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←厚さは2020の5mmから、2021の厚さ6mmに変更してあります。
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受付時間 9:00～17:00（ 土日祝および弊社指定休業日を除く）
川口商品センター：TEL.048-290-8550   FAX.048-290-8551
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商品に関するお問い合わせ・ご注文は下記に。

表紙のラフスケッチ

「表紙の言葉」
弊社は、2020年に会社設立60周年を迎えることができました。
これもひとえに商品をご愛用いただいたゴルファーの方々、お取引をいただき
ました皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
2020東京オリンピックは、コロナ禍の影響により今年2021年に延期となり
ました。ゴルフに限らずスポーツには人 を々笑顔にし、幸せにする力があります。
今回の表紙では、世界の混乱が1日も早く終息し、スポーツを楽しめるような
日常に戻ってほしいという願いを込めました。東京オリンピックで各国の選手
が活躍する姿をみたいものです。

本社本社

受付時間 9:00～17:00（ 土日祝および弊社指定休業日を除く）
川口商品センター：TEL.048-290-8550   FAX.048-290-8551
大 阪 支 店 ：TEL.06-6706-6565   FAX.06-6706-6969

ライト アドバイザリースタッフ

中村 龍明
Tatsuaki Nakamura
1965年生まれのプロゴルファー
1988年10月に日本プロゴルフ協会入会
18歳でゴルフを始め、23歳の秋にプロテストに合
格。その後アメリカでミニツアーなどに挑戦しつつ、多
くの有名コーチに師事して理論を吸収、独自のスウィ
ングメソッドを構築した。
週刊ゴルフダイジェスト「サルでもできるタイガー打法」
連載、「ひとめでわかるタイガー打法」連載。ゴルフネッ
トワーク「LIVE FROM」現地リポーター。
2014年、大山志保の復活優勝をサポートするなど、
指導者としても活躍する。

ライト プロダクトプロデューススタッフ

橋本 大地
Daichi Hashimoto
1972年生まれのプロゴルファー
1999年 日本プロゴルフ協会入会、2004年 トーナメント
出場、2006年 ツアープロコーチに転向し、2008年に
横峯さくらプロとコーチ契約を結び、近年は藤本麻子
プロほか多くのティーチングを担当し、数多くのプロ
ゴルファーを指導した実績でパッティングのティー
チングもおこなう傍ら、「3B理論」「チーム大地」の
冠番組など、TRACKMANを武器にテレビやDVD
など多数出演する。
プロダクトプロデュース
P.102掲載　G-317 スウィングリボン
P.102掲載　G-288 傾斜台ミニ

最新情報はこちら
https://gol�ite.co.jp

各方面で活躍するプロが練習器具などをチョイスして使い方や
練習方法を紹介する動画コンテンツ。
プロ独自の目線による上達のコツや時には実験などを交えつつ
観たら思わず「試したくなる」内容となっております。

ひじ用

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

クリーニング用品に関するマーク

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。

競技使用可能な直線距離モードのみ
計測可能な直線距離モデルです。

直線距離モードのほか、
高低差をふまえた打つべき距離が
表示可能な高低差対応モデルです。

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。

距離計用マークに関するマーク

サポーターに関するマーク

練習用品に関するマーク

新製品のマークです。 

名入れが可能の商品です。

新色が追加された商品です。 2020 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ていると決定された商品。または、
お問い合わせが多く、ゴルフ規則に適合している商品です。

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。

ガードする箇所を表示しています。

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。

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。

可変式クラブ対応の 360°タイプです。

汚れを落とします。

ツヤをだします。

汚れを付きにくくし、
ツヤをだします。

汚れを付きにくくします。

グリップをすべりにくくします。

錆を落とします。

錆を付きにくくします。

グリップ用両面テープの厚さです。

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。

FTS、TOUR LOCK、Tri-Lok、Slim-LOK
（ファストツイスト、ツアーロック、
トライロック、スリムロック・システム)用
スパイクです。

Slim-LOK(スリムロック・システム)用
スパイクです。

TOUR LOCK(ツアーロック)用
スパイクです。

バラ売り対応の商品です

PINS(ピンズ・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。

●記載の価格は、メーカー希望小売価格です。
　尚、原材料の価格変動等の諸事情により予告なしに価格の調整をする場合がありま
すのでご了承ください。
●「総額表示について」記載の税込価格は、1円未満の端数が生じるときには、その端数
を切捨てにより処理しています。そのため、複数個購入した際に、ひとつずつ会計した
場合と比較し支払い金額が異なる場合があります。また、販売店さまの消費税の端数
処理方法により税込価格が異なる場合があります。

●オープン価格（価格：オープンプライス）の商品は希望小売価格を定めていません。
●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。
●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。

●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。
●パッケージデザインは予告なく、変更になる場合があります。
●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。
●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、2021年 2月現在のもの
です。 

⑨

2020 年版カタログよりも
値下げした商品です。

©2021 LITE CORPORATION All right reserved.　記載されている写真・イラスト・文書等の無断転載はお断りします。 Printed in Japan

ゴルフネット関するマーク

スポーツグラス用品に関するマーク

プラクティスボールに関するマーク

ティーに関するマーク

打感のフィーリングをソフト～ハードの
5段階で表示しています。

打球音のレベルを少～多の
5段階で表示しています。

ティーの全長です。

段付ティーの段の高さです。

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。

視たい部分を強調できる
高視認性レンズ。　　　　　　　　　　

製品の仕様により
屋上への設置はできません。

バラ売り

460
CC

ライトカタログ 2021
Z - 520（008）

フィーリング

打球音

4 903487 952083
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距離測定器

ヘッドカバー・ケース

スポーツグラス シューズ用品

パッティング練習 クラブケア・メンテナンス用品

練習用品

グリップ
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※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
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T-395
ノンスライスティー MAX
本体価格 ¥400（税込¥440） 

T-274
ライトバイオティー 
45㎜
本体価格 ¥350 

（税込¥385） 

T-318
三段ティー 
本体価格 ¥700（税込¥770）

T-314 
ローンスター 
ドライブティー
本体価格 ¥400

（税込¥440） 

T-311
パワーコイル 
ティー LX
本体価格 ¥600（税込¥660）

T-305
パワーコイル ティー
LX ショート48
本体価格 ¥400（税込¥440）

T-390
ライトドライブ 
ラメ入り ティー  75 
本体価格 ¥500

（税込¥550） 

T-391
ライトドライブ 
ラメ入り  ティー  45
本体価格 ¥500

（税込¥550） 

T-310
パワーコイル ティー 
本体価格 ¥450

（税込¥495）

T-317
低いパワーコイル 
ティー 36 
本体価格 ¥450

（税込¥495）

T-273
ライトバイオティー 
70㎜
本体価格 ¥350

（税込¥385）

T-275
ライトバイオティー 
段つきロング 75㎜
本体価格 ¥350

（税込¥385）

T-293
MANJI 70㎜ロング
本体価格 ¥350

（税込¥385）

T-297
MANJIネオン 75
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-532
シェルパック
アイアンティー 35カラー
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-551
シェルパック 
ウッドティー 55 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-561
シェルパック 
ウッドティー 60 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-541
シェルパック 
ウッドティー 40 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-571
シェルパック 
ウッドティー 70 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-578
シェルパック  
ウッドティー段付 75 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-540
シェルパック  
オネスティー 70 カラー
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-248
ウッドティー 82
ニス塗
本体価格 ¥100

（税込¥110）

T-222
ウッドティー
35 アイアン
本体価格 ¥100

（税込¥110）

飛距離が変わる。スコアが変わる。飛距離が変わる。スコアが変わる。機能機能とと長さ長さでで選べる。選べる。
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T-393
目盛付きウッドティー 
55㎜
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-394
目盛付きウッドティー 
70㎜
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-319
ラッキー
クローバーティー
本体価格 ¥600

（税込¥660 ）

T-544
シェルパック クリヤーティー 
42/52 ミックスカラー
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-721
ライトドライブティー 
ロング
本体価格 ¥500

（税込¥550）

T-384
テフティー 70㎜
本体価格 ¥500

（税込¥550）

T-51
金のウッドティー
本体価格 ¥250

（税込¥275）

T-52
銀のウッドティー
本体価格 ¥250

（税込¥275）

T-711
ブラッシュティー XL
価格 オープンプライス

T-726
パフォーマンスティー
 2 -3/4（69㎜）
本体価格 ¥600

（税込¥660） 

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
本体価格 ¥600

（税込¥660）

T-239
プットティー
本体価格 ¥800

（税込¥880）

T-477
Tokumori 
PE プラティー 45
本体価格 ¥100

（税込¥110）

T-478
Tokumori 
PE プラティー 75
本体価格 ¥100

（税込¥110）

T-479
Tokumori PE 
プラティー段付75
本体価格 ¥100

（税込¥110）

T-27
ナイロンティー
本体価格 ¥100

（税込¥110）

T-179
スーパー
ロングティー
本体価格 ¥200

（税込¥220）

T-713
マイハイトティー 
ロング
本体価格 ¥900

（税込¥990）

T-714
マイハイトティー 
レギュラー
本体価格 ¥900

（税込¥990） 

T-759
ザーマ フライティー 
69㎜ 30P
本体価格 ¥700

（税込¥770）

T-98
ニューキングラバーティー 
バージョン 2 
本体価格 ¥600

（税込¥660）
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59掲載掲載ページ
57

掲載掲載ページ
58

掲載掲載ページ
59 掲載掲載ページ

60掲載掲載ページ
60 掲載掲載ページ

60 掲載掲載ページ
60 掲載掲載ページ

60 掲載掲載ページ
60 掲載掲載ページ

60 掲載掲載ページ
61

掲載掲載ページ
56 掲載掲載ページ

56

T-758
ザーマ フライティー 
44㎜ 20P
本体価格 ¥400

（税込¥440） 
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Sunshine State（010）

Sunshine State
（010）

Sunshine State
（010）

Sunshine State
（010）

Sunshine State
（010）

Sweet Wood（020）

Sweet Wood
（020）

Sweet Wood
（020）

Sweet Wood
（020）

Sweet Wood
（020）

Super Dad（030）

Super Dad
（030）

Super Dad
（030）

Super Dad
（030）

Super Dad
（030）

USA（040）

USA
（040）

USA
（040）

USA
（040）

USA
（040）

Route66（050）

Route66
（050）

Route66
（050）

Route66
（050）

Route66
（050）

Patriot（060）

Patriot
（060）

Patriot
（060）

Patriot
（060）

Patriot
（060）

Sunshine State（010）

Sweet Wood（020）

Super Dad（030）

Route66（050）

Patriot（060）

USA（040）

Sunshine State（010）

Sweet Putter（020）

Route66（050）

USA（040）

Patriot（060）

Super Dad（030）

Sunshine State（010）

Sweet Putter（020）

Super Dad（030）

USA（040）

Route66（050）

Patriot（060）

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620）●

H-25
オリジナルズ  パターカバー マレット
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●

H-75
オリジナルズ パターカバー
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060）●

ドライバーからパターまでデザインで選べるドライバーからパターまでデザインで選べる
トータルで楽しく、オシャレにコーディネートトータルで楽しく、オシャレにコーディネート

ヘッドカバー・ケースおすすめ14選

掲載掲載ページ
37

掲載掲載ページ
37

掲載掲載ページ
32

掲載掲載ページ
32

個性的なデザインだから、人とカブっていること
はまずないですね。ドライバーからパターまで
全部同じデザインだから、目立ちます。

H-46
アシスト 
ヘッドカバー DR
本体価格 ¥1,800

（税込¥1,980）

H-46
アシスト 
ヘッドカバー DR
本体価格 ¥1,800 

（税込¥1,980） 

ブルー（030）

グレー（110）

H-47
アシスト
ヘッドカバー FW
本体価格 ¥1,800

（税込¥1,980）

H-47
アシスト
ヘッドカバー FW
本体価格 ¥1,800 

（税込¥1,980）

ブルー（030）

グレー（110）

ブルー（030）

グレー（110）

H-48
アシスト
ヘッドカバー UT
本体価格 ¥1,800

（税込¥1,980）

H-48
アシスト
ヘッドカバー UT
本体価格 ¥1,800

（税込¥1,980）

H-88
アシスト
パターカバー ピン型
本体価格 ¥1,400 

（税込¥1,540） 

H-88
アシスト
パターカバー ピン型
本体価格 ¥1,400 

（税込¥1,540） 

ブルー（030）

グレー（110）

H-89
アシスト
パターカバー  
マレット型
本体価格 ¥1,400 

（税込¥1,540） 

H-89
アシスト
パターカバー  
マレット型
本体価格 ¥1,400 

（税込¥1,540） 
ブルー（030）

グレー（110）

H-50
アシスト
パターカバー 
大型マレットタイプ
本体価格 ¥1,500 

（税込¥1,650） 

H-50
アシスト
パターカバー 
大型マレットタイプ
本体価格 ¥1,500 

（税込¥1,650） 

ブルー（030）

グレー（110）

③⑤⑦Ⓧ U3 U4 U5 UX
番手タグ 4枚

面ファスナー式開閉

面ファスナー式開閉

面ファスナー式開閉

番手タグ 4枚

ドライバーからパターまでトータルでコーディネートドライバーからパターまでトータルでコーディネート

スタート前の並んだカートでも、ヘッドカバー
が揃っていると自分のキャディーバックが遠く
からでも一発で見つかります。ついでに美しい。

掲載掲載ページ
33

掲載掲載ページ
33 掲載掲載ページ

33 掲載掲載ページ
33

掲載掲載ページ
39

掲載掲載ページ
39

掲載掲載ページ
39

掲載掲載ページ
39 掲載掲載ページ

39 掲載掲載ページ
39

掲載掲載ページ
33 掲載掲載ページ

33
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2打目以降の 4 〜 6本のクラブを
入れる大口径と機能性重視!!

8 9

C-18
ツーウェイ
ホルダーベア 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）

アメリカ（010）

ノルディックレッド（020）

カモフラージュ（040）

ニューパステルスター（050）

C-255
セルフスタンド クラブケース NEO
本体価格 ¥6,500（税込¥7,150）
・セパレーター付き大口径と機能性重視のグリーン周りで

使用するクラブケース 

レッド（010）　

ライム（210）

ブラック（080）

ブルー（030）　

ピンク（100）

シルバー（120）

横型セパレータ付きの大口径
でクラブの出し入れが簡単

ボール、ティーなどの小物
を入れるメッシュポケット

ボール 3個入スリーブが丸
ごと入るファスナー付の大
口ポケット

グローブや目土ボトルの指
定席、マルチホルダー

ゴルフマーカー付き

スタンドは軽く地面に置くだ
けで開くようになっていて、
女性やお子様でも簡単に立
てることができます

6色カラー展開で、ブラック・シルバーのベーシックな
カラーから鮮やかなピンク・ライムなどもあり、
人とかぶりたくないオシャレさんにも人気です。

パターカバーキャッチャーとボールマーカーの２WAYパターカバーキャッチャーとボールマーカーの２WAY

グリーン周りに練習場に、使うクラブだけをグリーン周りに練習場に、使うクラブだけを
入れるから、プレーがスマートになります入れるから、プレーがスマートになります

くまちゃんがとってもチャーミングでカワイイ。
グリーン上でパターカバーをついつい忘れがち
になっちゃうので、忘れ防止にピッタリです。

グリーン周りで使っています。周りのメンバー
の使わなくなったクラブの回収にも役立ってい
ます。クラブ忘れがなくなりました。

掲載掲載ページ
40

掲載掲載ページ
42

T-311
パワーコイル ティー LX
本体価格 ¥600（税込¥660）

段 高
40 T-305

パワーコイル ティー LX 
ショート48
本体価格 ¥400（税込¥440）

全 長
48RO（190）

YG（460）

BP（310）

ヒモ通し用の穴

ティーアップ
の高さ
40㎜

●8枚の羽根がボールとの接地面を少
なくし、スピン量が抑えられます。
●柔らかく耐衝撃性に優れたウレタン
素材がインパクトの衝撃を軽減。

●ウレタン製ヘッドと伸びて曲がる角断面
コイルがインパクトの衝撃を軽減。

●角断面のスパイラルコードはティーアッ
プの安定性を向上。

●インパクト時の風圧を逃しヘッド
スピードアップ

パワーコイル

スリット

ヘッド部

軸部
●スリット構造をもつ軸部は、硬いティーグ
ラウンドにもさしやすく安定したティー
アップを実現します。

C-180
ティーホルダー付き
ボールケース
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・段付きティーも収納可能なホルダー付き
・装着はベルトループとカラビナのツーウエイ

タイプ

黒（080）

迷彩緑（160）

迷彩黒（180）

デジタルピクセル（400）

ヒョウ柄（410）

C-181
距離計ケース
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・グローブをしていても開閉しやすいリングタ

イプの引手を採用しストレスなく距離計の出
し入れが可能です 

・伸縮性とクッション性に優れたクロロプレン
ゴムが大切な距離計を傷や衝撃から保護し
ます

・装着はベルトループとカラビナのツーウェイ
タイプで、キャディーバッグやベルトなどに
取り付けて使用できます 黒（080）

迷彩緑（160）

迷彩黒（180）

デジタルピクセル（400）

ヒョウ柄（410）

　内装：
　小物用メッシュポケット

段付きティーも収納可能

装着はベルトループとカラ
ビナのツーウェイ

装着はベルトループとカラ
ビナのツーウェイ

かさばるポケットをベルトループでスッキリ収納かさばるポケットをベルトループでスッキリ収納

クッション性でスウィングの衝撃から精密機械を守りますクッション性でスウィングの衝撃から精密機械を守ります

全てのゴルファーに、飛距離に特化しました全てのゴルファーに、飛距離に特化しましたラウンド用品おすすめ24選

ポケットがかさばることがなくなって、スッキリ
とプレーできるようになりました。生地がちよ
っと伸びるのでチャックもララク閉まります。

遊びこごろのあるデザインがいいです。
柔らかく厚い生地なので、機械モノの飛距離計
を安心して入れられます。

一番の感想は振り抜きがいいです。おかげで平
均で旗を超えるようになり、飛距離が伸びまし
た。ヘッドが動いても差しにくさは全くないです。

掲載掲載ページ
46

掲載掲載ページ
48

掲載掲載ページ
52

掲載掲載ページ
52

ヘッドカバー・ケースおすすめ14選

※写真のティーとボールは
　イメージです

※写真の距離計とティーは
　イメージです

ボールなら 5個収納可能
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T-274
ライトバイオティー 45㎜
本体価格 ¥350（税込¥385） 

T-275
ライトバイオティー 
段つきロング 75㎜
本体価格 ¥350（税込¥385）

ショットに
合わせて選べる
3つのモデル

ボールを 4点の爪の先で支えることで安定感とシ
ョット時の振り抜き感は抜群の感触です。

段 高
40

全 長
45

T-273
ライトバイオティー 70㎜
本体価格 ¥350（税込¥385）

全 長
70

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

■イエロー（040）■イエロー（040） ■■ホワイト（020）■■ホワイト（020） ■■ホワイト（020）

■ピンク（100）

T-561
シェルパック 
ウッドティー
 60 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-541
シェルパック 
ウッドティー 
40 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-571
シェルパック 
ウッドティー 
70 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-578
シェルパック  
ウッドティー段付 
75 ニス
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

T-540
シェルパック  
オネスティー 
70 カラー
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

段 高
40

段 高
40

全 長
70

全 長
40

全 長
60

全 長
35

T-532
シェルパック
アイアンティー
35カラー
本体価格 ¥200

（税込¥220） 

 自然界に存在する原材料を
主成分で使用しております
ので環境に優しく、プラステ
ィックティーなどに見られる
芝刈り機などの刃の破損な
どもありません。

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

スタイルに合わせて、選べるティー、選べるショットスタイルに合わせて、選べるティー、選べるショット

環境に優しいティーということで使い始めまし
たが、スリムで使いやすく、飛距離ものびたた
めメインでそのまま使っています。

シェルパックアイアンティー 35を愛用していま
す。ティーの差しやすさ、ボールの置きやすさ
で使いやすいから、このティーがNo.1です。

掲載掲載ページ
54

掲載掲載ページ
55

X-809
ベルトループ マーカー
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・ベルトループに取り付けるタイプのマーカー

MX スカルブルー（030）

MX スカルピンク（100）

肉球（490）

UK フラッグ（510）

US フラッグ（660）

ハート（690）

スマイル（880）

T-98
ニューキングラバーティー 
バージョン 2 
本体価格 ¥600（税込¥660）

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
本体価格 ¥600（税込¥660）

段 高
40

レッド（010）

ブルー（030）

グリーン（060）

全 長
40.5 全 長

40.5

ヘッドにやさしい
衝撃吸収ポリマー

ヘッドにやさしい
衝撃吸収ポリマー

T-310
パワーコイル ティー 
本体価格 ¥450（税込¥495）

パステル（650）

ビビッド（660）

メタリック（670）

段 高
40

ヘッド部

ティーアップ
の高さ
40㎜

軸部
●40㎜の長さを持つ軸部は安定したティーアッ
プを実現します。

パワーコイル
ヒモ通し用の穴

●8枚の羽根がボールを点で支え接
地面を少なくし、スピン量が抑えら
れる。
●柔らかく耐衝撃性に優れたウレタン
素材がインパクト時の衝撃を軽減。

●ウレタン製ヘッドと伸びて曲がる角断面コ
イルがインパクトの衝撃を軽減。
●角断面のスパイラルコードはティーアップ
の安定性を向上。

大きくて見やすさ抜群、グリーン上で見失
うことはありません

麦わら帽子やニット帽の時にはベルトループ
がおすすめです

マグネット式で
脱着簡単

73㎜

40.5㎜

スピン量を減らして飛距離を伸ばす、飛び系ティースピン量を減らして飛距離を伸ばす、飛び系ティー

ポケットの中を探す手間が省けますポケットの中を探す手間が省けます
　　　　さっと取り出せる、ベルトループにつけるマーカー　　　　さっと取り出せる、ベルトループにつけるマーカー

衝撃吸収ポリマーで衝撃を吸収するから、クラブヘッドに優しい衝撃吸収ポリマーで衝撃を吸収するから、クラブヘッドに優しい

ラウンド用品おすすめ24選

高さを気にせずセットアップできるから弾道が
安定しました。紐をつけたのでショット後も直
ぐにティーを回収可能で無くさなくなりました。

掲載掲載ページ
52

掲載掲載ページ
57

掲載掲載ページ
64

インパクト時の
インパクト時の

　　衝撃を軽減

　　衝撃を軽減
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T-288
1本グリーンフォーク 
本体価格 ¥360（税込¥396）
・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

T-290
チタングリーンフォーク 
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）

グリーン（060）

ゴールド（160）

ブルー（030）

パープル（190）

T-292
リール付
グリーンフォーク
本体価格 ¥800（税込¥880）

スマイル（010） 迷彩スカル（020） 肉球（030） golfit（040）

リールは
最大60cm
伸びます

X-768
ポーカーチップ
本体価格 ¥400（税込¥440） 
・サイズ：φ40

裏

表

MX スカルブルー（640）

MX スカルピンク（600）

NEW スマイル（660）

千鳥（670）

富士山（680）

ハート（690）

ラブ＆ピース（020）

ワンパットブルー（060）

ネクストパット（100）

クローバー（570）

スカル（780）

スマイル（880）

4カ所程度フォークを
挿して土ごとディポッ
トの中心に寄せてくだ
さい。

その後、パターの底で
平にして完成です。

トントン
1 2 あ

り
が
と
う
！

ディボットの
中心に寄せる！

フォークの先端でディ
ボット中心を持ち上げ
ると、根が切れてしま
うので注意。

ディボットの
中心を持ち上げる！
ディボットの
中心を持ち上げる！

ディボットの直し方

目標に合わせて、目標に合わせて、カップにカップに
一直線 ! 簡単ワンパット !一直線 ! 簡単ワンパット !

プロの定番 1本タイププロの定番 1本タイプ 軽くて丈夫、薄くて芝に挿さりやすい軽くて丈夫、薄くて芝に挿さりやすい

リールの伸縮でベルトループに付けたままスマートにボールマークを修理できますリールの伸縮でベルトループに付けたままスマートにボールマークを修理できます

プロが使用しているのをテレビでみてマネして
使っています。使いにくいのかなと思いました
が、1本の方が使いやすいかもしれません。

フォークって形状からなのか、ポケットにかかっ
て出ない時ありませんか？これベルトにつけた
ままリールが伸びるからすぐ使えます。いいね!

掲載掲載ページ
69

掲載掲載ページ
70

掲載掲載ページ
70

掲載掲載ページ
71

G-397
パターフレンドⅡ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・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
・サイズ：φ24（36）×34（36）×40㎜
・材質：合成ゴム

G-73
グローブホルダー
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・グローブホルダーを使用する事で、型崩れ

や臭い原因の防止ができグローブを清潔に
保つことができます・ゴルフ以外にも、野球・
自転車・バイク・フィットネス・ウィンター
スポーツ等あらゆるスポーツに

レッド（010） ホワイト（020） ブルー（030）

ホワイト（020）

ブラック（080）

パステルブルー（360）

パステルピンク（370）

G-41
ゴルフカウンターミニ
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・1 〜 0エンドレス方式
・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

アーミー（640）

US フラッグ（650）

レオパード（660）

フラワー（670）タータンチェック（630）

ゴルフ規則

型崩れ防止に

臭い、悪臭防止に

衛生的を保つために

グリップエンドに装着して使用こごまずに

  カップインし
たボールを

　拾えます

裏面クリップ付

カウントボタン
プッシュ

プッシュ
プッシュ

プッシュ

最大９まで
カウント
できます。

旗を挿したままでボールをピックアップ旗を挿したままでボールをピックアップ

数字が大きくて見やすい、デカ文字のスコアカウンター数字が大きくて見やすい、デカ文字のスコアカウンター

大切なグローブを長〜く使うための、グローブ専用ハンガー大切なグローブを長〜く使うための、グローブ専用ハンガー

ラウンド用品おすすめ24選

掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
80

掲載掲載ページ
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ジョークアイテムだと思って、面白半分で買って
みたら、とんでもない!!! ボールをつけばピッタ
リくっつきます。ボール拾いが楽チンです。

ラウンドの食事の際、これでグローブをカート
に吊るしてます。汗をかく夏場でも、食後には
グローブが乾いているから、必需品です。
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レッド（010）

ブルー（030）

グリーン（060）

ブラック（080）

ピンク（100）

パープル（190）

ライトブルー（400）

太字（0.8 〜1.2㎜）と
細字（0.5㎜）が書ける
アルコール系インキマーカーです

X-1
シャーピーミニ 2P 
＆ライナー
本体価格 ¥600（税込¥660）
・ボールにラインを入れて方向性向上
・誤球防止に

青 × 赤（310）

黒 × 赤（810）

赤 × ピンク （240）

緑 × ピンク （830）
青 × 黄緑（360）

お試し道場
商品使用動画

ゴルフ	イット!	おためし道場「キエネーマー	マジック」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「キエネーマー マジック」の巻では、沼田祐貴プロがプロキ
ャディーとして 2018年LPGAツアーで優勝に導いた実績からプロのラインの引き方からアレンジ方法の紹
介は必見です！

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

プ
ロ
の
ラ
イ
ン
の
引
き
方
と

ア
レ
ン
ジ
方
法
の
紹
介

沼田祐貴プロ沼田祐貴プロ

ゴルフボールにライナーをは
めこみます。

ライナーを押さえ、ペンを溝
に合わせます。

溝をなぞるように書いてくだ
さい。

１０秒程乾燥させ、ライナー
を外してください。

  アライメント用のラインなど、ボ
ールにライン、ネームやイラス
ト等を描き加えることについて
は、ゴルフ規則に適合していま
す。それはスタート前に限らず、
ラウンド中に行ってもゴルフ規
則上の問題はありません。

ネーム・マークやアライメントに使う、専用マーカーネーム・マークやアライメントに使う、専用マーカー

ライナーでラインを引いて方向性が向上、グッドショット！ライナーでラインを引いて方向性が向上、グッドショット！

速乾性でにじまないから、クッキリきれいに濃く書ける速乾性でにじまないから、クッキリきれいに濃く書ける

掲載掲載ページ
88

掲載掲載ページ
88

線を引くと、人の球と間違えなくて済むし、パタ
ーもドライバーも目印になるからいいことだら
け。線のない球を打てなくなってしまいました。

S-549
パルサー LP （FT3.0）18P
価格 オープンプライス 
・Footjoyシューズに採用

ベリー × ホワイト（120） アジュール × ホワイト（320）

シルバー ×ブラック（570） スライム × ホワイト（620）

グレー ×ブラック（180）

スリムロックはとても薄くそして軽いスパイク鋲取
り付けシステムです。
スリムロックのスパイク鋲は、トライロック、ファス
トツイストシステムのゴルフシューズにもお使いに
なれます。

Tri-LokとFastTwistSystem（FTS）は名前は違
いますがメーカーが違うだけで、形状は同じもの
となります。

FastTwistSystem（FTS）とTri-Lokは名前は違
いますがメーカーが違うだけで、形状は同じもの
となります。時計回りに 3回（カチッ、カチッ、カ
チッ）と 90度回して装着するスクリュー式ロック
構造。

90度回転式装着のスパイク鋲です。

脱着も楽なため、多くのスパイクに採用されている
スパイク鋲です。

TOUR LOCKFTS 3.0に名称が変更になりまし
た。新しい商品より順次FTS 3.0へと表記を変更
しています。

ミリとインチは見た目がほぼ同じですがネジの幅
が違うため互換性はありませんのでご注意くだ
さい。

Fast Twist 3.0（FT3.0） はネジ部の強化により
従来のシステムよりもリテンションが上がり、ゴル
ファーの足元を安定させます。
また、Fast Twist、Tour Lock、Tri-Lok、SLIM-
Lok（ファストツイスト、ツアーロック、トライロッ
ク、スリムロック）システムと互換性があり、これら
システムのゴルフシューズにもお使いになれます。

互換性図

名称変更

最大級のグリップ力と快適性を持ちながら、最大級のグリップ力と快適性を持ちながら、
特殊な柔軟性により、グリーンにもやさしい構造を実現しています特殊な柔軟性により、グリーンにもやさしい構造を実現しています

シューズ用品おすすめ7選

スパイクレスからソフトスパイクにしたら、しっか
りグリップできて、ナイスショットが連発。鋲は
カワイイ色がいっぱいあって選ぶのに迷っちゃう

掲載掲載ページ
94

ラウンド用品おすすめ24選

G-424
キエネーマーマジック 
本体価格 ¥450（税込¥495）  
・サイズ：約141×12（16.5/クリップ含む）㎜
・材質：アルコール系インキ（油性）　ボディ・キャップ/PP　

芯/ポリエステル繊維、PE ・重量：約8.5g
・日本製

キエネーマーキエネーマー
×
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S-543
ステルスタロン（PINS）18P
価格 オープンプライス

ホワイト×ブラック（280）

ブラック × シルバー（440） シルバー ×ブラック（570）

ブルー × ホワイト（320）

S-87
スティンガー 3 （ミリ）20P
価格 オープンプライス

S-98
ザーマ ツアー （FT3.0）18P
価格 オープンプライス 

BLK×SLV（440）

S-99
スティンガー３（FT3.0）18P 
価格 オープンプライス 

S-548
シルバートルネード（FT 3.0） 18P
価格 オープンプライス 

シルバー ×ブラック（570）シルバー × ホワイト（220）

S-11
CHAMP プロレンチ
本体価格 ¥800（税込¥880） 

スパイクの足をより短くし、高い安全性とグリップ力を兼ね備えましたスパイクの足をより短くし、高い安全性とグリップ力を兼ね備えました

軽いのに、高いグリップ力と軽いのに、高いグリップ力と
ローテーションデザインでねじれにも強いローテーションデザインでねじれにも強い

耐久性・快適性・耐久性・快適性・
グリップ力に優れていますグリップ力に優れています

耐久性・快適性・耐久性・快適性・
グリップ力に優れていますグリップ力に優れています

握りやすくて、使いやすい握りやすくて、使いやすい

グリップ力と快適性はそのままに、グリップ力と快適性はそのままに、
芝に優しく、スパイクマークがつきにくい芝に優しく、スパイクマークがつきにくい

掲載掲載ページ
93

掲載掲載ページ
93 掲載掲載ページ

92

掲載掲載ページ
92 掲載掲載ページ
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ブラック（080）

M-268
パワフルスイング GF90
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・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）
・サイズ：90㎝
・重量：約700g

クリヤー（170）

M-280
パワフルスイング 
GF100
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・通常のドライバーの約2倍の重さがあります
・サイズ：100㎝　
・重量：約630g　

白（020） 黒（080）

黄（040）赤（010）

お試し道場
商品使用動画

ゴルフ イット! おためし道場「パワフルスイング」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「パワフルスイング」の巻では、長飛距離425ヤード、ヘッド
スピードMAX 72m/sを誇る永原総太朗プロが使い方を解説します

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

飛
距
離
ア
ッ
プ
の

コ
ツ
を
動
画
で
ご
紹
介

永原総太朗プロ永原総太朗プロ

※重量は、天然素材のため多少の誤差があります

練習用品おすすめ33選

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

ユーティリティーの長さで、ドライバーの約 2 倍の重さがありますユーティリティーの長さで、ドライバーの約 2 倍の重さがあります

素振りすると、遠心力でさらに重くなります。振
り切れるギリギリの重さです。体全体で振らな
いといけないので筋力がつきました。

シューズ用品おすすめ7選
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G-269
ウエイトアップ 200
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・重量：約200g

赤（010）

青（030）

黒（080）

蛍光ピンク（650）

白（020）

蛍光イエロー（660）

G-267
ヒットツルー DX
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・スライスやフックなどの大きな曲がる原因となる手首

の甲側への折れを矯正する手首固定バンドです。
・手首を固定することにより理想的なトップが作れオ

ーバースウィング、フライングエルボーやシャフトク
ロスの矯正にも効果あります。

右きき用（002）

左きき用（001）

お試し道場
商品使用動画

お試し道場
商品使用動画

ゴルフ イット!  おためし道場「ヒットツルー DX」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ヒットツルー DX」の巻では、YUTA WATANABEプロ（PGA
ティーチングプロ）が使い方、効果を解説します。

ゴルフ イット! おためし道場「ウエイトアップ」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ウエイトアップ」の巻では、YUTA WATANABEプロ（PGA
ティーチングプロ）が、使い方、練習方法を解説します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

手
首
の
使
い
方
を

動
画
で
わ
か
り
や
す
く
解
説

理
想
的
な
ボ
デ
ィ
ー

タ
ー
ン
の
習
得
に
効
果
的

台紙の裏面に
QRコード

印刷されています

YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
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球の曲がる原因となる手首の折れを矯正する手首固定バンド球の曲がる原因となる手首の折れを矯正する手首固定バンド

ヘッドの重みと、シャフトのしなりを感じて、理想的なスウィングづくりにヘッドの重みと、シャフトのしなりを感じて、理想的なスウィングづくりに

ゴルフ場に持っていってます。スタート前にこれ
で素振りすると、いい感覚でスタートを切れる
ので重宝しています。

R-6
ライトボールスペア（3個入）
本体価格 ¥240（税込¥264）
・ウッド専用アイアン不可
・材質：ポリエチレン

R-19
紐付ボールスペア
本体価格 ¥300（税込¥330）
・ウッド専用アイアン不可
・紐の長さ：約2,850㎜
・材質：ボール/ポリエチレン

R-5 補充部品用 R-5 補充部品用

M-157
フラットパターマット 2.0 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）　 
・サイズ：2,000×200㎜（本体サイズ）

2,000㎜

20
0㎜

M-158
フラットパターマット 3.0 
本体価格 ¥5,600（税込¥6,160）　 
・サイズ：2,500×300㎜（本体サイズ）

2,500㎜

30
0㎜

M-159
フラットパターマット 4.5 
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800）　 
・サイズ：3,000×450㎜（本体サイズ）

3,000㎜

45
0㎜

シワがつきにくく、滑りにくい合成
素材を裏面に採用

シワがつきにくく、滑りにくい合成
素材を裏面に採用

シワがつきにくく、滑りにくい合成
素材を裏面に採用

ラウンドホールカップ付属

ラウンドホールカップ付属 ラウンドホールカップ付属

練習用品おすすめ33選 インテリアに馴染むナイロン素材の高速マットインテリアに馴染むナイロン素材の高速マット

お庭でのショット練習にお庭でのショット練習に
３m の紐付プラスチック製ボール　３m の紐付プラスチック製ボール　

パター練習はスコアアップの近道ですパター練習はスコアアップの近道です

３m の紐付プラスチック製ボールの３m の紐付プラスチック製ボールの
補充用スペア　補充用スペア　

ゲーム感覚でロングパット + 方向性のスキルアップ、3m の超ロングタイプゲーム感覚でロングパット + 方向性のスキルアップ、3m の超ロングタイプ

お部屋に敷いて、毎日楽しみながらパター練習
しています。お部屋の端から端まで使いますの
でロングパットに自信がつきました。

掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
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99掲載掲載ページ
99

掲載掲載ページ
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R-5
ライトボール
本体価格 ¥400（税込¥440）
・屋外用
・ウッド専用アイアン不可
・材質：ボール/PE　紐/PP　ティー /PE、EVA　

アンカー /鉄　紐の長さ：約2,850㎜
・ティーアップの高さ：24.5㎜
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M-620
シバーマット  
ラバースポンジ付 135
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）

M-621
シバーマット  
ラバースポンジ付 200
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

M-624
シバーマット  
ラバースポンジ付 250
本体価格 ¥3,200（税込¥3,520） 

M-623
シバーマット  
ラバースポンジ付 300
本体価格 ¥4,300（税込¥4,730） 

600㎜

500㎜

400㎜

390㎜

30
0
㎜

25
0
㎜

20
0
㎜

13
5㎜

芝面に開けられた穴
の裏から別売のパー
マネントティーを差
し込んでのティーシ
ョットも可能

底面に貼られたラバ
ースポンジがショッ
ト時の手への衝撃を
和らげます

シバーマット ラバースポンジ付の特長

R-7
ホローボール（カラー）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ポリエチレン

R-10
ピーボール（カラー）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ポリエチレン

4 903487 301003

R-29 
セフティーボール（6個入）
本体価格 ¥700（税込¥770）
・材質：天然ゴム、顔料

R-30
スノーボール（6個入）
本体価格 ¥800（税込¥880）
・材質：発泡ポリエチレン

4 903487 303007

約  9 g約  8 g約  6 g約  1 g

    約約50m     50m         約約30m     30m         約約15m     15m         約約5m     5m     

練習用ボールでアプローチ練習練習用ボールでアプローチ練習

耐久性に優れたナイロン芝の練習用マット耐久性に優れたナイロン芝の練習用マット

お休みの日にお庭での素振りの時のマットに使
用しています。ダフった時も柔らかマットで手
が痛くなりにくいのがいいですね。

飛ばないボールだから、室内でもアプローチ練
習に使用しています。音もうるさくないから近
所迷惑にならないのも助かってます。

掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
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掲載掲載ページ
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ドライバーでの参考飛距離ショット

お試し道場
ショットマーク動画

ゴルフ イット! おためし道場「ショットマーク」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ショットマーク」の巻
では、ごぞんじ雑巾王子こと武市悦宏プロが、ボールの打点からシ
ョットを分析、実験します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ミ
ー
ト
率
ア
ッ
プ
の
た
め
の

シ
ョ
ッ
ト
マ
ー
ク
使
用
講
座

G-98
ショットマーク 
エアゾール
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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

G-95
ショットマーク ウッド用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：12ショット分入

G-97
ショットマーク ミックス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：ウッド×6、アイアン×6ショット分入

G-96
ショットマーク アイアン用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：12ショット分入

48

78

48

78

52

97

52

97

武市悦宏プロ武市悦宏プロ

Aの場合
●アドレスでボールから離れすぎ
●ボールを左に置きすぎ
●重心をかかとの方にかけすぎ
●クラブをインサイドに出しすぎ

Bの場合
●アドレスでかがみすぎ
●スウィングで足を曲げすぎ
●クラブフェースが手より後にある
●ウエイトが左足にかかりすぎ
●急にクラブをおろしすぎ
●ダフリ 頭を動かし体がしずんだ

Cの場合
●アドレスで上体をおこしすぎ
●スウィングで足がかたくなりすぎ
●クラブフェースが手より先にある
●ウエイトが右足にかかりすぎ
●ボールを上げようとすくった
●ヘッドアップか、頭が前に動いた

Dの場合
●アドレスでボールに近づきすぎ
●ボールを右に置きすぎ
●重心をつま先の方に置きすぎ
●クラブをアウトサイドに出しすぎ
●右手に力が入りすぎ

AA
BB

CC

DD

練習用品おすすめ33選

ボールの当たった打球点に青い色がつきますボールの当たった打球点に青い色がつきます

ウッド用とアイアン用がセットになったウッド用とアイアン用がセットになった
ショットマークショットマーク

打点をみて、ミスの傾向を発見するシール打点をみて、ミスの傾向を発見するシール

打球点でショットマーク診断に打球点でショットマーク診断に

練習場で使っています。打点の位置が青くなる
から、その日のミスの傾向がわかります。修正
しながらなので効率的に練習できます。

掲載掲載ページ
112

掲載掲載ページ
112

掲載掲載ページ
112

掲載掲載ページ
112

座繰り加工：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

7㎜7㎜

12㎜12㎜
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2.1g/1片
G-163

バランスチップ 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用
・8枚入

G-92
バランスチップ 
ミッドナイトブルー 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用　
・8枚入

2.1g/1片 5g/1枚
G-437

バランスアップ （台紙）
本体価格 ¥350（税込¥385）
・4枚入

自分に合ったチューニングで、スウィングバランスや球筋が変わります

グリップ下の
シャフトに貼って  
手元を浮きにくくする

G-47
切って使う。
バランスアップ 0.15
本体価格 ¥350（税込¥385）

0.18g/1㎝×1㎝

微妙な調整が可能

G-136
バランスアップテープ 20
本体価格 ¥500（税込¥550）

1g/55㎜

鉛の貼り方

お試し道場
鉛の貼り方動画

ゴルフ イット! おためし道場「バランスアップ・バランスダウンシリーズ
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「バランスアップ・バランスダウンシリーズ」の巻では、
LPGAツアー優勝キャディーとしての実績を持つ沼田祐貴プロが鉛の貼り方からアレンジ方法を解説します

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ス
コ
ア
が
ま
と
ま
る

鉛
の
貼
り
方
を
W
E
B
で
公
開

プ
ロ
が
鉛
の
貼
り
方
を

動
画
で
わ
か
り
や
す
く
解
説台紙の裏面に

QRコード

印刷されています 台紙の裏面に
QRコード

印刷されています

沼田祐貴プロ沼田祐貴プロ

ケア・メンテナンス用品おすすめ19選

1ポイントアップで1ポイントアップで
使いやすい鉛使いやすい鉛

重さと曲がりの調整に自由にカットして使う極薄鉛重さと曲がりの調整に自由にカットして使う極薄鉛

クラブとカラークラブとカラー
コーディネートできる鉛コーディネートできる鉛

貼ってはがせるから貼ってはがせるから
調整が簡単調整が簡単

重さと曲がりを微調整重さと曲がりを微調整

鉛を貼るだけで、スウィングを変えずに球筋を
変えられるのがいいですね。ズルイ気もします
が、やってしまったらやめられません。

掲載掲載ページ
122

掲載掲載ページ
123

掲載掲載ページ
123

掲載掲載ページ
122 掲載掲載ページ

122

パーマネントティー
本体価格 ¥150（税込¥165）

パーマネントティー スペシャル
本体価格 ¥200（税込¥220）

40㎜ /T-64035㎜ /T-63630㎜ /T-630 45㎜ /T-645 50㎜ /T-650

80㎜ /T-680
T-68080 ㎜

T-65050 ㎜

75㎜ /T-675
T-67575 ㎜

T-64545 ㎜

70㎜ /T-670
T-67070 ㎜

T-64040 ㎜

65㎜ /T-665
T-66565 ㎜

60㎜ /T-660
T-66060 ㎜

55㎜ /T-655
T-65555 ㎜

T-63635 ㎜T-63030 ㎜掲載掲載ページ
118

掲載掲載ページ
118

ティーグラウンドからも OK ゴルフ規則に適合ティーグラウンドからも OK ゴルフ規則に適合練習用品おすすめ33選
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G-84
グリップメイト オン・オフ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・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

G-245
グリップ交換キット
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・内容： 交換溶液100mL、
　両面テープ10m、  スターター

G-706
グリップカッター
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・刃先がフック形状の日本製グリップ専用カッター
・サイズ：112×33×12㎜　
・材質：ボディ/ABS、PE、POM　刃/炭素工具鋼（SK-120）

G-338
バッファロー両面テープ 業務用
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：0.18厚×19幅±1㎜×33m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.73g、
　　　　らせん巻き/680㎜ミリとして約2.16g
・100㎜の重量：0.31g

厚さ
0.18

G-85
グリップ用両面テープ 10m
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ： 0.15厚×20㎜幅×10m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.26g、
　　　   らせん巻き/680㎜ミリとして約1.59g
・100㎜の重量：0.23g

厚さ
0.15

G-3
グリップ交換溶液 
100mLエアゾール
本体価格 ¥600（税込¥660）
・内容量：100mL

溶液
180mL

溶液
100mL

ミニ
グリップ

カッター
オルファ製フック刃使用

オルファ製フック刃使用
オルファ製フック刃使用

交換可能
本数 8〜12本

交換可能
本数 14〜20本 交換可能

本数 8〜12本

指、手首の保護に

https://golf l ite.co. jp/wp/img/gripkoukan.pdf
ウッド・アイアン編/パター編

台紙の裏面に

QRコード

印刷されています

G-650
アイアン専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・内容量：180mL　

G-651
チタン専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・内容量：180mL　

汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防錆防汚

G-7
スーパー ゴルフミスト
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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
・内容量：100mL

汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防汚

汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防汚

G-640
チタンクリーム
本体価格 ¥600（税込¥660）
・チタンクラブ等塗装仕上のクラブ用汚れ

落とし
・内容量： 30g

汚れ
落とし

ツヤ
だし

G-205
メタルクリーナー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・金属、メッキ製品の汚れ、サビ落とし
・内容量： 80g
・塗装仕上のヘッドには
使用できません

汚れ
落とし

ツヤ
だし錆取り

塗装面も
OK

ブラウン（070）

G-23
スーパー Gテープ
本体価格 ¥350（税込¥385）

レッド （010）

ブルー （030）

ブラック（080）

ホワイト（020）
スーパー Gテープの特長

ほどよく伸び〜る

手で簡単に切れる

巻き直しができる

ピタッとくっつく

グリップの滑り止めに

メッキ・金属表面のしつこい汚れや
サビ、小キズ取り、ツヤだしに

シャフト
カーボン
スチール

ケア・メンテナンス用品おすすめ19選

急な雨にグリップの滑り止めに使っています。
お手軽にさっと巻けるからキャディーバックに1
ついれておくと便利なアイテムです。

専用交換セットでやってみたら、グリップ交換が
自分でできました。意外とできるものです。こ
れからはいろんなグリップに挑戦します。

掲載掲載ページ
126

掲載掲載ページ
127

掲載掲載ページ
139

掲載掲載ページ
121

掲載掲載ページ
127 掲載掲載ページ

127

掲載掲載ページ
140掲載掲載ページ

126

アイアンの汚れ落とし・防錆・アイアンの汚れ落とし・防錆・
再汚染防止の保護効果再汚染防止の保護効果

重ねて巻くだけでくっつく、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重ねて巻くだけでくっつく、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 ご自身でグリップ交換するようになるとすぐ必要になりますご自身でグリップ交換するようになるとすぐ必要になります
グリップ交換消耗用品グリップ交換消耗用品

ウッドの汚れ落とし・ウッドの汚れ落とし・
再汚染防止の保護効果再汚染防止の保護効果

汚れを落とし、汚れを落とし、
保護の薄い皮膜をつくります保護の薄い皮膜をつくります

グリップ交換にグリップ交換に
便利な 4 点セット便利な 4 点セット

グリップ交換にグリップ交換に
便利な 3 点セット便利な 3 点セット

工房でも使っている工房でも使っている
グリップ切るならコレ !!グリップ切るならコレ !!

