白、赤、青、黄
●1本入
●公式競技には使用できません

テトラティー
¥8（税抜本体価格）

T-175
●注文単位：100 個
●置くだけでOK！
●冬場の硬いティーグランドに

（1個につき）

	 黄 (040)	 透明 (170)

	 赤 (010)	 青 (030)

ドルフィンティー
¥735（本体価格 ¥700）

T-136
●材質：	SUS410、TPU、PA
●入数：	12
●握りやすいグリーンフォークにティー
の紛失防止にスパイラルコード付

●ティーは交換可能

ゴルフィット 3
¥630（本体価格 ¥600）

T-60
●入数：	20

	 黄 (040)	 透明 (170)

	 赤 (010)	 青 (030)

ゴルフィット 3 
スペアティー
¥210（本体価格 ¥200）

T-160
●入数：	100

	 黄 (040)	 透明 (170)

	 赤 (010)	 青 (030)

ゴルフィット 4 
（フォー）
¥840（本体価格 ¥800）

T-84
●材質：	PC、スチール、テトロン
●入数：	12
● 4サイズの紐付ティーにグリーン
フォーク付

	 黄 (040)	 透明 (170)

	 赤 (010)	 青 (030)

ゴルフィット 4 
スペアティー
¥420（本体価格 ¥400）

T-184
●入数：	100

	 白 (020)	 青 (030)	 黄 (040)

	 赤 (010)

ターゲッティー
¥630（本体価格 ¥600）

T-64
●入数：	20

ティー用紐 5m
¥210（本体価格 ¥200）

T-764
※ターゲッティー、他用

	 パールピンク (270)	 ブラウン (070)

ティー &マーカー 
ホルダー ハート
¥ オープン価格
T-41
●サイズ：110×35×4㎜
●マグネット内蔵のティー＆マーカ
ーホルダー

●ティーは付属しません
●中国製　● LT1800	

レッド (010)

ホワイト (020)

ティアラ・フェアリーティーホルダー
¥787（本体価格 ¥750）

Z-163
●サイズ：60×65㎜	(突起、フックは含まず)
●ティー付

ジャスティーアイアン用
¥105（本体価格 ¥100）

T-63
●サイズ：	35㎜　●入数：	100

BQウッドティー
¥315（本体価格 ¥300）

T-117
●サイズ：55㎜　●カラー：アソート
●米国製 /中国製

●ゴルフ規則により、
ティーの長さは4イ
ンチ（101.6㎜）以下
となっていますので
公式競技には使用で
きません

超ロングティー
¥525（本体価格 ¥500）

T-44
●材質：PC　●入数：12
●12㎝・15㎝の超ロングティー

●使用上問題の無いB級
のティーが100 本入の
お徳用

タコティー 2P
¥630（本体価格 ¥600）■

T-702
●サイズ：	70㎜　●入数：	50

リードティブリスターパック
¥780（本体価格 ¥743）

T-502
●サイズ：	83㎜

ハンディパック 82 ミックスカラー
¥210（本体価格 ¥200）

T-450
●サイズ：82㎜　●入数：30　●米国製

ハンディパック 82 ナチュラル
¥210（本体価格 ¥200）

T-451
●サイズ：82㎜　●入数：30　●米国製

ウッドティー段つきコンビ
¥105（本体価格 ¥100）

T-79
●サイズ：	段付/55㎜、段高 25㎜、ショート：40㎜	
●入数：50　●ティー：米国製 /中国製

ウッドティー段つき 75
¥210（本体価格 ¥200）

T-178
●サイズ：75㎜、段高 40㎜　●カラー：ニス塗
●入数：50　●中国製 ブラック (080) ピンク (100)

	 カーネーション (580)	 サクラ (560)

	 ガーベラ (530)	 コスモスB(550)

フラワーティ ブリスターパック
¥780（本体価格 ¥743）

T-501
●サイズ：83㎜
●花びら：中国製、軸部：日本製

	 カーネーションコスモスB サクラ	 ガーベラ

段 高
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段 高
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全 長
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全 長
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全 長
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全 長
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段 高
40

段 高
25



グリーンフォークDIVOT REPAIR TOOLS

マーカーBALL MARKS

グリーンフォーク
¥210（本体価格 ¥200）

T-15
サイズ 	72㎜
材　質 	スチール＋クロームメッキ
入　数 	100
●スパイクレンチ付

50 5150 51

	 赤 (010)

ブラシフォーク
¥315（本体価格 ¥300）

T-119
サイズ 	73㎜
入　数 	12
●ボールチェーン付

	 青 (030)	 黒 (080)

1 本グリーンフォーク 
¥315（本体価格 ¥300）

T-288
サイズ 	全長 96㎜

材　質	 	本体 :	ステンレス(SUS430)	
	チェーン :	真ちゅうにクロームメッキ

●握りやすく芝をいためにくい形状
●二本足フォークよりも芝を傷つけ
ず、スッと刺せます

X-816、X-814 クリップ

ラブリーハート (260)

マグナウェーブ 
フォークセット
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

X-810
サイズ	 	フォーク全長 :	80㎜、	

	マーク :	約18㎜
入　数 	12
●米国製

	 クロスクラブ (130)	 ネバーアップネバーイン (140)

ネバーアップ
ネバーイン

クロスクラブ	 アメリカ (270)

	 アローハート (120)

アローハート

ゴージャス(250)

スワロフスキー
マーカーフォーク＆クリップ
¥2,625（本体価格 ¥2,500）

X-814
サイズ	 	全長 /約 38㎜、マーク/約 27㎜	

	クリップ :	約 24×18㎜

材　質	 	スチール (ニッケルメッキ)、マグネット、	
	スワロフスキー (オーストリア製 )

入　数 12
●磁石付きハットクリップ
●中国製

	 グリーンクローバー (180)	 ピンククローバー (170)	 レインボー (910)	 ナイスパー (230)	 ピギー (240)	 アイラブゴルフ (160)

ナイスパー	 ピギー	 アイラブゴルフ	 グリーンクローバー	 ピンククローバー レインボー	

サービスグリーン 
フォーク（無地）
¥14（価格は税抜本体価格です）

T-134
サイズ 	74㎜
カラー 	ロイヤルブルー

サービスグリーン 
フォーク（プリント入）
¥16（価格は税抜本体価格です。）

T-135
●3,000 個以上版代サービス

版代
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

Z-96
●パッドプリント用樹脂版

グリップイン マーカー
¥315（本体価格 ¥300）

T-49
サイズ 	φ18
入　数 	亜鉛ダイキャスト

	 黄 (040)	 黒 (080)

	 白 (020)	 青 (030) 	 禁煙レッド (610)	 禁煙ブルー (630)	 レッド (010)

	 ブルー (030)	 イエロー (040)	 シルバー (120)

	 赤 (010)

	 イエロー (040)	 シルバー (120)

	 レッド (010)	 ブルー (030)

光る 
グリーンマーカー  
メタル
¥525（本体価格 ¥500）

T-704
サイズ 	φ22

材　質	 	スチール、	
	ポリエステル

●反射シートと蓄光の輝き

キャディーフォーク
¥420（本体価格 ¥400）

T-45
サイズ 	115㎜
材　質 	ステンレス
入　数 	20

光るグリーンマーカー 
袋入（4 個入）
¥525（本体価格 ¥500）

T-705
サイズ 	φ18（足付）
カラー 	4カラーアソート
材　質 	蛍光プラスチック＋反射＋蓄光

OKマーカー
¥472（本体価格 ¥450）

T-68
●入数：12　●クリップ式ホルダー
●マグネット式マーカー付

光るグリ－ンマ－カ－  
クリップ専用
¥682（本体価格 ¥650）

T-708
サイズ 	φ25.5
●マグナマーク等のマグネット式用の
マーカー（よく目立つ反射+蓄光）

●クリップ（台座）は付属しません
●T-707には使用できません

コインマークホルダー
¥525（本体価格 ¥500）

T-83
サイズ 	φ19
●入数：20　●クリップ式マークホルダー

光るグリーンマーカー 
マグネット式
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

T-707
サイズ 	31×41（長さ）㎜
●マグネット式ホルダー付

スペアマーカーは

T-704

ゴールドシルバーブルーレッド

	 ブルー (030)	 シルバー (120)	 ゴールド (160)

	 レッド (010)

です

スワロフスキー
マーカーフォーク＆クリップ 
EX ゴージャス
¥2,940（本体価格 ¥2,800） 
X-816
サイズ	 	全長 /約 38㎜、マーク/約 27㎜	

	クリップ :	約 24×18㎜
	
材　質	

	スチール (ニッケルメッキ)、	
	マグネット、	
	スワロフスキー (オーストリア製 )

入　数 	12
●磁石付きハットクリップ
●中国製

アメリカ

ゴルフネックレス 
ティアラクイーン
¥4,200（本体価格 ¥4,000）

X-789
	
サイズ	

	チャーム :	φ25	
	チェーン :	50㎝	+	5㎜	
	(アジャスター付き)

	
	
材　質	
	

	チェーン :	真鍮、鉄、亜鉛、
ネオジム磁石	
	マーカー :	錫合金、	
	スワロフスキー社製	
	クリスタルポイント

●簡単に着脱できるゴルフ用ネックレス
タイプのマーカー

ティアラクイーン  
ゴールド
¥4,200（本体価格 ¥4,000）

X-793

	 ホワイト (020)	 ブルー (030)	 ピンク (100)	 ローズ (200)	 トパーズ (210)	 ミックス (220)



ティンボックス
¥210（本体価格 ¥200）
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50個より特注 (マーカー部分)を承ります

ピッチフィックス  
オリジナル（マーカー付）
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

T-223
サイズ	 	72×30×14(115×30/使用時 )㎜、	

	マーカー :	φ23.5
材　質 	ABS樹脂、スチール、マグネット
重　量 	約 32g
●ボタン１つでフォークが出る!
●フォークが収納できるから、ポケットの中が汚
れない!

●まるで車のKeyのような掴み心地
●中国製

ピッチフィックス 
ハイブリッド（マーカー付）
¥1,890（本体価格 ¥1,800） 

T-227
サイズ	 	72×30×14(115×30/使用時 )㎜、	

	マーカー :	φ23.5

材　質	 	ステンレス、アルミ、ABS樹脂、　	
	マグネット

重　量 	約 38g
●軽量アルミとABS樹脂素材の2カラー
●中国製

ピッチフィックス 
クラシック（マーカー付）
¥2,205（本体価格 ¥2,100）

T-224
サイズ	 	72×30×14(115×30/使用時 )㎜、	

	マーカー :	φ23.5
材　質 	アルミ、スチール、マグネット
重　量 	約 45g
●カラーは全10 色
●ギフトボックスはティンボックス (T-225)、
ラウンドボックス、ウッドボックス (プレーン )、
ウッドボックス (カーボン調 )の 4	種類があり
ます

●中国製

ピッチフィックス用 
マーカー
¥210（本体価格 ¥200）

T-226
サイズ 	φ23.5
※マーカーにマグネットはついてお
りません

●中国製

	 アーガイルGR- ブルー (170)	 デンジャー -ブラック (180) 4G ×シルバー (470) クロス×ダークブルー (480) ラブ＆ピースＷＨ×レッド (490)

ご自由な
デザインで…

	 タテ - ガンメタ (110)	 スマイル YE- ブラック (130)	 スマイルBL- ブルー (140)	 スマイルRD- ピンク (150)

台紙タイプは本体カラーと
マークデザインでJANコード

が異なります。

カウンター
ディスプレイ24P

裏面
（スタンド脚付）

表面

ウッドボックス・カーボン調
サイズ :	100×60×25㎜●サイズ :	95×68×20㎜

ラウンドボックス
サイズ :	φ103×45㎜

	 ドラゴン - ブラック (220)

	 アーガイルPK- ピンク (160)

フリー (990)

※別途デザイン代が掛かります

ボタン

マーカー

A、P、W等の
シャフト置きとして
グリップの
水濡れ、汚れ防止

ポケットの中が
汚れない
フォーク収納タイプ

シルバー

ダークブルー グリーン オレンジ レッド パープル

ガンメタ ピンク ブラック ブルー

ドラゴン (110)

タテ (120)

スマイルYE(130) スマイルBL(140) スマイル RD(150)

アーガイルPK(040) アーガイルGR(050)

デンジャー (170)NEXT	PUTT(100)

ホールインワン
クラブ

ホールインワン
イエロー

ホールインワン ホールインワン 2

ワンパットブルー (060)

ラブ&ピース	WH(220)ラブ&ピース	PK(210)

ブー (270) ピヨ (280) クロス	BK(290) マスクマン	1P(300) マスクマン	X(310) マスクマン	PK(320) マスクマン	BL(330)

ラブ&ピース	BL(230) ラブ&ピース	YE(240) ４Ｇホワイト (250) ハーツ (260)

ワンパットピンク (070)

※フリーはピッチフィックス本体とマーカーをお好
みの組み合わせでお選びいただけます

T-225

ホワイト×
レッド

レッド×
シルバー

ブラック×
シルバー

オレンジ×
ブルー

ガンメタ×
レッド

ガンメタ×
ブルー

ガンメタ×
グリーン

ホワイト×
ブルー

(240) (210)

(230)

(930) (840) (850) (860) (880)

(260) (430) (370) (440)

ホワイト×
グリーン

イエロー×
ブルー

ライトブルー×
ブルー

グリーン×
シルバー

ホールインワン記念（名入例）

NEW 
Color

NEW 
Color

NEW 
Color

T-227・T-224・T-223のマーカーは、T-226ピッチフィックス用マーカーからお好きなものをお選びください

NEW
NEW
NEW

	 フリー (990)



※マーク (円形 )・クリップ(楕円形 )の形状は、製品と同形状となります。	 ※上記以外の仕様につきましては別途、お見積させていただきます。
※上記の価格にはパッケージは含みません。	 ※入稿データは JPEG	( 高解像度 )・Adobe	Illustrator(.ai,	.eps)	等のデーターで支給してください。

オリジナルマグナマーク

マグナマーク	セット

マーク

クリップ

最低ロット

300セット

300	個

300	個

納期

1.5	ヶ月

1.5	ヶ月

1.5	ヶ月

仕様

マーク：刻印 +4色まで
クリップ：刻印 +4色まで

刻印 +4色まで

刻印 +4色まで

製品代

¥1,575（本体価格¥1,500）

¥840（本体価格¥800）

¥945（本体価格¥900）

型代

マーク：¥31,500（本体価格¥30,000）★
クリップ：¥31,500（本体価格¥30,000）★

¥31,500（本体価格¥30,000）★

¥31,500（本体価格¥30,000）★

ゴージャス (250) ラブリーハート (260)

アイラブゴルフ
（レッド）

クロスクラブ
(ブラック )

クロスクラブ	
( ホワイト )
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マグナマーク セット
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-631
●サイズ：マーク/φ25、クリップ/約 40×16㎜
●帽子等に付けるクリップ(台座 )とマーカーのセット
●米国製

マグナマークマーカー
¥840（本体価格 ¥800）

X-633
●サイズ：約 25㎜　●米国製

ストレートスマイルBスマイルスカルレインボー 入魂

パワーマーカー 白
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

C-160

パワーマーカー 黒
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

C-161

	 プリズム /	S(663)	 プリズム	/	M(665)	 プリズム	/	L(667)

	 クロス	/	S(673)	 クロス	/	M(675)	 クロス	/		L(677)

	 クロス /	S(673)	 クロス /	M(675)	 クロス /		L(677)

	 ユニオンジャック /	S(693)	 ユニオンジャック /	M(695)	 ユニオンジャック /		L(697)

	 ユニオンジャック /	S(693)	 ユニオンジャック /	M(695)	 ユニオンジャック /		L(697)

	 プリズム (660)	 クロス (670)	 ハート (680) 	 ユニオンジャック (690)	 イタリアンスカル (700)

	 プリズム	/	S(663)	 プリズム		/	M(665)	 プリズム		/	L(667)

※装着イメージ
　ホルダーは付属しません

	 ハート	/	S(683)	 ハート	/	M(685)	 ハート /	L(687)

イタリアンスカル	/	S(703)

イタリアンスカル	/	M(705)

イタリアンスカル /	L(707)

	 イタリアンスカル	/	S(703)	 イタリアンスカル	/	M(705)	 イタリアンスカル /	L(707)

	 ハート	/	S(683)	 ハート	/	M(685)	 ハート /	L(687)

ティアラ・フェアリー 
ボールマーカー（L）
¥3,780（本体価格 ¥3,600）

X-745
サイズ 	マーカー：約 27㎜

ティアラ・フェアリーハート
¥3,780（本体価格 ¥3,600）

X-736
サイズ	 	マーカー：約 27㎜、	

	台座：44×35㎜

ティアラ・フェアリー
スペアマーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）●

X-749
サイズ 	φ25	

スワロフスキー 
マーカー＆クリップ EX
¥2,940（本体価格 ¥2,800）

X-815
サイズ 	マーク :	約 27㎜、クリップ:	約 24×18㎜

材　質	 	スチール (ニッケルメッキ)、マグネット、	
	スワロフスキー (オーストリア製 )

入　数 	12
●中国製

ホワイト×
ピンク (020)

ホワイト×
イエロー (240)

ホワイト×
グリーン (260)

レッド (010) ブルー (030) ピンク (100)

フラワーRD
(200)

フラワーBL
(190)

フラワー PK
(210)

ハート RD
(270)

ハート BL
(280)

ハート PK
(240)

ホワイト (020)

ブルー (030)

ピンク (100)

シリコン製ブレスレットに磁石が内蔵された
ファッション性に優れたマーカーホルダー

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW 
Color

NEW 
Color

パワーマーカー用
マーカー  
スタンダード
¥420（本体価格 ¥400） 

C-164
●サイズ：φ19
●材質：スチール、エポキシ
樹脂	

●この商品はパワーマーカー
用の交換マーカーです

●製品には磁石はついていま
せん

パワーマーカー用マーカー  
デラックス
¥525（本体価格 ¥500） 

C-165
●サイズ：φ19
●材質：スチール、ガラス
●この商品はパワーマーカー用の交換マ
ーカーです

●製品には磁石はついていません
●中国製

	 レッド (010) 	 ホワイト (020) 	 ブラック (080)

NEW
NEW
NEW

シリコンベルト
¥840（本体価格 ¥800） 

C-166
●フリーサイズ（手首周り18㎝までに対応）
●製品サイズ：215×25×D10㎜
●材質：シリコンゴム、スチール
●入数：20
●手首にワンタッチで巻き付けて、お好みのマーカーやカウン
ターを装着してポップでおしゃれにプレーを演出します

●中国製
※マーカーとカウンターは装着イメージです

●サイズ：S、M、L
●中国製

●サイズ (内径 )：S(170㎜ )、M(185㎜ )、L(200㎜ )　●中国製

ラインストーンスカル (640) メイサイスカル (630)

クロス

ユニオン
ジャック

プリズム

ハート

イタリアンスカル

※マーカーのみクリップは付属しません

マグナマーク 
クリップ
¥945（本体価格 ¥900）

X-634
●米国製

マグナマーカーセット
¥2,520（本体価格 ¥2,400）

X-637
●マグネット付きマーカー、クリップ、
マグネット付きフォークの3点セット

●ギフトに最適
●米国製

※クリップのみマーカーは付属しません

ハイビスカス	ピンク ハイビスカス	レッド ハイビスカス	ホワイト ハイビスカス	イエロー
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スヌーピー 
クリップ &マーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-750

リラックマ
キャップクリップマーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800) ▲

X-785
●中国製

コリラックマ 
キャップクリップマーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800) ▲

X-786
●中国製

ピンク	

©SAN-X	2013 ©SAN-X	2013

ラインストーン 
リラックマ 
クリップ &マーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲

X-731
●中国製

©SAN-X	2013

ミッフィー 
キャップマーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-779
●中国製

	 1 番 (190)	 王冠 (180)

	 1番 王冠

ダイヤ (440)

ボールマーク ケンケン
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-794
●中国製

TM	Hanna-Barbera.	©	Hanna-Barbera	and	Hetter-Quigley.

キャップマーカー 
ミヤザキ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-776
●中国製

ナタリー・ガルビス 
キャップマーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）

X-780
●中国製

アーノルドパーマー 
パラソルマーカー  
APBM-204
¥1,470（本体価格 ¥1,400）▲

X-759
●中国製

スライド・ナビマーカー
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●

X-781
サイズ 	約 63×32×5㎜
●方向指示付きボールマーカー
●専用フック付き(ベルト等に吊
下げができます)

●マーカーは磁石につきません
●台湾製

ライン・ナビマーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）●

X-782
サイズ 	約 30×28×2㎜
●方向指示付きボールマーカー
●磁石付き、台座は付属しません
●中国製

	 白 /黒 (280)	 ブラック (080)

	 レッド (010)	 白 / 赤 (210)

レインボー

(910)

フラワーズ アイラブ
ゴルフ

ピンク
クローバー

グリーン
クローバー

レッド
フラワー

ブルー
ストレート

ピンク
ストレート

クロス

赤 (010)

赤 (010)

赤 (010)

ビッグ・ナビマーカー
¥1,260（本体価格 ¥1,200）●

X-791
サイズ 	直径 42㎜×厚 2㎜
●方向指示付き、ボールと同じサイ
ズのマーカー

● 7本のラインによって、正しいラ
インにボールをセットすることが
でき、パット数が激減

●台湾製

ライン・
ナビマーカー 
ロング
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●

X-792
サイズ 	幅 28㎜×縦 42㎜×厚1.5㎜
●方向指示マーク付きボールマーカー
●専用ベルトクリップ付き
●台湾製 ピンクパンサー 

クリップ &マーカー ダイヤ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-756
●中国製

	 ドットハート (240)	 スワロフスキー (230)

ドットハート	

フライングエース  
クリップ &マーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-757
●中国製

天才バカボン パパ 
キャップマーカー
¥1,300（本体価格 ¥1,239）●

X-769
●中国製

ウルトラマン 
クリップ &マーカー 
プロフィール
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-761
●中国製

ボールマーカー  
ピンクパンサー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-796
●中国製

ボールマーカー  
スヌーピー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

X-797
●中国製

白 (020)

白 (020)赤 (010)

青 (030) 黄 (040)

ハート (680) ドッグハウス (330)

スヌーピー (620) ジョークール (340) スヌーピーゴルフ (350)

スワロフスキー

パープル

	 ピンク (100)	 パープル (190)

Price 
Down

Price 
Down

タイガーマスク 
ボールマーカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500） 

X-799
●中国製

PEANUTS©	United	Feature	Syndicate,	Inc

NEW
NEW
NEW

紺 (050)

紺 (050)

紺 (050)

緑 (060)

緑 (060)緑 (060)

黒 (080)

黒 (080)

黒 (080)

スワロフスキー 
マーカー＆クリップ
¥2,625（本体価格 ¥2,500）

X-813
サイズ	 	マーク :	約 27㎜	

	クリップ :	約 24×18㎜

材　質	 	スチール (ニッケルメッキ)、マグネット、	
	スワロフスキー (オーストリア製 )

入　数 	12

●中国製	 	 	

(150)
(160) (170) (180)

(200) (210) (220)
(670)

ネバーアップ青 (030) ゴルフプロ (380) ゴルフコース (370)ネバーアップオレンジ (090)

©K・T/K・T



      

※写真は実物大です。色については印刷により実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●
本
ボ
ー
ル
に
近
い
硬
さ
の
練
習
ボ
ー
ル

58 5958 59

スノーボール（6 個入）
¥840（本体価格 ¥800）
R-30
材　質  発泡ポリエチレン
入　数  12

スノーボールバラ
¥136（本体価格 ¥130）
R-103
重　量  約 1g

ホローボール（ホワイト）
¥315（本体価格 ¥300）
R-27
材　質  ポリエチレン
入　数  12

セフティーボール（6 個入）
¥735（本体価格 ¥700）
R-29	
材　質  天然ゴムスポンジ
入　数  12
●日本製 /マレーシア製

ピーボール（ホワイト）
¥315（本体価格 ¥300）
R-20
材　質  ポリエチレン
入　数  12

フライトボール（カラー）
¥525（本体価格 ¥500）
R-25
材　質  ポリエチレン
入　数  12

ホローボールバラ
¥52（本体価格 ¥50）
R-107
重　量  約 5.5g

セフティーボールバラ
¥120（本体価格 ¥115）
R-109
重　量  約 10g
●日本製 /マレーシア製

ピーボールバラ
¥52（本体価格 ¥50）
R-110
重　量  約 7g

フライトボールバラ
¥84（本体価格 ¥80）
R-115
重　量  約 25g

スケルトンピーボール（ホワイト）
¥315（本体価格 ¥300）
R-40
材　質  ポリエチレン
入　数  12

スケルトンピーボールバラ
¥52（本体価格 ¥50）
R-137
重　量  約 5.5g

スノーボール（3 個入）
¥472（本体価格 ¥450）
R-3
材　質  発泡ポリエチレン
入　数  12

ホローボール（カラー）
¥315（本体価格 ¥300）
R-7
材　質  ポリエチレン
入　数  12

セフティーボール（3 個入）
¥420（本体価格 ¥400）
R-9	
材　質  天然ゴムスポンジ
入　数  12
●日本製 /マレーシア製

ピーボール（カラー）
¥315（本体価格 ¥300）
R-10
材　質  ポリエチレン
入　数  12

フライトボール（ホワイト）
¥525（本体価格 ¥500）
R-15
材　質  ポリエチレン
入　数  12

スケルトンピーボール（カラー）
¥315（本体価格 ¥300）
R-39
材　質  ポリエチレン
入　数  12

ライトボール
¥420（本体価格 ¥400）
R-5
材　質  ボール：ポリエチレン
入　数  12
●屋外用
●ウッド専用アイアン不可
●紐長 3m

ライトボールスペア 
(3 個入）
¥252（本体価格 ¥240）
R-6
材　質  ポリエチレン
入　数  12

紐付ボールスペア
¥315（本体価格 ¥300）
R-19
入　数  12

●紐長 3m

4 903487 301003

4 903487 3020004 903487 302703

4 903487 300303

4 903487 303007

4 903487 303908

（1 個につき） （1 個につき） （1 個につき） （1 個につき） （1 個につき） （1 個につき）

直径：約 43㎜ 直径：約 43㎜ 直径：約 42㎜ 直径：約 43㎜ 直径：約 41.5㎜ 直径：約 43㎜

飛距離で選ぶ プラクティスボール

フロッピーボール
¥2,310（本体価格 ¥2,200）●
R-35

●フロッピーは、より本ボールに近いスピン・弾道・ランを実
現した画期的な室内用アプローチ専用練習ボールです

●室内専用に設計されているので家具や窓ガラスを気にする
ことなく安全に使用できます

●サイズ : φ 41　●重量 : 21g
● 3 個入　●中国製

「実際のボールに近い弾道」これが上達への近道



●安全のため、強力型（ 　　・　　・ 　　）以外の商品には、別売りの正面 2 重用ネット（ 　　   2.0 × 2.0m）をお求めください。
■ネット素材と規格：ポリエチレン／ 23㎜幅
　　　　　　　　　　　　 ・　　・　　  は 36 本縒

より

　　　　　　　　　　　　 ・　　・　　  
※尚、各品番とも防炎ネットもご用意できます。
■パイプサイズ（外径−肉厚 /㎜）：　　・　　・ 　　（22.2 − 1.2）
    　　  　　　・  　　（31.8 − 1.6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（38.1 − 1.6）

材質拡大

材質拡大

ネット用ロープ

ネット用補修糸

M-78

M-278

36

36

ゴルフネットGOLF NET

ゴルフネットについて

60 6160 61

¥137（本体価格 ¥130）
M-198

¥210（本体価格 ¥200）
M-199

ゴルフネットポール型 
（カスタム S）
¥44,100（本体価格 ¥42,000）▲
M-60
 
サイズ 

 前巾 2.4、前高 2.4 
 奥巾1.6、奥高 2.0 
 奥行1.0、下タレ 0.2m

材　質  六価クロメートメッキ処理
重　量  10㎏
●的サイズ 90 × 90㎝
●張綱式

M-60 用ネットのみ
¥21,000（本体価格 ¥20,000）▲
M-160

正面 2 重用規格ネット 2 × 2m
¥5,880（本体価格 ¥5,600）
M-124

	M-74

ゴルフネット強力型（AB）
¥220,500（本体価格 ¥210,000）▲
M-67
サイズ  前巾高、奥巾高 

 奥行すべて 3.0、下タレ 0.3m
材　質  三価ユニクロメッキ処理
重　量  50㎏
●的サイズ 175 ×175㎝
●納期約 1ヶ月

M-67 用ネットのみ
¥92,400（本体価格 ¥88,000）▲
M-167

正面 2 重用規格ネット 3 × 3m
¥13,230（本体価格 ¥12,600）
M-125

	M-76

ゴルフネットゲート型 
（スペシャル M）
¥63,000（本体価格 ¥60,000）▲
M-62
 
サイズ 

 前巾 3.0、前高 2.5 
 奥巾 2.0、奥高 2.0 
 奥行1.5、下タレ 0.2m

材　質  六価クロメートメッキ処理
重　量  16㎏
●的サイズ 90 × 90㎝
●ゲート型パイプフレーム●張綱式

M-62 用ネットのみ
¥35,700（本体価格 ¥34,000）▲
M-162

正面 2 重用規格ネット 2 × 2m
¥5,880（本体価格 ¥5,600）
M-124

	M-74

ゴルフネット強力型（SP）
¥325,500（本体価格 ¥310,000）▲
M-69
サイズ  前巾高、奥巾高 3.0 

 奥行 6.0、下タレ 0.3m
材　質  三価ユニクロメッキ処理
重　量  81㎏
●的サイズ 175 ×175㎝
●納期約 1ヶ月

M-69 用ネットのみ
¥134,400（本体価格 ¥128,000）▲
M-169

正面 2 重用規格ネット 3 × 3m
¥13,230（本体価格 ¥12,600）
M-125

	M-76

ゴルフネットゲージ型 
（デラックス LL）
¥99,750（本体価格 ¥95,000）▲
M-65
 
サイズ 

 前巾 3.0、前高 3.0 
 奥巾 2.0、奥高 2.0 
 奥行 2.0、下タレ 0.3m

材　質  六価クロメートメッキ処理
重　量  30㎏
●的サイズ 120 ×120㎝
●フレーム 自立式

M-65 用ネットのみ
¥44,100（本体価格 ¥42,000）▲
M-165

正面 2 重用規格ネット 2 × 2m
¥5,880（本体価格 ¥5,600）
M-124

	M-75

ゴルフネット強力型 
（ハウス）
¥504,000（本体価格 ¥480,000）▲
M-71
 
サイズ 

 前巾 6.0、前高 3.0 
 奥巾 6.0、奥高 3.0 
 奥行 6.0、下タレ 0.3m

材　質  三価ユニクロメッキ処理
重　量  131㎏
●的サイズ 175 ×175㎝
　2 枚付　●納期約 1ヶ月

M-71 用ネットのみ
¥210,000（本体価格 ¥200,000）▲

M-171

正面 2 重用規格ネット 3 × 6m
¥26,460（本体価格 ¥25,200）
M-148

	M-76

強力型とは……
パイプが普通型より太く、ジョイント式パイプ
（1本のパイプの長さは3m）で正面のネット
が2重です。
※屋上への設置には、エレベーターに積込みで
きる強力型をお求めください。
※設置には別途、取付料金がかかります。

的 帆布 90 × 90cm
¥4,200（本体価格 4,000）
M-74
材　質  ポリエステル
●タイ製

的 帆布 120 × 120cm
¥5,250（本体価格 5,000）
M-75
材　質  ポリエステル
●タイ製

的 帆布 175 × 175cm
¥10,500（本体価格 10,000）
M-76
材　質  ポリエステル
●的なし無地タイプ
●タイ製

的 消音メッシュ 88 × 88cm
¥5,250（本体価格 5,000）
M-79
材　質  塩化ビニル樹脂 (防炎製品 )
●タイ製

的 消音メッシュ180 × 180cm 
¥12,600（本体価格 ¥12,000）
M-78
材　質  塩化ビニル樹脂 (防炎製品 )
●的なし無地タイプ
●タイ製

的 消音メッシュ180 × 180cm
的なし無地タイプ 
¥12,600（本体価格 ¥12,000）
M-278
材　質  塩化ビニル樹脂 (防炎製品 )
●タイ製

規格ネット
材　質  ポリエチレン
仕　様  25㎜幅、400 デニール /36 本
●規格サイズ以外の別注も承ります

¥5,880（本体価格 ¥5,600）
M-124
サイズ  2.0 × 2.0m

¥13,230（本体価格 ¥12,600）
M-125
サイズ  3.0 × 3.0m

¥42（本体価格 ¥40）
M-196

¥74（本体価格 ¥70）
M-197

¥21（本体価格 ¥20）　
M-195

ゴルフネット 補修キット
¥630（本体価格 ¥600）
M-123
入　数  12
太　さ  2㎜
●穴のあいた家庭用ネットを簡単に直せ

ます。補修糸（20m）と網針のセット

¥8,820（本体価格 ¥8,400）
M-126
サイズ  2.0 × 3.0m

¥7,350（本体価格 ¥7,000）
M-127
サイズ  2.0 × 2.5m

¥17,640（本体価格 ¥16,800）
M-128
サイズ  3.0 ×4.0m

¥11,760（本体価格 ¥11,200）
M-129
サイズ  2.0 ×4.0m

¥26,460（本体価格 ¥25,200）
M-148
サイズ  3.0 × 6.0m

	M-67 	M-69 	M-71 	M-124

	M-60 	M-62 	M-65

	M-67 	M-69 	M-71

	M-60 	M-62 	M-65

	M-67 	M-69

	M-71

（m当り）

（m当り）

（m当り）

（m当り）

（m当り）

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

67㎝

67㎝

42㎝

2.4m

2.4m

2.0m

1.
0m

1.6m

1.
5m

3.0m

2.5m

2.0m

2.0m

3.0m

3.0m

2.0m

2.0m

2.
0m

3.0m

3.0m

3.0m

3.
0m

3.0m

3.0m

3.0m

3.0m

6.
0m

3.0m

6.0m

3.0m

3.0m

6.
0m

6.0m

太さ：4㎜

太さ：8㎜

太さ：6㎜

太さ：2㎜

太さ：10㎜



フルスウィングFULL SWING

ティーの長さは上記の通り計測した数値を表示していますので、実際の
ティーアップの高さとは異なります。一般的なマットの場合ベース部が
約 5㎜、芝部（パイル長）が約 12 〜15㎜ありますので、ご使用される
マットの厚さを考慮してください

62 636362

ゴルペット ML型
¥49,350（本体価格 ¥47,000）	■
M-183
サイズ  全長 740㎜、高さ 200㎜
梱包重量  6㎏
●100 個用　●アイアン使用可

ゴルペットスペア
ML型用（GTE-28）
¥577（本体価格 ¥550）	▲
M-184
サイズ  長さ 270㎜
●入数：18

DX型用 
先ゴムグリーン（GTE-21）
¥504（本体価格 ¥480）	▲
M-180
サイズ  長さ 270㎜（スタンダード）
●入数：30

ツウィンティー重り付
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
T-101
ティーの高さ  26/36（T-102）
入　数  10
● 1 本のティーで高・低の高さを変更可

能です

ツウィンティー 
重り付用 重りのみ
¥2,121（本体価格 ¥2,020）
Z-601

ツウィンティースペア (26/36）
¥504（本体価格 ¥480）
T-102
サイズ  26/36㎜
入　数  12

ツウィンティースペア (40/45）
¥577（本体価格 ¥550）
T-304
サイズ  40/45㎜
入　数  12

ゴルペットスペア 
L型用スペアティー先ゴム 

（GTE-24）
¥504（本体価格 ¥480）	▲
M-180
サイズ  （GTE-24）長さ 21㎝スタンダード 

 （GTE-22）長さ 21㎝ティー小、レール細
カラー  グリーン、ブラックは
●入数：30

	M-187

L型用
元ゴム（GTE-26A）
¥892（本体価格 ¥850）	▲
M-181
サイズ  長さ185㎜
●元金具付　●入数：15

L型用
アイアンレール 

（GTE-27）
¥630（本体価格 ¥600）▲
M-182
サイズ  長さ 250㎜
●入数：15

スウィングミラー（S）
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
G-199
サイズ  φ250

材　質  ミラー：ガラス 
 枠：ポリプロピレン

入　数  10
●全身が映る凸面鏡

半球ティー
¥315（本体価格 ¥300）
T-71
入　数  12
●パーマネントティーと

ボールが合体した素振
り用ティー

コースの雰囲気で…
¥420（本体価格 ¥400）
T-145
入　数  12
●練習場でコースと同じ雰囲

気でティーアップできます
●ひも付 3 本セット

 30㎜ /T-630 35㎜ /T-636 40㎜ /T-640  45㎜ /T-645 50㎜ /T-650

 55㎜ /T-655 60㎜ /T-660 65㎜ /T-665

(024) (021)

M-182

M-181

 70㎜ /T-670 75㎜ /T-675 80㎜ /T-680

パーマネントティー
¥157（本体価格 ¥150）
入　数  50

パーマネントティー
スペシャル
¥210（本体価格 ¥200）
入　数  30

T-630 T-636 T-640 T-645 T-650

T-655 T-660 T-665 T-670 T-675 T-680

30㎜
35㎜

35㎜

40㎜

40㎜

45㎜

45㎜

50㎜

50㎜

60㎜
55㎜

65㎜
70㎜
75㎜
80㎜

ボール収集器イージーアップ
¥7,350（本体価格 ¥7,000）
C-48
サイズ  740㎜
入　数  6
●上から押すだけで簡単にボールを収集できます
●約 70 個まで収容可能

ボールピッカー
¥15,750（本体価格 ¥15,000）
C-56
サイズ  最長時 970㎜ 

 収納時 670㎜
入　数  6
●上から押すだけで簡単にボールを収集できます

ボールピッカー頭部 ステンレス
¥11,550（本体価格 ¥11,000）
Z-671

●材質：ステンレス

ボール収集器イージーアップ用
くちゴムセット
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
Z-648

●内容：ゴム×2、板×2、ネジ×8
● C-48 の交換部品

ボールカゴ（24 個入）
¥840（本体価格 ¥800）
M-98
サイズ  280 ×190 × 55㎜
入　数  20
● 24 個入用

ボールカゴ（S）
¥2,310（本体価格 ¥2,200）
M-96
サイズ  φ245 ×165㎜
入　数  20
● 50 個入用

ボールカゴ（L）
¥2,940（本体価格 ¥2,800）
M-97
サイズ  φ320 ×190㎜
入　数  20
●100 個入用

赤線入練習ボール R
¥105（本体価格 ¥100）
B-57
サイズ  ラージ
構　造  ワンピース
入　数  500

（1 個につき）

クロコ ボールバスケット 
150GR
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲
M-299
サイズ  350 × 320 × 200㎜
●150 個入用

Price 
Down

80 ㎜

50 ㎜

75 ㎜

45 ㎜

70 ㎜

40 ㎜

65 ㎜60 ㎜55 ㎜

35 ㎜30 ㎜

30㎜



12㎜

7㎜

50
0
㎜

225㎜

55
0
㎜

285㎜

クロコショットマット両面
The原点
¥79,800（本体価格 ¥76,000）▲
M-283

●サイズ：800 ×1000 × 30㎜
●重量：20kg

The原点スペア両面
¥41,790（本体価格 ¥39,800）▲
M-284

●サイズ：390 × 895 × 30㎜

スイングお特ね 黒
¥43,050（本体価格 ¥41,000）▲
M-285

●サイズ：1,000 × 650 × 22㎜

NEW
NEW
NEW

64 656564

ペアショットセット
¥35,700（本体価格 ¥34,000）
M-200

●サイズ：900 × 700 × 20㎜
●重量：15㎏
●セット内容：ペアショット枠、グリーンマットナイロン

650、パーマネントティー 35㎜×1、40㎜×1、ティ
ーマット大

ティーマット大
¥5,775（本体価格 ¥5,500）
M-201

●サイズ：645 × 315 ×10㎜

ペアショット枠
¥21,000（本体価格 ¥20,000）
M-202

●サイズ：900 × 700 × 20㎜

グリーンマット ナイロン650
¥8,925（本体価格 ¥8,500）
M-210

●サイズ：650 × 245㎜、パイル長14㎜（ゴム厚 8㎜）

スタンスマット 大
¥29,400（本体価格 ¥28,000）
M-204

●サイズ：900 × 900 ×18㎜
●重量：19㎏

スタンスマット S
¥18,900（本体価格 ¥18,000）
M-207

●サイズ：990 × 800 ×15㎜
●重量：14㎏

Vショットセット S（GL-151）
¥27,300（本体価格 ¥26,000）
M-307

●サイズ：600 ×1,000 × 20㎜
●重量：10.8㎏
●セット内容：スーパーカールグリーンマット

48(SM-607) 
●受注発注商品

カール HG 
スーパーグリーンマット 48 
(SM-135)
¥14,700（本体価格 ¥14,000）
M-446

●サイズ：400 × 800 × 20㎜
●重量：2.4kg

Vスタンスマット S
（GL-156）
¥21,000（本体価格 ¥20,000）
M-311

●サイズ：800 ×1,000 × 20㎜
●重量：24㎏
●受注発注商品

スタンスお特ね 1000BK
¥40,950（本体価格	¥39,000）▲
M-289

●サイズ：1,000W×1,000L× 20t(㎜ )
●表裏面が凹凸形状で滑りにくく安全です
●表面、裏面ともに 90 度ずつ 4 回転させることで、常に新鮮なタッチで

プレイできます
●ノンメタルスパイクシューズにも対応

クロコ・スタンスマットTouch原点 Z-30
￥80,850（本体価格￥77,000）	▲
M-295

●サイズ：800 ×1,000 × 30㎜
●重量：23.5㎏

Touch原点 
スペア・人工土原点 Z-36
￥19,110（本体価格￥18,200）	▲
M-293

●サイズ：405 × 595 ×18㎜
●重量：5㎏
● Touch原点のスペアマット

	M-446

白線入 ゴムマット
¥7,350（本体価格 ¥7,000）
M-26

●サイズ：600 ×450 × 8㎜
●重量：3.4㎏

シバーマットゴム付 カール芝
¥7,350（本体価格 ¥7,000	）
M-27

●サイズ：600 × 270 × 21㎜
●重量：1.55㎏
●入数：10
※穴なしもあります

シバーマット  
ラバースポンジ付 135
¥1,890（本体価格 ¥1,800）
M-620
サイズ  135 × 390 ×19(厚さ)㎜
材　質  芝 : ナイロン、ベース : NBRスポンジ
重　量  約 230g
入　数  30
●台湾製

シバーマット  
ラバースポンジ付 200
¥2,100（本体価格 ¥2,000）
M-621
サイズ  200 ×400 ×19(厚さ)㎜
材　質  芝 : ナイロン、ベース : NBRスポンジ
重　量  約 365g
入　数  30
●台湾製

シバーマット  
ラバースポンジ付 265
¥2,940（本体価格 ¥2,800）
M-622
サイズ  265 × 530 ×19(厚さ)㎜
材　質  芝 : ナイロン、ベース : NBRスポンジ
重　量  約 655g
入　数  20
●台湾製

シバーマット  
ラバースポンジ付 300
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
M-623
サイズ  300 × 600 ×19(厚さ)㎜
材　質  芝 : ナイロン、ベース : NBRスポンジ
重　量  約 825g
入　数  20
●台湾製

裏面、ベースのスポンジがショット時の
手への衝撃を吸収、パーマネントティー
装着時に盛り上がらない裏面形状

ナイスカット 250 
ナイロン芝 (ゴム付 )
¥5,040（本体価格 ¥4,800）
M-298

●サイズ：500 × 250㎜、パイル長17㎜（ゴム厚約 9㎜）
●重量：1.15㎏

芝王
¥8,400（本体価格 ¥8,000）▲
M-206

●サイズ：幅1m ×長さ15m、パイル長 22㎜
●重量：3.3㎏ /m2

※パッティングでの使用には不向きです

（1mにつき）

チッピングマット DX（ゴム付）
¥8,190（本体価格 ¥7,800）
M-61

●サイズ：615 × 315㎜、パイル長 22㎜
●入数：5

4 903487 406104

チッピングマット
¥3,780（本体価格 ¥3,600）
M-28

●サイズ：600 × 300㎜、パイル長 22㎜
●入数：10

49
0
㎜

275㎜

62
0
㎜

335㎜

ダブルウェイタフマット (SS-053)
¥ オープン価格
M-458

●サイズ：400 × 200㎜
●フェアウエイとラフの 2 種類の芝質　●アプローチ用
●天然芝タッチの丈夫な業務用芝 (タフマット)を採用
●フェアウエイ用芝は白線入
● LM3500

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

ゴム付
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ヘッドスピードテスター
¥1,890（本体価格 ¥1,800）
G-58
サイズ  95 ×18 ×18㎜ (固定具は含まず)
材　質  ポリアセタール、ポリエチレン、他
重　量  約 12g
入　数  12

●最小、最軽量設計によりヘッドバランスへの
影響が少ない

●ヘッドスピード m/sec(秒 )と飛距離 (ヤード
表示 )を表示

●クラブへの取り付けは、固定具をスライドして
ワンタッチでシャフトを傷めません

●クラブに装着したままでボールは打てません

メガパワーディスタンス
¥6,090（本体価格 ¥5,800）▲
G-270
サイズ  ロフト : 34°、ライ角 : 62°
 材　質  ヘッド : ダイキャスト、シャフト :  ステンレス、 

 グリップ : ラバー
●1.2kgの重量があるため、自然と身体を使ったスウィングが

身に付きます
● 57㎝と短いのでフェースの向きや動きを確認することも可能です
●ウエイトトレーニングやヘッドスピードアップに理想的な練習
●韓国製

ローターボールスペア
¥157（本体価格 ¥150）
M-115

ローター 
アームスペア
¥525（本体価格 ¥500）
M-116

 一般用 (002)

 Z 用 (003)

ライトパンチャースペア
¥525（本体価格 ¥500）
M-32
 
サイズ 

 Z用：長さ約 110㎝ 
 一般用：約 80㎝ 
 ミニ用：約 70㎝

入　数  12
●マット本体の種類によりゴムの長さ

が異なります
● Z用 (       　・  　　　に対応 )、

その他に一般用、ミニ用があります
	M-30 	M-31

スペアボール 
回転式（SS-022）
¥420（本体価格 ¥400）
M-309
入　数  12

4 973271 412208

ローター練習器
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
M-112
入　数  10
●ウッド、アイアン兼用。ボールの

高さは、高・低 2 段階に調節可能

 ミニ用 (001)

1610 万
画素

光学
12.5 倍
ズーム

25 倍
プレミアム
ズーム

 &
1/2.3型
高速
CMOS

シンプルショットⅡ(SS-054)
¥ オープン価格
M-457
サイズ  400 × 200㎜
●アイアンからドライバーまでフルショット可能
●天然芝タッチの丈夫な業務用芝 (タフマット)を採用
●ヒモつきボール付きでフルショット可能
● LM2500　

スリムショットⅡ 
(SS-056) 
¥ オープン価格
M-459
サイズ  310 × 390 ×115(高 )㎜
●ボールの高さは 4 段階調節可能
●天然芝タッチの丈夫な業務用芝 

(タフマット)を採用
●ショット時に手への衝撃を和らげ

るウェーブ構造ボールアーム採用
● LM3500

シンプルショット・ミニ (SS-055)
¥ オープン価格	

M-456
サイズ  385 ×100㎜
●芝幅10㎝がインパクト時の集中力と正確性を向上させます
●天然芝タッチの丈夫な業務用芝 (タフマット)を採用
●ヒモつきボール付きでフルショット可能
● LM2000

リターンショット（SS-059）
¥ オープン価格
M-407
サイズ  500 × 220 ×150㎜
●重量：1.5kg　● LM4975

フェアウェイプロ
¥29,800（本体価格 ¥28,381）★
M-149	

●サイズ：345 × 545㎜（突起含まず）
●ディボットをとる正しいスイング作りの

練習ができます。
●本コースの天然芝でプレイするのと同

様、ターフをとる練習ができるマットシ
ステム

●ターフは摩耗テストに合格した毛足の長
い特殊な人工芝

●中国製

スイングドクターウッド
¥9,800（本体価格 ¥9,333）■
M-245

●長さ：44.5 インチ
●材質：ヘッド/ジュラルミン
　　　  シャフト/カーボン
●実際にボールを打てる練習器
●シャフトのしなりを感じることでゆったりと

したスウィングが身に付きます

スイングドクターアイアン
¥5,250（本体価格 ¥5,000）■
M-244

●長さ：37 インチ
●材質：ヘッド/ダイキャスト
　　　  シャフト/カーボン 
●りきみのとれたプロのスウィングを体得する

ために
●実際にボールを打てる練習器

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

トグルショットⅡ
（SS-060）
¥ オープン価格
M-408
サイズ  540 ×400 ×140㎜
●重量：5.1kg
● LM13023

アンギュラモーション (E-スイング )
¥13,860（本体価格 ¥13,200）★
G-277
サイズ  長さ 675㎜
材　質  シャフト/ステンレス、重り先端 /木
重　量  約 710g

●グリップ側にマグネットでくっつい
ている重りが、手首のリリースによ
って先端部に動き、衝撃音が出て

“タメ”を体感できる練習器
●横田英治プロ解説のDVD付属

衝撃吸収 消音 PAD
¥892（本体価格 ¥850）★
G-280

● 3 枚入

別売

アンギュラモーション・ツアー WH
¥14,910（本体価格 ¥14,200）★
G-279
サイズ  長さ 675㎜
材　質  シャフト/ステンレス、国産広葉樹
重　量  約 900g
●従来製品より 200g重い
● 6 時の位置で「パーン」と音がすればナイスインパクト

200g
重くなりまし

た

70台を目指す
アスリートには

“ツアーバージョン”

大きな
フォロースルー

カシオデジタルカメラ 
EX-FC300SWE
¥49,800（本体価格 ¥47,429）★
G-723
サイズ  107.5 × 61.5x36.7㎜
●重量：約 215g（電池およびメモリーカードを除く）
●ゴルフのために生まれたハイスピードエクシリム 

1610 万画素、焦点距離：f=4.24 〜 53.0㎜（35㎜
判換算：約 24 〜 300㎜）

●180 度まで開くチルト液晶と自立するボディーで
離れていてもカメラに触れずに撮影可能

●中国製

本コースの天然芝でプレイするのと同様、ターフをとる練習ができるマットシステム

持ち運びに
便利な

握り手ハンドル付

　ボールをヒットした後、
ターフをすぐ元の位置
に戻し、次のショット
に入れます。

ターフトレイ機能

最大 30 枚 / 秒の高速連写でスウィングを分析

画面に表示させたラインで、アドレス、トップ、
インパクトなど各ポジションを効果的に分析

狭い練習場でも手軽にスイングを録画・確認

この QR コードで使用例の
動画にアクセスできます
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プレミア
¥6,090（本体価格 ¥¥5,800）
M-270
サイズ  90㎝
材　質  竹合板
重　量  約 900g
入　数  10

GF90
¥4,725（本体価格 ¥4,500）
M-268
サイズ  90㎝
材　質  竹合板
重　量  約 700g
入　数  10

●ドライバー仕様（通常のド
ライバーの約 2 倍強の重
さがあります）

　木質部に再・未利用材を100％使用、接
着剤・塗装のホルムアルデヒド放射速度
5μg/㎡.h）以下、木材保存剤　不使用

GF80
¥4,725（本体価格 ¥4,500）
M-267
サイズ  80㎝
材　質  竹合板
重　量  約 650g
入　数  10

●アイアン仕様（通常の 5 番ア
イアンの約 1.5 倍前後の重
さがあります）

GF65
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
M-265
サイズ  65㎝
材　質  タモ材
重　量  約 530g
入　数  10

●片手、アプローチ、ジュニア用

GL78
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
M-266
サイズ  78 〜 80㎝
材　質  タモ材
重　量  約 550g
入　数  10

●レディス、ジュニア用

GP180
¥7,350（本体価格 ¥7,000）
M-269
サイズ  80㎝
材　質  竹合板
重　量  約 650g
入　数  10

●笛入り、モデルグリップ付 
（振ると音がします）

エコマーク認証番号
第 09115006 号

GF-65、GF-78、GF-180 は除く

●プロ野球選手が使用してい
るバットの重量に合わせた
モデルです

※重量は、天然素材のため多少の誤差があります

●通常のドライバー
の 約 2 倍 の 重 さ
があります

GF120
¥4,725（本体価格 ¥4,500）
M-281
サイズ  120㎝
材　質  竹合板
重　量  約 600g
入　数  10

GF100
¥4,725（本体価格 ¥4,500）
M-280
サイズ  100㎝
材　質  竹合板
重　量  約 630g
入　数  10

 白 (020)  白 (020)

 赤 (010) 黄 (040) 黒 (080)  赤 (010) 黄 (040) 黒 (080)

右 (001) 左 (002)

左

右

パワースウィング Ⅱ
¥7,875（本体価格 ¥7,500）
G-207
サイズ  900 × 380 × 380㎜（使用時）、835 × 230 × 53㎜（収納時）
材　質  羽根：発泡ポリプロピレンシート　シャフト：ステンレス
重　量  710g
●手首、腕、肩を強化して力強いスウィングをつくる
●少しの時間で最大の効果を引き出す練習方法
●空気抵抗を利用した練習器

ナイススイング 
（SR-001）
¥4,725（本体価格 ¥4,500）
M-342
サイズ  600㎜
重　量  700g（650g）
入　数  20
● F.R.P.シャフトの採用で適度なしなりと、ウエイトの 2 段階調

整で効果的な練習が可能です

フィットスイング（SR-004）
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
M-438
サイズ  550㎜
重　量  560g
入　数  12
●ドライバーのスイングバランス感、しなるシャフト（グラスファ

イバー）とゴムヘッドとゴムグリップのトータルバランスをコン
パクトで使いやすく設計

●モデルグリップ付き

スイングサポ−ト (SR-018)
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
M-473
サイズ  長さ 700㎜
重　量  750g
入　数  20
●柔軟なゴムのしなりを生かし、理想的なリズムとボディータ

ーンが習得できる

レッスンクラブ
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
G-160
サイズ  37 インチ
重　量  470g
●板状の軟かいシャフトが正しいスウィングフォームを作ります

オンプレーンスウィング
¥6,825（本体価格 ¥6,500）▲
M-249
サイズ  長さ101㎝
重　量  394g
●ボディーターンが身に付き、球筋安定

ショートクラブ M
¥4,410（本体価格 ¥4,200）
G-143
サイズ  約 630㎜
重　量  約 440 〜 490g
●モデルグリップ付
●ヘッド : 台湾製、シャフト : 米国製 /日本製
　グリップ : 日本製

ショートクラブ R
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
G-142
サイズ  約 630㎜
重　量  約 370 〜 420g
●テーブルなどにボールを置いてショットの練習に
●ヘッド : 台湾製、シャフト : 米国製 /日本製
　グリップ : 米国製 /日本製 /中国製

グリップ先生（SR-010 〜 013）
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
M-477
サイズ  長さ 320㎜
重　量  260g
入　数  12

●正しいスクエアグリップが身に付きます
●グリップの先端にバランスウエイトが内蔵され、ヘッドの重みを

体感できます
● 4 サイズの中から、使用グローブサイズを目安に選択できます

（S：17 〜 20㎝・M：18 〜 23㎝・L：21 〜 26㎝・LL：24㎝以上）

S/SR-010
(003)

L/SR-012
(007)

M/SR-011
(005)

LL/SR-013
(008)

ドライバー用からショートアイアンまで、
豊富なバリエーションで独自のアイディア練習を

●ドライバーと同じ程
度の長さ（47 インチ）
120cmタイプです

GF55
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
M-282
サイズ  55㎝
材　質  竹合板
重　量  約 530g
●気軽に振れるショートタイプ

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

E-ドライバー
¥19,950（本体価格 ¥19,000）★
G-278
サイズ  99㎝
重　量  540g
●江連忠監修の飛距離アップ練習グッズ
●レッスン DVD(20 分 )付属 

ライトグリップトレーナーⅡ
¥3,990（本体価格 ¥3,800）	
G-67
サイズ  約 375㎜
重　量  約 700g
材　質  ヘッド部・シャフト部：ステンレス、グリップ =合成ゴム
●正しいスクエアグリップとバックスウィングやフォロースルーでフェースの向

きを確認でき、反復練習に役立ちます
●通常のドライバーの 2 倍の重量があります　●中国製（グリップ：日本製）

LADIES'
JUNIORJUNIOR

Price 
Up



ショートゲームSHORT GAME
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究極のオンプレーン

スウィングを身付ける

正しい動きのマスターで

再現性、正確性をアップ

グリップマスター
¥735（本体価格 ¥700）
G-24
サイズ  長さ 315㎜
材　質  発泡 ABS樹脂
重　量  約 100g
入　数  12
●正しいグリップとフェースの向き

をチェック

黒 (082)

ブルー (030)

黒 (081)
青 (032)

ライトグリップ  
右用
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-850
サイズ  M60
重　量  115 ± 2g
●カラー：黒、青

ライトグリップ  
左用
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-850
サイズ  M60
重　量  115 ± 2g
●カラー：黒青黒

右脇しまーるDX
¥1,500（本体価格 ¥1,429）■
M-513

●右脇が開かないようにするレ
ッスングッズ

●中国製

方向クロス
¥315（本体価格 ¥300）
G-1
サイズ  12 × 200㎜（1 本サイズ）
入　数  12
●ボールの位置とスタンスの確認に

グリップエンダー
¥525（本体価格 ¥500）
G-146
サイズ  φ34 ×16㎜
入　数  20
●グリップエンドに取り付け、スッポ抜け防止

スウィングカウンター
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
G-407
サイズ  約 46 × 30 ×13.5㎜
重　量  約 31g

表　示  液晶デジタル、回数 : 最小1 回、最大 1,000 回 
 シャフトに取付け、素振りした回数を表示します

あ
な
た
の
右
ひ
じ
は
体
か
ら

は
ず
れ
て
い
ま
せ
ん
か
…
？

E-チューブ
¥2,625（本体価格 2,500）	★
M-259
サイズ  全長1,700 ×幅 25 ×厚さ 2㎜
材　質  天然ゴム、他
●江連忠プロが教えるツアープロも使用す

る練習器
●腕と足をつなぎオンプレーンスウィング

が身につく
●江連忠プロ直伝による「練習ドリル」解説

書付

シンプルマスター 
PE(パーフェクトエルボー)
¥2,940（本体価格 ¥2,800）▲
M-511

●右ヒジが体から離れず理想的なコンパク
トスイングが身につき、正しいスイング
軌道を習得

●オーバースウィングの矯正 

シンプルマスター 
CBツアーバージョン
¥2,940（本体価格 ¥2,800）■
M-520

●シンプルマスター CBの片山晋呉
プロ使用モデル

シンプルマスター 
CB(キャンディボール)
¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲
M-510

●左右の腕と胸でボールを挟んでスイングすることで、
腕を上体と連動させて腰を早く回転させ正しい体の
動きを身につけます

ヒットツルー DX
¥1,890（本体価格 ¥1,800）
G-267
サイズ  フリー
カラー  黒
材　質  クロロプレンゴム、他
入　数  12
●スライスやフックの原因である左手首の甲側

への折れを防止
●ベルト固定式でより効果アップ

ヒットツルー DX 
レディース
¥1,890（本体価格 ¥1,800）
G-567
サイズ  フリー
入　数  12

ヘッドロッカー
¥210（本体価格 ¥200）
G-215
サイズ  110 × 70㎜
入　数   20
●見る角度が変わるとボールに「NO」の文字

が浮きだすカード
●軸ブレ、スウェイ防止に

ツインシューターⅡ
¥4,725（本体価格 4,500）	
M-254

●男女兼用、右打ち専用　●両手を拘束し、パッティングからドライバースウィングの正しい両腕
の使い方と正しいボディターンを習得できる

スウィング 
インストラクター
¥2,100（本体価格 ¥2,000）
G-131
サイズ  胸囲 M：50 〜 80㎝、L：80 〜110㎝
入　数  12
●片方の腕を一体化するベルト。右腕に付けるとワキが締

まりオーバースウィングの矯正に効果。左腕に付ければ、
左サイドでダウンスウィングで引張る感じや左ワキの締
めが強調されます

4 903487 014019

 M(005) L(007)

 右きき用 /M(005) 右きき用 /L(007)

 右きき用 /S(003)

パター・アプローチ上達 
練習器「パーコード」
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-49
サイズ  ストラップ長さ最長 80㎝ (調節可能 )
入　数  12
●身体からクラブが離れないように振り子君を首からぶら下げ、

グリップエンドをあごに向けながらスイング練習

フェースアングル 
チェッカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
G-248
サイズ  ロッド長：100 〜 600㎜
入　数  12
●アイアンフェースに取り付け（マグネット式）、ロフト・ライ関

係の正しいフェースアングルをチェックできます

4 903487 724802

手首固定バンド 
ヨセピタ
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
G-273
サイズ  フリー
入　数  12
●手首の角度を一定に保つ

固定器具
●ヘッドの入り方が一定し、

アプローチ、パッティング
がきまる

●角度は調整可能です
※フルスウィングでは使用

しないでください

NEW
NEW
NEW

シンプルマスター
OP（オンプレーン）
¥5,040（本体価格 ¥4,800）▲
M-521

●ポール長：約 80 〜100㎝
●重量：約 1.2kg
●飛んで、曲がらない「オンプ

レーン」体得の為の究極の練
習器

江連 忠ゴルフ
アカデミー所属

内海 大祐 プロ推奨

2 通りの
練習ができる

左腕に装着 右腕に装着
オーバー

スウィングの
矯正

スライスの
矯正

ヒットツルー
¥840（本体価格 ¥800）
G-15
 

サイズ 
 

 手首まわり 
 S：13 〜15㎝ 
 M：16 〜18㎝ 
 L：18 〜 20㎝

材　質  合成皮革
入　数  12
●スライスやフックの原因で

ある左手首の甲側への折れ
を防止

右きき用
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ショットマークSHOTMARK アプローチネットAPPROACH NET
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ショットマーク スイート
¥262（本体価格 ¥250）
G-254
 
内　容 

 ウッド× 2、アイアン× 2、 
 パター× 5 、ソール× 6  
 ショット分入

入　数  30
●ショットマークの 4 種類全部がセット

ショットマーク 
ウッド用 ビッグヘッド
¥262（本体価格 ¥250）
G-255
内　容  10 ショット分入
サイズ  約 95 × 50㎜
入　数  30

ショットマーク 
ソール用
¥262（本体価格 ¥250）
G-251
内　容  24 ショット分入
サイズ  約 80 ×15㎜
入　数  30
●アイアンのソールに貼り、振り抜

き方向の診断ができます

ショットマーク  
ウッド＆アイアン ミックス
¥262（本体価格 ¥250）
G-257
内　容  ウッド× 5、アイアン× 5 

 ショット分入
入　数  30
●ウッド用とアイアン用のセット

ショットマーク
アイアン用 ビッグ
¥262（本体価格 ¥250）
G-256
内　容  10 ショット分入
サイズ  約 78 × 55㎜
入　数  30

ショットマーク 
パター用
¥262（本体価格 ¥250）
G-250
内　容  20 ショット分入
サイズ  約 83 ×18㎜
入　数  30

15

80

パーショット 
ウッド用ビッグ
¥367（本体価格 ¥350）
G-128
内　容  4 ショット分入
サイズ  約 85 ×43㎜
入　数  30
●ショットポイントが化学反応でく

っきり赤色発色

パーショット  
アイアン用ビッグ
¥367（本体価格 ¥350）
G-129
内　容  4 ショット分入
サイズ  約 78 × 55
入　数  30
●ショットポイントが化学反応でく

っきり赤色発色

パーショット  
ウッド＆アイアン 
ビッグ ミックス
¥367（本体価格 ¥350）
G-130
 
内　容 

 ウッド× 2 
 アイアン× 2 
 ショット分入

入　数  30
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ショットマーク ウッド用 ワイド
¥367（本体価格 ¥350）
G-144
内　容  20 ショット分入
サイズ  約 78 × 39㎜
入　数  60
●クラブフェースに貼りボールを打つとショットポ

イントがクッキリ発色し、その位置により正確に
ヒットしたかどうかわかるショット診断用ラベル

●ミッドからオーバーサイズヘッドに対応でき 20 シ
ョット入のお徳用パッケージです

ショットマーク エアゾール
¥840（本体価格 ¥800）
G-98
成　分  炭酸マグネシウム
内容量  100mL
●クラブフェースにスプレーしてショットポイントのチェックに、ショットマット

にスプレーしてクラブの軌跡チェックのほかホールカップのまわりや練習用
のライン引きにも使用できます

4 903487 709809

ゴムホール カップ スタンダード
¥630（本体価格 ¥600）
M-5
サイズ  φ100 / 172
入　数  10

ラウンドホールカップ
¥525（本体価格 ¥500）
M-435
材　質  ABS樹脂
●フラットに近いホールカップ
●カップから少し外れたボールも後ろにそらさないラウンド設計
●韓国製

ゴムホール カップ スペシャル
¥840（本体価格 ¥800）
M-15
サイズ  φ100 / 172
入　数  10
●フロッキング加工

ゴムホール カップ DX
¥892（本体価格 ¥850）
M-51
サイズ  φ100 / 172
入　数  10
●フロッキング加工　●フラッグ付

ライトアプローチネット
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
M-19
サイズ  ネット口径 400㎜
入　数  5
●ネットの角度が変えられ、あらゆるシ

ョットのアプローチ練習可能

ライトアプローチネット 2  
プラスリターン
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
M-109
サイズ  400 ×430 × 690㎜ (組立時 )
材　質  ナイロン、スチール
●ボールのストック、ボールのリターンを切替えできます
●コンパクト収納　●ターゲット付　●中国製

消音設計

ナビカップ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）●
M-441
サイズ  直径 210 ×高 29㎜
材　質  PP
●カップインしたボールは自動で排出する
●台湾製

スヌーピー ホールカップ
¥630（本体価格 ¥600）
M-508
サイズ  180 ×180 × 25㎜
材　質  ABS樹脂
●韓国製

ダブルパッティングボール
¥630（本体価格 ¥600）
G-171
入　数  12
●正しくパッティングしないと真っ直ぐ転がり

ません
●ボール：台湾製、パイプ：日本製

「1 本のゴム」ハイポール
¥315（本体価格 ¥300）
G-619
サイズ  ポール高 270㎜、ゴム長 2m
入　数  12
●パットのライン（想像線）づくりに

パットブイ 
「起き上がり小法師」
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-302
サイズ  φ 43 ×150㎜
入　数  12
●ボールが当たると起き上がり小法師のよう

に揺れます

ナイスパット
¥ オープン価格
M-242
サイズ  270 ×165 × 62㎜
入　数  24
●ボールが入ると自動で手元に戻ります
●単 2 電池 2 本(別売)●中国製● LM3000



パットブイ付属
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難易度

難易度難易度

難易度

スリムマット75
¥12,180（本体価格 ¥11,600）
M-8
サイズ  3,000ｘ750㎜　　
入　数  6

スリムマット 50
¥9,975（本体価格 ¥9,500）
M-9
サイズ  2,700ｘ500㎜
入　数  6

●ゲーム感覚で上達！
● 2Wayグリーンスピード
●ボールガード＆ホールカップ付き
●韓国製

●ゲーム感覚で上達！
● 2Wayグリーンスピード
●ボールガード＆ホールカップ付き
●韓国製

難易度は、☆１〜５までで、難しい程☆の数を多く表示しております

805

180

175

560

180

170

ワンラインフラットマット 1.5
¥3,360（本体価格 ¥3,200）
M-150
サイズ  約 1,500㎜ｘ200㎜
入　数  8

ワンラインフラットマット 3.0
¥5,250（本体価格 ¥5,000）
M-151
サイズ  約 3,000㎜ｘ250㎜
入　数  8

スリーラインフラットマット ワイド
¥7,560（本体価格 ¥7,200）
M-152	
サイズ  約 3,000㎜ｘ450㎜
入　数  6

パットレ ロールイン
¥ オープン価格	
M-335
サイズ  2,500 × 300㎜ (マットサイズ )
入　数  6

難易度

難易度

難易度

●それたボールもホール内へ誘導できるようデザイ
ン設計されています

●カップインしたボールはホール横のトンネルから出
てきます。リターンレールがないので省スペース

●チップショット用芝付き　●中国製　● LM7200

パットレ プログレス
¥ オープン価格
M-338
サイズ  2,500 × 300㎜ (マットサイズ )
入　数  5

パットレ ベーシック
¥ オープン価格
M-337
サイズ  2,200 × 230㎜ (マットサイズ )
入　数  10

パットレ エキスパート
¥ オープン価格
M-339
サイズ  3,000 × 300㎜ (マットサイズ )
入　数  5

難易度

●リアル感のある芝 (折りジワがつきにくい)を採用
●白線でパターのテイクバックとフォローを確認し、

スクエアに打つ練習に!
●チップショット用芝付き
●中国製　● LM7200

●グリーン速度はPGAトーナメント並
●ナチュラルグリーンのようなボールの転がり
●チップショット用芝付き
●中国製　● LM8200

難易度

難易度

●ビギナーゴルファーにお勧めの定番アイテム、
真っ直ぐひいて真っ直ぐ打つ練習に！

●公式ホールカップと同じサイズ
●チップショット用芝付き
●中国製　● LM4800

オールフラット パッティングマット
¥ オープン価格
M-240
サイズ  3,000 ×450㎜
入　数  6

●方向でFAST（速い）、SLOW（遅い）が選択でき、
ボールの軌道が残ります

●パットブイ（ターゲット）付
●韓国製　● LM7200

※軌道はイメージです。
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●速め+遅め、白線入り。難易度の高い 3.0 ｍパット
●専用ホールカップ付き　●韓国製

●速め+遅め、ボール幅の白線入り　●ショートパット専用
●専用ホールカップ付き　●韓国製

●速め+遅め、3 連続パットで距離感を筋肉に記憶させる　
●専用ホールカップ付き　●韓国製

専用ホールカップ

専用ホールカップ

専用ホールカップ
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トンネルは
取り外し可能

トンネルは
取り外し可能

トンネルは
取り外し可能

ツアーマットプロ
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
M-243

フラットグリーンスリムロング
¥ オープン価格
M-239
サイズ  3,000 × 200㎜
入　数  12

●両方向から違うグリーン速度を体感できる
●韓国製
● LM4500

190

230

190

難易度

NEW
NEW
NEW

●マットサイズ：97㎜× 850㎜（土台部幅120㎜）
●マットが馬の背型のアーチ形状と小さなカップにより、

正しいインパクトと正しいストロークが要求されます
●組立式　●中国製

※ゴルフボールは大きさを比較
するための、イメージです



フィットネスFITNESS

ショットの
約 40％がパターです。
パット数を減らして
スコアアップ !!

パター アイアン ドライバー ウェッジ

全体のショットの割合

ポケット万歩 EX-300
¥3,150（本体価格 ¥3,000）▲
X-956
サイズ  34 × 75 ×11㎜
重　量  約 24g(電池・ストラップ除く)
● 3 方向センサー搭載のポケットやバッ

グの中でも計れる
●中国製

 ブルー (030)

 ホワイト (020)

 ピンク (100)

 ブラック (080)

かんたん操作で数字が見やすい大型表示
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ロボインカップ用 
ボールリターナー
¥ オープン価格
M-3
サイズ  約 99 ×46㎜
重　量  約 178g
● M-7「ロボインカップ」の付属商品
● M-335「パットレ ロールイン」と合わせても使用できます
●公式ホールカップにも取り付けられます
●台湾製　● LM6000

エイミングベルト
¥3,675（本体価格 ¥3,500）
M-514
サイズ  長さ1,000 ×幅 50 ×厚 3㎜
材　質  ウレタン混合ゴム
●パターがうまくなる
●パッティングとショット時の目線のズレを

修正して狙いを定める作業をサポート
●ショット時のライン出しの練習に

ツアーリンクス 
トレーニングエイド 
 9 フィート (2.7m)  
 TA-5PP
¥75,495（本体価格	¥71,900）
Z-124
サイズ  2,700 × 560㎜ 

 (ステップ部 : 600 × 380㎜ )
●組立て式、ドライバー1 本で短時間設置可能
●カップに向けて張られたヒモと平行に振り出

し正確なストロークをマスター
●カップ奥のバーとピンが重なるようにアドレ

スすることで理想的な姿勢を確保

ツアーリンクス  
ドッグボーン DB-2PP
¥62,160（本体価格	¥59,200）
Z-126
サイズ  3,000 × 850㎜
●カップ× 2 個、ピン、傾斜パッド付属

ツアーリンクス 
パッティンググリーン 
4 × 10 フィートタイプ 
PG-10PP
¥144,795（本体価格	¥137,900）
Z-127
サイズ  3,000 ×1,200㎜
●カップ× 2、ピン× 2 付属

パネル連結式。
設置・解体はドライバー1 本で可能

スブリング 90
¥630（本体価格 ¥600）
G-33
サイズ  φ78
重　量  約 90g
入　数  12

 赤 (010) 青 (030)  黄 (040) 緑 (060) 黒 (080)

ウエイトアップ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-269
サイズ  φ65
材　質  亜鉛、塩化ビニル樹脂
重　量  約 200g
入　数  24
●アダプター付属

バランスディスク
¥3,990（本体価格 ¥3,800）▲
X-30
サイズ  Φ330
●下半身をバタバタ使いすぎるのを防ぎ、股関

節の使い方を養えます
●イラストは使用例です、商品は 1 個入です
●台湾製

バランスディスク用 
ポンプ
¥735（本体価格 ¥700）▲
X-31

●台湾製

セラチューブ TTB-11 イエロー
¥1,470（本体価格 ¥1,400）▲
X-34
強　度  シン
サイズ  φ7.5 × 3m
材　質  天然ゴム
●マレーシア製

セラチューブ TTB-12 レッド
¥1,785（本体価格 ¥1,700）▲
X-35
強　度  ミディアム
サイズ  φ8 × 3m
材　質  天然ゴム
●マレーシア製

セラチューブ TTB-13 グリーン
¥1,995（本体価格 ¥1,900）▲
X-36
強　度  ヘビー
サイズ  φ8.5 × 3m
材　質  天然ゴム
●マレーシア製

SDS-55  
エクササイズボール レッド
¥4,620（本体価格 ¥4,400）▲
X-26
サイズ  φ550(適応身長 : 150 〜165cm)
材　質  PVC
●「はずむ」「ころがす」「ささえる」家がトレーニングジムに
●栓 : 2 個、栓抜き: 1 個、空気入れアダプター : 1 個
●中国製

SDS-65  
エクササイズボール グリーン
¥5,670（本体価格 ¥5,400）▲
X-27
サイズ  φ 650(適応身長 : 165 〜180cm) 
材　質  PVC
●バランストレーニング、筋力トレーニング、ストレッチ、シェイプア

ップ等の目的に合わせたエクササイズが自宅で可能です
●栓 : 2 個、栓抜き: 1 個、空気入れアダプター : 1 個
●中国製

スライディング EX
¥6,800（本体価格 ¥6,476）▲
X-33

●セット内容 : フローリング用ディスク (２枚 )、カーペット用ディスク (2 枚 )、専用 DVD、専用ポ
ーチ

●直径 240 ×厚さ 5㎜ /ディスク1 枚
●アスリートのトレーナーを担当してきた仲田健氏考案のスライディングエクササイズ
●関節の「可動域」をしっかり広げ、さらに筋肉トレーニングが同時にできてしまうエクササイズ
●中国製

カーペット用

フローリング用

 ラベンダーシルバー (120)

万歩 MK-365
（単機能万歩計）
¥ オープン価格
X-994
サイズ  55.4× 33.4×13.5㎜
●中国製　● LX1500

 グレー (110)

ウエイト
アップ用
アダプター
¥210（本体価格 ¥200）
Z-669

毎日のトレーニング＆理想的なボディーターンスウィング習得に
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レッスンDVDDVDs

●今田竜二がUSPGAで戦っていくための最も強力な武器と
するアプローチとパターのテクニックを紹介します

●ユーティリティとあらゆるシチュエーションから様々なショッ
トを打ち分けることが出来るミドルアイアンのショットを紹介

●今田竜二が得意とするショートアイアンとコース戦略

今田竜二のUSA 
ゴルフテクニック VOL.2
進化するテクニック 
ドライバー・フェアウエイウッド・
ユーティリティ・ミドルアイアン
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
X-581

今田竜二のUSA  
ゴルフテクニック VOL.3
実践ラウンド パー 3・ 
パー 4・パー 5 のスコアメイク
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
X-582

●どうすれば実になる練習ができるのか、役立つドリルと練習方法を
片山晋呉を 3 年連続賞金王に導いたカリスマコーチ谷将貴が伝授

トム・ワトソン

 谷 将貴レッスン

 今田 竜二レッスン

トム・ワトソン LESSON！ 
スマイル、スマイル PART1
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
V-070

谷将貴 やっていい練習 ダメな練習
¥1,000（本体価格 ¥952）
X-533

だから飛ばない だから寄らない
¥1,000（本体価格 ¥952）
X-539

トム・ワトソン LESSON！ 
スマイル、スマイル PART2
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
V-071

今田竜二のUSA 
ゴルフテクニック VOL.1
ゴルフの根幹  
アプローチ・パッティング
¥3,990（本体価格 ¥3,800）
X-580

苦手克服。
レッスン !!

内藤雄士レッスン

ゴルフ上達 DVD 内藤雄士  
激芯のアイアン
¥1,000（本体価格 ¥952）
V-108

●アイアンのキレを手に入れる

ゴルフ上達 DVD 内藤雄士 
誰よりも最短最速で上達する
¥1,000（本体価格 ¥952）
V-110

●内藤雄士が 100 球に球数を絞り、本当に
上手くなるための練習法を公開

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

●基本編
●誰でも飛ばし屋に変身できる。あなたは、そのコツを知らな

いだけ! 

● 応用編
●飛距離アップのテクニック &ドリル満載。全部やったら、50 ヤードア

ップ間違いなし!

●稀代のストライカー、ベンホーガンに啓示を受け研究をかさね、たど
りついた「オンプレーン・ゴルフスウィング」リズム、タイミングのとり
かたを追求

●最強のスウィング理論と練習ドリルであなたのゴルフを根本から変え
る

●ポジション・ドリル　
●アドレスからフィニッシュまで分析

●インドア・ドリル　
●江連忠ゴルフアカデミーでプロ・コ

ーチングしているドリル

● 30 ヤード・ドリル　
●アプローチはスウィングの根本・基礎

●必ず当たる！最速上達ドライバー＆アイアン
●上田桃子、諸見里しのぶのオンプレーン＆ダウンブローショットが手に

入る、プレミアレッスン

●寄る出る入る！最速上達ショートゲーム
●上田桃子、諸見里しのぶのアプローチ、バンカー、パッティングが手

に入る総力レッスン

 鶴見 功樹レッスン

飛ばし屋本舗

 江連 忠レッスン

飛ばし屋本舗  
常識やぶりの+50Y宣言 Vol.1
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-062

TEAM江連  
史上最高のゴルフアカデミー 1
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-056

江連忠の
新モダンスウィング  
DVD ①

「ライ角どおりに打つ」
¥3,570（本体価格 ¥3,400）
V-101

江連忠の
新モダンスウィング  
DVD ②

「気持ちよく芯に当たる」
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-103

江連忠の
新モダンスウィング  
DVD ③

「カッコよくグリーンを攻める」
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-105

TEAM江連  
史上最高のゴルフアカデミー 2
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-057

¥2,940（本体価格	¥2,800）
V-066

¥2,940（本体価格	¥2,800）
V-067

江連忠ゴルフアカデミー公式 
カリキュラム DVD

「劇的にスコアを変えるスキルアップレッスン」

江連忠ゴルフアカデミー公式 
カリキュラム DVD

「劇的にスウィングを変えるベースアップレッスン」

飛ばし屋本舗  
常識やぶりの+50Y宣言 Vol.2
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-063

鶴見功樹 最新欧米流スイング
¥980（本体価格 ¥934）
X-585

プリンシプル・オブ・ゴルフ 
鶴見功樹①
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-045

プリンシプル・オブ・ゴルフ 
鶴見功樹②
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-046

●「プリンシプルオブ・ゴルフ」ビッグドライブ編　
　賞金女王・大山志保を育てたとびきりの基本レッスン

●「プリンシプルオブ・ゴルフ」ショートゲーム編　
　難しいことは一切やらないスコアメイク術、賞金女王・

大山志保を育てたとびきりの基本レッスン

わかりやすい
レッスン…
ラクラク上達 !!