ゴルフクラブ専用ゴルフクラブ専用
研磨剤入りペースト状研磨剤入りペースト状
ポリッシュクリームポリッシュクリーム

汚れをスッキリ落とし汚れをスッキリ落とし
ツヤと輝きを与えるツヤと輝きを与える
ポリッシュクリームポリッシュクリーム

100㎜で約0.23g 100㎜で約の 0.31g
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G-13
コンペシール
本体価格 ¥300（税込¥330）
・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

40片入
（20片×
2シート）

40片入
（20片×
2シート）

26 27

4 903487 312405

R-124
ハレーコメットボール ゴールド
本体価格 ¥600（税込¥660）
・参考飛距離約100y

（1個）

イエロー（040）ホワイト（020）
R-24

ハレーコメットボール
本体価格 ¥400（税込¥440）
・参考飛距離約100y

（1個）

煙が出ないので、芝
生を傷めず自然に優
しい

ボールの、どの部分を
ショットしてもテープ
は飛び出します

使った後の回収が簡
単です

飛距離の目安は約
100ヤード
※参考飛距離はドライバー（W#1）の

ヘッドスピードが 40m/s相当の場合

スモークボール使用
禁止のゴルフ場でも
ご使用いただけます

元祖！
火薬を使わない始球
式ボール

賞（080）

4 903487 701384

第　位（070）

4 903487 7013774 903487 701308

セット（100）

ハレーコメットボールの特長

COMPETITION COMPETITIONCOMPETITION COMPETITION COMPETITION COMPETITION

COMPETITIONCOMPETITION

COMPETITION

COMPETITION

COMPETITION

COMPETITION

COMPETITION

G-12
コンペフラッグ
本体価格 ¥400（税込¥440）

G-22
コンペフラッグ ニアニア
本体価格 ¥400（税込¥440）

G-457
コンペフラッグ ドラドラ
本体価格 ¥400（税込¥440）

4 903487 701209 4 903487 702206 4 903487 745708

ドラコン、ニヤピン各1枚入 ニヤピン2枚入 ドラコン2枚入

G-400
スーパ−クロス
本体価格 ¥700（税込¥770）
・超極細の繊維が汚れを取り込むので、ドライでもウエットでも

ゴルフクラブにキズがつきにくく、抜群な汚れ取り効果
・サイズ：280×380㎜

青（030）
G-165

スーパースピンバイト 角溝用
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・材質： チップ（刃）/タングステンカーバイト 4 903487 716500

潰れてしまったり角が丸まってしまった溝を修復します

ルール上、アイアンクラブのフェー
スの溝幅は、0.9㎜（0.035㌅）、
深さ0.508㎜（0.020㌅）以下で
なければなりませんので、削りすぎ
には十分ご注意ください

先端のチップの
材質はタングス
テンカーバイト
を使用

ケア・メンテナンス用品おすすめ19選

コンペ用品おすすめ6選

掲載掲載ページ
125

掲載掲載ページ
141

掲載掲載ページ
142

掲載掲載ページ
142

掲載掲載ページ
142

掲載掲載ページ
127

工房やツアープロも使う秘密兵器！工房やツアープロも使う秘密兵器！

超極細繊維のゴルフクラブを拭く専用クロス超極細繊維のゴルフクラブを拭く専用クロス

遠くからでも目立つから、球が簡単に認識できます遠くからでも目立つから、球が簡単に認識できます

表彰式で景品に貼ってお使いください表彰式で景品に貼ってお使いください

特別な方専用の始球式ボール特別な方専用の始球式ボール

爽快な音と共にキラキラテープが飛び出す、始球式ボール爽快な音と共にキラキラテープが飛び出す、始球式ボール

キラキラして光って目立つからティーショットの
場所からでもよく見えるので、前の組みがどこ
まで飛ばしたか、寄ったかがすぐわかります。

音が出るので 100yしか飛んでなくても、すご
い飛んでる雰囲気が出るのがいいですね
コンペの始まりにこれをやると盛り上がります。

※コンペフラッグはライト株式会社の登録商標です
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H-280
すみっコぐらし DR ぺんぎん？
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）▲ 
・材質：ポリエステル（ニット部分アクリル）
・カンボジア製、中国製

H-280
すみっコぐらし DR ねこ
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）▲ 
・材質：ポリエステル（ニット部分アクリル）
・カンボジア製、中国製

H-280
すみっコぐらし DR とかげ
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）▲ 
・材質：ポリエステル（ニット部分アクリル）
・カンボジア製、中国製

H-280
すみっコぐらし DR しろくま
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）▲ 
・材質：ポリエステル（ニット部分アクリル）
・カンボジア製、中国製

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

H-299
キイロイトリ ニットDR 
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲ 
・中国製

460
CC

460
CC

460
CC

H-308
ted2 DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲ 
・中国製

H-300
リラックマ ニットタイプ DR
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲
・中国製

H-301
コリラックマ ニットタイプ DR
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲
・中国製

460
CC

460
CC

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©NHK ©NHK

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.TM & © Universal Studios

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

H-287
ミニオンズ ボブ にっこりVer 
DR
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲ 
・中国製

H-353
チューチューキャット DR 
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・中国製

460
CC

460
CC

H-282
のんびりネコ DR リラックマ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）▲ 
・中国製

H-282
のんびりネコ DR コリラックマ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）▲ 
・中国製

H-318
ベイビーココ バイザー DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅180×縦400×奥行160㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-323
ベイビーナツ バイザー DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅180×縦400×奥行160㎜
・材質：ポリエステル
・中国製 

H-333
モコモコガチャピン DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・中国製

H-334
モコモコムック DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・中国製

©1999 フジテレビ /FCC ©1999 フジテレビ /FCC

460
CC

460
CC

©NAKAJIMA ©NAKAJIMA

H-232
チコちゃん DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・NHKの人気番組「チコちゃんに叱られる!」のチ

コちゃんのヘッドカバー
・サイズ：幅220×高さ260×厚さ180㎜
・パッケージサイズ：幅230×高さ270×厚さ190㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-234
キョエちゃん DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・NHKの人気番組「チコちゃんに叱られる!」のキ

ョエちゃんのヘッドカバー
・サイズ：幅210×高さ290×厚さ190㎜
・パッケージサイズ：幅220×高さ300×厚さ200㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-298
チャイロイコグマ DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・「リラックマ」シリーズで人気上昇中の新しい仲間

です
・サイズ：幅230×縦320×厚さ170㎜
・パッケージサイズ：幅240×縦330×厚さ180㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

460
CC

460
CC

H-361
ぐでたま DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲ 
・中国製

H-379
ひつじのショーン DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・中国製 

H-290
トイストーリー バズ DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・サイズ：幅200×縦420×厚さ110㎜
・パッケージサイズ：幅210×縦430×厚さ120㎜
・材質：ソフトボア
・中国製

H-291
トイストーリー エイリアン DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・サイズ：幅200×縦420×厚さ110㎜
・パッケージサイズ：幅210×縦430×厚さ120㎜
・材質：ソフトボア
・中国製

H-292
オラフ DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・世界的に大ヒットを記録した映画「アナと雪の女

王」の人気キャラクター「オラフ」のヘッドカバー・
体に雪の結晶模様

・サイズ：幅150×高さ460
・パッケージサイズ：幅160×高さ470
・材質：ソフトボア
・中国製

460
CC

460
CC

460
CC

©NAKAJIMA ©NAKAJIMA ©NAKAJIMA ©NAKAJIMA

H-247
にじいろピクルス DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・上目遣いの大きな瞳癒されます
・サイズ：幅220×高さ300×厚さ250㎜
・パッケージサイズ：幅230×高さ310×厚さ260㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-247
にじいろピクルス DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲

H-241
ユニコーン DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・ユニコーンのぬいぐるみヘッドカバー
・サイズ：幅240×高さ370×厚さ260㎜
・パッケージサイズ：幅250×高さ380×厚さ270㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-235
ケアベア DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・ケアベアのぬいぐるみヘッドカバー
・サイズ：幅200×高さ290×厚さ200㎜
・パッケージサイズ：幅210×高さ300×厚さ210㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-248
にじいろピクルス FW
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲
・上目遣いの大きな瞳癒されます
・サイズ：幅170×高さ220×厚さ200㎜
・パッケージサイズ：幅180×高さ230×厚さ210㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

280
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

"Care Bears™ and related trademarks：
TM & © 2019 Those Characters From Cleveland, LLC"

ぺんぎん？（900） ねこ（910）

リラックマ（640） コリラックマ（650）

とかげ（920） しろくま（930） ブルー（030）イエロー（040） グリーン（060）

©Naito Design Institute Inc. ©Naito Design Institute Inc.

H-240
ぷーとん DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲
・桃が大好きな子ぶたの「ぷーとん」のヘッドカバー
・サイズ：幅260×縦260×厚さ180㎜
・パッケージサイズ：幅270×縦270×厚さ190㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-240
ぷーとん DR
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ▲

ピンク（010） デニム（020）

460
CC

460
CC

© 2019 Peanuts Worldwide LLC

H-190
マスコット ウッドストック UT
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・ウッドストックのニット付きぬいぐるみヘッドカバー
・サイズ：横215×高さ415㎜
・パッケージサイズ：横250×高さ350㎜
・材質：本体/ポリエステル、ニット部/アクリル
・口径M58
・中国製
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H-158
スヌーピー JOE COOL FW
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）●
・番手タグは付きません
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC

350
CC

H-215
スヌーピーコミックス DR
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）●
・サイズ：幅160×高さ380×厚さ45㎜
・材質：ＰＶＣ
・中国製

H-221
マスコットスヌーピー FW
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）●
・材質：ポリエステル、アクリル
・中国製

H-186
マスコットスヌーピー UT
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）●
・番手タグは付きません
・材質：ポリエステル、アクリル　
・中国製

H-216
スヌーピーコミックス FW
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） ●
・サイズ：幅120×高さ330×厚さ45㎜
・材質：ＰＶＣ
・中国製

230
CC

180
CC

460
CC

H-150
ニュースヌーピー DR
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・中国製

400
CC

©2013 Peanuts Worldwide LLC

©Sekiguchi

H-246
おすわりモンチッチ DR
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950）▲
・サイズ：幅220×縦300×奥行200㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC©2013 Peanuts Worldwide LLC

③⑤⑦Ⓧ
230

CC

230
CC

③⑤⑦Ⓧ
460

CC

H-360
スヌーピー＆フレンズ DR
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） ● 
・中国製

230
CC

H-359
スヌーピー＆フレンズ FW
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） ● 
・番手タグ 4枚付
・中国製

180
CC

©2018 Peanuts Worldwide LLC

©2018 Peanuts Worldwide LLC©2020 Peanuts Worldwide LLC ©2020 Peanuts Worldwide LLC ©2020 Peanuts Worldwide LLC

© 2019 Peanuts Worldwide LLC

©2018 Peanuts Worldwide LLC © 2019 Peanuts Worldwide LLC

©2018 Peanuts Worldwide LLC

460
CC

H-175
スヌーピーコミック プリント ＵＴ
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400） ●
・キャットハンド形状
・サイズ：幅100×縦270×厚さ30㎜
・パッケージサイズ：幅120×縦340㎜
・材質：PVC
・中国製

H-176
スヌーピー＆フレンズ 刺繍 ＵＴ
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）●
・ヘッドカバー DR、FW用と同じキャットハンド
形状
・サイズ：幅100×縦270×厚さ30㎜
・パッケージサイズ：幅120×縦340㎜
・材質：PVC
・中国製

460
CC

460
CC

460
CC

H-296
ヘッドカバー リラックマゴルフ
リラックマ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ▲
・「リラックマゴルフ」企画の為に特別に描き起こし

たアートを使用
・サイズ：幅250×高さ300×厚さ180㎜
・パッケージサイズ：幅250×高さ300×厚さ180㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

NEW

NEW

H-296
ヘッドカバー リラックマゴルフ
コリラックマ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）▲

リラックマ（640） コリラックマ（650）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

H-434
スヌーピールーチィン DR
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）● 
・ゴルフショットで大切なルーチィンをスヌーピー

が紹介足元の芝は刺繍加工
・サイズ：幅160×380×45㎜
・パッケージサイズ：幅190×490×45㎜
・材質：PVC
・中国製

NEW

H-435
スヌーピールーチィン FW
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）●
・ゴルフショットで大切なルーチィンをスヌーピー

が紹介足元の芝は刺繍加工
・サイズ：幅120×330×45㎜
・パッケージサイズ：幅150×420×45㎜
・材質：PVC
・中国製

NEW

H-436
スヌーピールーチィン UT
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）●
・ゴルフショットで大切なルーチィンをスヌーピー

が紹介足元の芝は刺繍加工
・サイズ：幅100×260×40㎜
・パッケージサイズ：幅120×340×40㎜
・材質：PVC
・中国製

NEW

H-177
ジョークールゴルフ 刺繍 ＵＴ
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）●
・ヘッドカバー DR、FW用と同じキャットハンド
形状
・サイズ：幅100×縦270×厚さ30㎜
・パッケージサイズ：幅120×縦340㎜
・材質：PVC
・中国製

H-304
スヌーピー ゴルフ プロFW
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・番手タグ 4枚付
・中国製

H-218
ジョークールゴルフ DR
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）●
・サイズ：幅160×高さ380×厚さ45㎜
・材質：ＰＶＣ 
・中国製

H-220
ジョークールゴルフ FW
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）●
・サイズ：幅120×高さ330×厚さ45㎜
・材質：ＰＶＣ
・中国製

460
CC

230
CC

③⑤⑦Ⓧ

H-303
スヌーピー ゴルフ プロDR
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・中国製

460
CC

260
CC

180
CC

180
CC

H-182
スヌーピー ゴルフ プロ UT
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）●
・番手タグ 4枚付
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC©2013 Peanuts Worldwide LLC ©2013 Peanuts Worldwide LLC

U3 U4 U5 U6U3 U4 U5 U6 ③⑤⑦Ⓕ

H-185
ジョークール ゴルフ ＵＴ
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・サイズ：幅100×長さ340㎜
・材質：ＰＶＣ、ポリエステル
・中国製

©2018 Peanuts Worldwide LLC

©2018 Peanuts Worldwide LLC ©2018 Peanuts Worldwide LLC © 2019 Peanuts Worldwide LLC

H-10
ボクシンググローブ DR 中国 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

H-10
ボクシンググローブ DR イギリス 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

H-10
ボクシンググローブ DR 韓国 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

H-10
ボクシンググローブ DR  ドイツ
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

中国（210） イギリス（220）

韓国（230） ドイツ（240） フランス（250） アメリカ（270）

H-10
ボクシンググローブ DR フランス 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

H-10
ボクシンググローブ DR アメリカ 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

460
CC

H-10
ボクシンググローブ DR  日本 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） 　 
・中国製

日本（200）
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H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
Sunshine State
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） ●
・中国製

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
Sweet Wood
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） ●
・中国製

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
Super Dad
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） ●
・中国製

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
USA
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） ●
・中国製

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
Route66
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） ●
・中国製

H-27
オリジナルズ ヘッドカバー DR 
Patriot
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060）● 
・中国製

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
Sunshine State
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
Super Dad
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
Sweet Wood
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

Sunshine State（010） Sweet Wood（020） Super Dad（030） USA（040）

Route66（050） Patriot（060） Sunshine State（010） Sweet Wood（020）

Super Dad（030）

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
USA
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
Patriot
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

H-26
オリジナルズ ヘッドカバー FW 
Route66
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620） ●
・中国製

Route66（050） Patriot（060）USA（040）

460
CC

H-46
アシストヘッドカバー DR
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110）

③⑤⑦Ⓧ
H-47

アシストヘッドカバー FW
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・番手タグ 4枚
・材質：ポリエステル、PU　
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110）

H-48
アシストヘッドカバー UT
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・番手タグ 4枚
・材質：ポリエステル、PU　
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110）

U3 U4 U5 UX
H-85

エクセルFW ショート（⑦⑨用）
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・番手タグ 3枚付
・材質：PVC、ポリエステル
・中国製

150
CC ⑦⑨Ⓧ

レッド（010） ホワイト（020） ブラック（080）

H-84
エクセルFW ロング（③④⑤用）
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・番手タグ 3枚付
・材質：PVC、ポリエステル
・中国製

H-83
エクセルDR
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・材質：PVC、ポリエステル
・中国製

ホワイト（020）レッド（010） ブラック（080）

レッド（010） ブラック（080）ホワイト（020）

460
CC

200
CC ③④⑤

H-86
エクセルUT
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・番手タグ 4枚付
・材質：PVC、ポリエステル
・中国製

120
CC ③④⑤Ⓧ

レッド（010） ホワイト（020） ブラック（080）

H-67
Golf it！ ユーティリティー  
カバー トリコロール
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・中国製

H-67
Golf it！ ユーティリティー 
カバー 肉球A
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・中国製

H-67
Golf it！ ユーティリティー 
カバー ピンク×ブラック
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・中国製

H-67
Golf it！ ユーティリティー 
カバー グレー ×ブラック
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・中国製トリコロール（110） 肉球 A（480） ピンク ×ブラック（500） グレー ×ブラック（550）

3 4 5 7 X

ダイヤル式
番手タグ付

裏表
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H-111
アイアンガードネオ 単品 
黒
本体価格 ¥500（税込¥550）
・材質：クロロプレンゴム
・台湾製

H-111
アイアンガードネオ 単品 
迷彩
本体価格 ¥500（税込¥550）
・材質：クロロプレンゴム
・台湾製
※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

黒 3（003） 黒 4（004） 黒 5（005） 黒 6（006）

黒 A（012）

黒 S（013） 黒 F（014） 黒 46（046）

黒 56（056） 黒 58（058）

黒 60（060）

黒 無地（015）

迷彩 7（107）

迷彩 8（108） 迷彩 9（109） 迷彩 P（111）

迷彩 48（148） 迷彩 50（150）

迷彩 52（152） 迷彩 54（154）

黒 7（007） 黒 8（008） 黒 9（009） 黒 P（011）

黒 48（048）

黒 50（050） 黒 52（052） 黒 54（054）

迷彩 3（103） 迷彩 4（104） 迷彩 5（105） 迷彩 6（106）

迷彩 A（112） 迷彩 S（113）

迷彩 F（114） 迷彩 46（146）

迷彩 56（156） 迷彩 58（158） 迷彩 60（160）

迷彩 無地（115）

⑤⑥⑦⑧⑨Ⓟ
H-95

アイアンガードネオ　６本セット
本体価格 ¥2,900（税込¥3,190）
・番号：⑤〜⑨Ⓟ
・材質：クロロプレンゴム
・台湾製

ブラック（080）
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©2013 Peanuts Worldwide LLC

H-156
アイアンカバー スヌーピー
レッスン
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・中国製

H-66
Golf it！ アイアンカバー  
トリコロール
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）  
・⑤〜⑨,Ⓟ,Ⓐ,Ⓢ,Ⓕ,無地の 10個セット
・中国製

H-66
Golf it！ アイアンカバー  
肉球A
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860） 

H-66
Golf it！ アイアンカバー  
ピンク×ブラック
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）

H-66
Golf it！ アイアンカバー  
グレー ×ブラック
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）

⑤⑥⑦⑧⑨
ⓅⒶⓈⒻⓈ無地

トリコロール（110） 肉球 A（480） ピンク ×ブラック（500） グレー ×ブラック（550）

H-69
アシストアイアンカバー
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110）

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット Sunshine State
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット Route66
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット Sweet Putter
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット Patriot
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット Super Dad
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

H-25
オリジナルズ  パターカバー
マレット USA
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180）●
・マグネット式開閉
・中国製

Sunshine State（010） Sweet Putter（020）

Route66（050）

USA（040）

Patriot（060）

Super Dad（030）

Sunshine State（010） Sweet Putter（020）

Super Dad（030） USA（040） Route66（050） Patriot（060）

H-75
オリジナルズ パターカバー
Sunshine State
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-75
オリジナルズ パターカバー
Super Dad
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-75
オリジナルズ パターカバー
USA
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-75
オリジナルズ パターカバー
Route66
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-75
オリジナルズ パターカバー
Patriot
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-75
オリジナルズ パターカバー
Sweet Putter
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・マグネット式開閉
・中国製

H-162
リラックマ パターカバー 
リラックマ
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲
・マスコットをポケットに入れれば外したカバーが

邪魔になりません・着脱が簡単な面ファスナー
式開閉タイプ

・サイズ：幅240×高さ190×厚さ55㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

H-162
リラックマ パターカバー 
コリラックマ
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲

リラックマ（640） コリラックマ（650）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

H-131
PC ウッドストック
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅185×高さ135×厚さ90㎜
・材質：PVC
・中国製

H-131
PC ウッドストック
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅185×高さ135×厚さ90㎜
・材質：PVC
・中国製

ホワイト（020） イエロー（040）

©2018 Peanuts Worldwide LLC ©2018 Peanuts Worldwide LLC

170㎜

100㎜

210㎜

125㎜

H-33
アレンジアイアンカバー 
3 〜 5本用
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760）
・アイアンの本数に応じ、3 〜 5本用と 6 〜

10本用の 2つをラインナップ。2つセットで
お使いいただくのがおすすめです。・キャディ
ーバッグのパーツに引掛けておくことができ
るフックを装備し、小物入れとしてもお使い
いただけます。・グローブキーパーとしても使
える面テープつき。

・サイズ：170×100㎜
・材質：本体/ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、

他　フック/POM　紐/ナイロン　コードスト
ッパー /POM　面ファスナー /ナイロン

・重量：約48g
・台湾製

NEW

H-34
アレンジアイアンカバー 
6 〜 10本用
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・アイアンの本数に応じ、3 〜 5本用と 6 〜

10本用の 2つをラインナップ。2つセットで
お使いいただくのがおすすめです。・キャディ
ーバッグのパーツに引掛けておくことができる
フックを装備し、小物入れとしてもお使いい
ただけます。・グローブキーパーとしても使え
る面テープつき。

・サイズ：210×125㎜
・材質：本体/ナイロン、ポリエステル、合成ゴム、

他　フック/POM　紐/ナイロン　コードストッ
パー /POM　面ファスナー /ナイロン

・重量：約60g
・台湾製

NEW

黒（080） 迷彩緑（160）迷彩黒（180）

黒（080） 迷彩緑（160）迷彩黒（180）

アイアンの本数に応じ、3 〜 5本用（H-33）と
6 〜10本用（H-34）の 2つをラインナップ
2つセットでお使いいただくのがおすすめです

ラウンド中はキャディーバッグのパーツに引掛けて
小物入れ、グローブキーパーに
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H-116
PC ナチュラルゴルフ 
ゴルフカート
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・新
仕様のマレットタイプパターカバー、左右センタ
ーシャフト対応・面ファスナー式開閉

・サイズ：幅135×縦125×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅200×縦250×厚さ40㎜
・材質：PVC
・中国製

H-116
PC ナチュラルゴルフ 
キャディバック D型
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●

ゴルフカート（010） キャディバック D 型（020）

H-133
PC スヌーピーコミックス
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅185×高さ135×厚さ90㎜
・材質：PVC
・中国製

H-130
PC フライングエース DH
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・ピンタイプ・刺繍加工・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅185×高さ135×厚さ90㎜
・材質：PVC
・中国製

©2018 Peanuts Worldwide LLC ©2018 Peanuts Worldwide LLC

H-437
PC スヌーピーネバーアップ D型 
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・背景はプリントで、スヌーピーと大事な金言を刺繍

加工とし、楽しさと高級感を演出・マレットタイプ
・サイズ：幅140×高さ130×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅150×高さ140×厚さ50㎜
・材質：PVC
・マレットタイプ
・中国製

NEW

H-438
PC ジョークール&
ウッドストック D型
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）● 
・背景はプリントで、ジョークールとウッドストック

そして、ホールガイドを刺繍加工・マレットタイプ・
マグネット仕様

・サイズ：幅140×高さ130×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅150×高さ140×厚さ50㎜
・材質：PVC
・マレットタイプ
・中国製

NEW

H-439
PC スヌーピー &フレンズ HM
本体価格 ¥4,300（税込¥4,730） ●
・ゴルフコースがプリントで、スヌーピーとウッドスト

ックが刺繍加工・ハーフマレットタイプ・マグネ
ット仕様

・サイズ：幅155×高さ95×厚さ45㎜
・パッケージサイズ：幅160×高さ100×厚さ50㎜
・材質：PVC
・ハーフマレットタイプ
・中国製

NEW

H-305
PC スヌーピーゴルフL型
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・面ファスナー式開閉
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC

H-88
アシストパターカバー ピン型
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540） 
・面ファスナー式開閉
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

H-163
PC ピーナッツ
スポーツゴルフ D型
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ●
・マレットタイプ・丸面ファスナー式開閉・センタ

ーシャフト対応可
・サイズ：横130×縦135×厚さ43㎜
・材質：PVC
・中国製

H-330
PC スヌーピーネバーアップ L型
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・面ファスナー式開閉
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC©2013 Peanuts Worldwide LLC

H-307
PC スヌーピー 
JOE COOL L型
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ●
・面ファスナー式開閉
・中国製

©2017 Peanuts Worldwide LLC©2018 Peanuts Worldwide LLC

H-160
PC スヌーピー &
ギャラリー（D型） 
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ● 
・面ファスナー式開閉・センターシャフト対応可　
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC

H-357
PC スヌーピー＆フレンズ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ● 
・面ファスナー式開閉
・中国製

ブルー（030） グレー（110）

H-89
アシストパターカバー マレット型
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540） 
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅105×高さ120×マチ35㎜
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

H-50
アシストパターカバー 
大型マレットタイプ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） 
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅120×高さ120×マチ38㎜
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110） ブルー（030） グレー（110）

H-168
PC 国芳 猫 D型 A
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・猫
をこよなく愛した国芳ならではのキュートで粋な
デザインがパターカバーとして登場・面ファスナ
ー式開閉

・サイズ：幅135×縦125×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅200×縦250×厚さ40㎜
・材質：PVC
・中国製

H-168
PC 国芳 猫 D型 B
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●

（A）（010） （B）（020）

H-170
PC ゴルファー D型
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・新
仕様のマレットタイプパターカバー、左右センタ
ーシャフト対応・面ファスナー式開閉

・サイズ：幅135×縦125×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅200×縦250×厚さ40㎜
・材質：PVC
・中国製

H-171
PC ゴルフコース D型
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・新
仕様のマレットタイプパターカバー、左右センタ
ーシャフト対応

・サイズ：幅135×縦125×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅200×縦250×厚さ40㎜
・材質：PVC
・中国製

H-172
PC 風神雷神 D型
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・面
ファスナー式開閉

・サイズ：幅135×縦125×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅200×縦250×厚さ40㎜
・材質：PVC
・中国製

H-169
PC 国芳 猫 L型A
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・猫
をこよなく愛した国芳ならではのキュートで粋な
デザインがパターカバーとして登場・面ファスナ
ー式開閉

・サイズ：幅185×縦150×厚さ85㎜
・パッケージサイズ：幅250×縦250×厚さ85㎜
・材質：PVC
・中国製

H-169
PC 国芳 猫 L型 B
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●

H-174
PC 風神雷神 L型
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970） ●
・ハイバリューシリーズ商品・デザイン性とリーズ

ナブルな価格をセールスポイントとした商品・面
ファスナー式開閉

・サイズ：幅185×縦150×厚さ85㎜
・パッケージサイズ：幅250×縦250×厚さ85㎜
・材質：PVC
・中国製（A）（010） （B）（020）

©2020 Peanuts Worldwide LLC ©2020 Peanuts Worldwide LLC ©2020 Peanuts Worldwide LLC
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C-24
リラックマターゲットカップ＆ 
パターカバーキャッチャー  
リラックマ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲ 
・材質：PVC、ABS、スチール
・中国製

C-24
リラックマターゲットカップ＆ 
パターカバーキャッチャー  
コリラックマ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲ 

リラックマ（010） コリラックマ（020）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2017 Peanuts Worldwide LLC

C-34
パターカバー
キャッチャー スヌーピー
ジョークール 
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ● 
・サイズ：60×140㎜
・材質：アクリル、PVC、ニッケル、PC、POM
・日本製

C-34
パターカバー
キャッチャー スヌーピー
スヌーピーゴルフ 
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ●

ジョークール（340） スヌーピーゴルフ（350）

C-18
ツーウェイホルダーベア 
ニューパステルスター
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・パターカバーキャッチャーとボールマーカーのツ

ーウェイアイテム
・材質：PVC、真鍮、亜鉛ダイキャスト、ABS、鉄
・中国製

C-18
ツーウェイホルダーベア 
アメリカ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）

C-18
ツーウェイホルダーベア 
ノルディックレッド
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）

C-18
ツーウェイホルダーベア 
カモフラージュ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）

アメリカ（010） ノルディックレッド（020） カモフラージュ（040）ニューパステルスター（050）

C-26
NO.1 パターカバーホルダー & 
グリーンフォーク
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・ブレードタイプのグリーンフォークとパターカバーホル

ダーを一体化しました・NO1グリップならではの発色
の良さと吸収力・ポケットの中でしっかりとホールドし
ます

・スワロフスキーが輝きを放ち、高級感を演出
・サイズ：幅30×縦165×厚さ20㎜
・材質：密度ポリエチレン、エラストマー、ステンレス
・日本製

ブルー（030） ブラック（080） パープル（190）

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー Sunshine State
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー Sweet Shot
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー Super Dad
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー USA
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

Sunshine State（010） Sweet Shot（020）Super Dad（030）

USA（040）

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー Patriot
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

H-24
オリジナルズ  アラインメント
カバー Route66
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・サイズ：30×375㎜
・中国製

C-53
パターカバーホルダー＆ 
アライメントスティック
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）
・パッティングの際にパターカバーをキープするパ

ターカバーホルダーにアライメントスティックが
合体したスグレモノ

・アライメントスティックとしてドライバーからパッ
ティングまでさまざまな練習に使えます。

・白いキャップを外してボールペンとして使えるの
でスマートにスコア記入が可能です

・サイズ：アライメントスティック時：143 〜 635㎜
・材質：アライメントスティック/真鍮　キャップ/

HDPE　 付 属 パ ーツ/亜 鉛、鉄、POM、PC、
PES

・重量：約45g
・日本製

Route66（050） Patriot（060）

H-99
ファイン マジック マレットタイプ
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・面ファスナー式開閉
・中国製

H-98
ファイン マジックピンタイプ
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・面ファスナー式開閉
・中国製 ブラック（080）レッド（010）レッド（010） ブラック（080）

H-100
エクセル マジック  
ピン・マレット共通タイプ
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540）
・面ファスナー式開閉
・サイズ：幅150×高さ120×厚さ（最大65/最小

35）㎜
・中国製

レッド（010） ブラック（080）ホワイト（020）
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C-40
ライト トラベルカバー
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400） 
・バッグを立てたままカバーできるタイプ
・サイズ：1,350×670㎜（9型まで対応）
・材質：ポリエステル
・中国製

レッド（010） ブラック（080）

巾着型ナイロン製ケース付

下部、面ファスナー付ベル
トで、しっかり固定できま
す

グレー（110）　

C-255
セルフスタンドクラブケース NEO
本体価格 ¥6,500（税込¥7,150） 
・サイズ：82㎝
・重量：約1kg
・材質：ポリエステル
・中国製

レッド（010）　

ライム（210）

ブラック（080）

Z-650
セルフスタンド用台座セット
本体価格 ¥600（税込¥660）

Z-651
セルフスタンド用足ゴム   （２個）
本体価格 ¥600（税込¥660）

ブルー（030）　

ピンク（100） シルバー（120）

C-41
スヌーピー マルチトートバッグ
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） ■
・ファスナーでしっかり収納・ポケットもたくさん付

いてるのでとても便利です・ペットボトルやポー
チなど大容量収納が可能

・サイズ：約幅200×高さ380×奥行120㎜
・材質：表生地/コットン　内生地/ポリエステル
・中国製
©2018 Peanuts Worldwide LLC

C-50
リラックマ ゴルフ ラウンドバック
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ■
・サガラ刺繍がポイントの帆布製ラウンドバック
・内ポケット付き
・サイズ：幅300×縦210×厚さ125㎜
・パッケージサイズ：幅310×縦220×厚さ135㎜
・材質：綿
・中国製
©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

横型セパレータ付きの大口径
でクラブの出し入れが簡単

ボール、ティーなどの小物を
入れるメッシュポケット

ボール 3個入スリーブが丸ご
と入るファスナー付の大口
ポケット

C-255 補充部品用 C-255 補充部品用

G-311
宅急ベルト
本体価格 ¥500（税込¥550）
・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
・サイズ：長さ約400㎜
・材質：ベルト/ナイロン　角カン/鉄（クロームメッキ）
・タイ製

黒（080）

C-33
トラベルカバー キャスター付
価格 オープンプライス
・9.5型、47.5インチまで対応
・サイズ：横380×高さ1,310×マチ240㎜
・重量：約1.5kg
・中国製
・L6500

黒（080）

紺（050）

エンジ（340）

ピンク（100）

G-113
パターホルダー「もっとって」
本体価格 ¥400（税込¥440）
・キャディーバッグのフチに取付けるパターホルダー
・カラー：黒
・サイズ：約70×42×20㎜
・材質：ポリプロピレン
・日本製

H-44
イージークラブケース
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） 
・収納するクラブの長さに合わせて長さ調整が

可能・５〜６本入用
・全長：約1,270㎜
・材質：表/ポリエステル　裏/PU　他
・ベトナム製

ブラック （080） ワイン （130）

C-55
ゴルフラウンドバッグ  
SAS × Golf it!
本体価格 ¥6,800（税込¥7,480） ●
・口元はファスナー付で閉じることができ、ボー

ルやマーカー等の細かい荷物も飛び出さず安
心です

・サイズ：幅300×高さ190×マチ130㎜
・材質：ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル、ポリプ

ロピレン、ナイロン、鉄、他
・重量：約435g
・容量：約6リットル
・日本製

ネイビー（050） ホワイト× ネイビー（250） ネイビー × ホワイト（520）ホワイト（020）

メッシュポケットは、スマホにピッタリサイズで
iPhone PlusやMaxが余裕で入る大きさで、コン
パートメントを備えているのでかなり重宝します

オープンポケットは、ボールからティー、マーカー
類など小物の他、スマホ（ケース入りのiPhone 
PlusやMaxが余裕で入る大きさです）や距離計が
収納可能、ホック付きで荷物も飛び出さず安心
です

「ゴルフ イット！」とダイビング器材ブランド「SAS（エス・エイ・エス）」とのコラボレーションによって、1980年代
に大流行した「SAS（エス・エイ・エス）」ブランドのシーサイドバッグをモデルに、新たにゴルフ用としての機能面を
充実させ、日本製の付属部品と日本縫製によりメイドインジャパンにこだわったラウンドバッグです

素材のターポリンは、強度があり防水性、風や汚れ
に強く、雨や泥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。内装も同じように手入れ
ができるため汚れたものの収納にも適しています

フック付きストラップは、カートに取り付けカラス被
害からラウンドバッグを守ります。もちろんカギや
スコアカードホルダー等も取付可能です
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C-143
ボールポーチ・P-3
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・3個入用
・サイズ：約147×48×43㎜ （ホルダー部含まず）
・材質：本体/PVC　ハトメ/真鍮　ホルダー部/PC、

ステンレス　リング/鉄にメッキ　ボール/PE
・日本製 レッド（010） ブルー（030） グリーン（060） ブラック（080）

ピンク（100）

C-124
シリコンボールポケット
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・材質：シリコン樹脂、PC
・韓国製

グリーン（060） オレンジ（090） ピンク（100）

C-78
がま口ポーチ
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） 
・国産岡山デニムを使ったがま口小物入れ・容量たっぷりでらくらく

取り出せる
・サイズ：幅150×高さ100×厚さ90㎜
・材質：表地/綿100%　裏地/ナイロンオックス　がま口口金/鉄
・日本製

NEW

レッド（010） デニム（020） ヒッコリー（030）

C-6
ボールウォッシュ ポケット
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・ボール 2個入用・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
・もう一つのポケットとしても使用可能
・サイズ：約270×85㎜
・材質：クロロプレンゴム 他
・台湾製

C-25
アクセサリーポーチ
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・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

・サイズ：約200×130×11㎜
・材質：クロロプレンゴム 他
・台湾製

※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

迷彩（430）黒（080）

4 903487 202935

青（030）

T-29
ボガー（ボールホルダー）
本体価格 ¥350（税込¥385）
・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
・サイズ：105×35㎜
・材質：ポリプロピレン
・日本製

黒（080）

4 903487 202980

黄（040）

4 903487 202942

黒（080）

C-22
ボールジャケット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・2個入用
・ティ−を 4本収容するホルダー付
・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 他
・台湾製

青（030） ピンク（100）

※写真のティーは別売りの
パワーコイルティーです

　ボールはイメージです

※写真のティーは別売りの
パワーコイルティーです

4 903487 202911

赤（010）

G-389
キャディーバッグ ホック補修キット
本体価格 ¥900（税込¥990）
・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
・材質：真鍮、鉄
・日本製

C-224
折り畳み式ゴルフカート
価格 オープンプライス 
・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
・使用時/750×1,160×1,070㎜、収納時/470×900×350㎜
・パッケージサイズ：240×240×900㎜
・重量：3,300g
・パッケージ重量：3,860g
・中国製
・L24000

C-225
C-224用タイヤ（１個）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）▲
・中国製

NEW

NEW

C-17
New＆Wide 
デラックス プロテクター
本体価格 ¥400（税込¥440）
・スーパーストロークグリップ等の太いグリップの場合、グリ

ップの最大径がφ28 〜φ30は出し入れに問題なく入りま
すが、スーパーストローク 3.0（グリップ最大径φ33）など
は形状により窮屈、または入らないことがあります

・先端部分にクラブのシャフトを保護する毛糸付
・サイズ：口径毛糸部/内径φ30（外形φ45）×長さ850㎜
・重量：約77g
・日本製

C-16
ネトロンプロテクター
価格 オープンプライス
・サイズ：内径φ30×長さ845㎜
・重量：約51g
・日本製
・L200

赤（010） 黒（080）青（030）

Price 
Up

C-224 補充部品用
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C-125
ラブリーボールケース
本体価格 ¥1,650（税込¥1,815）
・2個入用
・サイズ：110×60㎜（突起、フック含まず）
・中国製

4 903487 112517

レッド（010）

4 903487 112586

ブラック（080）

4 903487 112593

シルバー（120）

C-183
フォーク&ティーホルダー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・シンプルで使いやすく軽量
・ベルト通しが付いているので固定もできます。 
・サイズ：幅65×高さ100×厚さ6㎜（カラビナ除く）
・材質：本体/ポリエステル　芯材/紙　パーツ/鉄
・付属：フォーク1本　ウッドティー 3本
・中国製

NEW

C-92
ボールケース スヌーピーゴルフ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・4個入用
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC

C-93
ボールケース 
スヌーピーゴルフプロ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・4個入用
・中国製

C-94
ボールケース ジョークール
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・4個入用
・中国製

©2013 Peanuts Worldwide LLC©2018 Peanuts Worldwide LLC

C-170
すみっコぐらし ボールポーチ 
ツイン ぺんぎん?+ねこ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・ボールの収納はもちろん、マスコットとしてもカワ

イイ商品です
・サイズ：幅55×高さ50×厚さ45㎜
・パッケージサイズ：幅55×高さ50×厚さ45㎜
・材質：ポリエステル
・2個入用
・中国製

C-170
すみっコぐらし ボールポーチ 
ツイン しろくま+とかげ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲

NEW

ぺんぎん ?+ ねこ（010）

レッド（010）

ブラック（080）

イエロー（040）

迷彩（430） しろくま + とかげ（020）

C-123
ted2 ボールポーチ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲ 
・2個入用
・サイズ：約120×140×100㎜　
・材質：ポリエステル
・中国製

C-91
ボールケース  
スヌーピー &ギャラリー
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ●
・4個入用
・サイズ：φ100×厚さ60㎜
・材質：ポリエステル
・中国製　

C-86
ボールケース 
ウッドストックゴルフ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ●
・4個入用
・サイズ：Φ100×厚さ60㎜
・パッケージサイズ：幅140×縦190㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

©2018 Peanuts Worldwide LLC© 2019 Peanuts Worldwide LLC

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

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）

C-132
ぬいぐるみ ボールポーチツイン 
リラックマ+キイロイトリ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） ▲
・2個入用
・中国製

C-132
ぬいぐるみ ボールポーチツイン 
コリラックマ+キイロイトリ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） ▲

C-112
リラックマゴルフ ボールポーチ
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）▲
・リュック型のデザインがコーディネートのアクセン

トになるポーチ・カラビナ付きでボールティーな
どの小物収納に便利

・サイズ：幅110×縦150×厚さ80㎜
・パッケージサイズ：幅120×縦160×厚さ90㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

C-114
リラックマ ボールポーチ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・2個入用
・サイズ：110×160×60㎜
・中国製

C-115
コリラックマ ボールポーチ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・2個入用
・サイズ：110×160×60㎜
・中国製

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

黒（080） ネイビー（050）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

C-98
アシストボールケース
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 
・2個用
・材質：ポリエステル、PU
・ベトナム製

ブルー（030） グレー（110）

C-180
ティーホルダー付きボールケース
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・段付きティーも収納可能なホルダー付き・装着はベルト

ループとカラビナのツーウエイタイプ
・サイズ：100×50×70㎜
・パッケージサイズ：100×50×70㎜
・材質：本体/ナイロン、クロロブレンゴム、ポリエステル、他  

カラビナ/アルミニウム
・重量：約32g
・台湾製

黒（080） 迷彩緑（160） 迷彩黒（180）

デジタルピクセル（400） ヒョウ柄（410）

※写真のティーとボールは
　イメージです

※ボールは含みません ※ボールは含みません

110㎜80㎜

150㎜

※付属のプラスチック製ボールは、ゴルフ
クラブでショットのご使用はできません

※付属のプラスチック製ボールは、ゴルフ
クラブでショットのご使用はできません
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Z-187
IDバッグタグ ピーナッツ 
スポーツゴルフ
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）●
・サイズ：φ60 厚さ6㎜
・材質：本体/アクリル
・日本製

©2018 Peanuts Worldwide LLC© 2019 Peanuts Worldwide LLC
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C-181
距離計ケース
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・グローブをしていても開閉しやすいリングタイプの

引手を採用しストレスなく距離計の出し入れが可
能です・伸縮性とクッション性に優れたクロロプ
レンゴムが大切な距離計を傷や衝撃から保護しま
す・装着はベルトループとカラビナのツーウェイタ
イプで、キャディーバッグやベルトなどに取り付け
て使用できます 

・サイズ：115×80×40マチ㎜
・材質：ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、他
　カラビナ/アルミニウム
・台湾製

黒（080） 迷彩緑（160） 迷彩黒（180）

デジタルピクセル（400） ヒョウ柄（410）

内装：小物用メッシュポケット 装着はベルトループとカラ
ビナのツーウェイ

Z-181
IDバッグタグ  
スヌーピーゴルフプロ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・サイズ：90×52㎜
・材質：本体/アクリル
・日本製

Z-180
IDバッグタグ ジョークール
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・サイズ：90×52㎜
・材質：本体/アクリル
・日本製

©2013 Peanuts Worldwide LLC

Z-184
バッグタグ リラックマ A
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲ 
・サイズ：90×52㎜
・材質：本体/アクリル
・日本製

Z-184
バッグタグ リラックマ B
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲ 

Z-184
バッグタグ リラックマ C
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲ 

A（010） B（020） C（030）

リラックマ（640） コリラックマ（650）

Z-191
バッグタグ リラックマ 丸 
リラックマ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲
・サイズ：φ90、厚さ6㎜
・パッケージサイズ：110×130㎜
・日本製

Z-191
バッグタグ リラックマ 丸 
リラックマ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲
・サイズ：φ90、厚さ6㎜
・パッケージサイズ：110×130㎜
・日本製

NEW NEW

©2013 Peanuts Worldwide LLC©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. ©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Z-189
IDバッグタグ ウッドストック
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）●
・ウッドストックのネームプレート
・サイズ：Φ60×厚さ60㎜
・パッケージサイズ：横67×縦190㎜
・材質：本体/アクリル、ベルト/PVC
・中国製

©2016 Peanuts Worldwide LLC

Z-182
IDバッグタグ
スヌーピー＆ウッドストック
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ● 
・サイズ：90×52㎜
・材質：本体/アクリル
・日本製 （840）

Z-20
ネームプレート 丸（L）
本体価格 ¥600（税込¥660）
・サイズ：φ90
・材質：本体/アクリル
・日本製/中国製

紺（050）赤（010） 黒（080）白（020）

Z-21
ネームプレート 丸（M）
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：φ75
・材質：本体/アクリル
・日本製/中国製 紺（050）赤（010） 黄（040） 黒（080）白（020）

Z-22
ネームプレート 丸（S）
本体価格 ¥360（税込¥396）
・サイズ：φ60
・材質：本体/アクリル
・日本製

Z-27
プレートべっ甲 丸（S）
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：φ60
・材質：本体/アクリル
・日本製

φ90

φ75

φ60

Z-23
ネームプレート 角（L）
本体価格 ¥600（税込¥660）
・サイズ：100×40㎜
・材質：本体/アクリル
・中国製 黒（080）白（020）

Z-24
ネームプレート 角（S）
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：70×35㎜
・材質：本体/アクリル
・中国製

Z-57
プレート用 本革バンド
本体価格 ¥300（税込¥330） 
・サイズ：12×230㎜
・材質：本革
・中国製

白（020） 黒（080）茶（070）

40

100

70

35

※写真の距離計とティーは
　イメージです

Z-9
ネームプレート彫刻代 

（片面/1枚あたり）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
ご注文方法はP.147の「ご注文方法」をご覧ください

●文字数が多くなれば文字が小さくなります
●両面名入れの場合は、数量2個になります
●オリジナルデザインにはデータ作成費が別途かかります
●小さいものや線が細いロゴマークやイラストなどは鮮明に彫刻できないことがあります
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なかなか繋がらない・・・
留守電聞いてくれてるかな・・・
なかなか繋がらない・・・
留守電聞いてくれてるかな・・・

まだ取りに来て貰えない・・・
　　無くしたらどうしよう・・・
まだ取りに来て貰えない・・・
　　無くしたらどうしよう・・・

Z-34
アクリルネームプレート
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ●
・スマホで簡単オーダー
・パッケージサイズ：120×195×20㎜
・日本製

Z-35
木製ネームプレート
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ●
・スマホで簡単オーダー
・パッケージサイズ：120×195×20㎜
・日本製

Z-36
アクリルデザインネームプレート
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ●
・スマホで簡単オーダー
・パッケージサイズ：120×195×20㎜
・日本製

Z-37
金属ネームプレート
本体価格 ¥3,500（税込¥3,850）●
・スマホで簡単オーダー
・パッケージサイズ：120×195×20㎜
・日本製

T-318
三段ティー 
本体価格 ¥700（税込¥770）
・バベルの塔のような形状のシリコン製

ティーは、20、30、40ミリの 3段階
に高さを変えられます・硬いティーグ
ラウンドや凍ったティーグラウンドにも
ポンと置くだけでティーアップ・使わな
いときは、畳んでしまえポケットでも邪
魔にならずコンパクトに収納できます・
シリコーン素材を使うことにより、接触
音がしにくく、ヘッドにも傷がつきませ
ん

・材質：シリコン樹脂
・2個入
・中国製

オレンジ ×ブルー（360）

全 長
20-40

全 長
30-40

グリーン × イエロー（640）ピンク × イエロー（140）

アソート（990）イエロー（040）

ピンク × グリーン（160）

ゴルフ規則

NEW

ホワイト（020） トリコロール（110） パステル（650）

段 高
40

T-314 
ローンスター ドライブティー
本体価格 ¥400（税込¥440） 
・大きめのカップでボールを載せやすい
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜
・材質：カップ部/TPU　本体軸部/ABS樹脂
・中国製

ホワイト（020） ブルー（030）ピンク（100）

T-395
ノンスライスティー MAX
本体価格 ¥400（税込¥440）
・ゴルフボールが当たる部分まで覆った大きなカ

ップが特徴的で、クラブフェースにゴルフボール
が直接当たらないため曲がりが減ります

・スライスやフックで飛距離をロスしているゴルフ
ァーにとても効果があります

・フェアウェイキープ率がアップしてゴルフが変わ
ります

・サイズ：全長100㎜　ティーアップの高さ30/40㎜
・材質：ポリエチレン
・重量：約3.7g（1本）
・日本製
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T-312
パワーコイル ティー LX紐付き
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：ロング/80㎜　ショート/48㎜　ひもの

長さ/180㎜
・材質：軸部/ABS、コイル　羽根/熱可塑性ポリ

ウレタン（TPU）
・日本製

イエロー（040）ブルー（030）レッド（010）

グリーン（060）

段 高
40

全 長
48

T-311
パワーコイル ティー LX
本体価格 ¥600（税込¥660）
・抜群の振り抜き感！
・サイズ：ロング/80㎜　ショート/48㎜
・材質：軸部/ABS、コイル　羽根/熱可塑性ポリウレタン（TPU）
・日本製

RO（190） YG（460）BP（310）

段 高
40

T-305
パワーコイル ティー LX 
ショート48
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：ショート/48㎜
・重量：約1.5g/1本
・材質：軸部/ABS、コイル・羽根/熱可塑性ポリウ

レタン（TPU）
・日本製

ピンク（100）オレンジ（090）

全 長
48

全 長
75

全 長
45

T-390
ライトドライブ 
ラメ入り ティー  75 
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・蛍光ラメ使用で良く目立つ
・ボールを載せやすいカップ形状
・サイズ：全長75㎜
・材質：PP+TPR
・中国製

T-391
ライトドライブ 
ラメ入り  ティー  45 
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・蛍光ラメ使用で良く目立つ
・ボールを載せやすいカップ形状
・サイズ：全長45㎜
・材質：PP
・中国製

ミックス（990）イエロー（040） ピンク（100）

ミックス（990）

T-310
パワーコイル ティー 
本体価格 ¥450（税込¥495）
・サイズ：全長80、段高40㎜
・材質：軸部/ABS樹脂　コイル、羽根/熱可塑性ポリウレタン（TPU）
・日本製

T-317
低いパワーコイル ティー 36 
本体価格 ¥450（税込¥495）
・サイズ：全長76㎜、段高36㎜
・材質：軸部/ABS、コイル・羽根/熱可塑性ポリウレタン（TPU）
・日本製

パステル（650） ビビッド（660） メタリック（670）

段 高
40

ホワイト（020） ブラック（080）

段 高
36

T-293
MANJI 70㎜ロング
本体価格 ¥350（税込¥385）
・サイズ：70㎜
・中国製

全 長
70

T-297
MANJIネオン 75
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：75㎜
・中国製

全 長
75

T-393
目盛付きウッドティー 55㎜
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：55㎜
・パッケージサイズ：110㎜×153㎜
・北米産

NEW

T-394
目盛付きウッドティー 70㎜
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：70㎜
・パッケージサイズ：110㎜×153㎜
・北米産

NEW

ブラック（080）ブラック（080）

スピン量が抑えら
れる。

　角断面コイルが、　 インパクトの衝
撃を軽減。

　低いテーアップで方
向性安定。

スピン量が抑えら
れる。

　角断面コイルが、　 インパクトの衝
撃を軽減。

　低いテーアップで方
向性安定。

全 長
70

全 長
55
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T-273
ライトバイオティー 70㎜
本体価格 ¥350（税込¥385）
・超スリムで、飛距離アップの 70㎜
・サイズ：70㎜
・中国製

T-274
ライトバイオティー 45㎜
本体価格 ¥350（税込¥385） 
・超スリムで、方向性抜群な 45㎜
・サイズ：45㎜
・中国製

T-275
ライトバイオティー 
段つきロング 75㎜
本体価格 ¥350（税込¥385）
・いつも同じ高さでショットできる
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜
・中国製

エメラルドグリーン（460）

エメラルドグリーン（460）

ピンク（100）

ピンク（100）

ピンク（100）

イエロー（040）

イエロー（040）

ホワイト（020）

ホワイト（020）

ホワイト（020）

段 高
40

全 長
45

全 長
70

T-551
シェルパック 
ウッドティー 55 ニス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：55㎜　
・中国製

T-561
シェルパック 
ウッドティー 60 ニス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：60㎜　
・中国製

T-541
シェルパック 
ウッドティー 40 ニス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：40㎜
・中国製

T-570
シェルパック 
ウッドティー 70 ミックスカラー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：70㎜　
・米国製/中国製