青山 薫レッスン  堀尾 研仁レッスン
青山薫のGOLF  
サラリーマン打法新橋流
¥1,995（本体価格 ¥1,900）
V-069

リストコックでゴルフが変わる
¥1,000（本体価格 ¥952）
X-584
●世界のトッププロが学ぶアメリカのカリスマコーチ、デビッド・レッド

ベター。そんな彼からゴルフ理論を伝承した堀尾研仁が登場！
●ブラシ付グリーンフォークとデカボールマーカー付



ラウンドグッズON COURSE ACCESSORIES

80 8180 81

 パステルブルー (360)  パステルピンク (370) ホワイト (020)  ブラック (080)

ゴルフカウンターミニ
¥525（本体価格 ¥500）
G-41
サイズ  25 × 20 × 6㎜（クリップは除く）
表　示  1 〜 0 エンドレス方式
入　数  20
●コンパクト設計のスコアカウンター
●クリップ式でベルトやグローブに取付可能

クリップ部

 ピンク (100) クリア (170) グリーン (060) ブラック (080)

二桁カウンター 
リストタイプ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-409
入　数  12

 ブルー (030)

二桁カウンター 
クリップタイプ
¥630（本体価格 ¥600）
G-408
入　数  12
●カバーの回転で 1 桁（0 〜 9）、

2 桁（10 〜19）の変更が可能で
最大 19 までカウントできます

 ブルー (030)  グリーン (060)
 ブラック (080)

 ピンク (100)  クリア (170)

 ピンク (100) 黒 (080) 青 (030)

 白 (020)

ゴルフカウンター
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-209
サイズ  45 × 35 × 8㎜（ベルトは除く）

表　示  ホール（0 〜 9）、トータル 
 （00 〜 99）エンドレス方式

入　数  12
●各ホールとトータルスコアを表示ストロークカウンター

¥840（本体価格 ¥800）
G-19
サイズ  45 × 32 × 8㎜（ベルトは除く）
表　示  0 〜 9 エンドレス方式
入　数  12
●ストロークをカウントしたり、オーバーパー分

をカウントしたり使い方はいろいろです

●坂絵美里 (みやさかえみり)1984 年 6 月16
日、東京都生まれ

● 2009 ミス・ユニバース日本代表に選ばれ、
現在はモデル、女優業を中心に幅広く活躍
中

●ゴルフ美女になるためのレッスン DVD

●スウィング作り編

●非力な人でも驚くほど飛ばせる方法。反復練習することな
く、確実にボールがコントロールできる方法

●飛距離アップ編

●合理的なスイングを加工して確実にパーオンを狙う10 の
戦術

● 2009 年 6 月に開催された ｢ミズノオープン｣
の模様と石川遼本人と専属キャディー加藤氏の
インタビューを交えたスポーツドキュメンタリー

 石川 遼宮坂 絵美里レッスン

 若林 貞男レッスン

石川 遼 
勝利のトリコロール
¥1,000（本体価格 ¥952）
X-532

ゴルフ美人塾 
宮坂絵美里
¥2,940（本体価格	¥2,800）
V-068

ゴルフ 300 ヤードの法則  
Part1 基本編 1
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-058

練習嫌いはゴルフがうまい パート1 
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-047

ゴルフ 300 ヤードの法則 
Part2 応用編 2
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-059

練習嫌いはゴルフがうまい パート 2 
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
V-048

 佐久間 馨レッスン
かおる

ルールブックBOOKS

JGAゴルフ規則 
〔2013 年度版〕 
¥500（本体価格 ¥477）
G-513

●ルールからマナーまでこの一冊で全て解ります
●発行：(財 )日本ゴルフ協会

すぐに役立つ 
ゴルフルール ブック 

〔2013 年度版〕 
¥819（本体価格 ¥780）
G-805

●実際のラウンドでよく起こりそうな状況を詳述
●出版社：池田書店

イラストでわかる 
最低限知っておきたい 
ゴルフルール 90
¥998（本体価格	¥950）
G-774

●難しい用語が満載のゴルフのルールをラウンド中に最も使う
であろう 90 に絞り、ゴルフルール研究家のマイク青木氏が
やさしく解説するルールブック

●出版社：エンターブレイン

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

 米田 貴レッスン  安藤 秀レッスン

コンバインドプレーン理論  
安藤秀
¥1,000（本体価格 ¥952）
V-107

●新理論「コンバインドプレーン理論」をわかりやす
く解説

ゴルフ上達DVD 米田貴  
1ヵ月でカッコよく 
生まれ変わる
¥1,000（本体価格 ¥952）
V-109

●江連忠ゴルフアカデミー流レッスン丸分かり

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW



ボール拭き
¥525（本体価格 ¥500）
B-1
サイズ  200 ×103 ×4㎜
材　質  ポリウレタン、ナイロン、綿
入　数  12
●中国製  

ゴルファーズ ロジン
¥840（本体価格 ¥800）
G-402
内容量  50g
●ロジン [松脂（まつやに）] の使用はゴルフ規則に適合し、公式に使

用が認められています
●手のひらの汗を取り、グリップの滑りを止めます
●本体 : 日本製、ケース : 中国製

グリップタック
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-265
内容量  100mL
入　数  12
●グリップのすべりをストップします

キャディーブラシ
¥840（本体価格 ¥800）
S-32
サイズ  250㎜（ブラシ部 50㎜）
入　数  40

ボール型ブラシ 
「ブラッシー」
¥420（本体価格 ¥400）
S-27
サイズ  57 ×48㎜
入　数  12
●アイアンフェースの溝クリーナー付

 青 (030) 黄 (040)

 赤 (010)

 緑 (060)

ゴルフブラシ プラスチック製
¥525（本体価格 ¥500）
S-17
サイズ  120㎜（ブラシ部 25㎜）
入　数  12

ブラシフォーク
¥315（本体価格 ¥300）
T-119
サイズ  73㎜
入　数  12
●ボールチェーン付

黄 (040)

アイアンブラシ
¥630（本体価格 ¥600）
S-12
サイズ  160㎜（ブラシ部 50㎜）
カラー  黄、黒
入　数  12

黒 (080)

82 838382

タオルキーパーつきブラシ
¥420（本体価格 ¥400）
S-33
サイズ  135㎜
入　数  12
●セルフプレーに

Price 
Up

タオルキーパー 2
¥630（本体価格 ¥600）
C-12
サイズ  130 × 80 ×15㎜
●カラー：青、黄、緑　
●中国製  

 青 (030)

ボールウォッシュ 
ポケット
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
C-6
サイズ  約 270 × 85㎜
材　質  クロロプレンゴム
●セルフプレイの必需品、グリーン上でのボール拭きが簡単
●ベルト、バッグのショルダーストラップやカートにも取付可能
●台湾製  黄 (040) 緑 (060)

 GR(060) BL(030) BK(080) OR(090)

コンパックタオル
¥840（本体価格	¥800）
G-100
サイズ  400 ×400㎜ (収納時 : 92 × 55 × 36㎜ )

材　質 
 本体 : ポリエステル、ナイロン 
 ケース : ナイロン　カラビナ : アルミニウム

重　量  28g
●ウルトラマイクロファイバータオル
●抗菌加工、高吸収、速乾 ケース収納でコンパクトサ

イズ、カラビナ付きで携帯性抜群
●韓国製

 オレンジ (090) ピンク (100) イエロー (040) グリーン (060)

ビーズカウンター
¥315（本体価格 ¥300）
G-9
サイズ  長さ150㎜
入　数  20
●ベルトやキャディーバッグ等にフック

で取り付け、ビーズを動かしスコア
をカウント

 白 (020) 黒 (080)

スコア・ 
デュアルカウンター
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
G-110
サイズ  30 ×45㎜（突起、ベルトは除く）

表　示  ホール（0 〜 9）、トータル 
 （00 〜 99）エンドレス方式

入　数  12
●カウントボタンを押してホールとトー

タルスコアを同時に表示できます

NEW
NEW
NEW

シリコンベルト
¥840（本体価格 ¥800）	
C-166

●フリーサイズ（手首周り18㎝までに対応）
●製品サイズ：215 × 25 × D10㎜
●材質：シリコンゴム、スチール
●入数：20
●手首にワンタッチで巻き付けて、お好みのマーカーやカウン

ターを装着してポップでおしゃれにプレーを演出します
●中国製
※マーカーとカウンターは装着イメージです

 レッド (010)  ホワイト (020)  ブラック (080)

Price 
Down

 赤 (010)

 青 (030) 黒 (080)

使用時裸眼

白いボー
ルが

見つけや
すい !

紺 黒緑 赤

ファインディングカード FD-1
¥2,625（本体価格 ¥2,500）▲
X-94

●レンズサイズ：80 ×40㎜
●青緑ー緑ー黄緑色の光線を通さない特殊フィルタの

採用で、芝生と白いボールとのコントラストを強調し、
ラフに入ったボールが見つけやすいカード式レンズ

カードケース
¥315（本体価格 ¥300）
G-17
サイズ  142 ×100㎜
材　質  塩化ビニル樹脂
入　数  100

 緑 (060) 黒 (080)

 赤 (010) 紺 (050)

4 903487 701711 4 903487 701735

4 903487 7017804 903487 701766



ネームマーカーPERSONALIZED EQUIPMENT

キエネーマー 3 色セット
¥945（本体価格 ¥900）
G-585

●入数：12
●ゴルフボール用浸透性特殊マーカー、黒・青・赤の

3 色と筆記時にボールが転がらずに書きやすいボー
ル置台のセット

キエネーマー太書き用（0.8）
¥378（本体価格 ¥360）
G-385

●カラー：赤、青、黒
●入数：12

 青 (030) 黒 (080) 赤 (010)

ニコンレーザー 1200S
¥ オープン価格
G-927

●サイズ：145 ×47 × 82㎜　●重量：約 280g（電池除く）
●10 〜1100m（11 〜1200yd.）までの測距が可能
●測定距離表示：1000m/yd.未満：0.5m/yd.単位、
　　　　　　　   1000m/yd.以上：1m/yd.単位
●ローカルルールの範囲内で使用可能　●中国製　● LG49800

84 8584 85

ナイスキャッチャー
¥630（本体価格 ¥600）
G-393

●カップインのボールを立った
まま楽々キャッチ

W/B(080)Y/B(040)

P/B(610)B/B(090)

パターフレンドⅡ
¥420（本体価格 ¥400）
G-397

●サイズ：長さ約 40㎜
●材質：合成ゴム
●入数：12
●パターのグリップエンドに取り付ける

だけでボールを拾えます

ピッカー
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
C-69
サイズ  最長時 2,760㎜ 

 収納時 1,030㎜
●三段式に伸ばせて、最もポピ

ュラーなタイプ

ピッカー 
伸びる奥の手
¥3,360（本体価格 ¥3,200）
C-70
サイズ  最長時 2,720㎜ 

 収納時 1,030㎜
●三段式に伸ばせる、手の形

をしたピッカー

ライン M UPプロ
¥1,785（本体価格 ¥1,700）
X-832

●米国製

ブルー (030) 緑 (060) オレンジ (090)黒 (080) レディース (002) 　　　メンズ (001)

ニコンレーザー 550AS
¥ オープン価格
G-791

●重量：約 210g(電池除く)
●測定範囲 /10 〜 500m(11 〜 550yd.) 、傾斜角測定可能
●ケース、ストラップ付属
●公式競技での使用はルールで禁止されています
●中国製　● LG44800

レンヂファインダー
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-217

●入数：12
●旗が見えたら（一部でも）、3 点式より距離が測定できます
●ローカルルールの範囲内で使用可能

ドラコンメジャー
¥15,750（本体価格 ¥15,000）	▲
G-213

●サイズ：長さ1,150㎜
●飛距離計測用メジャー、0.1 〜 9999 ヤードまで計測可能
●組立式　●中国製

ニコンレーザー 1000AS
¥ オープン価格
G-765

●サイズ：118 ×41× 73㎜
●最大測定距離 1,000 ヤードモデル
●勾配を読み取る「Gモード」採用、しかも水平距離±高

低差をファインダー内部に表示
●ターゲットを見つけやすい明るく広いファインダー視野
●ケース、ストラップ付属
●公式競技での使用はルールで禁止されています
●中国製　● LG49800

ファンデガード
¥819（本体価格 ¥780）
G-60

●サイズ：100㎜×1m巻
●材質：ポリウレタン、アクリル系粘着剤
●厚さ 0.025(25μ m)の超極薄フィルムは、目立たずファッション性

を損なわず、スタイリッシュかつ実用的な汚れ防止シールです。
●優れた伸縮性をもつフィルムはスウィングを妨げません。
●フィルムが剥がしやすく貼りやすい、3 層構造。

バックスウィングで
左肩にファンデーションが

ついてよごれて
いませんか???

肩口のファンデーション口紅汚れをガードする
粘着剤つきポリウレタン製フイルム

メンズ

MEN'Sファンデガード
¥819（本体価格 ¥780）
G-60（メンズ）

ニコン クールショット
¥ オープン価格	
G-968

●サイズ：111×40 × 70㎜　●重量：約 165g（電池を除く）
●測定範囲／10 〜 550m（11 〜 600yd.）
●ローカルルールの範囲内で使用可能
●ソフトケース、ストラップ付属　●中国製　● LG29800

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW



チューンナップ用品CLUB REPAIR, TUNE-UP GOODS

バランスチップ 
¥367（本体価格 ¥350）
G-163
サイズ  厚 0.5 × 36 ×10㎜

バランスアップ （台紙）
¥367（本体価格 ¥350）
G-437
サイズ  厚 0.5 × 60 ×15㎜
●重量：約 5g/1 枚　●入数：30　● 4 枚入

バランスアップ  
微調整 0.15
¥367（本体価格 ¥350）
G-164
サイズ  厚 0.15 × 36 ×10㎜
●重量：約 0.65g/1片　●入数：30　
●1 枚約 0.65gで微調整可能　●16 枚入

バランスアップ（ボックス）
¥367（本体価格 ¥350）
G-37
サイズ  厚 0.5 × 60 ×15㎜
●重量：約 5g/1 枚　●入数：30　● 4 枚入

●重量：約 2.1g/1片
●入数：30
●1 枚約 2.1gの微調整用
● 8 枚入

86 8786 87

 スヌーピー (620)

 ピンクパンサー (610)

 ケンケン (630)
マーキングボールスタンプ
¥1,890（本体価格 ¥1,800）●
G-422

TM & ©2011 MGM

TM & ©HB(s11)

バランスチップ  
パールホワイト 
¥367（本体価格 ¥350）
G-91
サイズ  厚 0.5 × 36 ×10㎜
●重量：約 2.1g/1片　●入数：30
●1 枚約 2.1gの微調整用　● 8 枚入

バランスチップ 
ミッドナイトブルー 
¥367（本体価格 ¥350）
G-92
サイズ  厚 0.5 × 36 ×10㎜
●重量：約 2.1g/1片　●入数：30
●1 枚約 2.1gの微調整用　● 8 枚入

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

チェック GO（ジー・オー）
プロ
¥5,775（本体価格 ¥5,500）▲
G-312

●サイズ：約 90㎜×150㎜
●ボール軸を探しバランスポイントを正

確に発見し重心ラインが引ける
●中国製

NEW
NEW
NEW

マイボールタッチ グローシー
¥367（本体価格 ¥350）
X-2

●ボールに「ピタッ」指先でタッチ &プレスし
て簡単にマーキング

●ゴルフ規則に適合しています
●同柄 2 シート入
●壁掛け 12 個掛けPOPあります
●韓国製

マイボールタッチ エクスポージャー
¥472（本体価格 ¥450）
X-4

●ボールに「ピタッ」指先でタッチ &プレスして簡単に
マーキング

●太陽の光で色が変わります
●ゴルフ規則に適合しています
●同柄 2 シート入
●壁掛け 12 個掛けPOPあります　●韓国製

シャーピーミニ 2P 
＆ライナー
¥630（本体価格 ¥600）
X-1
材　質  ライナー：ポリカーボネート
●ボールにラインを入れて方向性向上
●誤球防止に
●ライナー : 日本製、マーカー : 中国製

 緑×オレンジ (690) 青×黄緑 (360)

 青×赤 (310) 黒×赤 (810)
 赤×オレンジ (190)

フルーツ & フラワー (730)

キュートアニマル (770)バタフライ(760)

アロー & ピース EX(830) リーフ EX(840)

ホース & イーグル EX(810)

スカル EX(850)

スマイル EX(820)

ハート &リボン (740)

スカル (780)

サイン (750)

フレーム (790)

マスク (720)

ハート & バタフライ EX(800) 太陽の光で
色が

変わります

スコアがまとまる
鉛の貼り方

「ホワイトドライバー」にも
目立たずコーディネート

残像効果、

 軌道安定、

  低重心化。

©'10 PNTS



ブラック ホワイト バイオレット ネービーブルー

スカイブルー グリーン ゴールド イエロー

ピンク オレンジ レッド ワインレッド

※バランスアップはライト株式会社の登録商標です

バランスアップ スーパー 18
¥367（本体価格 ¥350）
G-36
サイズ  55 ×15㎜
重　量  約 18g/1 枚
●ウエッジ、パター用
●入数：ボックス /30、台紙 /12　● 2 枚入

ボックス

G-137

ボックス
(001)

台紙
(002)

G-136

台紙

88 8988 89

DO-IT ボンドキット
¥420（本体価格 ¥400）
G-149
内容量   15gセット （主剤 8g、硬化剤 7g）
入　数  12
●10 時間型強力エポキシ系接着剤  カーボン (001) スチール太 (002) スチール細 (003)

ロングドライブキット
¥525（本体価格 ¥500）
G-284
サイズ  カーボンシャフト用、 

 スチールシャフト用細・太

材　質  ナイロン（カーボン用のみ芯材に 
 スチール使用）

入　数  12
● 2インチシャフトを長くできる
①クラブバランスの変化：本品の装着（鉛なし）

で約 6 〜 7 ポイントアップします
②付属の鉛 (約 11g)をバットエンドに入れる

と①から約 2 〜 3 ポイントダウンします
※接着の際は別途、ナイロン材質対応接着剤

が必要です

ロングドライブ 
ステップバイ
ステップキット
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-384
重　量  1：11g、1.5：15g、2：18g
材　質  ナイロン（芯材にスチール使用）
入　数  12
●取付可能シャフトサイズは、シャフト内径1・

1.5・2 インチと段階的に伸ばして長尺クラ
ブを克服

※接着の際は別途、ナイロン材質対応接着剤
が必要です

アイアンマニキュア
	各 ¥525（本体価格 ¥500）
入　数  各色12

X-601 X-602 X-603 X-604

X-605 X-606 X-607 X-608

X-609 X-610 X-611 X-612

X-614 X-615

アイアンマニキュア 
マーカータイプ
各 ¥1,050（本体価格 ¥1,000）
内容量  8mL
入　数  各色 40

アイアンマニキュア 除光液
¥525（本体価格 ¥500）
X-613
内容量  26mL
入　数  12
●キャップ内部ハケ付

 クリヤー (170) クローム (120)

 ブラック (080)

シャフトガードテープ
¥525（本体価格 ¥500）
G-390
サイズ  30㎜× 5m
材　質  ポリエステルフィルム
入　数  12
●摩擦等による傷からシャフトを

守ります
天ぷらキズ 
防止テープ
¥315（本体価格 ¥300）
G-156
サイズ  15 × 60 × 0.15㎜
入　数  30
●糊残りのないウレタン製テープ
●10 枚入

バランスダウントップ
¥630（本体価格 ¥600）
G-133
サイズ  φ28
重　量  約 15g
入　数  12
●グリップエンドに差し込みカウンターバラン

スに

バランスアップポイント 
¥367（本体価格 ¥350）
G-35
サイズ  厚1㎜×φ25
重　量  約 5.6g/1 枚
入　数  20
●ヘッド、グリップエンド用　● 4 枚入

バランスアップ 業務用 
140 × 390 
¥2,310（本体価格 ¥2,200）
G-637
サイズ  厚 0.5 ×140 × 390㎜
重　量  約 320g
入　数  30
●好きな大きさ、形にカットできます

バランスアップテープ 
業務用 
¥6,300（本体価格 ¥6,000）
G-334
サイズ 

 0.125 厚×12.5㎜幅× 
 約 32m（36 ヤード）巻

●重量：約 55㎜で1g

バランスダウンテープ
¥315（本体価格 ¥300）
G-333
サイズ  0.12 厚× 25.4㎜幅× 500㎜
重　量  約 42.7㎜で1g
入　数  30
●両面粘着タイプの鉛テープ、グリップ下巻用

バランスダウンテープ 業務用
¥8,400（本体価格 ¥8,000）
G-332
サイズ  0.12 厚× 25.4㎜幅× 33m
重　量  約 42.7㎜で1g
●両面粘着タイプの鉛テープ、グリップ下巻用

バランスアップ  
フリーカット 
¥367（本体価格 ¥350）
G-263
サイズ  厚 0.5 × 54 × 65㎜（42 マス）
●重量：約 0.5g（1 マス）　●入数：30
●目盛付なのでカットした重さがわかります

切って使う。
バランスアップ 0.15
¥367（本体価格 ¥350）
G-47
サイズ  150 ×150 × 0.15（厚さ）㎜
●重量：約 40g　●入数：30

バランスアップテープ 20
¥525（本体価格 ¥500）
G-136
サイズ  0.125 厚×12.5㎜幅×1.15m巻
●重量：約 55㎜で1g　●入数：30

バランスアップテープ 40
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-137
サイズ  0.125 厚×12.5㎜幅× 2.3m巻
●重量：約 55㎜で1g　●入数：12
●カッター付ケース入

バランスダウン
¥525（本体価格 ¥500）
G-43
サイズ  鉛：φ36、ネジ：長さ 22㎜
重　量  鉛（約 12g）× 2 枚、ネジ（約 4g）× 2 本
入　数  30
●グリップエンドにコインで着脱してカウンタ

ーバランスに

1 マスで約0.5g

約 55㎜で 1g、微妙な調整が可能

ヘッドをキズ 
から守ります

こうなる前に

ソールやキャビティーの

全面に貼れるデカサイズ

470cc の
デカヘッド対応



フェースアングルチェッカー
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
G-248
サイズ  ロッド長：100 〜 600㎜
入　数  12
●アイアンフェースに取り付け（マグネット式）、ロフト・ライ関係の正しいフェースアングルをチェ

ックできます

スウィング・バランサーⅡ
¥8,400（本体価格 ¥8,000）	■
G-353
サイズ  41×410 × 70㎜
●コンパクトタイプの14 インチ対応バランス計4 903487 724802 4 903487 735303

バイブロスコープ V-3P
¥ オープン価格
G-361
サイズ  690 ×120 × 220㎜

●クラブ振動数計　●重量 :7kg　●電源 : 100V、AC
● JGGAが統一した測定方式　● LG90000

替刃

替刃

替刃

G-702 G-703
スペア刃「超硬」

90 9190 91

G-421 ロフトライ 
マシーンスタンド
¥47,250（本体価格 ¥45,000）
Z-999
サイズ  900(長さ)× 500(幅 )× 940(高さ)㎜
材　質  スチール
● G-421ロフトライマシーン専用のスタンド
●台湾製

スウィングバランサー D 
(デジタル)
¥39,900（本体価格 ¥¥38,000）★
G-356
サイズ  560 × 200 ×130㎜

材　質  軽量部 : プラスチック、桿部 : 鉄に焼付塗装     
 台部 : アルミダイキャストに焼付塗装

重　量  約 2.3kg
●デジタルで見やすい測定値
●測定はボタンを押すだけの簡単操作
●小型軽量の高性能機

 青 (030) 黒 (080) 赤 (010)  黒 (080) ピンク (100)

 赤 (010) 黄 (040)

 黒 / 青 (830) 黒 / 黄 (840)  ホワイト (020) ブラウン (070)

 黒 / 白 (820)

 ブラック (080)

スーパーハンマー 
グリップテープ
¥945（本体価格 ¥900）
G-347
サイズ  25 × 950㎜、厚さ 3.4㎜

材　質  ポリエステル不織布、 
 ウレタン樹脂、粘着剤

重　量  20g
入　数  20
●グリップをひとまわり太くし、ソフトで

しっくりしたフィット感がえられます。

パワーアップテープ  
スーパーソフト
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-314
サイズ  22 〜 27㎜（テーパー付） 

 ×1,000㎜
入　数  10
●ソフトでしっとりフィット感抜群
● 2 本入

パワーアップテープ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-285
サイズ  25 × 900㎜

材　質  ポリエステル不織布、 
 ウレタン樹脂、粘着剤

 ●滑らずグリップのフィーリング
アップに

●同色 3 本入

スーパー Gテープ
¥262（本体価格 ¥250）
G-23
サイズ  幅 25㎜×長さ 4.5m(伸長時 )

材　質  コットン、スパンデックス、    
 天然ゴム系粘着剤

●グリップに巻けて指先も保護する自着
型万能バンデージ

●中国製

ロフトライマシーン
¥168,000（本体価格 ¥160,000）
G-421

●右・左用問わず各番手ごとに目盛に合わ
せて正確なロフト・ライの調整ができます

●台湾製

業務用に耐えられる超硬合金製刃
を装着したモデルでクロムモリブ
デン鋼製刃に比べ耐久性と切れ味
が勝ります。
また、刃厚が薄いため外形変化や
バリが少なく仕上がります。

スーパースピンバイト V溝用
¥2,100（本体価格 ¥2,000）
G-119
入　数  12
●アイアンフェースの溝（V）をシャープに甦らせます

スーパースピンバイト 角溝用
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
G-165
入　数  12
●アイアンフェースの溝をシャープに甦えらせます

ゴルフクラブ用 
ヤスリ（ハイカーボン）
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
G-705
サイズ  30 × 60 × 20㎜（ヤスリ部 122 ×12㎜）
●削り味抜群、クラブのチューンアップに最適

シャフトカッター 
「クロモリ」
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
G-701
サイズ  130 × 53 × 35㎜
●スチールシャフトの切断に
●付属刃の材質 : クロムモリブデン鋼
※ G-715 シャフトカッター G-714 用替刃
「超硬」は刃厚が異なるため取付けでき
ません

●面取り用ブレード付き

シャフト切断機 SカットⅡ
¥44,100（本体価格 ¥42,000）■
G-360
サイズ  310 ×190 × 270㎜
重　量  6㎏
電　源  AC100V
● 2 本同時に切断可能、スライドレールの採用で正確なカッテ

ィングが可能です

シャフトガッチリ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-699
サイズ  28 × 73 × 25㎜
材　質  合成ゴム
●万力を使用してグリップ交換やソケット挿入

の時にシャフトを保護

ソケットツール
¥5,775（本体価格 ¥5,500）	▲
G-362
サイズ  105 × 35 × 20㎜
●ソケット（セル）の挿入に、目盛付

ソケット・カッター
¥5,775（本体価格 ¥5,500）	■
G-370
サイズ  100 × 75 × 30㎜
●シャフトを傷つけることなく簡単にソケット

を切り外せます

シャフト抜き器 ニュー H-2
¥36,750（本体価格 ¥35,000）	■
G-375
サイズ  250 × 75 × 210㎜
●ヘッドからシャフトを傷めず、ひねることなく抜ける
※別途ラチェットレンチが必要です

シャフトカッター 
G-701 用替刃「クロモリ」
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-702
サイズ  刃外径 /18㎜、穴径 /4.85㎜、 

 刃厚 /3㎜
材　質  クロムモリブデン鋼

シャフトカッター 
G-701 用替刃「超硬」
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
G-703
サイズ  刃外径 /18㎜、穴径 /4.85㎜、 

 刃厚 /3㎜
材　質  タングステンカーバイト

シャフトカッター 
業務用「超硬」
¥6,300（本体価格 ¥6,000）
G-714
サイズ  130 × 53 × 35㎜
●付属刃の材質 : タングステンカーバイト
※ G-703 シャフトカッター G-701 用替刃「超

硬」は刃厚が異なるため取付けできません
●面取り用ブレード付き

シャフトカッター
G-714 用替刃「超硬」
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
G-715
サイズ  刃外径 /17㎜、穴 /4.85㎜、 

 刃厚 /5㎜
材　質  タングステンカーバイト

4 903487 711901 4 903487 716500

4 903487 7375054 903487 769902

4 903487 770106

4 903487 770519

4 903487 771400

4 936197 130014 4 903487 737000

4 903487 770205 4 903487 770304

タングステンカーバイトとは、、、

クロムモリブデン鋼とは、、、

硬質の金属炭化物の粉末を焼結して作られる
合金で、単に超硬、超硬合金（超硬）とも呼ば
れる。

鉄にクロムやモリブデンをすこしづつ配合した
鋼のことでクロモリとも呼ばれる。

アマチュアプレーヤーに新溝
ルールの適合が開始されるの
は、エントリーレベルアマチ
ュアで 2014 年から、一般の
アマチュアにいたっては 2024
年からの適用となりますので、
それまでは「旧溝ルール適合」
のクラブの使用が可能です。

規制内容に関しての詳細は、
ＪＧＡのホームページをご覧く
ださい。

2010 年から
「新溝ルール」が
施行されました



除菌剤
防カビ剤
配合

92 939392

ポリッシングクロス
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-324
サイズ  460 × 340㎜
入　数  12
●化学繊維のゴルフクラブ専用クロス

ポリッシングパッド
¥525（本体価格 ¥500）
G-51
サイズ  約 190 ×140㎜
入　数  12
●クラブのお手入れに、グロ

ーブタイプのパッド

 青 (030) 緑 (060)

 赤 (010)

スーパ−クロス
¥735（本体価格 ¥700）
G-400
サイズ  380 × 280㎜
材　質  東洋紡シルフローラ X
入　数  12
●洗剤不要の不思議なクロス

ゴルフクラブワックス
¥840（本体価格 ¥800）
G-318
内容量  120g
入　数  12
●クラブに輝く光沢を与えます

ゴルフクラブクリーナー
¥735（本体価格 ¥700）
G-319
内容量  150g
入　数  12
●汚れ、錆を落とします

ゴルフワックス カーボン用
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-321
内容量  115g
入　数  12
●カーボン素材に浸透し、保護ツヤだしに

メタルクリーナー
¥840（本体価格 ¥800）
G-205
内容量  80g
入　数  12
●金属、メッキ製品の汚れ、サビ

落とし
●塗装仕上のヘッドには使用でき

ません

チタンクリーム
¥630（本体価格 ¥600）
G-640
内容量  30g
入　数  12
●チタンクラブ等塗装仕上のクラブ

用汚れ落とし

サビ防止（さびどめ）
¥840（本体価格 ¥800）
G-63
内容量  100mL
●強力な浸透力でサビを止める。

ノンメッキ・ガンブルーのウエッ
ジパターに最適

サビッシュ 50
¥840（本体価格 ¥800）
G-40
内容量  50mL
入　数  12
●強力サビ取り剤

エアゾール 
ラバーグリップ  
ノンスリップ 
¥735（本体価格 ¥700）
G-303
内容量  100mL
入　数  12
●クリーナーと滑り止めのW効果
●液ダレの少ないムースタイプ
●ゴルフ規則に適合

ZIPスムーサー
¥525（本体価格 ¥500）
G-53
材　質  ワックス
重　量  固形・5g
入　数  12
●ジッパー用潤滑剤
●金属、ナイロンのどちらにも使

用可能

クリーニング用品CLEANING

ラインマーク 
クリーナー
¥735（本体価格	¥700）
G-77
内容量  100mL
入　数  12
●ボールに書いたネームやラインがクラブフェ

ースについたのをキレイに消します

アイアン専用  
ガンスプレー
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-650
内容量  180mL
入　数  12
●金属、メッキ面を傷めず、汚れを

スッキリ落とす
●光沢を復元する抜群なツヤ出し

効果
●薄くて強い被膜が汚れ防止と防

錆効果を発揮

チタン専用  
ガンスプレー
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-651
内容量  180mL
入　数  12
●塗装面を傷めず、汚れをスッキリ

落とします
●光沢を復元する抜群なツヤ出し

効果
●薄くて強い被膜が汚れ防止効果

を発揮

ラバーグリップ専用  
ガンスプレー
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-653
内容量  180mL
入　数  12
●ラバーグリップの洗浄と滑り止め
●脂汚れをスッキリ落とします
●ラバーの感触を復元し抜群な滑

り止め効果

シューズ専用  
ガンスプレー
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-654
内容量  180mL
入　数  12
●天然皮革、合成皮革型シューズ用
●強力な洗浄力と防水効果を発揮
●光沢を復元する抜群なツヤ出し

効果

シューズ用 
消臭・除菌 
ガンスプレー
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-655
内容量  180mL
入　数  12
●シューズの中のいやなニオイを消

します
●ニオイの元となるバイキンを除菌

します
●シューズの中をサラッと清潔に保

ちます

アイアンミスト
¥630（本体価格 ¥600）
G-630
内容量  100mL
入　数  12
●汚れや錆を落とし表面に薄い被膜をつ

くり汚れや傷をつきにくく保護します

チタンミスト
¥630（本体価格 ¥600）
G-633
内容量  100mL
入　数  12
●汚れを落とし表面に薄い皮膜をつくり

汚れや傷をつきにくく保護します

スーパー ゴルフミスト
¥840（本体価格 ¥800）
G-7
内容量  100mL
入　数  12
●材質を選ばず、汚れを落とし薄い皮膜

をつくり汚れや傷をつきにくく保護し
ます

ゴルフクラブバブル
¥840（本体価格 ¥800）
G-48
内容量  100mL
入　数  12
●チタン、アイアン等の金属部分は勿論、ゴム、塗膜、

カーボンなど非金属部分にも最適な泡クリーナー

使いやすい
泡タイプ

キャディーバッグクリーナー  
ウエットシートタイプ
¥840（本体価格 ¥800）
G-316
サイズ  150 × 200㎜ (10 枚入 )
●革、人工皮革やナイロン製品の汚れをスッキリ落

とすセミウエットシート
●キャディーバッグ、スパイク、バッグに除菌剤、

防カビ剤配合
●成分 : シリコーン、除菌剤
●シート素材 : レーヨン、ナイロン、ポリエステル

キャディーバッグ スパイク バッグ グローブ

セミウエット
タイプ

青 (030)



ウッド・アイアングリップWOOD & IRON GRIPS

94 9594 95

シルバー (121)

ピンク (101)

ライム (211)

イエロー (041)

パープル (191)

ソーダブルー (221)

オレンジ (091)

レッド (011)

レッド (011)

オレンジ (091)

ライム (211)

ショッキングピンク (201)

ブラック バックラインなし (082)     

グリーン (061)

イエロー (041)

レッド (011)    

ブラック (081)     パープル (191)

ブルー (031)

ホワイト×ショッキングピンク (271)

ホワイト×ライム (301)

ブラック (081)

オレンジ (091)

ピンク (101)

パープル (191)

ショッキングピンク (201)

ライム (211)

ソーダブルー (221)

ブラック (081)

ショッキングピンク (201)

ホワイト×ブラック (281)

ホワイト×グリーン (261)

ホワイト×パープル (291)

¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲		
G-809

¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲
G-851

¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲
G-757

¥2,100（本体価格 ¥2,000）▲
G-853

●重量：48 ±1g
●高密度樹脂（エラストマー）
●ストレートに配列されたディンプル構造

●重量：50g±1g
●高密度樹脂（エラストマー）
※バックラインなしはブラックのみ

●重量：44g±1
●高密度樹脂（エラストマー）

●重量：43g±1g
●高密度樹脂（エラストマー）
● 48 シリーズを原型にしたカスタムライトモデル
●ストレートに配列されたディンプル構造

NO1 グリップ「48」

NO1 グリップ 「ICHI」レギュラー

NO1 グリップ 43 シリーズ

NO1 グリップ 「ICHI」ライト

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

イエロー (041)

ショッキングピンク (201)

アーミーグリーン (181)

レッド (011)

オレンジ (091)

パープル (191)

ブラック (081)

グリーン (061)

ブルー (031)

ピンク (101)

ホワイト×ブラック (281)

ホワイト×ブルー (231)

ホワイト×イエロー (241)

¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲		
G-810 ●重量：50 ±1g

●高密度樹脂（エラストマー）
●交互に配列されたディンプル構造

NO1 グリップ「50」

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

バック
ライン
なし

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

やや細め
標準
やや太め

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

細め
やや細め
標準

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

細め
やや細め
標準

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

細め
やや細め
標準

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

標準
やや太め
太め



96 979796

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

G-919

パープル (190)

ホワイト (020)ホワイト (020)

ブラック (080)

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

G-918

ダークブルー (350)

ライトグリーン (600) レッド (010)

モスグリーン (390)

イエロー (040)

ライトブルー (400)

ピンク (100)

オレンジ (090)

●重量：40 ±1g
●軽量、細めタイプ

¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲		
G-918

SUSASグリップ SH40（軽め）
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲		
G-919 ●重量：50 ±1g

SUSASグリップ SH50（重め）
NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

SUSAS pro-FT（藤田モデル）
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲
G-922

●柔らかさの中にも芯があるグリップ
●耐摩耗性を向上させ、優れたクリーニング性能を実現

SUSAS pro-SZ（芹澤モデル）
¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲
G-923

●柔らかさの中にも芯があるグリップ
●耐摩耗性を向上させ、優れたクリーニング性能を実現

ホワイト×レッド (211)

ホワイト×オレンジ (291)

ホワイト×ブルー (231)

¥1,680（本体価格 ¥1,600）▲	
G-758

¥1,890（本体価格 ¥1,800）▲	
G-811 ●重量：48 ± 2g●重量：50 ± 2g

●表面のエックスパターンが、コード入グリップにも
匹敵するグリップ力を実現

イオミック STICKY OPUS2イオミック X-Evolution

¥1,029（本体価格 ¥980）▲		
G-819

イオミック Sticky Evolution Black ARMOR

レッド (231)

ブラック (831)

ホワイト (211)

60
バックライン
あり

59
バックライン
あり

60
バックライン
あり59

バックライン
なし

NEW 
Color

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
なし

●重量：48 ± 2g
●タイ製

 ブラック×ブルー バックラインあり (831) ブラック×ブルー バックラインなし (832)

共通カラーG-919 G-918

60
バックライン
あり

60
バックライン
なし

グリップのサイズ
M（Mens）60（内径 0.600 インチ）とか M62（Mens 0.620
シャフト）、M58 または、M600、M620、M580、0.60、0.58
等メーカーによって様々ですが、それらの数値はグリップのコアサ
イズを表しています。

グリップの豆知識 グリップ口径（太さ）とは

コード入りグリップ

バックラインとはグリップの豆知識



98 9998 99

ホワイト (020)

ホワイト (020)

プラック (080)

ブルー (030)

58 バックラインあり (006)

58 バックラインあり (008)

60 バックラインなし (002)

58 バックラインなし (009)

62 バックラインあり (003)

60 バックラインあり (001)

バックラインなし (002)バックラインあり (001)

62 バックラインなし (004)

レッド (010)

レッド (010)

レッド (010)
バックラインあり

レッド (012)
バックラインなし

ホワイト (020)
バックラインあり

ホワイト (022)
バックラインなし

オレンジ (090)
バックラインあり

オレンジ (092)
バックラインなし

ブルー (032)
バックラインなし

¥1,575（本体価格 ¥1,500）		
G-840

¥1,575（本体価格 ¥1,500）		
G-842

¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-841

¥2,625（本体価格 ¥2,500）
G-833

●重量：50g：M60X
●台湾製

●重量：50g
●台湾製 /タイ製

●重量 : 49g（ホワイト 56g）
●タイ製

●重量：48g：M60X
●台湾製

G400 VD・ラバー

VD ラバー・カラー VDRS

ツアーラップ 2 Ｇ

ND マルチコンパウンド MCC
¥1,260（本体価格 ¥1,200）		
G-835

¥2,100（本体価格 ¥2,000）	
G-862

¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-863

¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-863

●重量：50g
●台湾製

●重量：50 ± 3.5g
●台湾製

●重量：52g：M60X
●タイ製

●重量：48g
●タイ製

●ツアープロの絶大な支持を得ているVTMのレディース
バージョン

マルチ デュアルデュロメーター ラバー ＤＤＭ

ニューディケードサンドコード Ｄ 100

ツアーベルベットラバー

ツアーベルベットラバー ピンク

NEW 
Color

NEW 
Color

CP(540)

コードあり BKR(650)

コードなし BL(030)

¥1,680（本体価格 ¥1,600）	
WG-104

¥1,680（本体価格 ¥1,600）	
WG-103●ミッドサイズ

●重量：50 ± 2.5g
●中国製

ウィングリップ ネオラップ AW6 ウィングリップ ネオラップ AW5

RD(010)

RD(010) RD(010)

BK(080)

BK(080) BK(080)

CP(540)

BL(030)

BL(030) BL(030)

CP(540)

¥1,680（本体価格 ¥1,600）	
WG-105

¥1,890（本体価格 ¥1,800）	
WG-112

●オーバーサイズ
●重量：50 ± 2.5g
●中国製

●ミッドサイズ
●重量：BL/48 ± 2g、BKR/51± 2.5g
●中国製

ウィングリップ ネオラップ AW7

ウィングリップ ネオ ドライタック DT6

NEW 
Color

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

●スタンダードサイズ
●重量：50 ± 2.5g
●中国製

60
バックライン
あり 60

バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

62
バックライン
あり

58
バックライン
あり

58
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
なし 60

バックライン
なし

60
バックライン
なし

60
バックライン
なし

62
バックライン
なし

58
バックライン
なし

ブルー (030)
バックラインあり

 バックラインあり (002) バックラインなし (001)



パターグリップPUTTER GRIPS

こだわれば
スコアアップ

PEANUTS© United Feature Syndicate, Inc.