T-571
シェルパック 
ウッドティー 70 ニス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：70㎜　
・中国製

T-578
シェルパック  
ウッドティー段付 75 ニス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜
・中国製

T-522
シェルパック 
アイアンティー 35 ホワイト
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：35㎜
・材質：ポリエチレン
・日本製

T-540
シェルパック  
オネスティー 70 カラー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：全長70㎜、段高40㎜　
・材質：ポリプロピレン
・日本製

段 高
40

段 高
40全 長

70
全 長
70

全 長
40 全 長

60
全 長
55

全 長
35

全 長
35

全 長
35

全 長
35

T-560
シェルパック 
ウッドティー 60 ミックスカラー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：60㎜　
・米国製/中国製

全 長
60

T-518
シェルパック  
アイアンティー 35 ブルー
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：35㎜
・材質：ポリエチレン
・日本製

T-519
シェルパック  
アイアンティー 35 イエロー
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：35㎜
・材質：ポリエチレン
・日本製

T-532
シェルパック
アイアンティー 35カラー
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・サイズ：35㎜
・材質：ポリエチレン
・日本製

T-544
シェルパック クリヤーティー 
42/52 ミックスカラー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：42㎜、52㎜
・材質：ポリカーボネート
・日本製

全 長
42

全 長
52

全 長
75

ジューシー（500）

T-721
ライトドライブティー ロング
本体価格 ¥500（税込¥550）
・ソフト感覚、クリアーな飛び!!　
・サイズ：75㎜
・韓国製

全 長
70
全 長
40

T-28
ウッドティー リラックマ A
本体価格 ¥350（税込¥385） ▲
・内容：70㎜/10本、40㎜/5本入
・中国製

リラックマA（010）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

T-143
デザインティー
本体価格 ¥350（税込¥385） 
・40㎜と 70㎜のウッドティーセット
・中国製

全 長
70
全 長
40

B（020） C（030） D（040）
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T-756 
エボリューションティー 

（パフォーマンスティー）15P 
2-3/4''（69㎜）
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・サイズ：69㎜　
・15本入　
・米国製

T-757 
エボリューションティー 

（パフォーマンスティー）15P 
3-1/4''（83㎜）
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・サイズ：83㎜　
・15本入　
・米国製

56 57

T-319
ラッキークローバーティー
本体価格 ¥600（税込¥660）
・サイズ：ロング/69㎜　ショート/40㎜
・材質：ABS樹脂
・内容：ロング 4本、ショート4本
・日本製

NEW

T-193
ティーパック ウッドティー 55 ニス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：55㎜
・中国製

T-196
ティーパック ウッドティー 40 ニス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：40㎜
・中国製

全 長
40

全 長
55

T-51
金のウッドティー
本体価格 ¥250（税込¥275）
・サイズ：60㎜、82㎜
・米国製

T-52
銀のウッドティー
本体価格 ¥250（税込¥275）
・サイズ：60㎜、82㎜
・米国製

全 長
82

全 長
82

全 長
60

全 長
60

厳選した北米産樺（カバ）材を使った贅沢な材料とラメをふんだんに使って彩り良く仕上げたプレミアムウッドティーです

全 長
70

全 長
40

全 長
40

全 長
60
全 長
55

T-194
ティーパック ウッドティー 70 ニス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：70㎜
・中国製

T-197
ティーパック ウッドティー 55 ブラック 
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：55㎜
・米国製/中国製

T-200
ティーパック ウッドティー ミックス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・70㎜、60㎜、55㎜、40㎜の 4サイズセット
・米国製/中国製

T-199
ティーパック ウッドティー 60 カラー 
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：60㎜
・米国製/中国製

T-188
ティーパック ウッドティー 60 ニス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：60㎜
・中国製

T-191
ティーパック ウッドティー 55 カラー
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：55㎜
・米国製/中国製

T-198
ティーパック ウッドティー段付 75 ニス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜
・中国製

T-204
ティ－パック オネスティー ミックス
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：全長70㎜、段高40㎜・ショート：40㎜
・日本製

段 高
40

段 高
40

全 長
70全 長

60
全 長
60

全 長
55

全 長
55

T-98
ニューキングラバーティー 
バージョン 2 
本体価格 ¥600（税込¥660）
・サイズ：ロング 73㎜　段高40㎜
　　　　   ショート40.5㎜　段高7.5㎜
・パッケージサイズ：幅130×縦100×厚さ33㎜
・日本製

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
本体価格 ¥600（税込¥660）
・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
・サイズ：40.5㎜、段高7.5㎜
・パッケージサイズ：幅130×縦100×厚さ33㎜
・日本製

段 高
40

レッド（010） ブルー（030） グリーン（060）

全 長
40.5

全 長
40.5 T-93

スペシャル 
マジックティー ロング
本体価格 ¥300（税込¥330）
・衝撃性重視のブルー、柔軟性重視のレッド
・サイズ：65㎜、段高37㎜　
・材質：特殊配合PP　
・日本製

ブルー（030）レッド（010）

段 高
37

T-711
ブラッシュティー XL
価格 オープンプライス
・サイズ：全長80、段高46㎜
・中国製
・L880

T-712
ブラッシュティー トライアル
価格 オープンプライス
・各サイズ 1本入りのお試しパック
・中国製
・L880

T-710
ブラッシュティー L
価格 オープンプライス
・サイズ：全長62、段高34㎜
・中国製
・L780 L（007）

T-710
ブラッシュティー M
価格 オープンプライス
・サイズ：全長57、段高28㎜
・中国製
・L780 M（005）

段 高
46

段 高
34

段 高
28

全 長
83

T-748 
エボリューションティー 

（パフォーマンスティー）30P 
1-1/2''（38㎜）
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・サイズ：38㎜　
・30本入　
・米国製

全 長
38

T-384
テフティー 70㎜
本体価格 ¥500（税込¥550）
・2011年マスターズでTOP7名中、3名が使用

したティー
・材質：テフロン、PC
・8本入　
・中国製

全 長
70

パステル（650） メタリック（670）

全 長
40

全 長
69

全 長
69
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T-236
プットティー ショート
本体価格 ¥750（税込¥825）
・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
・日本製

T-239
プットティー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・ティーグラウンドに置くだけの簡単ティーアップ
・日本製

T-239
プットティー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・ティーグラウンドに置くだけの簡単ティーアップ
・日本製

T-239
プットティー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・ティーグラウンドに置くだけの簡単ティーアップ
・日本製

T-239
プットティー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・ティーグラウンドに置くだけの簡単ティーアップ
・日本製

ピンク S/31㎜〜 33㎜（103）ブルー M/35㎜〜 37㎜（035）イエロー L/39㎜〜 41㎜（047）オレンジ LL/43㎜〜 45㎜（098）

全 長
43

全 長
39

全 長
35

全 長
31

T-753
オフセットティー ミドル
本体価格 ¥500（税込¥550）
・15本入　
・台湾製

T-754
オフセットティー ロング
本体価格 ¥500（税込¥550）
・15本入　
・台湾製

全 長
89

全 長
76

ゴルフ規則ゴルフ規則ゴルフ規則ゴルフ規則

ゴルフ規則

ゴルフ規則

T-241
プットティー ショート mini
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・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
・グリーンでボールマークとして使用可能
・ゴルフルールに適合
・サイズ：SHORT 6㎜、MEDIUM 9㎜
・パッケージサイズ：幅100×高さ125×厚さ10㎜
・日本製

NEW

フラワーティ 
ブリスターパック
本体価格 ¥900

（税込¥990）
T-501

・サイズ：83㎜
・花びら：中国製
   軸部：日本製 サクラ（560）コスモス B（550）ガーベラ（530）

全 長
83

カーネーション B（590）

全 長
20

T-502
リードティー ブリスターパック
本体価格 ¥900（税込¥990）
・サイズ： 83㎜
・日本製

全 長
83

T-90
練習場名人
本体価格 ¥200（税込¥220）
・練習場の気分でリラックス
・サイズ： 64㎜、段高27㎜　
・日本製

段 高
27

T-726
パフォーマンスティー
 2 -3/4（69㎜）
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・サイズ：69㎜
・米国製

全 長
83

T-727
パフォーマンスティー 
3-1/4（83㎜）
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・サイズ：83㎜
・米国製

ブルー（030） グリーン（060） オレンジ（090）レッド（010）

グリーン（060） オレンジ（090）ブルー（030）レッド（010）

全 長
69

T-759
ザーマ フライティー 
 69㎜ 30P
本体価格 ¥700（税込¥770） 
・サイズ：69㎜　
・内容量：30本入
・中国製

レッド（010）

オレンジ（090） ネオンブルー（570） ナチュラル（690）

ホワイト（020） イエロー（040）

ネオンピンク（580） ライムグリーン（860）

ミックス（300）

全 長
69

T-175
テトラティー
本体価格¥800（税込¥880)※数量100個 
・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
・日本製

（1個につき 本体価格 ¥8）
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全 長
83

全 長
83

T-713
マイハイトティー 
ロング
本体価格 ¥900（税込¥990） 
・1㎝単位の目盛付き
・サイズ：83㎜　
・25本入　
・中国製

T-714
マイハイトティー 
レギュラー
本体価格 ¥900（税込¥990） 
・1㎝単位の目盛付き
・サイズ：69㎜ 
・30本入 
・中国製

10㎜
19㎜

3.7
6.3

15㎜

3.7
6.3

10㎜

T-758
ザーマ フライティー 
44㎜ 20P
本体価格 ¥400（税込¥440） 
・サイズ：44㎜　
・20本入
・中国製

T-760
ザーマ フライティー 
83㎜ 25P
本体価格 ¥700（税込¥770） 
・サイズ：83㎜　
・25本入
・中国製

T-477
Tokumori 
PE プラティー 45
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：45㎜　
・16本入　
・中国製　

T-470
Tokumori 
ウッドティー 40
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：40㎜　
・22本入　
・中国製　

T-478
Tokumori 
PE プラティー 75
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：75㎜　
・14本入　
・中国製　

T-472
Tokumori 
ウッドティー 70
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：70㎜　
・16本入　
・中国製　

T-479
Tokumori PE 
プラティー段付75
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜　
・10本入
・中国製　

T-473
Tokumori 
ウッドティー段付75
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜　
・12本入
・中国製　

段 高
40

段 高
40

全 長
75

全 長
45

全 長
70

全 長
40

全 長
69

全 長
44

T-764
ティー用紐5m
本体価格 ¥200（税込¥220）
※パワーコイルティー LX、他用
・日本製

C-182
シリコンティーホルダー
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・サイズ：縦45×横38（シリコン部含む）×厚さ30㎜
・重量：約10g（付属のティーは含まず）
・材質：本体/シリコン樹脂、ポリカーボネート樹脂、

マグネット
・付属のティー /天然木
・韓国製

装着のティーは
イメージです

ホワイト（020） オレンジ（090） 

T-222
ウッドティー 35 アイアン
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：35㎜　
・カラー：ニス塗
・中国製

T-54
ウッドティー 40 ネオン
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：40㎜
・中国製

T-22
アイアンティー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：35㎜
・材質：ポリエチレン　
・日本製

T-27
ナイロンティー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：40㎜
・材質：ナイロン　
・日本製

T-211
ウッドティー 70 カラー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：70㎜　
・米国製/中国製

T-179
スーパーロングティー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：82㎜　
・材質：ABS樹脂＋木粉
・日本製

T-33
ウッドティー 40 ニス塗
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：40㎜　
・カラー：ニス塗
・中国製

T-120
ウッドティー 55 ニス塗
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：55㎜　
・カラー：ニス塗
・中国製

T-11
ウッドティー 70 ニス塗
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：70㎜　
・中国製

T-217
ウッドティー 60 カラー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：60㎜　
・米国製/中国製

T-247
ウッドティー 60 ニス塗
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：60㎜　
・カラー：ニス塗
・中国製

T-10
ウッドティー 55 カラー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：55㎜　
・カラー：色込
・米国製/中国製

T-248
ウッドティー 82 ニス塗
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：82㎜　
・米国製/中国製

T-218
ウッドティー 82 カラー
本体価格 ¥100（税込¥110）
・サイズ：82㎜　
・米国製/中国製

全 長
82

全 長
82

全 長
82

全 長
70

全 長
70

全 長
40

全 長
40

全 長
40

全 長
60

全 長
60

全 長
55

全 長
55

全 長
35

全 長
35

T-178
ウッドティー段つき 75
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：全長75㎜、段高40㎜　
・カラー：ニス塗
・中国製

段 高
40
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T-36
グルーヴブラシ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：本体全長42㎜、マークφ24
・中国製

ピンク（100） アンティークブラス（360） アンティークニッケル（370） ガンメタ（380）

ホワイト（020） ブルー（030） グリーン（060） ブラック（080）

オレンジ（090） ガンメタ（380） ライトブルー（400） 蛍光ピンク（650） 蛍光イエロー（660）

X-649
ハットクリップ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・ピッチフィックスオリジナルマーカー付き
・材質：ホルダー /スチール、ABS樹脂、マグ

ネット　マーカー /スチール、エポキシ樹脂 他
・マーカーサイズ：φ25.0
・中国製

レッド（010）

水色（400）

緑（060）青（030）

X-652 
デュアルマーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） 
・サイズ：マーカー：大/φ42、小/φ29
・中国製

マスクマン × スマイル（180） スカル × スコーピオン（780） スマイル ×クロスクラブ（870）

表表 表 裏裏 裏

詳細はP.150をご覧ください

42㎜29㎜

X-781
スライド・ナビマーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）●
・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
・サイズ：約63×32×5㎜
・台湾製

X-782
ライン・ナビマーカー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ●
・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
・サイズ：約30×28×2㎜
・中国製

赤（010）

赤（010） 紺（050）

紺（050）

緑（060）

緑（060）

黒（080）

黒（080）

X-657
琉球マーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・沖縄をイメージした鮮やかな色彩がグリーンい映えるグリーン

マーカー
・沖縄のガラス工房で一点一点手作業で制作したマーカーです
・収納ケースはパターカバーホルダーにもお使いいただけます
・サイズ：マーカー /約φ35 〜 45×（厚さ）5㎜
　ケース/φ55×20㎜（付属除く）
・材質：マーカー /ソーダ石灰ガラス（琉球ガラス）
　ケース/ナイロン、クロロプレンゴム、他
・日本製

NEW

紫（190）

沖縄のガラス工房で一点一点手作業で
沖縄をイメージした鮮やかな色彩がグリーンに映えるグリーンマーカー

Z-600
ギフトケース デュアルマーカー用
本体価格 ¥250（税込¥275） 
・深遠な高級黒色紙製
・サイズ：93×66×18㎜
・日本製

Z-600
ギフトケース グルーヴブラシ用
本体価格 ¥250（税込¥275） 
・深遠な高級黒色紙製
・サイズ：93×66×18㎜
・日本製

デュアルマーカー用（020）

グルーヴブラシ用（030）

詳細はP.150をご覧ください
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ベルトループマーカー
リラックマ
本体価格 ¥600（税込¥660） ▲ 
X-822

・サイズ：φ32
・日本製

リラックマ（650） コリラックマ（660） キイロイトリ（400）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

X-654 
ポケットクリップ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） 
・ポケットや帽子にマグネットで付けられる

マーカー用クリップ・マーカーはT-226、
T-230、T-231がご使用になれます

・サイズ：100×23㎜
・材質：合成皮革、マグネット
・中国製
※マーカーは写真と異なる場合があります

アーガイル PK（040） ブラウン（070） ピンク（100） パープル（190）

T-49
グリップインマーカー
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：φ18
・材質： 亜鉛ダイキャスト　プレート/真鍮
・日本製

白（020） 黄（040）青（030）赤（010） 黒（080）

X-809
ベルトループ マーカー
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・ベルトループに取り付けるタイプのマー

カー
・サイズ：φ32
・日本製

MX スカルブルー（030） MX スカルピンク（100） 肉球（490） UK フラッグ（510） US フラッグ（660）

ハート（690） スマイル（880）

X-801
ワンピースマーカー
本体価格 ¥800（税込¥880） ▲
・クリップは付属しません
・中国製

マーカーのみ

台座のみ

X-798
クリップマーカー ルフィ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲
・中国製

X-802
ワンピースクリップ
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） ▲
・中国製

X-795
チョッパー クリップマーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲
・中国製

ゾロ（020） サンジ（030） チョッパー（010）

エース（040） 白ヒゲ（050） シャンクス（060） ハンコック（070） ロー（080）

黒ヒゲ（090）
©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・

東映アニメーション

ワンピース コインマーカー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） ▲
X-834

・クリップは付属しません
・サイズ：Φ33㎜
・パッケージサイズ：62×97㎜
・材質：亜鉛合金、磁石
・中国製

ルフィ（010） チョッパー（020） エース（030） サボ（040） ロー（050）

シャンクス（060）

Price 
Up
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X-818
クリップマーカー くまモン
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・中国製

©2010kumamoto pref. kumamon ＃ 12835

X-750
スヌーピー 
クリップ &マーカー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・中国製

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）

X-797
ボールマーカー  
スヌーピー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・中国製

PEANUTS© United Feature Syndicate, Inc

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）

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

X-826
BM フライングエース DH
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・サイズ：マーカー /直径28㎜　台座/横28×縦

30㎜
・材質：スチール
・中国製

X-827
BM スヌーピーキャディバッグ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・サイズ：マーカー /直径28㎜　台座/横45×縦

28㎜
・材質：スチール
・中国製

X-828
BM ジョークールゴルフ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・サイズ：マーカー /横30×縦30㎜　台座/横

45×縦28㎜
・材質：スチール
・中国製

X-778
BM ウッドストックゴルフ 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・中国製

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

ウッドストックゴルフ（850）

X-829
BM スヌーピーゴルフ ダイカット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・マグネット内蔵
・台座はついておりません
・サイズ：幅30×縦35×厚さ7㎜
・材質：PVC
・中国製

X-830
BM ジョークールダイカット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・マグネット内蔵
・台座はついておりません
・サイズ：幅30×縦36×厚さ7㎜
・材質：PVC
・中国製

X-835
BM ウッドストック ゴルフダイカット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） 
・ウッドストックのボールマーカー
・サイズ：横38×36㎜
・パッケージサイズ：横75×縦85㎜
・材質：PVC
・中国製

X-731
ラインストーン リラックマ 
クリップ&マーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・中国製

X-796
ボールマーカー ピンクパンサー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・中国製

ドットハート（240）

X-824
天才バカボン クリップマーカー 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：φ30
・中国製

ホワイト（020） イエロー（040）

X-760
アーノルドパーマー  
クリップマーカー
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540） ▲
・サイズ：マーカーφ30
・材質：スチール、マグネット
・重量：マーカー 10g、クリップ10g
・中国製

APBM-205（010）

X-739
BM・雷神
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：マーカー /Φ30 　台座/幅40×縦29㎜
・パッケージサイズ：幅70×縦80×厚さ13㎜
・材質：スチール
・中国製

X-738
BM・風神
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：マーカー /Φ30　台座/幅40×縦29㎜
・パッケージサイズ：幅70×縦80×厚さ13㎜
・材質：スチール
・中国製

パープル（190）ピンク（100）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

X-730
リラックマゴルフ  
キャップクリップマーカー
本体価格 ¥1,900（税込¥2,090） ▲
・リラックマとコリラックマがゴルフをしているキュート

なデザイン
・台座とマーカーのセット、マグネット付き
・サイズ：マーカー /Φ30㎜　台座/幅40㎜×高さ30㎜
・パッケージサイズ：幅60×高さ100×厚さ10㎜
・材質：スチール、マグネット
・中国製

オレンジ（090）

APBM-206（020） APBM-207（030）

リラックマ（640） コリラックマ（650）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ボールマーカー将棋 
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） 　 
X-823

・サイズ：マーカー 30×25×2.5㎜　台座30×30㎜
・材質：スチール
・重量：32g
・中国製 金将（010）

X-734
USステート 
クオーターマーカー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・現在アメリカ合衆国で流通するステートクオータ

ーの 25セント硬貨のデザインのボールマーカー
・ランダム封入の為、州のデザインは選べません
・サイズ：直径：37×厚さ2㎜
・材質：本体/真鍮、銅、白銅　ケース/プラスチック、

スポンジ
・製品重量：15g
・日本製
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X-724
LOVIS ボールマーカー 1300
本体価格 ¥1,300（税込¥1,430）
・日本製

ラインストーン PU（620）

ラインストーン PK（580） ラインストーン CL（590） ラインストーン BL（600）

ラインストーン BK（610）

ウッドクローバー MP（520）

トータルセット
ジュエリーボールマーカー（クリップ付き）什器形状：
W300×H440㎜
4段×5列・フック 20個、POP付き

（20色×各３個）をご注文の
お客様に専用什器を
お付け致します

ウッドバーディー BR（480） ウッドバーディー MP（490） ウッドクローバー BR（500）

ウッドクローバー CA（510）

X-648
マルチマーカーチップ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・ライト オリジナルマーカー付き
・本体サイズ：44×44×厚さ5㎜　マーカ

ー /φ25.0
・材質：本体/ABS+ラバー、合金、マグネ

ット　マーカー /スチール、エポキシ樹
脂 他

・中国製
ブルー（030）

イエロー（040） グリーン（060） ブラック（080） オレンジ（090）ガンメタ（380）

レッド（010） ホワイト（020）

X-771
天才バカボン  
カジノチップマーカー 
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） ●
・内容量：2枚入　
・中国製

裏 裏 裏

X-766
ゴルフチップマーカー  
ピンクパンサー
本体価格 ¥600（税込¥660） ● 
・サイズ：φ40
・中国製

ピンクパンサー（610）

表 表 表

ポーカーチップ、チップマーカーには、スチール製の鉄板が入っているので磁石付のクリップや磁石付のマーカーが付きます

X-768
ポーカーチップ
本体価格 ¥400（税込¥440） 
・サイズ：φ40
・中国製

MX スカルブルー（640） NEW スマイル（660）

千鳥（670） 富士山（680） ハート（690）

ラブ＆ピース（020） ワンパットブルー（060） ネクストパット（100）

クローバー（570）

スカル（780）

スマイル（880）

MX スカルピンク（600）

表

裏
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X-765
ゴルフチップマーカー スヌーピー
本体価格 ¥600（税込¥660） ● 
・サイズ：φ40
・中国製

スヌーピーパッティング（790）

チャーリー・ブラウン（800） ルーシー（810） スヌーピードクター（820） スヌーピー弁護士（830）

X-656
ゴルフチップマーカー リラックマ
本体価格 ¥600（税込¥660） ▲
・サイズ：φ40、厚さ約3㎜
・パッケージサイズ：70㎜×132㎜
・中国製

NEW

リラックマ（640） コリラックマ（650）

T-288
1本グリーンフォーク 
本体価格 ¥360（税込¥396）
・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
・サイズ： 全長96㎜
・材質： 本体/ステンレス（SUS 430）
　チェーン/鉄にニッケルメッキ
・日本製
・名入れ範囲：縦7×横35㎜
・名入れ場所：本体表面
・名入れ方法：彫刻

T-289
1本グリーンフォーク  
ゴールド 
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ： 全長96㎜
・材質： 本体/ステンレス（SUS 430）に

金メッキ（24K GP）
　チェーン/真ちゅうにキリンス（酸洗処理）
・日本製
・名入れ範囲：縦7×横35㎜
・名入れ場所：本体表面
・名入れ方法：彫刻

T-277
キャディーフォーク
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・使いやすい!キャデイーさんが使うグリーン

フォーク
・サイズ：幅19×長さ118×厚さ2（5.3）㎜
・材質：フォーク/ステンレスハガネ銅 
   チェーン/鉄ニッケルメッキ
・重量：23g
・日本製

名入れ 名入れ

T-292
リール付
グリーンフォーク
本体価格 ¥800（税込¥880）
・中国製
・名入れ範囲：φ18（リール部分）

スマイル（010） 迷彩スカル（020） 肉球（030） golfit（040）

名入れ

T-134
サービスグリーン 
フォーク（無地）
本体価格 ¥14（税込¥15）
・注文単位：100個
・サイズ：74㎜
・材質：本体/ポリスチレン
・日本製

T-134
サービスグリーン 
フォーク（無地）
本体価格 ¥14（税込¥15）

T-135
サービスグリーン 
フォーク（プリント入）
本体価格 ¥16（税込¥17）
・注文単位：100個
・3,000個以上版代サービス

Z-96
版代
本体価格 ¥10,000（税込¥11,000）
・パッドプリント用樹脂版

ブラシフォーク
本体価格 ¥300（税込¥330）
T-119

・ボールチェーン付
・サイズ：長さ約77×幅29㎜（ブラシ部含む）
・重量：約9g
・材質：ボディ/ABS　ブラシ/ナイロン　チェーン/真鍮
・日本製
・名入れ範囲：縦10㎜×横20㎜
・名入れ場所：本体裏面

赤（010） 黒（080）

T-290
チタングリーンフォーク 
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） 
・サイズ：長さ約80㎜/幅：約18.5㎜
・重量：約7g（チェーンは含まず）
・材質：本体/チタンに陽極酸化（アルマイト）   
   チェーン/鉄にクロームメッキ
・日本製

グリーン（060） ゴールド（160）ブルー（030）パープル（190）

白（020）

青（030） 白（020） 青（030）

T-291
ディボットスピナー
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・サイズ：20×75×15㎜
・材質：アルミニウム合金
・中国製

ブラック（080） ゴールド（160）ブルー（030）

名入れ

名入れ

25㎜以内

8㎜
以

内

印刷範囲＝25㎜×8㎜以内

オリジナルプリント承ります

©2016 Peanuts Worldwide LLC©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
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T-269、T-270、T-272製品に付属のマーカ
ーサイズはφ25.0です
T-269、T-270、T-272にT-226「ピッチフィ
ックス用マーカー」T-230「ピッチフィックス用
マーカーリラックマ」T-245 「ピッチフィックス
用マーカーラインストーン 23.5㎜」は装着でき
ますが、マーカーサイズが小さいためフィットし
ません。

マーカー付き

T-269
ピッチフィックス  ハイブリッド2.0
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・ピッチフィックスオリジナルマーカー付き
・サイズ：長さ74（フォーク伸び長/114）×幅31×厚さ15㎜
・パッケージサイズ：70×170×17㎜
・材質：本体/ABS樹脂+ラバー、アルミニウム、ステンレス、マグネット　

マーカー /スチール、エポキシ樹脂　他
・重量：約36g（マーカー含む）
・マーカーサイズ：φ25.0
・中国製

パープル（190）

ホワイト× レッド（210） ホワイト×ブルー（230） ホワイト× グリーン（260） ライトブルー（400）

蛍光ピンク（650） 蛍光イエロー（660）

ライトグリーン（600）

ガンメタ × レッド（840） ガンメタ ×ブルー（850） ガンメタ × グリーン（860）

レッド（010） ブルー（030）

イエロー（040） グリーン（060） ブラック（080） オレンジ（090）

T-270
ピッチフィックス フュージョン 2.5
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）
・ピッチフィックスオリジナルマーカー付き
・サイズ：長さ74（フォーク伸び長/114）×幅31×

厚さ15（15.5/ボタン含む）㎜
・パッケージサイズ：70×170×17㎜
・重量：約33g（マーカー含む）
・マーカーサイズ：φ25.0
・中国製

蛍光ピンク（650） 蛍光イエロー（660）

ホワイト×ブルー（230） モスグリーン（390）

ブラック（080）

パープル（200）

レッド（010）

マーカー付き

オレンジ（090） ホワイト× レッド（210）

ライトブルー（400） ガンメタ × レッド（840） ガンメタ ×ブルー（850）

イエロー（040） グリーン（060）

T-272
ピッチフィックス  
オリジナル 2.0
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・ピッチフィックスオリジナルマーカー付き
・サイズ：長さ74（フォーク伸び長/114）×

幅31×厚さ14.5㎜
・パッケージサイズ：70×170×17㎜
・重量：約30g（マーカー含む）
・マーカーサイズ：φ25.0
・中国製

レッド（010） ホワイト（020） ブルー（030） ブラック（080）

マーカー付き

※フォーク部分のカラー、形状が異なる
場合がございます
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T-231
ピッチフィックス用マーカー 25㎜ 
本体価格 ¥300（税込¥330） 
・サイズ：φ25.0　
・材質：土台/スチール
・日本製
・L300
※マーカーにマグネットは付いておりません
※T-281、T-282にはご使用頂けません

ピヨ（280）アーガイル GR（050）

クローバー（570）

ハート（550）マスクマンＷＨ（430） 肉球（480）

MX スカルブルー（640）

メイサイスカル（630）福（580）

NEW スマイル（660）

スマイル G Ｄ（440）

パンダ（560） MX スカルピンク（600）

US フラッグ（650） 富士山（680）

UK フラッグ（500）

千鳥（670）

ブー（270）
・サイズ：297×210㎜
・40㎜フック 20個、吊り下げ

紐付
※ボードは 2枚接合可能（サイ

ズ：297×350㎜）

ピッチフィックス	本体適応表
◯ T-269 ピッチフィックス		ハイブリッド 2.0
◯ T-270 ピッチフィックス	フュージョン 2.5
◯ T-272 ピッチフィックス	オリジナル 2.0
× T-282 ピッチフィックス	ハイブリッド
× T-281 ピッチフィックス	クラシック

ピッチフィックス	本体適応表
◯ T-269 ピッチフィックス		ハイブリッド 2.0
◯ T-270 ピッチフィックス	フュージョン 2.5
◯ T-272 ピッチフィックス	オリジナル 2.0
× T-282 ピッチフィックス	ハイブリッド
× T-281 ピッチフィックス	クラシック

T-281
ピッチフィックス  
クラシックフォーク バラ
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・サイズ：長さ70（フォーク伸び長/114）×

幅29×9（12/ボタン含む）㎜
・パッケージサイズ：70×170×17㎜
・材質：アルミ、スチール、マグネット
・重量：約42g
・中国製
※フォーク単体の販売となります
※マーカーは付属しません 23.5㎜サイズの

マーカーが装着可能です。

ピッチフィックス 
ハイブリッドフォーク バラ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
T-282

・軽量アルミとABS 樹脂素材の 2カラー
・サイズ：長さ 71（フォーク伸び長/114）×

幅30×厚さ12.0㎜
・パッケージサイズ：70×170×17㎜
・材質：ステンレス、アルミ、ABS 樹脂、 マグネット
・重量：約34g
・中国製
※フォーク単体の販売となります
※マーカーは付属しません 23.5㎜サイズのマ

ーカーが装着可能です

ウエッジやパター等の
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

ボタン

11
3㎜

厚さ
12㎜

70
㎜

22.3㎜

29㎜29㎜
名入れ範囲： 縦15×横40㎜
名入れ場所： 本体裏面

T-281・T-282にマーカーは付属しません、T-226、T-230、T-245
ピッチフィックス用マーカーから別途お求めください

イエロー ×ブルー（430）

名入れ

レッド （010）

オレンジ （090）ブラック （080） シルバー （120） ダークブルー （350）

グリーン （060）

T-221
ピッチフィックス用
マーカー リラックマ 25.0㎜
本体価格 ¥300（税込¥330） ▲
・サイズ：φ25
・パッケージサイズ：40㎜×50㎜

NEW

リラックマ（650） コリラックマ（660） キイロイトリ（390） リラックマゴルフ（670）

コリラックマゴルフ（680）

ガンメタ	（380）

※装着イメージ

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
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T-226
ピッチフィックス用 マーカー 
23.5㎜
本体価格 ¥300（税込¥330） 
・サイズ：φ23.5
・材質：土台/スチール
・日本製
※マーカーにマグネットは付いておりません
※T-269、T-270、T-271、T-272には

ご使用頂けません

ピッチフィックス	本体適応表
× T-269 ピッチフィックス		ハイブリッド 2.0
× T-270 ピッチフィックス	フュージョン 2.5
× T-272 ピッチフィックス	オリジナル 2.0
◯ T-282 ピッチフィックス	ハイブリッド
◯ T-281 ピッチフィックス	クラシック

ピッチフィックス	本体適応表
× T-269 ピッチフィックス		ハイブリッド 2.0
× T-270 ピッチフィックス	フュージョン 2.5
× T-272 ピッチフィックス	オリジナル 2.0
◯ T-282 ピッチフィックス	ハイブリッド
◯ T-281 ピッチフィックス	クラシック

ピッチフィックス	本体適応表
× T-269 ピッチフィックス		ハイブリッド 2.0
× T-270 ピッチフィックス	フュージョン 2.5
× T-272 ピッチフィックス	オリジナル 2.0
◯ T-282 ピッチフィックス	ハイブリッド
◯ T-281 ピッチフィックス	クラシック

ピヨ（280）アーガイル GR（050）

クローバー（570）

ハート（550）マスクマンＷＨ（430） 肉球（480）

MX スカルブルー（640）

メイサイスカル（630）福（580）

NEW スマイル（660）

スマイル G Ｄ（440）

パンダ（560） MX スカルピンク（600）

US フラッグ（650） 富士山（680）

UK フラッグ（500）

千鳥（670）

ブー（270）
・サイズ：297×210㎜
・40㎜フック 20個、吊り下げ

紐付
※ボードは 2枚接合可能（サイ

ズ：297×350㎜）

50 個より特注デザイン（オリジナルプリント）承ります

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 ホールインワンイラスト

ホールインワン記念（名入例）

写真もOK

企業のロゴ

印刷範囲＝
直径23.5㎜/25㎜

※印刷する文字内容（名前、日付等）や色が
違う場合は別デザインの扱いとなります

※マーカーのみのご注文は
承れません。

　ピッチフィックス本体と併
せてご注文ください

※デザイン代、データ制作代
別途

・サイズ：φ23.5、φ25.0
・材質：土台/スチール

Z-600
ギフトケース
本体価格 ¥250（税込¥275） 

詳細はP.150をご覧ください

詳細はP.150をご覧ください

ピッチフィックス用（010）

Z-607
フィルムボックス
価格 オープンプライス 
・サイズ：68×68×20㎜
・中国製
・L200

NEW

ブラック（080）

T-245
ピッチフィックス用マーカー
ラインストーン 23.5㎜ 
本体価格 ¥800（税込¥880）　 
・サイズ：φ23.5　
・材質：土台/スチール
・日本製
※マーカーにマグネットは付いておりません
※T-269、T-270、T-271、T-272に は

ご使用頂けません

ブルー（030） オレンジ（090） ピンク（100） クリヤー（170）

名入れ

T-230
ピッチフィックス用マーカー 
リラックマ 23.5㎜
本体価格 ¥250（税込¥275） ▲ 
・サイズ：φ23.5
・日本製
※マーカーにマグネットは付いておりません
※T-269、T-270、T-271、T-272に は

ご使用頂けません

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

リラックマ（650） コリラックマ（660） キイロイトリ（390）

※装着イメージ
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G-917
クールショットプロ  
スタビライズド
価格 オープンプライス
・赤い表示で見やすい、小さい、速い！高低差対応

の進化したSTABILIZED（手ブレ補正）機能搭
載モデル

・傾斜計機能を使用していないことをお知らせする
「直線モードサイン」直線距離モードで測定して
いる際に、緑色のLED点滅サインでお知らせし
ます。傾斜計機能を使用していないことが外観
から分かります。

※競技で使用する際には、事前に各大会のローカ
ルルールをご確認ください。

・手振れ補正機能搭載、ブレずに狙えて、すぐにと
らえる

・ニコンゴルフ用レーザー距離計で最速、約0.3 
秒の高速測定

・測定範囲：8 〜 1,200yd.
・サイズ：幅42×高さ74×長さ96㎜
・重量：約170g（電池除く）
・付属品：ケース、ストラップ、CR2 リチウム電池×1本
・中国製
・ L45000

78 79

G-902 クールショット用ケース、G-900 クールショット用電池蓋は巻末の索引 P.170 をご覧ください

G-801
クールショット 20 GⅡ
価格 オープンプライス
・小型・軽量でプレー中にも携帯しやすい直線距

離専用モデル
・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距

離優先アルゴリズム」
・「連続測定」と「単発測定」の 2 種類の測定機能

を搭載
・測定範囲：6 〜 800yd.
・サイズ：91×73×37㎜
・重量：約130g（電池除く）
・付属品：ケース、ストラップ、CR2 リチウム電池×

1本
・ミャンマー製
・ L18500

迷彩緑（160）

C-181
距離計ケース
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・ウェットスーツに使用されるネオプレン素材を使用

しており、内側は起毛しており、大切な距離計を
傷付きにくく守ってくれます。ファスナーで口を閉
じることができますが、使用中は開けたままでも
落下の心配も軽減される形状になっています。距
離計を入れる用途以外にも、小物を入れてカラビ
ナでキャディーバッグやベルトループで、キャディ
ーバッグやベルトなどに取り付けてアクセサリー
バッグとしてもご使用になれます。 

・サイズ：115×80×40マチ㎜
・材質：ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、他

カラビナ/アルミニウム
・台湾製
※カラーバリエーションは全5色、P.48をご覧くだ

さい。 

スタビライズドから 20 GllまでOK

G-634
クールショット 40i GⅡ
価格 オープンプライス 
・高低差を加味した打つべき距離の目安が分かる
・生活防水構造・最大測定可能距離1600yd
・サイズ：96×74×41㎜
・パッケージサイズ：幅165㎜×縦120×厚さ85㎜
・重量：約170g
・中国製
・L33000

NEW

G-771
ショットナビW1-FW
本体価格 ¥17,000（税込¥18,700）  
・腕時計型GPSゴルフナビ
・世界初!フェアウェイナビ機能搭載!
・重量：75g
・中国製

ホワイト（020） ブラック（080）

ホワイト（020） ネイビー（050） ブラック（080）

2グリーン対応
オートスタート

海外コース対応
飛距離計測

クイックスタート グリーンビュー
活動量計測
スマホ連携

活動量計測
海外対応

みちびきから送信される、サブメータ級測位補強情報（L1S信号：電離圏遅延や
軌道、クロック等の誤差の軽減に活用できる情報）に対応し、従来品と比べより
高精度に測定することが可能です

電源入れて距離を知りたい時にボタンを押すだけ！のシンプル操作。1プッシュで 2グリーン両方の距離を案内し
てくれるのでグリーンの切り替えも不要、バックエッジ、センター、フロントエッジの距離も案内します

ショットナビ初の高低差情報に対応。高
低差に加え残距離と高低差の大きさに応
じた目安の距離も表示

準頂点衛星「みちびきL1S」対応

超軽量・シンプル＆コンパクト、ボイス型ゴルフナビ

高低差情報

G-694
ショットナビ V2
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） 
・サイズ：幅37×縦37×厚さ9.8㎜
・重量：21g
・日本製

G-696
ショットナビ HuG-FW
本体価格 ¥20,000（税込¥22,000） 
・サイズ：38×42.3×厚さ13.1㎜（ベルト除く）
・重量：55g
・日本製

Price 
Down

G-629
ショットナビ W1 Evolve
本体価格 ¥29,800（税込¥32,780）  
・連続使用時間、GPS使用時最大12時間（時計モ

ード最大30日）
・水平距離、目安距離、高低差、推奨番手
・高精度、準天頂衛星「みちびきL1S」対応
・サイズ：Φ47.5㎜×16.2㎜
・重量：74g
・日本製

NEW

G-684
ショットナビNEO2 HP
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） ★
・目安距離、高低差、推奨番手、競技モード
・高精度、準天頂衛星「みちびきL1S」対応
・使いやすいハンディタイプ
・サイズ：49×80×18㎜
・重量：62g
・日本製

NEW

NEW

G-658
ショットナビ HuG Beyond
本体価格 ¥24,000（税込¥26,400）  
・水平距離、目安距離、高低差、推奨番手
・高精度、準天頂衛星「みちびきL1S」対応
・連続使用時間、GPS使用時最大8時間（時計モー

ド最大30日）
・サイズ：85×42.3×13.1㎜（ベルト除く）
・重量：56g
・日本製

ブラック（080）

ホワイト（020） ブラック（080）

ホワイト（020） ブラック（080）

準天頂衛星
「みちびきL1S」対応

「LOCKED ON」機能を搭載
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ホワイト（020） ブラック（080） パステルブルー（360） パステルピンク（370）

G-41
ゴルフカウンターミニ
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・1 〜 0エンドレス方式
・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
・サイズ（約）：22×32.5（カウントボタン含）×11㎜
・材質：ケース/ABS　ダイヤル/PS　ボタン/POM
・重量：2.2g
・日本製
・名入れ範囲：縦27×横23㎜
・名入れ場所：本体天地

G-45
ゴルフカウンターミニ  
リラックマ
本体価格 ¥700（税込¥770） ▲ 
・1 〜 0エンドレス方式
・サイズ（約）：22×32.5（カウントボタン含）×11㎜
・材質：ケース/ABS　ダイヤル/PS　ボタン/POM
・重量：2.2g

アーミー（640） US フラッグ（650） レオパード（660） フラワー（670）タータンチェック（630）

A（010） B（020）

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

G-393
ナイスキャッチャー
本体価格 ¥600（税込¥660）
・カップインのボールを立ったまま楽々キャッチ
・日本製

BK×YL（840）BK×PK（100） RD×BK（180）

名入れ

C-48
ボール収集器イージーアップ
本体価格 ¥7,000（税込¥7,700）
・上から押すだけで簡単にボールを収集できます
・約70個収容可能
・サイズ：740㎜
・日本製

C-56
ゴルフボールピッカー  
アプローチ 35
本体価格 ¥15,000（税込¥16,500）
・約35個まで収容可能です
・上から押すだけで簡単にボールを収集できます
・サイズ：最長時970㎜　収納時670㎜
・日本製

Z-671
ゴルフボールピッカー  
35頭部 ステンレス
本体価格 ¥11,000（税込¥12,100）
・材質：ステンレス
・日本製

Z-648
ボール収集器 
イージーアップ用
くちゴムセット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・内容：ゴム×2、板×2、ネジ×8　

G-397
パターフレンドⅡ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・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
・サイズ：φ24（36）×34（36）×40㎜
・材質：合成ゴム
・日本製

C-66
ボールピッカー C
本体価格 ¥3,500（税込¥3,850）
・ボールの上からかぶせて真上にひきあげるだけで

ボールを拾えます。
・サイズ：収納時/約1,080㎜
最長/約2,800㎜
・材質：ヘッド・シャフト/アルミ
・重量：約300g
・中国製

ゴルフ規則

C-59
パターフレンド3&
パターカバー
ホルダー
本体価格 ¥1,800

（税込¥1,980）
・ピンフラッグを挿したままでもス

トレス無くボールをさっと拾え
る

・芝を傷めずボールを拾うことが
できる

・パターカバーホルダー付き
・サイズ：幅44×高さ143×厚さ18㎜
・材質：本体/ポリカーボネート
   ホルダー /亜鉛、鉄、POM、PC、PES
・中国製

NEW

M-191
マイレーキ
本体価格 ¥3,500（税込¥3,850）
・使用時/1,120㎜×270㎜
・収納時/1,240㎜×85㎜
・材質：本体/ステンレス（SUS304）、アルミ

ニウム、PP    カバー /綿
・重量：290g
・日本製

NEW

C-48 補充部品用

C-69
ピッカー
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・三段式に伸ばせて、最もポピュラーなタイプ
・サイズ：最長時2,760㎜　収納時1,030㎜
・重量：180g
・日本製

レッド（010）

ホワイト（020） ブラック（080）

ブルー（030）ブラック（080） グレー（110）

収納袋付

握りやすいグリップ

ヘッド可動式

BK×WH（820）

NEW Color
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C-99
レインレッグⅡ
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950）
・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
・サイズ：24.5 〜 27.5㎝
・材質：  ネオプレーン
・日本製

G-662
スウェットパッド
本体価格 ¥200（税込¥220） ●
・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）

・サイズ：約240×35×厚さ2.5㎜
・材質：パルプ、PP、高吸収性樹脂、合成ゴム系粘着剤
・日本製

はくり紙

C-42
タオルキーパー
本体価格 ¥300（税込¥330）
・2個入
・材質：本体/ポリカーボネート　リング/鉄
・日本製

黒（080）

G-602
スウェットパッドB
本体価格 ¥200（税込¥220） ● 
・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）

・サイズ：約240×35×厚さ2.5㎜
・材質：パルプ、PP、高吸収性樹脂、合成ゴム系粘着剤
・日本製

粘着層

C-11
ゴルフバッグレインカバー
本体価格 ¥3,500（税込¥3,850）
・サイズ：全長1,255㎜ 最大幅680㎜（内寸）
・材質：PVC　
・重量：465g　
・タイ製

ブルー（030） グレー（110）

G-667
クールタオル
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・熱中症対策に!水に濡らすだけで何度でもヒンヤ

リ・ボトルのヘッド部分がフックになっているの
で、バックやベルトループなどに取り付けられて
便利!