100 101100 101

オレンジ×ブラック (980)

(620)

ブラック×ブラック (880)

ブルー×ブラック (380)

レッド×ブラック (180)

ブラック×ブラック (880)

ブルー×ブラック (380)

ホワイト×ブラック (280)

レッド×ブラック (180)

¥ オープン価格		

G-768
¥ オープン価格		

G-769 ●サイズ：口径 0.60 インチ
●重量：80 ± 5g
●内径：0.60
●中国製

●サイズ：口径 0.60 インチ
●重量：70 ± 6g
●内径：0.60
●太くて軽いパターグリップ
●太いからりきまない
●軽いからヘッドバランスを保てる
●中国製

ビッグライトパター 2ビッグライトパター 3

¥1,050（本体価格 ¥1,000）	
G-969

ラムキン クロスライン ACE 3GEN

¥1,575（本体価格 ¥1,500）	
G-878 ●重量：50g

●中国製

クロスラインラバー ＬＸＲ

¥2,100（本体価格 ¥2,000）		
G-876 ●重量：52g

●中国製

クロスラインソフトコード ＬＸＣ

NEW
NEW
NEW

LB/BKC(380)

ネイビー (050)

ホワイト (020)

ライトブルー (400)

レッド (010)

ブラック (080)

58 バックラインあり (008) 60 バックラインなし (002)60 バックラインあり (001)

RD/BKC(180)

WT/BKC(280)

¥1,575（本体価格 ¥1,500）●		
G-751 ●重量：48g（WT/BKC51g）

●メキシコ製

ラムキン エヌディーユーアール JV

¥1,470（本体価格 ¥1,400）
G-839

ラムキン MW V3 NEW
NEW
NEW

●材質：TPE サイド
●重量：47g 

● 600R
● 50g（±1g）
●中国製

¥1,890（本体価格 ¥1,800）
G-852 ●サイズ：M60

●重量：100 ± 3g

スーパーハンマーグリップ

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり60

バックライン
あり

58
バックライン
あり

60
バックライン
なし

¥2,625（本体価格 ¥2,500）	
G-844

¥1,680（本体価格	¥1,600）	
G-980

¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-873

●重量：53 ± 2g
●内径：0.58
●中国製

●重量：86g 
●内径：0.58
●米国製

●サイズ：58　
●重量：65g
●タイ製

キャラクターパターグリップ スヌーピー

パーフォラップパターベルベットスペシャルパターＶＳＰ NEW
NEW
NEW

60 バックラインあり (001)58 バックラインあり (008)

¥1,575（本体価格 ¥1,500）
G-989 ●重量：50g：600R

●中国製

サンドラップ−Ｖ VSW／ VSSW 60
バックライン
あり

58
バックライン
あり



● G-716、G706 用替刃

グリップ交換用品GRIPS

102 103103102

グリップメイト オン・オフ
¥2,100（本体価格 ¥2,000）
G-84
内　容  交換溶液 180mL、両面テープ10m、 

 ミニグリップカッター、スターター
入　数  12

グリップ交換キット
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
G-245
内　容  交換溶液 100mL、両面テープ10m、   

 スターター
入　数  12

ラバーグリップ 
スターター
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-169
サイズ  75㎜
入　数  12
●太いシャフト、細いグリップの装着に

グリップカッター
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
G-706
サイズ  110 × 30㎜
入　数  12
●刃先がフック形状の日本製。グリップ専用カッター

ミニグリップカッター
¥420（本体価格 ¥400）
G-716
サイズ  約 73 × 27 × 6㎜
入　数  12
●刃先がフック形状の日本製。グ

リップ専用カッター

ラバーグリップ 
プラスターター
¥315（本体価格 ¥300）
G-233
サイズ  65㎜
材　質  ポリプロピレン
入　数  12

グリップ交換溶液 
エアゾール
¥630（本体価格 ¥600）
G-3
成　分  石油系溶剤
内容量  100mL
入　数  12

グリップ交換溶液 
お徳用
¥2,100（本体価格 ¥2,000）
G-398
成　分  石油系溶剤
内容量  480mL
入　数  12
●ミニスターター付

グリップ交換溶液 業務用
¥3,780（本体価格 ¥3,600）
G-399
成　分  石油系溶剤
内容量  1,000mL
入　数  12

G-707替刃（4 枚入）
¥1,260（本体価格 ¥1,200）	

DB(070)

CP(540)

RD(010)

BKB(080)

GN(060)

PK(100)

SB(240)

RD(010)

¥2,100（本体価格 ¥2,000）
WG-106

¥2,310（本体価格 ¥2,200）	
WG-124

¥2,205（本体価格 ¥2,100）	
WG-125

¥2,310（本体価格 ¥2,200）
WG-108

¥2,205（本体価格 ¥2,100）
WG-107

●スタンダードサイズ
●重量：58 ± 2.5g
●内径 : 0.59
●中国製

● RD/スタンダードサイズ
● BKB/ミッドサイズ
●重量：76 ± 3.5g
●内径 : 0.59 
●中国製

●スタンダードサイズ
●重量：61± 3g
●内径 : 0.59  
●中国製

●オーバーサイズ
●重量：75 ± 3.5g
●内径 : 0.59
●中国製

●ミッドサイズ
●重量：71± 3.5g
●内径 : 0.59
●中国製

ウィンパター PPTLAW

ウィンパター カーブドライン 68CL

ウィンパター カーブドライン PPCL

ウィンパター 78AW

ウィンパター 68AW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

BKY(080)

BL(030)

¥3,465（本体価格 ¥3,300）	
WG-118

¥2,415（本体価格 ¥2,300）	
WG-123

¥3,360（本体価格 ¥3,200）	
WG-122

●ウルトラビッグサイズ
●重量：127 ± 5g
●内径 :0.60
● 中国製

●オーバーサイズ
●重量：79 ± 3.5g
●内径：0.59
● 中国製

●ウルトラビッグサイズ
●重量：127 ± 5g
●内径 :0.60
● 中国製

ウィンパター デュオカラー 88DC

ウィンパター カーブドライン 78CL

ウィンパター カーブドライン 88CL-BKP

NEW
NEW
NEW



優　　　勝
準　優　勝
ニヤピン賞
ドラゴン賞
第　○　位
　　　　賞
参　加　賞

業務用単品 7 種

※コンペフラッグ、コンペシール、コンペシート、コンペダービー はライト株式会社の登録商標です。

コンペシール
¥315（本体価格 ¥300）
G-13
内　容

（セット） 

 優勝、準優勝、ベスクロ賞、ニヤピン賞× 2、ドラコン賞× 2、 
 ブービー賞、ブービーメーカー賞、ラッキーセブン賞、 
 第○位× 5、参加賞×10、自由に書込める○○賞×15 の 40 枚セット

入　数  20
●優勝から参加賞までのコンペ商品に貼る 35 人用のラベルセット

× 2 × 2

× 2 × 2 × 2 × 2× 2

コンペ用品COMPETITION GOODS

104 105104 105

コンペシート（L）
¥420（本体価格 ¥400）
G-76
サイズ  1,040 × 755㎜
入　数  20
● 40 〜 80 人のコンペに使用できる大判成績表

コンペシート
¥420（本体価格 ¥400）
G-68
サイズ  838 × 590㎜
入　数  20
● 20 人用コンペ成績表。集計カード付

 賞 (080) 参加賞 (090) ドラコン (050) 第　位 (070)

 優勝 (010) 準優勝 (020)

4 903487 701346

4 903487 7013224 903487 701315
4 903487 701308

4 903487 701353 4 903487 7013914 903487 7013844 903487 701377

4 903487 706808

4 903487 707607

 ニヤピン (040)

セット (100)

G-68

G-76

コンペフラッグ
¥420（本体価格 ¥400）
G-12
入　数  20
●ドラコン、ニヤピン各1 枚入

コンペフラッグ ニアニア
¥420（本体価格 ¥400）
G-22
入　数  20
●ニヤピン 2 枚入

コンペフラッグ ドラドラ
¥420（本体価格 ¥400）
G-457
入　数  20
●ドラコン 2 枚入

コンペフラッグ シングルドラコン
¥210（本体価格 ¥200）
G-455
入　数  20
●ドラコン 1 枚入

コンペフラッグ シングルニヤピン
¥210（本体価格 ¥200）
G-456
入　数  20
●ニヤピン 1 枚入

コンペフラッグ 3 本セット
¥577（本体価格 ¥550）
G-135
入　数  20
●ドラコン 1 枚、ニヤピン 2 枚入

コンペフラッグ スピン
¥420（本体価格 ¥400）
G-69
サイズ  全長：380㎜、風車部：200 × 200㎜
カラー  ブルー×イエロー、グリーン×ピンク 各1 本
入　数  20
●風車式でクルクルと回り、
　良く目立ちます。ドラコン・
　ニヤピン共通タイプ 2 本　

4 903487 701209

4 903487 713509

4 903487 702206

4 903487 7456094 903487 745500

4 903487 745708

バッファロー
両面テープ 業務用
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
G-338
サイズ  0.18 厚×19 幅±1㎜× 33m巻
材　質  クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
入　数  20
●米国製

バッファロー 
両面テープ 50㎜幅
¥ オープン価格
G-339
サイズ  0.18 厚× 50 幅±1㎜× 33m巻
材　質  クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
●米国製　● LG2000

バッファロー両面テープ 5m
¥420（本体価格 ¥400）
G-340
サイズ  0.18 厚×19 幅±1㎜× 5m巻
材　質  クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
●接着力が高く、やや厚めのグリップ取付用

テープです　●米国製

グリップ用
両面テープ 
業務用
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
Z-85
サイズ  0.13 厚× 20㎜幅× 30m巻
入　数  20
●日東電工 /NO.5131

グリップ用
両面テープ 10m
¥525（本体価格 ¥500）
G-85
サイズ  0.15 厚× 20㎜幅×10m巻
材　質  ナイロン不織布、合成ゴム系粘着剤
入　数  48

グリップ用
両面テープ 5m
¥315（本体価格 ¥300）
G-335
サイズ  0.15 厚× 20㎜幅× 5m巻
材　質  ナイロン不織布、合成ゴム系粘着剤
入　数  48

NEW
NEW
NEW

バッファロー
両面テープ 
業務用薄手（0.15）
¥1,575（本体価格 ¥1,500）	
G-438
サイズ  0.15 厚×18 幅±1㎜× 32.9m巻
材　質  クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
入　数  20
● G-338 バッファロー
　両面テープの薄手
●米国製

厚さ
0.18

厚さ
0.18

厚さ
0.18

厚さ
0.15

厚さ
0.15

厚さ
0.15

厚さ
0.13



ロストボールRECYCLED GOLF BALLS

※このページのロストボールは、1 パック同一銘柄の中古品ボールです。

ゴルフボールGOLF BALLS

106 107106 107

海外ブランドロストボール (6P)
¥1,029（本体価格 ¥980）▲
B-46
入　数  50
●海外有名ブランド
　タイトリスト・ナイキ・キャロウェイ・ウィルソン・テーラーメ

イド等の中古品ボール

人気銘柄ロストボール (10P)
¥1,029（本体価格 ¥980）▲
B-47
入　数  25
●国内外人気ブランド
　ニューイング・ツアーステージ・ゼクシオ・ビーム・ハイブリット・エブリオ・メタ

ルミックス・ナイキ・キャスコ・タイトリスト・キャロウェイ等の中古品ボール

ロストボール A
¥1,575（本体価格 ¥1,500）	▲
B-55
入　数  50
●国内外人気ブランド
　スーパーニューイング・ゼクシオ・エブリオ・スリクソン・

X-01,V10・AMZ・V1・NIKE等

ロストボール B
¥1,050（本体価格 ¥1,000）	▲
B-54
入　数  50
●国内外有名ブランド
　スーパーニューイング・ニューイング・ゼクシオ・エブリオ・

X-01、V10、AMZ・キャロウェイ等の中古品ボール

ロストボール C
¥840（本体価格 ¥800）	▲
B-53
入　数  50
●国内外ブランド
　ブリヂストン・ダンロップ・タイトリスト・キャスコ・ NIKE等

の中古品ボール

USED ゴルフボール (12 個入 )
¥1,344（本体価格 ¥1,280）▲
B-45
入　数  25
●ニューボールが 1,980 円 (ダース )以上の国内外ブランドの

中古品ボール

4 903487 504503

4 903487 504602 4 903487 504701

4 903487 5053024 903487 505401

4 903487 505500

グレード

グレード

グレード グレード

グレード グレード

たこ焼きゴルフボール
¥3,780（本体価格 ¥3,600）
B-373

●「たこ焼き」デザインのユーモラスな
コースで使用可能なデザインボール

●ディスタンス系ツーピース
●公認球ではありません
●中国製

ハローキティゴルフボール
3 球パック
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
B-374

●「ハローキティ」がボール全体に散りば
められたかわいいデザインボール

●ディスタンス系ツーピース
●公認球ではありません
●台湾製

NEW スリクソン AD333 
¥ オープン価格　

B-631
●大きな飛びとスピンコントロール性を両立
●高反発ソフトツーピース
●インドネシア製　● LB3200

©YOSHIMOTO KOGYO 販売元 : アイエム株式会社

販売元 : アイエム株式会社

NEW
NEW
NEW

シュアウェイメタリックⅠ
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
B-372

●コンプレッション : 75
●ディンプル : 482
●ヘッドスピード対応 38 〜 40(m/s)
●台湾製

 単色オレンジ 6 個パック (090) 単色パープル 6 個パック (190) 単色グリーン個パック (060) 単色シルバー 6 個パック (120) 単色ピンク 6 個パック (100) 単色ゴールド 6 個パック (160)

 ホワイト (020) オレンジ (090) イエロー (040)

オレンジ (090) イエロー (040)

 6 色パック (990)

スポルディング ROYAL TOPⅡ
¥1,260（本体価格 ¥1,200）■
B-645

●低スピン高弾道タイプツーピース
●台湾製

NEW
NEW
NEW

スポルディング ツアーコンプカラーⅡ
¥ オープン価格
B-644

●飛んで転がる、飛びのビビットカラー、ツーピース
●大きな飛距離とソフトフィーリング
●台湾製　● LB933

ゼクシオ LX
¥8,820（本体価格 ¥8,400）
B-647

●ウレタンカバーがショートゲームに効く！
●ライナーで飛ばせば、もっと飛ばせる
●高反発ソフトスリーピース

ハレーコメットボール
¥420（本体価格 ¥400）
R-24
入　数  12
●ショットをするとキラキラテープが飛び出す始球式用ボール
●参考飛距離約 100m
●ボール : 台湾製、テープ : 日本製

ハレーコメットボール ゴールド
¥630（本体価格 ¥600）
R-124
入　数  12
●ショットをするとゴールドテープが飛び出す始球式用ゴールド

ボール
●参考飛距離約 100m
●ボール : 台湾製、テープ : 日本製

4 903487 3124054 903487 302406

（1 個） （1 個）

スモークボール（1DZ）
¥7,560（本体価格 ¥7,200）	●
R-44

●始球式用発煙ボール
●発煙カラー：青と赤のセット
●参考飛距離約 100m
●中国製

4 903487 304400
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綿 無地 四角旗
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
M-104
サイズ  340 ×420㎜
材　質  綿

三角旗番号付 9 枚セット
¥10,500（本体価格 ¥10,000）
M-102
番　号  1 〜 9、10 〜18 の 2 種類
サイズ  350 ×460㎜
カラー  赤×白文字
材　質  綿

四角旗番号付 9 枚セット
¥12,600（本体価格 ¥12,000）
M-105
番　号  1 〜 9、10 〜18 の 2 種類
サイズ  340 ×420㎜
カラー  赤×白文字
材　質  綿

綿 無地 三角旗
¥945（本体価格 ¥900）
M-103
サイズ  350 ×460㎜
材　質  綿

赤 (010)

白 (020)

赤 (010)

白 (020)

ナイロン 無地 三角旗
¥945（本体価格 ¥900）
M-121
サイズ  350 ×460㎜

ナイロン 無地 四角旗
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
M-122
サイズ  340 ×420㎜

赤 (010)

白 (020)

赤 (010)

白 (020)

ガーデン用ホールピン
¥2,520（本体価格 ¥2,400）
M-21
サイズ  φ95 × 780㎜
 
材　質 

 アルミダイキャスト 
 （アクリル塗装焼付） 
 スチール（ユニクロメッキ）

ガーデン用ホールカップ 
セット
¥3,150（本体価格 ¥3,000）
M-41
 

材　質 
 

 アルミダイキャスト（アクリル 
 塗装焼付）、スチール 
 （ユニクロメッキ）、PP 
 （ポリプロピレン）

●ガーデン用ホールカップ　　　と
　ガーデン用ホールピン　　　のセット

スタンドピン
¥4,200（本体価格 ¥4,000）
M-84
サイズ  足内寸巾：110㎜ 

 長さ：870㎜
 
材　質 

 アルミダイキャスト 
 （アクリル塗装焼付） 
 スチール（ユニクロメッキ）

グラスファイバー用 
旗取付金具
¥1,890（本体価格 ¥1,800）
M-601
サイズ  長さ 350㎜

ポールマーカー
¥840（本体価格 ¥800）
M-107
サイズ  φ90
●ストッパー付

M-20
M-21

赤 (010)

黄 (040)

 10 〜 18(020)

 1 〜 9(010)

 10 〜 18(020)

 1 〜 9(010)

グラスファイバー 
ポール
¥10,500（本体価格 ¥10,000）	
M-607
サイズ  φ13 ×長さ 2,500㎜
材　質  グラスファイバー

グラスファイバー 
ポール
赤×白	ショート
¥7,350（本体価格 ¥7,000）	
M-608
サイズ  φ13 ×長さ1,250㎜
材　質  グラスファイバー

ティーマーク（プラスチック製）
¥840（本体価格 ¥800）
M-80
サイズ  φ120
※記載は 1 個の価格です  青 (030) 黄 (040) 赤 (010) 白 (020)

 赤 (010)

 青 (030)  黄 (040)

赤×白 (310)

黄 (040)

(310)

ティーマーク
¥3,780（本体価格 ¥3,600）
M-90
サイズ  φ120
材　質  アルミ合金
※記載は 1 個の価格です

OB杭
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
M-82
サイズ  60 × 60 × 690㎜
材　質  ポリエチレン
重　量  約 440g

アンダーリペア杭
¥315（本体価格 ¥300）
M-101
サイズ  25 × 25 × 240㎜
カラー  赤・青・黄
材　質  ポリエチレン

杭（ホワイト）OB用
¥1,470（本体価格 ¥1,400）▲
M-515
サイズ  50 × 50 × 750㎜
材　質  ポリエチレン無垢
重　量  1.5㎏

バンカーならし
¥5,775（本体価格 ¥5,500）●
M-91
サイズ  350 ×1,245㎜
材　質  アルミニウム
重　量  620g

泥落しセット
¥8,400（本体価格 ¥8,000）▲
M-58
サイズ  240 × 310 ×180㎜

泥落し替えブラシ
¥4,200（本体価格 ¥4,000）■
M-59
サイズ 約 225 × 260 ×40㎜

(突起、ブラシ含む)

コース用品GOLF COURSE EQUIPMENT

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW
NEW

●左記の商品は、3 本（長さ 217㎜、
太さΦ 9.5/1 本）のパイプをつな
ぐジョイントタイプ（3 段つなぎ
式）です

※ご希望により、ノージョイントタ
イプ（つなぎのない1 本もの、長
さ 600㎜（ネジ部含む 650㎜９、
太さΦ 7.0）仕様もあります

ジョイントタイプ（3 段つなぎ式）

ノージョイントタイプ（つなぎのない1 本もの）



ショップ用品DISPLAY UNIT

ゴルフクラブ用  
ポリエチレン袋
¥5,250（本体価格 ¥5,000）■
Z-62
サイズ  0.07 × 200 ×1,400㎜
カラー  乳白色
内　容  100 枚入

キャディバッグ用  
ポリエチレン袋
¥5,250（本体価格 ¥5,000）■
Z-65
サイズ  0.05 × 650 ×1,350㎜
カラー  乳白色
内　容  50 枚入

210

130 80

125
280

52

200
650

1,400 1,350

110 111111110

店頭什器（900幅）
¥21,000（本体価格 ¥20,000）
Z-154
サイズ  900 ×1,600 ×430㎜
●フックは付属しません

店頭什器用
フック（25cm)
¥ オープン価格
Z-156
サイズ  Φ 5 × 250㎜
● LZ200

グリップ用シュリンク 
（100枚）
¥2,310（本体価格 ¥2,200）
Z-150
サイズ  52 × 280㎜× 30 μ
材　質  PET
●開封用ティアテープ（赤色）付

ウッド用シュリンク 420cc 
（100枚）
¥2,310（本体価格 ¥2,200）
Z-151
サイズ  130 × 210㎜（変形）×19 μ
材　質  PE、PP
● 420cc対応（ヘッド形状により例外あり）

アイアン用シュリンク 
（100枚）
¥1,312（本体価格 ¥1,250）
Z-152
サイズ  80 ×125㎜（変形）×19 μ
材　質  PE、PP

225

15047

ペグシル
¥6,300（本体価格 ¥6,000）
T-43
サイズ  110㎜
カラー  黒
●1,000 本

	T-243 名入でき上り
¥8,400（本体価格 ¥8,000）
●ロット10,000 本　●1,000 本につき　●納期：3 週間

+¥21,000（本体価格 ¥20,000）

T-43 ペグシル用
版代（初回のみ） 	Z-999

目土袋（角小）
¥1,260（本体価格 ¥1,200）
M-81
サイズ  220 ×170 × 60㎜

ディボット用スコップ
¥420（本体価格 ¥400）
M-89
サイズ  長さ 210㎜

草ぬきグリーン用
¥840（本体価格 ¥800）▲
M-92
サイズ  148㎜
材　質  特殊鋼板

草ぬきフェアウェイ用
¥840（本体価格 ¥800）▲
M-93
サイズ  長さ 210㎜
材　質  特殊鋼板

水バケツ
¥1,575（本体価格 ¥1,500）
M-18
サイズ  φ190 × 215㎜
●丸型、樹脂底付 

ガーデン用ホールカップ
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
M-20
材　質  ポリプロピレン
サイズ  φ108 ×130㎜
重　量  135ｇ

鉄製ホールカップ
¥5,775（本体価格 ¥5,500）
M-99
サイズ  φ108 ×170㎜
重　量  1,135ｇ

ダイキャストカップ
¥5,775（本体価格 ¥5,500）
M-85
材　質  アルミダイキャスト
サイズ  φ108 ×170㎜
重　量  845ｇ

発音式カップ
¥8,400（本体価格 ¥8,000）
M-86
材　質  本体：アルミダイキャスト 

 発音盤部：真ちゅう
サイズ  φ108 ×170㎜
重　量  1,000ｇ

ステンレスホールカップ
¥11,550（本体価格 ¥11,000）▲
M-570
サイズ  φ108 ×170㎜
重　量  1,320ｇ
●ステンレス発音盤付

ホールカッター
¥34,650（本体価格 ¥33,000）
M-94

ホームグリーンセット
¥21,000（本体価格 ¥20,000）
M-83

●ホールカップ、ピン、ホールカッターのセット

ホールカップ抜き
¥1,050（本体価格 ¥1,000）
M-47

ショット後、芝生 (ターフ )を
削り取ってしまったらそのまま
戻し、砂は気持ち少なめに、
砂の面を芝の葉先より少し
低くなるように靴底を滑らして
平らにする。後続プレーヤー
のために...

ウッド用シュリンク 460cc
（100 枚）
¥2,625（本体価格 ¥2,500）
Z-149
サイズ  150 × 225㎜（変形）× 25μ
材　質  PE、PP
● 460cc対応（ヘッド形状により例外あり）

NEW
NEW
NEW
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Hヘッドカバー・アイアンカバー 
パターカバー・クラブケースなど

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
H-3	 タラコヘッドカバー	 	 	 	 	
	 タラコヘッドカバー	1	 001	 ¥525	 ¥500	 4903487030316	 10
	 タラコヘッドカバー	2	 002	 ¥525	 ¥500	 4903487030323	 10
	 タラコヘッドカバー	3	 003	 ¥525	 ¥500	 4903487030330	 10
	 タラコヘッドカバー	4	 004	 ¥525	 ¥500	 4903487030347	 10
	 タラコヘッドカバー	5	 005	 ¥525	 ¥500	 4903487030354	 10
	 タラコヘッドカバー	6	 006	 ¥525	 ¥500	 4903487030361	 10
	 タラコヘッドカバー	7	 007	 ¥525	 ¥500	 4903487030378	 10
	 タラコヘッドカバー	8	 008	 ¥525	 ¥500	 4903487030385	 10
	 タラコヘッドカバー	P	 011	 ¥525	 ¥500	 4903487030392	 10
	 タラコヘッドカバー	無地	 015	 ¥525	 ¥500	 4903487030415	 10
H-21	 FORBOS	アイアンカバー
	 ブルー×レッド	 310	 ¥2,520	 ¥2,400	 4991568052982	 10
	 グリーン×オレンジ	 690	 ¥2,520	 ¥2,400	 4991568052999	 10
	 レッド×グリーン	 160	 ¥2,520	 ¥2,400	 4991568053002	 10
H-40	 ナイロンクラブケース
	 イエロー	 040	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004041	 15
	 ネイビー	 050	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004058	 15
	 グリーン	 060	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004065	 15
	 ブラック	 080	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004089	 15
	 グレー	 110	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004072	 15
	 エンジ	 340	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487004027	 15
H-65	 リバティーアイアンカバー
	 ブラック	 080	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487006588	 10
	 グレー	 110	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487006595	 10
H-83	 エクセル	DR
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008315	 2
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008322	 2
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008384	 2
H-84	 エクセル	FW	ロング
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008414	 2
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008421	 2
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008483	 2
H-85	 エクセル	FW	ショート
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008513	 3
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008520	 3
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008582	 3
H-86	 エクセル	UT	レッド
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008612	 3
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008629	 3
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487008681	 3
H-98	 ファイン	マジック	ピンタイプ
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487009817	 10
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487009886	 10
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487009916	 11
H-99	 ファイン	マジック	マレットタイプ	ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487009985	 11
H-100	 エクセル	マジック	ピン・マレット共通タイプ	 010	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487010011	 11
	 レッド	 010	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487010011	 11
	 ホワイト	 020	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487010028	 11
	 ブラック	 080	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487010080	 11
H-101	 グロス	DR
	 黒 /白	 820	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010189	 3
	 黒 /赤	 810	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010110	 3
	 白 /赤	 210	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010127	 3
H-102	 グロス	FW
	 黒 /白	 820	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010288	 3
	 黒 /赤	 810	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010219	 3
	 白 /赤	 210	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487010226	 3
H-103	 グロス	UT
	 黒 /白	 820	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487010387	 3
	 黒 /赤	 810	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487010370	 3
	 白 /赤	 210	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487010363	 3
H-109	 アイアンガード	オーバーサイズ	単品
	 単品	1	 001	 ¥577	 ¥550	 4903487010912	 9
	 単品	2	 002	 ¥577	 ¥550	 4903487010929	 9
	 単品	3	 003	 ¥577	 ¥550	 4903487010936	 9
	 単品	4	 004	 ¥577	 ¥550	 4903487010943	 9
	 単品	5	 005	 ¥577	 ¥550	 4903487010967	 9
	 単品	6	 006	 ¥577	 ¥550	 4903487010974	 9

	 単品	7	 007	 ¥577	 ¥550	 4903487010981	 9
	 単品	8	 008	 ¥577	 ¥550	 4903487010998	 9
	 単品	9	 009	 ¥577	 ¥550	 4903487010813	 9
	 単品	P	 011	 ¥577	 ¥550	 4903487010820	 9
	 単品	A	 012	 ¥577	 ¥550	 4903487010837	 9
	 単品	S	 013	 ¥577	 ¥550	 4903487010844	 9
	 単品	F	 014	 ¥577	 ¥550	 4903487010868	 9
	 単品	無地	 015	 ¥577	 ¥550	 4903487010950	 9
H-110	 アイアンガード	ネオ	オーバーサイズ	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487011001	 9
H-111	 アイアンガード	ネオ	オーバーサイズ
	 オーバーサイズ3	 003	 ¥420	 ¥400	 4903487011131	 9
	 オーバーサイズ4	 004	 ¥420	 ¥400	 4903487011148	 9
	 オーバーサイズ5	 005	 ¥420	 ¥400	 4903487011155	 9
	 オーバーサイズ6	 006	 ¥420	 ¥400	 4903487011162	 9
	 オーバーサイズ7	 007	 ¥420	 ¥400	 4903487011179	 9
	 オーバーサイズ8	 008	 ¥420	 ¥400	 4903487011186	 9
	 オーバーサイズ9	 009	 ¥420	 ¥400	 4903487011193	 9
	 オーバーサイズ P	 011	 ¥420	 ¥400	 4903487011124	 9
	 オーバーサイズA	 012	 ¥420	 ¥400	 4903487011117	 9
	 オーバーサイズ S	 013	 ¥420	 ¥400	 4903487011018	 9
	 オーバーサイズ F	 014	 ¥420	 ¥400	 4903487011025	 9
	 オーバーサイズ52	 052	 ¥420	 ¥400	 4903487011049	 9
	 オーバーサイズ56	 056	 ¥420	 ¥400	 4903487011063	 9
	 オーバーサイズ58	 058	 ¥420	 ¥400	 4903487011056	 9
	 オーバーサイズ60	 060	 ¥420	 ¥400	 4903487011070	 9
	 オーバーサイズ無地	 015	 ¥420	 ¥400	 4903487011032	 9
H-112	 オーバーサイズ	アイアンセーバー	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487011209	 9
H-113	 オーバーサイズ	アイアンセーバー	単品
	 単品	P	 011	 ¥420	 ¥400	 4903487011216	 9
	 単品	A	 012	 ¥420	 ¥400	 4903487011223	 9
	 単品	S	 013	 ¥420	 ¥400	 4903487011230	 9
	 単品	F	 014	 ¥420	 ¥400	 4903487011247	 9
	 単品	3	 003	 ¥420	 ¥400	 4903487011339	 9
	 単品	4	 004	 ¥420	 ¥400	 4903487011346	 9
	 単品	5	 005	 ¥420	 ¥400	 4903487011353	 9
	 単品	6	 006	 ¥420	 ¥400	 4903487011360	 9
	 単品	7	 007	 ¥420	 ¥400	 4903487011377	 9
	 単品	8	 008	 ¥420	 ¥400	 4903487011384	 9
	 単品	9	 009	 ¥420	 ¥400	 4903487011391	 9
H-120	 メッシュ	DR
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012022	 2
	 ブラウン	 070	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012077	 2
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012084	 2
H-121	 メッシュ	FW
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012121	 2
	 ブラウン	 070	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012176	 2
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012183	 2
H-122	 メッシュ	UT
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012220	 2
	 ブラウン	 070	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012275	 2
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487012282	 2
H-123	 メッシュ	アイアンカバー
	 ホワイト	 020	 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487012329	 10
	 ブラウン	 070	 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487012374	 10
	 ブラック	 080	 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487012381	 10
H-124	 メッシュ	ピンタイプ
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487012428	 10
	 ブラウン	 070	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487012473	 10
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487012480	 10
H-128	 アイアンガード	オーバーサイズ	10 本組	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487012800	 9
H-150	 ニュースヌーピー	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4546598000221	 8
H-156	 アイアンカバー	スヌーピーレッスン	 	 ¥5,040	 ¥4,800	 4560375370550	 10
H-157	 フライングエース	スヌーピー	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4546598000153	 8
H-158	 スヌーピー JOE	COOL	FW	 		 ¥4,095	 ¥3,900	 4546598000184	 8
H-159	 スヌーピーぬいぐるみ	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4546598001846	 8
H-161	 ケンケン	ぬいぐるみ	FW	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4560375370062	 8
H-165	 ピンクパンサー	ぬいぐるみ	FW	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4560375370055	 8
H-173	 アイアンカバー	ピンクパンサー
	 ホワイト	 020	 ¥5,040	 ¥4,800	 4546598001242	 10
	 ブラック	 080	 ¥5,040	 ¥4,800	 4546598002454	 10
H-182	 スヌーピーゴルフプロ	UT	 	 ¥3,150	 ¥3,000	 4560375370567	 9

H

すそあげテープ
¥210（本体価格 ¥200）

X-41
サイズ  23 ×1,200㎜

材　質  ポリエステル、 
 ナイロン

シートスティック
¥10,500（本体価格 ¥10,000）

C-49
材　質  アルミ、アルミダイキャスト、合成皮革
重　量  740ｇ
●歩くときは杖に、開けば椅子に、トーナメ

ント観戦に最適
●許容耐荷重 80㎏、身長150㎝以上

ゴルフ日記
¥1,050（本体価格 ¥1,000）

G-609
サイズ  215 ×150 ×12㎜
●たくさんの思い出を書きとめるゴルフ用日記

ゴルフ競技会記録簿
¥5,040（本体価格 ¥4,800）

G-107
サイズ  315 × 250 × 30㎜
●スコアから、歴代優勝者、金銭出納帳…プラ

イベートコンペのすべてを記録できます

4 903487 760909

 白 (020) 紺 (050)

カードファイル
¥735（本体価格 ¥700）

G-70
サイズ  205 ×145 ×14㎜
入　数  10
●スコアカードを 40 枚収納できます
●グラフとコンペの成績表付
 赤 (010) 紺 (050) 緑 (060)

マーカーコレクション（木製）
¥3,675（本体価格 ¥3,500）

G-114
サイズ  250 × 250 × 20㎜
入　数  10
●壁掛け、卓上タイプで、36 個のマーカーがコレクションできます

4 903487 7114064 903487 7070584 903487 707010 4 903487 707065

4 903487 001927

Z-132 会員名簿

4 903487 001620

Z-133 個人の記録

4 903487 001637

Z-137 金銭出納簿

4 903487 001958

 黒 (080) ダークグレー (110) ベージユ (150)

4 903487 001859

4 903487 001668 4 903487 001842

エイトストップ スーパー
¥945（本体価格 ¥900）

X-39
サイズ  25 ×40㎜ (4 枚入 )
材　質 シリコン、ポリエステル、ポリウレタン
●シャツのズレ上り防止用パッド
●アイロンで簡単接着

原寸

白

紺

ダークグレー

ベージユ黒

Z-136
競技会記録 
C シート

補充シート（各 10 枚入）
¥315（本体価格 ¥300） 

Z-139
開催の
お知らせ

Z-135 競技会記録 
B シート Z-138 賞品一覧表

その他ETC.



114 115

品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ ZV Vetc etc
H-189	 ピンクパンサー	UT	 	 	 	 	
	 白	 020	 ¥3,150	 ¥3,000	 4546598001365	 9
	 黒	 080	 ¥3,150	 ¥3,000	 4546598002553	 9
H-199	 ケンケンNO1		DR
	 ブラック×ホワイト	 720	 ¥4,200	 ¥4,000	 4560375370574	 8
	 ブラウン	 070	 ¥4,200	 ¥4,000	 4546598001389	 8
H-201	 アイアンカバー	リラックマ	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4582386712105	 10
H-202	 肉球	DR
	 ブラック	 080	 ¥2,625	 ¥2,500	 4582386712082	 7
	 ブラウン	 070	 ¥2,625	 ¥2,500	 4582386712099	 7
H-212	 ミッフィー	DR	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4546598001921	 7
H-214	 ピンクパンサー	アニマルタイプピアス	DR	 		 ¥4,515	 ¥4,300	 4546598001402	 8
H-219	 ミッフィー	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4546598001938	 7
H-233	 リラックマ	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4985582110414	 7
H-239	 ピクルス	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4975899712111	 6
H-243	 リトルミィー	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4905610766659	 6
H-245	 モンチッチバイザー	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4905610707980	 8
H-249	 プラスピクルスLH	 	 ¥4,410	 ¥4,200	 4548643041630	 6
H-250	 ガチャピン	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4985582010141	 7
H-251	 ムック	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4985582010158	 7
H-253	 BooBo	DR	 		 ¥3,675	 ¥3,500	 4974475338639	 7
H-254	 グレムリンギズモ	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4560198657036	 6
H-255	 スポンジボブ	DR	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4560198651010	 8
H-269	 モンチッチ	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4905610707973	 8
H-281	 コリラックマウサギ	DR	 	 ¥4,410	 ¥4,200	 4990795022041	 7
H-300	 リラックマ	ニットタイプ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4974413504331	 7
H-301	 コリラックマ	ニットタイプ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4974413504348	 7
H-302	 キイロイトリ	ニットタイプ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4974413504355	 7
H-303	 スヌーピーゴルフ	プロ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370178	 9
H-304	 スヌーピーゴルフ	プロ	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370185	 9
H-305	 PC	スヌーピーゴルフL型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370079	 11
H-306	 PC	スヌーピーアストロノーツL型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370109	 11
H-307	 PC	スヌーピー JOE	COOL	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370130	 11
H-309	 カラフルバニー	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4548643004758	 7
H-310	 新世界編	チョッパー	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4562272182663	 4
H-316	 ベイビーナツ	FW	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4975899738005	 8
H-317	 ベイビーココ	DR	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4975899737992	 8
H-321	 PC	フィリックスL型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370123	 11
H-323	 ケンケンゴルフ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370192	 8
H-324	 ケンケンゴルフ	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370208	 8
H-326	 ピンクパンサースワロフスキー	DR	 	 	 	 	
	 白	 020	 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370147	 9
	 黒	 080	 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370284	 9
H-327	 ピンクパンサースワロフスキー FW	 	 	 	 	
	 白	 020	 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370154	 9
	 黒	 080	 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370291	 9
H-328	 PC	ピンクパンサーゴルフ	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370161	 11
H-329	 PC	スヌーピー60周年モデル	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370321	 11
H-330	 PC	スヌーピーネバーアップ	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370307	 11
H-331	 PC	ケンケンネバーアップ	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370338	 11
H-332	 チョッパー	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4562272185510	 4
H-333	 モコモコガチャピン	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4905610708116	 7
H-334	 モコモコムック	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4905610708123	 7
H-335	 ぬいぐるみパターカバー	 	 	 	 	
	 RK	 640	 ¥3,150	 ¥3,000	 4974413550130	 11
	 KRK	 650	 ¥3,150	 ¥3,000	 4974413550147	 11
H-336	 ピンクパンサースワロフスキー	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370420	 11
H-339	 スヌーピーユービリーブ	DR	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370369	 9
H-341	 ルフィ	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272186296	 4
H-342	 サンジ	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272186302	 4
H-343	 ゾロ	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272186319	 4
H-345	 スヌーピーユービリーブ	FW	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370376	 9
H-346	 カピバラさん	DR	 	 	 	 	
	 白（ホワイトさん）	 300	 ¥3,360	 ¥3,200	 4560113657127	 6
	 茶（カピバラさん）	 290	 ¥3,360	 ¥3,200	 4560113657110	 6
H-347	 エース	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272182601	 4
H-348	 シャンクス	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272182618	 4
H-349	 ハンコック	FW	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272182625	 4
H-358	 タイガー	UT	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487035809	 6
H-364	 ダックスフント	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487036400	 6
H-365	 ボーダーコリー	DR		 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487036509	 6
H-366	 ハスキー	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487036608	 6

H-370	 PC	スヌーピームーン	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370543	 11
H-371	 PC	スヌーピーフライングエース	L型	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4560375370536	 11
H-372	 ウルトラマン	DR	 	 ¥4,725	 ¥4,500	 4974475554732	 6
H-373	 ピグモン	DR	 	 ¥4,200	 ¥4,000	 4974475554831	 6
H-374	 フレデリック	DR	 	 ¥3,990	 ¥3,800	 4974475554930	 7
H-378	 アイアンカバー	コリラックマ		 	 ¥3,990	 ¥3,800	 4990795022706	 10
H-379	 ひつじのショーン	DR	 	 ¥4,410	 ¥4,200	 4966510731116	 7
H-385	 ソキーモンキー	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487038503	 6
H-386	 ワンピースパターカバーピン型	 	 	 	 	
	 ホワイト	 020	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188160	 5
	 ブラック	 080	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188146	 5
	 シルバー	 120	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188153	 5
H-387	 ワンピースパターカバーマレット型	 	 	 	 	
	 ホワイト	 020	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188139	 5
	 ブラック	 080	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188115	 5
	 シルバー	 120	 ¥2,940	 ¥2,800	 4562272188122	 5
H-388	 ルフィ	DR	 	 ¥3,990	 ¥3,800	 4562272185756	 4
H-389	 ソキーモンキーBOY	DR	 	 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487038909	 6
H-390	 ソキーモンキーGIRL	UT	 	 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487039005	 6
H-401	 タイガー	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487040100	 6
H-417	 ドラゴン	DR	 		 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487041701	 6
H-421	 ルービーズ	ベイビーシール	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042104	 2
H-422	 ルービーズ	ドッグ	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042203	 2
H-423	 ルービーズ	オレンジキャット	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042302	 2
H-424	 ルービーズ	ラム	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042401	 2
H-425	 ルービーズ	ライオン	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042500	 2
H-426	 ルービーズ	パロット	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042609	 2
H-427	 ルービーズ	パンダ	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042708	 3
H-428	 ルービーズ	ピギー	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042807	 3
H-429	 ルービーズ	タイガー	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487042906	 3
H-430	 ルービーズ	ブルーベアー	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487043002	 3
H-431	 ルービーズ	ピンクベアー	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487043101	 3
H-432	 ルービーズ	パグ	DR	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487043200	 3
H-451	 T-Bear	リボン	DR	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487045105	 4
H-452	 T-Bear	アーガイルポロ	DR	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487045204	 4
H-453	 T-Bear	ホワイトポロ	DR	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487045303	 4
H-454	 T-Bear	リボン	FW	 		 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487045402	 4
H-455	 T-Bear	キュート	FW	 		 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487045501	 4
H-456	 T-Bear	イエローポロ	FW	 		 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487045600	 4

Cキャディーバッグ・シューズケース・レイングッズ・ 
キャディーバッグアクセサリーなど

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
C-1	 バッグ	フッド＆タオル	 		 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487100101	 17
C-2	 キャディーバック	ナイロン	6インチ
	 レッド	 010	 ¥7,140	 ¥6,800	 4560235780017	 15
	 ネイビー	 050	 ¥7,140	 ¥6,800	 4903487100293	 15
	 ブラック	 080	 ¥7,140	 ¥6,800	 4903487100286	 15
C-6	 ボールウォッシュポケット	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487100682	 12・82
C-7	 シューズケース	リンクル	
	 ブルー	 030	 ¥840	 ¥800	 4903487100736	 15
	 グリーン	 060	 ¥840	 ¥800	 4903487100767	 15
	 ブラック	 080	 ¥840	 ¥800	 4903487100781	 15
C-10	 レインスカット	 		 ¥630	 ¥600	 4903487101009	 17
C-11	 ゴルフバッグ	レインカバー	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487101108	 17
C-12	 タオルキーパー2	
	 青	 030	 ¥630	 ¥600	 4903487101238	 17・82
	 黄	 040	 ¥630	 ¥600	 4903487101245	 17・82
	 緑	 060	 ¥630	 ¥600	 4903487101269	 17・82
C-16	 ネトロンプロテクター
	 赤	 010	 ¥オープン価格	 LC200	 4903487101818	 16
	 青	 030	 ¥オープン価格	 LC200	 4903487101832	 16
	 黒	 080	 ¥オープン価格	 LC200	 4903487101887	 16
C-17	 New＆Wide	デラックスプロテクター	 		 ¥420	 ¥400	 4903487101719	 16
C-22	 ボールジャケット
	 青	 030	 ¥892	 ¥850	 4903487102235	 12
	 緑	 060	 ¥892	 ¥850	 4903487102266	 12
	 ピンク	 100	 ¥892	 ¥850	 4903487102297	 12
	 黒	 080	 ¥892	 ¥850	 4903487102280	 12
C-25	 アクセサリーポーチ
	 アクセサリーポーチ	黒	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487102587	 12
	 アクセサリーポーチ	迷彩	 430	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487102518	 12

C-33	 トラベルカバー	キャスター付
	 紺	 050	 ¥オープン価格	 LC6000	 4580154121388	 15
	 黒	 080	 ¥オープン価格	 LC6000	 4580154121371	 15
	 エンジ	 340	 ¥オープン価格	 LC6000	 4580154121395	 15
C-42	 タオルキーパー	黒	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487104284	 18
C-48	 ボール収集器	イージーアップ	 		 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487104802	 63
C-49	 シートスティック	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487104901	112
C-56	 ボールピッカー	 		 ¥15,750	 ¥15,000	 4994893000154	 63
C-69	 ピッカー	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4903487106905	 85
C-70	 ピッカー	伸びる奥の手	 		 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487107001	 85
C-99	 レインレッグⅡ	 		 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487109906	 17
C-101	 ボールケース	ケンケン	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4546598001167	 14
C-102	 ボールケース	スヌーピーぬいぐるみ	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4546598001853	 14
C-104	 ボールケース	ミッフィー	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4546598001945	 14
C-105	 ボールケース	スヌーピー	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4546598000160	 14
C-106	 ボールケース	ウッドストック	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4546598000177	 14
C-109	 ボールケース	レベッカボンボン
	 ノーマルタイプ	 540	 ¥2,940	 ¥2,800	 4546598002492	 13
	 ウインクタイプ	 550	 ¥2,940	 ¥2,800	 4546598002508	 13
C-113	 ボールケース	そらジロー	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4546598002676	 14
C-114	 リラックマ	ボールポーチ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4974413504393	 13
C-115	 コリラックマ	ボールポーチ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4974413504409	 13
C-117	 モンチッチ	ボールポーチ	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4905610707997	 14
C-125	 ラブリーボールケース
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487112517	 13
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487112586	 13
	 シルバー	 120	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487112593	 13
C-128	 ボールケース	ピンクパンサー	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4546598002690	 14
C-129	 リラックマ	ぬいぐるみボールポーチ	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4974413520782	 13
C-130	 コリラックマ	ぬいぐるみボールポーチ	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4974413530248	 13
C-132	 ボールポーチツイン
	 リラックマ+キイロイトリ	 660	 ¥1,260	 ¥1,200	 4974413530279	 13
	 コリラックマ+キイロイトリ	 670	 ¥1,260	 ¥1,200	 4974413530286	 13
C-137	 カピバラさんボールポーチ	白（ホワイトさん）	 300	 ¥1,260	 ¥1,200	 4560113657141	 13
C-138	 新世界編	チョッパー	ボールポーチ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272182670	 5
C-140	 エース	ボールポーチ	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272188252	 5
C-141	 ハンコック	ボールポーチ	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272188269	 5
C-142	 ルフィ	ボールポーチ	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272188245	 5
C-153	 セルフスタンド	クラブケース
	 レッド	 010	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487115310	 14
	 ブルー	 030	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487115334	 14
	 ピンク	 100	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487115372	 14
	 オレンジ	 090	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487115396	 14
	 ブラック	 080	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487115389	 14
C-154	 スポルディング	筒型サンデーバッグ	SPSB-201
	 SPSB-201	ネイビー	 050	 ¥オープン価格	 LC3480	 4961073227533	 15
	 SPSB-201	ワイン	 130	 ¥オープン価格	 LC3480	 4961073227540	 15
C-160	 パワーマーカー	白
	 プリズム /S	 663	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116010	 54
	 プリズム /M	 665	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116027	 54
	 プリズム /L	 667	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116034	 54
	 クロス /S	 673	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116041	 54
	 クロス /M	 675	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116058	 54
	 クロス /L	 677	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116065	 54
	 ハート/S	 683	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116072	 54
	 ハート/M	 685	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116089	 54
	 ハート/L	 687	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116096	 54
	 ユニオンジャック/S	 693	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115914	 54
	 ユニオンジャック/M	 695	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115921	 54
	 ユニオンジャック/L	 697	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115938	 54
	 イタリアンスカル /S	 703	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115945	 54
	 イタリアンスカル /M	 705	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115952	 54
	 イタリアンスカル /L	 707	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115969	 54
C-161	 パワーマーカー	黒
	 プリズム /S	 663	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116119	 54
	 プリズム /M	 665	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116126	 54
	 プリズム /L	 667	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116133	 54
	 クロス /S	 673	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116140	 54
	 クロス /M	 675	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116157	 54
	 クロス /L	 677	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116164	 54
	 ハート/S	 683	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116171	 54
	 ハート/M	 685	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116188	 54

	 ハート/L	 687	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487116195	 54
	 ユニオンジャック/S	 693	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115815	 54
	 ユニオンジャック/M	 695	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115822	 54
	 ユニオンジャック/L	 697	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115839	 54
	 イタリアンスカル /S	 703	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115846	 54
	 イタリアンスカル /M	 705	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115853	 54
	 イタリアンスカル /L	 707	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487115860	 54
C-164	 パワーマーカー用マーカー	スタンダード
	 プリズム	 660	 ¥420	 ¥400	 4903487116416	 55
	 クロス	 670	 ¥420	 ¥400	 4903487116423	 55
	 ハート	 680	 ¥420	 ¥400	 4903487116430	 55
	 ユニオンジャック	 690	 ¥420	 ¥400	 4903487116447	 55
	 イタリアンスカル	 700	 ¥420	 ¥400	 4903487116454	 55
C-165	 パワーマーカー用マーカー	デラックス
	 ラインストーンスカル	 640	 ¥525	 ¥500	 4903487116522	 54
	 メイサイスカル	 630	 ¥525	 ¥500	 4903487116515	 54
C-166	 シリコンベルト
	 レッド	 010	 ¥840	 ¥800	 4903487116614	 55・82
	 ホワイト	 020	 ¥840	 ¥800	 4903487116621	 55・82
	 ブラック	 080	 ¥840	 ¥800	 4903487116683	 55・82
C-220	 ゴルフカート	TROLLEY	 		 ¥オープン価格	 	 4903487122004	 15
C-221	 ゴルフカート	交換用パーツ	ワイヤー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487122103	 15
C-222	 ゴルフカート	交換用パーツ	タイヤ（1個）	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487122202	 15
C-223	 ゴルフカート	交換用パーツ	ベルト	 		 ¥630	 ¥600	 4903487122301	 15
C-226	 長尺対応パーツ「キリン君」	 		 ¥525	 ¥500	 4903487122608	 16
C-253	 セルフスタンド	クラブケース	ターポリン
	 ホワイト	 020	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487125326	 14
	 ブラック	 080	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487125388	 14
	 オレンジ	 090	 ¥6,195	 ¥5,900	 4903487125395	 14

Tティー・グリーンマーク・グリーンフォークなど
品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
T-10	 ウッドティー55	カラー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487201006	 47
T-11	 ウッドティー70	ニス塗	 		 ¥105	 ¥100	 4903487201105	 47
T-15	 グリーンフォーク	 		 ¥210	 ¥200	 4903487201501	 50
T-22	 アイアンティー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487202201	 47
T-27	 ナイロンティー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487202706	 47
T-29	 ボガー（ボールホルダー）
	 赤	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487202911	 12
	 青	 030	 ¥315	 ¥300	 4903487202935	 12
	 黄	 040	 ¥315	 ¥300	 4903487202942	 12
	 黒	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487202980	 12
T-31	 ウッドティー48	カラー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487203109	 47
T-33	 ウッドティー40	ニス塗	 		 ¥105	 ¥100	 4903487203307	 47
T-40	 オネスティー	ロング	 		 ¥210	 ¥200	 4903487204007	 48
T-41	 ティー＆マーカーホルダー	ハート
	 パールピンク	 270	 ¥オープン価格	 LT1800	 4903487204113	 49
	 ブラウン	 070	 ¥オープン価格	 LT1800	 4903487204175	 49
T-43	 ペグシル（1,000 本）				 		 ¥6,300	 ¥6,000	 4903487204304	110
T-44	 超ロングティー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487204410	 48
T-45	 キャディーフォーク	 		 ¥420	 ¥400	 4903487204502	 50
T-46	 W（ダブル）ボールキーパー	 		 ¥315	 ¥300	 4903487204618	 12
T-49	 グリップインマーカー
	 赤	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487204915	 51
	 白	 020	 ¥315	 ¥300	 4903487204922	 51
	 青	 030	 ¥315	 ¥300	 4903487204939	 51
	 黄	 040	 ¥315	 ¥300	 4903487204946	 51
	 黒	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487204984	 51
T-60	 ゴルフィット3
	 赤	 010	 ¥630	 ¥600	 4903487206018	 49
	 青	 030	 ¥630	 ¥600	 4903487206032	 49
	 黄	 040	 ¥630	 ¥600	 4903487206049	 49
	 透明	 170	 ¥630	 ¥600	 4903487206094	 49
T-63	 ジャスティー	アイアン用	 		 ¥105	 ¥100	 4940215000029	 48
T-64	 ターゲッティー
	 赤	 010	 ¥630	 ¥600	 4903487206414	 49
	 白	 020	 ¥630	 ¥600	 4903487206421	 49
	 青	 030	 ¥630	 ¥600	 4903487206438	 49
	 黄	 040	 ¥630	 ¥600	 4903487206445	 49
T-68	 OKマーカー	 		 ¥472	 ¥450	 4903487206803	 51
T-71	 半球ティー	 		 ¥315	 ¥300	 4903487207107	 63
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T-74	 パーショットティー	 		 ¥420	 ¥400	 4903487207404	 48
T-77	 ウッドティー段つき55	 		 ¥210	 ¥200	 4903487207701	 47
T-79	 ウッドティー段つきコンビ	 		 ¥105	 ¥100	 4903487207909	 48
T-83	 コインマークホルダー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487208302	 51
T-84	 ゴルフィット4（フォー）
	 赤	 010	 ¥840	 ¥800	 4903487208418	 49
	 青	 030	 ¥840	 ¥800	 4903487208432	 49
	 黄	 040	 ¥840	 ¥800	 4903487208449	 49
	 透明	 170	 ¥840	 ¥800	 4903487208494	 49
T-90	 練習場名人	 		 ¥210	 ¥200	 4903487209019	 48
T-93	 スペシャルマジックティーロング
	 レッド	 010	 ¥315	 ¥300	 4989711012051	 45
	 ブルー	 030	 ¥315	 ¥300	 4989711012068	 45
T-98	 ニューキングラバーティー	バージョン2	
	 レッド	 010	 ¥630	 ¥600	 4989711012150	 45
	 ブルー	 030	 ¥630	 ¥600	 4989711012167	 45
T-101	 ツウィンティー重り付	 		 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487210107	 62
T-102	 ツウィンティースペア（26/36）	 	 ¥504	 ¥480	 4903487210213	 62
T-110	 ウッドティー	55㎜	バラ	 		 	 ¥8	（税抜本体価格）	 37
T-111	 ウッドティー	70㎜	バラ	 		 	 ¥10	（税抜本体価格）	 37
T-117	 BQウッドティー	 		 ¥315	 ¥300	 4903487211708	 48
T-119	 ブラシフォーク
	 赤	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487211913	 50・83
	 青	 030	 ¥315	 ¥300	 4903487211937	 50・83
	 黒	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487211906	 50・83
T-120	 ウッドティー55	ニス塗	 		 ¥105	 ¥100	 4903487212002	 47
T-133	 ウッドティー	40㎜	バラ	 		 	 ¥7	（税抜本体価格）	 37
T-134	 サービスグリーンフォーク（無地）	 		 	 ¥14	（税抜本体価格）	 50
T-135	 サービスグリーンフォーク（プリント入）	 		 	 ¥16	（税抜本体価格）	 50
T-136	 ドルフィンティー	 		 ¥735	 ¥700	 4903487213603	 49
T-142	 ウッドティー段つき75スリム	 		 ¥210	 ¥200	 4903487214204	 47
T-145	 コースの雰囲気で・・・	 		 ¥420	 ¥400	 4903487214501	 63
T-160	 ゴルフィット3スペアティー
	 赤	 010	 ¥210	 ¥200	 4903487216017	 49
	 青	 030	 ¥210	 ¥200	 4903487216031	 49
	 黄	 040	 ¥210	 ¥200	 4903487216048	 49
	 透明	 170	 ¥210	 ¥200	 4903487216024	 49
T-166	 「ボール君」ボールホルダー	サインはV	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487216604	 13
T-167	 「ボール君」ボールホルダー	イチバン	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487216703	 13
T-168	 「ボール君」ボールホルダー	ナイスショット	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487216802	 13
T-169	 「ボール君」ボールホルダー	ホワー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487216901	 13
T-170	 「ボール君」ボールホルダー	ホールインワン	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487217007	 13
T-171	 「ボール君」ボールホルダー	バンザイ	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487217106	 13
T-172	 「ボール君」ボールホルダー	ナサケネー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487217205	 13
T-173	 「ボール君」ボールホルダー	ザケンジャネー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487217304	 13
T-174	 ノンスライスティー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487217403	 48
T-175	 テトラティー（1個につき）	 		（税抜本体価格）	 ¥8	 4903487217502	 48
T-178	 ウッドティー段つき75	 		 ¥210	 ¥200	 4903487217809	 48
T-179	 スーパーロングティー	 		 ¥210	 ¥200	 4903487217908	 47
T-184	 ゴルフィット4	スペアティー
	 赤	 010	 ¥420	 ¥400	 4903487218417	 49
	 青	 030	 ¥420	 ¥400	 4903487218431	 49
	 黄	 040	 ¥420	 ¥400	 4903487218448	 49
	 透明	 170	 ¥420	 ¥400	 4903487218493	 49
T-186	 TP	ウッドティー	82	カラー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487218615	 43
T-187	 TP	ウッドティー	82	ニス塗	 		 ¥525	 ¥500	 4903487218714	 43
T-188	 TP	ウッドティー	60	ニス塗	 		 ¥525	 ¥500	 4903487218813	 43
T-189	 TP	ウッドティー	60	ブラック	 		 ¥525	 ¥500	 4903487218912	 43
T-190	 TP	ウッドティー	70		カラー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219001	 43
T-191	 TP	ウッドティー	55	カラー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219100	 43
T-192	 TP	ウッドティー	段つき55	 		 ¥630	 ¥600	 4903487219209	 43
T-193	 TP	ウッドティー	55	ニス塗	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219308	 43
T-194	 TP	ウッドティー	70		ニス塗	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219407	 43
T-196	 TP	ウッドティー	40		ニス塗	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219605	 43
T-197	 TP	ウッドティー	55	ブラック	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219704	 43
T-198	 TP	ウッドティー	段つき75	 		 ¥525	 ¥500	 4903487219803	 43
T-199	 TP	ウッドティー	60	カラー		 		 ¥525	 ¥500	 4903487219902	 43
T-200	 TP	ウッドティー	ミックス	 		 ¥525	 ¥500	 4903487220007	 43
T-204	 TP	オネスティーロング	 		 ¥420	 ¥400	 4903487220403	 43
T-211	 ウッドティー70	カラー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487221103	 47
T-213	 ウッドティー	プラス	40＋ 7	 		 ¥210	 ¥200	 4903487221301	 44
T-215	 ウッドティー	プラス	60＋ 7	 		 ¥210	 ¥200	 4903487221509	 44

T-216	 ウッドティー	プラス	70＋ 7	 		 ¥210	 ¥200	 4903487221608	 44
T-217	 ウッドティー60	カラー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487221707	 47
T-218	 ウッドティー82	カラー	 		 ¥105	 ¥100	 4903487221806	 47
T-222	 ウッドティー35	アイアン	 		 ¥105	 ¥100	 4903487222209	 47
T-223	 ピッチフィックス	オリジナル（マーカー付）	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487222308	 52
T-224	 ピッチフィックス	クラシック
	 フリー	 990	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222407	 53
	 ドラゴン -ブラック	 220	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222452	 53
	 タテ -ガンメタ	 110	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222469	 53
	 スマイルYE-ブラック	 130	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222490	 53
	 スマイルBL-ブルー	 140	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222513	 53
	 スマイルRD-ピンク	 150	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222520	 53
	 アーガイルPK-ピンク	 160	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222537	 53
	 アーガイルGR-ブルー	 170	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222544	 53
	 デンジャー -ブラック	 180	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222551	 53
	 4G×シルバー	 470	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222353	 53
	 クロス×ダークブルー	 480	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222360	 53
	 ラブ＆ピースＷＨ×レッド	 490	 ¥2,205	 ¥2,100	 4903487222377	 53
T-225	 ティンボックス	 		 ¥210	 ¥200	 	 52
T-226	 ピッチフィックス用マーカー
	 ラブ＆ピースＰＫ	 210	 ¥210	 ¥200	 4903487221837	 52
	 ラブ＆ピースＢWH	 220	 ¥210	 ¥200	 4903487221844	 52
	 ラブ＆ピースＢＬ	 230	 ¥210	 ¥200	 4903487221851	 52
	 ラブ＆ピースＹＥ	 240	 ¥210	 ¥200	 4903487221868	 52
	 ４Ｇホワイト	 250	 ¥210	 ¥200	 4903487221875	 52
	 ハーツ	 260	 ¥210	 ¥200	 4903487221882	 52
	 ブー	 270	 ¥210	 ¥200	 4903487221899	 52
	 ピヨ	 280	 ¥210	 ¥200	 4903487221714	 52
	 クロスＢＫ	 290	 ¥210	 ¥200	 4903487221721	 52
	 マスクマン１Ｐ	 300	 ¥210	 ¥200	 4903487221738	 52
	 マスクマンＸ	 310	 ¥210	 ¥200	 4903487221745	 52
	 マスクマンＰＫ	 320	 ¥210	 ¥200	 4903487221752	 52
	 マスクマンＢＬ	 330	 ¥210	 ¥200	 4903487221769	 52
		 ワンパットブルー	 060	 ¥210	 ¥200	 4903487222667	 52
		 ワンパットピンク	 070	 ¥210	 ¥200	 4903487222674	 52
		 アーガイルＰＫ	 040	 ¥210	 ¥200	 4903487222643	 52
	 アーガイルＧＲ	 050	 ¥210	 ¥200	 4903487222650	 52
	 タテ	 120	 ¥210	 ¥200	 4903487222230	 52
	 スマイルＹＥ	 130	 ¥210	 ¥200	 4903487222247	 52
	 スマイルＢＬ	 140	 ¥210	 ¥200	 4903487222254	 52
	 スマイルＲＤ	 150	 ¥210	 ¥200	 4903487222261	 52
	 ＮＥＸＴ	ＰＵＴＴ	 100	 ¥210	 ¥200	 4903487222216	 52
	 デンジャー	 170	 ¥210	 ¥200	 4903487222285	 52
	 ドラゴン	 110	 ¥210	 ¥200	 4903487222223	 52
T-227	 ピッチフィックス	ハイブリッド
	 フリー	 990	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222704	 53
	 レッド×シルバー	 240	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222834	 53
	 ホワイト×レッド	 210	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222780	 53
	 ホワイト×ブルー	 230	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222766	 53
	 ホワイト×グリーン	 260	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222773	 53
	 イエロー×ブルー	 430	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222742	 53
	 グリーン×シルバー	 370	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222711	 53
	 ブラック×シルバー	 440	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222728	 53
	 オレンジ×ブルー	 930	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222759	 53
	 ガンメタ×レッド	 840	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222827	 53
	 ガンメタ×ブルー	 850	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222797	 53
	 ガンメタ×グリーン	 860	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222810	 53
	 ライトブルー×ブルー	 880	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487222735	 53
T-236	 プットティー	ショート	 		 ¥787	 ¥750	 4571271590300	 45
T-237	 プットティー	Ⅱ	オレンジ	LL	 098	 ¥945	 ¥900	 4571271590232	 45
T-239	 プットティー
	 オレンジ	LL	 098	 ¥840	 ¥800	 4571271590133	 45
	 イエロー	L	 047	 ¥840	 ¥800	 4571271590126	 45
	 ブルー	M	 035	 ¥840	 ¥800	 4571271590119	 45
	 ピンク	S	 103	 ¥840	 ¥800	 4571271590102	 45
T-242	 ウッドティー段つき	75㎜スリム	バラ	 		 	 ¥25	（税抜本体価格）	 37
T-243	 ペグシル名入上り（1,000 本につき）	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 	 110
T-247	 ウッドティー60	ニス塗	 		 ¥105	 ¥100	 4903487224708	 47
T-248	 ウッドティー82	ニス塗	 		 ¥105	 ¥100	 4903487224807	 47
T-273	 ライトバイオティー	70㎜
	 ホワイト	 020	 ¥367	 ¥350	 4903487227327	 38
	 イエロー	 040	 ¥367	 ¥350	 4903487227341	 38

	 グリーン	 060	 ¥367	 ¥350	 4903487227372	 38
	 ピンク	 100	 ¥367	 ¥350	 4903487227310	 38
	 エメラルドグリーン	 460	 ¥367	 ¥350	 4903487227365	 38
T-274	 ライトバイオティー	45㎜
	 ホワイト	 020	 ¥367	 ¥350	 4903487227426	 38
	 イエロー	 040	 ¥367	 ¥350	 4903487227440	 38
	 ピンク	 100	 ¥367	 ¥350	 4903487227419	 38
	 エメラルドグリーン	 460	 ¥367	 ¥350	 4903487227464	 38
T-275	 ライトバイオティー段つきロング	75㎜
	 ホワイト	 020	 ¥367	 ¥350	 4903487227525	 38
	 ピンク	 100	 ¥367	 ¥350	 4903487227518	 38
T-278	 ウッドティー段つき	75㎜	バラ	 		 	 ¥25	（税抜本体価格）	 37
T-286	 ウッドティー	82㎜	バラ	 		 	 ¥16	（税抜本体価格）	 37
T-287	 ワンピースグリーンフォーク
	 チョッパー	 010	 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272187286	 5
	 ルフィ	 100	 ¥1,575	 ¥1,500	 4562272187279	 5
T-288	 一本グリーンフォーク	 		 ¥315	 ¥300	 4903487228805	 50
T-293	 MANJI	70㎜ロング	 		 ¥367	 ¥350	 4903487229307	 39
T-294	 MANJI	45㎜ショート	 		 ¥367	 ¥350	 4903487229406	 39
T-295	 MANJI	モンスターカップ	コンビ	 		 ¥367	 ¥350	 4903487229505	 39
T-296	 MANJI	モンスターカップ	ホルダーセット	 		 ¥367	 ¥350	 4903487229604	 39
T-298	 ニューキングラバーティー	バージョン2	ショートパック	 ¥630	 ¥600	 4989711012174	 45
T-299	 ウッドティー	60㎜	バラ	 		 	 ¥10	（税抜本体価格）	 37
T-304	 ツウィンティースペア（40/45）	 		 ¥577	 ¥550	 4903487230402	 62
T-310	 パワーコイルティー
	 パステル	 650	 ¥472	 ¥450	 4903487231010	 41
	 ビビッド	 660	 ¥472	 ¥450	 4903487231041	 41
	 メタリック	 670	 ¥472	 ¥450	 4903487231089	 41
T-311	 パワーコイルティー	LX
	 BP	 310	 ¥630	 ¥600	 4903487231133	 40
	 YG	 460	 ¥630	 ¥600	 4903487231140	 40
	 RO	 190	 ¥630	 ¥600	 4903487231119	 40
T-312	 パワーコイルティー	LX	紐付き
	 レッド	 010	 ¥420	 ¥400	 4903487231218	 40
	 ブルー	 030	 ¥420	 ¥400	 4903487231232	 40
	 イエロー	 040	 ¥420	 ¥400	 4903487231249	 40
	 グリーン	 060	 ¥420	 ¥400	 4903487231263	 40
	 オレンジ	 090	 ¥420	 ¥400	 4903487231294	 40
	 ピンク	 100	 ¥420	 ¥400	 4903487231287	 40
T-313	 ウッドティープラス羽根	 		 	 ¥15	（税抜本体価格）	 37
T-384	 テフティー	70㎜	 		 ¥367	 ¥350	 0798304145885	 44
T-385	 テフティー	82㎜	 		 ¥367	 ¥350	 0798304145878	 44
T-386	 テフティー	パック	70㎜	 		 ¥735	 ¥700	 0798304145854	 44
T-389	 テフティー39mm	 	 ¥367	 ¥350	 0798304218688	 44
T-400	 カップ	プリント代	 		 	 ¥4	（税抜本体価格）	 37
T-450	 ハンディパック	82㎜	ミックスカラー	 		 ¥210	 ¥200	 4903487245000	 48
T-451	 ハンディパック	82㎜	ナチュラル	 		 ¥210	 ¥200	 4903487245109	 48
T-470	 Tokumori	ウッドティー40	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247004	 42
T-472	 Tokumori	ウッドティー70	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247202	 42
T-473	 Tokumori	ウッドティー段付 75	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247301	 42
T-477	 Tokumori	PE	プラティー45	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247707	 42
T-478	 Tokumori	PE	プラティー75	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247806	 42
T-479	 Tokumori	PE	プラティー段付 75	 		 ¥オープン価格	 LT100	 4903487247905	 42
T-501	 フラワーティ	ブリスターパック
	 ガーベラ	 530	 ¥780	 ¥743	 4582266520042	 48
	 コスモスB	 550	 ¥780	 ¥743	 4582266520066	 48
	 カーネーション	 580	 ¥780	 ¥743	 4582266520158	 48
	 サクラ	 560	 ¥780	 ¥743	 4582266520080	 48
T-502	 リードティ	ブリスターパック	 		 ¥780	 ¥743	 4582266520073	 48
T-510	 パワーコイルティー80㎜	バラ	 		 	 ¥150	（税抜本体価格）	 37
T-521	 ライトドライブティー	ロング 75㎜	バラ	 		 	 ¥50	（税抜本体価格）	 37
T-522	 SP	アイアンティー35	 		 ¥210	 ¥200	 4903487252206	 42
T-540	 SP	オネスティーロング 70	 		 ¥210	 ¥200	 4903487254002	 42
T-541	 SP	ウッドティー40	 		 ¥210	 ¥200	 4903487254101	 42
T-542	 SP	ウッドティー段つき75スリム	 		 ¥210	 ¥200	 4903487254200	 42
T-551	 SP	ウッドティー55	 		 ¥210	 ¥200	 4903487255108	 42
T-560	 SP	ウッドティーカラー60	 		 ¥210	 ¥200	 4903487256006	 43
T-561	 SP	ウッドティー60	 		 ¥210	 ¥200	 4903487256105	 42
T-570	 SP	ウッドティーカラー70	 		 ¥210	 ¥200	 4903487257003	 42
T-571	 SP	ウッドティー70	 		 ¥210	 ¥200	 4903487257102	 42
T-577	 SP	ウッドティー段つき55	 		 ¥210	 ¥200	 4903487257706	 42
T-578	 SP	ウッドティー段つき75	 		 ¥210	 ¥200	 4903487257805	 42

T-609	 ウッドティー60㎜	プリント込（100〜 999本迄）		 	 ¥18	（税抜本体価格）	 37
T-610	 ウッドティー55㎜	プリント込（100〜 999本迄）		 		 ¥16	（税抜本体価格）	 37
T-611	 ウッドティー70㎜	プリント込（100〜 999本迄）		 		 ¥18	（税抜本体価格）	 37
T-621	 ライトドライブティー	ロング 75㎜	プリント込（100〜 999本迄）	 	¥58	（税抜本体価格）	 37
T-630	 パーマネントティーS（30㎜）	 	 	¥157	 ¥150	 4903487200634	 63
T-631	 パワーコイルティー80㎜	プリント込（100〜 999本迄）	 		 ¥160	（税抜本体価格）	 37
T-633	 ウッドティー40㎜	プリント込（100〜 999本迄）	 		 ¥15	（税抜本体価格）	 37
T-636	 パーマネントティーM（35㎜）	 		 ¥157	 ¥150	 4903487200627	 63
T-637	 ザーマ	フライティー	レギュラー	69㎜ +名入	100-999	 ¥35	 ¥34	 4903487263707	 37
T-638	 ザーマ	フライティー	ロング	83㎜ +名入	100-999	 ¥37	 ¥36	 4903487263806	 37
T-640	 パーマネントティーML（40㎜）	 		 ¥157	 ¥150	 4903487200641	 63
T-642	 ウッドティー段つき	75㎜スリム	プリント込（100〜 999本迄）				 ¥33	（税抜本体価格）	 37
T-643	 ザーマ	フライティー	ショート	44㎜ +名入 100-999	 ¥33	 ¥32	 4903487264308	 37
T-645	 パーマネントティー L（45㎜）	 		 ¥157	 ¥150	 4903487200610	 63
T-650	 パーマネントティー LL（50㎜）	 		 ¥157	 ¥150	 4903487200658	 63
T-655	 パーマネントティー	スペシャル55㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487265503	 63
T-660	 パーマネントティー	スペシャル60㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487266005	 63
T-665	 パーマネントティー	スペシャル65㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487266500	 63
T-670	 パーマネントティー	スペシャル70㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487267002	 63
T-675	 パーマネントティー	スペシャル75㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487267507	 63
T-678	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込（100〜 999本迄）		 		 ¥33	（税抜本体価格）	 37
T-680	 パーマネントティー	スペシャル80㎜	 		 ¥210	 ¥200	 4903487268009	 63
T-686	 ウッドティー	82㎜	プリント込（100〜 999本迄）	 	 ¥23	（税抜本体価格）	 37
T-702	 タコティー	2P	 		 ¥630	 ¥600	 4903487270200	 48
T-704	 光るグリーンマーカー	メタル
	 レッド	 010	 ¥525	 ¥500	 4930222010128	 51
	 ブルー	 030	 ¥525	 ¥500	 4930222010111	 51
	 イエロー	 040	 ¥525	 ¥500	 4930222010104	 51
	 シルバー	 120	 ¥525	 ¥500	 4930222010081	 51
T-705	 光るグリーンマーカー袋入（4個入）	 		 ¥525	 ¥500	 4930222010135	 51
T-707	 光るグリーンマーカー	マグネット式
	 レッド	 010	 ¥1,050	 ¥1,000	 4930222010258	 51
	 ブルー	 030	 ¥1,050	 ¥1,000	 4930222010265	 51
	 シルバー	 120	 ¥1,050	 ¥1,000	 4930222010098	 51
	 ゴールド	 160	 ¥1,050	 ¥1,000	 4930222010166	 51
T-708	 光るグリーンマーカー	クリップ専用
	 ブルー	 030	 ¥682	 ¥650	 4930222010838	 51
	 イエロー	 040	 ¥682	 ¥650	 4930222010821	 51
	 シルバー	 120	 ¥682	 ¥650	 4930222010807	 51
	 禁煙レッド	 610	 ¥682	 ¥650	 4930222010326	 51
	 禁煙ブルー	 630	 ¥682	 ¥650	 4930222010364	 51
	 レッド	 010	 ¥682	 ¥650	 4930222010814	 51
T-710	 ブラッシュティー
	 L	 007	 ¥オープン価格	 LT700	 4521775123511	 44
	 M	 005	 ¥オープン価格	 LT700	 4521775123528	 44
T-711	 ブラッシュティー	XL	 	 ¥オープン価格	 LT800	 4939691111633	 44
T-712	 ブラッシュティー	トライアル	 		 ¥オープン価格	 LT800	 4939691122165	 44
T-721	 ライトドライブティー	ロング
	 クリアー	 170	 ¥420	 ¥400	 4903487272105	 41
	 ジューシー	 500	 ¥420	 ¥400	 4903487272112	 41
T-723	 ライトドライブティー	ジューシー	段つき	 		 ¥420	 ¥400	 4903487272303	 41
T-733	 ジェルポップ・ティー	レギュラー	65
	 クリア	 170	 ¥420	 ¥400	 4571154332287	 45
	 クリスタル	 490	 ¥420	 ¥400	 4571154332294	 45
T-734	 ジェルポップ・ティー	ロング	77
	 クリア	 170	 ¥420	 ¥400	 4571154332300	 45
	 クリスタル	 490	 ¥420	 ¥400	 4571154332317	 45
T-735	 ゼロフリクションティー	ロング	30P	 		 ¥1,000	 ¥952	 0853585001975	 46
T-736	 ゼロフリクションティー	レギュラー	40P
	 40P	レッド	 010	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001951	 46
	 40P	ブラック	 080	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001968	 46
	 40P	イエロー	 040	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001920	 46
	 40P	ピンク	 100	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001937	 46
	 40P	ブルー	 030	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001944	 46
	 40P	ホワイト	 020	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001890	 46
	 40P	シトラスグリーン	 060	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001906	 46
T-736	 40P	オレンジ	 090	 ¥1,000	 ¥952	 0853585001913	 46
T-737	 ザーマ	フライティー	レギュラー
	 レッド	 010	 ¥735	 ¥700	 0036504945240	 46
	 ホワイト	 020	 ¥735	 ¥700	 0036504945219	 46
	 ブルー	 030	 ¥735	 ¥700	 0036504945271	 46
	 イエロー	 040	 ¥735	 ¥700	 0036504945226	 46