・サイズ：約270×960㎜
・ボトルサイズ（パッケージ）：高さ160×直径65㎜
・材質：ポリエステル100%
・中国製

G-668
アイスバッグ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・ロックアイスもすっぽり入る大きな注水口（約

5cm）でとても便利・夏のラウンド以外にも急な発
熱やケガなどですぐ冷やしたい時に大活躍・夏の
熱帯夜の寝苦しい時は氷枕としてもご使用いただ
けます

・サイズ：直径 約210㎜、容量：約1.3L
・材質：ポリエステル、塩化ビニル樹脂、アルミニュウム、

ポリプロピレン、PVC
・中国製

X-318
防水スプレー 
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・フッ素系とシリコン系のハイブリッドタイプ
・超強力撥水・長時間効果
・衣類、スポーツウェア、レインウェア、シューズ、ア

ウトドア用品、ネクタイ、などの繊維製品・皮革製
品にスプレーするだけで、水、油をはじき、通気性
を保ちながら、ぬれ、しみ、汚れをガードします

・フッ素C8規制に対応したPFOA（パーフルオロオ
クタン酸）フリーで安全性の高いC6フッ素系樹脂
配合

・内容量： 220mL
・日本製

ブルー（030） ピンク（100） グレー（110） ブルー（030）

C-309
シルバー傘 60㎝
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 
・カバー付属　
・サイズ：親骨65㎝
・材質：グラスファイバー、ポリエステル
・重量：370g　
・中国製

C-310
シルバー傘 60㎝  
業務用 カバー無し
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 
・カバー付属しません
・中国製

C-79
ランドリーバッグ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） 
・ラウンドで使用したウェアを入れて帰宅後はその

まま洗濯機へ！
・サイズ：370×220×130㎜
・材質：ポリエステル
・中国製

NEW

B-9
フェイクヘアーバイザー
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ● 
・サイズ：フリー（48 〜 58㎝）
・材質：バイザー /コットン　ヘアー /アクリル、ポリエステル
・中国製

グレー × カモ（190）グレー ×ブラック（180） ブラウン × レッド（710）

ブラウン × ホワイト（720） ブラウン ×ブラック（780） ブラウン × カモ（790） ブロンド×ブラック（960）

X-312
コールドスプレー 480
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・スプレーするだけで瞬間冷却
・打撲・ねんざにも
・内容量：480mL
・日本製

X-311
コールドスプレー 220
本体価格 ¥800（税込¥880） ●
・スプレーするだけで瞬間冷却
・打撲・ねんざにも
・内容量：220mL
・日本製

G-677
キンカン 虫よけスプレー 

（パウダー入り）200mL
本体価格 ¥950（税込¥1,045）●
・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時間の効き目
・内容量： 200mL
・日本製

G-671
日やけ止め スポーツ  
サンスクリーンスプレー
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540） 
・ウォータープルーフタイプで、汗をかいても

効果が持続
・髪などにも使用出来るごわつかないタイプ
・オールシーズン使えるスポーツ専用
・SPF50+　PA値++++
・内容量：60g
・日本製

G-672
日やけ止め サンベアーズ 
ストロングクールプラス
本体価格 ¥700（税込¥770） 
・ウォータープルーフタイプで汗・水・

皮脂に強く長時間ガード
・微粒子パウダー配合でサラサラ使用感
・SPF50+ PA値++++
・内容量：30g
・タイ製

G-680
虫よけミストポケット
本体価格 ¥600（税込¥660） ● 
・さわやかなシトラスハーブの香り、サラサラ

パウダーインの虫よけスプレー
・内容量：25mL
・日本製

フッ素C8規制対応の
ハイブリッドタイプ
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B-164 マルチグローブ H2O 黒 /黒  
 黒 /黒 21cm左 011 ¥1,500 4903487516421
 黒 /黒 21cm右 012 ¥1,500 4903487516438
 黒 /黒 22cm左 021 ¥1,500 4903487516445
 黒 /黒 22cm右 022 ¥1,500 4903487516452
 黒 /黒 23cm左 031 ¥1,500 4903487516469
 黒 /黒 23cm右 032 ¥1,500 4903487516476
 黒 /黒 24cm左 041 ¥1,500 4903487516483
 黒 /黒 24cm右 042 ¥1,500 4903487516490
 黒 /黒 25cm左 051 ¥1,500 4903487516506
 黒 /黒 25cm右 052 ¥1,500 4903487516513
 黒 /黒 26cm左 061 ¥1,500 4903487516520
 黒 /黒 26cm右 062 ¥1,500 4903487516537

B-163 マルチグローブ H2O 白 /黒  
 白 /黒 /21cm 左 011 ¥1,500 4903487516308
 白 /黒 /21cm 右 012 ¥1,500 4903487516360
 白 /黒 /22cm 左 021 ¥1,500 4903487516315
 白 /黒 /22cm 右 022 ¥1,500 4903487516377
 白 /黒 /23cm 左 031 ¥1,500 4903487516322
 白 /黒 /23cm 右 032 ¥1,500 4903487516384
 白 /黒 /24cm 左 041 ¥1,500 4903487516339
 白 /黒 /24cm 右 042 ¥1,500 4903487516391
 白 /黒 /25cm 左 051 ¥1,500 4903487516346
 白 /黒 /25cm 右 052 ¥1,500 4903487516407
 白 /黒 /26cm 左 061 ¥1,500 4903487516353
 白 /黒 /26cm 右 062 ¥1,500 4903487516414

 黒 /黒 左 S 883 ¥1,500 4903487527038
 黒 /黒 左 M 885 ¥1,500 4903487527069
 黒 /黒 左 L 887 ¥1,500 4903487527090
 黒 /黒 右 S 884 ¥1,500 4903487527137
 黒 /黒 右 M 886 ¥1,500 4903487527168
 黒 /黒 右 L 888 ¥1,500 4903487527199
 黒 /黒 左 LL 889 ¥1,500 4903487526420
 白 /黒 左 S 283 ¥1,500 4903487527014
 白 /黒 左 M 285 ¥1,500 4903487527045
 白 /黒 左 L 287 ¥1,500 4903487527076
 白 /黒 右 S 284 ¥1,500 4903487527113
 白 /黒 右 M 286 ¥1,500 4903487527144
 白 /黒 右 L 288 ¥1,500 4903487527175
 白 /黒 左 LL 289 ¥1,500 4903487527212
 黒 /赤 左 S 813 ¥1,500 4903487527021
 黒 /赤 左 M 815 ¥1,500 4903487527052
 黒 /赤 左 L 817 ¥1,500 4903487527083
 黒 /赤 右 S 814 ¥1,500 4903487527120
 黒 /赤 右 M 816 ¥1,500 4903487527151
 黒 /赤 右 L 818 ¥1,500 4903487527182
 白 /赤 左 S 213 ¥1,500 4903487527533
 白 /赤 左 M 215 ¥1,500 4903487527540
 白 /赤 左 L 217 ¥1,500 4903487527557
 白 /赤 右 S 214 ¥1,500 4903487527564
 白 /赤 右 M 216 ¥1,500 4903487527571
 白 /赤 右 L 218 ¥1,500 4903487527588

B-260 FIT39 グローブ   
 グレー /黒 左 S 553 ¥2,200 4939691111053
 グレー /黒 左 M 555 ¥2,200 4939691111039
 グレー /黒 左 L 557 ¥2,200 4939691111015
 グレー /黒 右 S 554 ¥2,200 4939691111121
 グレー /黒 右 M 556 ¥2,200 4939691111107
 グレー /黒 右 L 558 ¥2,200 4939691111084
 ブルー /黒 左 S 383 ¥2,200 4939691112203
 ブルー /黒 左 M 385 ¥2,200 4939691110117
 ブルー /黒 左 L 387 ¥2,200 4939691110322
 ブルー /黒 右 S 384 ¥2,200 4939691112265
 ブルー /黒 右 M 386 ¥2,200 4939691110223
 ブルー /黒 右 L 388 ¥2,200 4939691110421
 黒 /黒 左 S 883 ¥2,200 4939691110018
 黒 /黒 左 M 885 ¥2,200 4939691110070
 黒 /黒 左 L 887 ¥2,200 4939691110285
 黒 /黒 右 S 884 ¥2,200 4939691110124
 黒 /黒 右 M 886 ¥2,200 4939691110186
 黒 /黒 右 L 888 ¥2,200 4939691110384
 赤 /黒 左 S 183 ¥2,200 4939691110025
 赤 /黒 左 M 185 ¥2,200 4939691110087
 赤 /黒 左 L 187 ¥2,200 4939691110292
 赤 /黒 右 S 184 ¥2,200 4939691110131
 赤 /黒 右 M 186 ¥2,200 4939691110193
 赤 /黒 右 L 188 ¥2,200 4939691110391
 白 /白 左 S 223 ¥2,200 4939691110032
 白 /白 左 M 225 ¥2,200 4939691110094
 白 /白 左 L 227 ¥2,200 4939691110308
 白 /白 右 S 224 ¥2,200 4939691110148
 白 /白 右 M 226 ¥2,200 4939691110209
 白 /白 右 L 228 ¥2,200 4939691110407
 紺 /黒 左 S 583 ¥2,200 4939691111060
 紺 /黒 左 M 585 ¥2,200 4939691110100
 紺 /黒 左 L 587 ¥2,200 4939691110315
 紺 /黒 右 S 584 ¥2,200 4939691111138
 紺 /黒 右 M 586 ¥2,200 4939691110216
 紺 /黒 右 L 588 ¥2,200 4939691110414
 紺 /白 左 S 523 ¥2,200 4939691110049
 紺 /白 左 M 525 ¥2,200 4939691112180
 紺 /白 左 L 527 ¥2,200 4939691112166
 紺 /白 右 S 524 ¥2,200 4939691110155
 紺 /白 右 M 526 ¥2,200 4939691112241
 紺 /白 右 L 528 ¥2,200 4939691112227

 白 /サックス 左 SS 231 ¥1,500 4903487527731
 白 /サックス 左 S 233 ¥1,500 4903487527472
 白 /サックス 左 M 235 ¥1,500 4903487527489
 白 /サックス 左 L 237 ¥1,500 4903487527496
 白 /サックス 右 SS 232 ¥1,500 4903487527748
 白 /サックス 右 S 234 ¥1,500 4903487527502
 白 /サックス 右 M 236 ¥1,500 4903487527519
 白 /サックス 右 L 238 ¥1,500 4903487527526
 白 /黄 左 SS 241 ¥1,500 4903487527694
 白 /黄 左 S 243 ¥1,500 4903487527359
 白 /黄 左 M 245 ¥1,500 4903487527366
 白 /黄 左 L 247 ¥1,500 4903487527373
 白 /黄 右 SS 242 ¥1,500 4903487527700
 白 /黄 右 S 244 ¥1,500 4903487527380
 白 /黄 右 M 246 ¥1,500 4903487527397
 白 /黄 右 L 248 ¥1,500 4903487527403
 白 /ピンク 左 SS 021 ¥1,500 4903487527717
 白 /ピンク 左 S 023 ¥1,500 4903487527410
 白 /ピンク 左 M 025 ¥1,500 4903487527427
 白 /ピンク 左 L 027 ¥1,500 4903487527434
 白 /ピンク 右 SS 022 ¥1,500 4903487527724
 白 /ピンク 右 S 024 ¥1,500 4903487527441
 白 /ピンク 右 M 026 ¥1,500 4903487527458
 白 /ピンク 右 L 028 ¥1,500 4903487527465

B-259 FIT39 グローブ SS   
 黒 /黒 SS 881 ¥1,800 4939691110230
 黒 /黒 右 SS 882 ¥1,800 4939691110339
 紺 /黒 SS 581 ¥1,800 4939691110278
 紺 /黒 右 SS 582 ¥1,800 4939691110377
 赤 /黒 SS 181 ¥1,800 4939691110247
 赤 /黒 右 SS 182 ¥1,800 4939691110346

B-270 マルチグローブ   
 白 /迷彩 左 SS 121 ¥1,500 4903487526000
 白 /迷彩 右 SS 122 ¥1,500 4903487526017
 白 /迷彩 左 S 123 ¥1,500 4903487526024
 白 /迷彩 右 S 124 ¥1,500 4903487526031
 白 /迷彩 左 M 125 ¥1,500 4903487526048
 白 /迷彩 右 M 126 ¥1,500 4903487526055
 白 /迷彩 左 L 127 ¥1,500 4903487526062
 白 /迷彩 右 L 128 ¥1,500 4903487526079
 黒 /迷彩 左 SS 181 ¥1,500 4903487526086
 黒 /迷彩 右 SS 182 ¥1,500 4903487526093
 黒 /迷彩 左 S 183 ¥1,500 4903487526208
 黒 /迷彩 右 S 184 ¥1,500 4903487526215
 黒 /迷彩 左 M 185 ¥1,500 4903487526222
 黒 /迷彩 右 M 186 ¥1,500 4903487526239
 黒 /迷彩 左 L 187 ¥1,500 4903487526246
 黒 /迷彩 右 L 188 ¥1,500 4903487526253
 白 /紺 左 S 253 ¥1,500 4903487527236
 白 /紺 左 M 255 ¥1,500 4903487527243
 白 /紺 左 L 257 ¥1,500 4903487527250
 白 /紺 右 S 254 ¥1,500 4903487527267
 白 /紺 右 M 256 ¥1,500 4903487527274
 白 /紺 右 L 258 ¥1,500 4903487527281
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G-122
グローブフィックス
本体価格 ¥400（税込¥440）
・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
・サイズ：90×140㎜

B-260
FIT39 グローブ
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）▲
・カラー：グレー /黒、ブルー /黒、
　　　　　黒/黒、赤/黒、白/白、紺/黒、紺/白
・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：TOYOBO  エスパ＋合成皮革
・フィリピン製

B-259
FIT39 グローブ SS
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・水に強く滑りにくい
・吸汗・速乾性に優れ、ムレにくい
・カラー： 黒/黒　赤/黒　紺/黒
・サイズ：15 〜 17㎝（左・右手用）
・材質：TOYOBO  エスパ＋合成皮革
・フィリピン製

B-270
マルチグローブ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・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

・サイズ：SS/ 15 〜 17㎝（左・右手用）
　  　　  S / 18 〜 20㎝（左・右手用）
　  　　  M / 21 〜 23㎝（左・右手用） 
　  　　  L / 24 〜 26㎝ （左・右手用）
　  　　  LL/27cm 〜　　（左手用）
・材質：ナイロン、ポリウレタン
・中国製

白（020）

4 903487 712229

黒（080）

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

黒/黒
・サイズ：S/M/L

白/黒
・サイズ：S/M/L

黒/赤
・サイズ：S/M/L

白/赤
・サイズ：S/M/L

赤/黒

 黒/黒グレー /黒

紺/白

白/黄
・サイズ：SS/S/M/L

白/ピンク
・サイズ：SS/S/M/L

白/サックス
・サイズ：SS/S/M/L

白/黒
B-163

・サイズ：21 〜 26cm（左・右手用）

白/白 紺/黒

ブルー /黒

黒/黒
B-164

・サイズ：21 〜 26cm（左・右手用）

黒/迷彩
・サイズ：SS/S/M/L

白/迷彩
・サイズ：SS/S/M/L

マルチグローブ H2O
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・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

・材質：ナイロン、ポリウレタン
・中国製

超サラサラ濡れてもドライ感覚！

白/紺
・サイズ：S/M/L

G-73
グローブホルダー
本体価格 ¥500（税込¥550） 
・グローブホルダーを使用する事で、型崩れや

臭い原因の防止ができグローブを清潔に保つ
ことができます・ゴルフ以外にも、野球・自
転車・バイク・フィットネス・ウィンタースポ
ーツ等あらゆるスポーツに

・サイズ：全長250㎜、中指部100㎜
・材質：ABS、スチール
・左右兼用、ワンタッチホルダー付
・中国製

レッド（010） ホワイト（020） ブルー（030）
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Y-109
CP-9 クリップオン  
偏光ライトブラウン 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ライトブラウン2
・可視光線透過率：33%
・128（片眼58㎜）×39㎜/9g
・日本製

Y-110
CP-9 クリップオン  
偏光ライトスモーク 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ライトスモーク2
・可視光線透過率：33%
・128（片眼58㎜）×39㎜/9g
・日本製

Y-111
CP-9 クリップオン 
偏光スモーク 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光スモーク2
・可視光線透過率：18%
・128（片眼58㎜）×39㎜/9g
・日本製

Y-112
CP-9 クリップオン  
偏光ブラウン 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ブラウン2
・可視光線透過率：22%
・128（片眼58㎜）×39㎜/9g
・日本製

装着イメージ

跳ね上げできません

跳ね上げタイプ 跳ね上げタイプ 跳ね上げタイプ跳ね上げタイプ

固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ

B-46
海外ブランドロストボール（6P）
本体価格 ¥980（税込¥1,078） ▲
・海外有名ブランド、タイトリスト・ナイキ・キャロウ

ェイ・テーラーメイド等の中古品ボール

B-47
人気銘柄ロストボール（10P）
本体価格 ¥980（税込¥1,078） ▲
・国内外人気ブランド、ブリヂストン、ダンロップ、タ

イトリスト、キャスコ、キャロウェイ、テーラーメイ
ド等中心の中古品ボール

4 903487 504602 4 903487 504701

B-55
ロストボール A（6P）
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・国内外人気ブランド、キャロウェイ、キャスコ、ゼク

シオ、Ｖ-10、Ｖ1、スリクソン、テーラーメイド等中
心の中古品ボール

B-54
ロストボール B（6P）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） ▲
・国内外有名ブランド、ニューイング、ゼクシオ、Ｖ１０、キ

ャロウェイ、キャスコ、Ｖ１、テーラーメイド、スリクソン
等中心の中古品ボール

B-53
ロストボール C（6P）
本体価格 ¥800（税込¥880） ▲
・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

B-45
USED ゴルフボール（12個入）
本体価格 ¥1,280（税込¥1,408） ▲
・国内外人気ブランドの中古品ボール

4 903487 5045034 903487 5053024 903487 505401

4 903487 505500

B-58
ロストボール ボーナスパック 20P
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） ★ 
・低価格帯を中心に揃えた、お得な 20個入り中古

ボール

※ロストボールは、1パック同一銘柄（B-58除く）の中古品ボールです

Y-174
LN-0005 DMBR
本体価格 ¥13,000（税込¥14,300）▲
・フレームカラー：デミブラウン
・レンズカラー：ライトブラウン
・可視光線透過率：47%
・サイズ：138×41㎜
・重量：21g
・日本製

LADIES'

Y-228
SALF-0067 BK
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） ▲
・フレームカラー：ブラック×ブラック
・レンズカラー：偏光ULアイスブルー
・可視光線透過率28%
・サイズ：142×37㎜
・重量：16g
・日本製

Y-258
ER1-0167 DMSM
本体価格 ¥14,000（税込¥15,400） ▲
・フレーム：デミスモーク×クリアスモーク
・レンズカラー：偏光ULアイスブルー（両面マルチ）
・可視光線透過率29%
・サイズ：幅141×高さ46㎜
・重量：25g
・日本製

Y-260
ER2-0167 CNAV
本体価格 ¥14,000（税込¥15,400） ▲
・フレーム：クリアネイビー ×マットクリア
・レンズカラー：偏光ULアイスブルー（両面マルチ）
・可視光線透過率29%
・サイズ：幅140×高さ45㎜
・重量：24g
・日本製

Y-248
SAMV-0751 MBK 
本体価格 ¥11,000（税込¥12,100） ▲ 
・フレームカラー：マットブラック
・レンズカラー：シルバーミラー ×偏光スモーク
・可視光線透過率：12%
・サイズ：140×40㎜
・重量：17g
・日本製

Y-217
STRIX H-1701 MBK
本体価格 ¥16,000（税込¥17,600） ▲
・フレームカラー：マットブラック×マットブラック×ブラック
・レンズカラー：レッドシャドーミラー ×スモーク
・可視光線透過率：23％
・サイズ：149×44㎜
・重量：29g
・日本製

Y-273
LI SIN-0051 PAW-LITE
本体価格 ¥18,000（税込¥19,800） ▲
・フレームカラー：パールホワイト
・レンズカラー：偏光スモーク
・可視光線透過率：27%
・サイズ：147×44㎜
・重量：32g
・日本製

NEW

Y-274
LI SIN-0714 BK/R-LITE
本体価格 ¥16,500（税込¥18,150） ▲
・フレームカラー：ブラック×レッド
・レンズカラー：シルバーミラー ×ULアイスブルー
・可視光線透過率：23%
・サイズ：147×44㎜
・重量：32g
・日本製

NEW

Y-275
SPB-0714 MBK-LITE
本体価格 ¥16,500（税込¥18,150） ▲
・フレームカラー：マットブラック
・レンズカラー：シルバーミラー ×ULアイスブルー
・可視光線透過率：23%
・サイズ：141×29㎜
・重量：26g
・日本製

NEW

Y-276
LUNA-0053 BK/P-LITE
本体価格 ¥15,000（税込¥16,500） ▲
・フレームカラー：ブラック×ピンク
・レンズカラー：偏光ライトスモーク
・可視光線透過率：40%
・サイズ：138×41㎜
・重量：21g
・日本製

NEW

Y-277
SALF-0051 BK-LITE
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） ▲
・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%
・サイズ：142×37㎜
・重量：16g
・日本製

NEW

Y-278
SAMV-0051 MBK-LITE
本体価格 ¥9,500（税込¥10,450） ▲
・フレームカラー：マットブラック
・レンズカラー：偏光スモーク
・可視光線透過率:27%
・サイズ：140×40㎜
・重量：17g
・日本製

NEW

Y-184
SCP-12 クリップオン 
偏光スモーク２
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080）▲
・レンズカラー：偏光スモーク2
・可視光線透過率：18％
・130（片眼58）×39㎜/5g
・日本製

Y-184
SCP-12 クリップオン 
偏光ブラウン 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ブラウン2
・可視光線透過率：22％
・130（片眼58）×39㎜/5g
・日本製

Y-184
SCP-12 クリップオン 
偏光ライトスモーク 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ライトスモーク2
・可視光線透過率：33％
・130（片眼58）×39㎜/5g
・日本製

Y-184
SCP-12 クリップオン 
偏光ライトブラウン 2
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・レンズカラー：偏光ライトブラウン2
・可視光線透過率：33％
・130（片眼58）×39㎜/5g
・日本製

（053） （070） （055） （730）

装着イメージ
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G-424
キエネーマーマジック 
本体価格 ¥450（税込¥495）  
・サイズ：約141×12（16.5/クリップ含む）㎜
・材質：アルコール系インキ（油性）　ボディ、キャップ/PP　

芯/ポリエステル繊維、PE 
・重量：約8.5g
・日本製

X-1
シャーピーミニ 2P 
＆ライナー
本体価格 ¥600（税込¥660）
・ボールにラインを入れて方向性向上
・誤球防止に
・材質：マーカー：油性（線幅/1㎜）（中国製）

ライナー：ポリカーボネート（日本製）　
・ワイヤーリング：ステンレス、ネジ/真鍮（中国製）
・サイズ：マーカー /93×16㎜（金具含ま

ず）重量：約6.5g
・ライナー /長さ63×幅19×高さ25㎜　

重量：2.75g
・名入れ範囲：カエル部分に 1列 縦35㎜×横4㎜

青 × 赤（310） 黒 × 赤（810）

エイリアン（800） カレーレシピ（810）

青 × 黄緑（360）赤 × ピンク （240） 緑 × ピンク （830）

レッド（010） ブルー（030） グリーン（060）

ブラック（080） ピンク（100） パープル（190） ライトブルー（400）

太字（0.8 〜1.2㎜）と
細字（0.5㎜）が書ける
アルコール系インキマーカーです

名入れ

X-832
ラインM UPプロ
本体価格 ¥1,700（税込¥1,870）
・米国製

ブルー（030） 緑（060） オレンジ（090）黒（080）

X-2
マイボールタッチ グローシー
本体価格 ¥500（税込¥550）
・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
・同柄2シート入
・材質：PET
・シートサイズ：91×54㎜
・韓国製

サイン（750）

スカル（780） フレーム（790）

バタフライ（760）マスク（720）リップス B（470）

ゴルフ規則

©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

X-19
マイボールタッチ リラックマ
本体価格 ¥500（税込¥550） ▲ 
・同柄2シート入　 
・材質：PET
・シートサイズ：91×54㎜　
・韓国製

リラックマ（640）

X-18
マイボールタッチワンピース
本体価格 ¥400（税込¥440） ▲ 
・同柄2シート入　
・材質：PET
・シートサイズ：91×54㎜　
・韓国製

ワンピース（010）

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ゴルフ規則 ゴルフ規則

X-17
マイボールタッチ くまモン
本体価格 ¥400（税込¥440） ▲
・同柄2シート入
・材質：PET
・シートサイズ：91×54㎜　
・韓国製

©2010kumamoto pref. kumamon ＃14728

くまモン（030）

ゴルフ規則

NEW Color

NEW Color NEW Color NEW ColorNEW Color NEW Color

NEW ColorNEW Color

X-836
360 イージーボールライナー
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・１周のラインを引けるライナー
・サイズ：36×66×35㎜
・パッケージサイズ ：100×160×40㎜
・材質：ABS、ラバー
・マーカー（青、赤 各１本）
・韓国製

NEW

スマイル B（890）

トイプードル（880）ピッグス（860）パンダ（850）ニワトリ（840）ヒップス（830）

キエネーマーキエネーマー
×
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G-402
ゴルファーズ ロジン
本体価格 ¥800（税込¥880）
・手のひらの汗を取り、グリップの滑りを止めます
・内容量： 50g
・本体： 日本製、ケース： 中国製

G-265
グリップタック
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・グリップのすべりをストップします
・内容量： 100mL
・日本製

S-12
アイアンブラシ
本体価格 ¥600（税込¥660）
・カラー：黄、黒
・サイズ：160㎜（ブラシ部50㎜）
・材質：ボディ/ポリプロピレン（PP）
　　　   ブラシ/ナイロン
・日本製

S-32
キャディーブラシ
本体価格 ¥800（税込¥880）
・サイズ：250㎜（ブラシ部50㎜）
・材質：ボディ/ポリプロピレン（PP）
　　　   ブラシ/ナイロン
・日本製

S-17
ゴルフブラシ プラスチック製
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：120㎜（ブラシ部25㎜）
・材質：ボディ/ABS　ブラシ/塩化ビニル（PVC）
・日本製
・名入れ範囲：縦40×横10㎜

90 91

G-17
カードケース
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ：142×100㎜
・材質： 塩化ビニル樹脂
・日本製
・名入れ範囲：縦50×横50㎜
・名入れ場所：本体裏表面

赤（010）

4 903487 701711

紺（050）

4 903487 701735

黒（080）

4 903487 701780

緑（060）

4 903487 701766

グリップ用
スベリ
どめ

グリップ用
スベリ
どめ

M-81
目土袋（角小）
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・サイズ： 220×170×60㎜
・日本製

M-89
ディボット用スコップ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・サイズ：長さ210㎜
・日本製

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...

M-87
目土ボトルミニ
本体価格 ¥350（税込¥385） 
・目土ボトルミニは、目土を入れて携帯できるmy目土ボ

トルです・ボール（3個収容可能）やティーなどの小
物入れにも使用可能です

・カラー：モス、ピンク
・サイズ：φ48.5×158.5（外寸/カラビナ含まず）
・材質：ポリエチレン
・日本製

ピンク（100） モス（390）

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

名入れ

S-33
タオルキーパーつきブラシ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・セルフプレーに
・サイズ： 135㎜
・日本製 黄（040） 黒（080）

C-166
シリコンベルト
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・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

・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
・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）

G-517
JGAゴルフ規則 プレイヤーズ版 
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・ルールからマナーまですべてがわかる、ゴルファー

必携の一冊
・発行：公益社団法人 日本ゴルフ協会
・日本製

G-804
すぐに役立つ ゴルフルール
本体価格 ¥850（税込¥935） 
・実際のラウンドでよく起こりそうな状況を詳述
・2019年度大改定対応、最新ルールに準拠
・サイズ：幅80×縦161×厚さ13㎜
・出版社：池田書店
・日本製

〔2019年 施行版〕 〔2021年度版〕 

2021 年度版（021）2019 年 1月施行版（019）

G-70
カードファイル
本体価格 ¥700（税込¥770）
・グラフとコンペの成績表付
・スコアカードを 40 枚収納できます
・サイズ：205×145×14㎜
・日本製

紺（050）

4 903487 707058

名入れ

Price 
Up

緑（060）黄（040）

S-40
アクアブラシ
本体価格 ¥2,700（税込¥2,970）
・プッシュ式ミスト機能付き
・サイズ：φ34（最大部）×87㎜
・パッケージサイズ ：45×135×45㎜
・材質：ABS、ナイロン
・中国製

赤（010） 青（030）緑（060） ガンメタ（380）

G-422
マーキングボールスタンプ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）●
・サイズ：幅32×縦74㎜
・パッケージサイズ：幅35×縦105㎜
・材質：本体/PP　印面/PE　スタンプ台/PE
・中国製

TM & ©2011 MGM © 2019 Peanuts Worldwide LLC

スヌーピー（620）ピンクパンサー（610）

©'10 PNTS ©2020 Peanuts Worldwide LLC

ウッドストック（640）

NEW Color

ジョークール（650）

NEW
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S-87
スティンガー 3 （ミリ）20P
価格 オープンプライス
・ミリサイズ（国産シューズ用）
・中国製
・L2400　

S-88
スティンガー 3 （Q-LOK）16P
価格 オープンプライス
・Q-LOK（キューロック）システム専用
・中国製
・L2400　

S-99
スティンガー３（FT3.0）18P 
価格 オープンプライス 
・S-LOK（スリムロック）、 Tri-LOK（トライロック）兼用
・中国製
・L2400

S-387
スティンガー 3 （ミリ）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個
・中国製
・L150

S-388
スティンガー 3 （Q-LOK）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個
・中国製
・L150

S-399
スティンガー３（FT3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個
・中国製　　
・L150

S-115
ヘリックス（ＰＩＮＳ）20Ｐ
価格 オープンプライス
・PINS（ピンズ）専用
・中国製　
・L2400  

ブラック × シルバー（440）

スリムロックはとても薄くそして軽いスパイク鋲取り
付けシステムです。
スリムロックのスパイク鋲は、トライロック、ファスト
ツイストシステムのゴルフシューズにもお使いにな
れます。

Fast Twist 3.0（FT3.0） はネジ部の強化により
従来のシステムよりもリテンションが上がり、ゴルフ
ァーの足元を安定させます。
また、Fast Twist、Tour Lock、Tri-Lok、SLIM-
Lok（ファストツイスト、ツアーロック、トライロック、
スリムロック）システムと互換性があり、これらシス
テムのゴルフシューズにもお使いになれます。

S-98
ザーマ ツアー （FT3.0）18P
価格 オープンプライス 
・S-LOK（スリムロック）、T-LOK（トライロック）兼用
・中国製
・L2800

BLK×SLV（440）

S-109
ザーマツアー UNDER 
ARMOUR（S-LOK）20P
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300） ▲ 
・S-LOK（スリムロック）、T-LOK
　（トライロック）兼用
・中国製

BLK/SLV（440）

S-398
ザーマ ツアー （FT3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個
・台湾製
・L150

ブラック × シルバー（440）

12個入
8個入

グレー ×ブラック（180）レッド（010） ブルー（030） グリーン（060） グレー ×ブラック（180）

S-548
シルバートルネード（FT 3.0） 18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

シルバー ×ブラック（570）シルバー × ホワイト（220）

S-648
シルバートルネード 

（FT 3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製　
・L150

S-651
ピビックス（FT 3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製　
・L150

S-551
ピビックス

（FT 3.0） 18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400　

S-552
シルバートルネード 
UNDER ARMOUR（FT 3.0）
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L3500　

バラ売りバラ売り

バラ売り

バラ売り

バラ売り

バラ売り

バラ売り

バラ売り

シルバー ×ブラック（570）

10 個入り

18 個入り

BLK/SLV（440）

S-543 
ステルスタロン

（PINS）18P
価格 オープンプライス
・台湾製　
・L2400 ホワイト×ブラック（280） ブルー × ホワイト（320）

ホワイト×ブラック（280）

ブラック × シルバー（440）

S-643
ステルスタロン（PINS）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製　
・L150

ブラック × シルバー（440）シルバー ×ブラック（570）

S-538 
ツアータロン（FT）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2700

ブラック × ゴールド（410） クリア × レッド（630） クリア × スモーク（640）

S-638
ツアータロン（FT）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製　
・L150

ブラック × ゴールド（410）

クリア × レッド（630）

クリア × スモーク（640）
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バラ売り

バラ売り

バラ売り

S-544 
ブラックウィドウ（インチ）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

S-540 
パルサー（PINS）18P
価格 オープンプライス 
・PINS（ピンズ）専用　
・台湾製　
・L2400

S-539 
パルサー（ミリ）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

S-541 
パルサー（インチ）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

S-542 
パルサー（FT）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

ホワイト×ブラック（280） ブラック × シルバー（440）

 ブラック ×ブルー（830） ブラック × レッド（810）ゴールド×ブラック（620）

S-549
パルサー LP （FT3.0）18P
価格 オープンプライス 
・Footjoyシューズに採用
・台湾製　
・L2400

S-550
パルサー（FT 3.0）18P
価格 オープンプライス 
・台湾製　
・L2400

ベリー × ホワイト（120） アジュール × ホワイト（320）

シルバー ×ブラック（570） スライム × ホワイト（620）

ブラック × ホワイト（820）

グレー ×ブラック（180）

ホワイト×ブラック（280）

ブラック × シルバー（440）

S-640
パルサー（PINS）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製
・L150

S-649
パルサー LP（FT 3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個　
・台湾製
・L150

ベリー × ホワイト（120）

スライム × ホワイト（620）

S-650
パルサー（FT 3.0）
価格 オープンプライス 
・注文単位：50個
・台湾製
・L150

ブラック × ホワイト（820）

S-183
スパイクレンチミニ
本体価格 ¥100（税込¥110）
・ミリ・インチ対応
※製造ロットにより刻印の有る物と、無い物がござ

います。
・日本製

S-11
CHAMP プロレンチ
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・中国製

S-26
マックスプロレンチ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） 
・3タイプの交換ビットであらゆるタイプのスパイク

鋲に対応できます
・スタンダードな 2ピンビット、6ポイント、8ポイ

ントの交換ビット付
・中国製

C-67
片方入れシューズケース
本体価格 ¥800（税込¥880）
・サイズ：360×220㎜
・材質：ナイロン（裏/アクリル）　紐/アクリル
・日本製

ブルー（030） ブラック（080）

C-61
アーノルドパーマー巾着タイプシ
ューズケース
本体価格 ¥1,900（税込¥2,090） ▲
・どんなスポーツシューズも入る便利な巾着タイプ
・サイズ：L38×W32
・パッケージサイズ：L38×W32
・材質：ポリエステル
・重量：100g
・中国製 BK/GR（860）NV/RD（510）

S-38
ソルボS-CUBEコンポジット  
トレーニング
本体価格 ¥3,200（税込¥3,520） ▲
・『体幹安定』+『衝撃吸収』安定性・クッション性
・安全性を両立したハイクオリティインソール
・より高いレベルの競技力向上を目指し、トレーニン

グを行う方におすすめです
・サイズ:S/23.5~24.5cm M/25.0~26.0cm 

L/26.5~27.5cm
・パッケージサイズ：幅125×高さ360×厚さ30㎜
・材質：ポリウレタン　ポリウレタン樹脂（ソルボセイン）

ポリエステル
・日本製

S（003） M（005） L（007）

NEW

NEW

S-39
DSISソルボヘルシー速乾+ 
フルインソール
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・足裏の『3つのアーチ』をしっかりサポートすること

で、足の動きを調整し、足指をしっかり使え、スム
ーズな歩行ができるフルインソール

・優れた高吸水拡散性生地による速乾効果をプラス
・サイズ：S/24~24.5cm M/25~25.5cm  

L/26~26.5cm  LL/27~27.5vm
・パッケージサイズ：幅115×高さ320×厚さ14㎜
・材質：ポリウレタン樹脂（ソルボセイン）　ポリエステル
・日本製

S（003） M（005） L（007） LL（008）

つま先にかかる、ね
じれやズレのチカラ
をやわらげます

かかとから中足アーチ部
の衝撃を吸収し踏み込み
を強くします

軽量・高弾性発泡ウレタン素材
非常にへたりにくく、耐久性に優れ、
クッション性があり、運動性がアップ
します

3つのアーチを支えることにより、
足指がしっかり使えて、スムーズな
歩行に導きます。

ヨコアーチ

内側タテアーチ

外側タテアーチ

※シューズはイメージです
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S-34
DSISソルボヘルシー 
フルインソール
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） ●
・足の疲れ・痛みをやわらげ、歩き方を良くする
・サイズ： S/24 〜 24.5㎝、M/25 〜 25.5㎝、　　　

L/26 〜 26.5㎝、LL/27 〜 27.5㎝
・材質：本体/ソルボ（ポリウレタン）　布地/ポリエ

ステル　綿
・日本製

裏面

S（003）

L（007）

M（005）

S-48
ソルボ衝撃吸収+炭インソール
本体価格 ¥1,180（税込¥1,298） ▲
・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
・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
・日本製

S-49
ソルボ衝撃吸収+銀インソール
本体価格 ¥1,280（税込¥1,408） ▲
・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
・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
・日本製

L（007）

M（005）

S（003）

L（007）

M（005）

S（003）

S-50
DSIS ソルボゴルフ  
メンズインソール
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） ▲
・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
・サイズ： S/23.5 〜 24.5㎝、M/25 〜 26㎝、　　　　

L/26.5 〜 27.5㎝
・材質：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： （ 両 足/約 ）S/約85g、M/約95g、 L/約

105g
・日本製

S（003）

M（005）

L（007）

LL（008）

S-55
ハローキティ靴乾燥剤
本体価格 ¥800（税込¥880） ▲
・キティちゃんグッズコラボの靴用乾燥剤
・天日干しでくり返し使用できます
・2個入り
・パッケージサイズ：幅110×縦150×厚さ

50㎜
・日本製

S-59
ハローキティシューケアセット
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ▲
・キティちゃんグッズコラボのシューズケアセット
・セット内容、消臭スプレー、靴用乾燥剤
・サイズ：幅150×縦110×厚さ50㎜
・パッケージサイズ：幅160×縦120×厚さ65㎜
・日本製

©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603289 ©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603289

裏面

S-37
ソルボヒールカップ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） ▲ 
・歩いたり、走ったりの動作で最も大切な、かかと

周辺の機能を高めるハーフインソールです
・激しいスポーツからエクササイズ、ウォーキング、

ビジネスシューズまで、幅広く使用できます
・クッション性、安定性、衝撃吸収性を実現し、シ

ューズに入れるだけでトラブルを軽減します
・サイズ：S/22.0 〜 24.0cm M/24.5 〜 26.5cm  

L/27.0 〜 29.0cm
・材質：本体/ポリウレタン  パッド/ポリウレタン樹脂
（ソルボセイン）  生地/ポリエステル

・日本製

S（003） M（005） L（007）

○ 外側スタビライザー
　オーバーサピネーションを抑えるとともに、
　内反捻挫から足を守る。 ○ ヒールカップ

　かかと着地時のブレを
　抑え、かかとのホールド
　性を高める。

○ 表生地
　すべりにくく、汗でのべとつき
　の少ないポリエステル鹿の子
　メッシュ生地を使用。
　水洗いで汚れが簡単に落ち、
　いつでも清潔に使用できます。

○ 内側アーチ
　オーバープロネーションを
　抑えるとともにアーチを持
　ち上げることで、母趾での
　蹴り出しを高める。 ○ 空気が動くエアベンチレーション

　

○ ソルボヒールパッド
　かかと着地時の衝撃を吸収し、
　足の障害の大きな原因とされる
　ヒールストライクから足を守る。
　

○ 本体
　高弾性軽量ポリウレタン発泡  
　素材を使用し、
　運動性がアップ。

S-31
スラントインソール
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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

※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

・日本製

裏面

サックス（030）

S-10
シューズキーパー ST
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・材質： ヘラ、ボール/ABS　スプリング/鉄
（SWCクロメート）

・日本製
・名入れ場所：ヘラ（左右）天地

黒（080）緑（060）青（030）赤（010）

S-42
くつひも 
スニーカータイプ用 丸黒
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ：長さ約120㎝
・材質：ポリエステル
・日本製

S-43
くつひも 
スニーカータイプ用 丸白
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ：長さ約120㎝
・材質：ポリエステル
・日本製

S-44
くつひも 
スニーカータイプ用 平黒
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：長さ約120㎝
・材質：ポリエステル
・日本製

S-45
くつひも 
スニーカータイプ用 平白
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：長さ約120㎝
・材質：ポリエステル
・日本製

S-8
靴ひも
本体価格 ¥100（税込¥110）
・カラー： 茶/平、茶/丸、黒/丸
・サイズ：長さ約85㎝
・日本製

茶/平 黒/丸

黒 / 丸（081）茶 / 平（072）

S-58
サラウェイ 靴の乾燥＋脱臭
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・シューズ用
・靴の乾燥・脱臭・除菌
・天日干しで再生可能
・サイズ：約70g×2袋
・材質：シリカゲル、フラボノイド
・日本製

S-60
is-fit 除菌・消臭スプレー
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・成分：緑茶乾留エキス  アルコール香料  アルコー

ル類  54mL
・内容量：180mL　
・日本製

S-64
is-fit クールフィールスプレー
本体価格 ¥800（税込¥880） 
・成分：無水エタノール、メントール、緑茶乾留エキス
・内容量：220mL　
・日本製

S-57
ハローキティ消臭スプレー
本体価格 ¥800（税込¥880） ▲
・キティちゃんグッズコラボの靴用消臭スプレー
・コンパクトで持ち運びに便利
・せっけんの香り
・サイズ：幅40×縦147×厚さ40㎜
・パッケージサイズ：幅40×縦147×厚さ40㎜
・内容量：60mL
・日本製

名入れ

©1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S603289
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R-30
スノーボール（6個入）
本体価格 ¥800（税込¥880）
・最軽量1gでソフトな練習ボール
・材質：発泡ポリエチレン
・日本製

R-103
スノーボールバラ
本体価格 ¥130（税込¥143）
・サイズ：約φ42.67　・重量：約1±0.1g（1個）
・材質：発泡ポリエチレン

R-27
ホローボール（ホワイト）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-29 
セフティーボール（6個入）
本体価格 ¥700（税込¥770）
・材質：天然ゴム、顔料
・マレーシア製

R-20
ピーボール（ホワイト）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-25
フライトボール（カラー）
本体価格 ¥500（税込¥550）
・本ボールに近い硬さの練習ボール
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-107
ホローボールバラ
本体価格 ¥50（税込¥55）
・サイズ：約φ42.67　・重量：約5.3±0.3g（1個）
・材質：ポリエチレン

R-109
セフティーボールバラ
本体価格 ¥115（税込¥127）
・サイズ：φ42.67±1.5・重量：約9±0.5g（1個）
・材質：天然ゴム、顔料

R-110
ピーボールバラ
本体価格 ¥50（税込¥55）
・サイズ：約φ42.67・重量：約7±0.5g（1個）
・材質：ポリエチレン

R-115
フライトボールバラ
本体価格 ¥80（税込¥88）
サイズ：約φ42.67・　重量：約23.5±0.5g（1個）
材質：ポリエチレン

R-40
スケルトンピーボール（ホワイト）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ポリエチレン
・日本製

R-137
スケルトンピーボールバラ
本体価格 ¥50（税込¥55）
・サイズ：約φ42.67　・重量：約5.5±0.3g（1個）
・材質：ポリエチレン

R-3
スノーボール（3個入）
本体価格 ¥450（税込¥495）
・最軽量1gでソフトな練習ボール
・材質：発泡ポリエチレン
・日本製

R-7
ホローボール（カラー）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-9
セフティーボール（3個入）
本体価格 ¥400（税込¥440）
・材質：天然ゴム、顔料
・マレーシア製

R-10
ピーボール（カラー）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-15
フライトボール（ホワイト）
本体価格 ¥500（税込¥550）
・本ボールに近い硬さの練習ボール
・材質：ボール/ポリエチレン　ティー /ポリエチレン
・日本製

R-39
スケルトンピーボール（カラー）
本体価格 ¥300（税込¥330）
・材質：ポリエチレン
・日本製

R-5
ライトボール
本体価格 ¥400（税込¥440）
・屋外用
・ウッド専用アイアン不可
・材質：ボール/PE　紐/PP　ティー /PE、EVA　

アンカー /鉄　紐の長さ：約2,850㎜
・ティーアップの高さ：24.5㎜
・日本製

R-6
ライトボールスペア 

（3個入）
本体価格 ¥240（税込¥264）
・ウッド専用アイアン不可
・材質：ポリエチレン
・日本製

R-19
紐付ボールスペア
本体価格 ¥300（税込¥330）
・ウッド専用アイアン不可
・紐の長さ：約2,850㎜
・日本製

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）

テトラティー
付

テトラティー
付

テトラティー
付

テトラティー
付テトラティー

付

テトラティー
付

■打感のフィーリングをソフト〜ハードの 5段階で表示しています
■打球音のレベルを少〜多の 5段階で表示しています
■記載のサイズ・重量は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合があります。

R-5 補充部品用

R-5 補充部品用

プラクティスボールプラクティスボール飛距離飛距離ととフィーリングフィーリングでで選べる
。選べる。
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M-270
パワフルスイング プレミア
本体価格 ¥6,000（税込¥6,600）
・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
・カラー：紺
・サイズ： 90㎝
・材質：竹合板
・重量：約900g
・日本製

M-268
パワフルスイング GF90
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・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）
・カラー：クリヤー、ブラック
・サイズ：90㎝
・材質：竹合板
・重量：約700g
・日本製
・50本から名入れ可能です

M-267
パワフルスイング GF80
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・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）
・カラー：黒
・サイズ：80㎝
・材質：竹合板
・重量： 約650g
・日本製

M-281
パワフルスイング GF120
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・ドライバーと同じ程度の長さ（47インチ）120cm

タイプです
・サイズ：120㎝
・材質：竹合板
・重量：約600g
・日本製
・50本から名入れ可能です

ブラック（080）

黒（080）赤（010） 黄（040）白（020）

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

M-632
パワフルスイング  
レディス&Jr モデルグリップ仕様 
MG185 
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） 　 
・サイズ：85cm
・材質：竹合板
・重量：約500g
・日本製

M-631
パワフルスイング 
モデルグリップ仕様 
MG190 
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500） 　 
・サイズ：90cm
・材質：竹合板
・重量：約500g
・日本製 左きき用（001）右利き用（002）

クリヤー（170）

JUNIOR

ゴルフ イット! おためし道場「パワフルスイング」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「パワフルスイ
ング」の巻では、長飛距離425ヤード、ヘッドスピードMAX 
72m/sを誇る永原総太朗プロが使い方を解説します

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

名入れ

名入れ

※重量は、天然素材のため多少の誤差があります

G-277
アンギュラーモーション 

（E-スイング）
本体価格 ¥13,200（税込¥14,520） ★
・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
・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
・日本製 ブルー（030）

G-280
衝撃吸収 消音 PAD
本体価格 ¥850（税込¥935） ★
・3枚入

G-279
アンギュラーモーション・ 
ツアー WH
本体価格 ¥14,200（税込¥15,620） ★
・G-277 Eスイングより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
・サイズ： 長さ675㎜
・材質：シャフト/ステンレス　重り先端/国産広葉樹
・重量： 約900g
・日本製

M-232
メガパワーディスタンス 
ロング アイアンタイプ
価格 オープンプライス 
・鉄芯シャフトでパワーアップ  無駄な動き

が省かれ理想的なスウィング
・サイズ：930㎜
・材質：ヘッド/ダイキャスト  シャフト/鉄  

グリップ/ラバー
・重量：1,200g
・ヘッド・グリップ：中国製　シャフト：韓国製
・L5500

M-234
メガスイングドクター アイアン
価格 オープンプライス 
・柔らかシャフトでリズミカルにスウィング練習
・サイズ：940㎜
・材質：ヘッド/ダイキャスト　シャフト/カーボン  
   グリップ/ラバー
・重量：380g（±5g）
・ヘッド・グリップ：中国製　シャフト：韓国製
・L7000

M-235
メガスイングドクタードライバー
価格 オープンプライス 
・柔らかシャフトでリズミカルにスウィング練習
・サイズ：1,130㎜
・材質：ヘッド/ジュラルミン 　シャフト/カーボン  
   グリップ/ラバー
・重量：310g（±5g）
・ヘッド・グリップ：中国製　シャフト：韓国製
・L12500

M-222
フレループ UTERU
本体価格 ¥20,000（税込¥22,000） 
・「ボールが打てる」カーブ型スウィング練習器
・シャフトの絶妙なカーブによる慣性モーメント

が、自然に綺麗なスウィングへと導いてくれます
・サイズ：37インチ
・材質：ヘッド/ステンレス　シャフト/オリジナルス

チールシャフト　グリップ/Lynxオリジナルラバー
グリップ

・重量：430g
・ロフト：29度（7番アイアン）
・中国製

レッド（010） ブラック（080）

M-280
パワフルスイング 
GF100
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・通常のドライバーの約2倍の重さがあります
・サイズ：100㎝　
・材質：竹合板
・重量：約630g　
・日本製
・50本から名入れ可能です

白（020） 黒（080）黄（040）赤（010）

名入れ

C-277C-279 別売用

モデルグリップ

モデルグリップ

モデルグリップ
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地面反力
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テンポに
合わせて

ミート率向上

G-207
パワースウィング Ⅱ
本体価格 ¥7,500（税込¥8,250） 
・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
・日本製

G-206
F4 Swing Trainer
本体価格 ¥9,800（税込¥10,780）  
・サイズ：全長101㎝
・重量：600g
・中国製

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「パワースウィング 2」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「パワースウィング 2」
の巻では、武市悦宏プロがお勧めの練習方法「風力でティーアップし
たボールを落とす！」を紹介します。

・空気抵抗が大きいので、手振りでは振れません。身体の
回転でスウィングするのを自然と覚え、筋力アップにも

・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

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「メガパ
ワーヒッター 2」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! お
ためし道場「メガパワーヒッター 2」
の巻では、ごぞんじ雑巾王子こと武
市悦宏プロが、遠心力を使って飛ば
す方法を伝授、解説します。

M-249
オンプレーンスウィング
本体価格 ¥6,500（税込¥7,150） ▲
・ボディーターンが身に付き、球筋安定
・サイズ：長さ101㎝
・材質：シャフト/ポリプロピレン、メタセロン、顔料
・重量：394g
・日本製

M-255
メガパワーヒッターⅡ
価格 オープンプライス 
・パワーアップとヘッドスピードアップ
・サイズ：メンズ/1130㎜  レディース/1080㎜
・材質：シャフト/ステンレス　グリップ/ラバー
・重量：メンズ/690g　レディース/635g
・日本製
・L4200

レディース（002）

パワー
アップ

パワー
アップ

スピード
アップ

スピード
アップ

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「オンプレーンスウィング」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「オンプレーンス
ウィング」の巻では、橋本大地プロが使い方、練習方法を解説
します。

ゴルフ イット! おためし道場「F4 Swing Trainer」の巻
ゴルフ イット ! おためし道場「F4 Swing Trainer」の
巻では、最長飛距離425ヤード、ヘッドスピードMAX 
72m/sを誇る永原総太朗ドラコンプロが飛距離アップ
を伝授します。

橋本大地プロ橋本大地プロ

武市悦宏プロ武市悦宏プロ

武市悦宏プロ武市悦宏プロ

永原総太朗ドラコンプロ永原総太朗ドラコンプロ

メンズ（001）

G-718
ゴルフメトロノーム
本体価格 ¥2,250（税込¥2,475）  
・リズムを耳元で直接聴いてスウィングの練習が可能
・ジョグスイッチでテンポを直感的に設定可能
・長時間駆動、メモリーバックアップ機能
・イヤーパット、キャリング ケースを付属
・ベトナム製

横田英治プロも
オススメ

G-719
リズムマスター
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200）▲  
・ディスプレイに流れる光と音に合わせてスウィング。

これを反復することで、正しいリズムを自然と身に
付けられます。

・ディスプレイの高い視認性はもちろんのこと、幅広
いテンポ設定やきめ細かい音量調節、ロング・ライ
フ設計など、上達を目指すゴルファーに嬉しい機能
をしっかり備えています。

・サイズ：310×70×40㎜　
・動作確認用乾電池（単3）×4本
・ベトナム製　

このQRコードで使用例の
動画にアクセスできます

このQRコードで使用例の
動画にアクセスできます

このQRコードで使用例の
動画にアクセスできます

G-712
パットリズム
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲ 
・「スウィング・リズム」、「ボールを芯で捉える感覚」、
「まっすぐな打ち出し」を 1台でマスターできる
パッティング専用の練習器

・スウィングを視覚化し、音と光でリズムを刻むメ
トロノーム

・サイズ：297×148×15㎜
・材質：コイン型リチウム電池（CR2032）
・ベトナム製

NEW

G-288
傾斜台ミニ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・足の下に敷いて、地面反力・スエー防止・ヒールヒット防止など、

さまざまな練習が可能な傾斜台です
・傾斜角度は約28度、方向を変えるだけで使い方は無限大です
・2個を重ねて使用することも可能で、実践的な練習を可能にします
・サイズ：長さ約60×幅52×高さ25㎜
・材質：EPDM 
・重量：約48g 
・日本製

NEW

G-317
スウィングリボン
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・クラブに装着して振るだけでハンドファーストを習得
・ダフる、トップする、飛距離がでないを解決
・ハンドファーストは、強弾道で飛距離が伸びる最強

スウィング
・サイズ：長さ約1,750×幅41㎜（リボン幅/30㎜）
・材質：リボン/ポリエステル 面ファスナー /ナイロン

バックル/POM
・重量：約20g
・台湾製

迷彩緑（160）

蛍光グリーン（670） 蛍光イエロー（660）

迷彩黒（180）蛍光ピンク（650）

橋本大地プロ橋本大地プロ
プロデュースプロデュース

橋本大地プロ橋本大地プロ
プロデュースプロデュース

ハンドファースト インパクトが作れ、
ダフる、トップする、飛距離がでないを解決！

地面反力、スウェイ防止を効果的に
練習できます
ヒールヒット防止にも効果あり

25㎜

52㎜
60㎜
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G-143
ショートクラブ 
モデルグリップタイプ
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）
・サイズ：約630㎜
・重量：約422g
・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： 中国製/日本製

G-142
ショートクラブ
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） 
・テーブルなどにボールを置いてショットの練習に
・サイズ：約630㎜
・重量：約400g
・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

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「ショートクラブ・ショートド
ライバー」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ショートク
ラブ・ショートドライバー」の巻では、ごぞんじ雑巾王子こ
と武市悦宏プロが練習方法を解説します

武市悦宏プロ武市悦宏プロ

M-209
フレループ 
本体価格 ¥20,000（税込¥22,000） 
・正しいスウィングをカラダにしみ込ませる!カー

ブ型スウィング練習器!!
・サイズ：長さ/40インチ
・材質：ヘッド/ラバー　シャフト/スチール　
   グリップ/TPR
・重量：525g
・日本製

ブルー（030）

このQRコードで使用例の
動画にアクセスできます

レッド（010） イエロー（040） ピンク（100）

G-315
スインティー 
価格 オープンプライス　 
・体・腕・クラブとの一体感を感じる事で、アマチュ

アゴルファーに多い手打ちをなくし、美しいスウィ
ングを見に付ける事が出来ます

・サイズ：S-M/着丈66.5㎝  身巾44.5㎝  肩幅33㎝  
推奨体重50 〜 70㎏  
M-L/着丈71㎝  身巾45㎝  肩幅34.5㎝  
推奨体重70 〜 85㎏

・材質：ポリエステル、スパンデックス
・中国製
・L9800

S-M（005）

M-L（007）

ゴルフ イット!  おためし道場「スインティー」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「スインテ
ィー」の巻では、YUTA WATANABEプロ（PGAティーチ
ングプロ）が使い方、効果を解説します。商品の使い方と