T T



118 119

品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ ZV Vetc etc
T-737	 グリーン	 060	 ¥735	 ¥700	 0036504945264	 46
	 オレンジ	 090	 ¥735	 ¥700	 0036504945233	 46
	 ピンク	 100	 ¥735	 ¥700	 0036504945257	 46
	 ブラック	 080	 ¥735	 ¥700	 0036504955010	 46
	 ミックス	 300	 ¥735	 ¥700	 0036504925631	 46
T-738	 ザーマ	フライティー	ロング	 		 ¥735	 ¥700	 0036504945417	 46
T-739	 オフセットティー	70	 		 ¥420	 ¥400	 4580134305173	 46
T-740	 オフセットティー	82	 		 ¥472	 ¥450	 4580134305180	 46
T-741	 ゼロフリクションティー	ショート	20P	 		 ¥500	 ¥476	 0853585001883	 46
T-742	 ゼロフリクションティー	レギュラー16P
	 16P	レッド	 010	 ¥500	 ¥476	 0816343010213	 46
	 16P	ホワイト	 020	 ¥500	 ¥476	 0816343010145	 46
	 16P	ブルー	 030	 ¥500	 ¥476	 0816343010190	 46
	 16P	イエロー	 040	 ¥500	 ¥476	 0816343010176	 46
	 16P	シトラスグリーン	 060	 ¥500	 ¥476	 0816343010152	 46
	 16P	ブラック	 080	 ¥500	 ¥476	 0816343010206	 46
	 16P	オレンジ	 090	 ¥500	 ¥476	 0816343010169	 46
	 16P	ピンク	 100	 ¥500	 ¥476	 0816343010183	 46
T-743	 ザーマ	フライティー	ショート	 	 ¥420	 ¥400	 0036504945110	 46
T-764	 ティー用	紐	5m	 		 ¥210	 ¥200	 4903487276400	 49
T-809	 ウッドティー	60㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥13	（税抜本体価格）	 37
T-810	 ウッドティー	55㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥11	（税抜本体価格）	 37
T-811	 ウッドティー	70㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥13	（税抜本体価格）	 37
T-821	 ライトドライブティー	ロング 75㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 ¥53	（税抜本体価格）	 37
T-831	 パワーコイルティー80㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥155	（税抜本体価格）	 37
T-833	 ウッドティー40㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥10	（税抜本体価格）	 37
T-837	 ザーマ	フライティー	レギュラー	69㎜ +名入	1,000-9,999	¥33	 ¥32	 4903487283705	 37
T-838	 ザーマ	フライティー	ロング	83㎜ +名入	1,000-9,999	 ¥36	 ¥35	 4903487283804	 37
T-842	 ウッドティー段つき	75㎜スリム	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）		 ¥28	（税抜本体価格）	 37
T-843	 ザーマ	フライティー	ショート	44㎜ +名入	1,000-9,999	 ¥31	 ¥30	 4903487284306	 37
T-878	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥28	（税抜本体価格）	 37
T-886	 ウッドティー	82㎜	プリント込（1,000〜 9,999 本迄）	 		 ¥18	（税抜本体価格）	 37
T-909	 ウッドティー	60㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥12	（税抜本体価格）	 37
T-910	 ウッドティー	55㎜	プリント込（10,000 本以上）	 		 ¥10	（税抜本体価格）	 37
T-911	 ウッドティー	70㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥12	（税抜本体価格）	 37
T-921	 ライトドライブティー	ロング	75㎜	プリント込（10,000 本以上）			 ¥52	（税抜本体価格）	 37
T-931	 パワーコイルティー80㎜	プリント込（10,000 本以上）	 		 ¥154	（税抜本体価格）	 37
T-933	 ウッドティー40㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥9	（税抜本体価格）	 37
T-937	 ザーマ	フライティー	レギュラー	69㎜ +名入	10,000 万本以上	 ¥31	 ¥30	 4903487293704	 37
T-938	 ザーマ	フライティー	ロング	83㎜ +名入	10,000 本以上	 ¥35	 ¥34	 4903487293803	 37
T-942	 ウッドティー段つき	75㎜スリム	プリント込（10,000 本以上）		 		 ¥27	（税抜本体価格）	 37
T-943	 ザーマ	フライティー	ショート	44㎜ +名入	10,000 本以上	 ¥29	 ¥28	 4903487294305	 37
T-978	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込（10,000 本以上）		 		 ¥27	（税抜本体価格）	 37
T-986	 ウッドティー	82㎜	プリント込（10,000 本以上）	 		 ¥17	（税抜本体価格）	 37

Rプラクティスボール

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
R-3	 スノーボール（3個入）	 		 ¥472	 ¥450	 4903487300303	 58
R-5	 ライトボール	 		 ¥420	 ¥400	 4903487300501	 59
R-6	 ライトボールスペア（3個入）	 		 ¥252	 ¥240	 4903487300600	 59
R-7	 ホローボール（カラー）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487300709	 58
R-9	 セフティーボール（3個入）	 		 ¥420	 ¥400	 4903487300907	 59
R-10	 ピーボール（カラー）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487301003	 58
R-15	 フライトボール（ホワイト）	 		 ¥525	 ¥500	 4903487301508	 59
R-19	 紐付ボールスペア	 		 ¥315	 ¥300	 4903487301904	 59
R-20	 ピーボール（ホワイト）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487302000	 58
R-24	 ハレーコメットボール	 		 ¥420	 ¥400	 4903487302406	106
R-25	 フライトボール（カラー）	 		 ¥525	 ¥500	 4903487302505	 59
R-27	 ホローボール（ホワイト）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487302703	 58
R-29	 セフティーボール（6個入）	 		 ¥735	 ¥700	 4903487302901	 59
R-30	 スノーボール（6個入）	 		 ¥840	 ¥800	 4903487303007	 58
R-35	 フロッピーボール	 		 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691121373	 59
R-39	 スケルトンピーボール（カラー）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487303908	 58
R-40	 スケルトンピーボール（ホワイト）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487304028	 58
R-44	 スモークボール（1DZ）	 		 ¥7,560	 ¥7,200	 4903487304400	106
R-103	 スノーボールバラ（1個につき）	 		 ¥136	 ¥130	 	 58
R-107	 ホローボールバラ（1個につき）	 		 ¥52	 ¥50	 	 58
R-109	 セフティーボールバラ（1個につき）	 		 ¥120	 ¥115	 	 59
R-110	 ピーボールバラ（1個につき）	 		 ¥52	 ¥50	 	 58
R-115	 フライトボールバラ（1個につき）	 		 ¥84	 ¥80	 	 59
R-124	 ハレーコメットボール	ゴールド	 		 ¥630	 ¥600	 4903487312405	106

R-137	 スケルトンピーボール	バラ	 		 ¥52	 ¥50	 	 58

Mレンジ用品・ショットマット・スタンスマット・ホールカップなど

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
M-3	 ロボインカップ用ボールリターナー	 		 ¥オープン価格	 LM6000	 4903487400300	 76
M-5	 ゴムホールカップスタンダード	 		 ¥630	 ¥600	 4903487400508	 73
M-8	 スリムマット75	 		 ¥12,180	 ¥11,600	 4903487400805	 74
M-9	 スリムマット50	 		 ¥9,975	 ¥9,500	 4903487400904	 74
M-15	 ゴムホールカップスペシャル	 		 ¥840	 ¥800	 4903487401505	 73
M-18	 水バケツ（樹脂底付）	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487401802	110
M-19	 ライトアプローチネット	 		 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487401901	 73
M-20	 ガーデン用	ホールカップ	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487402007	110
M-21	 ガーデン用	ホールピン	 		 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487402106	109
M-26	 白線入ゴムマット	 		 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487402601	 64
M-27	 シバーマットゴム付	カール芝	 		 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487402700	 65
M-28	 チッピングマット	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487402809	 65
M-32	 ライトパンチャースペア
	 Z用	 003	 ¥525	 ¥500	 4903487403202	 66
	 ミニ用	 001	 ¥525	 ¥500	 4903487403219	 66
	 一般用	 002	 ¥525	 ¥500	 4903487403226	 66
M-41	 ガーデン用ホールカップセット	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4903487404100	109
M-47	 ホールカップ抜き	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487404704	110
M-51	 ゴムホールカップDX	 		 ¥892	 ¥850	 4903487405107	 73
M-58	 泥落しセット	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 4903487405800	108
M-59	 泥落し替えブラシ	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487405909	108
M-60	 ゴルフネット	ポール型（カスタムS）	 		 ¥44,100	 ¥42,000	 4903487406005	 60・61
M-61	 チッピングマット	DX（ゴム付）	 		 ¥8,190	 ¥7,800	 4903487406104	 65
M-62	 ゴルフネット	ゲート型（スペシャルM）	 		 ¥63,000	 ¥60,000	 4903487406203	 60・61
M-65	 ゴルフネット	ゲージ型（デラックスLL）	 		 ¥99,750	 ¥95,000	 4903487406500	 60・61
M-67	 ゴルフネット強力型（AB）	 		 ¥220,500	¥210,000	 4903487406708	 60・61
M-69	 ゴルフネット強力型（SP）	 		 ¥325,500	¥310,000	 4903487406906	 60・61
M-71	 ゴルフネット強力型（ハウス）	 		 ¥504,000	¥480,000	 4903487407101	 60・61
M-74	 的	帆布 90×90cm	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487407408	 60・61
M-75	 的	帆布 120× 120cm	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487407507	 60・61
M-76	 的	帆布 175× 175cm	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487407606	 60・61
M-78	 的	消音メッシュ	180× 180cm	 		 ¥12,600	 ¥12,000	 4903487407804	 61
M-79	 的	消音メッシュ	88	× 88cm	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487407903	 61
M-80	 ティーマーク（プラスチック製）	 		 ¥840	 ¥800	 4903487408009	108
M-81	 目土袋（角小）	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487408108	110
M-82	 OB杭	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487408207	108
M-83	 ホームグリーンセット	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 4903487408306	110
M-84	 スタンドピン	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487408405	109
M-85	 ダイキャストカップ	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4903487408504	110
M-86	 発音式カップ（アルミダイキャスト製）	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 4903487408603	110
M-89	 ディボット用スコップ	 		 ¥420	 ¥400	 4903487408900	110
M-90	 ティーマーク
	 赤	 010	 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487409013	108
	 白	 020	 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487409020	108
	 青	 030	 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487409037	108
	 黄	 040	 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487409044	108
M-91	 バンカーならし	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4903487409105	108
M-92	 草ぬきグリーン用	 		 ¥840	 ¥800	 4903487409204	110
M-93	 草ぬきフェアウェイ用	 		 ¥840	 ¥800	 4903487409303	110
M-94	 ホールカッター	 		 ¥34,650	 ¥33,000	 4903487409402	110
M-96	 ボールカゴ（S）	 		 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487409600	 62
M-97	 ボールカゴ（L）	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487409709	 62
M-98	 ボールカゴ（24個入）	 		 ¥840	 ¥800	 4903487409808	 62
M-99	 鉄製ホールカップ	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4903487409907	110
M-101	アンダーリペア杭
	 赤	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487410118	108
	 青	 030	 ¥315	 ¥300	 4903487410132	108
	 黄	 040	 ¥315	 ¥300	 4903487410149	108
M-102	三角旗番号付 9枚セット
	 1〜 9（綿）	 010	 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487410217	109
	 10 〜 18（綿）	 020	 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487410224	109
M-103	綿	無地	三角旗
	 赤	 010	 ¥945	 ¥900	 4903487410316	109
	 白	 020	 ¥945	 ¥900	 4903487410323	109
M-104	ナイロン	無地	四角旗
	 赤	 010	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487410415	109
	 白	 020	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487410422	109

M-105	四角旗番号付 9枚セット
	 1〜 9（綿）	 010	 ¥12,600	 ¥12,000	 4903487410514	109
	 10 〜 18（綿）	 020	 ¥12,600	 ¥12,000	 4903487410521	109
M-107	ポールマーカー
	 赤	 010	 ¥840	 ¥800	 4903487410712	109
	 黄	 040	 ¥840	 ¥800	 4903487410743	109
M-109	ライトアプローチネット2	プラスリターン	 		 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487410903	 73
M-112	ローター練習器	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487411207	 66
M-115	ローターボールスペア	 		 ¥157	 ¥150	 4903487411504	 66
M-116	ローターアームスペア	 		 ¥525	 ¥500	 4903487411603	 66
M-121	ナイロン	無地	三角旗
	 赤	 010	 ¥945	 ¥900	 4903487412112	109
	 白	 020	 ¥945	 ¥900	 4903487412129	109
M-122	ナイロン	無地	四角旗
	 赤	 010	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487412211	109
	 白	 020	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487412228	109
M-123	ゴルフネット補修キット	 		 ¥630	 ¥600	 4903487412303	 61
M-124	規格ネット	2.0× 2.0m	 		 ¥5,880	 ¥5,600	 4903487412402	 60・61
M-125	規格ネット	3.0× 3.0m	 		 ¥13,230	 ¥12,600	 4903487412501	 60
M-126	規格ネット	2.0× 3.0m	 		 ¥8,820	 ¥8,400	 4903487412600	 61
M-127	規格ネット	2.0× 2.5m	 		 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487412709	 61
M-128	規格ネット	3.0× 4.0m	 		 ¥17,640	 ¥16,800	 4903487412808	 61
M-129	規格ネット	2.0× 4.0m	 		 ¥11,760	 ¥11,200	 4903487412907	 61
M-148	規格ネット	3.0× 6.0m	 		 ¥26,460	 ¥25,200	 4903487414802	 60・61
M-149	フェアウェイプロ	 	 ¥29,800	 ¥28,381	 4903487414901	 66
M-150	ワンラインフラットマット	1.5	 		 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487415007	 74
M-151	ワンラインフラットマット	3.0	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487415106	 74
M-152	スリーラインフラットマット	ワイド	 		 ¥7,560	 ¥7,200	 4903487415205	 74
M-160	M-60 用ネットのみ	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 4903487416004	 60
M-162	M-62 用ネットのみ	 		 ¥35,700	 ¥34,000	 4903487416202	 60
M-165	M-65 用ネットのみ	 		 ¥44,100	 ¥42,000	 4903487416509	 60
M-167	M-67 用ネットのみ	 		 ¥92,400	 ¥88,000	 4903487416707	 60
M-169	M-69 用ネットのみ	 		 ¥134,400	¥128,000	 4903487416905	 60
M-171	M-71 用ネットのみ	 		 ¥210,000	¥200,000	 4903487417100	 60
M-180	ゴルペット	スペア
	 L型用	先ゴム	グリーン（GTE-24）	 024	 ¥504	 ¥480	 4903487418015	 62
	 DX型用	先ゴム	グリーン（GTE-21）	 021	 ¥504	 ¥480	 4903487418008	 62
M-181	ゴルペット	スペア	L型用	元ゴム（GTE-26A）	 		 ¥892	 ¥850	 4903487418107	 62
M-182	ゴルペット	スペア	L型用アイアンレール（GTE-27）	 ¥630	 ¥600	 4903487418206	 62
M-183	ゴルペットML型	 		 ¥49,350	 ¥47,000	 4903487418305	 62
M-184	ゴルペット	スペア	ML型用（GTE-28）	 		 ¥577	 ¥550	 4903487418404	 62
M-195	ネット用補修糸	（m当り）	 		 ¥21	 ¥20	 4903487419500	 61
M-196	ネット用ロープ	4㎜	（m当り）	 		 ¥42	 ¥40	 4903487419609	 61
M-197	ネット用ロープ	6㎜	（m当り）	 		 ¥74	 ¥70	 4903487419708	 61
M-198	ネット用ロープ	8㎜	（m当り）	 		 ¥137	 ¥130	 4903487419807	 61
M-199	ネット用ロープ	10㎜	（m当り）	 		 ¥210	 ¥200	 4903487419906	 61
M-200	ペアショットセット	 		 ¥35,700	 ¥34,000	 4903487420001	 64
M-201	ティーマット大	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4903487420100	 64
M-202	ペアショット枠	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 4903487420209	 64
M-204	スタンスマット	大	 		 ¥29,400	 ¥28,000	 4903487420407	 64
M-206	芝王（1mにつき）	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 4903487420605	 65
M-207	スタンスマットS	 		 ¥18,900	 ¥18,000	 4903487420704	 64
M-210	グリーンマット	ナイロン650	 		 ¥8,925	 ¥8,500	 4903487421008	 64
M-239	フラットグリーンスリムロング	 		 ¥オープン価格	 LM4500	 4903487423903	 75
M-240	オールフラット	パッティングマット	 		 ¥オープン価格	 LM7200	 4903487424009	 74
M-242	ナイスパット	 		 ¥オープン価格	 LM3000	 4903487424207	 73
M-243	ツアーマットプロ	 	 ¥2,520	 ¥2,400	 9784047284456	 75
M-244	スイングドクターアイアン	 	 ¥5,250	 ¥5,000	 4991568052326	 67
M-245	スイングドクターウッド	 	 ¥9,800	 ¥9,333	 4991568052333	 67
M-249	オンプレーンスウィング	 		 ¥6,825	 ¥6,500	 4903487424900	 69
M-254	ツインシューターⅡ	 		 ¥4,725	 ¥4,500	 4571288680018	 71
M-259	E-チューブ	（ブルー）	 030	 ¥2,625	 ¥2,500	 4900173815554	 70
M-265	パワフルスイング	GF65	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487426508	 68
M-266	パワフルスイング	GL78	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487426607	 68
M-267	パワフルスイング	GF80	 		 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487426706	 68
M-268	パワフルスイング	GF90	 		 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487426805	 68
M-269	パワフルスイング	モデルグリップ付	GP180	 		 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487426904	 68
M-270	パワフルスイング	プレミア	 		 ¥6,090	 ¥5,800	 4903487427000	 68
M-278	的	消音メッシュ	180× 180cm	的なし無地タイプ	 ¥12,600	 ¥12,000	 4903487427802	 61
M-280	パワフルスイング	GF100
	 白	 020	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428021	 68
	 赤	 010	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428014	 68

	 黄	 040	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428045	 68
	 黒	 080	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428083	 68
M-281	パワフルスイング	GF120	 	 	 	 	
	 白	 020	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428120	 68
	 赤	 010	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428113	 68
	 黄	 040	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428144	 68
	 黒	 080	 ¥4,725	 ¥4,500	 4903487428182	 68
M-282	パワフルスイング	GF55	 	 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487428205	 68
M-283	クロコショットマット両面 The原点	 	 ¥79,800	 ¥76,000	 4903487428304	 64
M-284	The原点スペア両面	 	 ¥41,790	 ¥39,800	 4903487428403	 64
M-285	スイングお特ね	黒	 	 ¥43,050	 ¥41,000	 4903487428502	 64
M-289	スタンスお特ね1000BK	 		 ¥40,950	 ¥39,000	 4903487428908	 64
M-293	Touch原点スペア・人工土原点	Z-36	 		 ¥19,110	 ¥18,200	 4903487429301	 64
M-295	クロコ・スタンスマット	Touch原点	Z-30	 		 ¥80,850	 ¥77,000	 4903487429509	 64
M-298	ナイスカット250	ナイロン芝（ゴム付）	 		 ¥5,040	 ¥4,800	 4903487429806	 65
M-299	クロコ・ボールバスケット	150GR	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4903487429905	 62
M-307	Vショットセット	S（GL-151）	 		 ¥27,300	 ¥26,000	 4973271545166	 64
M-309	スリムショットⅡスペアボール（SS-022）	 		 ¥420	 ¥400	 4973271412208	 66
M-311	Vスタンスマット	S（GL-156）	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 4973271545661	 64
M-335	パットレ	ロールイン	 		 ¥オープン価格	 LM7200	 4903487433506	 75
M-337	パットレ	ベーシック	 		 ¥オープン価格	 LM4800	 4903487433704	 75
M-338	パットレ	プログレス	 		 ¥オープン価格	 LM7200	 4903487433803	 75
M-339	パットレ	エキスパート	 		 ¥オープン価格	 LM8200	 4903487433902	 75
M-342	ナイススイング（SR-001）	 		 ¥4,725	 ¥4,500	 4973271431124	 69
M-407	リターンショット（SS-059）	 	 ¥オープン価格	 LM4975	 4973271118681	 66
M-408	トグルショットⅡ（SS-060）	 	 ¥オープン価格	LM13023	 4973271118728	 66
M-435	ラウンドホールカップ	 		 ¥525	 ¥500	 4903487443505	 73
M-438	フィットスイング（SR-004）	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4973271431421	 69
M-441	ナビカップ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4939691121830	 73
M-446	カールHG	スーパーグリーンマット48	（SM-135）		 ¥14,700	 ¥14,000	 4973271119817	 64
M-456	シンプルショット・ミニ（SS-055）	 		 ¥オープン価格	 LM2000	 4973271116410	 66
M-457	シンプルショットⅡ（SS-054）	 		 ¥オープン価格	 LM2500	 4973271116403	 66
M-458	ダブルウェイタフマット（SS-053）	 		 ¥オープン価格	 LM3500	 4973271116342	 65
M-459	スリムショットⅡ（SS-056）	 		 ¥オープン価格	 LM3500	 4973271116397	 66
M-473	スイングサポート（SR-018）	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4973271432824	 69
M-477	グリップ先生
	 （SR-010）S	 003	 ¥1,050	 ¥1,000	 4973271432022	 69
	 （SR-011）M	 005	 ¥1,050	 ¥1,000	 4973271432121	 69
	 （SR-012）L	 007	 ¥1,050	 ¥1,000	 4973271432220	 69
	 （SR-013）LL	 008	 ¥1,050	 ¥1,000	 4973271432329	 69
M-508	スヌーピー	ホールカップ	 		 ¥630	 ¥600	 4560375370314	 73
M-510	シンプルマスターCB（キャンディボール）	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4560216650117	 70
M-511	シンプルマスターPE（パーフェクトエルボー）	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4560216650124	 70
M-513	右脇しまーるDX	 		 ¥1,500	 ¥1,429	 9784047263611	 70
M-514	エイミングベルト	 		 ¥3,675	 ¥3,500	 4571271591000	 76
M-515	杭（ホワイト）OB用	 		 ¥1,470	 ¥1,400	 4903487451500	108
M-520	シンプルマスターCBツアーバージョン	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4560216650179	 70
M-521	シンプルマスターOP	（オンプレーン）	 	 ¥5,040	 ¥4,800	 4560216650186	 70
M-570	ステンレスホールカップ	 		 ¥11,550	 ¥11,000	 4903487457007	110
M-601	グラスファイバー用旗取付金具	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487460106	109
M-607	グラスファイバーポール
	 赤×白	 310	 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487460717	109
	 黄	 040	 ¥10,500	 ¥10,000	 4903487460748	109
M-608	グラスファイバーポールショート	赤×白	 310	 ¥7,350	 ¥7,000	 4903487460816	109
M-620	シバーマット	ラバースポンジ付	135	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487462001	 65
M-621	シバーマット	ラバースポンジ付	200	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487462100	 65
M-622	シバーマット	ラバースポンジ付	265	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487462209	 65
M-623	シバーマット	ラバースポンジ付	300	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487462308	 65

Bボール・キャップ・グローブ・ベルトなど

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
B-1	 ボール拭き	 		 ¥525	 ¥500	 4903487500109	 83
B-15	 フレアーヘアーバイザーベビー
	 ブラウン×ホワイト	 720	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487501519	 20
	 ブロンド×ブラック	 960	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487501526	 20
B-16	 フレアーヘアーバイザー
	 ブラウンＸＤＭＤ	 410	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501427	 20
	 グレーＸＨＳＴ	 520	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501434	 20
	 グレーＸＵＳＡ	 530	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501441	 20
	 グレーＸＤＭＤ	 540	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501458	 20
	 ブロンドＸＵＳＡ	 940	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501465	 20
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B-16	 オレンジ×ブラック	 980	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501571	 20
	 ピンク×ブラック	 500	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501595	 20
	 レッド×ホワイト	 120	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501410	 20
	 グレー×ブラック	 550	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501601	 20
	 ブロンド×ブラック	 960	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501618	 20
	 ブラウン×ブラック	 780	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501632	 20
	 ブラウン×レッド	 710	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501649	 20
	 ブラウン×ホワイト	 720	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501687	 20
	 ブラウンXフレイム	 400	 ¥3,360	 ¥3,200	 4903487501557	 20
B-45	 USEDゴルフボール	12 個入	 		 ¥1,344	 ¥1,280	 4903487504503	107
B-46	 海外ブランドロストボール（6P）	 		 ¥1,029	 ¥980	 4903487504602	107
B-47	 人気銘柄ロストボール（10P）	 		 ¥1,029	 ¥980	 4903487504701	107
B-53	 ロストボール	C（6P）	 		 ¥840	 ¥800	 4903487505302	107
B-54	 ロストボール	B（6P）	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487505401	107
B-55	 ロストボール	A（6P）	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487505500	107
B-57	 赤線入練習ボールR	 		 ¥105	 ¥100	 4903487505708	 62
B-163	 H2O	白 /黒
	 白 /黒 /21cm	左	 011	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516308	 35
	 白 /黒 /21cm	右	 012	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516360	 35
	 白 /黒 /22cm	左	 021	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516315	 35
	 白 /黒 /22cm	右	 022	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516377	 35
	 白 /黒 /23cm	右	 032	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516384	 35
	 白 /黒 /24cm	左	 041	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516339	 35
	 白 /黒 /24cm	右	 042	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516391	 35
									 白 /黒 /25cm	左	 051	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516346	 35
	 白 /黒 /25cm	右	 052	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516407	 35
	 白 /黒 /26cm	左	 061	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516353	 35
	 白 /黒 /26cm	右	 062	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516414	 35
B-164	 H2O	黒 /黒
	 黒 /黒	21cm左	 011	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516421	 35
	 黒 /黒	21cm右	 012	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516438	 35
	 黒 /黒	22cm左	 021	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516445	 35
	 黒 /黒	22cm右	 022	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516452	 35
	 黒 /黒	23cm左	 031	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516469	 35
	 黒 /黒	23cm右	 032	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516476	 35
	 黒 /黒	24cm左	 041	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516483	 35
	 黒 /黒	24cm右	 042	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516490	 35
	 黒 /黒	25cm左	 051	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516506	 35
	 黒 /黒	25cm右	 052	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516513	 35
	 黒 /黒	26cm左	 061	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516520	 35
	 黒 /黒	26cm右	 062	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487516537	 35
B-259	 FIT39	グローブ SS
	 黒 /黒	SS	 881	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110230	 35
	 黒 /黒	右	SS	 882	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110339	 35
	 紺 /黒	SS	 581	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110278	 35
	 紺 /黒	右	SS	 582	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110377	 35
	 赤 /黒	SS	 181	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110247	 35
	 赤 /黒	右	SS	 182	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691110346	 35
B-260	 FIT39	グローブ
	 グレー /黒	左 S	 553	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111053	 35
	 グレー /黒	左M	 555	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111039	 35
	 グレー /黒	左 L	 557	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111015	 35
	 グレー /黒	右 S	 554	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111121	 35
	 グレー /黒	右M	 556	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111107	 35
	 グレー /黒	右 L	 558	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111084	 35
	 ブルー /黒	左 S	 383	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112203	 35
	 ブルー /黒	左M	 385	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110117	 35
	 ブルー /黒	左 L	 387	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110322	 35
	 ブルー /黒	右 S	 384	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112265	 35
	 ブルー /黒	右M	 386	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110223	 35
	 ブルー /黒	右 L	 388	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110421	 35
	 黒 /黒	左 S	 883	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110018	 35
	 黒 /黒	左M	 885	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110070	 35
	 黒 /黒	左 L	 887	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110285	 35
	 黒 /黒	右	S	 884	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110124	 35
	 黒 /黒	右	M	 886	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110186	 35
	 黒 /黒	右	L	 888	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110384	 35
	 赤 /黒	左 S	 183	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110025	 35
	 赤 /黒	左M	 185	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110087	 35
	 赤 /黒	左 L	 187	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110292	 35
	 赤 /黒	右	S	 184	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110131	 35
	 赤 /黒	右	M	 186	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110193	 35

	 赤 /黒	右	L	 188	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110391	 35
	 白 /白	左 S	 223	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110032	 35
	 白 /白	左M	 225	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110094	 35
	 白 /白	左 L	 227	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110308	 35
	 白 /白	右	S	 224	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110148	 35
	 白 /白	右	M	 226	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110209	 35
	 白 /白	右	L	 228	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110407	 35
	 紺 /黒	左 S	 583	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111060	 35
	 紺 /黒	左M	 585	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110100	 35
	 紺 /黒	左 L	 587	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110315	 35
	 紺 /黒	右 S	 584	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691111038	 35
	 紺 /黒	右	M	 586	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110216	 35
	 紺 /黒	右	L	 588	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110414	 35
	 紺 /白	左 S	 523	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110049	 35
	 紺 /白	左M	 525	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112180	 35
	 紺 /白	左 L	 527	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112166	 35
	 紺 /白	右	S	 524	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691110155	 35
	 紺 /白	右M	 526	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112241	 35
	 紺 /白	右 L	 528	 ¥2,310	 ¥2,200	 4939691112227	 35
B-270	 マルチグローブ
	 白 /紺	左 S	 253	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527236	 35
	 白 /紺	左M	 255	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527243	 35
	 白 /紺	左 L	 257	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527250	 35
	 白 /紺	右 S	 254	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527267	 35
	 白 /紺	右M	 256	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527274	 35
	 白 /紺	右 L	 258	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527281	 35
	 黒 /黒	左 S	 883	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527038	 35
	 黒 /黒	左M	 885	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527069	 35
	 黒 /黒	左 L	 887	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527090	 35
	 黒 /黒	右 S	 884	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527137	 35
	 黒 /黒	右M	 886	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527168	 35
	 黒 /黒	右 L	 888	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527199	 35
	 白 /黒	左 S	 283	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527014	 35
	 白 /黒	左M	 285	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527045	 35
	 白 /黒	左 L	 287	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527076	 35
	 白 /黒	右 S	 284	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527113	 35
	 白 /黒	右M	 286	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527144	 35
	 白 /黒	右 L	 288	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527175	 35
	 黒 /赤	左 S	 813	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527021	 35
	 黒 /赤	左M	 815	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527052	 35
	 黒 /赤	左 L	 817	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527083	 35
	 黒 /赤	右 S	 814	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527120	 35
	 黒 /赤	右M	 816	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527151	 35
	 黒 /赤	右 L	 818	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527182	 35
	 白 /赤	左 S	 213	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527533	 35
	 白 /赤	左M	 215	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527540	 35
	 白 /赤	左 L	 217	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527557	 35
	 白 /赤	右 S	 214	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527564	 35
	 白 /赤	右M	 216	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527571	 35
	 白 /赤	右 L	 218	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527588	 35
	 白 /サックス	左 S	 233	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527472	 35
	 白 /サックス	左M	 235	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527489	 35
	 白 /サックス	左 L	 237	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527496	 35
	 白 /サックス	右 S	 234	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527502	 35
	 白 /サックス	右M	 236	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527519	 35
	 白 /サックス	右 L	 238	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527526	 35
	 白 /黄	左 S	 243	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527359	 35
	 白 /黄	左M	 245	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527366	 35
	 白 /黄	左 L	 247	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527373	 35
	 白 /黄	右 S	 244	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527380	 35
	 白 /黄	右M	 246	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527397	 35
	 白 /黄	右 L	 248	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527403	 35
	 白 /黄緑	左 S	 263	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527298	 35
	 白 /黄緑	左M	 265	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527304	 35
	 白 /黄緑	左 L	 267	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527311	 35
	 白 /黄緑	右 S	 264	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527328	 35
	 白 /黄緑	右M	 266	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527335	 35
	 白 /黄緑	右 L	 268	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527342	 35
	 白 /ピンク	左 S	 023	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527410	 35
	 白 /ピンク	左M	 025	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527427	 35
	 白 /ピンク	左 L	 027	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527434	 35
	 白 /ピンク	右 S	 024	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527441	 35

	 白 /ピンク	右M	 026	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527458	 35
	 白 /ピンク	右 L	 028	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487527465	 35
B-372	 シュアウェイメタリックⅠ
	 6 色パック	 990	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537211	106
	 単色シルバー	6 個パック	 120	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537235	106
	 単色ピンク6個パック	 100	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537242	106
	 単色ゴールド6個パック	 160	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537259	106
	 単色オレンジ6個パック	 090	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537266	106
	 単色パープル6個パック	 190	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537273	106
	 単色グリーン6個パック	 060	 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487537280	106
B-373	 たこ焼きゴルフボール	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4580259553510	107
B-374	 ハローキティゴルフボール３球パック	 		 ¥2,520	 ¥2,400	 4580259553558	107
B-631	 NEW	スリクソン	AD333	 		 ¥オープン価格	 LB3200	 4907913687297	107
B-644	 スポルディング	ツアーコンプカラーⅡ	
	 オレンジ	 090	 ¥オープン価格	 LB933	 4961073236986	106
	 イエロー	 040	 ¥オープン価格	 LB933	 4961073236993	106
B-645	 スポルディング	ROYAL	TOPⅡ
	 ホワイト	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4961073237136	106
	 オレンジ	 090	 ¥1,260	 ¥1,200	 4961073237150	106
	 イエロー	 040	 ¥1,260	 ¥1,200	 4961073237174	106
B-647	 ゼクシオ	LX	 	 ¥8,820	 ¥8,400	 4907913769689	107

Sシューズアクセサリー
品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
S-8	 靴ひも
	 黒 /丸	 081	 ¥105	 ¥100	 4903487600823	 34
	 茶 /丸	 071	 ¥105	 ¥100	 4903487600830	 34
	 茶 /平	 072	 ¥105	 ¥100	 4903487600878	 34
S-10	 シューズキーパーST
	 赤	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487601011	 34
	 青	 030	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487601035	 34
	 黄	 040	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487601042	 34
	 緑	 060	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487601066	 34
	 黒	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487601080	 34
S-12	 アイアンブラシ
	 黄	 040	 ¥630	 ¥600	 4903487601202	 83
	 黒	 080	 ¥630	 ¥600	 4903487601288	 83
S-13	 CHAMPプロレンチ	 		 ¥630	 ¥600	 4903487601301	 34
S-17	 ゴルフブラシ	プラスチック製
	 赤	 010	 ¥525	 ¥500	 4903487601714	 83
	 青	 030	 ¥525	 ¥500	 4903487601738	 83
	 黄	 040	 ¥525	 ¥500	 4903487601745	 83
	 緑	 060	 ¥525	 ¥500	 4903487601769	 83
S-18	 スコーピオン	ブラック	（Q-LOK）	 	 ¥オープン価格	 LS2200	 4903487601806	 31
S-20	 シューズケア6点セット	 	 ¥1,225	 ¥1,167	 4903487602001	 33
S-22	 靴ひも	アタッチメント	メニ・プニ
	 S/ホワイト	 023	 ¥420	 ¥400	 4903487602209	 34
	 S/ブラック	 083	 ¥420	 ¥400	 4903487602216	 34
	 S/ゴールド	 163	 ¥420	 ¥400	 4903487602223	 34
	 M/ホワイト	 025	 ¥420	 ¥400	 4903487602230	 34
	 M/ブラック	 085	 ¥420	 ¥400	 4903487602247	 34
	 M/イエロー	 045	 ¥420	 ¥400	 4903487602254	 34
	 M/ブルー	 035	 ¥420	 ¥400	 4903487602261	 34
	 M/レッド	 015	 ¥420	 ¥400	 4903487602278	 34
	 L/ホワイト	 027	 ¥420	 ¥400	 4903487802210	 34
	 L/ブラック	 087	 ¥420	 ¥400	 4903487802227	 34
	 Mフラット/ホワイト	 215	 ¥420	 ¥400	 4903487802234	 34
	 Mフラット/ブラック	 815	 ¥420	 ¥400	 4903487802241	 34
S-27	 ボール型ブラシ「ブラッシー」	 		 ¥420	 ¥400	 4903487602704	 83
S-31	 スラントインソール	
	 ピンク	 100	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487603114	 33
	 ベージュ	 150	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487603176	 33
	 スサックス	 030	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487603138	 33
S-32	 キャディーブラシ	 		 ¥840	 ¥800	 4903487603244	 83
S-33	 タオルキーパーつきブラシ	 		 ¥420	 ¥400	 4903487603305	 83
S-34	 DSISソルボヘルシーフルインソール
	 S	 003	 ¥1,680	 ¥1,600	 4961928613634	 33
	 M	 005	 ¥1,680	 ¥1,600	 4961928613641	 33
	 	L	 007	 ¥1,680	 ¥1,600	 4961928613658	 33
S-42	 くつひも	スニーカータイプ用	丸黒	 		 ¥315	 ¥300	 4903487604203	 34
S-43	 くつひも	スニーカータイプ用	丸白	 		 ¥315	 ¥300	 4903487604302	 34

S-44	 くつひも	スニーカータイプ用	平黒	 		 ¥210	 ¥200	 4903487604401	 34
S-45	 くつひも	スニーカータイプ用	平白	 		 ¥210	 ¥200	 4903487604500	 34
S-47	 ソルボ衝撃吸収 +乾インソール	 	 	 	 	
	 S	 003	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612415	 33
	 M	 005	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612422	 33
	 L	 007	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612439	 33
S-48	 ソルボ衝撃吸収 +炭インソール
	 S	 003	 ¥1,239	 ¥1,180	 4961928612354	 33
	 M	 005	 ¥1,239	 ¥1,180	 4961928612361	 33
	 L	 007	 ¥1,239	 ¥1,180	 4961928612378	 33
S-49	 ソルボ衝撃吸収 +銀インソール
	 S	 003	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612323	 33
	 M	 005	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612330	 33
	 L	 007	 ¥1,344	 ¥1,280	 4961928612347	 33
S-50	 DSIS	ソルボゴルフ	メンズインソール
	 S	 003	 ¥2,520	 ¥2,400	 4961928618639	 33
	 M	 005	 ¥2,520	 ¥2,400	 4961928618646	 33
	 L	 007	 ¥2,520	 ¥2,400	 4961928618653	 33
S-53	 ソルボ S-CUBEスケルトンインソール
	 S	 003	 ¥3,990	 ¥3,800	 4961928611142	 33
	 M	 005	 ¥3,990	 ¥3,800	 4961928611159	 33
	 L	 007	 ¥3,990	 ¥3,800	 4961928611166	 33
S-58	 サラウェイ靴の乾燥＋脱臭	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4932060010025	 33
S-66	 シューストレッチャー	ワイド
	 男性用	 001	 ¥2,100	 ¥2,000	 4902993342333	 34
	 女性用	 002	 ¥2,100	 ¥2,000	 4902993342340	 34
S-76	 スティンガーⅢFJ	（T-LOK）		 	 	 	 	
	 GRN/WH	 620	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504145411	 30
	 BRN/WH	 720	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504145404	 30
	 BLK/WHT	 820	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504125437	 30
	 ORG/WH	 920	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504125444	 30
	 BLU/WH	 320	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504125451	 30
	 RED/WH	 120	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504125468	 30
	 GOLD/BLK	 630	 ¥3,150	 ¥3,000	 0036504135467	 27
S-81	 スコーピオン LT（ミリ）	 		 ¥オープン価格	 LS2200	 0036504756471	 31
S-82	 スコーピオン LT（Q-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2200	 0036504756570	 31
S-83	 スコーピオン LT（T-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2200	 0036504756372	 31
S-87	 スティンガー	Ⅲ（ミリ）	 		 ¥オープン価格	 LS2400	 4903487608706	 31
S-88	 スティンガー	Ⅲ（Q-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2400	 4903487608805	 31
S-89	 スティンガー	Ⅲ（T-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2400	 4903487608904	 31
S-91	 レディー	スコーピオン	スティンガー（ミリ）	 		 ¥オープン価格	 LS2200	 0036504756556	 31
S-92	 レディー	スコーピオン	スティンガー（Q-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2200	 0036504756358	 31
S-93	 ザーマ（ミリ）	 		 ¥オープン価格	 LS2600	 0036504115117	 31
S-94	 ザーマ（Q-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2600	 0036504115315	 31
S-95	 ザーマ（T-LOK）	 		 ¥オープン価格	 LS2600	 0036504115414	 31
S-117	 トレッドライトMTクリヤー（インチ）	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487611706	 32
S-123	 チャンプエッジ（インチ）	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487612307	 32
S-160	 スパイクレンチ	ラチェットハンドル	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487616008	 34
S-161	 スパイクレンチ	アタッチメント	ミリ	 		 ¥525	 ¥500	 4903487616107	 34
S-162	 スパイクレンチ	アタッチメント	インチ	 		 ¥525	 ¥500	 4903487616206	 34
S-166	 クリートレンチ	 		 ¥オープン価格	 LS700	 4580134305081	 34
S-183	 ソフトスパイク用	Wレンチ	 		 ¥105	 ¥100	 4903487618309	 34
S-253	 スポルディング	スパイクレスSPS-237
	 25	 050	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242239	 30
	 25.5	 055	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242246	 30
	 26	 060	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242253	 30
	 26.5	 065	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242260	 30
	 27	 070	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242277	 30
	 27.5	 075	 ¥オープン価格	 LS4980	 4961073242284	 30
S-255	 スポルディング	スパイクレスSPS-238
	 25	 050	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243281	 30
	 25.5	 055	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243298	 30
	 26	 060	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243304	 30
	 26.5	 065	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243311	 30
	 27	 070	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243328	 30
	 28	 080	 ¥オープン価格	 LS5980	 4961073243335	 30
S-276	 APスパイクレス	APS-125L
	 22.5	WT/PK	 225	 ¥オープン価格	 LS3790	 4961073232476	 30
	 23.0	WT/PK	 230	 ¥オープン価格	 LS3790	 4961073232483	 30
	 23.5	WT/PK	 235	 ¥オープン価格	 LS3790	 4961073232490	 30
	 24.0	WT/PK	 240	 ¥オープン価格	 LS3790	 4961073232506	 30
	 24.5	WT/PK	 245	 ¥オープン価格	 LS3790	 4961073232513	 30
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S-280	 CFスパイクレス	CFS-275
	 24.5	BK	 845	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237938	 30
	 25.0	BK	 850	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237945	 30
	 25.5	BK	 855	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237952	 30
	 26.0	BK	 860	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237969	 30
	 26.5	BK	 865	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237976	 30
	 27.0	BK	 870	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237983	 30
	 24.5	WT	 245	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073237990	 30
	 25.0	WT	 250	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073238003	 30
	 25.5	WT	 255	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073238010	 30
	 26.0	WT	 260	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073238027	 30
	 26.5	WT	 265	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073238034	 30
	 27.0	WT	 270	 ¥オープン価格	 LS2840	 4961073238041	 30
S-292	 MEGAゴルフシューズ	MG-6800	
	 24.5	 045	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052036	 30
	 25	 050	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052043	 30
	 25.5	 055	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052050	 30
	 26	 060	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052067	 30
	 26.5	 065	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052074	 30
	 27	 070	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052081	 30
	 27.5	 075	 ¥オープン価格	 LS4980	 4991568052098	 30
S-525	 エクサイターⅡ（ミリ）	
	 レッド /ホワイト	 120	 ¥オープン価格	 LS1680	 4580134300291	 32
	 オレンジ /ホワイト	 920	 ¥オープン価格	 LS1680	 4580134300284	 32
S-526	 エクサイターⅡ（FTS）
	 レッド /ホワイト	 120	 ¥オープン価格	 LS1680	 4580134306019	 32
	 オレンジ /ホワイト	 920	 ¥オープン価格	 LS1680	 4580134306002	 32
S-529	 ツアーフレックス	（FTS）	 820	 ¥オープン価格	 LS2100	 4580134306170	 31
S-530	 ブラックウィドウ	ツアータロン（FTS）18P	
	 クリア×レッド	 630	 ¥オープン価格	 LS2700	 4580134306392	 31
	 ブラック×ゴールド	 410	 ¥オープン価格	 LS2700	 4580134306200	 31
	 クリア×スモーク	 640	 ¥オープン価格	 LS2700	 4580134306224	 31
S-531	 パルサー（FTS）14P
	 ブラック×ホワイト	 820	 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306279	 32
	 イエロー×ブルー	 430	 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306293	 32
	 ピンク×ホワイト	 490	 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306309	 32
S-532	 パルサー（ミリ）14Pブラック×ブルー	 830	 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306323	 32
S-533	 パルサー（インチ）14P		 	 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306378	 32
S-534	 パルサー（Qフィット）14P	 		 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306286	 32
S-535	 パルサー（PINS）14P	 		 ¥オープン価格	 LS1900	 4580134306330	 32