詳細をご覧いただけます

YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

M-522
シンプルマスター 
CBブラックエディション
本体価格 ¥2,900（税込¥3,190）  ▲
・空気圧調整ストロー付
・これまでのシンプルマスター CBの効果をグレー

ドアップ
・ボールの大きさを小さくしたことにより両腕の一

体感がUP
・谷将貴コーチ監修、スウィング練習ツール
・サイズ：ボールφ100㎜　
・重量：約132g
・日本製

ゴルフ イット! おためし道場「シンプルマスター CB
（キャンディボール）」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「オン
プレーンスウィング」の巻では、浅野彰子プロが、使
い方、練習方法を解説します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

浅野彰子プロ浅野彰子プロ

YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

M-511
シンプルマスター PE 

（パーフェクトエルボー）
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ▲
・右ヒジが体から離れず理想的なコンパクトスウィ

ングが身につき、正しいスウィング軌道を習得
・オーバースウィングの矯正
・日本製

M-521
シンプルマスター OP（オンプレーン）
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280） ▲
・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
・ポール長：約80 〜 100㎝
・重量：約1.2kg
・日本製

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット!  おためし道場「シンプルマスター OP（オ
ンプレーン）」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「オンプレ
ーンスウィング」の巻では、浅野彰子プロが使い方、練習
方法を解説します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「シンプルマスター PE」の
巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「シンプル
マスター PE」の巻では、YUTA WATANABEプロ（PGA
ティーチングプロ）が使い方を解説します

浅野彰子プロ浅野彰子プロ

M-520
シンプルマスター 
CBツアーバージョン
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） ■
・シンプルマスター CBの片山晋呉プロ使用モデル
・日本製

M-510
シンプルマスター 
CB（キャンディボール）
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200） ▲
・左右の腕と胸でボールを挟んでスウィングするこ

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

・日本製

G-131
スウィング インストラクター
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・胸と腕に装着して打つだけで、腕と身体が同調したボ

ディスウィングが習得できるゴルフスウィング用矯正
ベルトです。

・左腕に装着して、腕が身体から離れるのを防ぎ、フェ
ース管理しやすくボールの曲がりを抑えます。

・右腕に装着して、コンパクトで低いトップが作れ、オー
バースウィング防止になります。

・アプローチの時にフォローからフィニッシュにかけて
左脇が空いてしまう人は左腕に装着すると効果的
です。

・材質：本体/レーヨン（日本製）　面ファスナー /ナイロン
（台湾製）

・ サイズの目安：M（胸囲50 〜 80cm）　L（胸囲80 〜
110cm）

・日本製 4 903487 014019

L（007）

M（005）

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット!  おためし道場「スウィングインストラクタ
ー」の巻
ゴルフ イット ! おためし道場「スウィングインストラクタ
ー」の巻では、橋本大地プロが左腕と右腕に装着して、
それぞれの効果を検証します。

橋本大地プロ橋本大地プロ
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M-259
E-チューブ
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） ★
・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
・サイズ： 全長1,700×幅25×厚さ2㎜
・材質：天然ゴム、他
・日本製

ブルー（030）

M-208
フレループ レディース
本体価格 ¥20,000（税込¥22,000） 
・サイズ：長さ：39インチ
・材質：ヘッド/ラバー　シャフト/スチール
   グリップ/TPR
・重量：525g
・日本製

モデルグリップ
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YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

G-267
ヒットツルー DX
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） 
・スライスやフックなどの大きな曲がる原因となる手

首の甲側への折れを矯正する手首固定バンドです。
・手首を固定することにより理想的なトップが作れオ

ーバースウィング、フライングエルボーやシャフトク
ロスの矯正にも効果あります。

・カラー： 黒
・サイズの目安：グローブサイズ 18 〜 26cmに対応
・材質：本体/クロロプレンゴム、ナイロン、PE、PU、

　　　ポリエステル、PP（日本製）
・日本製

右きき用（002） 左きき用（001）

内海 大祐 プロ推奨

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット!  おためし道場「ヒットツル
ー DX」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし
道場「ヒットツルー DX」の巻では、YUTA 
WATANABEプロ（PGAティーチングプ
ロ）が使い方、効果を解説します。

M-10
ティークロウ
本体価格 ¥2,600（税込¥2,860）
・ショットマットでのティーショットに
・スクエアなアドレスのマスターに
・本体3個、ゴムひも4本、木製ティ（大/中/小 各1本）
・アメリカ製

ブルー＆ホワイト（320）イエロー & グリーン（460）ピンク & ホワイト（490）

M-387
ダヴィンチスポーツ 
トータルゴルフトレーナー
本体価格 ¥13,000（税込¥14,300）▲
・中国製

M-388
ダヴィンチスポーツ 
バイオムーブメントトレーナーアーム
本体価格 ¥9,000（税込¥9,900）▲
・中国製

M-386
ダヴィンチスポーツ  
ツアーパッティングトレーナー
本体価格 ¥15,000（税込¥16,500）▲
・中国製

G-269
ウエイトアップ 200
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・アダプター付属
・サイズ：外径φ62/内径φ20、厚さ20㎜
・材質：本体/亜鉛合金、塩化ビニル樹脂
   アダプター /合成ゴム
・重量：約200g
・日本製
・名入れ場所：本体天地

赤（010）

青（030） 黒（080）

Z-669
ウエイトアップ用
アダプター
本体価格 ¥200（税込¥220）
・材質：合成ゴム
・重量：約7g

蛍光ピンク（650）

白（020）

蛍光イエロー（660）

ゴルフ イット! おためし道場「ウエイト
アップ」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おた
めし道場「ウエイトアップ」の巻では、
YUTA WATANABEプロ（PGAティー
チングプロ）が、使い方、練習方法を解
説します。

YUTA	WATANABEプロYUTA	WATANABEプロ

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

名入れ

G-269
G-261 補充部品用

G-261
ウエイトアップ 90
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100） 
・女性やジュニアにもやさしい軽量版・日々のト

レーニングやスタート前のウォームアップに!
・材質：本体/アルミ、塩化ビニル樹脂
   アダプター /合成ゴム
・重量：90g
・日本製

NEW

赤（010） 黒（080）

ベンディングツール
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 
G-25

・中村龍明プロ監修の進化したアラインメント
ツール

・多くのゴルファーが悩んでいる手打ちを感覚
的に解消

・弧を描くスウィングをマスターすれば、飛距
離&方向性が飛躍的にUP

・サイズ：955㎜×φ18
・材質：コイル/ウレタン　アクリルφ3×930L（白）

/アクリル　コードロック：ABS　木球：木　
ポリカパス肉薄950㎜×φ18/ポリアセタール、
PVC　端末キャップ黒/PVC

・日本製

レッド（010） ブルー（030） オレンジ（090）

ドローボールを
習得したい

フェードボールを
習得したい

スライスを
直したい

フックを
直したい

中村龍明プロアラインメントツール

G-146
グリップエンダー
本体価格 ¥500（税込¥550）
・グリップエンドに取り付け、スッポ抜け防止
・サイズ：外形φ24/内径φ12（材質に伸縮あり）
・材質：合成ゴム
・重量：2.5g

G-511
決め事はひとつだけ。 
ゴルフ超速学習法
中村龍明
本体価格 ¥800（税込¥880）  
・アマチュアでも簡単にできる、世界最強のゴルフ

スウィング術を、写真を多く使用して分かりやす
く解説

・日本製

X-30
バランスディスク
本体価格 ¥3,800（税込¥4,180） ▲
・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
・サイズ：φ330
・台湾製

X-31
バランスディスク用 
ポンプ
本体価格 ¥700（税込¥770） ▲
・台湾製

X-30 部品用

M-16
スウィング 
バランスメーカー
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） ★
・吉田一誉プロが開発した練習機
・エクスジェルが生み出す不安定感がスウィングを強

化し、理想のスウィングを実現
・ゴルフのバランス力をアップ
・サイズ：36.5㎝×22.5㎝×2.5㎝
・材質：エクスジェル、ウレタン合成皮革、ウレタンフォーム、

　　　EPDM、PVC
・2枚セット
・日本製
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X-26
SDS-55  
エクササイズボール レッド
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・「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
・サイズ： φ550（適応身長： 150 〜 165cm）
・材質：  PVC
・中国製

X-27
SDS-65  
エクササイズボール グリーン
本体価格 ¥5,500（税込¥6,050） ▲
・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
・サイズ：φ650（適応身長： 165 〜 180cm）　
・中国製

M-477
グリップ先生（SR-010 〜 013）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・サイズ：S/17 〜 20㎝　M/18 〜 23㎝　L/21 〜 26㎝　LL/24㎝以上
・材質：長さ320㎜
・重量：260g
・日本製

S/SR-010（003） M/SR-011（005）

L/SR-012（007） LL/SR-013（008）

ライトプロモデルグリップ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
G-290

・全長：327㎜、グリップエンド径：26㎜
・材質：TPR
・重量：M/91g、L/101g
・中国製

先端の羽根でスウィング時の
クラブフェースの向きと
インパクト時の腕の返りをチェック

普段のグリップと
同じ感覚の
ソフトなフィーリング

M（005） L（007）

中村龍明プロモデルグリップ

MとLのサイズ目安
サイズ 手袋サイズ
M 18 ～ 23
L 21～ 26

ゴルフ イット! おためし道場「ライト プロモデルグリップ」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ライト プロモデル
グリップ」の巻では、YUTA WATANABEプロ（PGAティーチング
プロ）が使い方、練習方法を解説します。商品の使い方と

詳細をご覧いただけます

Price 
Up

Price 
Up

中村龍明プロと
ライトの共同開発商品

G-273
手首固定バンド ヨセピタ
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・アプローチやパッティングでのミスとなる手の使

いすぎを防止します
・手首が固定され余計な動きをしないので、グリッ

プエンドがおへそを向いたままでストロークでき
ます

・構えたフェースの向きのままボールに当たりやす
くなります

・手首の余計な動きを止めて、正しいストロークを
身につけることができる

・手首の使いすぎが止まり、飛距離や方向性が安
定する

・右手首が真っ直ぐだとシャフトクロスになってし
まうのを、平行またはレイドオフ（やや左を指す）
に矯正します

・サイズ：フリー　
・日本製

コンパクトに収納できます

G-215
ヘッドロッカー
本体価格 ¥200（税込¥220）
・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
・サイズ：110×70㎜
・日本製

G-248
フェースアングル チェッカー
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760）
・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

・サイズ：長さ/約140 〜 630㎜・
・伸ばした時のロッドの長さ：約605㎜（約63㎝

/半球ボール含む）
・縮めた時のロッドの長さ： 約11.5cm（約14㎝

/半球ボール含む）
・ロッド先端部直径： 約3.5㎜
・ロッドの最大直径： 約8.5㎜
・ロッド数：7段 
・材質：ロッド/真鍮　ネジ/スチール  他
   キャップ/HDPE　半球ボール/PP、磁石、スチール、

アクリル系不織布
   補助板/スチール、粘着エラストマー
・重量：約68g（補助板10g含まず）
・日本製

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「手首固定バンド『ヨセピタ』」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「手首固定バンド
『ヨセピタ』」の巻では、橋本大地プロが使い方と耳寄りな裏ワ
ザを紹介します

ゴルフ イット! おためし道場「フェースアングルチェッカー」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「フェースアングル
チェッカー」の巻では、多くのプロのバッグを担ぎ勝利に貢献す
る田淵 豊ツアーキャディーがキャディー目線から使い方を解説
します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

橋本大地プロ橋本大地プロ

田淵	豊ツアーキャディー田淵	豊ツアーキャディー

4 903487 724802

G-560
ラガーパット 560
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・1個入り
・ボール 1個で簡単パター練習 
・3メートルまっすぐ転がせたら上級者
・中国製

ホワイト（020）

ゴルフ イット! おためし道場「ダブルパッティングボ
ールは難しい」の巻

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ダ
ブルパッティングボールは難しい」の巻では、田淵 
豊プロキャディーが大苦戦！！

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

田淵	豊プロキャディー田淵	豊プロキャディー

イエロー（040） グリーン（060）

M-52
アプローチネット
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 
・ケース付きで収納に便利・集中力を高める 3種類

のターゲット・簡単にセットアップ
・使用時/幅540×高さ400×奥行540㎜
・折り畳み収納時/直径約290×厚さ30㎜
・パッケージサイズ：350㎜×350㎜
・材質：ポリエステル、グラスファイバー、スチール
・中国製

ピンク（100）

NEW

G-171
ダブルパッティングボール
本体価格 ¥600（税込¥660）
・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

Price 
Up

磁石がつかないヘッドには
貼って剥がせる補助板付き
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M-218
ティーチングプロⅡ
ピンポイントストローク ベント 
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800） 　 
・球体の小さな芯でボールを捉え、目標へ真っ直

ぐ転がす練習を繰り返す事で、集中力を各段に
高める事が出来ます

・サイズ：長さ/35インチ
・材質：ヘッド/スチール（鉄球）　シャフト/スチール
・重量：490g
・中国製

G-170
Ziパッティングトレーナー
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）▲
・スムーズなストロークをマスターして、ショートパ

ットを克服する
・本体装着用パテ、ラバーバンド、ポーチ、ツイン

カラーボール 2球
・サイズ：幅85×縦128×厚さ42㎜
・パッケージサイズ：幅85×縦128×厚さ42㎜
・材質：本体/塩ビ　ポーチ/綿　ボール/サーリン

カバー、チタン配合ポリブタジエンゴムコア
・日本製 グリーン（060） ブラック（080）

G-172
パッティングドーナツ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・混雑している朝の練習グリーンで自分専用のホール

カップができます
・練習グリーン、じゅうたんに置いてパッティング練習

が可能です
・サイズ：φ108×厚さ約7.5㎜
・材質：本体/シリコン樹脂　カラビナ/アルミニウム
・韓国製

ブルー（030） オレンジ（090） ピンク（100）

M-314
プロ芝パターマット（SP-040）
価格 オープンプライス 
・従来のフェルトに比べ、より本番のグリーンに近いスピードを再現
・大小2種類のホール（直径80㎜/50㎜）
・サイズ：2,080×308㎜（本体サイズ）
・パッケージサイズ：410×320×115㎜
・重量：0.8kg　
・日本製
・L4292

M-448
入れパーＦ（SP-033）
価格 オープンプライス 
・パターヘッドサイズに近い 14.5cmのシビアな芝巾が集中力を高め、

正確なストローク練習に最適です
・サイズ：1,880×240㎜（本体サイズ）
・パッケージサイズ：360×240×80㎜
・重量：0.36kg
・日本製
・L1800

M-486
ワンピンパターマット（SP-031）
価格 オープンプライス 
・大小2種類のホール（直径80㎜/50㎜）
・折りジワが付きづらいマットを採用
・高速ベントグリーンに近い感覚で、スムーズな転がりを体感できます
・サイズ：2,580×308㎜（本体サイズ
・パッケージサイズ：410×320×115㎜
・重量：0.72kg
・日本製
・L3000

1,880㎜

24
0㎜

2,580㎜

30
8㎜

2,080㎜

30
8㎜

M-157
フラットパターマット 2.0 
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）　 
・応用性の高いシンプルなフラットタイプ
・サイズ：2,000×200㎜（本体サイズ）
・材質：ナイロン、TPR
・中国製

M-158
フラットパターマット 3.0 
本体価格 ¥5,600（税込¥6,160）　 
・応用性の高いシンプルなフラットタイプ
・サイズ：2,500×300㎜（本体サイズ）
・材質：ナイロン、TPR
・中国製

M-159
フラットパターマット 4.5 
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800）　 
・ゲーム感覚で楽しくスキルアップ
・サイズ：3,000×450㎜（本体サイズ）
・材質：ナイロン、TPR
・中国製

2,000㎜

20
0㎜

2,500㎜

30
0㎜

3,000㎜

45
0㎜

M-51
ゴムホール  
カップDX
本体価格 ¥850（税込¥935）
・フロッキング加工
・フラッグ付
・サイズ：φ100 / 172
・材質：本体/天然ゴム　フロッキング加工/レーヨン、

アクリル系粘着剤、ラテックスゴム　
   ポール/ポリエチレン
・日本製

M-441
ナビカップ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ●
・カップインしたボールは自動で排出する
・サイズ：直径210×高29㎜
・材質： PP
・台湾製

Z-124
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
本体価格 ¥119,000（税込¥130,900）
・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
・カップ、ピン、傾斜パッド付属
・サイズ：2,700×560㎜ （ステップ部： 600×380㎜）
・日本製

Z-127
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-10PM
本体価格 ¥222,000（税込¥244,200） 
・カップ×2、ピン×2、傾斜パッド付属
・サイズ：3,000×1,200㎜
・日本製

パネル連結式
設置・解体はドライバー 1本で可能

横田 真一プロ

ステップ部：60×38cm

※スペースに応じたカスタマイズ製品の設置も可能です

M-247
MODORUNO
本体価格 ¥5,800（税込¥6,380） 
・ボールがもどる、ゴルフ練習機
・サイズ：133×158×46.2㎜
・材質：FC、SUS、SWP、TPE
・重量：約1.2kg
・日本製

裏面

品番 品名 税込価格 長さ 幅
Z-124 トレーニングエイド　TA-5PP ¥130,900 2.7m 56cm
Z-125 トレーニングエイド　TA-7PP ¥170,500 3.9m 56cm

品番 品名 税込価格 サイズ
Z-127 パッティンググリーン		PG-10PM ¥244,200 3m×1.2m
Z-142 パッティンググリーン		PG-18PM ¥436,700 1.8m×3.6m
Z-143 パッティンググリーン		PG-28PM ¥606,100 2.4m×4.2m

練習グリーンなど
ティーをさせる場所では

室内などティーを
させない場所では
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G-95
ショットマーク ウッド用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：12ショット分入
・サイズ：約97×52㎜
・材質：上質紙、ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
・日本製

G-97
ショットマーク ミックス
本体価格 ¥200（税込¥220）
・ウッド用とアイアン用のセット
・内容：ウッド×6、アイアン×6ショット分入
・材質：上質紙、ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
・日本製

G-93
ショットマーク パター用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：14ショット分入
・サイズ：約81×18㎜
・材質：上質紙、ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
・日本製

G-99
ショットマーク ソールつき 
アイアン用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：8ショット分入
・サイズ：約78×67㎜
・材質：上質紙、ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
・日本製

G-96
ショットマーク アイアン用
本体価格 ¥200（税込¥220）
・内容：12ショット分入
・サイズ：約78×48㎜
・材質：上質紙、ポリプロピレン、アクリル系粘着剤
・日本製

G-98
ショットマーク 
エアゾール
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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

・成分：塩基性炭酸マグネシウム、エタノール、イソプ
ロピルアルコール、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、
LPG、他

・内容量：100mL
・日本製 4 903487 709809

48

78

48

78

52

97

52

97

67

78

18

81

アイアンのソールに
使用して

ライ角のチェックにも

G-129
パーショット  
アイアン用ビッグ
本体価格 ¥350（税込¥385）
・ショットポイントが化学反応でくっきり赤色発色
・内容：4ショット分入
・サイズ：約78×55㎜
・材質：：PET、発色剤、粘着剤
・日本製

ゴルフ イット! おためし道場「ショットマーク」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「ショットマーク」の巻では、ごぞんじ雑巾王子こと武市悦
宏プロが、ボールの打点からショットを分析、実験します。

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

武市悦宏プロ武市悦宏プロ

名入れ場所：本体表面名入れ

フェースに貼って「ボールが当たったところが青色になるシール」

78

55

M-160
M-60用ネットのみ
本体価格 ¥23,000 

（税込¥25,300） ▲
・日本製

M-124
正面2重用規格ネット2×2m
本体価格 ¥5,600

（税込¥6,160）
・日本製

M-60
ゴルフネットポール型 

（カスタムS）
本体価格 ¥45,000 

（税込¥49,500）  ▲
・張綱式
・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㎝
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：22.2−1.2
・日本製

 M-74

M-167
M-67用ネットのみ
本体価格 ¥100,000 

（税込¥110,000） ▲
・日本製

M-125
正面2重用規格ネット3×3m
本体価格 ¥12,600 

（税込¥13,860）
・日本製

M-67
ゴルフネット強力型（AB）
本体価格 ¥230,000

（税込¥253,000）  ▲
・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㎝
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：31.8−1.6
・納期約1ヶ月
・日本製

 M-76

M-162
M-62用ネットのみ
本体価格 ¥40,000 

（税込¥44,000） ▲
・日本製

M-124
正面2重用規格ネット2×2m
本体価格 ¥5,600 

（税込¥6,160）
・日本製

M-62
ゴルフネットゲート型 

（スペシャル M）
本体価格 ¥65,000 

（税込¥71,500） ▲
・ゲート型パイプフレーム
・張綱式・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㎝
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：22.2−1.2
・日本製

 M-74

M-169
M-69用ネットのみ
本体価格 ¥150,000 

（税込¥165,000） ▲
・日本製

M-125
正面2重用規格ネット3×3m
本体価格 ¥12,600

（税込¥13,860）
・日本製

M-69
ゴルフネット強力型（SP）
本体価格 ¥330,000  

（税込¥363,000） ▲
・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㎝
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：31.8−1.6
・納期約1ヶ月
・日本製

 M-76

M-165
M-65用ネットのみ
本体価格 ¥48,000 

（税込¥52,800）▲
・日本製

M-124
正面2重用規格ネット2×2m
本体価格 ¥5,600 

（税込¥6,160）
・日本製

M-65
ゴルフネットゲージ型 

（デラックス LL）
本体価格 ¥100,000 

（税込¥110,000） ▲
・フレーム 自立式・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㎝
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：22.2−1.2
・日本製

 M-75

M-171
M-71用ネットのみ
本体価格 ¥230,000

（税込¥253,000） ▲
・日本製

M-148
正面2重用規格ネット3×6m
本体価格 ¥25,200 

（税込¥27,720）
・日本製

M-71
ゴルフネット強力型 

（ハウス）
本体価格 ¥520,000 

（税込¥572,000） ▲
・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
・ネット材質規格：ポリエチレン  23㎜幅/36本縒
・パイプサイズ（外径−肉厚/㎜）：38.1−1.6
・納期約1ヶ月
・日本製

 M-76

2.4m

2.4m
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6.0m
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3.0m

6.0
m

6.0m

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

強力型とは…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

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

※各品番とも防炎ネットもご用意できます
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M-198
本体価格 ¥130（税込¥143）
・m当り
・太さ：8㎜
・日本製

M-199
本体価格 ¥200（税込¥220）
・m当り
・太さ：10㎜
・日本製

M-79
的 88×88cm 
消音メッシュ
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・本体/ポリ塩化ビニル（タイ製）　取付用ロープ/ポ

リエチレン（日本製）
・重量：180g

M-78
的 180×180cm 
消音メッシュ
本体価格 ¥12,500（税込¥13,750）
・本体/ポリ塩化ビニル（タイ製）　取付用ロープ/ポ

リエチレン（日本製）
・重量：670g

M-278
的 消音メッシュ 無地  
180×180cm
本体価格 ¥12,500（税込¥13,750）
・本体/ポリ塩化ビニル（タイ製）　取付用ロープ/ポ

リエチレン（日本製）
・重量：670g
・的なし無地タイプ

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

M-124
本体価格 ¥5,600（税込¥6,160）
・サイズ：2.0×2.0m
・日本製

M-125
本体価格 ¥12,600（税込¥13,860）
・サイズ：3.0×3.0m
・日本製

M-196
本体価格 ¥40（税込¥44）
・m当り
・太さ：4㎜
・日本製

M-197
本体価格 ¥70（税込¥77）
・m当り
・太さ：6㎜
・日本製

M-195
本体価格 ¥20（税込¥22）
・m当り
・太さ：2㎜
・日本製

M-123
ゴルフネット 補修キット
本体価格 ¥600（税込¥660）
・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
・サイズ：網針/160㎜、補修糸/2×20m
・材質：補修糸/ポリエチレン　網針/POM
・日本製

M-126
本体価格 ¥8,400（税込¥9,240）
・サイズ：2.0×3.0m
・日本製

M-127
本体価格 ¥7,000（税込¥7,700）
・サイズ：2.0×2.5m
・日本製

M-128
本体価格 ¥16,800（税込¥18,480）
・サイズ：3.0×4.0m
・日本製

M-129
本体価格 ¥11,200（税込¥12,320）
・サイズ：2.0×4.0m
・日本製

M-148
本体価格 ¥25,200 

（税込¥27,720）
・サイズ：3.0×6.0m
・日本製

67㎝ 67㎝

67㎝

M-74
的 90×90cm帆布
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620）
・材質：本体/ポリエステル（タイ製）　取付用ロープ

/ポリエチレン（日本製）
・重量：300g

M-75
的 120×120cm 帆布
本体価格 ¥5,200（税込¥5,720）
・材質：本体/ポリエステル（タイ製）　取付用ロープ

/ポリエチレン（日本製）
・重量：550g

M-76
的 175×175cm 帆布
本体価格 ¥10,200（税込¥11,220）
・材質：本体/ポリエステル（タイ製）　取付用ロープ

/ポリエチレン（日本製）
・重量：1.1kg

42㎝

・材質：
　塩化ビニル樹脂（防炎製品）

M-70
メッシュ的強力型
本体価格 ¥15,000（税込¥16,500） 
・サイズ：175cm×175cm　
・材質：ターポリン
・重量：1.8㎏　
・紐5本入　
・タイ製

67㎝

材質拡大

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

6

M-200
ペアショットセット
本体価格 ¥34,000（税込¥37,400）
・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

・サイズ：900×700×20㎜
・重量：15.0㎏
・日本製

M-201
ティーマット大
本体価格 ¥5,500（税込¥6,050）
・サイズ：645×315×10㎜　
・重量：2.8㎏
・日本製

M-210
グリーンマット 
ナイロン650
本体価格 ¥8,500（税込¥9,350）
・サイズ：650×245㎜、パイル長14㎜（ゴム厚8㎜）
・重量：2.1㎏
・日本製

M-204
スタンスマット 大
本体価格 ¥28,000（税込¥30,800）
・サイズ：900×900×18㎜
・重量：19.0㎏
・日本製

M-207
スタンスマットS
本体価格 ¥18,000（税込¥19,800）
・サイズ：1000×800×15㎜
・重量：14.0㎏
・日本製

M-311
Vスタンスマット S（GL-156）
本体価格 ¥22,500（税込¥24,750）
・サイズ：800×1,000×20㎜
・重量：24㎏
・受注発注商品
・日本製

M-307
Vショットセット S（GL-151）
本体価格 ¥29,500（税込¥32,450）
・セット内容：Vショット枠S、スーパーグリーンマッ

ト48（SM-406）
・サイズ：600×1,000×20㎜
・重量：10.8㎏
・規格穴2箇所（φ17）あり
・受注発注商品
・日本製

 M-443

M-443
ベストライST
スーパーグリーンマット
48 SM-406
本体価格 ¥16,000（税込¥17,600） 
・サイズ：約400×800×20㎜
・重量：約2.2kg
・規格穴2箇所（φ17）あり
・日本製

100㎜

400㎜

200㎜200㎜

800㎜800㎜

パーマネントティー装着時に
盛り上がらない裏面形状

裏

表

M-307 補充部品用

M-200 補充部品用

M-202
ペアショット枠
本体価格 ¥20,000（税込¥22,000）
・サイズ：900×700×20㎜
・重量：10.0㎏
・日本製
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M-620
シバーマット  
ラバースポンジ付 135
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） 
・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
・台湾製

M-621
シバーマット  
ラバースポンジ付 200
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）
・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
・台湾製

M-624
シバーマット  
ラバースポンジ付 250
本体価格 ¥3,200（税込¥3,520） 
・サイズ： 250×500×19（厚さ）㎜
・材質： 芝/ナイロン　ベース/NBRスポンジ
・重量： 約550g
・台湾製

M-623
シバーマット  
ラバースポンジ付 300
本体価格 ¥4,300（税込¥4,730） 
・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
・台湾製

M-27
シバーマットゴム付 カール芝
本体価格 ¥7,000（税込¥7,700）
・サイズ：600×270×21㎜
・重量：約1.5㎏　
・日本製

M-206
芝王
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800） ▲
・サイズ：幅1m ×長さ15m、厚さ25±1㎜　
  （パイル長23±1）
・材質：ポリエチレン
・重量：3.6㎏/m2
・日本製
※パッティングでの使用には不向きです

（1mにつき）

穴あき（001）

穴なし（002）

M-309
スペアボール 
回転式（SS-022）
本体価格 ¥400（税込¥440）
・日本製

M-312
紐付スペアボール

（SS-023）
本体価格 ¥480（税込¥528）
・日本製

4 973271 412208

M-457
シンプルショットⅡ 

（SS-054）
価格 オープンプライス
・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
・サイズ：400×200㎜
・日本製
・L2500　

M-459
スリムショットⅡ 

（SS-056） 
価格 オープンプライス
・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
・サイズ：310×390×115（高）㎜
・日本製
・L3500

M-456
シンプルショット・ミニ 

（SS-055）
価格 オープンプライス 
・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
・サイズ：385×100㎜
・日本製
・L2000

Price 
Up

Price 
Up

49
0
㎜

275㎜

55
0
㎜

270㎜

62
0
㎜

335㎜

50
0
㎜

225㎜

M-457 スペアボール用 M-459 スペアボール用

M-183
ゴルペットML型
本体価格 ¥59,000（税込¥64,900） ■
・100個用
・アイアン使用可
・サイズ： 全長 740㎜、高さ 200㎜
・梱包重量： 6㎏
・日本製

M-184
ゴルペットスペア
ML型用（GTE-28）
本体価格 ¥550（税込¥605） ▲
・サイズ：長さ270㎜
・日本製

M-180
DX型用 
先ゴム（GTE-21）
本体価格 ¥480（税込¥528） ▲
・サイズ：長さ270㎜
（スタンダード）

T-101
ツウィンティー重り付
本体価格 ¥2,980（税込¥3,278）
・1本のティーで高・低の高さを
　変更可能です
・サイズ：φ118（重りのみ）
・重量：約1kg（重りのみ）
・ティーの高さ 26/36（T-102）
・日本製

Z-601
ツウィンティー 
重り付用 重りのみ
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・サイズ：φ118
・重量：約1kg
・日本製

T-102
ツウィンティー
スペア（26/36）
本体価格 ¥480（税込¥528）
・サイズ：26/36㎜
・日本製

T-304
ツウィンティー 
スペア（40/45）
本体価格 ¥550（税込¥605）
・サイズ：40/45㎜
・日本製

M-180
ゴルペットスペア 
L型用スペアティー先ゴム 

（GTE-24）
本体価格 ¥480（税込¥528） ▲
・カラー：グリーン、ブラックは M-187
・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
・日本製

M-181
L型用
元ゴム（GTE-26A）
本体価格 ¥1,420（税込¥1,562）  ▲
・サイズ：長さ185㎜
・元金具付
・日本製

M-182
L型用 アイアンレール 

（GTE-27）
本体価格 ¥600（税込¥660） ▲
・サイズ：長さ250㎜
・日本製

G-199
スウィングミラー
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）
・全身が映る凸面鏡
・サイズ：φ250
・材質：ミラー /ガラス　枠/ポリプロピレン
・日本製

M-98
ボールカゴ（24個入）
本体価格 ¥800（税込¥880）
・24個入用
・サイズ： 280×190×55㎜
・日本製

M-96
ボールカゴ（S）
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・50個入用
・サイズ：φ245×165㎜
・日本製

B-57
赤線入練習ボールR
本体価格 ¥100（税込¥110） 
・構造：ワンピース
・サイズ：ラージ

（1個につき）

（021）（024）

M-100
ボールバスケット（L） 
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）  
・150個入用
・サイズ：350×320×200㎜
・日本製

M-97
ボールカゴ（L） 
本体価格 ¥3,400（税込¥3,740）  
・100個入用
・サイズ：φ320×190㎜
・日本製 グリーン（060）

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

ゴルフ イット! おためし道場「スウィングミラー」の巻
『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「スウィングミラー」の巻では、
長飛距離425ヤード、ヘッドスピードMAX 72m/sを誇る永原総太朗ドラコン
プロがお勧めのラインテープの貼り方から使い方を解説します。

・ラインテープ（5本入り）付属

G-202
G-199スウィングミラー用 
ラインテープ（5本入）
本体価格 ¥250（税込¥275）
・サイズ：210㎜
・日本製

レッド （010）

Price 
Up

Price 
Up

Price 
Up

G-199 補充部品用

座繰り加工：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

7㎜7㎜

12㎜12㎜
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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
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T-71
半球ティー
本体価格 ¥300（税込¥330）
・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
・材質：天然ゴム
・日本製

パーマネントティー
本体価格 ¥150（税込¥165）
・材質：天然ゴム
・日本製

パーマネントティースペシャル
本体価格 ¥200（税込¥220）
・材質：天然ゴム
・日本製

T-630
パーマネントティー 
S（30㎜）
本体価格 ¥150（税込¥165）

T-636
パーマネントティー 
M（35㎜）
本体価格 ¥150（税込¥165）

T-640
パーマネントティー 
ML（40㎜）
本体価格 ¥150（税込¥165）

T-645
パーマネントティー 
L（45㎜）
本体価格 ¥150（税込¥165）

T-650
パーマネントティー
LL（50㎜）
本体価格 ¥150（税込¥165）

T-655
パーマネントティー  
スペシャル 55㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

T-660
パーマネントティー  
スペシャル 60㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

T-665
パーマネントティー  
スペシャル 65㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

T-670
パーマネントティー  
スペシャル 70㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

T-675
パーマネントティー  
スペシャル 75㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

T-680
パーマネントティー  
スペシャル 80㎜
本体価格 ¥200（税込¥220）

80 ㎜

50 ㎜

75 ㎜

45 ㎜

70 ㎜

40 ㎜

65 ㎜60 ㎜55 ㎜

35 ㎜30 ㎜

53㎜

15㎜

素振り専用パーマネントティー

UV
カット

吸汗
速乾

抗菌
防臭

静電
防止

31
hPa

27
hPa

22
hPa

ウェーブ編みと
段階圧力でストレスを
最小限に抑え快適

ひざをしっかり支えて
安定させ

独自構造による加圧効果
 

ふくらはぎ下

＊hPa（ヘクトパスカル）は圧力を表す国際単位です。

ソフトな風合いで
ズレにくいリブ

ひざ上までサポートするロングタイプ
機能性サポーター

 

ふくらはぎ下
足首

ふくらはぎ

ゴルフから
日常使い
まで

手 首 用 ひじ用 ひざ用

足首〜ひざ上

X-988
コンフォート 
サポーター ひざ
本体価格 ¥1,700（税込¥1,870）
・膝へのストレスの軽減
・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
・日本製

X-989
コンフォート 
サポーター ひじ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・ひじ周りへの不安、ゴルフひじに
・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
・日本製

X-990
コンフォート 
サポーター カフ
本体価格 ¥1,700（税込¥1,870）
・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
・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
・日本製

ふくらはぎ ひじ用 ひざ用

X-907
ニーカーフコンプレッションゲイター
本体価格 ¥2,800（税込¥3,080） 
・医療用編み機で編み上げた独自構造のポイント別段階圧力によ

る快適なサポート機能・伸縮性が高く、ふくらはぎのウェーブ
編みが段階圧力でストレスを最小限に抑えるコンプレッション機
能・ゴルフ、ランニング、テニス、登山など全てのスポーツからオ
フィスでもお仕事中でもお使いいただけ、長時間の運動時にはア
ンダーウエアとしても効果を体感でき、ゴルフプレー後の着用で
脚スッキリ！としてもご使用になれます。

・サイズ：M/ふくらはぎ周り32 〜 42㎝、
　　　　   L/ふくらはぎ周り38 〜 48㎝
・材質：ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
・パッケージサイズ：160×250×15㎜
・男女兼用
・両足入（左右兼用）
・日本製

M（005）

L（007）

G-413
ゴルフ サポーター 手首
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：フリー（手首周り15 〜 22cmに対応、

丈約10㎝）/1枚入
・材質： レーヨン、ポリエステル、
　ポリウレタン、ナイロン
・日本製

G-414
ゴルフ サポーター ひじ
本体価格 ¥900（税込¥990）
・サイズ：フリー（肘頭周り24 〜 28cmに対応、

丈 約20㎝）/1枚入
・材質：レーヨン、ポリエステル、
　ポリウレタン、ナイロン
・日本製

G-415
ゴルフ サポーター ひざ
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ：フリー（膝頭周り32 〜 38cmに対応、

丈 約22.5㎝）/1枚入
・材質： レーヨン、ポリエステル、
　ポリウレタン、ナイロン
・日本製

X-931
リストレスキュー
本体価格 ¥1,900（税込¥2,090）
・サイズ：フリー（右用・左用）
・材質：ナイロン、エラストマー樹脂
・日本製

フリー右（002）

フリー左（001）

G-563
ドクター・エルボー
本体価格 ¥4,200（税込¥4,620）
・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
・サイズ：SS（22 〜 23㎝）

S（24 〜 25㎝）、M（26 〜 27㎝） 
L（28 〜 30㎝）、LL（31 〜 34㎝）

・ドイツ製

L（007）

M（005）

SS（002）

LL（008）

S（003） 手 首 用

ひじ用

T-630 T-655T-636 T-660T-640 T-665T-645 T-670T-650 T-675 T-680
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X-917
naoss バックサポートベルト ugoko
本体価格 ¥5,980（税込¥6,578）
・日常生活時でも、スポーツ時でも使用可能
・薄い・軽い・コンパクト・装着簡単
・最大上下幅約18.5㎝（全サイズ共通）
・サイズ：M（72 〜 84㎝）　L（83 〜 97㎝）　LL（96 〜 112㎝）
・材質：ナイロン、ポリウレタン
・重量：約104g（Mサイズ）
・日本製

M（005）

L（007）

LL（008）

X-932
エルボーレスキュー
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・サイズ：フリー（左右兼用）
・材質：ナイロン、エラストマー樹脂
・日本製

X-915
バック レスキュー 
ベルトメッシュ
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）
・特殊プレートを腰部に内蔵
・補助ベルトで引き締めることでプレートを密着させ腰を支える
・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
・日本製

X-916
バック レスキュー 
ベルトチタン
本体価格 ¥4,800（税込¥5,280）
・チタン素材を腰部と腹部に採用し、冷えやすい腰
・腹の保温性を高める
・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
・日本製

黒 M（085）黒 M（085）

黒 L（087） 黒 L（087）

黒 LL（088） 黒 LL（088）

ひじ用

腰 用 腰 用

腰 用

背 中

X-910
姿勢サポートベルト 
本体価格 ¥4,600（税込¥5,060） 
・丸まった背筋を伸ばし、健康な姿勢へサポートします
・通気性に優れた、心地よい装着感
・サイズ：M/865×360㎜　L/965×390㎜
・材質：ナイロン、ポリエステル、その他
・重量：M/87g　L/95g
・適応サイズ  M/150 〜 165㎝
　　　　　　L /165 〜 180㎝
・日本製

M（005）

L（007）

X-63
セラポアテープ 25H
本体価格 ¥480（税込¥528） ★
・粘着性布伸縮包帯
・ケガの予防、再発防止、応急処置
・手の指・足の指用
・サイズ： 25㎜×4.5m
・日本製

X-64
セラポアテープ 38H
本体価格 ¥720（税込¥792）★
・粘着性布伸縮包帯
・ケガの予防、再発防止、応急処置
・手・足用
・サイズ：38㎜×4.5m
・日本製

X-65
セラポアテープ 50H
本体価格 ¥950（税込¥1,045）★
・粘着性布伸縮包帯
・ケガの予防、再発防止、応急処置
・足用・ひざ用
・サイズ： 50㎜×4.5m
・日本製

X-73
くっつくバンデージ 25㎜
本体価格 ¥440（税込¥484）★
・指・手首用
・サイズ：25㎜×4m
・日本製

X-74
くっつくバンデージ 38㎜
本体価格 ¥570（税込¥627）★
・手首・ひじ用
・サイズ：38㎜×4m
・日本製

X-75
くっつくバンデージ 50㎜
本体価格 ¥660（税込¥726）★
・足首・ひじ用
・サイズ：50㎜×4m
・日本製

X-81
セラポアテープFX 25F
本体価格 ¥500（税込¥550） ★ 
・手で切れるからハサミ不要で持ち運びに便利・は

くり紙がないのでスピーディに貼る事が出来ます
・サイズ：25㎜×5.5m
・日本製

X-82
セラポアテープ FX 38F
本体価格 ¥740（税込¥814）★ 
・手で切れるからハサミ不要で持ち運びに便利
・はくり紙がないのでスピーディに貼る事が出来ます
・サイズ：38㎜×5.5m
・日本製

X-83
セラポアテープ FX 50F
本体価格 ¥980（税込¥1,078）★ 
・手で切れるからハサミ不要で持ち運びに便利
・はくり紙がないのでスピーディに貼る事が出来ます
・サイズ：50㎜×5.5m
・日本製

G-23
スーパー Gテープ
本体価格 ¥350（税込¥385）
・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
・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
・中国製

ブラック（080）

ホワイト（020）

ブラウン（070）

レッド （010）

ブルー （030）

手 首 用 手 首 用

手 用手 用

ひじ用

足 用足 用

足 首 用足 用

足 用

ひじ用指 用

手の指 用

手の指 用

足の指 用

足の指 用

ひざ用

ひざ用

G-203
フィンガード
本体価格 ¥250（税込¥275）
・スポーツ用伸縮性指キャップ包帯
・サイズ： 長さ75㎜（3本入）
・材質： 綿、レーヨン、ゴム
・日本製

X-60
ケアリーヴ CL-10M
本体価格 ¥200（税込¥220） ■
・素肌タッチの救急絆創膏
・サイズ：Mサイズ
　（中型：一般用）21×70㎜、10枚入
・日本製

X-61
ケアリーヴ CL-16L
本体価格 ¥380（税込¥418） ■
・指になじんで曲げてもフィット
・サイズ：Lサイズ
　（大型：カカト用）30×72㎜、16枚入
・日本製

X-62
ケアリーヴ CL-10T
本体価格 ¥380（税込¥418） ■
・指まわりや屈曲部にもしっ
　かりフィット
・サイズ：Tサイズ（指先用） 
　60×55㎜、10枚入
・日本製

G-154
ライトキズバン
本体価格 ¥350（税込¥385）
・すべりにくく、伸縮性のある厚手ばんそうこう
・サイズ：  25×60㎜（10枚入）
・日本製

指 用
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「ホワイトヘッド」にも
目立たずコーディネート

2.1g/1片

G-91
バランスチップ  
パールホワイト 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用　
・8枚入　
・サイズ：厚0.5×36×10㎜
・重量：約2.1g/1片
・材質：鉛、合成樹脂、顔料、アクリル系粘着剤
・日本製

2.1g/1片

G-263
バランスアップ 
フリーカット 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・目盛付なのでカットした重さが
　わかります
・サイズ：厚0.5×57×66.5㎜
　（42マス）
・重量：約0.5g（1マス）　
・材質：鉛、合成樹脂、顔料、アクリル系粘着剤　
・日本製

0.5g/1マス
G-492

バランスチップ  
蛍光鉛イエロー
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用　
・8枚入
・サイズ：厚0.5×36×10㎜
・重量：約2.1g/1片　
・材質：鉛、合成樹脂、顔料、アクリル系粘着剤　
・日本製

2.1g/1片

G-92
バランスチップ 
ミッドナイトブルー 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用　
・8枚入
・サイズ：厚0.5×36×10㎜
・重量：約2.1g/1片
・材質：鉛、合成樹脂、顔料、アクリル系粘着剤　
・日本製

2.1g/1片

ゴルフ イット! おためし道場「バランスアップ・バランスダウンシ
リーズ

『ゴルフのライト』ゴルフ イット ! おためし道場「バランスアップ・
バランスダウンシリーズ」の巻では、LPGAツアー優勝キャディー
としての実績を持つ沼田祐貴プロが鉛の貼り方からアレンジ方法
を解説します

商品の使い方と
詳細をご覧いただけます

沼田祐貴プロ沼田祐貴プロ

スコアがまとまる
鉛の貼り方

G-163
バランスチップ 
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約2.1gの微調整用
・8枚入
・サイズ：厚0.5×36×10㎜
・重量：約2.1g/1片
・材質：鉛、アクリル系粘着剤　
・日本製

5g/1枚
G-437

バランスアップ （台紙）
本体価格 ¥350（税込¥385）
・4枚入
・サイズ：厚0.5×60×15㎜
・重量：約5g/1枚
・日本製

5g/1枚
G-37

バランスアップ （ボックス）
本体価格 ¥350（税込¥385）
・4枚入
・サイズ：厚0.5×60×15㎜
・重量：約5g/1枚
・日本製

G-637
バランスアップ 業務用 
140×390
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・好きな大きさ、形にハサミ等でカットできます
・サイズ：厚0.5×140×390㎜
・重量：約320g
・材質：鉛、アクリル系粘着剤
・日本製

G-334
バランスアップテープ 
業務用 
本体価格 ¥6,000（税込¥6,600）
・サイズ：0.125厚×12.5㎜幅×約32m（36ヤード）巻
・重量：約55㎜で1g
・材質：鉛、アクリル系粘着剤
・日本製

G-333
バランスダウンテープ
本体価格 ¥300（税込¥330）
・両面粘着タイプの鉛テープ、グリップ下巻用
・サイズ： 0.12厚×25.4㎜幅×500㎜
・重量：約42.7㎜で1g
・材質：鉛、アクリル系粘着剤
・日本製

G-332
バランスダウンテープ 業務用
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800）
・両面粘着タイプの鉛テープ、グリップ下巻用
・サイズ：0.12厚×25.4㎜幅×33m
・重量：約42.7㎜で1g
・材質：鉛、アクリル系粘着剤
・日本製

G-136
バランスアップテープ 20
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ：0.125厚×12.5㎜幅×1.15m巻
・重量：約55㎜で1g
・材質：本体/鉛、アクリル系粘着剤
   ボビン/ABS樹脂
   刃/ハイカーボンステンレス　
・日本製

G-137
バランスアップテープ 40
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ： 0.125厚×12.5㎜幅×2.3m巻
・重量：約55㎜で1g
・材質：本体/鉛、アクリル系粘着剤
   リール/HIPS
・日本製

ソールやキャビティーの
全面に貼れるデカサイズ

グリップ下のシャフトに
貼ってカウンターバランス!!

カッター付
ケース入

18g/1枚

0.65g/1片

1g/55㎜

1g/42.7㎜ 1g/42.7㎜

1g/55㎜
G-43

バランスダウン
本体価格 ¥500（税込¥550）
・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
・サイズ：鉛/φ26、ネジ/長さ22㎜
・重量：鉛（約12g）×2枚、ネジ（約4g）×2本
・材質：鉛/鉄（焼付塗装）
・日本製

12g/1枚

G-133
バランスダウントップ
本体価格 ¥600（税込¥660）
・グリップエンドに差し込みカウンターバランスに
・2個入り
・サイズ：φ28
・重量：約15g
・材質：鉛、PC、アクリル系粘着剤、PET
・日本製

15g/1枚

1g/55㎜
G-47

切って使う。
バランスアップ 0.15
本体価格 ¥350（税込¥385）
・サイズ： 150×150×0.15（厚さ）㎜
・重量：約40g
・日本製

0.18g/1㎝×1㎝

G-36
バランスアップ スーパー 18
本体価格 ¥350（税込¥385）
・ウエッジ、パター用
・2枚入
・サイズ：55×15㎜
・重量：約18g/1枚
・材質：鉛、アクリル系粘着剤
・日本製

ボックス（001） 台紙（002）

G-164
バランスアップ  
微調整 0.15
本体価格 ¥350（税込¥385）
・1枚約0.65gで微調整可能
・16枚入
・サイズ：厚0.15×36×10㎜
・重量：約0.65g/1片
・日本製

※バランスアップはライト株式会社の登録商標です

パターのアライメントとして
残像効果があがり、正確な

アドレスとストロークに

②【ソールの後方】②【ソールの後方】重心が深くなる
●高弾道になる●サイドスピンを抑える
●バックスピンが増え飛距離アップ

⑤【ソールのフェース側】⑤【ソールのフェース側】重心が浅くなる
●低弾道になる●ランが出る
●吹き上がりを抑える

③【ソールのヒール側】

ターンがしやすくなる

③【ソールのヒール側】重心距離（位置）が短くなる
●スライスを抑える●球のつかまりが良くなる
●ヘッドのターンがしやすくなる

⑥【シャフト下のネック】⑥【シャフト下のネック】
●シャフトが軽く感じる時（バランスの
変化が少ない場所です）
●スライスを抑える

①【ソールのトゥ側】重心距離（位置）が長くなる
●フックを抑える●つかまり過ぎを抑える
●左へのミス軽減●右に行きやすくなる（フェ
ースローテーションの大小で、左右に行く傾
向が異なるので注意）

④【ソールのセンター】重心が下がる
●低重心になる
●球の打ち出し角が高くなる554422

33 66
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X-601
ブラック

X-602
ホワイト

X-604
ネービーブルー

X-603
バイオレット

X-608
イエロー

X-607
ゴールド

X-606
グリーン

X-605
スカイブルー

X-612
ワインレッド

X-611
レッド

X-610
オレンジ

X-609
ピンク

X-625
蛍光オレンジ

X-628
蛍光ピンク

X-627
蛍光イエロー

X-626
蛍光グリーン

G-284
ロングドライブキット
本体価格 ¥500（税込¥550）
・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、カーボ

ン用で 18g）で約6.5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3ポイントダウンします
・サイズ：カーボンシャフト用、スチールシャフト用細・太
・重量：本体/約18g、鉛/約11g
・材質：ナイロン（カーボン用のみ芯材にスチール使用）
・日本製
※接着の際は別途、ナイロン材質対応接着剤が必要

です

スチール細（003）カーボン（001） スチール太（002）

アイアンマニキュア
 各本体価格 ¥500（税込¥550）
・内容量：6mL（蛍光色は4mL）
・成分：合成樹脂（アクリル）、顔料、有機溶剤
・日本製

X-614
アイアンマニキュア 
マーカータイプ ブラック
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・内容量： 4mL
・成分：顔料、合成樹脂、溶剤、添加剤
・日本製

X-615
アイアンマニキュア 
マーカータイプ ホワイト
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・内容量： 4mL
・成分：顔料、合成樹脂、溶剤、添加剤
・日本製

G-119
スーパースピンバイト V溝用
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・アイアンフェースの溝（V）をシャープに甦らせます
・材質： キャップ＆本体/ABS樹脂　刃（チップ）/タ

ングステンカーバイト
・日本製
・名入れ範囲：縦60×横10㎜
・名入れ場所：本体側面

G-165
スーパースピンバイト 角溝用
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・アイアンフェースの溝をシャープに甦えらせます
・材質： チップ（刃）/タングステンカーバイト
   キャップ＆本体/ABS樹脂
・日本製
・名入れ範囲：縦60×横10㎜
・名入れ場所：本体側面

4 903487 711901 4 903487 716500

名入れ 名入れ

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

「新溝ルール」

G-702
シャフトカッター 
G-701用替刃「クロモリ」
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・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
・日本製

4 903487 770205

G-703
シャフトカッター
G-713用替刃「超硬」
本体価格 ¥4,000（税込¥4,400）
・サイズ：刃外形17㎜　穴径4.85㎜　刃厚3㎜
・材質：タングステンカーバイト
・日本製

G-360
シャフト切断機 SカットⅡ
本体価格 ¥46,000（税込¥50,600） ■
・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
・サイズ：310×190×270㎜
・重量：6㎏
・電源：AC100V
・日本製

G-713 補充部品シャフトカッター用 補充部品シャフトカッター用G-701

X-622
アイアンマニキュア
除光液 6mL
本体価格 ¥500（税込¥550）
・前処理と、はみ出した部分の仕上げ、う

すめる時に
・内容量：6mL
・成分：有機溶剤
・日本製

G-384
ロングドライブ 
ステップバイ ステップキット
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・重量：1/11g、1.5/15g2/18g
・材質：ナイロン（芯材にスチール使用）
・日本製
※接着の際は別途、ナイロン材質対応接着剤が必要

です

G-156
天ぷらキズ 防止テープ
本体価格 ¥300（税込¥330）
・糊残りのないウレタン製テープ
・10枚入
・サイズ：15×60×0.15㎜
・材質：熱可塑性エラストマー（TPE）　アクリル系粘着材
・日本製

G-390
シャフトガードテープ
本体価格 ¥500（税込¥550）
・摩擦等による傷からシャフトを守ります
・サイズ：幅30㎜×5m×厚み0.05㎜
・材質：ポリエステルフィルム
・日本製

クリヤー（170）

ヘッドをキズ 
から守ります

こうなる前に
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G-705
ゴルフクラブ用 
ヤスリ（ハイカーボン）
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・削り味抜群、クラブのチューンアップに最適
・サイズ：30×60×20㎜（ヤスリ部122×12㎜）
・日本製

G-362
ソケットツール
本体価格 ¥6,000（税込¥6,600） ▲
・ソケット（セル）の挿入に、目盛付
・サイズ： 105×35×20㎜
・日本製

G-375
シャフト抜き器 ニュー H-2
本体価格 ¥38,500（税込¥42,350） ■
・ヘッドからシャフトを傷めず、ひねることなく抜ける
・サイズ：250×75×210㎜
・日本製
※別途ラチェットレンチが必要です

4 903487 7375054 903487 770519 4 936197 130014

G-356
スウィングバランサー D 

（デジタルタイプ）
本体価格 ¥42,000（税込¥46,200） ★
・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
・サイズ：560×200×130㎜
・重量： 約2.3kg
・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
・日本製

G-353
スウィングバランサーⅡ
本体価格 ¥8,800（税込¥9,680） ■
・コンパクトタイプの 14インチ対応バランス計
・サイズ： 41×410×70㎜
・日本製

4 903487 735303

G-650
アイアン専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・成分：水、エタノール、メタノール、イソプロピルア

ルコール、シリコーンオイル、他
・内容量：180mL
・日本製

G-651
チタン専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・成分：水、エタノール、メタノール、イソプロピルア

ルコール、シリコーンオイル、他
・内容量：180mL　
・日本製

G-630
アイアンミスト
本体価格 ¥600（税込¥660）
・成分：水、エタノール、メタノール、イソプ

ロピルアルコール、シリコーンオイル、他
・内容量：100mL
・日本製

G-633
チタンミスト
本体価格 ¥600（税込¥660）
・成分：水、エタノール、メタノール、イソプ

ロピルアルコール、シリコーンオイル、他
・内容量：100mL
・日本製

使いやすい
泡タイプ

G-77
ラインマーク クリーナー
本体価格 ¥700（税込¥770）
・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
・ 成分：シクロヘキサン、イソヘキサン、ノ

ルマルヘキサン、LPG、他
・内容量：100mL
・日本製

汚れ
落とし

汚れ
落とし

汚れ
落とし

G-48
ゴルフクラブバブル
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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
・内容量：100mL
・日本製

汚れ
落とし

ツヤ
だし

保護
ツヤだし

保護
ツヤだし

G-654
シューズ専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・成分：水 、シリコーンオイル、他
・内容量：180mL
・日本製

汚れ
落とし

保護
ツヤだし

防錆

防錆

防汚

防汚 汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防汚

G-7
スーパー ゴルフミスト
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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
・成分：水、イソパラフィン混合物、シリコーン

オイル、他
・内容量：100mL
・日本製

汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防汚

汚れ
落とし

保護
ツヤだし 防汚

G-653
ラバーグリップ専用  
ガンスプレー
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・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
・成分：水 、アクリル・酢酸ビニル共重合体、他
・内容量：180mL
・日本製

汚れ
落とし

グリップ用
スベリ
どめ

G-51
ポリッシングパッド
本体価格 ¥500

（税込¥550）
・クラブのお手入れに、グロー

ブタイプのパッド
・サイズ： 約190×140㎜
・日本製

G-400
スーパ−クロス
本体価格 ¥700（税込¥770）
・超極細の繊維が汚れを取り込むので、ド

ライでもウエットでもゴルフクラブにキズ
がつきにくく、抜群な汚れ取り効果

・サイズ：280×380㎜
・材質：ポリエステル（東洋紡 シルフローラX）
・日本製

■ 赤（010）

■ 青（030）

■ 緑（060） 青（030）

G-640
チタンクリーム
本体価格 ¥600（税込¥660）
・チタンクラブ等塗装仕上のクラブ用汚れ

落とし
・成分：イソパラフィン混合物、ワックス、シ

リコーンオイル、他
・内容量： 30g
・日本製

汚れ
落とし

ツヤ
だし

G-63
サビ防止（さびどめ）
本体価格 ¥800（税込¥880）
・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
・成分：流動パラフ、LPG、他
・内容量：100mL
・日本製

汚れ
落とし

保護
ツヤだし防錆

G-303
ラバーグリップ ノンスリップ 
本体価格 ¥700（税込¥770）
・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
・成分：水、トリエタノールアミン、ポリオキシエチ

レン（＝４）ノニルフェニルエーテル硫酸ナトリウ
ム、アクリル・酢酸ビニル共重合体、LPG、他

・内容量：100mL
・日本製

汚れ
落とし

グリップ用
スベリ
どめ

G-40
サビッシュ50
本体価格 ¥800（税込¥880）
・強力サビ取り剤
・成分：リン酸、界面活性剤、酸化防止剤、水

ウエス/綿
・内容量：50mL
・日本製

錆取り

G-205
メタルクリーナー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・金属、メッキ製品の汚れ、サビ落とし
・成分：灯油、結晶性シリカ、水、他
・内容量：80g
・容器サイズ（重量）：高さ約145×幅約50×厚さ約

30㎜（90±5g）
・日本製
・塗装仕上のヘッドには
  使用できません

汚れ
落とし

ツヤ
だし錆取り 汚れ

落とし
グリップ用
スベリ
どめ

G-305
STMグリップクリーナー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲ 
・使える素材：ラバー、エラストマー
・成分：イソヘキサン、ノルマルヘキサン、シクロヘキ

サン、プロパン、ノルマルブタン、イソブタン
・内容量：180mL
・日本製

塗装面も
OK
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GR-224
スーパーストローク  
TR PISTOL GT Tour
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅25×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：69.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-225
スーパーストローク  
TR PISTOL GT 1.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅27×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：83.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-226
スーパーストローク  
TR PISTOL GT 2.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅29×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：51.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GY/WH（110）

WH/SV（120）

WH/RD（210）

Digicamo（400）

BK/WH（820）

GY/WH（110）

WH/SV（120）

WH/SX/GY（130）

WH/BL（230）

Digicamo（400）

BK/WH（820）

GY/WH（110）

WH/SV（120）

WH/RD（210）

Digicamo（400）

BK/WH（820）

GR-230
スーパーストローク  
TR SS2R
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅27×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：109.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-238
スーパーストローク  
TR FLATSO 3.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅35×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：61.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GY/WH（110）Digicamo（400）

GR-222
スーパーストローク  
TR FLATSO 1.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅27×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：87.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-223
スーパーストローク  
TR FLATSO 2.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅30×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：50.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120）WH/BL（230） Digicamo（400）

WH/SV（120） WH/RD（210） Digicamo（400）
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GR-239
スーパーストローク 
WRISTLOCK
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅30×長さ347㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：75.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-207
カウンターコア用ウェイト（25g）
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530） ▲
・テックポート用（専用六角レンチ付属）
・重量：25g
・中国製

NEW

GR-208
カウンターコア用ウェイト（50g）
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530） ▲
・テックポート用（専用六角レンチ付属）
・重量：50g
・中国製

NEW

BL（030） RD（010）

GR（060） BK（080） OR（090）

GR-228
スーパーストローク  
TR CLAW 2.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅29×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：63.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120） WH/RD（210） BK/WH（820）

GR-227
スーパーストローク  
TR CLAW 1.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅29×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：52.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120）WH/BL（230） BK/WH（820）

GR-221
スーパーストローク  
TR TOUR 3.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅33×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：66.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120）

WH/BL（230）

Digicamo（400） BK/WH（820）

GR-220
スーパーストローク  
TR TOUR 2.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅28×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：55.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120）

WH/RD（210）

Digicamo（400） BK/WH（820）

GR-219
スーパーストローク  
TR TOUR 1.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・tech-port装備なし
・サイズ：幅25×長さ267㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：71.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

WH/SV（120）

WH/SX/GY（130）

WH/BL（230） Digicamo（400）

GR-229
スーパーストローク  
TR TOUR 2.0 XL
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅28×長さ349㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：77.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GR-237
スーパーストローク  
TR TOUR 5.0
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950） ▲
・サイズ：幅38×長さ265㎜
・材質：ポリウレタン
・重量：90.0±5g
・口径：58
・中国製

NEW

GY/WH（110） Digicamo（400）



ケ
ア
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
用
品
　
グ
リ
ッ
プ

ケ
ア
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
用
品
　
グ
リ
ッ
プ

133132

GR-206
スーパーストローク 
S-Techグリップ
本体価格 ¥1,300（税込¥1,430）▲
・ジョーダン・スピース、セルヒオ・ガルシア愛

用のウッド・アイアン用グリップ 
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：52.0g±2.5g
・口径：60
・中国製

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

GR-218
スーパーストローク 
S-Tech MID
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）▲
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：59.5±2.5g
・口径：60
・中国製 

RD バックライン有（011） BL バックライン有（031） BK バックライン有（081）

GR-214
スーパーストローク CROSS 
COMFORT Und
本体価格 ¥1,300（税込¥1,430）▲
・サイズ：長さ 約260㎜
・重量：35.0±2.5g
・口径：59
・中国製

NEW

GR-215
スーパーストローク CROSS 
COMFORT Std
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・バックライン無
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：48.0±2.5g
・口径：60
・中国製

NEW

GR-216
スーパーストローク CROSS 
COMFORT Mid
本体価格 ¥1,700（税込¥1,870） ▲
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：49.0±2.5g
・口径：60
・中国製

NEW

GR-217
スーパーストローク CROSS 
COMFORT Ovr
本体価格 ¥1,700（税込¥1,870） ▲
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：50.0±2.5g
・口径：60
・中国製

NEW

GR-235
スーパーストローク S-Tech 
Full Cord Std
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：52.0±2.5g
・口径：60
・中国製

NEW

GR-236
スーパーストローク S-Tech 
Half Cord Std
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） ▲
・サイズ：長さ 約270㎜
・重量：52.0±2.5g
・口径：60
・中国製

NEW

BK バックライン無（082）

BK 60X（080）

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

59
バックライン
なし

BK/RD 60X（810） BK/BL 60X（830）

GR-4
STMグリップ M-1
本体価格 ¥800（税込¥880） ●
・重量：50±1g
・材質：エラストマー
・日本製

GR-1
TMグリップ S-1
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）● 
・業界初の異硬度二色成型グリップ
・重量：46±1g
・材質：エラストマー
・日本製

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
なし

ブラック バックライン有 （081） ブラック バックライン無 （082）

GR-5
STMグリップ M-2
価格 オープンプライス
・ツアープロ監修モデル
・重量：50g±1g
・材質：エラストマー
・L1000
・日本製

ブラック/ イエロー バックライン有 （041） ブラック/ レッド バックライン有 （181）

レッド（011） ブルー（031） ブラック/ レッド  （651）

ブラック/ グレー バックライン有（421）

60
バックライン
あり

G-811
イオミック X-Evolution
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） ▲ 
・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
・重量：50±2g
・タイ製 

G-738
イオミック  
STICKY OPUS3
本体価格 ¥1,600（税込¥1,760） ▲
・重量：48±2g 
・日本製

レッド× ピンク（231） ブラック ×ブルー（831）ホワイト× レッド（211）

60
バックライン
あり

60
バックライン
あり

ブルー × ホワイト 
バックライン有 （321）

ネイビー × ホワイト 
バックライン有 （521）

コーラルレッド× ホワイト 
バックライン有 （911）

G-852
スーパーハンマー
グリップ
本体価格 ¥1,800（税込
¥1,980）
・サイズ：長さ264㎜×エンド部φ31/

中央部φ24.5/チップ部φ20
・重量：100±3g 
・日本製

ゴルフ規則



ケ
ア
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
用
品
　
グ
リ
ッ
プ

ケ
ア
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
用
品
　
グ
リ
ッ
プ

134 135

バック
ライン
あり

バックライン有（081）    

G-822
NO1グリップ 
マットブラック
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲ 
・重量：50±1g
・日本製

■ オレンジ（091）

■ ソーダブルー（221）

■ ライム（211）

■ ショッキングピンク（201）

■ ピンク（101）

■ パープル（191）■ レッド（011）

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

やや細め
標準
やや太め

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

■ レッド（011）

■ 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）

0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

細め
やや細め
標準

■ ブラック（081）■ ブラック（081）

共通カラー

共通カラー

G-757

G-757

G-757

G-757

G-757 G-757

G-757 G-757

G-757 G-757

G-809

G-809

G-809

G-809

G-809 G-809

G-809 G-809

G-809 G-809

ホワイト×ショッキングピンク（271） ホワイト× ライム（301）

イエロー（041） シルバー（121） ホワイト× グリーン（261） ホワイト×ブラック（281） ホワイト× パープル（291）

G-757
NO1グリップ 43シリーズ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・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
・重量：43g±1g
・日本製

G-809
NO1グリップ 48シリーズ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲ 
・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：48±1g
・日本製

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

コード入りグリップグリップの豆知識 グリップ口径（太さ）とは

60
バックライン
あり

60
バックライン
なし

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）

オレンジ（091）

ブルー（031）レッド（011） グリーン（061）

ピンク（101） アーミーグリーン（181）ブラック（081）

ショッキングピンク（201）

パープル（191）

イエロー（041）0.56
0.58
0.60

シャフト
パット径

標準
やや太め
太め

バック
ライン
あり

バック
ライン
あり

ブラック × レッド（811） ブラック × ホワイト（821） ブラック ×ブルー（831） ブラック × イエロー（841） ブラック × グリーン（861）

従来硬度比30％を向上し耐摩耗性を強化　厳しいトーナメント環境の中で培われたプロツアー生まれの「Soft&Solid」

G-955
O1グリップ 50シリーズ  
Soft&Solid
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・高精度樹脂（エラストマー） 
・重量：50g±1g
・日本製

G-810
NO1グリップ 50シリーズ
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・交互に配列されたディンプル構造
・高密度樹脂（エラストマー）
・重量：50±1g
・日本製
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BK（081）BK（082）

60
バックライン
あり

60
バックライン
なし

G-956
SUSASグリップ utm-L 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲　 
・芹澤プロ監修モデル
・重量：45±1g
・日本製

G-957
SUSASグリップ utm 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲　 
・藤田プロ監修モデル
・重量：45±1g
・日本製 WH（021）WH（022）
藤田寛之プロ

監修モデル

藤田寛之プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

BK（082）

G-958
SUSASグリップ utm360 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲　 
・芹澤プロ・藤田プロ監修モデル
・360°タイプ（先端ロゴなし）
・重量：45±1g
・日本製 WH（022）

　アスリートモデル Type3 SUSASutm

　アアスリートモデル Type3 SUSASutm360

バックラインとはグリップの豆知識

G-842
VDラバー・カラー 
VDRS
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650） 
・重量：50g
・台湾製/タイ製

ホワイト（020） ブルー（030）レッド（010）

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

G-905
マルチコンパウンド
MCC プラス 4・
ミッドサイズ
価格 オープンプライス
・重量：66g
・台湾製 

G-904
マルチコンパウンド
MCC プラス 4
価格 オープンプライス
・重量：52g
・台湾製 

グレー（110）

レッド（010） ブルー（030） グリーン（060） オレンジ（090） グレー（110）

G-922
SUSAS pro-FT 
藤田プロモデル
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲
・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
・サイズ：全長266㎜
・日本製

G-923
SUSAS pro-SZ  
芹沢プロモデル
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲
・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
・サイズ：全長266㎜
・日本製

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

60
バックライン
なし

G-940
SUSAS wis. 

（芹澤信雄プロ監修モデル）
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲ 
・「プロがこだわる羨望のフィーリングをアスリート・

ゴルファーのあなたに!」
・重量：50g（±1g）
・日本製

ブラック（081）

BK BR 有（081）

DB BR 無（352）BK BR 無（082） DB BR 有（351）BK BR 有（081）

ダークブルー（351）

DB BR 有（351）

G-941
SUSAS wis. 

（藤田寛之プロ監修モデル）
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲ 
・「プロがこだわる羨望のフィーリングをアスリート・

ゴルファーのあなたに!」
・重量：50g（±1g）
・日本製

ブラック（082）

BK BR 無（082）WH BR 無（022） BK BR 有（081）WH  BR 有（021）

BK BR 無（082）

ダークブルー（352）

DB BR 無（352）

59
バックライン
あり

59
バックライン
なし

藤田寛之プロ藤田寛之プロ

藤田寛之プロ藤田寛之プロ

藤田寛之プロ藤田寛之プロ

藤田寛之プロ藤田寛之プロ

藤田寛之プロ藤田寛之プロ芹澤信雄プロ芹澤信雄プロ

芹澤信雄プロ芹澤信雄プロ

芹澤信雄プロ芹澤信雄プロ

芹澤信雄プロ芹澤信雄プロ

芹澤信雄プロ芹澤信雄プロ

GR-47
SUSAS pro47-FT

（藤田モデル）BK BR無
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・「SUSAS PRO」の太さ、フィーリングを変えず

に重量のみ 47gの微軽量モデル
・サイズ：全長266㎜
・材質：スチレン系エラストマー
・重量：47g±1g
・日本製

GR-48
SUSAS pro47-SZ

（芹澤モデル）BK BR有
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・「SUSAS PRO」の太さ、フィーリングを変えずに

重量のみ 47gの微軽量モデル
・サイズ：全長266㎜
・材質：スチレン系エラストマー
・重量：47g±1g
・日本製

藤田寛之プロ
監修モデル

藤田寛之プロ
監修モデル

藤田寛之プロ
監修モデル

藤田寛之プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

芹澤信雄プロ
監修モデル

GR-49
SUSAS wis WG 

（藤田モデル）
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）▲
・新感覚の振り切りの良さを体感できます
・グリップエンドの緩みとエラストマー特有の動き

感を払拭
・サイズ：全長270㎜
・材質：エラストマー
・重量：50±1g
・日本製

NEW

GR-50
SUSAS wis WG 

（芹澤モデル）
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） ▲
・新感覚の振り切りの良さを体感できます
・グリップエンドの緩みとエラストマー特有の動き

感を払拭
・サイズ：全長270㎜
・材質：エラストマー
・重量：50±1g
・日本製

NEW

　アスリートモデルType1

　アスリートモデルType1-α SUSASpro47

　アスリートモデルType2 SUSASwis.

　アスリートモデルType2-α

58
バックライン
あり

58
バックライン
なし
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G-709
モデルグリップ  
レディース＆ジュニア用
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・サイズ： M56
・重量：59g
・材質：サーモプラスチックラバー
・中国製 

右（002）

JUNIOR

G-708
モデルグリップ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・サイズ： M58
・重量：右/78g　左/80g
・材質：サーモプラスチックラバー　
・中国製

左（001）右（002）

G-347
スーパーハンマー 
グリップテープ
本体価格 ¥900（税込¥990）
・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
・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
・日本製

G-285
パワーアップテープ
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・滑らずグリップのフィーリングアップに
・同色3本入
・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
・日本製
 

黒 / 白（820）

黒 / 黄（840）

黒 / 青（830）

黒（080）

ブラウン（070）

G-314
パワーアップテープ  
スーパーソフト
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・ソフトでしっとりフィット感抜群
・2本入
・サイズ：22 〜 27㎜（テーパー付）×1,000㎜
・日本製

G-23
スーパー Gテープ
本体価格 ¥350（税込¥385）
・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
・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
・中国製

黒（080）

レッド （010） ブルー （030） ブラック（080）ホワイト（020）

Price 
Up

G-840
G400 VD・ラバー
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・重量：50g（M60X）
・台湾製

バックライン有（001）

バックライン無（002）

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
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

G-881
ツアーベルベット
ライト LTM
本体価格 ¥1,200 

（税込¥1,320）
・重量：42g
・タイ製 

G-870
CP2 Wrap・
ミッドサイズ
価格 オープンプライス
・重量：64g
・台湾/タイ製 

G-889
CP2 Wrap
価格 オープンプライス
・重量：50g
・台湾/タイ製 

G-890
CP2 PRO
価格 オープンプライス
・重量：50g
・台湾/タイ製 

G-845
ツアーベルベット
ラバー 360 GTSS
価格 オープンプライス 
・サイズ：50g
・タイ製
・L1200

バックライン有（001）

バックライン無（002） バックライン無（002） バックライン無（002）

60
バックライン
なし

G-891
CP2 PRO 
ミッドサイズ
価格 オープンプライス 
・重量：64g
・台湾/タイ製

バックライン無（002）

G-833
ND マルチコンパウンド
MCC
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・重量：バックライン有/48g
　　　   バックライン無/47g
・台湾製

G-863
ツアーベルベット
ラバー ピンク
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・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
・重量：48g
・タイ製

58 バックライン有（008） 58 バックライン無（009）

60 バックライン有（001） 60 バックライン無（002）

62 バックライン有（003） 62 バックライン無（004）

ホワイト（020）バックライン有

ホワイト（022）バックライン無

レッド（010）バックライン有

レッド（012）バックライン無 ブルー（032）バックライン無

ブルー（030）バックライン有

G-863
ツアーベルベットラバー
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・重量：52g：M60X
・タイ製 

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
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

イエロー（040）バックライン有

イエロー （042）バックライン無

L58 バックライン有（106）
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G-12
コンペフラッグ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・ドラコン、ニヤピン各1枚入
・日本製

G-22
コンペフラッグ ニアニア
本体価格 ¥400（税込¥440）
・ニヤピン 2枚入
・日本製

G-457
コンペフラッグ ドラドラ
本体価格 ¥400（税込¥440）
・ドラコン 2枚入
・日本製

G-455
コンペフラッグ シングルドラコン
本体価格 ¥200（税込¥220）
・ドラコン 1枚入
・日本製

G-456
コンペフラッグ シングルニヤピン
本体価格 ¥200（税込¥220）
・ニヤピン 1枚入
・日本製

G-135
コンペフラッグ 3本セット
本体価格 ¥550（税込¥605）
・ドラコン 1枚、ニヤピン 2枚入
・日本製

4 903487 701209

4 903487 713509

4 903487 702206

4 903487 7456094 903487 745500

4 903487 745708

名入れ場所：本体表面
・サイズ： フラッグ部 幅150×130㎜　  ポール長さ280㎜
・材質： フラッグ/ポリエステルにアルミ蒸着　ポール/ハイインパクトポリスチレン

G-134
コンペバルーン
本体価格 ¥600（税込¥660） 
・同柄（ニヤピン・ドラコン）2本入
・記入用マーカー 2本付
・サイズ：バルーン部φ178
・韓国製

ニヤピン（040） ドラコン（050）

2本入 2本入

名入れ

※コンペフラッグはライト株式会社の登録商標です

G-338
バッファロー
両面テープ 業務用
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
・サイズ：0.18厚×19幅±1㎜×33m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.73g、
  　　　 らせん巻き/680㎜ミリとして約2.16g
・100㎜の重量：0.31g
・材質：クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
・米国製

G-339
バッファロー 
両面テープ 50㎜幅
価格 オープンプライス
・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　
・L2400

G-340
バッファロー
両面テープ 5m
本体価格 ¥500（税込¥550）
・接着力が高く、やや厚めのグリップ取付用テ

ープです
・サイズ：0.18厚×19幅±1㎜×5m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.73g、
  　　　 らせん巻き/680㎜ミリとして約2.16g
・100㎜の重量：0.31g
・材質：クラフト紙、合成ゴム系粘着剤
・米国製

Z-85
グリップ用
両面テープ 業務用
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
・サイズ：0.13厚×20㎜幅×30m巻
・日東電工/NO.5131

G-335
グリップ用
両面テープ 5m
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ： 0.15厚×20㎜幅×5m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.26g、
  　　　 らせん巻き/680㎜ミリとして約1.59g
・100㎜の重量：0.23g
・材質：ナイロン不織布、合成ゴム系粘着剤
・日本製

厚さ
0.13

厚さ
0.18

厚さ
0.18

厚さ
0.15

G-85
グリップ用
両面テープ 10m
本体価格 ¥500（税込¥550）
・サイズ： 0.15厚×20㎜幅×10m巻
・重量：たて巻き/545㎜として約1.26g、
  　　　 らせん巻き/680㎜ミリとして約1.59g
・100㎜の重量：0.23g
・材質：ナイロン不織布、合成ゴム系粘着剤
・日本製

厚さ
0.15

厚さ
0.18  

G-398
グリップ交換溶液 
480mLエアゾール
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・ミニスターター付
・内容量：480mL
・日本製

G-399
グリップ交換溶液  
1000mL缶
本体価格 ¥3,600（税込¥3,960）
・内容量：1,000mL
・日本製

G-3
グリップ交換溶液 
100mLエアゾール
本体価格 ¥600（税込¥660）
・内容量：100mL
・日本製

G-706
グリップカッター
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・刃先がフック形状の日本製グリップ専用カッター
・サイズ：112×33×12㎜　
・材質：ボディ/ABS、PE、POM
   刃/炭素工具鋼（SK-120）
・日本製

G-716
ミニグリップカッター
本体価格 ¥400（税込¥440）
・刃先がフック形状の日本製グリップ専用カッター
・サイズ：約73×27×6㎜
・重量：約11g　
・本体カバー /ポリプロピレン　刃/炭素工具鋼（SK-

120）
・日本製

G-707
替刃（4枚入）
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）
・G-716、G706用替刃
・材質：刃/炭素工具鋼（SK-120）
・日本製

G-84
グリップメイト オン・オフ
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
・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
・日本製

https://golf l ite.co. jp/wp/img/gripkoukan.pdf
ウッド・アイアン編/パター編

G-245
グリップ交換キット
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・内容：交換溶液100mL、両面テープ 10m、  

スターター
・日本製

G-233
ラバーグリップ 
プラスターター
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ：長さ約65㎜×φ約22（最小φ19）
・重量：約3g
・材質：ポリプロピレン
・日本製

G-706G-716 替刃用
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G-13
コンペシール
本体価格 ¥300（税込¥330）
・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

・日本製

40片入
（20片×2シート）

40片入
（20片×2シート）
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M-80
ティーマーク（プラスチック製）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ：φ120
・材質：マーク/HDPE、杭/鉄
※記載は 1個の価格です
・日本製

M-90
ティーマーク
本体価格 ¥5,000（税込¥5,500）
・サイズ：φ120
・材質：鉄
※記載は 1個の価格です
・日本製

M-82
OB杭
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320） 
・サイズ：60×60×690㎜
・材質：ポリエチレン
・重量： 約440g
・日本製

M-101
アンダーリペア杭
本体価格 ¥300（税込¥330）
・サイズ：25×25×240㎜
・カラー：赤・青・黄
・材質：ポリエチレン
・日本製

M-515
杭（ホワイト）OB用
本体価格 ¥1,400（税込¥1,540） ▲
・サイズ： 50×50×750㎜
・材質：ポリエチレン無垢
・重量：1.5㎏
・日本製

M-91
バンカーならし
本体価格 ¥6,500（税込¥7,150） ●
・サイズ： 350×1,245㎜
・材質：アルミニウム
・重量：620g
・日本製

赤（010） 白（020） 黄（040）青（030）

赤（010） 青（030） 黄（040）

M-191
マイレーキ
本体価格 ¥3,500（税込¥3,850）
・使用時/1120㎜×270㎜
・収納時/1240㎜×85㎜
・材質：本体/ステンレス（SUS304）、アルミニウム、PP    

カバー /綿
・重量：290g
・日本製

収納袋付

レッド（010）

ブルー（030）

ブラック（080） グレー（110）

NEW

4 903487 312405

R-124
ハレーコメットボール ゴールド
本体価格 ¥600（税込¥660）
・参考飛距離約100y
・材質：ボール/合成ゴム（PBR）、加硫剤、他
   テープ/PETにアルミ蒸着
   ネジ/スチールにユニクロメッキ
・ボール/台湾製、テープ/日本製

（1個）

R-54
スモークボール
価格 オープンプライス 
・3色の発煙色が揃った始球式用ボール
・韓国製
・L800

（1個）

　イエロー（040）レッド（010） ブルー（030）

イエロー（040）ホワイト（020）

スモークボール使用
禁止のゴルフ場でも
ご使用いただける始
球式の定番球

ハレーコメットボールの特長

賞（080）

4 903487 701384

第　位（070）

4 903487 7013774 903487 701308

セット（100）

R-24
ハレーコメットボール
本体価格 ¥400（税込¥440）
・参考飛距離約100y
・材質：ボール/合成ゴム（PBR）、加硫剤、他
   テープ/PETにアルミ蒸着
   ネジ/スチールにユニクロメッキ　※全色共通
・ボール/台湾製、テープ/日本製

（1個）

※コンペシールはライト株式会社の登録商標です

使いやすいヘッド可動式

砂をならしやすい溝式

ドライバーで強く打
撃することにより、爽
快な音と共にキラキ
ラテープが飛び出て
飛んでいきます

ボールの、どの部分
をショットしてもテ
ープは飛び出します

煙が出ないので、芝生
を傷めず自然に優しい

使った後の回収が
簡単です
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記載のサイズは、ホールカップの外径です
ゴルフ規則により「ホール」の直径は 4.25インチ

（108ミリメートル）、深さは少なくとも 4.0インチ
（101.6ミリメートル）以上、円筒（ホールカップ）
の外径は、4.25インチ（108ミリメートル）以下で
なければなりません
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ペグシル
本体価格 ¥6,000（税込¥6,600）
T-43

・カラー：  黒
・サイズ： 110㎜
・1,000本
・日本製

名入でき上り T-243
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800）
・ロット10,000本
・1,000本につき ・納期：3週間

＋ 本体価格 ¥20,000（税込¥22,000）

T-43ペグシル用
版代（初回のみ） Z-999

水バケツ
本体価格 ¥1,500（税込¥1,650）
M-18

・丸型、樹脂底付 
・サイズ：φ190×215㎜
・日本製

M-20
ガーデン用ホールカップ
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ： φ108×130㎜
・材質：ポリプロピレン
・重量：135ｇ
・日本製

M-99
鉄製ホールカップ
本体価格 ¥5,500（税込¥6,050）
・サイズ：φ108×170㎜
・重量：1,135ｇ
・日本製

M-85
ダイキャストカップ
本体価格 ¥5,500（税込¥6,050）
・サイズ： φ108×170㎜
・材質：アルミダイキャスト
・重量：845ｇ
・日本製

M-86
発音式カップ
本体価格 ¥9,000（税込¥9,900）
・サイズ：φ108×170㎜
・材質：本体/アルミダイキャスト
   発音盤部：真ちゅう
・重量：1,000ｇ
・日本製

M-94
ホールカッター
本体価格 ¥33,000（税込¥36,300）
・日本製

M-83
ホームグリーンセット
本体価格 ¥21,000（税込¥23,100）
・ホールカップ、ピン、ホールカッターのセット
・日本製

M-21
ガーデン用ホールピン
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）
・サイズ：φ95×780㎜（本体）
　　　　  φ7×650㎜（ピンサイズ）
・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）
・日本製

M-84
スタンドピン
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950）
・サイズ：足内寸巾：110㎜
　　　　  長さ：870㎜
　　　　  φ7×650㎜（ピンサイズ）
・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）
・日本製

M-41
ガーデン用ホールカップセット
本体価格 ¥3,000（税込¥3,300）
・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
※ピンサイズ/φ7×650㎜
・日本製

 M-20
 M-21

530㎜

108.10 〜
108.20㎜

530㎜
195㎜

右記のQRコードでカップイン時のサ
ウンドが確認できます

1,000本入箱

M-49
ホールカップ底上げ用スポンジ

（9個入り）
本体価格 ¥9,000（税込¥9,900）
・サイズ：φ78×厚さ35㎜、中心部分φ17
・材質：ゴムスポンジ
・重量：23g
・日本製

NEW

M-50
ホールカップ底上げ用スポンジ

（バラ）
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ：φ78×厚さ35㎜、中心部分φ17
・材質：ゴムスポンジ
・重量：23g
・日本製

NEW

Z-653
スタンドピン用ゴム足（4個入）
本体価格 ¥200（税込¥220） 
・M-84 スタンドピンを室内で使用する時に製品

付属のスパイクと交換してください。
・サイズ：内径12×外径15.8 〜 18.5×高さ17.5㎜
・パッケージサイズ：内径12×外径15.8 〜 18.5×

高さ175㎜
・材質：EPDM
・重量：約3g（1個）
・日本製

NEW

M-84 補充部品用

M-104
綿 無地 四角旗
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ：340×420㎜　
・材質：綿
・日本製

M-103
綿 無地 三角旗
本体価格 ¥900（税込¥990）
・サイズ：350×460㎜　
・材質：綿
・日本製

赤（010） 赤（010）白（020）

10 〜18（020）1 〜 9（010）

白（020）

M-121
ナイロン 無地 三角旗
本体価格 ¥900（税込¥990）
・サイズ：350×460㎜
・材質：ナイロン210デニール平織
  （アクリルコート）
・日本製

M-122
ナイロン 無地 四角旗
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）
・サイズ：340×420㎜
・材質：ナイロン210デニール平織
  （アクリルコート）
・日本製

M-107
ポールマーカー
本体価格 ¥800（税込¥880）
・サイズ：φ90
・ストッパー付
・日本製

赤（010） 白（020） 赤（010） 白（020）

赤（010）

黄（040）

M-607
グラスファイバーポール
本体価格 ¥10,000（税込¥11,000） 
・サイズ：φ13×長さ2,500㎜
・材質：グラスファイバー
・日本製

M-608
グラスファイバーポール
赤×白 ショート
本体価格 ¥8,000（税込¥8,800） 
・サイズ：φ13×長さ1,250㎜
・材質：グラスファイバー
・日本製 （310）赤 × 白（310）

M-110
ナイロン三角旗番手付
本体価格 ¥10,000（税込¥11,000） 
・赤×白文字
・1 〜 9、10 〜 18の 2種類
・サイズ：350×460㎜
・材質：ナイロン210デニール平織（アクリルコート）
・日本製

M-111
ナイロン四角旗番手付
本体価格 ¥12,000（税込¥13,200） 
・赤×白文字
・1 〜 9、10 〜 18の 2種類
・サイズ：340×420㎜
・材質：ナイロン210デニール平織（アクリルコート）
・日本製

1 〜 9（010） 10 〜18（020）

189101

M-602
ポール用取付金具Y-28A 
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980） 
・M607・608用
・日本製

綿

ナイロン

9個入り
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Z-54
ネームプレート  
デザインクリア（名入れ込み）
本体価格 ¥2,000（税込¥2,200）
※Z-9、彫刻代は製品代に含みます
・文字数が多くなれば文字が小さくなります
・材質：本体/アクリル（透明）　ベルト/本革

Z-55
ネームプレート クリア

（名入れ込み）
本体価格 ¥1,800（税込¥1,980）
※Z-9、彫刻代は製品代に含みます
・文字数が多くなれば文字が小さくなります
・材質：本体/アクリル（透明）　ベルト/本革

ゴシック 丸ゴシック

ゴシック 丸ゴシック

φ80

φ80

明朝体

明朝体＆
欧文フォント

A A

A

A

B B

BB

明朝体&欧文フォント 丸ゴシック&丸ゴシック

10
0㎜

40㎜ 角（010）

ゴルフボール（010）丸（020）

ご注文方法

ゴシック

A

丸ゴシック

A

明朝体

A

明朝体＆
欧文フォント

B

1 レイアウトを選択ください

A　or　B

3 インク色をお選びください

黒 / 赤 / ピンク / 白白

2 フォントをお選びください

●ゴシック体

●丸ゴシック体

●明朝体

●欧文フォント
（※アルファベット＆数字 専用フォント）

X-41
すそあげテープ
本体価格 ¥200（税込¥220）
・サイズ：23×1,200㎜
・材質：ポリエステル、ナイロン
・日本製

紺（050）

黒（080）

ベージユ（150）

ダークグレー（110）

白（020）

Z-151
ウッド用シュリンク 420cc（100枚）
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・420cc対応（ヘッド形状により例外あり）
・サイズ：130×210㎜（変形）×19μ
・材質：PE、PP
・日本製

Z-152
アイアン用シュリンク（100枚）
本体価格 ¥1,250（税込¥1,375）
・サイズ：80×125㎜（変形）×19μ
・材質：PE、PP
・日本製

Z-149
ウッド用シュリンク 460cc（100枚）
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750）
・460cc対応（ヘッド形状により例外あり）
・サイズ：150×225㎜（変形）×25μ
・材質：PE、PP
・日本製

Z-160
店頭什器（900㎜幅）
価格 オープンプライス 
・フックは付属しません
・サイズ：900×1600×430㎜
・重量：9kg 
・中国製　
・L20000

Z-161
店頭什器用フック（10本組）
価格 オープンプライス 
・サイズ：5×250㎜
・日本製
・L2000

10本組

Z-150
グリップ用シュリンク 

（100枚）
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・開封用ティアテープ（赤色）付
・サイズ：52×280㎜×30μ
・材質：PET
・日本製

Z-64
ゴルフクラブ用 
ポリエチレン袋 L （100枚） 
本体価格 ¥7,500（税込¥8,250）■
・カラー：乳白色
・サイズ：0.05×250×1,550㎜
・材質：LDPE（ポリエチレン）
・内容：100枚入
・日本製

Z-65
キャディーバッグ用  
ポリエチレン袋 （50枚） 
本体価格 ¥5,000 

（税込¥5,500） ■
・カラー：乳白色
・サイズ：0.05×650×1,380㎜
・材質：LDPE（ポリエチレン）
・内容：50枚入
・日本製
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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

ウッドティー 40㎜

ウッドティー 55㎜ 

ウッドティー 60㎜ 

パワーコイル ティー

ウッドティー 70㎜ 

ウッドティー 82㎜

ウッドティー 段つき 75㎜

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㎜

※図1

3㎜以内30㎜以内

・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フォルダに保存し
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

●ゴシック体

●ゴシック斜体

●アルファベット筆記体

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 4

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

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 １．なし　　２．♠　　３．♥　　４．♣　　５．♦

印刷する文字の色を選択してください（全 5 色） マークを選択してください

文字数４．白 　　　　　　５．ピンク

148 149

Z-96
パッドプリント用樹脂版
本体価格 ¥10,000（税込¥11,000）
・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

Z-95
カップ部版代
本体価格 ¥12,000 

（税込¥13,200）

T-400
カップ プリント代
本体価格 ¥6（税込¥6）
・印刷サイズ：直径7㎜
・100本以上

Z-97
パッドプリントスチール版
本体価格 ¥39,000（税込¥42,900）
・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㎜
ライトドライブティーロング 75㎜
パワーコイル ティー 80㎜

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㎜×32㎜以内
※図1参照

¥10
¥11
¥13
¥13
¥19
¥28
¥53

¥153

¥18
¥19
¥21
¥21
¥26
¥36
¥61

¥163

¥13
¥14
¥16
¥16
¥21
¥31
¥56

¥158

¥12
¥13
¥15
¥15
¥20
¥30
¥55

¥157
・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
※上記に記載の価格は 1個当たりの本体価格です

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

プリント込みプリントなし

3㎜以内32㎜以内

3㎜以内32㎜以内

3㎜以内32㎜以内

3㎜以内18㎜以内

3㎜以内

3㎜以内

30㎜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㎜

ティーの頭の丸い
カップの部分にも
プリントできます

（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

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

T-633
T-610
T-609
T-611
T-686
T-678
T-621
T-631

T-833
T-810
T-809
T-811
T-886
T-878
T-821
T-831

T-933
T-910
T-909
T-911
T-986
T-978
T-921
T-931

印刷範囲 3.2㎜以内

30㎜以内

印刷範囲 3.2㎜以内
20㎜以内

60㎜

40㎜

㎜以内

333000㎜㎜以以以内内内

6060㎜㎜

刷範囲 3.2印刷

囲 3.2㎜以内
20㎜以内

40㎜40

刷範囲印刷

印刷範囲

7㎜以内

Z-10
ウッドティーオンネーム 60㎜ 箱入（80本）
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）
・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-39
ウッドティーオンネーム 40㎜箱入（90本）
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）
・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-11
ウッドティーオンネーム 70㎜ 箱入（70本）
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）
・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-12
ウッドティーオンネーム 82㎜ 箱入（60本）
本体価格 ¥3,900（税込¥4,290）
・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

プロオンネームティー
本体価格 ¥4,500（税込¥4,950）
Z-82

・内容：60㎜×80本、40㎜×60本
・ティー：米国製/中国製、プリント：日本
・プリントカラーは当社標準色（下記 3 ）よりお選

びください
※この商品はプロ仕様のオンネームティーにつき、

簡易包装（袋入）となります
※きれいな仕上がりにするためには、マーク（ロゴ）

データはAIで入稿してください

40㎜
ニス

ホワイト

蛍光ピンク
蛍光レッド

蛍光サックス

蛍光イエロー
蛍光グリーン

蛍光オレンジ

ピンク

ティーカラー

カップとシャンクにプリントしたプロ仕様のオンネームティー

　・60㎜のティーカラーは、下記 1 よりお選びください

❶

❶❶

❷

❷❷
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Z-913
クリップ＆マーカー（プラケース入り）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 

1個当たり

Z-922
グリーンフォーク 1本足（プラケース入り）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 

1個当たり

Z-916
親子式マーカー（プラケース入り）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 

1個当たり

Z-925
グリーンフォーク 2本足（プラケース入り）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 

1個当たり

Z-915
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）
・材質：ダイキャスト
マーカー（マグネット付き）
フルカラーインクジェットプリント エポ盛り

1個当たり

Z-924
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・サイズ：113㎜
・材質：ダイキャスト（レーザー彫刻加工）
マーカー（マグネット付き）
フルカラーインクジェットプリント エポ盛り

1個当たり

Z-918
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）
・サイズ：42㎜
・材質：ダイキャスト（マグネット付き）
アルミプレート（レーザー彫刻加工）
フルカラーインクジェットプリント エポ盛り

1個当たり

Z-927
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）
·サイズ：87㎜
・材質：ダイキャスト（レーザー彫刻加工）
マーカー（ マグネット付き）
フルカラーインクジェットプリント エポ盛り

1個当たり

Z-914
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり

Z-923
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）

1個当たり

Z-917
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり

Z-926
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり

 （角型 金メッキ）
クリップ：23×38㎜
マーカー：φ25

A

 （楕円型 金メッキ）
クリップ：19×41㎜
マーカー：φ25

C

 （角型 ニッケルメッキ）
クリップ：23×38㎜
マーカー：φ25

B

プラケース：
75×57×13㎜

プラケース：50×119×20㎜ プラケース：60×119×20㎜

表面 裏面

彫刻例：漢字

裏面

彫刻例：ローマ字

プラケース：60×60㎜

ブルー /レッド

レッド/ブルーグリーン/ブルー

ブルー /グリーン

レッド/レッド グリーン/レッド

ブルー /ブルー

レッド/グリーン

グリーン/グリーン

 （楕円型 ニッケルメメッキ）
クリップ：19×41㎜
マーカー：φ25

D

裏面

彫刻例：漢字 彫刻例：ローマ字

ポケットクリップ

グルーヴブラシ

Z-900
個人ネーム彫刻代（1名分1行のみ）　
本体価格 ¥600（税込¥660） 

その他にも、
特注対応グッズは色々 

担当営業に
ご確認ください

表面

このページの合金製ネームプレート
（Z-901 〜 Z-906）の彫刻代

Z-901
合金製ネームプレート（ワッペン型）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり

Z-907
ネームプレート（丸型）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 

1個当たり Z-910
ネームプレート（ハート型）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640） 

1個当たり

Z-904
合金製ネームプレート（八角形）
名入れ 1 〜 50個
本体価格 ¥2,500（税込¥2,750） 

1個当たり

Z-903
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・裏面に個人名等、彫刻できます（彫刻代別途Z-900）
・サイズ：65×55㎜
・材質：ダイキャスト（合皮バンド付き）、表面の牛革部分にレーザー彫刻加工
・プレートサイズ：10×35㎜

1個当たり

Z-909
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・サイズ：72×72㎜
・材質：アクリル（合皮バンド付き）、裏面からレーザー

彫刻加工（色入れはできません）

1個当たり Z-912
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,200（税込¥2,420）
・サイズ：72×72㎜
・材質：アクリル（合皮バンド付き）、裏面から

レーザー彫刻加工（色入れはできません）

1個当たり

Z-906
名入れ 101 〜 200個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）
・裏面に個人名等、彫刻できます（彫刻代別途Z-900）
・サイズ：67×62㎜
・材質：ダイキャスト（合皮バンド付き）
　表面の牛革部分にレーザー彫刻加工
・プレートサイズ：13×45㎜

1個当たり

Z-902
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）

1個当たり

Z-908
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）

1個当たり Z-911
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,300（税込¥2,530）

1個当たり

Z-905
名入れ 51 〜 100個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり

彫刻例：ローマ字       ゴールド

彫刻例：漢字
表面 裏面

       シルバー

裏面

彫刻例：漢字

彫刻例：ローマ字

       シルバー

       ゴールド

表面

・著作権や肖像権等を侵害していると思われる依頼については、お断りすることがあります
・弊社では製作のオーダーが入った時点で、著作権、肖像権等の問題に関してはクリアされているものと見なし、作成後のトラブルに関しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください

ホールインワン記念

本体色＝全４色 個人名

Z-600
ギフトケース
本体価格 ¥250（税込¥275） 
・深遠な高級黒色紙製
・サイズ：93×66×18㎜
・日本製

ゴルフカウンターミニ

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代 + プラケース代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代 + プラケース代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代 + プラケース代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代 + プラケース代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代を含んだ 1個あたりの価格となります

名入れの本体価格は製品代 + 名入れ代を含んだ 1個あたりの価格となります

ポーカーチップ

デザインフォーマット

ポーカーチップ プリント例ネームプレート

Z-602
ギフトケース用版代
本体価格 ¥10,000

（税込¥11,000） 

Z-603
ギフトケース用名入代
本体価格 ¥40（税込¥44） 

ピッチフィックス用（010） デュアルマーカー用（020） グルーヴブラシ用（030）

40㎜

プリント箇所と
プリント可能サイズ

66㎜

93
㎜

40
㎜

印刷範囲 =直径 30㎜

30㎜

表 裏

・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
・手書きのイラスト、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フォルダ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

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

※表示価格はPP（PE）袋入りの価格で、その他のパッケージは別途お見積いたします
※掲載商品は数量・仕様・デザイン等により、価格が異なりますので、その都度お見積いたします

※プリントは表面の
みとなります

※名入れ彫刻には別
途、Z-9「ネームプ
レート彫刻代」が
掛かります

52㎜

90
㎜

※印刷する文字内容（名前、日付等）や色が
違う場合は別デザインの扱いとなります

ポーカーチップ用（040）

1.クラブ

1.スカル

2.リーフ

2.ワンパット

3.リーフイエロー

1.スマイル

4.ブラック

印刷範囲

約
27㎜

約 23㎜

名入れ

NAME 名入れ

GIFT CASE ギフトケース

Z-607
フィルムボックス
価格 オープンプライス 
・サイズ：68×68×20㎜
・中国製
・L200

NEW

ブラック（080）

青 黒赤 黄

Z-940
ゴルフカウンターミニ
名入れ 1 〜 9個
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）

1個当たり Z-948
ネームプレート
名入れ 1 〜 9個
本体価格 ¥2,400（税込¥2,640）

1個当たり Z-944
ポーカーチップ
名入れ 1 〜 9個
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）