G練習用品・アクセサリー類

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
G-1	 方向クロス	 	 ¥315	 ¥300	 4903487700103	 71
G-3	 グリップ交換溶液エアゾール	 		 ¥630	 ¥600	 4903487700301	103
G-7	 スーパーゴルフミスト	 		 ¥840	 ¥800	 4903487700707	 92
G-9	 ビーズカウンター
	 イエロー	 040	 ¥315	 ¥300	 4903487700943	 82
	 グリーン	 060	 ¥315	 ¥300	 4903487700967	 82
	 オレンジ	 090	 ¥315	 ¥300	 4903487700998	 82
	 ピンク	 100	 ¥315	 ¥300	 4903487700912	 82
G-12	 コンペフラッグ	 		 ¥420	 ¥400	 4903487701209	105
G-13	 コンペシール
	 セット	 100	 ¥315	 ¥300	 4903487701308	104
	 優勝	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487701315	104
	 準優勝	 020	 ¥315	 ¥300	 4903487701322	104
	 ニヤピン	 040	 ¥315	 ¥300	 4903487701346	104
	 ドラコン	 050	 ¥315	 ¥300	 4903487701353	104
	 第	位	 070	 ¥315	 ¥300	 4903487701377	104
	 賞	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487701384	104
	 参加賞	 090	 ¥315	 ¥300	 4903487701391	104
G-15	 ヒットツルー
	 右きき用 /S	 003	 ¥840	 ¥800	 4903487701537	 71
	 右きき用 /M	 005	 ¥840	 ¥800	 4903487701520	 71
	 右きき用 /L	 007	 ¥840	 ¥800	 4903487701513	 71
	 左きき用 /S	 004	 ¥840	 ¥800	 4903487701568	 71
	 左きき用 /M	 006	 ¥840	 ¥800	 4903487701551	 71
	 左きき用 /L	 008	 ¥840	 ¥800	 4903487701544	 71
G-17	 カードケース
	 赤	 010	 ¥315	 ¥300	 4903487701711	 83

	 紺	 050	 ¥315	 ¥300	 4903487701735	 83
	 緑	 060	 ¥315	 ¥300	 4903487701766	 83
	 黒	 080	 ¥315	 ¥300	 4903487701780	 83
G-19	 ストロークカウンター	 		 ¥840	 ¥800	 4903487701902	 81
G-22	 コンペフラッグ	ニアニア	 		 ¥420	 ¥400	 4903487702206	105
G-23	 スーパーGテープ
	 ブラック	 080	 ¥262	 ¥250	 4903487702381	 29・91
	 ホワイト	 020	 ¥262	 ¥250	 4903487702329	 29・91
	 ブラウン	 070	 ¥262	 ¥250	 4903487702374	 29・91
G-24	 グリップマスター	 	 ¥735	 ¥700	 4903487702404	 70
G-33	 スブリング 90	 		 ¥630	 ¥600	 4903487703302	 76
G-35	 バランスアップポイント	 		 ¥367	 ¥350	 4903487703500	 88
G-36	 バランスアップスーパー18
	 （ボックス）	 001	 ¥367	 ¥350	 4903487703609	 88
	 	（台紙）	 002	 ¥367	 ¥350	 4903487703616	 88
G-37	 バランスアップ（ボックス）	 		 ¥367	 ¥350	 4903487703715	 87
G-40	 サビッシュ50	 		 ¥840	 ¥800	 4903487704002	 93
G-41	 ゴルフカウンターミニ
	 ホワイト	 020	 ¥525	 ¥500	 4903487704125	 81
	 ブラック	 080	 ¥525	 ¥500	 4903487704187	 81
	 パステルブルー	 360	 ¥525	 ¥500	 4903487704149	 81
	 パステルピンク	 370	 ¥525	 ¥500	 4903487704156	 81
G-43	 バランスダウン	 		 ¥525	 ¥500	 4903487704309	 88
G-47	 切って使う。バランスアップ	0.15	 		 ¥367	 ¥350	 4903487704712	 88
G-48	 ゴルフクラブバブル	 		 ¥840	 ¥800	 4903487704804	 92
G-49	 パター・アプローチ上達練習器「パーコード」	 	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487704903	 71
G-51	 ポリッシングパッド
	 赤	 010	 ¥525	 ¥500	 4903487705115	 93
	 青	 030	 ¥525	 ¥500	 4903487705139	 93
	 緑	 060	 ¥525	 ¥500	 4903487705160	 93
G-53	 ZIPスムーサー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487705306	 93
G-58	 ヘッドスピードテスター	 	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487705801	 67
G-60	 ファンデガード	 002	 ¥819	 ¥780	 4903487706006	 84
G-60	 MEN'Sファンデガード	 001	 ¥819	 ¥780	 4903487706013	 84
G-63	 サビ防止（さびどめ）	 		 ¥840	 ¥800	 4903487706303	 93
G-67	 ライトグリップトレーナーⅡ	
	 右	 001	 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487706723	 69
	 左	 002	 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487706716	 69
G-68	 コンペシート	 		 ¥420	 ¥400	 4903487706808	105
G-69	 コンペフラッグ	スピン	 		 ¥420	 ¥400	 4903487706907	105
G-70	 カードファイル
	 赤	 010	 ¥735	 ¥700	 4903487707010	112
	 紺	 050	 ¥735	 ¥700	 4903487707058	112
	 緑	 060	 ¥735	 ¥700	 4903487707065	112
G-72	 ゴルフグローブキーパー	約束・手形	 		 ¥525	 ¥500	 4903487707201	 35
G-76	 コンペシート（L）	 		 ¥420	 ¥400	 4903487707607	105
G-77	 ラインマーククリーナー	 		 ¥735	 ¥700	 4903487707706	 92
G-84	 グリップメイト	オン・オフ	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487708406	103
G-85	 グリップ用両面テープ	10m	 		 ¥525	 ¥500	 4903487708505	104
G-91	 バランスチップ	パールホワイト	 	 ¥367	 ¥350	 4903487709106	 87
G-92	 バランスチップ	ミッドナイトブルー	 	 ¥367	 ¥350	 4903487709205	 87
G-98	 ショットマークエアゾール	 	 ¥840	 ¥800	 4903487709809	 72
G-100	 コンパックタオル
	 BK	 080	 ¥840	 ¥800	 4903487710089	 82
	 OR	 090	 ¥840	 ¥800	 4903487710096	 82
	 GR	 060	 ¥840	 ¥800	 4903487710065	 82
	 BL	 030	 ¥840	 ¥800	 4903487710034	 82
G-107	 ゴルフ競技会記録簿			 		 ¥5,040	 ¥4,800	 4903487710706	112
G-110	 スコア・デュアルカウンター
	 白	 020	 ¥1,575	 ¥1,500	 4510819400268	 82
	 黒	 080	 ¥1,575	 ¥1,500	 4510819400251	 82
G-113	 パターホルダー「もっとって」	 		 ¥420	 ¥400	 4903487711307	 16
G-114	 マーカーコレクション（木製）	 		 ¥3,675	 ¥3,500	 4903487711406	112
G-119	 スーパースピンバイト	V溝用	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487711901	 90
G-122	 グローブフィックス
	 白	 020	 ¥420	 ¥400	 4903487712229	 35
	 黒	 080	 ¥420	 ¥400	 4903487712281	 35
G-128	 パーショット	ウッド用ビッグ	 	 ¥367	 ¥350	 4903487712809	 72
G-129	 パーショット	アイアン用ビッグ	 	 ¥367	 ¥350	 4903487712908	 72
G-130	 パーショット	ビッグミックス	 	 ¥367	 ¥350	 4903487713004	 72
G-131	 スウィングインストラクター
	 M	 005	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487713127	 71

	 L	 007	 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487713110	 71
G-133	 バランスダウントップ	 		 ¥630	 ¥600	 4903487713301	 88
G-135	 コンペフラッグ 3本セット	 		 ¥577	 ¥550	 4903487713509	105
G-136	 バランスアップ	テープ 20	 		 ¥525	 ¥500	 4903487713608	 88
G-137	 バランスアップ	テープ 40	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487713707	 88
G-142	 ショートクラブ	R	 	 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487714209	 69
G-143	 ショートクラブ	M	 	 ¥4,410	 ¥4,200	 4903487714308	 69
G-144	 ショットマークウッド用	ワイド	 	 ¥367	 ¥350	 4903487714407	 72
G-146	 グリップエンダー	 	 ¥525	 ¥500	 4903487714605	 70
G-149	 DO-IT	ボンドキット	 		 ¥420	 ¥400	 4903487112340	 89
G-154	 ライトキズバン（10枚入）	 		 ¥315	 ¥300	 4903487715404	 29
G-156	 天ぷらキズ防止テープ	 		 ¥315	 ¥300	 4903487715602	 89
G-160	 レッスンクラブ	 	 ¥3,990	 ¥3,800	 4903487716005	 69
G-163	 バランスチップ	 	 ¥367	 ¥350	 4903487716302	 87
G-164	 バランスアップ	微調整	0.15	 		 ¥367	 ¥350	 4903487716418	 87
G-165	 スーパースピンバイト	角溝用	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4903487716500	 90
G-169	 ラバーグリップスターター	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487716906	103
G-171	 ダブルパッティングボール	 	 ¥630	 ¥600	 4903487717101	 73
G-199	 スウィングミラー（S）	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487719907	 62
G-203	 フィンガード	 		 ¥262	 ¥250	 4903487720309	 29
G-205	 メタルクリーナー	 		 ¥840	 ¥800	 4903487720507	 93
G-207	 パワースウィング	Ⅱ	 	 ¥7,875	 ¥7,500	 4903487720705	 69
G-209	 ゴルフカウンター
	 白	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487720927	 81
	 青	 030	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487720934	 81
	 黒	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487720989	 81
	 ピンク	 100	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487720910	 81
G-213	 ドラコンメジャー	 		 ¥15,750	 ¥15,000	 4903487721306	 84
G-215	 ヘッドロッカー	 	 ¥210	 ¥200	 4903487721504	 71
G-217	 レンヂファインダー	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487721702	 84
G-233	 ラバーグリッププラスターター	 		 ¥315	 ¥300	 4903487723300	103
G-245	 グリップ交換キット	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487724505	103
G-248	 フェースアングルチェッカー	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487724802	 71・91
G-250	 ショットマーク	パター用	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725007	 72
G-251	 ショットマーク	ソール用	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725106	 72
G-254	 ショットマーク	スイート	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725403	 72
G-255	 ショットマーク	ウッド用	ビッグヘッド	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725502	 72
G-256	 ショットマーク	アイアン用	ビッグ	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725601	 72
G-257	 ショットマーク	ウッド＆アイアン	ミックス	 	 ¥262	 ¥250	 4903487725700	 72
G-263	 バランスアップ	フリーカット	 		 ¥367	 ¥350	 4903487726301	 88
G-265	 グリップタック	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487726509	 83
G-267	 ヒットツルーDX	 	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487726783	 71
G-269	 ウエイトアップ
	 赤	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487726912	 76
	 青	 030	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487726936	 76
	 黄	 040	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487726943	 76
	 緑	 060	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487726967	 76
	 黒	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487726981	 76
G-270	 メガパワーディスタンス	 	 ¥6,090	 ¥5,800	 4991568047674	 67
G-273	 手首固定バンド	ヨセピタ	 	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487727308	 71
G-277	 アンギュラモーション（E-スイング）	ブルー	 	 ¥13,860	 ¥13,200	 4900173812348	 67
G-278	 E-ドライバー	 	 ¥19,950	 ¥19,000	 4900173810818	 69
G-279	 アンギュラモーション・ツアー	WH	 	 ¥14,910	 ¥14,200	 4900173814496	 67
G-280	 アンギュラモーション用	衝撃吸収	消音 PAD	3 枚入	 ¥892	 ¥850	 4900173812584	 67
G-284	 ロングドライブキット
	 カーボン	 001	 ¥525	 ¥500	 4903487728404	 89
	 スチール太	 002	 ¥525	 ¥500	 4903487728411	 89
	 スチール細	 003	 ¥525	 ¥500	 4903487728428	 89
G-285	 パワーアップテープ
	 黒 /白	 820	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487728527	 91
	 黒 /青	 830	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487728534	 91
	 黒 /黄	 840	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487728541	 91
G-302	 パットブイ「起き上がり小法師」	 	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487730209	 73
G-303	 エアゾール	ラバーグリップ	ノンスリップ	100mL	 ¥735	 ¥700	 4903487730308	 93
G-311	 宅急ベルト
	 濃紺	 510	 ¥525	 ¥500	 4903487731138	 15
	 赤	 010	 ¥525	 ¥500	 4903487731114	 15
	 紺	 050	 ¥525	 ¥500	 4903487731152	 15
	 緑	 060	 ¥525	 ¥500	 4903487731169	 15
	 黒	 080	 ¥525	 ¥500	 4903487731183	 15
G-312	 チェックGO（ジー・オー）プロ	 	 ¥5,775	 ¥5,500	 4526348005409	 87
G-314	 パワーアップテープ	スーパーソフト

	 赤	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487731411	 91
	 黄	 040	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487731442	 91
	 黒	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487731480	 91
	 ピンク	 100	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487731497	 91
G-316	 キャディーバッグクリーナー	ウエットシートタイプ	 ¥840	 ¥800	 4903487731602	 92
G-318	 ゴルフクラブワックス	 		 ¥840	 ¥800	 4903487731800	 93
G-319	 ゴルフクラブクリーナー	 		 ¥735	 ¥700	 4903487731909	 93
G-321	 ゴルフワックス	カーボン用	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487732104	 93
G-324	 ポリッシングクロス	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487732401	 93
G-327	 どっとポーチ
	 リラックマ	 440	 ¥1,260	 ¥1,200	 4546598003659	 18
	 スヌーピー	 620	 ¥1,260	 ¥1,200	 4546598003086	 18
	 ユニオンジャック	 690	 ¥1,260	 ¥1,200	 4546598004083	 18
G-332	 バランスダウンテープ	業務用	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 4903487733200	 88
G-333	 バランスダウンテープ	 		 ¥315	 ¥300	 4903487733309	 88
G-334	 バランスアップテープ	業務用	 		 ¥6,300	 ¥6,000	 4903487733408	 88
G-335	 グリップ用両面テープ	5m	 		 ¥315	 ¥300	 4903487733507	104
G-338	 バッファロー両面テープ	業務用	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487733804	104
G-339	 バッファロー両面テープ	50㎜幅	 		 ¥オープン価格	 LG2000	 4903487733903	104
G-340	 バッファロー両面テープ	5m	 		 ¥420	 ¥400	 4903487734009	104
G-347	 スーパーハンマーグリップテープ
	 赤	 010	 ¥945	 ¥900	 4903487734719	 91
	 青	 030	 ¥945	 ¥900	 4903487734733	 91
	 黒	 080	 ¥945	 ¥900	 4903487734702	 91
G-353	 スウィング・バランサーⅡ	 		 ¥8,400	 ¥8,000	 4903487735303	 91
G-356	 スウィング・バランサーD（デジタル）	 		 ¥39,900	 ¥38,000	 4903487735600	 91
G-360	 シャフト切断機	SカットⅡ	 		 ¥44,100	 ¥42,000	 4903487736003	 90
G-361	 バイブロスコープ	V-3P	 		 ¥オープン価格	 LG90000	 4903487736102	 91
G-362	 ソケットツール	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4936197130014	 90
G-370	 ソケット・カッター	 		 ¥5,775	 ¥5,500	 4903487737000	 90
G-375	 シャフト抜き器	ニューH-2	 		 ¥36,750	 ¥35,000	 4903487737505	 90
G-384	 ロングドライブステップバイステップキット	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487738403	 89
G-385	 キエネーマー	太書き用（0.8）
	 赤	 010	 ¥378	 ¥360	 4903487738519	 85
	 青	 030	 ¥378	 ¥360	 4903487738533	 85
	 黒	 080	 ¥378	 ¥360	 4903487738588	 85
G-389	 キャディーバッグ	ホック補修キット	 		 ¥840	 ¥800	 4903487738908	 16
G-390	 シャフトガードテープ
	 ブラック	 080	 ¥525	 ¥500	 4903487739080	 89
	 クリヤー	 170	 ¥525	 ¥500	 4903487739028	 89
	 クローム	 120	 ¥525	 ¥500	 4903487739097	 89
G-393	 ナイスキャッチャー
	 B/B	 090	 ¥630	 ¥600	 4571274406011	 85
	 P/B	 610	 ¥630	 ¥600	 4571274406028	 85
	 Y/B	 040	 ¥630	 ¥600	 4571274406035	 85
	 W/B	 080	 ¥630	 ¥600	 4571274406042	 85
G-397	 パターフレンド	Ⅱ	 		 ¥420	 ¥400	 4903487739707	 85
G-398	 グリップ交換溶液お徳用	 		 ¥2,100	 ¥2,000	 4903487739806	103
G-399	 グリップ交換溶液業務用	 		 ¥3,780	 ¥3,600	 4903487739905	103
G-400	 スーパークロス	青	 030	 ¥735	 ¥700	 4903487740031	 93
G-402	 ゴルファーズ	ロジン	 		 ¥840	 ¥800	 4903487740208	 83
G-407	 スウィングカウンター	 	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487740703	 70
G-408	 二桁カウンタークリップタイプ
	 クリア	 170	 ¥630	 ¥600	 4903487740895	 81
	 ブラック	 080	 ¥630	 ¥600	 4903487740888	 81
	 ブルー	 030	 ¥630	 ¥600	 4903487740833	 81
	 ピンク	 100	 ¥630	 ¥600	 4903487740819	 81
	 グリーン	 060	 ¥630	 ¥600	 4903487740864	 81
G-409	 二桁カウンターリストタイプ
	 クリア	 170	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487740994	 81
	 ブラック	 080	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487740987	 81
	 ブルー	 030	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487740932	 81
	 ピンク	 100	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487740918	 81
	 グリーン	 060	 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487740963	 81
G-413	 ゴルフ	サポーター	手首	 		 ¥525	 ¥500	 4903487741304	 26
G-414	 ゴルフ	サポーター	ひじ	 		 ¥945	 ¥900	 4903487741403	 26
G-415	 ゴルフ	サポーター	ひざ	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487741502	 26
G-421	 ロフトライマシーン	 		 ¥168,000	¥160,000	 	 91
G-422	 マーキングボールスタンプ
	 スヌーピー	 620	 ¥1,890	 ¥1,800	 4560375370482	 87
	 ピンクパンサー	 610	 ¥1,890	 ¥1,800	 4560375370499	 87
	 ケンケン	 630	 ¥1,890	 ¥1,800	 4560375370505	 87

S G G
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品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ ZV Vetc etc
G-437	 バランスアップ	（台紙）	 		 ¥367	 ¥350	 4903487703708	 87
G-438	 バッファロー両面テープ	業務用薄手（0.15）	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487743803	104
G-455	 コンペフラッグシングル	ドラコン	 		 ¥210	 ¥200	 4903487745500	105
G-456	 コンペフラッグシングル	ニヤピン	 		 ¥210	 ¥200	 4903487745609	105
G-457	 コンペフラッグ	ドラドラ	 		 ¥420	 ¥400	 4903487745708	105
G-513	 JGAゴルフ規則	〔2013 年度版〕		 		 ¥500	 ¥477	 4903487751303	 80
G-563	 ドクター・エルボー
	 SS	 002	 ¥4,410	 ¥4,200	 4995802217502	 27
	 S	 003	 ¥4,410	 ¥4,200	 4995802217519	 27
	 M	 005	 ¥4,410	 ¥4,200	 4995802217526	 27
	 L	 007	 ¥4,410	 ¥4,200	 4995802217533	 27
	 LL	 008	 ¥4,410	 ¥4,200	 4995802217540	 27
G-567	 ヒットツルーDXレディース	 	 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487756728	 71
G-585	 キエネーマー3色セット	 		 ¥945	 ¥900	 4903487758500	 85
G-609	 ゴルフ日記	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487760909	112
G-619	 「1本のゴム」	ハイポール	 	 ¥315	 ¥300	 4903487761906	 73
G-630	 アイアンミスト	 		 ¥630	 ¥600	 4903487763009	 92
G-633	 チタンミスト	 		 ¥630	 ¥600	 4903487763306	 92
G-637	 バランスアップ業務用 140×390	 		 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487763702	 88
G-640	 チタンクリーム	 		 ¥630	 ¥600	 4903487764006	 93
G-650	 アイアン専用	ガンスプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487765003	 92
G-651	 チタン専用	ガンスプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487765102	 92
G-653	 ラバーグリップ専用	ガンスプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487765300	 92
G-654	 シューズ専用	ガンスプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487765409	 92
G-655	 シューズ用消臭・除菌	ガンスプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487765508	 92
G-662	 スウェットパッド	 		 ¥210	 ¥200	 4903487766208	 18
G-675	 メンタム虫よけ	パウダーイン	 		 ¥577	 ¥550	 4987036461615	 19
G-676	 日やけ止めスポーツUVシールドローションSPF50＋		 ¥1,050	 ¥1,000	 4907887138566	 19
G-677	 キンカン	虫よけスプレー（パウダー入り）	200mL	 ¥998	 ¥950	 4987062952002	 19
G-678	 ミラクール	スカーフタイプ
	 ブルー	 030	 ¥580	 ¥552	 4944109304095	 19
	 グリーン	 060	 ¥580	 ¥552	 4944109304118	 19
	 ライトブルー	 400	 ¥580	 ¥552	 4944109304101	 19
G-679	 ミラクール	タオルタイプ
	 ブルー	 030	 ¥1,280	 ¥1,219	 4944109304132	 19
	 グリーン	 060	 ¥1,280	 ¥1,219	 4944109304156	 19
	 ライトブルー	 400	 ¥1,280	 ¥1,219	 4944109304149	 19
G-687	 ネッククーラーバンド
	 ネイビー	 050	 ¥630	 ¥600	 4902993178512	 18
	 ベージュ	 150	 ¥630	 ¥600	 4902993178529	 18
	 ライトグリーン	 600	 ¥630	 ¥600	 4902993178536	 18
G-689	 ガリガリ君クールスカーフ	 	 ¥700	 ¥667	 4580298431800	 18
G-690	 ガリガリ君瞬冷パックL	 	 ¥120	 ¥114	 4560210699044	 18
G-691	 ガリガリ君氷タオル	 	 ¥189	 ¥180	 4580298427254	 18
G-692	 ガリガリ君冷却シート	 	 ¥189	 ¥180	 4580298427261	 18
G-699	 シャフトガッチリ	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487769902	 90
G-701	 シャフトカッター「クロモリ」	 		 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487770106	 90
G-702	 シャフトカッター	G-701 用替刃「クロモリ」	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487770205	 90
G-703	 シャフトカッター	G-701 用替刃「超硬」	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487770304	 90
G-705	 ゴルフクラブ用ヤスリ（ハイカーボン）	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4903487770519	 90
G-706	 グリップカッター	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487770601	103
G-707	 グリップカッター	スペア刃	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487770700	103
G-714	 シャフトカッター業務用「超硬」	 		 ¥6,300	 ¥6,000	 4903487771400	 90
G-715	 シャフトカッター業務用G-714 用替刃「超硬」	 		 ¥4,200	 ¥4,000	 4903487771509	 90
G-716	 ミニグリップカッター	 		 ¥420	 ¥400	 4903487771608	103
G-723	 カシオデジタルカメラ	EX-FC300SWE	 	 ¥49,800	 ¥47,429	 4971850496335	 67
G-751	 ラムキン	エヌディーユーアール	JV
	 RD/BKC	60バックラインあり	 180	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776005314	100
	 WT/BKC	60バックラインあり	 280	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776005321	100
	 LB/BKC	60バックラインあり	 380	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776005338	100
G-757	 NO1グリップ	43シリーズ
	 レッド	バックラインあり	 011	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493055	 94
	 ホワイト×ショッキングピンクバックラインあり	271	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493208	 94
	 ホワイト×ライム	バックラインあり	 301	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493192	 94
	 ブラック	バックラインあり	 081	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493086	 94
	 オレンジ	バックラインあり	 091	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493017	 94
	 ピンク	バックラインあり	 101	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493062	 94
	 パープル	バックラインあり	 191	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493079	 94
	 ショッキングピンク	バックラインあり	 201	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493048	 94
	 ライム	バックラインあり	 211	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493031	 94
	 ソーダブルー	バックラインあり	 221	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292493024	 94

G-758	 イオミック	Sticky	Opus2
	 ホワイト×ブルー	60バックラインあり	 231	 ¥1,680	 ¥1,600	 4582266923300	 97
	 ホワイト×オレンジ	60バックラインあり	 291	 ¥1,680	 ¥1,600	 4582266923256	 97
	 ホワイト×レッド		60バックラインあり	 211	 ¥1,680	 ¥1,600	 4582266923294	 97
G-765	 ニコンレーザー1000AS	 		 	¥オープン価格	 LG49800	 4571137584115	 84
G-768	 ビッグライトパター	2
	 レッド×ブラック	 180	 ¥オープン価格	 	 4903487776818	101
	 ブルー×ブラック	 380	 ¥オープン価格	 	 4903487776832	101
	 ブラック×ブラック	 880	 ¥オープン価格	 	 4903487776887	101
	 オレンジ×ブラック	 980	 ¥オープン価格	 	 4903487776894	101
G-769	 ビッグライトパター	3
	 レッド×ブラック	 180	 ¥オープン価格	 	 4903487776917	101
	 ホワイト×ブラック	 280	 ¥オープン価格	 	 4903487776924	101
	 ブルー×ブラック	 380	 ¥オープン価格	 	 4903487776931	101
	 ブラック×ブラック	 880	 ¥オープン価格	 	 4903487776986	101
G-774	 イラストでわかる最低限知っておきたいゴルフルール90	 	¥998	 ¥950	 9784047264380	 80
G-791	 ニコンレーザー550AS	 		 ¥オープン価格	 LG44800	 4571137582807	 84
G-805	 すぐに役立つゴルフルール	ブック [2012 年度版 ]	 ¥819	 ¥780	 9784262172514	 80
G-809	 NO1グリップ「48」
	 ホワイト×ブラック	バックラインあり	 281	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491211	 95
	 ホワイト×グリーン	バックラインあり	 261	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491228	 95
	 ホワイト×パープル	バックラインあり	 291	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491235	 95
	 オレンジ	バックラインあり	 091	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491013	 95
	 イエロー	バックラインあり	 041	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491020	 95
	 ソーダブルー	バックラインあり	 221	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491037	 95
	 ライム	バックラインあり	 211	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491044	 95
	 ショッキングピンク	バックラインあり	 201	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491051	 95
	 ピンク	バックラインあり	 101	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491068	 95
	 パープル	バックラインあり	 191	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491075	 95
	 シルバー	バックラインあり	 121	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491082	 95
	 ブラック	バックラインあり	 081	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491099	 95
	 レッド	バックラインあり	 011	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292491105	 95
G-810	 NO1グリップ「50」
	 ホワイト×ブラック	バックラインあり	 281	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490214	 95
	 ホワイト×ブルー	バックラインあり	 231	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490221	 95
	 ホワイト×イエロー	バックラインあり	 241	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490238	 95
	 オレンジ	バックラインあり	 091	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490016	 95
	 ブルー	バックラインあり	 031	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490023	 95
	 レッド	バックラインあり	 011	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490030	 95
	 グリーン	バックラインあり	 061	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490047	 95
	 ピンク	バックラインあり	 101	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490054	 95
	 アーミーグリーン	バックラインあり	 181	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490061	 95
	 ブラック	バックラインあり	 081	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490078	 95
	 ショッキングピンク	バックラインあり	 201	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490085	 95
	 パープル	バックラインあり	 191	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490092	 95
	 イエロー	バックラインあり	 041	 ¥1,890	 ¥1,800	 4571292490108	 95
G-811	 イオミック	X-Evolition
	 ホワイト	60バックラインあり	 211	 ¥1,890	 ¥1,800	 4582266921726	 97
	 レッド	60バックラインあり	 231	 ¥1,890	 ¥1,800	 4582266921696	 97
	 ブラック	60バックラインあり	 831	 ¥1,890	 ¥1,800	 4582266921719	 97
G-819	 イオミック	Sticky	Evolution	Black	ARMOR
	 ブラック×ブルー	60バックラインあり		 831	 ¥1,029	 ¥980	 4582266925106	 97
	 ブラック×ブルー	60バックラインなし	 832	 ¥1,029	 ¥980	 4582266925113	 97
G-833	 ND	マルチコンパウンドMCC
	 ブルー	60バックラインあり		 030	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783335	 98
	 ブルー	60バックラインなし	 032	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783434	 98
	 ホワイト	60バックラインあり		 020	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783328	 98
	 ホワイト	60バックラインなし	 022	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783427	 98
	 レッド	60バックラインあり		 010	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783311	 98
	 レッド	60バックラインなし	 012	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783410	 98
	 オレンジ	60バックラインあり		 090	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783366	 98
	 オレンジ	60バックラインなし	 092	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487783496	 98
G-835	 マルチ	デュアルデュロメーター	ラバー	DDM
	 60バックラインあり	 001	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487783502	 98
	 60 バックラインなし	 002	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487783519	 98
G-839	 ラムキン	MW	V3
	 ネイビー	60バックラインあり	 050	 ¥1,470	 ¥1,400	 4533776330010	100
	 ホワイト	60バックラインあり	 020	 ¥1,470	 ¥1,400	 4533776330027	100
	 ライトブルー	60バックラインあり	 400	 ¥1,470	 ¥1,400	 4533776330034	100
	 レッド	60バックラインあり	 010	 ¥1,470	 ¥1,400	 4533776330041	100
	 ブラック	60バックラインあり	 080	 ¥1,470	 ¥1,400	 4533776330058	100

G-840	 G400	VD・ラバー
	 60バックラインあり	 002	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487784004	 98
	 60 バックラインなし	 001	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487784011	 98
G-841	 ツアーラップ 2G
	 ホワイト	60バックラインあり	 020	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487784127	 98
	 レッド	60バックラインあり	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487784110	 98
	 ブラック	60バックラインあり	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487784189	 98
G-842	 VDラバー・カラー	VDRS
	 ホワイト	60バックラインあり	 020	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487784226	 98
	 ブルー	60バックラインあり	 030	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487784233	 98
	 レッド	60バックラインあり	 010	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487784219	 98
G-844	 キャラクターパターグリップ	スヌーピー	 620	 ¥2,625	 ¥2,500	 4546598001686	101
G-850	 ライトグリップ
	 右用 /青	 032	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487785032	 70
	 右用 /黒	 082	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487785087	 70
	 左用 /黒	 081	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487785094	 70
G-851	 NO1グリップ	「ICHI」レギュラー	 	 	 	 	
	 ブラック	バックラインあり	 081	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494014	 94
	 レッド	バックラインあり	 011	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494021	 94
	 イエロー	バックラインあり	 041	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494038	 94
	 グリーン	バックラインあり	 061	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494045	 94
	 ブルー	バックラインあり	 031	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494052	 94
	 パープル	バックラインあり	 191	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494069	 94
	 ブラック	バックラインなし	 082	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494113	 94
G-852	 スーパーハンマーグリップ	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4903487785209	100
G-853	 NO1グリップ	「ICHI」ライト
	 オレンジ	バックラインあり	 091	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494076	 94
	 ライム	バックラインあり	 211	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494083	 94
	 ショッキングピンク	バックラインあり	 201	 ¥2,100	 ¥2,000	 4571292494090	 94
G-862	 ニューディケードサンドコード	D100	60バックラインあり	 	¥2,100	 ¥2,000	 4903487786206	 98
G-863	 ツアーベルベットラバー
	 ピンク	58バックラインあり	 006	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786343	 98
	 62 バックラインなし	 004	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786350	 98
	 62 バックラインあり	 003	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786367	 98
	 60 バックラインなし	 002	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786305	 98
	 60 バックラインあり	 001	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786312	 98
	 58 バックラインなし	 009	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786329	 98
	 58 バックラインあり	 008	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487786336	 98
G-873	 ベルベットスペシャルパター	VSP	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487787302	101
G-876	 クロスラインソフトコード	LXC	60バックラインあり	 ¥2,100	 ¥2,000	 4533776006113	100
G-878	 クロスラインラバー	LXR
	 58バックラインあり	 008	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776006014	100
	 60バックラインあり	 001	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776006021	100
	 60バックラインなし	 002	 ¥1,575	 ¥1,500	 4533776006038	100
G-918	 SUSASグリップ	SH-40	（軽め）
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051543	 96
	 レッド	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051413	 97
	 パープル	 190	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051420	 97
	 ライトグリーン	 600	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051437	 97
	 ライトブルー	 400	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051444	 97
	 ダークブルー	 350	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051451	 97
	 イエロー	 040	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051468	 97
	 オレンジ	 090	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051475	 97
	 モスグリーン	 390	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051482	 97
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051499	 97
	 ピンク	 100	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051505	 97
G-919	 SUSASグリップ	SH-50	（重め）	
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051536	 96
	 レッド	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051314	 97
	 パープル	 190	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051321	 97
	 ライトグリーン	 600	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051338	 97
	 ライトブルー	 400	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051345	 97
	 ダークブルー	 350	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051352	 97
	 イエロー	 040	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051369	 97
	 オレンジ	 090	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051376	 97
	 モスグリーン	 390	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051383	 97
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051390	 97
	 ピンク	 100	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051406	 97
G-922	 SUSAS	pro-FT（藤田モデル）	 	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051574	 96
G-923	 SUSAS	pro-SZ（芹澤モデル）	 	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051567	 96
G-925	 SUSASグリップ	SS-40
	 レッド	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051116	

	 パープル	 190	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051123	
	 ライトグリーン	 600	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051130	
	 ライトブルー	 400	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051147	
	 ダークブルー	 350	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051154	
	 イエロー	 040	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051161	
	 オレンジ	 090	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051178	
	 モスグリーン	 390	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051185	
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051192	
	 ピンク	 100	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051208	
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051529	
G-926	 SUSASグリップ	SS-50
	 レッド	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051017	
	 パープル	 190	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051024	
	 ライトグリーン	 600	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051031	
	 ライトブルー	 400	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051048	
	 ダークブルー	 350	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051055	
	 イエロー	 040	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051062	
	 オレンジ	 090	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051079	
	 モスグリーン	 390	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051086	
	 ブラック	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051093	
	 ピンク	 100	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051109	
	 ホワイト	 020	 ¥1,890	 ¥1,800	 4562285051512	
G-927	 ニコンレーザー	1200S	 		 ¥オープン価格	 LG49800	 4571137580988	 84
G-968	 ニコン	クールショット	 	 ¥オープン価格	 LG29800	 4571137584788	 84
G-969	 ラムキン	クロスラインACE	3GEN	60バックラインあり	 ¥1,050	 ¥1,000	 4533776006311	100
G-980	 パーフォラップパター	 	 ¥1,680	 ¥1,600	 4903487798001	101
G-989	 サンドラップ -V	VSW/VSSW
	 60バックラインあり	 001	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487798919	100
	 58バックラインあり	 008	 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487798988	100