1個当たり

Z-941
ゴルフカウンターミニ
名入れ 10 〜 49個
本体価格 ¥600（税込¥660） 

1個当たり Z-949
ネームプレート
名入れ 10 〜 49個
本体価格 ¥1,200（税込¥1,320）

1個当たり Z-945
ポーカーチップ
名入れ 10 〜 49個
本体価格 ¥500（税込¥550） 

1個当たり

Z-942
ゴルフカウンターミニ
名入れ 50 〜 99個
本体価格 ¥550（税込¥605）

1個当たり Z-950
ネームプレート
名入れ 50 〜 99個
本体価格 ¥1,100（税込¥1,210）

1個当たり

Z-943
ゴルフカウンターミニ
名入れ 100個以上
本体価格 ¥500（税込¥550）

1個当たり Z-951
ネームプレート
名入れ 100個以上
本体価格 ¥1,000（税込¥1,100）

1個当たり Z-947
ポーカーチップ
名入れ 100個以上
本体価格 ¥400（税込¥440）

1個当たり

表面 裏面

コンペ

2.ボール君

Z-946
ポーカーチップ
名入れ 50 〜 99個
本体価格 ¥450（税込¥495）

1個当たり



品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ Zetc etc

152 153

	 ホワイト	 020	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008421	 33

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008483	 33

H-85	 エクセル	FW	ショート

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008513	 33

	 ホワイト	 020	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008520	 33

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008582	 33

H-86	 エクセル	UT

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008612	 33

	 ホワイト	 020	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008629	 33

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008681	 33

H-88	 アシストパターカバー	ピン型

	 ブルー	 030	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487008810	 39

	 グレー	 110	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487008803	 39

H-89	 アシストパターカバー	マレット型

	 ブルー	 030	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487008919	 39

	 グレー	 110	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487008902	 39

H-95	 アイアンガードネオ	6 本セット	ブラック	 080	 ¥2,900		 ¥3,190	 4903487009503	 34

H-98	 ファイン	マジック	ピンタイプ

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487009817	 40

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487009886	 40

H-99	 ファイン	マジック	マレットタイプ

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487009916	 40

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487009985	 40

H-100	 エクセル	マジック	ピン・マレット共通タイプ

	 レッド	 010	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487010011	 40

	 ホワイト	 020	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487010028	 40

	 ブラック	 080	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487010080	 40

H-111	 アイアンガードネオ	単品	黒

	 黒	3	 003	 ¥500		 ¥550	 4903487011131	 34

	 黒	4	 004	 ¥500		 ¥550	 4903487011148	 34

	 黒	5	 005	 ¥500		 ¥550	 4903487011155	 34

	 黒	6	 006	 ¥500		 ¥550	 4903487011162	 34

	 黒	7	 007	 ¥500		 ¥550	 4903487011179	 34

	 黒	8	 008	 ¥500		 ¥550	 4903487011186	 34

	 黒	9	 009	 ¥500		 ¥550	 4903487011193	 34

	 黒	P	 011	 ¥500		 ¥550	 4903487011124	 34

	 黒	A	 012	 ¥500		 ¥550	 4903487011117	 34

	 黒	S	 013	 ¥500		 ¥550	 4903487011018	 34

	 黒	F	 014	 ¥500		 ¥550	 4903487011025	 34

	 黒	無地	 015	 ¥500		 ¥550	 4903487011032	 34

	 黒	46	 046	 ¥500		 ¥550	 4903487011087	 34

	 黒	48	 048	 ¥500		 ¥550	 4903487011094	 34

	 黒	50	 050	 ¥500		 ¥550	 4903487011254	 34

	 黒	52	 052	 ¥500		 ¥550	 4903487011049	 34

	 黒	54	 054	 ¥500		 ¥550	 4903487011261	 34

	 黒	56	 056	 ¥500		 ¥550	 4903487011063	 34

	 黒	58	 058	 ¥500		 ¥550	 4903487011056	 34

	 黒	60	 060	 ¥500		 ¥550	 4903487011070	 34

H-111	 アイアンガードネオ	単品	迷彩

	 迷彩	3	 103	 ¥500		 ¥550	 4903487011438	 35

	 迷彩	4	 104	 ¥500		 ¥550	 4903487011445	 35

	 迷彩	5	 105	 ¥500		 ¥550	 4903487011452	 35

	 迷彩	6	 106	 ¥500		 ¥550	 4903487011469	 35

	 迷彩	7	 107	 ¥500		 ¥550	 4903487011476	 35

	 迷彩	8	 108	 ¥500		 ¥550	 4903487011414	 35

	 迷彩	9	 109	 ¥500		 ¥550	 4903487011490	 35

	 迷彩	P	 111	 ¥500		 ¥550	 4903487011513	 35

	 迷彩	A	 112	 ¥500		 ¥550	 4903487011421	 35

	 迷彩	S	 113	 ¥500		 ¥550	 4903487011537	 35

	 迷彩	F	 114	 ¥500		 ¥550	 4903487011544	 35

	 迷彩	無地	 115	 ¥500		 ¥550	 4903487011551	 35

	 迷彩	46	 146	 ¥500		 ¥550	 4903487011278	 35

	 迷彩	48	 148	 ¥500		 ¥550	 4903487011285	 35

	 迷彩	50	 150	 ¥500		 ¥550	 4903487011292	 35

	 迷彩	52	 152	 ¥500		 ¥550	 4903487011520	 35

	 迷彩	54	 154	 ¥500		 ¥550	 4903487011407	 35

	 迷彩	56	 156	 ¥500		 ¥550	 4903487011568	 35

	 迷彩	58	 158	 ¥500		 ¥550	 4903487011575	 35

	 迷彩	60	 160	 ¥500		 ¥550	 4903487011599	 35

H-116	 PC	ナチュラルゴルフ

	 ゴルフカート	 010	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371618	 38

	 キャディバック		D型	 020	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371625	 38

H-130	 PC	フライングエース	DH	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371335	 38

H-131	 PC	ウッドストック

	 ホワイト	 020	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371380	 37

	 イエロー	 040	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371304	 37

H-133	 PC	スヌーピーコミックス	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371366	 38

H-150	 ニュースヌーピー	DR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4546598000221	 30

H-156	 アイアンカバー	スヌーピーレッスン	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375370550	 36

H-158	 スヌーピーJOE	COOL	FW	 	 ¥3,900		 ¥4,290	 4546598000184	 30

H-160	 PC	スヌーピー&ギャラリー (D型 )	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371106	 39

H-162	 リラックマ	パターカバー

	 リラックマ	 640	 ¥3,800		 ¥4,180	 4990795033511	 37

	 コリラックマ	 650	 ¥3,800		 ¥4,180	 4990795033528	 37

H-163	 PC	ピーナッツスポーツゴルフ	D型	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371199	 39

H-168	 PC	国芳	猫	D型

	 (A)	 010	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371564	 38

	 (B)	 020	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371571	 38

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

H-10	 ボクシンググローブ	DR

	 日本	 200	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001002	 31

	 中国	 210	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001019	 31

	 イギリス	 220	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001026	 31

	 韓国	 230	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001033	 31

	 ドイツ	 240	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001088	 31

	 フランス	 250	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001095	 31

	 アメリカ	 270	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487001071	 31

H-24	 オリジナルズ	アラインメントカバー

	 Sunshine	State	 010	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002405	 41

	 Sweet	Shot	 020	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002412	 41

	 Super	Dad	 030	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002429	 41

	 USA	 040	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002436	 41

	 Route66	 050	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002443	 41

	 Patriot	 060	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487002450	 41

H-25	 オリジナルズ	パターカバーマレット

	 Sunshine	State	 010	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002504	 37

	 Sweet	Putter	 020	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002566	 37

	 Super	Dad	 030	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002573	 37

	 USA	 040	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002597	 37

	 Route66	 050	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002542	 37

	 Patriot	 060	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487002559	 37

H-26	 オリジナルズ	ヘッドカバー	FW

	 Sunshine	State	 010	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002603	 32

	 Sweet	Wood	 020	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002115	 32

	 Super	Dad	 030	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002122	 32

	 USA	 040	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002139	 32

	 Route66	 050	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002146	 32

	 Patriot	 060	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487002153	 32

H-27	 オリジナルズ	ヘッドカバー	DR

	 Sunshine	State	 010	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002702	 32

	 Sweet	Wood	 020	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002160	 32

	 Super	Dad	 030	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002726	 32

	 USA	 040	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002177	 32

	 Route66	 050	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002108	 32

	 Patriot	 060	 ¥4,600		 ¥5,060	 4903487002757	 32

H-33	 アレンジアイアンカバー	3 〜 5 本用

	 黒	 080	 ¥1,600	 1,760	 4903487003303	 36

	 迷彩緑	 160	 ¥1,600	 1,760	 4903487003310	 36

	 迷彩黒	 180	 ¥1,600	 1,760	 4903487003327	 36

H-34	 アレンジアイアンカバー	6 〜10 本用

	 黒	 080	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487003402	 36

	 迷彩緑	 160	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487003419	 36

	 迷彩黒	 180	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487003426	 36

H-44	 イージークラブケース

	 ブラック	 080	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487004485	 43

	 ワイン	 130	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487004423	 43

H-46	 アシストヘッドカバー	DR

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004614	 33

	 グレー	 110	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004607	 33

H-47	 アシストヘッドカバー	FW

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004713	 33

	 グレー	 110	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004706	 33

H-48	 アシストヘッドカバー	UT

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004812	 33

	 グレー	 110	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487004805	 33

H-50	 アシストパターカバー	大型マレットタイプ

	 ブルー	 030	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487005031	 39

	 グレー	 110	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487005000	 39

H-66	 Golf	it!	アイアンカバー

	 トリコロール	 110	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487006625	 36

	 肉球 A	 480	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487006649	 36

	 ピンク×ブラック	 500	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487006632	 36

	 グレー×ブラック	 550	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487006601	 36

H-67	 Golf	it!	ユーティリティーカバー

	 トリコロール	 110	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487006700	 32

	 肉球 A	 480	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487006724	 32

	 ピンク×ブラック	 500	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487006731	 32

	 グレー×ブラック	 550	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487006748	 32

H-69	 アシストアイアンカバー

	 ブルー	 030	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487006915	 36

	 グレー	 110	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487006908	 36

H-75	 オリジナルズ	パターカバー

	 Sunshine	State	 010	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007516	 37

	 Sweet	Putter	 020	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007523	 37

	 Super	Dad	 030	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007530	 37

	 USA	 040	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007547	 37

	 Route66	 050	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007554	 37

	 Patriot	 060	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487007561	 37

H-83	 エクセル	DR

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008315	 33

	 ホワイト	 020	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008322	 33

	 ブラック	 080	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008384	 33

H-84	 エクセル	FW	ロング

	 レッド	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487008414	 33

H H



品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ Zetc etc

154 155

	 ノルディックレッド	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4940715140928	 40

	 カモフラージュ	 040	 ¥1,800		 ¥1,980	 4940715140942	 40

C-22	 ボールジャケット

	 青	 030	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487102235	 45

	 黒	 080	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487102280	 45

	 ピンク	 100	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487102297	 45

C-24	 リラックマターゲットカップ&パターカバーキャッチャー

	 リラックマ	 010	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487102402	 40

	 コリラックマ	 020	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487102419	 40

C-25	 アクセサリーポーチ

	 黒	 080	 ¥800		 ¥880	 4903487102587	 45

	 迷彩	 430	 ¥800		 ¥880	 4903487102518	 45

C-26	 NO.1	パターカバーホルダー&グリーンフォーク

	 ブルー	 030	 ¥2,800		 ¥3,080	 4571292499255	 41

	 ブラック	 080	 ¥2,800		 ¥3,080	 4571292499217	 41

	 パープル	 190	 ¥2,800		 ¥3,080	 4571292499262	 41

C-33	 トラベルカバー	キャスター付

	 紺	 050	オープンプライスL6500	 	 4580154121388	 43

	 黒	 080	オープンプライスL6500	 	 4580154121371	 43

	 エンジ	 340	オープンプライスL6500	 	 4580154121395	 43

C-34	 パターカバーキャッチャー	スヌーピー

	 ジョークール	 340	 ¥2,500		 ¥2,750	 4560375371052	 40

	 スヌーピーゴルフ	 350	 ¥2,500		 ¥2,750	 4560375371069	 40

C-40	 ライト	トラベルカバー

	 レッド	 010	 ¥4,000		 ¥4,400	 4903487104017	 43

	 ブラック	 080	 ¥4,000		 ¥4,400	 4903487104086	 43

	 グレー	 110	 ¥4,000		 ¥4,400	 4903487104024	 43

C-41	 スヌーピー	マルチトートバッグ	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4548643122117	 43

C-42	 タオルキーパー	黒	 080	 ¥300		 ¥330	 4903487104284	 82

C-48	 ボール収集器	イージーアップ	 	 ¥7,000		 ¥7,700	 4903487104802	 81

C-50	 リラックマゴルフ	ラウンドバック	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4974413761499	 43

C-53	 パターカバーホルダー＆アライメントスティック	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487105304	 41

C-55	 ゴルフラウンドバッグ	SAS	×	Golf	it!

	 ホワイト	 020	 ¥6,800		 ¥7,480	 4903487105502	 42

	 ネイビー	 050	 ¥6,800		 ¥7,480	 4903487105519	 42

	 ホワイト×ネイビー	 250	 ¥6,800		 ¥7,480	 4903487105526	 42

	 ネイビー×ホワイト	 520	 ¥6,800		 ¥7,480	 4903487105533	 42

C-56	 ゴルフボールピッカーアプローチ35	 	 ¥15,000		 ¥16,500	 4994893000154	 81

C-59	 パターフレンド 3＆パターカバーホルダー

	 ホワイト	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487105908	 81

	 ブラック	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487105922	 81

C-61	 アーノルドパーマー巾着タイプシューズケース

	 NV/RD	 510	 ¥1,900		 ¥2,090	 4961073250500	 95

	 BK/GR	 860	 ¥1,900		 ¥2,090	 4961073250494	 95

C-66	 ボールピッカー C	 	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487106608	 81

C-67	 片方入れシューズケース

	 ブルー	 030	 ¥800		 ¥880	 4903487106707	 95

	 ブラック	 080	 ¥800		 ¥880	 4903487106714	 95

C-69	 ピッカー	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487106905	 81

C-78	 がま口ポーチ

	 レッド	 010	 ¥2,800		 ¥3,080	 4903487107803	 45

	 デニム	 020	 ¥2,800		 ¥3,080	 4903487107810	 45

	 ヒッコリー	 030	 ¥2,800		 ¥3,080	 4903487107827	 45

C-79	 ランドリーバッグ

	 ブルー	 030	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487107902	 82

	 グレー	 110	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487107919	 82

C-86	 ボールケース	ウッドストックゴルフ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375371489	 47

C-91	 ボールケース	スヌーピー&ギャラリー	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375371090	 47

C-92	 ボールケース	スヌーピーゴルフ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370819	 47

C-93	 ボールケース	スヌーピーゴルフプロ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370796	 47

C-94	 ボールケース	ジョークール	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370802	 47

C-98	 アシストボールケース

	 ブルー	 030	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487109814	 46

	 グレー	 110	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487109807	 46

C-99	 レインレッグⅡ	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487109906	 82

C-112	 リラックマゴルフ	ボールポーチ

	 黒	 080	 ¥2,600		 ¥2,860	 4974413761475	 47

	 ネイビー	 050	 ¥2,600		 ¥2,860	 4974413761482	 47

C-114	 リラックマ	ボールポーチ	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4974413504393	 46

C-115	 コリラックマ	ボールポーチ	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4974413504409	 46

C-123	 ted2	ボールポーチ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4974475723138	 47

C-124	 シリコンボールポケット

	 グリーン	 060	 ¥800		 ¥880	 4903487112425	 44

	 オレンジ	 090	 ¥800		 ¥880	 4903487112401	 44

	 ピンク	 100	 ¥800		 ¥880	 4903487112418	 44

C-125	 ラブリーボールケース

	 レッド	 010	 ¥1,650		 ¥1,815	 4903487112517	 46

	 ブラック	 080	 ¥1,650		 ¥1,815	 4903487112586	 46

	 シルバー	 120	 ¥1,650		 ¥1,815	 4903487112593	 46

C-132	 ぬいぐるみ	ボールポーチツイン

	 リラックマ+キイロイトリ	 660	 ¥1,200		 ¥1,320	 4974413530279	 46

	 コリラックマ+キイロイトリ	 670	 ¥1,200		 ¥1,320	 4974413530286	 46

C-143	 ボールポーチ・P-3

	 レッド	 010	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487114313	 44

	 ブルー	 030	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487114337	 44

	 グリーン	 060	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487114368	 44

	 ブラック	 080	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487114351	 44

	 ピンク	 100	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487114306	 44

H-169	 PC	国芳	猫	L型

	 (A)	 010	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371762	 38

	 (B)	 020	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371779	 38

H-170	 PC	ゴルファー	D型	 	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371595	 38

H-171	 PC	ゴルフコース	D型	 	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371601	 38

H-172	 PC	風神雷神	D型	 	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371830	 38

H-174	 PC	風神雷神	L型	 	 ¥2,700		 ¥2,970	 4560375371908	 38

H-175	 スヌーピーコミック		プリント		UT	 	 ¥4,000		 ¥4,400	 4560375371540	 30

H-176	 スヌーピー&フレンズ		刺繍		UT			 	 ¥4,000		 ¥4,400	 4560375371526	 31

H-177	 ジョークールゴルフ		刺繍		UT	 	 ¥4,000		 ¥4,400	 4560375371533	 31

H-182	 スヌーピーゴルフプロ	UT	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4560375370567	 31

H-185	 ジョークールゴルフ	UT	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375371205	 31

H-186	 マスコットスヌーピー	UT	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371298	 30

H-190	 マスコットウッドストック	UT	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371441	 29

H-215	 スヌーピーコミックス	DR	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371342	 30

H-216	 スヌーピーコミックス	FW	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371359	 30

H-218	 ジョークールゴルフ	DR	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371236	 31

H-220	 ジョークールゴルフ	FW	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371243	 31

H-221	 マスコットスヌーピー	FW	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371281	 30

H-232	 チコちゃん	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4985582243693	 28

H-234	 キョエちゃん	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4985582243709	 28

H-235	 ケアベア	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4548643142290	 29

H-240	 ぷーとん	DR

	 ピンク	 010	 ¥4,200		 ¥4,620	 4990795035836	 29

	 デニム	 020	 ¥4,200		 ¥4,620	 4990795035874	 29

H-241	 ユニコーン	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4548643139917	 29

H-246	 おすわりモンチッチ	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4905610708062	 30

H-247	 にじいろピクルス	DR

	 イエロー	 040	 ¥4,200		 ¥4,620	 4548643142375	 29

	 グリーン	 060	 ¥4,200		 ¥4,620	 4548643142368	 29

H-248	 にじいろピクルス		FW	ブルー	 030	 ¥3,800		 ¥4,180	 4548643142382	 29

H-280	 すみっコぐらし	DR

	 ぺんぎん?	 900	 ¥3,900		 ¥4,290	 4990795028555	 28

	 ねこ	 910	 ¥3,900		 ¥4,290	 4990795028548	 28

	 とかげ	 920	 ¥3,900		 ¥4,290	 4990795032064	 28

	 しろくま	 930	 ¥3,900		 ¥4,290	 4990795034105	 28

H-282	 のんびりネコ	DR

	 リラックマ	 640	 ¥4,800		 ¥5,280	 4990795027435	 28

	 コリラックマ	 650	 ¥4,800		 ¥5,280	 4990795027442	 28

H-287	 ミニオンズ	ボブ	にっこりVer	DR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560327006346	 29

H-290	 トイストーリー	バズ	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4560327006506	 28

H-291	 トイストーリー	エイリアン		DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4560327006513	 28

H-292	 オラフ	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4560327006520	 28

H-296	 ヘッドカバー	リラックマゴルフ

	 リラックマ	 640	 ¥4,800		 ¥5,280	 4985582249282	 30

	 コリラックマ	 650	 ¥4,800		 ¥5,280	 4985582249299	 30

H-298	 チャイロイコグマ	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4990795034792	 29

H-299	 キイロイトリ	ニットDR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4990795032057	 28

H-300	 リラックマ	ニットタイプ	DR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4974413504331	 28

H-301	 コリラックマ	ニットタイプ	DR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4974413504348	 28

H-303	 スヌーピーゴルフ	プロ	DR	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375370178	 31

H-304	 スヌーピーゴルフ	プロ	FW	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375370185	 31

H-305	 PC	スヌーピーゴルフ L型	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375370079	 39

H-307	 PC	スヌーピーJOE	COOL	L型	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375370130	 39

H-308	 ted2	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4974475714532	 29

H-318	 ベイビーココ	バイザー	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4548643125323	 29

H-323	 ベイビーナツ	バイザー	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4548643125330	 29

H-330	 PC	スヌーピーネバーアップ	L型	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4560375370307	 39

H-333	 モコモコガチャピン	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4905610708116	 29

H-334	 モコモコムック	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4905610708123	 29

H-353	 チューチューキャット	DR	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4990795032071	 29

H-357	 PC	スヌーピー&フレンズ	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375370932	 39

H-359	 スヌーピー&フレンズ	FW	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375370925	 30

H-360	 スヌーピー&フレンズ	DR	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375370918	 30

H-361	 ぐでたま	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4548643098436	 28

H-379	 ひつじのショーン	DR	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4966510731116	 28

H-434	 スヌーピールーチィン	DR	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371687	 30

H-435	 スヌーピールーチィン	FW	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4560375371694	 30

H-436	 スヌーピールーチィン	UT	 	 ¥4,000		 ¥4,400	 4560375371700	 30

H-437	 PC	スヌーピーネバーアップ	D型	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371649	 39

H-438	 PC	ジョークール＆ウッドストック	D型	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560375371656	 39

H-439	 PC	スヌーピー＆フレンズ	HM	 	 ¥4,300		 ¥4,730	 4560375371717	 39

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

C-6	 ボールウォッシュポケット	 	 ¥800		 ¥880	 4903487100682	 45

C-11	 ゴルフバッグレインカバー	 	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487101108	 82

C-16	 ネトロンプロテクター

	 赤	 010	 オープンプライスL200	 	 4903487101818	 44

	 青	 030	 オープンプライスL200	 	 4903487101832	 44

	 黒	 080	 オープンプライスL200	 	 4903487101887	 44

C-17	 New&Wide	デラックスプロテクター	 	 ¥400		 ¥440	 4903487101719	 44

C-18	 ツーウェイホルダーベア

	 ニューパステルスター	 050	 ¥1,800		 ¥1,980	 4940715140959	 40

	 アメリカ	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4940715140911	 40

C CH



品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ Zetc etc

156 157

	 白	 020	 ¥14		 ¥15	 4903487213412	 71

	 青	 030	 ¥14		 ¥15	 4903487213405	 71

T-135	 サービスグリーンフォーク（プリント入）

	 白	 020	 ¥16		 ¥17	 4903487213511	 71

	 青	 030	 ¥16		 ¥17	 4903487213504	 71

T-143	 デザインティー

	 B	 020	 ¥350		 ¥385	 4903487214327	 55

	 C	 030	 ¥350		 ¥385	 4903487214334	 55

	 D	 040	 ¥350		 ¥385	 4903487214341	 55

T-175	 テトラティー（1個につき本体価格 ¥8	）　	¥800（数量100）　¥880（数量100）		 4903487217502	 58

T-178	 ウッドティー段つき75	 	 ¥200		 ¥220	 4903487217809	 61

T-179	 スーパーロングティー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487217908	 61

T-188	 ティーパック	ウッドティー	60	ニス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487218813	 56

T-191	 ティーパック	ウッドティー	55	カラー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219100	 56

T-193	 ティーパック	ウッドティー	55	ニス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219308	 56

T-194	 ティーパック	ウッドティー	70	ニス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219407	 56

T-196	 ティーパック	ウッドティー	40	ニス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219605	 56

T-197	 ティーパック	ウッドティー	55	ブラック	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219704	 56

T-198	 ティーパック	ウッドティー段付	75	ニス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219803	 56

T-199	 ティーパック	ウッドティー	60	カラー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487219902	 56

T-200	 ティーパック	ウッドティー	ミックス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487220007	 56

T-204	 ティ－パック	オネスティー	ミックス	 	 ¥500		 ¥550	 4903487220403	 56

T-211	 ウッドティー70	カラー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487221103	 61

T-217	 ウッドティー 60	カラー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487221707	 61

T-218	 ウッドティー 82	カラー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487221806	 61

T-221	 ピッチフィックス用マーカー	リラックマ	25.0mm

	 リラックマ	 650	 ¥300		 ¥330	 4903487222100	 75

	 コリラックマ	 660	 ¥300		 ¥330	 4903487204717	 75

	 キイロイトリ	 390	 ¥300		 ¥330	 4903487204724	 75

	 リラックマゴルフ	 670	 ¥300		 ¥330	 4903487204731	 75

	 コリラックマゴルフ	 680	 ¥300		 ¥330	 4903487204748	 75

T-222	 ウッドティー35	アイアン	 	 ¥100		 ¥110	 4903487222209	 60

T-226	 ピッチフィックス用マーカー	23.5㎜

	 アーガイル GR	 050	 ¥300		 ¥330	 4903487222650	 76

	 ブー	 270	 ¥300		 ¥330	 4903487221899	 76

	 ピヨ	 280	 ¥300		 ¥330	 4903487221714	 76

	 マスクマンWH	 430	 ¥300		 ¥330	 4903487222131	 76

	 スマイル GD	 440	 ¥300		 ¥330	 4903487222155	 76

	 肉球	 480	 ¥300		 ¥330	 4903487221790	 76

	 UKフラッグ	 500	 ¥300		 ¥330	 4903487222193	 76

	 ハート	 550	 ¥300		 ¥330	 4903487216536	 76

	 パンダ	 560	 ¥300		 ¥330	 4903487216512	 76

	 クローバー	 570	 ¥300		 ¥330	 4903487216529	 76

	 福	 580	 ¥300		 ¥330	 4903487216543	 76

	 MXスカルピンク	 600	 ¥300		 ¥330	 4903487222391	 76

	 メイサイスカル	 630	 ¥300		 ¥330	 4903487222148	 76

	 MXスカルブルー	 640	 ¥300		 ¥330	 4903487222384	 76

	 USフラッグ	 650	 ¥300		 ¥330	 4903487222179	 76

	 NEWスマイル	 660	 ¥300		 ¥330	 4903487221615	 76

	 千鳥	 670	 ¥300		 ¥330	 4903487221622	 76

	 富士山	 680	 ¥300		 ¥330	 4903487221639	 76

T-230	 ピッチフィックス用マーカー	リラックマ	23.5㎜

	 リラックマ	 650	 ¥250		 ¥275	 4903487223022	 77

	 コリラックマ	 660	 ¥250		 ¥275	 4903487223039	 77

	 キイロイトリ	 390	 ¥250		 ¥275	 4903487223015	 77

T-231	 ピッチフィックス用マーカー25㎜

	 アーガイル GR	 050	 ¥300		 ¥330	 4903487223381	 74

	 ブー	 270	 ¥300		 ¥330	 4903487223206	 74

	 ピヨ	 280	 ¥300		 ¥330	 4903487223114	 74

	 マスクマンWH	 430	 ¥300		 ¥330	 4903487223237	 74

	 スマイル GD	 440	 ¥300		 ¥330	 4903487223138	 74

	 肉球	 480	 ¥300		 ¥330	 4903487223350	 74

	 UKフラッグ	 500	 ¥300		 ¥330	 4903487223367	 74

	 ハート	 550	 ¥300		 ¥330	 4903487223275	 74

	 パンダ	 560	 ¥300		 ¥330	 4903487223251	 74

	 クローバー	 570	 ¥300		 ¥330	 4903487223268	 74

	 福	 580	 ¥300		 ¥330	 4903487223282	 74

	 MXスカルピンク	 600	 ¥300		 ¥330	 4903487223312	 74

	 メイサイスカル	 630	 ¥300		 ¥330	 4903487223121	 74

	 MXスカルブルー	 640	 ¥300		 ¥330	 4903487223299	 74

	 USフラッグ	 650	 ¥300		 ¥330	 4903487223374	 74

	 NEWスマイル	 660	 ¥300		 ¥330	 4903487223329	 74

	 千鳥	 670	 ¥300		 ¥330	 4903487223336	 74

	 富士山	 680	 ¥300		 ¥330	 4903487223343	 74

T-236	 プットティー	ショート	 	 ¥750		 ¥825	 4571271590300	 58

T-239	 プットティー

	 プットティー	オレンジ	LL	 098	 ¥800		 ¥880	 4571271590133	 58

	 プットティー	イエロー	L	 047	 ¥800		 ¥880	 4571271590126	 58

	 プットティー	ブルー	M	 035	 ¥800		 ¥880	 4571271590119	 58

	 プットティー	ピンク	S	 103	 ¥800		 ¥880	 4571271590102	 58

T-241	 プットティー	ショート	mini	 	 ¥500		 ¥550	 4903487224104	 58

T-243	 ペグシル名入上り（1,000 本につき）	 	 ¥8,000		 ¥8,800	 	 145

T-245	 ピッチフィックス用マーカーラインストーン	23.5㎜

	 ブルー	 030	 ¥800		 ¥880	 4903487224531	 77

	 オレンジ	 090	 ¥800		 ¥880	 4903487224555	 77

	 ピンク	 100	 ¥800		 ¥880	 4903487224500	 77

	 クリヤー	 170	 ¥800		 ¥880	 4903487224517	 77

T-247	 ウッドティー 60	ニス塗	 	 ¥100		 ¥110	 4903487224708	 61

C-166	 シリコンベルト

	 レッド	 010	 ¥800		 ¥880	 4903487116614	 91

	 ホワイト	 020	 ¥800		 ¥880	 4903487116621	 91

	 ブラック	 080	 ¥800		 ¥880	 4903487116683	 91

C-170	 すみっコぐらし　ボールポーチツイン

	 ぺんぎん？+ねこ	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4985582260294	 47

	 しろくま+とかげ	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4985582260287	 47

C-180	 ティーホルダー付きボールケース

	 黒	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487118007	 46

	 迷彩緑	 160	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487118014	 46

	 迷彩黒	 180	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487118021	 46

	 デジタルピクセル	 400	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487118045	 46

	 ヒョウ柄	 410	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487118038	 46

C-181	 距離計ケース

	 黒	 080	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487118106	 48・78

	 迷彩緑	 160	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487118113	 48・78

	 迷彩黒	 180	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487118120	 48・78

	 デジタルピクセル	 400	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487118137	 48・78

	 ヒョウ柄	 410	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487118144	 48・78

C-182	 シリコンティーホルダー	

	 ホワイト	 020	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487118229	 61

	 オレンジ	 090	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487118236	 61

C-183	 フォーク&ティーホルダー

	 レッド	 010	 ¥800		 ¥880	 4903487118328	 47

	 イエロー	 040	 ¥800		 ¥880	 4903487118335	 47		

	 ブラック	 080	 ¥800		 ¥880	 4903487118304	 47

	 迷彩	 430	 ¥800		 ¥880	 4903487118311	 47

C-224	 折り畳み式ゴルフカート	 	 オープンプライスL24000	 	 4903487122400	 44

C-225	 C-224 用タイヤ（１個）	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487122509	 44

C-255	 セルフスタンドクラブケース	NEO

	 レッド	 010	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125517	 42

	 ブルー	 030	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125531	 42

	 ブラック	 080	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125586	 42

	 ピンク	 100	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125500	 42

	 シルバー	 120	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125593	 42

	 ライム	 210	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487125562	 42

C-309	 シルバー傘	60㎝	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487130900	 82

C-310	 シルバー傘	60㎝	業務用	カバー無し	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487131006	 82

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

T-10	 ウッドティー 55	カラー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487201006	 61

T-11	 ウッドティー70	ニス塗	 	 ¥100		 ¥110	 4903487201105	 61

T-22	 アイアンティー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487202201	 60

T-27	 ナイロンティー	 	 ¥100		 ¥110	 4903487202706	 60

T-28	 ウッドティー	リラックマ	A	 010	 ¥350		 ¥385	 4903487202812	 55

T-29	 ボガー（ボールホルダー）

	 赤	 010	 ¥350		 ¥385	 4903487202911	 45

	 青	 030	 ¥350		 ¥385	 4903487202935	 45

	 黄	 040	 ¥350		 ¥385	 4903487202942	 45

	 黒	 080	 ¥350		 ¥385	 4903487202980	 45

T-33	 ウッドティー 40	ニス塗	 	 ¥100		 ¥110	 4903487203307	 60

T-36	 グルーヴブラシ

	 ピンク	 100	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487203611	 62

	 アンティークブラス	 360	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487203628	 62

	 アンティークニッケル	 370	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487203635	 62

	 ガンメタ	 380	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487203642	 62

T-43	 ペグシル（1,000 本）	 	 ¥6,000		 ¥6,600	 4903487204304	145

T-49	 グリップインマーカー

	 赤	 010	 ¥400		 ¥440	 4903487204915	 64

	 白	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487204922	 64

	 青	 030	 ¥400		 ¥440	 4903487204939	 64

	 黄	 040	 ¥400		 ¥440	 4903487204946	 64

	 黒	 080	 ¥400		 ¥440	 4903487204984	 64

T-51	 金のウッドティー	 	 ¥250		 ¥275	 4903487205103	 56

T-52	 銀のウッドティー	 	 ¥250		 ¥275	 4903487205202	 56

T-54	 ウッドティー 40	ネオン	 	 ¥100		 ¥110	 4903487205400	 60

T-71	 半球ティー	 	 ¥300		 ¥330	 4903487207107	 118

T-90	 練習場名人	 	 ¥200		 ¥220	 4903487209019	 58

T-93	 スペシャル	マジックティーロング

	 レッド	 010	 ¥300		 ¥330	 4989711012051	 57

	 ブルー	 030	 ¥300		 ¥330	 4989711012068	 57

T-98	 ニューキングラバーティー	バージョン 2

	 レッド	 010	 ¥600		 ¥660	 4989711012150	 57

	 ブルー	 030	 ¥600		 ¥660	 4989711012167	 57

	 グリーン	 060	 ¥600		 ¥660	 4989711012181	 57

T-101	 ツウィンティー重り付	 	 ¥2,980		 ¥3,278	 4903487210107	 117

T-102	 ツウィンティースペア（26/36）	 	 ¥480		 ¥528	 4903487210213	 117

T-110	 ウッドティー	55㎜	バラ	 	 ¥11		 ¥12	 	 149

T-111	 ウッドティー	70㎜	バラ	 	 ¥13		 ¥14	 	 149

T-119	 ブラシフォーク

	 赤	 010	 ¥300		 ¥330	 4903487211913	 71

	 黒	 080	 ¥300		 ¥330	 4903487211906	 71

T-120	 ウッドティー 55	ニス塗	 	 ¥100		 ¥110	 4903487212002	 60

T-133	 ウッドティー	40㎜	バラ	 	 ¥10		 ¥11	 	 149

T-134	 サービスグリーンフォーク（無地）

T TC
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158 159

	 ビビッド	 660	 ¥450		 ¥495	 4903487231041	 52

	 メタリック	 670	 ¥450		 ¥495	 4903487231089	 52

T-311	 パワーコイル	ティー	LX

	 RO	 190	 ¥600		 ¥660	 4903487231119	 52

	 BP	 310	 ¥600		 ¥660	 4903487231133	 52

	 YG	 460	 ¥600		 ¥660	 4903487231140	 52

T-312	 パワーコイル	ティー	LX	紐付き

	 レッド	 010	 ¥400		 ¥440	 4903487231218	 52

	 ブルー	 030	 ¥400		 ¥440	 4903487231232	 52

	 イエロー	 040	 ¥400		 ¥440	 4903487231249	 52

	 グリーン	 060	 ¥400		 ¥440	 4903487231263	 52

	 オレンジ	 090	 ¥400		 ¥440	 4903487231294	 52

	 ピンク	 100	 ¥400		 ¥440	 4903487231287	 52

T-314	 ローンスタードライブティー

	 ホワイト	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487231423	 51

	 トリコロール	 110	 ¥400		 ¥440	 4903487231416	 51

	 パステル	 650	 ¥400		 ¥440	 4903487231430	 51

T-317	 低いパワーコイル	ティー	36

	 ホワイト	 020	 ¥450		 ¥495	 4903487231720	 53

	 ブラック	 080	 ¥450		 ¥495	 4903487231713	 53

T-318	 三段ティー

	 ピンク×イエロー	 140	 ¥700		 ¥770	 4903487231836	 51

	 ピンク×グリーン	 160	 ¥700		 ¥770	 4903487231829	 51

	 オレンジ×ブルー	 360	 ¥700		 ¥770	 4903487231805	 51

	 グリーン×イエロー	 640	 ¥700		 ¥770	 4903487231812	 51

T-319	 ラッキークローバーティー

	 パステル	 650	 ¥600		 ¥660	 4903487231904	 56

	 メタリック	 670	 ¥600		 ¥660	 4903487231911	 56

T-384	 テフティー	70㎜	 	 ¥500		 ¥550	 0798304145885	 57

T-390	 ライトドライブ	ラメ入り	ティー	75

	 イエロー	 040	 ¥500		 ¥550	 4903487239047	 53

	 ピンク	 100	 ¥500		 ¥550	 4903487239078	 53

	 ミックス	 990	 ¥500		 ¥550	 4903487239054	 53

T-391	 ライトドライブ	ラメ入り	ティー	45	 990	 ¥500		 ¥550	 4903487239153	 53

T-393	 目盛付きウッドティー	55mm	ブラック	 080	 ¥200		 ¥220	 4903487239306	 53

T-394	 目盛付きウッドティー	70mm	ブラック	 080	 ¥200		 ¥220	 4903487239405	 53

T-395	 ノンスライスティーMAX

	 ホワイト	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487239535	 51

	 ブルー	 030	 ¥400		 ¥440	 4903487239511	 51

	 イエロー	 040	 ¥400		 ¥440	 4903487239528	 51

	 ピンク	 100	 ¥400		 ¥440	 4903487239504	 51

	 アソート	 990	 ¥400		 ¥440	 4903487239542	 51

T-400	 カップ	プリント代	 	 ¥6		 ¥6	 	 149

T-470	 Tokumori	ウッドティー 40	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247004	 60

T-472	 Tokumori	ウッドティー70	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247202	 60

T-473	 Tokumori	ウッドティー段付 75	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247301	 60

T-477	 Tokumori	PE	プラティー 45	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247707	 60

T-478	 Tokumori	PE	プラティー75	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247806	 60

T-479	 Tokumori	PE	プラティー段付 75	 	 ¥100		 ¥110	 4903487247905	 60

T-501	 フラワーティ	ブリスターパック

	 ガーベラ	 530	 ¥900		 ¥990	 4582266520042	 58

	 コスモス B	 550	 ¥900		 ¥990	 4582266520066	 58

	 サクラ	 560	 ¥900		 ¥990	 4582266520080	 58

	 カーネーション B	 590	 ¥900		 ¥990	 4582266520165	 58

T-502	 リードティー	ブリスターパック	 	 ¥900		 ¥990	 4582266520073	 58

T-510	 パワーコイル	ティー 80㎜	バラ	 	 ¥153		 ¥168	 	 149

T-518	 シェルパック	アイアンティー	35	ブルー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487251803	 55

T-519	 シェルパック	アイアンティー	35	イエロー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487251902	 55

T-521	 ライトドライブティー	ロング75㎜	バラ	 	 ¥53		 ¥58	 	 149

T-522	 シェルパック	アイアンティー	35	ホワイト	 	 ¥200		 ¥220	 4903487252206	 55

T-532	 シェルパックアイアンティー35カラー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487253203	 55

T-540	 シェルパック	オネスティー	70	カラー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487254002	 55

T-541	 シェルパック	ウッドティー	40	ニス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487254101	 55

T-544	 シェルパック	クリヤーティー	42/52	ミックスカラー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487254408	 54

T-551	 シェルパック	ウッドティー	55	ニス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487255108	 55

T-560	 シェルパック	ウッドティー	60	ミックスカラー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487256006	 55

T-561	 シェルパック	ウッドティー	60	ニス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487256105	 55

T-570	 シェルパック	ウッドティー	70	ミックスカラー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487257003	 55

T-571	 シェルパック	ウッドティー	70	ニス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487257102	 55

T-578	 シェルパック	ウッドティー段付	75	ニス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487257805	 55

T-609	 ウッドティー 60㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥21		 ¥23	 	 149

T-610	 ウッドティー 55㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥19		 ¥20	 	 149

T-611	 ウッドティー70㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥21		 ¥23	 	 149

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）		 ¥61		 ¥67	 	 149

T-630	 パーマネントティー S（30㎜）	 	 ¥150		 ¥165	 4903487200634	118

T-631	 パワーコイル	ティー 80㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥163		 ¥179	 	 149

T-633	 ウッドティー 40㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥18		 ¥19	 	 149

T-636	 パーマネントティーM（35㎜）	 	 ¥150		 ¥165	 4903487200627	118

T-640	 パーマネントティーML（40㎜）	 	 ¥150		 ¥165	 4903487200641	118

T-645	 パーマネントティー L（45㎜）	 	 ¥150		 ¥165	 4903487200610	 118

T-650	 パーマネントティー LL（50㎜）	 	 ¥150		 ¥165	 4903487200658	118

T-655	 パーマネントティー	スペシャル 55㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487265503	118

T-660	 パーマネントティー	スペシャル 60㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487266005	118

T-665	 パーマネントティー	スペシャル 65㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487266500	118

T-670	 パーマネントティー	スペシャル70㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487267002	 118

T-675	 パーマネントティー	スペシャル75㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487267507	 118

T-678	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥36		 ¥39	 	 149

T-680	 パーマネントティー	スペシャル 80㎜	 	 ¥200		 ¥220	 4903487268009	118

T-248	 ウッドティー 82	ニス塗	 	 ¥100		 ¥110	 4903487224807	 61

T-269	 ピッチフィックス	ハイブリッド 2.0

	 レッド	 010	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226900	 72

	 ブルー	 030	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226917	 72

	 イエロー	 040	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226924	 72

	 グリーン	 060	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226931	 72

	 ブラック	 080	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226948	 72

	 オレンジ	 090	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226955	 72

	 パープル	 190	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226962	 72

	 ホワイト×レッド	 210	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226979	 72

	 ホワイト×ブルー	 230	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226986	 72

	 ホワイト×グリーン	 260	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487226993	 72

	 ライトブルー	 400	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224753	 72

	 ライトグリーン	 600	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224760	 72

	 蛍光ピンク	 650	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224715	 72

	 蛍光イエロー	 660	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224777	 72

	 ガンメタ×レッド	 840	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224746	 72

	 ガンメタ×ブルー	 850	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224722	 72

	 ガンメタ×グリーン	 860	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487224739	 72

T-270	 ピッチフィックス	フュージョン 2.5

	 レッド	 010	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227013	 73

	 イエロー	 040	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227044	 73

	 グリーン	 060	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227068	 73

	 ブラック	 080	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487224845	 73

	 オレンジ	 090	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227099	 73

	 パープル	 200	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487224838	 73

	 ホワイト×レッド	 210	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227020	 73

	 ホワイト×ブルー	 230	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227051	 73

	 モスグリーン	 390	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487224814	 73

	 ライトブルー	 400	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227037	 73

	 蛍光ピンク	 650	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227006	 73

	 蛍光イエロー	 660	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487224821	 73

	 ガンメタ×レッド	 840	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227075	 73

	 ガンメタ×ブルー	 850	 ¥2,600		 ¥2,860	 4903487227082	 73

T-272	 ピッチフィックス	オリジナル2.0

	 レッド	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487227211	 73

	 ホワイト	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487227228	 73

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487227235	 73

	 ブラック	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487227280	 73

T-273	 ライトバイオティー	70㎜

	 ホワイト	 020	 ¥350		 ¥385	 4903487227327	 54

	 イエロー	 040	 ¥350		 ¥385	 4903487227341	 54

	 ピンク	 100	 ¥350		 ¥385	 4903487227310	 54

	 エメラルドグリーン	 460	 ¥350		 ¥385	 4903487227365	 54

T-274	 ライトバイオティー	45㎜

	 ホワイト	 020	 ¥350		 ¥385	 4903487227426	 54

	 イエロー	 040	 ¥350		 ¥385	 4903487227440	 54

	 ピンク	 100	 ¥350		 ¥385	 4903487227419	 54

	 エメラルドグリーン	 460	 ¥350		 ¥385	 4903487227464	 54

T-275	 ライトバイオティー段つきロング	75㎜

	 ホワイト	 020	 ¥350		 ¥385	 4903487227525	 54

	 ピンク	 100	 ¥350		 ¥385	 4903487227518	 54

T-277	 キャディーフォーク	 	 ¥500		 ¥550	 4903487227709	 70

T-278	 ウッドティー段つき	75㎜	バラ	 	 ¥28		 ¥30	 	 149

T-281	 ピッチフィックスクラシック	フォークバラ

	 レッド	 010	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228119	 75

	 グリーン	 060	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228164	 75

	 ブラック	 080	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228188	 75

	 オレンジ	 090	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228102	 75

	 シルバー	 120	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228171	 75

	 ダークブルー	 350	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228157	 75

	 ガンメタ	 380	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487228140	 75

T-282	 ピッチフィックス		ハイブリッドフォーク		バラ（イエロー×ブルー）	 430	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487228263	 75

T-286	 ウッドティー	82㎜	バラ	 	 ¥19		 ¥20	 	 149

T-288	 一本グリーンフォーク	 	 ¥360		 ¥396	 4903487228805	 70

T-289	 一本グリーンフォーク	ゴールド	 	 ¥500		 ¥550	 4903487228904	 70

T-290	 チタングリーンフォーク

	 ブルー	 030	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487229031	 71

	 グリーン	 060	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487229024	 71

	 ゴールド	 160	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487229017	 71

	 パープル	 190	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487229000	 71

T-291	 ディボットスピナー

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487229116	 71

	 ブラック	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487229109	 71

	 ゴールド	 160	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487229123	 71

T-292	 リール付グリーンフォーク

	 スマイル	 010	 ¥800		 ¥880	 4903487229215	 70

	 迷彩スカル	 020	 ¥800		 ¥880	 4903487229222	 70

	 肉球	 030	 ¥800		 ¥880	 4903487229239	 70

	 golfit	 040	 ¥800		 ¥880	 4903487229246	 70

T-293	 MANJI	70㎜ロング	 	 ¥350		 ¥385	 4903487229307	 53

T-297	 MANJIネオン 75	 	 ¥200		 ¥220	 4903487229703	 53

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		 ¥600		 ¥660	 4989711012174	 57

T-299	 ウッドティー	60㎜	バラ	 	 ¥13		 ¥14	 	 149

T-304	 ツウィンティースペア（40/45）	 	 ¥550		 ¥605	 4903487230402	117

T-305	 パワーコイル	ティー LX		ショート48	 	 ¥400		 ¥440	 4903487230501	 52

T-310	 パワーコイル	ティー

	 パステル	 650	 ¥450		 ¥495	 4903487231010	 52

T T
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160 161

	 青	 030	 ¥115		 ¥127	 4903487310937	 99

	 黄	 040	 ¥115		 ¥127	 4903487310944	 99

R-110	 ピーボール	バラ（1個につき）

	 赤	 010	 ¥50		 ¥55	 4903487311019	 98

	 白	 020	 ¥50		 ¥55	 4903487311026	 98

	 青	 030	 ¥50		 ¥55	 4903487311033	 98

R-115	 フライトボール	バラ（1個につき）

	 白	 020	 ¥80		 ¥88	 4903487311521	 99

	 黄	 040	 ¥80		 ¥88	 4903487311545	 99

	 オレンジ	 090	 ¥80		 ¥88	 4903487311590	 99

R-124	 ハレーコメットボール	ゴールド	 	 ¥600		 ¥660	 4903487312405	142

R-137	 スケルトンピーボール	バラ（1個につき）

	 赤	 010	 ¥50		 ¥55	 4903487313716	 98

	 白	 020	 ¥50		 ¥55	 4903487313723	 98

	 青	 030	 ¥50		 ¥55	 4903487313730	 98

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

M-10	 ティークロウ

	 ブルー&ホワイト	 320	 ¥2,600		 ¥2,860	 4580376768514	 106

	 イエロー&グリーン	 460	 ¥2,600		 ¥2,860	 4580376768507	106

	 ピンク&ホワイト	 490	 ¥2,600		 ¥2,860	 4580376768521	 106

M-16	 スウィングバランスメーカー	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4544511100416	 107

M-18	 水バケツ（樹脂底付）	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487401802	145

M-20	 ガーデン用	ホールカップ	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487402007	145

M-21	 ガーデン用	ホールピン	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487402106	145

M-27	 シバーマットゴム付	カール芝

	 穴あき	 001	 ¥7,000		 ¥7,700	 4903487402700	116

	 穴なし	 002	 ¥7,000		 ¥7,700	 4903487402717	 116

M-41	 ガーデン用ホールカップセット	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487404100	145

M-49	 ホールカップ底上げ用スポンジ（9 個入り）	 	 ¥9,000		 ¥9,900	 4903487404902	145

M-50	 ホールカップ底上げ用スポンジ（バラ）	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487405008	145

M-51	 ゴムホールカップ DX	 	 ¥850		 ¥935	 4903487405107	 111

M-52	 アプローチネット	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487405206	109

M-60	 ゴルフネット	ポール型（カスタム S）	 	 ¥45,000		¥49,500	 4903487406005	 113・114

M-62	 ゴルフネット	ゲート型（スペシャルM）	 	 ¥65,000		 ¥71,500	 4903487406203	113

M-65	 ゴルフネット	ゲージ型（デラックス LL）	 	 ¥100,000		¥110,000	 4903487406500	113

M-67	 ゴルフネット強力型（AB）	 	 ¥230,000		¥253,000	 4903487406708	 113

M-69	 ゴルフネット強力型（SP）	 	 ¥330,000		¥363,000	 4903487406906	113

M-70	 メッシュ的	強力型	 	 ¥15,000		 ¥16,500	 4903487407002	114

M-71	 ゴルフネット強力型（ハウス）	 	 ¥520,000		¥572,000	 4903487407101	 113

M-74	 的	帆布 90× 90cm	 	 ¥4,200		 ¥4,620	 4903487407408	 113・114

M-75	 的	帆布 120×120cm	 	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487407507	 113・114

M-76	 的	帆布 175×175cm	 	 ¥10,200		 ¥11,220	 4903487407606	 113・114

M-78	 的	消音メッシュ	180×180cm	 	 ¥12,500		 ¥13,750	 4903487407804	114

M-79	 的	消音メッシュ	88 × 88cm	 	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487407903	114

M-80	 ティーマーク（プラスチック製）	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487408009	143