Xアイアンマニキュア・ マグナマーク（クリップ＆マーカー）・ 
ビデオテープ・DVDなど

品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
X-1	 シャーピーミニ2P&ライナー
	 赤×オレンジ	 190	 ¥630	 ¥600	 4903487800117	 86
	 青×赤	 310	 ¥630	 ¥600	 4903487800131	 86
	 黒×赤	 810	 ¥630	 ¥600	 4903487800186	 86
	 緑×オレンジ	 690	 ¥630	 ¥600	 4903487800162	 86
	 青×黄緑	 360	 ¥630	 ¥600	 4903487800124	 86
X-2	 マイボールタッチ	グローシー
	 マスク	 720	 ¥367	 ¥350	 4903487800216	 86
	 フルーツ&フラワー	 730	 ¥367	 ¥350	 4903487800223	 86
	 ハート&リボン	 740	 ¥367	 ¥350	 4903487800230	 86
	 サイン	 750	 ¥367	 ¥350	 4903487800247	 86
	 バタフライ	 760	 ¥367	 ¥350	 4903487800254	 86
	 キュートアニマル	 770	 ¥367	 ¥350	 4903487800261	 86
	 スカル	 780	 ¥367	 ¥350	 4903487800278	 86
	 フレーム	 790	 ¥367	 ¥350	 4903487800285	 86
X-4	 マイボールタッチ	エクスポージャー
	 ハート&バタフライEX	 800	 ¥472	 ¥450	 4903487800414	 86
	 ホース&イーグル EX	 810	 ¥472	 ¥450	 4903487800421	 86
	 スマイル EX	 820	 ¥472	 ¥450	 4903487800438	 86
	 アロー&ピースEX	 830	 ¥472	 ¥450	 4903487800445	 86
	 リーフEX	 840	 ¥472	 ¥450	 4903487800452	 86
	 スカル EX	 850	 ¥472	 ¥450	 4903487800469	 86
X-26	 SDS-55	エクササイズボール	レッド	 		 ¥4,620	 ¥4,400	 4985972054076	 77
X-27	 SDS-65	エクササイズボール	グリーン	 		 ¥5,670	 ¥5,400	 4985972054083	 77
X-30	 バランスディスク	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4986147327452	 77
X-31	 バランスディスク用ポンプ	 		 ¥735	 ¥700	 4986147327490	 77
X-33	 スライディング EX	 		 ¥6,800	 ¥6,476	 4582292680598	 77
X-34	 セラチューブ	TTB-11	イエロー	 		 ¥1,470	 ¥1,400	 4985972102555	 77
X-35	 セラチューブ	TTB-12	レッド	 		 ¥1,785	 ¥1,700	 4985972102562	 77
X-36	 セラチューブ	TTB-13	グリーン	 		 ¥1,995	 ¥1,900	 4985972102579	 77
X-39	 エイトストップ	スーパー	 		 ¥945	 ¥900	 4582147278512	112
X-41	 すそあげテープ
	 白	 020	 ¥210	 ¥200	 4904991990011	112
	 紺	 050	 ¥210	 ¥200	 4904991990066	112
	 黒	 080	 ¥210	 ¥200	 4904991990042	112
	 ダークグレー	 110	 ¥210	 ¥200	 4904991990035	112
	 ベージユ	 150	 ¥210	 ¥200	 4904991990059	112
X-60	 ケアリーヴ	CL-10M	 		 ¥210	 ¥200	 4987167035440	 29
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品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ ZV Vetc etc
X-61	 ケアリーヴ	CL-16L	 		 ¥399	 ¥380	 4987167031251	 29
X-62	 ケアリーヴ	CL-10T	 		 ¥399	 ¥380	 4987167031282	 29
X-63	 セラポアテープ	25H	 		 ¥504	 ¥480	 4987167035334	 29
X-64	 セラポアテープ	38H	 		 ¥756	 ¥720	 4987167035341	 29
X-65	 セラポアテープ	50H	 		 ¥997	 ¥950	 4987167035358	 29
X-73	 くっつくバンテージ25㎜	 		 ¥462	 ¥440	 4987167057213	 29
X-74	 くっつくバンテージ38㎜	 		 ¥599	 ¥570	 4987167057275	 29
X-75	 くっつくバンテージ50㎜	 		 ¥693	 ¥660	 4987167057220	 29
X-77	 ジェルプロテクター	S	 003	 ¥577	 ¥550	 4987167048181	 29
X-78	 KTテープ	パウチタイプ
	 ブラック	 080	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003171	 28
	 ブルー	 030	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003188	 28
	 ピンク	 100	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003195	 28
	 ベージュ	 150	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003201	 28
	 パープル	 190	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003218	 28
	 グリーン	 060	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003225	 28
	 イエロー	 040	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003232	 28
	 オレンジ	 090	 ¥オープン価格	 LX780	 857879003249	 28
X-79	 KTテープ	ロールタイプ
	 ブラック	 080	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003256	 28
	 ブルー	 030	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003263	 28
	 ピンク	 100	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003270	 28
	 ベージュ	 150	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003287	 28
	 パープル	 190	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003294	 28
	 グリーン	 060	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003300	 28
	 イエロー	 040	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003317	 28
	 オレンジ	 090	 ¥オープン価格	 LX1995	 857879003324	 28
X-94	 ファインディングカード	FD-1	 		 ¥2,625	 ¥2,500	 4984013941405	 83
X-311	 コールドスプレー	220	 		 ¥840	 ¥800	 4987167035471	 19
X-312	 コールドスプレー	480	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4987167051259	 19
X-313	 キンカン	熱トリーゼ	 		 ¥630	 ¥600	 4987062906005	 19
X-314	 涼しいの何でか？	50mL	 		 ¥598	 ¥570	 4571289871095	 19
X-317	 涼しいの何でか？	300mL	 		 ¥980	 ¥934	 4571289871101	 19
X-318	 防水スプレー	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487831807	 17
X-319	 温ったかいの何でか？300mL	 		 ¥980	 ¥934	 4571289871125	 19
X-321	 温ったかいの何でか？50mL	 		 ¥598	 ¥570	 4571289871118	 19
X-532	 石川	遼	勝利のトリコロール	 		 ¥1,000	 ¥952	 9784047261860	 80
X-533	 谷将貴	やっていい練習	ダメな練習	 		 ¥1,000	 ¥952	 9784047261877	 78
X-539	 だから飛ばない	だから寄らない	 		 ¥1,000	 ¥952	 9784047267428	 78
X-580	 今田竜二のUSAゴルフテクニックVOL.1	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4582298070683	 78
X-581	 今田竜二のUSAゴルフテクニックVOL.2	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4582298070690	 78
X-582	 今田竜二のUSAゴルフテクニックVOL.3	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4582298070706	 78
X-584	 リストコックでゴルフが変わる	 		 ¥1,000	 ¥952	 9784047269774	 78
X-585	 鶴見功樹	最新欧米流スイング	 		 ¥980	 ¥934	 9784047274280	 79
X-601	 アイアンマニキュア	ブラック	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860104	 89
X-602	 アイアンマニキュア	ホワイト	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860203	 89
X-603	 アイアンマニキュア	バイオレット	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860302	 89
X-604	 アイアンマニキュア	ネイビーブルー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860401	 89
X-605	 アイアンマニキュア	スカイブルー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860500	 89
X-606	 アイアンマニキュア	グリーン	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860609	 89
X-607	 アイアンマニキュア	ゴールド	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860708	 89
X-608	 アイアンマニキュア	イエロー	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860807	 89
X-609	 アイアンマニキュア	ピンク	 		 ¥525	 ¥500	 4903487860906	 89
X-610	 アイアンマニキュア	オレンジ	 		 ¥525	 ¥500	 4903487861002	 89
X-611	 アイアンマニキュア	レッド	 		 ¥525	 ¥500	 4903487861101	 89
X-612	 アイアンマニキュア	ワインレッド	 		 ¥525	 ¥500	 4903487861200	 89
X-613	 アイアンマニキュア	除光液	 		 ¥525	 ¥500	 4903487861309	 89
X-614	 アイアンマニキュアマーカータイプ	ブラック	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487861408	 89
X-615	 アイアンマニキュアマーカータイプ	ホワイト	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487861507	 89
X-631	 マグナマーク	セット	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 	 54
X-633	 マグナマーク	マーカー	 	 ¥840	 ¥800	 4903487863303	 54
X-634	 マグナマーク	クリップ	 		 ¥945	 ¥900	 4903487863402	 54
X-637	 マグナマーカーセット	 		 ¥2,520	 ¥2,400	 4903487863754	 54
X-731	 ラインストーン	リラックマ	クリップ&マーカー
	 ピンク	 100	 ¥1,890	 ¥1,800	 4974413530262	 57
	 パープル	 190	 ¥1,890	 ¥1,800	 4974413530255	 57
X-736	 ティアラ・フェアリーハート
	 ホワイト×ピンク	 020	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505753	 55
	 ホワイト×イエロー	 240	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505784	 55
	 ホワイト×グリーン	 260	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505791	 55
	 レッド	 010	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505746	 55
	 ブルー	 030	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505739	 55

	 ピンク	 100	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505722	 55
X-745	 ティアラ・フェアリー	ボールマーカー（L）
	 ホワイト	 020	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505579	 55
	 ブルー	 030	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505685	 55
	 ピンク	 100	 ¥3,780	 ¥3,600	 4582286505661	 55
X-749	 ティアラ・フェアリー	スペアマーカー	 	 	 	 	
	 フラワー	RD	 200	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500437	 55
	 フラワー	BL	 190	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500451	 55
	 フラワー	PK	 210	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500444	 55
	 ハート	RD	 270	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500406	 55
	 ハート	BL	 280	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500420	 55
	 ハート	PK	 240	 ¥1,575	 ¥1,500	 4582286500413	 55
X-750	 スヌーピー	クリップ	＆マーカー
	 ハート	 680	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000269	 57
	 ドッグハウス	 330	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000276	 57
	 スヌーピー	 620	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000290	 57
	 ジョークール	 340	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000306	 57
	 スヌーピーゴルフ	 350	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000313	 57
X-756	 ピンクパンサー	クリップ	＆マーカー	ダイヤ	 440	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000429	 57
X-757	 フライングエース	クリップ	＆マーカー	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598000535	 57
X-759	 アーノルドパーマー	パラソルマーカー	APBM-204	 ¥1,470	 ¥1,400	 4961073226925	 56
X-761	 ウルトラマン	クリップ	＆マーカー	プロフィール			 ¥1,575	 ¥1,500	 4535463009339	 57
X-769	 天才バカボン	パパ	キャップマーカー
	 白	 020	 ¥1,300	 ¥1,239	 4961073219873	 56
	 青	 030	 ¥1,300	 ¥1,239	 4961073219880	 56
	 黄	 040	 ¥1,300	 ¥1,239	 4961073219866	 56
X-776	 キャップマーカーミヤザキ
	 赤	 010	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598001440	 56
	 白	 020	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598001457	 56
X-779	 ミッフィー	キャップマーカー	１番	 190	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598002232	 57
X-779	 ミッフィー	キャップマーカー	王冠	 180	 ¥1,575	 ¥1,500	 4546598002225	 57
X-780	 ナタリー・ガルビス	キャップマーカー	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4546598002546	 57
X-781	 スライド・ナビマーカー
	 赤	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121663	 56
	 紺	 050	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121670	 56
	 緑	 060	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121656	 56
	 黒	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121649	 56
X-782	 ライン・ナビマーカー
	 赤	 010	 ¥1,575	 ¥1,500	 4939691121625	 56
	 紺	 050	 ¥1,575	 ¥1,500	 4939691121632	 56
	 緑	 060	 ¥1,575	 ¥1,500	 4939691121618	 56
	 黒	 080	 ¥1,575	 ¥1,500	 4939691121601	 56
X-785	 リラックマ	キャップクリップマーカー	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4974413504362	 57
X-786	 コリラックマ	キャップクリップマーカー	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4974413504379	 57
X-789	 ゴルフネックレス	ティアラクイーン
	 ホワイト	 020	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502134	 51
	 ブルー	 030	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502127	 51
	 ピンク	 100	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502110	 51
X-791	 ビッグ・ナビマーカー	 	 	 	 	
	 レッド	 010	 ¥1,260	 ¥1,200	 4939691121762	 56
	 白 /赤	 210	 ¥1,260	 ¥1,200	 4939691121748	 56
	 白 /黒	 280	 ¥1,260	 ¥1,200	 4939691121755	 56
	 ブラック	 080	 ¥1,260	 ¥1,200	 4939691121779	 56
X-792	 ライン・ナビマーカーロング
	 黒	 080	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121793	 56
	 赤	 010	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121816	 56
	 紺	 050	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121823	 56
	 緑	 060	 ¥1,890	 ¥1,800	 4939691121809	 56
X-793	 ティアラクイーン	ゴールド
	 ローズ	 200	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502202	 51
	 トパーズ	 210	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502219	 51
	 ミックス	 220	 ¥4,200	 ¥4,000	 4582286502226	 51
X-794	 ボールマーク	ケンケン	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370345	 57
X-795	 チョッパー	クリップマーカー	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4562272185534	 5
X-796	 ボールマーカー	ピンクパンサー
	 ドットハート	 240	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370413	 57
	 スワロフスキー	 230	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370406	 57
X-797	 ボールマーカー	スヌーピー
	 ネバーアップ青	 030	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370390	 57
	 ネバーアップオレンジ	 090	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370468	 57
	 ゴルフプロ	 380	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370475	 57
	 ゴルフコース	 370	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370383	 57

X-798	 クリップマーカー	ルフィ	 		 ¥1,890	 ¥1,800	 4562272186326	 5
X-799	 タイガーマスクボールマーカー	 	 ¥1,575	 ¥1,500	 4560375370529	 57
X-801	 ワンピースマーカー
	 ゾロ	 020	 ¥840	 ¥800	 4562272187095	 5
	 サンジ	 030	 ¥840	 ¥800	 4562272187101	 5
	 チョッパー	 010	 ¥840	 ¥800	 4562272187118	 5
	 エース	 040	 ¥840	 ¥800	 4562272187125	 5
	 白ヒゲ	 050	 ¥840	 ¥800	 4562272187132	 5
	 シャンクス	 060	 ¥840	 ¥800	 4562272187149	 5
	 ハンコック	 070	 ¥840	 ¥800	 4562272187156	 5
	 ロー	 080	 ¥840	 ¥800	 4562272187163	 5
	 黒ヒゲ	 090	 ¥840	 ¥800	 4562272187170	 5
X-802	 ワンピースクリップ	 		 ¥1,050	 ¥1,000	 4562272187293	 5
X-810	 マグナウェーブフォークセット
	 アメリカ	 270	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487881031	 50
	 アローハート	 120	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487881024	 50
	 クロスクラブ	 130	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487881048	 50
	 ネバーアップネバーイン	 140	 ¥1,260	 ¥1,200	 4903487881055	 50
X-813	 スワロフスキーマーカー＆クリップ
	 レインボー	 910	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881314	 56
	 フラワーズ	 150	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881321	 56
	 アイラブゴルフ	 160	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881338	 56
	 ピンククローバー	 170	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881345	 56
	 グリーンクローバー	 180	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881352	 56
	 レッドフラワー	 200	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881383	 56
	 ブルーストレート	 210	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881390	 56
	 ピンクストレート	 220	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881482	 56
	 クロス	 670	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881499	 56
X-814	 スワロフスキーマーカーフォーク＆クリップ
	 ピギー	 240	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881420	 50
	 アイラブゴルフ	 160	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881437	 50
	 グリーンクローバー	 180	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881444	 50
	 ピンククローバー	 170	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881451	 50
	 レインボー	 910	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487881468	 50
X-815	 スワロフスキーマーカー＆クリップ EX
	 ゴージャス	 250	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487881512	 55
	 ラブリーハート	 260	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487881529	 55
X-816	 スワロフスキーマーカーフォーク＆クリップ EX
	 ゴージャス	 250	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487881611	 50
	 ラブリーハート	 260	 ¥2,940	 ¥2,800	 4903487881628	 50
X-832	 ラインM	UPプロ
	 ブルー	 030	 ¥1,785	 ¥1,700	 4939691121311	 85
	 緑	 060	 ¥1,785	 ¥1,700	 4939691121298	 85
	 黒	 080	 ¥1,785	 ¥1,700	 4939691121281	 85
	 オレンジ	 090	 ¥1,785	 ¥1,700	 4939691121304	 85
X-915	 バックレスキューベルト	メッシュ
	 黒 /M	 085	 ¥4,095	 ¥3,900	 4519995423016	 28
	 黒 /L	 087	 ¥4,095	 ¥3,900	 4519995423023	 28
	 黒 /LL	 088	 ¥4,095	 ¥3,900	 4519995423030	 28
X-916	 バックレスキューベルト	チタン
	 黒 /M	 085	 ¥5,040	 ¥4,800	 4519995423412	 28
	 黒 /L	 087	 ¥5,040	 ¥4,800	 4519995423429	 28
	 黒 /LL	 088	 ¥5,040	 ¥4,800	 4519995423436	 28
X-921	 トルマリンラップサポーター	ひざ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4519995425102	 27
X-922	 トルマリンラップサポーター	足首	 		 ¥1,365	 ¥1,300	 4519995425201	 27
X-923	 トルマリンラップサポーター	ひじ	 		 ¥1,260	 ¥1,200	 4519995425300	 27
X-924	 トルマリンラップサポーター	手首	 		 ¥945	 ¥900	 4519995425409	 27
X-925	 リーバンド・サポーター	ショートリスト	 		 ¥3,990	 ¥3,800	 4519995000194	 27
X-928	 バックレスキュー	骨盤チタンベルト
	 M	 005	 ¥4,830	 ¥4,600	 4519995422750	 28
	 L	 007	 ¥4,830	 ¥4,600	 4519995422767	 28
X-929	 ニーレスキューオープン
	 M	 005	 ¥3,990	 ¥3,800	 4519995426611	 27
	 L	 007	 ¥3,990	 ¥3,800	 4519995426628	 27
X-930	 アンクルレスキューオープン	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4519995426758	 27
X-931	 リストレスキュー
	 フリー	右	 002	 ¥1,995	 ¥1,900	 4519995426857	 27
	 フリー	左	 001	 ¥1,995	 ¥1,900	 4519995426864	 27
X-932	 エルボーレスキュー	 		 ¥2,625	 ¥2,500	 4519995426871	 27
X-933	 スイングレスキューベルト
	 M	 005	 ¥6,090	 ¥5,800	 4519995427021	 28
	 L	 007	 ¥6,090	 ¥5,800	 4519995427038	 28

X-934	 リーバンド	エピサポート（エルボー）	 		 ¥2,940	 ¥2,800	 4519995007155	 29
X-943	 ラインサポーターゴルフ用
	 ひざM	 005	 ¥1,680	 ¥1,600	 4985972024529	 26
	 ひざL	 007	 ¥1,680	 ¥1,600	 4985972024536	 26
X-948	 ラインサポーターゴルフ用	ふくらはぎ（1ペア）	
	 M	 005	 ¥3,150	 ¥3,000	 4985972024376	 26
	 L	 007	 ¥3,150	 ¥3,000	 4985972024383	 26
X-956	 ポケット万歩	EX-300
	 ホワイト	 020	 ¥3,150	 ¥3,000	 4979881103000	 77
	 ブルー	 030	 ¥3,150	 ¥3,000	 4979881103024	 77
	 ブラック	 080	 ¥3,150	 ¥3,000	 4979881103031	 77
	 ピンク	 100	 ¥3,150	 ¥3,000	 4979881103017	 77
X-988	 コンフォートサポーター	ひざ	 		 ¥1,785	 ¥1,700	 4519995429193	 26
X-989	 コンフォートサポーター	ひじ	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4519995429209	 26
X-990	 コンフォートサポーター	カフ	 		 ¥1,785	 ¥1,700	 4519995429216	 26
X-991	 遠赤ウォームサポーターひざ	 	 ¥630	 ¥600	 4519995430359	 26
X-992	 遠赤ウォームサポーターひじ	 	 ¥630	 ¥600	 4519995430342	 26
X-994	 万歩	MK-365
	 ラベンダーシルバー	 120	 ¥オープン価格	 LX1500	 4979881583611	 77
	 グレー	 110	 ¥オープン価格	 LX1500	 4979881583604	 77

Zネームプレート・ショップ用品・オリジナルプリント・ マーキング商品
品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
Z-9	 ネームプレート彫刻代（1行 1名分）	 	 ¥525	 ¥500	 	 16
Z-10	 ウッドティーオンネーム60㎜	箱入（80本）	 		 ¥4,095	 ¥3,900	 	 36
Z-11	 ウッドティーオンネーム70㎜	箱入（70本）	 		 ¥4,095	 ¥3,900	 	 36
Z-12	 ウッドティーオンネーム82㎜	箱入（60本）	 		 ¥4,095	 ¥3,900	 	 36
Z-20	 ネームプレート	丸大
	 赤	 010	 ¥630	 ¥600	 4903487000128	 16
	 白	 020	 ¥630	 ¥600	 4903487000210	 16
	 紺	 050	 ¥630	 ¥600	 4903487000098	 16
	 黒	 080	 ¥630	 ¥600	 4903487000197	 16
Z-21	 ネームプレート	丸中
	 赤	 010	 ¥525	 ¥500	 4903487000234	 16
	 白	 020	 ¥525	 ¥500	 4903487000265	 16
	 黄	 040	 ¥525	 ¥500	 4903487000241	 16
	 紺	 050	 ¥525	 ¥500	 4903487000227	 16
	 黒	 080	 ¥525	 ¥500	 4903487000258	 16
Z-22	 ネームプレート	丸（S）	 	 ¥378	 ¥360	 4903487000272	 17
Z-23	 ネームプレート	角大
	 白	 020	 ¥525	 ¥500	 4903487000289	 17
	 黒	 080	 ¥525	 ¥500	 4903487902385	 17
Z-24	 ネームプレート	角小	 		 ¥378	 ¥360	 4903487000296	 17
Z-25	 プレートべっ甲	丸（L）	 	 ¥630	 ¥600	 4903487000319	 17
Z-26	 プレートべっ甲	丸（M）	 	 ¥525	 ¥500	 4903487000326	 17
Z-27	 プレートべっ甲	丸（S）	 	 ¥420	 ¥400	 4903487000333	 17
Z-52	 IDバッグタグ	ケンケン	 	 ¥2,100	 ¥2,000	 4560375370581	 16
Z-53	 プレート用バンド	黒	 080	 ¥158	 ¥150	 4903487905386	 17
Z-62	 ゴルフクラブ用ポリエチレン袋	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487906208	111
Z-63	 IDバッグタグ	ピンクパンサー	 	 ¥2,100	 ¥2,000	 4560375370611	 16
Z-65	 キャディバッグ用ポリエチレン袋	 		 ¥5,250	 ¥5,000	 4903487906505	111
Z-85	 グリップ用両面テープ	業務用	 		 ¥1,575	 ¥1,500	 4903487908509	104
Z-95	 カップ部版代	 		 ¥12,600	 ¥12,000	 	 37
Z-96	 パッドプリント用樹脂版	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 	 37・50
Z-97	 パッドプリントスチール版	 		 ¥40,950	 ¥39,000	 	 37
Z-114	 塩熱飴スポーツ（水分補給サポートキャンディ）	 		 ¥315	 ¥300	 4979058813886	 19
Z-124	 ツアーリンクストレーニングエイド	9フィートTA-5PP	 	¥75,495	 ¥71,900	 4903487912407	 76
Z-126	 ツアーリンクス	ドッグボーン	DB-2PP	 		 ¥62,160	 ¥59,200	 4903487912605	 76
Z-127	 ツアーリンクスパッティンググリーン	PG-10PP	 		 ¥144,795	¥137,900	 4903487912704	 76
Z-128	 パッティンググリーン	4× 12フィートPG-12PP		 	¥172,935	¥164,700	 4903487912803	 76
Z-129	 パッティンググリーン	8× 12フィートPG-19PP		 ¥272,475	¥259,500	 4903487912902	 76
Z-130	 パッティンググリーン	12× 12フィートPG-26PP	 	¥387,450	¥369,000	 4903487913008	 76
Z-132	 補充シート	会員名簿	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001620	112
Z-133	 補充シート	個人の記録	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001637	112
Z-135	 補充シート	競技会記録Bシート	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001668	112
Z-136	 補充シート	競技会記録Cシート	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001927	112
Z-137	 補充シート	金銭出納帳	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001958	112
Z-138	 補充シート	賞品一覧表	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001842	112
Z-139	 補充シート	開催のお知らせ	 		 ¥315	 ¥300	 4903487001859	112
Z-149	 ウッド用シュリンク460cc（100枚）	 	 ¥2,625	 ¥2,500	 4903487914906	111

X X Z
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Z-150	 グリップ用シュリンク（100枚）	 		 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487915002	111
Z-151	 ウッド用シュリンク420cc（100枚）	 		 ¥2,310	 ¥2,200	 4903487915101	111
Z-152	 アイアン用シュリンク（100枚）	 		 ¥1,312	 ¥1,250	 4903487915200	111
Z-154	 店頭什器（900幅）	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 4903487905409	111
Z-156	 店頭什器用フック（25cm）	 		 ¥オープン価格	 LZ200	 	 111
Z-163	 ティアラ・フェアリー	ティーホルダー
	 レッド	 010	 ¥787	 ¥750	 4582286500208	 49
	 ホワイト	 020	 ¥787	 ¥750	 4582286500239	 49
Z-163	 ブラック	 080	 ¥787	 ¥750	 4582286500246	 49
	 ピンク	 100	 ¥787	 ¥750	 4582286500215	 49
Z-167	 ニューシトリックアミノ	エブリデイコンディション7	 ¥798	 ¥760	 4541681208140	 19
Z-168	 ニューシトリックアミノ	エブリデイコンディション	20		 ¥2,100	 ¥2,000	 4541681208157	 19
Z-169	 シトリックアミノ	アルティメイトエボリューション	6310	 ¥1,680	 ¥1,600	 4541681205279	 19
Z-200	 グリーン・ティー・チャリティー	缶入 70	㎜	 	 ¥525	 ¥500	 4903487920006	 44
Z-201	 グリーン・ティー・チャリティー	袋入 70	㎜	 	 ¥210	 ¥200	 4903487920105	 44
Z-601	 ツウィンティー重り付用	重りのみ	 	 ¥2,121	 ¥2,020	 		 62
Z-648	 ボール収集器	イージーアップ用	くちゴムセット			 ¥1,050	 ¥1,000	 4903487964802	 63
Z-669	 ウエイトアップ用	アダプター	 		 ¥210	 ¥200	 4903487966905	 76
Z-671	 ボールピッカー頭部	ステンレス	 		 ¥11,550	 ¥11,000	 	 63
Z-999	 G-421ロフトライマシーン専用スタンド	 	 ¥47,250	 ¥45,000	 	 91
Z-999	 T-43ペグシル用	版代（初回のみ）	 		 ¥21,000	 ¥20,000	 	 110

V                    ビデオテープ・DVDなど
品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
V-045	 プリンシプル・オブ・ゴルフ	鶴見功樹①	DVD	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707255	 79
V-046	 プリンシプル・オブ・ゴルフ	鶴見功樹②	DVD	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707330	 79
V-047	 佐久間馨	練習嫌いはゴルフがうまい	パート1	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707408	 80
V-048	 佐久間馨	練習嫌いはゴルフがうまい	パート2	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707576	 80
V-056	 TEAM江連	史上最高のゴルフアカデミー1	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707644	 79
V-057	 TEAM江連	史上最高のゴルフアカデミー2	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707712	 79
V-058	 若林	貞男	ゴルフ300ヤードの法則	Part1	基本編 1	 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707880	 80
V-059	 若林	貞男	ゴルフ300ヤードの法則	Part2	応用編 2	 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173707958	 80
V-062	 飛ばし屋本舗	常識やぶりの+50Y宣言	Vol.1	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173708252	 79
V-063	 飛ばし屋本舗	常識やぶりの+50Y宣言	Vol.2	 		 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173708320	 79
V-066	 江連忠「劇的にスコアを変えるスキルアップレッスン」	 	¥2,940	 ¥2,800	 4900173708702	 79
V-067	 江連忠「劇的にスウィングを変えるベースアップレッスン」	 	¥2,940	 ¥2,800	 4900173708634	 79
V-068	 ゴルフ美人塾	宮坂絵美里	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4900173708870	 80
V-069	 青山薫のGOLF	サラリーマン打法新橋流	 	 ¥1,995	 ¥1,900	 4900173709006	 78
V-070	 トム・ワトソン	LESSON！スマイル、スマイル	PART1			 ¥2,520	 ¥2,400	 4900173709105	 78
V-071	 トム・ワトソン	LESSON！スマイル、スマイル	PART2			 ¥2,520	 ¥2,400	 4900173709204	 78
V-101	 江連忠モダンスウィング	DVD①	「ライ角どおりに打つ」	 	¥3,570	 ¥3,400	 4900173705121	 79
V-103	 江連忠モダンスウィング	DVD	②「気持ちよく芯に当たる」	 	¥3,150	 ¥3,000	 4900173705206	 79
V-105	 江連忠モダンスウィング	DVD	③「カッコよくグリーンを攻める」	 ¥3,150	 ¥3,000	 4900173705398	 79
V-107	 コンバインドプレーン理論	安藤秀	 	 ¥1,000	 ¥952	 9784047277625	 80
V-108	 ゴルフ上達DVD	内藤雄士	激芯のアイアン	 	 ¥1,000	 ¥952	 9784047279667	 78
V-109	 ゴルフ上達DVD	米田貴	1ヵ月でカッコよく生まれ変わる	 ¥1,000	 ¥952	 9784047281011	 80
V-110	 ゴルフ上達DVD	内藤雄士	誰よりも最短最速で上達する	 ¥1,000	 ¥952	 9784047282193	 78

etc.
品番	 	商品名	 カラーコード	 税込価格	 本体価格	 JANコード	 ページ
A-001	 アディダス	a-178-6050	 	 ¥17,850	 ¥17,000	 0692740912813	 25
A-002	 アディダス	a-178-6055	 	 ¥17,850	 ¥17,000	 0692740912868	 25
A-003	 アディダス	a-404-6057	 	 ¥12,600	 ¥12,000	 0692740847832	 25
A-004	 アディダス	a-404-6067	 	 ¥12,600	 ¥12,000	 0692740897752	 25
A-005	 アディダス	a-400-6050	 	 ¥9,975	 ¥9,500	 0692740749808	 25
CP-200	CP-200	スモーク	 	 ¥6,300	 ¥6,000	 4984013977923	 24
GW-3701		GW-3701	 	 ¥13,440	 ¥12,800	 4984013960697	 24
GW-3706		GW-3706	 	 ¥12,390	 ¥11,800	 4984013986789	 24
WG-103		ウィングリップ	ネオラップAW5
	 RD	 010	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004273	 99
	 BL	 030	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004280	 99
	 BK	 080	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348005362	 99
	 CP	 540	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004266	 99
WG-104		ウィングリップ	ネオラップAW6
	 RD	 010	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004303	 99
	 BL	 030	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004310	 99
	 BK	 080	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348005379	 99
	 CP	 540	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004297	 99
WG-105	ウィングリップ	ネオラップAW7
	 RD	 010	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004334	 99

	 BL	 030	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004341	 99
	 BK	 080	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348005386	 99
	 CP	 540	 ¥1,680	 ¥1,600	 4526348004327	 99
WG-106	ウインパター	PPTLAW
	 DB	 070	 ¥2,100	 ¥2,000	 4526348004358	102
	 PK	 100	 ¥2,100	 ¥2,000	 4526348004365	102
WG-107　ウインパター	68AW
	 GN	 060	 ¥2,205	 ¥2,100	 4526348004372	102
	 RD	 010	 ¥2,205	 ¥2,100	 4526348004389	102
WG-108	ウインパター	78AW
	 CP	 540	 ¥2,310	 ¥2,200	 4526348004396	102
	 SB	 240	 ¥2,310	 ¥2,200	 4526348004402	102
WG-112	ウィングリップ	ネオ	ドライタック	DT6
	 コードなしBL	 030	 ¥1,890	 ¥1,800	 4526348005133	 99
	 コードありBKR	 650	 ¥1,890	 ¥1,800	 4526348005164	 99
WG-118	ウィンパター	デュオカラー	88DC	 	 ¥3,465	 ¥3,300	 4526348005201	102
WG-122	ウィンパター	カーブドライン	88CL-BKP	 	 ¥3,360	 ¥3,200	 4526348005249	102
WG-123	ウィンパター	カーブドライン	78CL
	 BL	 030	 ¥2,415	 ¥2,300	 4526348005270	102
	 BKY	 080	 ¥2,415	 ¥2,300	 4526348005232	102
WG-124	ウィンパター	カーブドライン	68CL
	 RD	 010	 ¥2,310	 ¥2,200	 4526348005263	102
	 BKB	 080	 ¥2,310	 ¥2,200	 4526348005225	102
WG-125	ウィンパター	カーブドライン	PPCL	 	 ¥2,205	 ¥2,100	 4526348005218	102
Y-012	 SA-605	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 4984013971587	 23
Y-013	 SA-606	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 4984013971594	 23
Y-020	 SA-601	 		 ¥12,600	 ¥12,000	 4984013971549	 23
Y-025	 SA-608	 		 ¥12,600	 ¥12,000	 4984013986048	 23
Y-029	 HERO-P	HR-0051	 		 ¥15,750	 ¥15,000	 4984013997020	 23
Y-030	 HERO-P	HR-0053	 		 ¥15,750	 ¥15,000	 4984013997068	 23
Y-031	 HERO-M	HR-0712	 		 ¥14,700	 ¥14,000	 4984013997112	 23
Y-049	 SA-611	 		 ¥10,500	 ¥10,000	 4984013997235	 23
Y-068	 WARRIOR6-BM	WA6-0712	 		 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013943980	 22
Y-069	 WARRIOR6-BM	WA6-0709	 		 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013943355	 22
Y-071	 WARRIOR6-BM	WA6-0702	 		 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013942839	 21
Y-072	 WARRIOR6-BP	WA6-0051	 		 ¥18,375	 ¥17,500	 4984013943348	 22
Y-073	 WARRIOR6-BＮ	WA6-0001	 		 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013942853	 22
Y-075	 AIRLESS-BEANS	SABE-0051	 		 ¥13,650	 ¥13,000	 4984013884153	 22
Y-076	 LUNA-P	LN-0051	 		 ¥15,750	 ¥15,000	 4984013943027	 22
Y-077	 LUNA-M	LN-0702	 		 ¥14,700	 ¥14,000	 4984013943362	 22
Y-078	 LUNA-M	LN-0714	 		 ¥14,700	 ¥14,000	 4984013943041	 22
Y-079	 LUNA-M	LN-0712	 	 ¥14,700	 ¥14,000	 4984013943379	 22
Y-082	 SOU-C-M	SOUC-0712	 		 ¥13,650	 ¥13,000	 4984013943294	 23
Y-083	 SOU-C-M	SOUC-0714	 		 ¥13,650	 ¥13,000	 4984013942815	 23
Y-084	 SOU-C-N	SOUC-0001	 		 ¥12,600	 ¥12,000	 4984013943317	 23
Y-088	 GW-3707	 		 ¥13,440	 ¥12,800	 4984013945410	 24
Y-089	 GW-3708	 		 ¥12,390	 ¥11,800	 4984013943683	 24
Y-092	 LI2-0066	GM/BK	 	 ¥20,475	 ¥19,500	 4984013885471	 21
Y-093	 LI2-0066	BLGR	 	 ¥20,475	 ¥19,500	 4984013885464	 21
Y-094	 LI2-0051	BK/G	 	 ¥18,900	 ¥18,000	 4984013885419	 21
Y-095	 LI2-0714	W/GRY	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013885457	 21
Y-096	 LI2-0712	SILW	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013885440	 21
Y-097	 LI2-0701	BKBK	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013885426	 21
Y-098	 LI2-0709	R/BK	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013885433	 21
Y-099	 WA6-0066	W/GMR	 	 ¥20,475	 ¥19,500	 4984013885396	 21
Y-100	 WA6-0066	R/GM	 	 ¥20,475	 ¥19,500	 4984013885389	 21
Y-101	 WA6-0714	BKBL	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013885631	 21
Y-102	 SA-614	SL/BK	 	 ¥10,500	 ¥10,000	 4984013885563	 23
Y-103	 LN-0053	PIAG	 	 ¥15,750	 ¥15,000	 4984013885648	 22
Y-104	 LN-0709	PURAG	 	 ¥14,700	 ¥14,000	 4984013885556	 22
Y-106	 SOUC-0709	W/RD	 	 ¥13,650	 ¥13,000	 4984013885624	 22
Y-107	 SOUC-0712	W/LBL	 	 ¥13,650	 ¥13,000	 4984013943300	 23
Y-108	 SABE-1312	BR	 	 ¥11,550	 ¥11,000	 4984013885594	 22
Y-109	 CP-9	クリップオン	偏光ライトブラウン	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4984013879258	 24
Y-110	 CP-9	クリップオン	偏光ライトスモーク	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4984013996153	 24
Y-111	 CP-9	クリップオン	偏光スモーク	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4984013996139	 24
Y-112	 CP-9	クリップオン	偏光ブラウン	 	 ¥2,940	 ¥2,800	 4984013996122	 24
Y-113	 OG-4	0051	 	 ¥10,500	 ¥10,000	 4984013943119	 24
Y-114	 OG-4	0765	 	 ¥11,550	 ¥11,000	 4984013943102	 24
Y-115	 SWF-602	PAW	 	 ¥16,800	 ¥16,000	 4984013987052	 25
Y-116	 SWF-602P	MTR	 	 ¥18,900	 ¥18,000	 4984013987090	 25
Y-117	 SWF-602M	MBK	 	 ¥17,850	 ¥17,000	 4984013987069	 25

Z V etc

本　　　社：〒114-0015　東京都北区中里2-28-12 TEL. 03-3918-3175   FAX. 3399
大 阪 支 店：〒547-0015　大阪市平野区長吉長原西2-6-29 TEL. 06-6706-6565   FAX. 6969
福岡営業所：〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-7-2 TEL. 092-451-6815   FAX. 6818

LITE CORPORATION
HEAD OFFICE：2-28-12 NAKAZATO, KITA-KU, TOKYO 114-0015 JAPAN.
　　　　　　　   PHONE：+81-3-3918-3175   FAX：+81-3-3918-3180
Branch：OSAKA. FUKUOKA.

本社

大阪支店足立工場

ご注意とお願い

参考にして頂くためのマークですが、あくまでも目安とお考えください。
マークの意味自体がそれを100%保証するものではありません。

※スクエアタイプや特殊形状のヘッドには対応容積、表示番手
　でも装着できない場合があります

マークの説明 このカタログの表示マークについてご説明します。
製品の機能や形状を表す下記のマークを使用しております。

グリップに関するマーク

ゴルフネット関するマーク

スパイク鋲に関するマーク
(シューズによってネジの規格が異なりますので規格にあったものを選択してください。)

ボールピッカーに関するマーク

コンペフラッグに関するマーク

コンペフラッグ製品の内容を表すマークです。
製品にはニヤピン用のフラッグが1本入っています。

シャフトが３段伸縮できます。

コンペフラッグ製品の内容を表すマークです。
製品にはドラコン用のフラッグが1本入っています。

キャディーバッグ・クラブケースに関するマーク

プラクティスボールに関するマーク

サングラスに関するマーク

ティーに関するマーク

練習用品に関するマーク

新製品のマークです。 

新色が追加された商品です。 

生産完了した商品です。
途中終了、品切れとなる場合が
あります。

2012年版カタログよりも値下げした商品です。

2012年版カタログよりも
原材料高騰のため値上げした商品です。

大型商品のため
送料別途となります。

男性用の商品です。

ゴルフ規則に適合した
製品です。

女性用の商品です。

ジュニア用の
商品です。

左用 (左打ち用 )の練習用品です。 度付レンズに変更可能なサングラスです。

ティーの全長です。 段付ティーの段の高さです。

右用 (右打ち用 )の練習用品です。

右用 (右打ち用 )、左用 ( 左打ち用 )どちらでも
使用できる練習用品です。

素振り専用の練習用品です。
実際にボールを打つことはできません。

ヘッドカバーに表記されている番手のマークです。

ヘッドカバー容積マーク
460ccのヘッドに対応しているヘッドカバーです。
マーク内の数字は対応ヘッド容積。

ドクターQ
アドバイスや商品説明を
しています。

プラクティスボール参考飛距離マーク
ヘッドスピード38～43m/s未満の一般ゴルファーが
プラクティスボールをドライバーでショットした時の
おおよその飛距離です。
マーク内の数字は参考飛距離。

キャディーバッグ・クラブケース、クラブ対応サイズマーク
クラブの長さが48インチのクラブに対応しています。
マーク内の数字は一般的なヘッドカバー付での
対応クラブレングスサイズ。

キャディーバッグの口枠形状を表しています。
コアサイズ60(0.60インチ)でバックラインがある
グリップです。その他、56バックラインあり/
58バックラインありがあります。

コアサイズ60(0.60インチ)でバックラインがない
グリップです。その他、58バックラインなしが
あります。

パター用グリップです。

グリップ用両面テープの厚さです。

製品の仕様により屋上への設置はできません。

ミリサイズ(ミリ規格/国産シューズ)用スパイクです。

Tri-LOK(トライロック・システム)用スパイクです。

Q-LOK(キューロック・システム)用スパイクです。

FTS(ファースト・ツイスト・システム)用スパイクです。

Q-FIT(Q-フィット・システム)用スパイクです。

インチサイズ(インチ規格/輸入[外国ブランド]シューズ)用
スパイクです。

●本文中にJANコード・カラーコード（000）の記載のない商品は、品番順索引をご参
照ください。

●記載の仕様・原産国は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●色につきましては、印刷により実物の色と多少違うことがありますのでご了承くださ
い。
●表示価格は消費税込価格で、（　）内は消費税抜き本体価格です。
   尚、税率の改定や原材料の価格変動等の諸事情により予告なしに変更する場合があ
りますのでご了承ください。
●記載の重量・サイズ等は設計サイズです。製品の寸法公差により実物と多少異なるこ
とがありますのでご了承ください。

●オープン価格 (¥オープン価格 )の商品は希望小売価格を定めていません。
●原産国は品番別に記載しています。記載のない商品はすべて日本製 / 国産品 (Made 
in Japan)です。

●同一製品で原産国が異なっても、製品の仕様・規格は弊社基準をクリアした製品
です。
●　マークの製品は、生産完了品のため、途中終了、品切れとなる場合があります。
●このカタログに掲載されている製品および価格等の内容は、2013年 2月現在のもの
です。 

⑨

このQRコードでホームページにアクセスできます
最新情報はインターネットで

460
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