M-81	 目土袋（角小）	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487408108	 90

M-82	 OB杭	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487408207	143

M-83	 ホームグリーンセット	 	 ¥21,000		 ¥23,100	 4903487408306	145

M-84	 スタンドピン	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487408405	145

M-85	 ダイキャストカップ	 	 ¥5,500		 ¥6,050	 4903487408504	145

M-86	 発音式カップ（アルミダイキャスト製）	 	 ¥9,000		 ¥9,900	 4903487408603	145

M-87	 目土ボトルミニ

	 ピンク	 100	 ¥350		 ¥385	 4903487408719	 90

	 モス	 390	 ¥350		 ¥385	 4903487408702	 90

M-89	 ディボット用スコップ	 	 ¥400		 ¥440	 4903487408900	 90

M-90	 ティーマーク

	 赤	 010	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487409013	143

	 白	 020	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487409020	143

	 青	 030	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487409037	143

	 黄	 040	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487409044	143

M-91	 バンカーならし	 	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487409105	143

M-94	 ホールカッター	 	 ¥33,000		¥36,300	 4903487409402	145

M-96	 ボールカゴ（S）	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487409600	117

M-97	 ボールカゴ (L)	 	 ¥3,400		 ¥3,740	 4903487409709	117

M-98	 ボールカゴ（24 個入）	 	 ¥800		 ¥880	 4903487409808	117

M-99	 鉄製ホールカップ	 	 ¥5,500		 ¥6,050	 4903487409907	145

M-100	 ボールバスケット (L)グリーン	 060	 ¥4,000		 ¥4,400	 4903487410019	 117

M-101	 アンダーリペア杭

	 赤	 010	 ¥300		 ¥330	 4903487410118	 143

	 青	 030	 ¥300		 ¥330	 4903487410132	 143

	 黄	 040	 ¥300		 ¥330	 4903487410149	 143

M-103	 綿	無地	三角旗

	 赤	 010	 ¥900		 ¥990	 4903487410316	 144

	 白	 020	 ¥900		 ¥990	 4903487410323	144

M-104	 綿	無地	四角旗

	 赤	 010	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487410415	 144

	 白	 020	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487410422	144

M-107	 ポールマーカー

	 赤	 010	 ¥800		 ¥880	 4903487410712	 144

	 黄	 040	 ¥800		 ¥880	 4903487410743	 144

M-110	 ナイロン三角旗番手付

	 1〜 9	 010	 ¥10,000		 ¥11,000	 4903487411009	144

	 10 〜18	 020	 ¥10,000		 ¥11,000	 4903487411016	 144

T-686	 ウッドティー	82㎜	プリント込	（100 〜 999 本迄）	 	 ¥26		 ¥28	 	 149

T-710	 ブラッシュティー

	 L	 007	 オープンプライスL780	 	 4521775123511	 57

	 M	 005	 オープンプライスL780	 	 4521775123528	 57

T-711	 ブラッシュティー	XL	 	 オープンプライスL880	 	 4939691111633	 57

T-712	 ブラッシュティー	トライアル	 	 オープンプライスL880	 	 4939691122165	 57

T-713	 マイハイトティー	ロング	 	 ¥900		 ¥990	 0036504955065	 60

T-714	 マイハイトティー	レギュラー	 	 ¥900		 ¥990	 0036504955058	 60

T-721	 ライトドライブティー	ロング	ジューシー	 500	 ¥500		 ¥550	 4903487272112	 54

T-726	 パフォーマンスティー	2	-3/4（69mm）

	 レッド	 010	 ¥600		 ¥660	 0048929206622	 59

	 ブルー	 030	 ¥600		 ¥660	 0048929206691	 59

	 グリーン	 060	 ¥600		 ¥660	 0048929206615	 59

	 オレンジ	 090	 ¥600		 ¥660	 0048929206639	 59

T-727	 パフォーマンスティー	3-1/4（83mm）

	 レッド	 010	 ¥600		 ¥660	 0048929206653	 59

	 ブルー	 030	 ¥600		 ¥660	 0048929206707	 59

	 グリーン	 060	 ¥600		 ¥660	 0048929206646	 59

	 オレンジ	 090	 ¥600		 ¥660	 0048929206660	 59

T-748	 エボリューションティー (パフォーマンスティー)30P	1-1/2''(38mm)	 	 ¥800		 ¥880	 0048929200897	 57

T-753	 オフセットティー	ミドル	 	 ¥500		 ¥550	 0048929198613	 58

T-754	 オフセットティー	ロング	 	 ¥500		 ¥550	 0048929198620	 58

T-756	 エボリューションティー (パフォーマンスティー)15P	2-3/4''(69mm)	 	 ¥600		 ¥660	 0048929202150	 57

T-757	 エボリューションティー (パフォーマンスティー)15P	3-1/4''(83mm)	 	 ¥600		 ¥660	 0048929202167	 57

T-758	 ザーマ	フライティー	44㎜	20P	 	 ¥400		 ¥440	 0036504925112	 60

T-759	 ザーマ	フライティー	69㎜	30P

	 レッド	 010	 ¥700		 ¥770	 0036504925242	 59

	 ホワイト	 020	 ¥700		 ¥770	 0036504925211	 59

	 イエロー	 040	 ¥700		 ¥770	 0036504925228	 59

	 オレンジ	 090	 ¥700		 ¥770	 0036504925235	 59

	 ネオンブルー	 570	 ¥700		 ¥770	 0036504955157	 59

	 ネオンピンク	 580	 ¥700		 ¥770	 0036504955096	 59

	 ナチュラル	 690	 ¥700		 ¥770	 0036504955287	 59

	 ライムグリーン	 860	 ¥700		 ¥770	 0036504925266	 59

	 ミックス	 300	 ¥700		 ¥770	 0036504925631	 59

T-760	 ザーマ	フライティー	83㎜	25P	 	 ¥700		 ¥770	 0036504925419	 60

T-764	 ティー用	紐	5m	 	 ¥200		 ¥220	 4903487276400	 61

T-809	 ウッドティー	60㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥16		 ¥17	 	 149

T-810	 ウッドティー	55㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥14		 ¥15	 	 149

T-811	 ウッドティー	70㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥16		 ¥17	 	 149

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）	 	 ¥56		 ¥61	 	 149

T-831	 パワーコイル	ティー 80㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥158		 ¥173	 	 149

T-833	 ウッドティー 40㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥13		 ¥14	 	 149

T-878	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥31		 ¥34	 	 149

T-886	 ウッドティー	82㎜	プリント込（1,000 〜 9,999 本迄）	 	 ¥21		 ¥23	 	 149

T-909	 ウッドティー	60㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥15		 ¥16	 	 149

T-910	 ウッドティー	55㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥13		 ¥14	 	 149

T-911	 ウッドティー	70㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥15		 ¥16	 	 149

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）	 	 ¥55		 ¥60	 	 149

T-931	 パワーコイル	ティー 80㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥157		 ¥172	 	 149

T-933	 ウッドティー 40㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥12		 ¥13	 	 149

T-978	 ウッドティー段つき	75㎜	プリント込（10,000 本以上）		 ¥30		 ¥33	 	 149

T-986	 ウッドティー	82㎜	プリント込（10,000 本以上）	 	 ¥20		 ¥22	 	 149

Rプラクティスボール

品番	 	商品名	 カラーコード	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

R-3	 スノーボール（3個入）	 	 ¥450		 ¥495	 4903487300303	 98

R-5	 ライトボール	 	 ¥400		 ¥440	 4903487300501	 99

R-6	 ライトボールスペア（3個入）	 	 ¥240		 ¥264	 4903487300600	 99

R-7	 ホローボール（カラー）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487300709	 98

R-9	 セフティーボール（3個入）	 	 ¥400		 ¥440	 4903487300907	 99

R-10	 ピーボール（カラー）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487301003	 98

R-15	 フライトボール（ホワイト）	 	 ¥500		 ¥550	 4903487301508	 99

R-19	 紐付ボールスペア	 	 ¥300		 ¥330	 4903487301904	 99

R-20	 ピーボール（ホワイト）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487302000	 98

R-24	 ハレーコメットボール

	 ホワイト	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487302406	142

	 イエロー	 040	 ¥400		 ¥440	 4903487302444	142

R-25	 フライトボール（カラー）	 	 ¥500		 ¥550	 4903487302505	 99

R-27	 ホローボール（ホワイト）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487302703	 98

R-29	 セフティーボール（6個入）	 	 ¥700		 ¥770	 4903487302901	 99

R-30	 スノーボール（6個入）	 	 ¥800		 ¥880	 4903487303007	 98

R-39	 スケルトンピーボール（カラー）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487303908	 98

R-40	 スケルトンピーボール（ホワイト）	 	 ¥300		 ¥330	 4903487304028	 98

R-54	 スモークボール

	 レッド	 010	 オープンプライスL800	 	 4571466930010	 142

	 ブルー	 030	 オープンプライスL800	 	 4571466930034	142

	 イエロー	 040	 オープンプライスL800	 	 4571466930072	 142

R-103	 スノーボール	バラ（1個につき）	 	 ¥130		 ¥143	 4903487310302	 98

R-107	 ホローボール	バラ（1個につき）

	 赤	 010	 ¥50		 ¥55	 4903487310715	 98

	 白	 020	 ¥50		 ¥55	 4903487310722	 98

	 青	 030	 ¥50		 ¥55	 4903487310739	 98

R-109	 セフティーボール	バラ（1個につき）

	 赤	 010	 ¥115		 ¥127	 4903487310913	 99

MT R R
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M-314	 プロ芝パターマット（SP-040）	 	 オープンプライスL4292	 	 4973271118667	 110

M-386	 ダヴィンチスポーツ	ツアーパッティングトレーナー	 	 ¥15,000	 ¥16,500	 4903487438600	106

M-387	 ダヴィンチスポーツ	トータルゴルフトレーナー	 	 ¥13,000	 ¥14,300	 4903487438709	106

M-388	 ダヴィンチスポーツ	バイオムーブメントトレーナーアーム		 ¥9,000		 ¥9,900	 4903487438808	106

M-441	 ナビカップ	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691121830	 111

M-443	 ベストライSTスーパーグリーンマット48	SM-406	 	 ¥16,000		 ¥17,600	 4973271123401	 115

M-448	 入れパー F（SP-033）	 	 オープンプライスL1800	 	 4973271116380	 110

M-456	 シンプルショット・ミニ（SS-055）	 	 オープンプライスL2000	 	 4973271116410	 116

M-457	 シンプルショットⅡ（SS-054）	 	 オープンプライスL2500	 	 4973271116403	 116

M-459	 スリムショットⅡ（SS-056）	 	 オープンプライスL3500	 	 4973271116397	 116

M-477	 グリップ先生

	 （SR-010）S	 003	 ¥1,000		 ¥1,100	 4973271432022	 108

	 （SR-011）M	 005	 ¥1,000		 ¥1,100	 4973271432121	 108

	 （SR-012）L	 007	 ¥1,000		 ¥1,100	 4973271432220	 108

	 （SR-013）LL	 008	 ¥1,000		 ¥1,100	 4973271432329	 108

M-486	 ワンピンパターマット（SP-031）	 	 オープンプライスL3000	 	 4973271115666	 110

M-510	 シンプルマスター CB（キャンディボール）	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560216650117	 104

M-511	 シンプルマスター PE（パーフェクトエルボー）	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4560216650124	 105

M-515	 杭（ホワイト）OB用	 	 ¥1,400		 ¥1,540	 4903487451500	 143

M-520	 シンプルマスター CBツアーバージョン	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4560216650179	 104

M-521	 シンプルマスター OP	（オンプレーン）	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4560216650186	 105

M-522	 シンプルマスター	CBブラックエディション	 	 ¥2,900		 ¥3,190	 4560216650254	105

M-602	 ポール用取付金具	Y-28A	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487460205	144

M-607	 グラスファイバーポール	赤×白	 310	 ¥10,000		 ¥11,000	 4903487460717	144

M-608	 グラスファイバーポールショート	赤×白	 310	 ¥8,000		 ¥8,800	 4903487460816	144

M-620	 シバーマット	ラバースポンジ付	135	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487462001	116

M-621	 シバーマット	ラバースポンジ付	200	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487462100	 116

M-623	 シバーマット	ラバースポンジ付	300	 	 ¥4,300		 ¥4,730	 4903487462308	116

M-624	 シバーマット	ラバースポンジ付	250	 	 ¥3,200		 ¥3,520	 4903487462407	116

M-631	 パワフルスイング	モデルグリップ仕様	MG19071

	 右利き用	 002	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487463107	100

	 左きき用	 001	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487463114	 100

M-632	 パワフルスイング	レディス&Jr	モデルグリップ仕様	MG185	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487463206	100

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

B-9	 フェイクヘアーバイザー

	 グレー×ブラック	 180	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500925	 83

	 グレー×カモ	 190	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500963	 83

	 ブラウン×レッド	 710	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500932	 83

	 ブラウン×ホワイト	 720	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500949	 83

	 ブラウン×ブラック	 780	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500901	 83

	 ブラウン×カモ	 790	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500956	 83

	 ブロンド×ブラック	 960	 ¥3,800		 ¥4,180	 4903487500918	 83

B-45	 USEDゴルフボール（12 個入）	 	 ¥1,280		 ¥1,408	 4903487504503	 87

B-46	 海外ブランドロストボール（6P）	 	 ¥980		 ¥1,078	 4903487504602	 87

B-47	 人気銘柄ロストボール（10P）	 	 ¥980		 ¥1,078	 4903487504701	 87

B-53	 ロストボール	C（6P）	 	 ¥800		 ¥880	 4903487505302	 87

B-54	 ロストボール	B（6P）	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487505401	 87

B-55	 ロストボール	A（6P）	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487505500	 87

B-57	 赤線入練習ボール R	 	 ¥100		 ¥110	 4903487505708	 117

B-58	 ロストボール	ボーナスパック	20P	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487505807	 87

B-163	 マルチグローブ	H2O	白 /黒

	 白 /黒 /21cm	左	 011	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516308	 84

	 白 /黒 /21cm	右	 012	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516360	 84

	 白 /黒 /22cm	左	 021	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516315	 84

	 白 /黒 /22cm	右	 022	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516377	 84

	 白 /黒 /23cm	左	 031	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516322	 84

	 白 /黒 /23cm	右	 032	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516384	 84

	 白 /黒 /24cm	左	 041	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516339	 84

	 白 /黒 /24cm	右	 042	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516391	 84

	 白 /黒 /25cm	左	 051	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516346	 84

	 白 /黒 /25cm	右	 052	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516407	 84

	 白 /黒 /26cm	左	 061	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516353	 84

	 白 /黒 /26cm	右	 062	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516414	 84

B-164	 マルチグローブ	H2O	黒 /黒

	 黒 /黒	21cm左	 011	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516421	 84

	 黒 /黒	21cm右	 012	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516438	 84

	 黒 /黒	22cm左	 021	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516445	 84

	 黒 /黒	22cm右	 022	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516452	 84

	 黒 /黒	23cm左	 031	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516469	 84

	 黒 /黒	23cm右	 032	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516476	 84

	 黒 /黒	24cm左	 041	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516483	 84

	 黒 /黒	24cm右	 042	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516490	 84

	 黒 /黒	25cm左	 051	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516506	 84

	 黒 /黒	25cm右	 052	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516513	 84

	 黒 /黒	26cm左	 061	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516520	 84

	 黒 /黒	26cm右	 062	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487516537	 84

B-259	 FIT39	グローブSS

	 黒 /黒	SS	 881	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110230	 85

	 黒 /黒	右	SS	 882	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110339	 85

	 紺 /黒	SS	 581	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110278	 85

	 紺 /黒	右	SS	 582	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110377	 85

	 赤 /黒	SS	 181	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110247	 85

	 赤 /黒	右	SS	 182	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691110346	 85

M-111	 ナイロン四角旗番手付

	 1〜 9	 010	 ¥12,000		 ¥13,200	 4903487411108	 144

	 10 〜18	 020	 ¥12,000		 ¥13,200	 4903487411115	 144

M-121	 ナイロン	無地	三角旗

	 赤	 010	 ¥900		 ¥990	 4903487412112	 144

	 白	 020	 ¥900		 ¥990	 4903487412129	 144

M-122	 ナイロン	無地	四角旗

	 赤	 010	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487412211	 144

	 白	 020	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487412228	144

M-123	 ゴルフネット補修キット	 	 ¥600		 ¥660	 4903487412303	 114

M-124	 規格ネット	2.0× 2.0m	 	 ¥5,600		 ¥6,160	 4903487412402	 113・114

M-125	 規格ネット	3.0× 3.0m	 	 ¥12,600		 ¥13,860	 4903487412501	 113・114

M-126	 規格ネット	2.0× 3.0m	 	 ¥8,400		 ¥9,240	 4903487412600	 114

M-127	 規格ネット	2.0× 2.5m	 	 ¥7,000		 ¥7,700	 4903487412709	 114

M-128	 規格ネット	3.0× 4.0m	 	 ¥16,800		 ¥18,480	 4903487412808	 114

M-129	 規格ネット	2.0× 4.0m	 	 ¥11,200		 ¥12,320	 4903487412907	 114

M-148	 規格ネット	3.0× 6.0m	 	 ¥25,200		 ¥27,720	 4903487414802	 113・114

M-157	 フラットパターマット	2.0	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487415700	 110

M-158	 フラットパターマット	3.0	 	 ¥5,600		 ¥6,160	 4903487415809	 111

M-159	 フラットパターマット	4.5	 	 ¥8,000		 ¥8,800	 4903487415908	 111

M-160	 M-60 用ネットのみ	 	 ¥23,000		¥25,300	 4903487416004	 113

M-162	 M-62 用ネットのみ	 	 ¥40,000		¥44,000	 4903487416202	 113

M-165	 M-65 用ネットのみ	 	 ¥48,000		¥52,800	 4903487416509	 113

M-167	 M-67 用ネットのみ	 	 ¥100,000		¥110,000	 4903487416707	 113

M-169	 M-69 用ネットのみ	 	 ¥150,000		¥165,000	 4903487416905	 113

M-171	 M-71用ネットのみ	 	 ¥230,000		¥253,000	 4903487417100	 113

M-180	 ゴルペット	スペア

	 DX型用	先ゴム（GTE-21）	 021	 ¥480		 ¥528	 4903487418008	 117

	 L型用	先ゴム	グリーン（GTE-24）	 024	 ¥480		 ¥528	 4903487418015	 117

M-181	 ゴルペット	スペア	L型用	元ゴム（GTE-26A）	 	 ¥1,420		 ¥1,562	 4903487418107	 117

M-182	 ゴルペット	スペア	L型用アイアンレール（GTE-27）	 	 ¥600		 ¥660	 4903487418206	 117

M-183	 ゴルペットML型	 	 ¥59,000		¥64,900	 4903487418305	 117

M-184	 ゴルペット	スペア	ML型用（GTE-28）	 	 ¥550		 ¥605	 4903487418404	 117

M-191	 マイレーキ

	 レッド	 010	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487419104	 81・143

	 ブルー	 030	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487419111	 81・143

	 ブラック	 080	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487419128	 81・143

	 グレー	 110	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487419135	 81・143

M-195	 ネット用補修糸	（m当り）	 	 ¥20		 ¥22	 4903487419500	 114

M-196	 ネット用ロープ	4㎜	（m当り）	 	 ¥40		 ¥44	 4903487419609	 114

M-197	 ネット用ロープ	6㎜	（m当り）	 	 ¥70		 ¥77	 4903487419708	 114

M-198	 ネット用ロープ	8㎜	（m当り）	 	 ¥130		 ¥143	 4903487419807	 114

M-199	 ネット用ロープ	10㎜	（m当り）	 	 ¥200		 ¥220	 4903487419906	 114

M-200	 ペアショットセット	 	 ¥34,000		 ¥37,400	 4903487420001	 115

M-201	 ティーマット大	 	 ¥5,500		 ¥6,050	 4903487420100	 115

M-202	 ペアショット枠	 	 ¥20,000		¥22,000	 4903487420209	 115

M-204	 スタンスマット	大	 	 ¥28,000		¥30,800	 4903487420407	115

M-206	 芝王（1mにつき）	 	 ¥8,000		 ¥8,800	 4903487420605	116

M-207	 スタンスマットS	 	 ¥18,000		 ¥19,800	 4903487420704	 115

M-208	 フレループ	レディース	ピンク	 100	 ¥20,000		¥22,000	 4571190022883	 104

M-209	 フレループ

	 レッド	 010	 ¥20,000		¥22,000	 4571190022814	 104

	 ブルー	 030	 ¥20,000		¥22,000	 4571190022821	 104

	 イエロー	 040	 ¥20,000		¥22,000	 4571190022838	 104

M-210	 グリーンマット	ナイロン 650	 	 ¥8,500		 ¥9,350	 4903487421008	 115

M-218	 ティーチングプロⅡ	ピンポイントストローク	ベント	 	 ¥8,000		 ¥8,800	 4571190022630	 110

M-222	 フレループ	UTERU

	 レッド	 010	 ¥20,000		¥22,000	 4571190023071	 101

	 ブラック	 080	 ¥20,000		¥22,000	 4571190023088	 101

M-232	 メガパワーディスタンスロング	アイアンタイプ	 	 オープンプライスL5500	 	 4991568047681	101

M-234	 メガスイングドクター	アイアン	 	 オープンプライスL7000	 	 4991568055075	101

M-235	 メガスイングドクター	ドライバー	 	 オープンプライスL12500	 	 4991568055068	101

M-247	 MODORUNO	 	 ¥5,800		 ¥6,380	 4903487424702	 111

M-249	 オンプレーンスウィング	 	 ¥6,500		 ¥7,150	 4903487424900	103

M-255	 メガパワーヒッターⅡ

	 メンズ	 001	オープンプライスL4200	 	 4991568053484	103

	 レディース	 002	オープンプライスL4200	 	 4991568053491	103

M-259	 E-チューブ	ブルー	 030	 ¥2,500		 ¥2,750	 4900173815554	 104

M-267	 パワフルスイング	GF80	 	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487426706	100

M-268	 パワフルスイング	GF90

	 ブラック	 080	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487426805	100

	 クリヤー	 170	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487426836	100

M-270	 パワフルスイング	プレミア	 	 ¥6,000		 ¥6,600	 4903487427000	100

M-278	 的	消音メッシュ	180×180cm		的なし無地タイプ	 	 ¥12,500		 ¥13,750	 4903487427802	 114

M-280	 パワフルスイング	GF100

	 赤	 010	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428014	 101

	 白	 020	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428021	101

	 黄	 040	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428045	101

	 黒	 080	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428083	101

M-281	 パワフルスイング	GF120

	 赤	 010	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428113	 100

	 白	 020	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428120	100

	 黄	 040	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428144	100

	 黒	 080	 ¥5,200		 ¥5,720	 4903487428182	100

M-307	 Vショットセット	S（GL-151）	 	 ¥29,500		 ¥32,450	 4973271545166	 115

M-309	 スリムショットⅡスペアボール（SS-022）	 	 ¥400		 ¥440	 4973271412208	 116

M-311	 Vスタンスマット	S（GL-156）	 	 ¥22,500		 ¥24,750	 4973271545661	 115

M-312	 紐付スペアボール (SS-023)	 	 ¥480		 ¥528	 4973271412307	 116

BM M



品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ Zetc etc

164 165

	 白 /赤	左 L	 217	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527557	 84

	 白 /赤	右 S	 214	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527564	 84

	 白 /赤	右M	 216	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527571	 84

	 白 /赤	右 L	 218	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527588	 84

	 白 /サックス	左	SS	 231	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527731	 84

	 白 /サックス	左 S	 233	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527472	 84

	 白 /サックス	左M	 235	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527489	 84

	 白 /サックス	左 L	 237	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527496	 84

	 白 /サックス	右	SS	 232	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527748	 84

	 白 /サックス	右 S	 234	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527502	 84

	 白 /サックス	右M	 236	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527519	 84

	 白 /サックス	右 L	 238	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527526	 84

	 白 /黄	左	SS	 241	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527694	 84

	 白 /黄	左 S	 243	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527359	 84

	 白 /黄	左M	 245	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527366	 84

	 白 /黄	左 L	 247	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527373	 84

	 白 /黄	右	SS	 242	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527700	 84

	 白 /黄	右 S	 244	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527380	 84

	 白 /黄	右M	 246	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527397	 84

	 白 /黄	右 L	 248	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527403	 84

	 白 /ピンク	左	SS	 021	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527717	 84

	 白 /ピンク	左 S	 023	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527410	 84

	 白 /ピンク	左M	 025	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527427	 84

	 白 /ピンク	左 L	 027	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527434	 84

	 白 /ピンク	右	SS	 022	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527724	 84

	 白 /ピンク	右 S	 024	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527441	 84

	 白 /ピンク	右M	 026	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527458	 84

	 白 /ピンク	右 L	 028	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527465	 84

Sシューズアクセサリー

品番	 	商品名	 カラーコード	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

S-8	 靴ひも

	 茶 /平	 072	 ¥100		 ¥110	 4903487600878	 97

	 黒 /丸	 081	 ¥100		 ¥110	 4903487600823	 97

S-10	 シューズキーパー ST

	 赤	 010	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487601011	 97

	 青	 030	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487601035	 97

	 緑	 060	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487601066	 97

	 黒	 080	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487601080	 97

S-11	 CHAMP	プロレンチ	 	 ¥800		 ¥880	 0036504884044	 95

S-12	 アイアンブラシ

	 黄	 040	 ¥600		 ¥660	 4903487601202	 91

	 黒	 080	 ¥600		 ¥660	 4903487601288	 91

S-17	 ゴルフブラシ	プラスチック製

	 黄	 040	 ¥500		 ¥550	 4903487601745	 91

	 緑	 060	 ¥500		 ¥550	 4903487601769	 91

S-26	 マックスプロレンチ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 0036504884013	 95

S-31	 スラントインソール	サックス	 030	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487603138	 96

S-32	 キャディーブラシ	 	 ¥800		 ¥880	 4903487603244	 91

S-33	 タオルキーパーつきブラシ	 	 ¥400		 ¥440	 4903487603305	 91

S-34	 DSISソルボヘルシーフルインソール

	 S	 003	 ¥1,600		 ¥1,760	 4961928613634	 96

	 M	 005	 ¥1,600		 ¥1,760	 4961928613641	 96

	 L	 007	 ¥1,600		 ¥1,760	 4961928613658	 96

	 LL	 008	 ¥1,600		 ¥1,760	 4961928613665	 96

S-37	 ソルボヒールカップ

	 S	 003	 ¥1,200		 ¥1,320	 4961928611005	 96

	 M	 005	 ¥1,200		 ¥1,320	 4961928611012	 96

	 L	 007	 ¥1,200		 ¥1,320	 4961928611029	 96

S-38	 ソルボ S-CUBEコンポジット	トレーニング

	 S	 003	 ¥3,200	 ¥3,520	 4961928619315	 95

	 M	 005	 ¥3,200	 ¥3,520	 4961928619322	 95

	 L	 007	 ¥3,200	 ¥3,520	 4961928619339	 95

S-39	 DSISソルボヘルシー速乾 +フルインソール

	 S	 003	 ¥1,800		 ¥1,980		 4961928611289	 95

	 M	 005	 ¥1,800		 ¥1,980		 4961928611296	 95

	 L	 007	 ¥1,800		 ¥1,980		 4961928611302	 95

	 LL	 008	 ¥1,800		 ¥1,980		 4961928611319	 95

S-40	 アクアブラシ

	 赤	 010	 ¥2,700		 ¥2,970	 4903487604005	 91

	 青	 030	 ¥2,700		 ¥2,970	 4903487604012	 91

	 緑	 060	 ¥2,700		 ¥2,970	 4903487604029	 91

	 ガンメタ	 380	 ¥2,700		 ¥2,970	 4903487604036	 91

S-42	 くつひも	スニーカータイプ用	丸黒	 	 ¥300		 ¥330	 4903487604203	 97

S-43	 くつひも	スニーカータイプ用	丸白	 	 ¥300		 ¥330	 4903487604302	 97

S-44	 くつひも	スニーカータイプ用	平黒	 	 ¥200		 ¥220	 4903487604401	 97

S-45	 くつひも	スニーカータイプ用	平白	 	 ¥200		 ¥220	 4903487604500	 97

S-48	 ソルボ衝撃吸収 +炭インソール

	 S	 003	 ¥1,180		 ¥1,298	 4961928612354	 96

	 M	 005	 ¥1,180		 ¥1,298	 4961928612361	 96

	 L	 007	 ¥1,180		 ¥1,298	 4961928612378	 96

S-49	 ソルボ衝撃吸収 +銀インソール

	 S	 003	 ¥1,280		 ¥1,408	 4961928612323	 96

	 M	 005	 ¥1,280		 ¥1,408	 4961928612330	 96

	 L	 007	 ¥1,280		 ¥1,408	 4961928612347	 96

B-260	 FIT39	グローブ

	 グレー/黒	左 S	 553	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111053	 85

	 グレー/黒	左M	 555	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111039	 85

	 グレー/黒	左 L	 557	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111015	 85

	 グレー/黒	右 S	 554	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111121	 85

	 グレー/黒	右M	 556	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111107	 85

	 グレー/黒	右 L	 558	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111084	 85

	 ブルー/黒	左 S	 383	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112203	 85

	 ブルー/黒	左M	 385	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110117	 85

	 ブルー/黒	左 L	 387	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110322	 85

	 ブルー/黒	右 S	 384	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112265	 85

	 ブルー/黒	右M	 386	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110223	 85

	 ブルー/黒	右 L	 388	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110421	 85

	 黒 /黒	左 S	 883	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110018	 85

	 黒 /黒	左M	 885	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110070	 85

	 黒 /黒	左 L	 887	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110285	 85

	 黒 /黒	右	S	 884	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110124	 85

	 黒 /黒	右	M	 886	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110186	 85

	 黒 /黒	右	L	 888	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110384	 85

	 赤 /黒	左 S	 183	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110025	 85

	 赤 /黒	左M	 185	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110087	 85

	 赤 /黒	左 L	 187	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110292	 85

	 赤 /黒	右	S	 184	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110131	 85

	 赤 /黒	右	M	 186	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110193	 85

	 赤 /黒	右	L	 188	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110391	 85

	 白 /白	左 S	 223	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110032	 85

	 白 /白	左M	 225	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110094	 85

	 白 /白	左 L	 227	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110308	 85

	 白 /白	右	S	 224	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110148	 85

	 白 /白	右	M	 226	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110209	 85

	 白 /白	右	L	 228	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110407	 85

	 紺 /黒	左 S	 583	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111060	 85

	 紺 /黒	左M	 585	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110100	 85

	 紺 /黒	左 L	 587	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110315	 85

	 紺 /黒	右 S	 584	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691111138	 85

	 紺 /黒	右	M	 586	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110216	 85

	 紺 /黒	右	L	 588	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110414	 85

	 紺 /白	左 S	 523	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110049	 85

	 紺 /白	左M	 525	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112180	 85

	 紺 /白	左 L	 527	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112166	 85

	 紺 /白	右	S	 524	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691110155	 85

	 紺 /白	右M	 526	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112241	 85

	 紺 /白	右 L	 528	 ¥2,200		 ¥2,420	 4939691112227	 85

B-270	 マルチグローブ

	 白 /迷彩	左 SS	 121	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526000	 84

	 白 /迷彩	右 SS	 122	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526017	 84

	 白 /迷彩	左 S	 123	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526024	 84

	 白 /迷彩	右 S	 124	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526031	 84

	 白 /迷彩	左M	 125	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526048	 84

	 白 /迷彩	右M	 126	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526055	 84

	 白 /迷彩	左 L	 127	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526062	 84

	 白 /迷彩	右 L	 128	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526079	 84

	 黒 /迷彩	左 SS	 181	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526086	 84

	 黒 /迷彩	右 SS	 182	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526093	 84

	 黒 /迷彩	左 S	 183	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526208	 84

	 黒 /迷彩	右 S	 184	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526215	 84

	 黒 /迷彩	左M	 185	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526222	 84

	 黒 /迷彩	右M	 186	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526239	 84

	 黒 /迷彩	左 L	 187	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526246	 84

	 黒 /迷彩	右 L	 188	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526253	 84

	 白 /紺	左 S	 253	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527236	 84

	 白 /紺	左M	 255	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527243	 84

	 白 /紺	左 L	 257	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527250	 84

	 白 /紺	右 S	 254	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527267	 84

	 白 /紺	右M	 256	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527274	 84

	 白 /紺	右 L	 258	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527281	 84

	 黒 /黒	左 S	 883	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527038	 84

	 黒 /黒	左M	 885	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527069	 84

	 黒 /黒	左 L	 887	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527090	 84

	 黒 /黒	右 S	 884	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527137	 84

	 黒 /黒	右M	 886	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527168	 84

	 黒 /黒	右 L	 888	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527199	 84

	 黒 /黒	左 LL	 889	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487526420	 84

	 白 /黒	左 S	 283	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527014	 84

	 白 /黒	左M	 285	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527045	 84

	 白 /黒	左 L	 287	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527076	 84

	 白 /黒	右 S	 284	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527113	 84

	 白 /黒	右M	 286	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527144	 84

	 白 /黒	右 L	 288	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527175	 84

	 白 /黒	左 LL	 289	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527212	 84

	 黒 /赤	左 S	 813	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527021	 84

	 黒 /赤	左M	 815	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527052	 84

	 黒 /赤	左 L	 817	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527083	 84

	 黒 /赤	右 S	 814	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527120	 84

	 黒 /赤	右M	 816	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527151	 84

	 黒 /赤	右 L	 818	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527182	 84

	 白 /赤	左 S	 213	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527533	 84

	 白 /赤	左M	 215	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487527540	 84

SB B
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166 167

	 レッド	 010	 ¥350		 ¥385	 4903487702312	121・139

	 ホワイト	 020	 ¥350		 ¥385	 4903487702329	121・139

	 ブルー	 030	 ¥350		 ¥385	 4903487702336	121・139

	 ブラウン	 070	 ¥350		 ¥385	 4903487702374	121・139

	 ブラック	 080	 ¥350		 ¥385	 4903487702381	121・139

G-25	 ベンディングツール

	 レッド	 010	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487702510	106

	 ブルー	 030	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487702534	106

	 オレンジ	 090	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487702503	106

G-36	 バランスアップスーパー18

	 （ボックス）	 001	 ¥350		 ¥385	 4903487703609	123

	 （台紙）	 002	 ¥350		 ¥385	 4903487703616	123

G-37	 バランスアップ（ボックス）	 	 ¥350		 ¥385	 4903487703715	122

G-40	 サビッシュ50	 	 ¥800		 ¥880	 4903487704002	127

G-41	 ゴルフカウンターミニ

	 ホワイト	 020	 ¥500		 ¥550	 4903487704125	 80

	 ブラック	 080	 ¥500		 ¥550	 4903487704187	 80

	 パステルブルー	 360	 ¥500		 ¥550	 4903487704149	 80

	 パステルピンク	 370	 ¥500		 ¥550	 4903487704156	 80

	 タータンチェック	 630	 ¥500		 ¥550	 4903487704163	 80

	 アーミー	 640	 ¥500		 ¥550	 4903487704101	 80

	 USフラッグ	 650	 ¥500		 ¥550	 4903487704170	 80

	 レオパード	 660	 ¥500		 ¥550	 4903487704194	 80

	 フラワー	 670	 ¥500		 ¥550	 4903487704019	 80

G-43	 バランスダウン	 	 ¥500		 ¥550	 4903487704309	123

G-45	 ゴルフカウンターミニ	リラックマ

	 A	 010	 ¥700		 ¥770	 4903487704514	 80

	 B	 020	 ¥700		 ¥770	 4903487704521	 80

G-47	 切って使う。バランスアップ	0.15	 	 ¥350		 ¥385	 4903487704712	123

G-48	 ゴルフクラブバブル	 	 ¥800		 ¥880	 4903487704804	127

G-51	 ポリッシングパッド

	 赤	 010	 ¥500		 ¥550	 4903487705115	 127

	 青	 030	 ¥500		 ¥550	 4903487705139	 127

	 緑	 060	 ¥500		 ¥550	 4903487705160	 127

G-63	 サビ防止（さびどめ）	 	 ¥800		 ¥880	 4903487706303	127

G-70	 カードファイル	紺	 050	 ¥700		 ¥770	 4903487707058	 91

G-73	 グローブホルダー

	 レッド	 010	 ¥500		 ¥550	 4903487707300	 85

	 ホワイト	 020	 ¥500		 ¥550	 4903487707317	 85

	 ブルー	 030	 ¥500		 ¥550	 4903487707324	 85

G-77	 ラインマーククリーナー	 	 ¥700		 ¥770	 4903487707706	127

G-84	 グリップメイト	オン・オフ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487708406	140

G-85	 グリップ用両面テープ	10m	 	 ¥500		 ¥550	 4903487708505	140

G-91	 バランスチップ	パールホワイト	 	 ¥350		 ¥385	 4903487709106	122

G-92	 バランスチップ	ミッドナイトブルー	 	 ¥350		 ¥385	 4903487709205	122

G-93	 ショットマーク	パター用	 	 ¥200		 ¥220	 4903487709304	112

G-95	 ショットマーク	ウッド用	 	 ¥200		 ¥220	 4903487709502	112

G-96	 ショットマーク	アイアン用	 	 ¥200		 ¥220	 4903487709618	 112

G-97	 ショットマーク	ミックス	 	 ¥200		 ¥220	 4903487709700	112

G-98	 ショットマークエアゾール	 	 ¥800		 ¥880	 4903487709809	112

G-99	 ショットマーク	ソールつきアイアン用	 	 ¥200		 ¥220	 4903487709908	112

G-113	 パターホルダー「もっとって」	 	 ¥400		 ¥440	 4903487711307	 43

G-119	 スーパースピンバイト	V溝用	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487711901	 125

G-122	 グローブフィックス

	 白	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487712229	 85

	 黒	 080	 ¥400		 ¥440	 4903487712281	 85

G-129	 パーショット	アイアン用ビッグ	 	 ¥350		 ¥385	 4903487712908	112

G-131	 スウィングインストラクター

	 M	 005	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487713127	 105

	 L	 007	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487713110	 105

G-133	 バランスダウントップ	 	 ¥600		 ¥660	 4903487713301	123

G-134	 コンペバルーン

	 ニヤピン	 040	 ¥600		 ¥660	 4903487713417	 141

	 ドラコン	 050	 ¥600		 ¥660	 4903487713400	141

G-135	 コンペフラッグ3 本セット	 	 ¥550		 ¥605	 4903487713509	141

G-136	 バランスアップ	テープ 20	 	 ¥500		 ¥550	 4903487713608	123

G-137	 バランスアップ	テープ40	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487713707	123

G-142	 ショートクラブ	 	 ¥4,800		 ¥5,280	 4903487714209	104

G-143	 ショートクラブ	モデルグリップタイプ	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487714308	104

G-146	 グリップエンダー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487714605	107

G-154	 ライトキズバン（10 枚入）	 	 ¥350		 ¥385	 4903487715404	120

G-156	 天ぷらキズ防止テープ	 	 ¥300		 ¥330	 4903487715602	125

G-163	 バランスチップ	 	 ¥350		 ¥385	 4903487716302	122

G-164	 バランスアップ	微調整	0.15	 	 ¥350		 ¥385	 4903487716418	122

G-165	 スーパースピンバイト	角溝用	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487716500	125

G-170	 Ziパッティングトレーナー

	 グリーン	 060	 ¥2,200		 ¥2,420	 5060240820061	110

	 ブラック	 080	 ¥2,200		 ¥2,420	 5060240820054	110

G-171	 ダブルパッティングボール	 	 ¥600		 ¥660	 4903487717101	 109

G-172	 パッティングドーナツ

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487717200	 110

	 オレンジ	 090	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487717217	 110

	 ピンク	 100	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487717224	 110

G-199	 スウィングミラー	 	 ¥4,000		 ¥4,400	 4903487719907	 117

G-202	 G-199スウィングミラー用ラインテープ（5 本入 )	010	 ¥250		 ¥275	 4903487720200	117

G-203	 フィンガード	 	 ¥250		 ¥275	 4903487720309	121

G-205	 メタルクリーナー	 	 ¥800		 ¥880	 4903487720507	127

G-206	 F4	Swing	Trainer	 	 ¥9,800		 ¥10,780	 0010027968191	 103

S-50	 DSIS	ソルボゴルフ	メンズインソール

	 S	 003	 ¥2,400		 ¥2,640	 4961928618639	 96

	 M	 005	 ¥2,400		 ¥2,640	 4961928618646	 96

	 L	 007	 ¥2,400		 ¥2,640	 4961928618653	 96

S-55	 ハローキティ靴乾燥剤	 	 ¥800		 ¥880	 4902993171124	 97

S-57	 ハローキティ消臭スプレー	 	 ¥800		 ¥880	 4902993171148	 97

S-58	 サラウェイ靴の乾燥 +脱臭	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4932060010025	 96

S-59	 ハローキティシューケアセット	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4902993171117	 97

S-60	 is-fit	除菌・消臭スプレー	 	 ¥800		 ¥880	 4902993542597	 97

S-64	 is-fit	クールフィールスプレー	 	 ¥800		 ¥880	 4902993121716	 97

S-87	 スティンガー3（ミリ）20P	 	 オープンプライスL2400	 	 4903487608706	 92

S-88	 スティンガー3（Q-LOK）16P	 	 オープンプライスL2400	 	 4903487608805	 92

S-98	 ザーマ	ツアー	(FT3.0）18P	 440	オープンプライスL2800	 	 0036504115407	 92

S-99	 スティンガー3（FT3.0）18P	 	 オープンプライスL2400	 	 0036504195416	 92

S-109	 ザーマツアー	UNDER	ARMOUR（S-LOK）20P	BLK/SLV	440	 ¥3,000		 ¥3,300	 0036504215404	 92

S-115	 ヘリックス (PINS)	20Pブラック×シルバー	 440	オープンプライスL2400	 	 0036504175609	 92

S-183	 スパイクレンチミニ	 	 ¥100		 ¥110	 4903487618309	 95

S-387	 スティンガー	3	（ミリ）	 	 オープンプライスL150	 	 4903487638703	 92

S-388	 スティンガー	3	（Q-LOK）	 	 オープンプライスL150	 	 4903487638802	 92

S-398	 ザーマ	ツアー	(FT3.0）	 440	 オープンプライスL150	 	 4903487639809	 92

S-399	 スティンガー3（FT3.0）	 	 オープンプライスL150	 	 4903487639908	 92

S-538	 ツアータロン（FT）18P

	 ブラック×ゴールド	 410	オープンプライスL2700	 	 0750636405501	 93

	 クリア×レッド	 630	オープンプライスL2700	 	 0750636405518	 93

	 クリア×スモーク	 640	オープンプライスL2700	 	 0750636405525	 93

S-539	 パルサー（ミリ）18P	ブラック×ブルー	 830	オープンプライスL2400	 	 0750636405594	 94

S-540	 パルサー（PINS）18P

	 ホワイト×ブラック	 280	オープンプライスL2400	 	 0750636405495	 94

	 ブラック×シルバー	 440	オープンプライスL2400	 	 0750636402647	 94

S-541	 パルサー（インチ）18P	ブラック×レッド	 810	オープンプライスL2400	 	 0750636402128	 94

S-542	 パルサー（FT）18Pゴールド×ブラック	 620	オープンプライスL2400	 	 0750636405624	 94

S-543	 ステルスタロン（PINS）18P

	 ホワイト×ブラック	 280	オープンプライスL2400	 	 0750636405471	 93

	 ブルー×ホワイト	 320	オープンプライスL2400	 	 0750636405617	 93

	 ブラック×シルバー	 440	オープンプライスL2400	 	 0750636405464	 93

	 シルバー×ブラック	 570	オープンプライスL2400	 	 0750636405600	 93

S-544	 ブラックウィドウ（インチ）18P	 	 オープンプライスL2400	 	 0750636400988	 94

S-548	 シルバートルネード (FT	3.0)18P

	 シルバー×ホワイト	 220	オープンプライスL2400	 	 0750636405693	 93

	 シルバー×ブラック	 570	オープンプライスL2400	 	 0750636405716	 93

S-549	 パルサー LP（FT3.0)18P

	 ベリー×ホワイト	 120	オープンプライスL2400	 	 0750636405808	 94

	 グレー×ブラック	 180	オープンプライスL2400	 	 0750636406430	 94

	 アジュール×ホワイト	 320	オープンプライスL2400	 	 0750636405785	 94

	 シルバー×ブラック	 570	オープンプライスL2400	 	 0750636406072	 94

	 スライム×ホワイト	 620	オープンプライスL2400	 	 0750636405792	 94

S-550	 パルサー (FT	3.0)18P	 820	オープンプライスL2400	 	 0750636406133	 94

S-551	 ピビックス（FT	3.0）	18P

	 レッド	 010	オープンプライスL2400	 	 0750636406362	 93

	 ブルー	 030	オープンプライスL2400	 	 0750636406355	 93

	 グリーン	 060	オープンプライスL2400	 	 0750636406379	 93

	 グレー×ブラック	 180	オープンプライスL2400	 	 0750636406423	 93

S-552	 シルバートルネード		UNDER	ARMOUR(FT	3.0)	BLK/SLV	 440	オープンプライスL3500	 	 0750636406713	 93

S-638	 ツアータロン（FT）

	 ブラック×ゴールド	 410	 オープンプライスL150	 	 4903487663804	 93

	 クリア×レッド	 630	 オープンプライスL150	 	 4903487663811	 93

	 クリア×スモーク	 640	 オープンプライスL150	 	 4903487663828	 93

S-640	 パルサー（PINS）

	 ホワイト×ブラック	 280	 オープンプライスL150	 	 4903487664009	 94

	 ブラック×シルバー	 440	 オープンプライスL150	 	 4903487664016	 94

S-643	 ステルスタロン（PINS）

	 ホワイト×ブラック	 280	 オープンプライスL150	 	 4903487664306	 93

	 ブラック×シルバー	 440	 オープンプライスL150	 	 4903487664313	 93

S-648	 シルバートルネード（FT3.0）シルバー×ブラック	570	 オープンプライスL150	 	 4903487664801	 93

S-649	 パルサー LP（FT	3.0）

	 ベリー×ホワイト	 120	 オープンプライスL150	 	 4903487664900	 94

	 スライム×ホワイト	 620	 オープンプライスL150	 	 4903487664917	 94

S-650	 パルサー（FT	3.0）	ブラック×ホワイト	 820	 オープンプライスL150	 	 4903487665006	 94

S-651	 ピビックス（FT	3.0）グレー×ブラック	 180	 オープンプライス150	 	 4903487665105	 93

G練習用品・アクセサリー類

品番	 	商品名	 カラーコード	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

G-3	 グリップ交換溶液100mLエアゾール	 	 ¥600		 ¥660	 4903487700301	140

G-7	 スーパーゴルフミスト	 	 ¥800		 ¥880	 4903487700707	127

G-12	 コンペフラッグ	 	 ¥400		 ¥440	 4903487701209	141

G-13	 コンペシール

	 セット	 100	 ¥300		 ¥330	 4903487701308	142

	 第	位	 070	 ¥300		 ¥330	 4903487701377	142

	 賞	 080	 ¥300		 ¥330	 4903487701384	142

G-17	 カードケース

	 赤	 010	 ¥300		 ¥330	 4903487701711	 90

	 紺	 050	 ¥300		 ¥330	 4903487701735	 90

	 緑	 060	 ¥300		 ¥330	 4903487701766	 90

	 黒	 080	 ¥300		 ¥330	 4903487701780	 90

G-22	 コンペフラッグ	ニアニア	 	 ¥400		 ¥440	 4903487702206	141

G-23	 スーパー Gテープ

G GS



品番順索引 H HC CT TR RM MB BS SG GX XZ Zetc etc

168 169

G-207	 パワースウィング	Ⅱ	 	 ¥7,500		 ¥8,250	 4903487720705	103

G-215	 ヘッドロッカー	 	 ¥200		 ¥220	 4903487721504	109

G-233	 ラバーグリッププラスターター	 	 ¥300		 ¥330	 4903487723300	140

G-245	 グリップ交換キット	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487724505	140

G-248	 フェースアングルチェッカー	 	 ¥1,600		 ¥1,760	 4903487724802	108

G-261	 ウエイトアップ	90

	 赤	 010	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487726103	 107

	 黒	 080	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487726110	 107

G-263	 バランスアップ	フリーカット	 	 ¥350		 ¥385	 4903487726301	122

G-265	 グリップタック	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487726509	 90

G-267	 ヒットツルーDX

	 右きき用	 002	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487726783	106

	 左きき用	 001	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487726790	106

G-269	 ウエイトアップ	200

	 赤	 010	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726912	107

	 白	 020	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726929	107

	 青	 030	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726936	107

	 黒	 080	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726981	107

	 蛍光ピンク	 650	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726905	107

	 蛍光イエロー	 660	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487726974	107

G-273	 手首固定バンド	ヨセピタ	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487727308	109

G-277	 アンギュラーモーション（E-スイング）	 ブルー	 030	 ¥13,200		 ¥14,520	 4900173812348	101

G-279	 アンギュラーモーション・ツアー	WH	 	 ¥14,200		 ¥15,620	 4900173814496	101

G-280	 アンギュラーモーション用	衝撃吸収	消音 PAD	3 枚入	 	 ¥850		 ¥935	 4900173812584	 101

G-284	 ロングドライブキット

	 カーボン	 001	 ¥500		 ¥550	 4903487728404	125

	 スチール太	 002	 ¥500		 ¥550	 4903487728411	125

	 スチール細	 003	 ¥500		 ¥550	 4903487728428	125

G-285	 パワーアップテープ

	 黒 /白	 820	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487728527	139

	 黒 /青	 830	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487728534	139

	 黒 /黄	 840	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487728541	139

G-288	 傾斜台ミニ	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487728800	102

G-290	 ライトプロモデルグリップ

	 M	 005	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487729005	108

	 L	 007	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487729074	108

G-303	 ラバーグリップ	ノンスリップ	 	 ¥700		 ¥770	 4903487730308	127

G-305	 STMグリップクリーナー	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4528367500019	 127

G-311	 宅急ベルト

	 黒	 080	 ¥500		 ¥550	 4903487731183	 43

	 ピンク	 100	 ¥500		 ¥550	 4903487731107	 43

G-314	 パワーアップテープ	スーパーソフト	黒	 080	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487731480	139

G-315	 スインティー

	 S-M	 005	オープンプライスL9800	 	 4560327006483	104

	 M-L	 007	オープンプライスL9800	 	 4560327006490	104

G-317	 スウィングリボン

	 迷彩緑	 160	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487731701	102

	 迷彩黒	 180	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487731718	 102

	 蛍光ピンク	 650	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487731725	102

	 蛍光グリーン	 670	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487731749	 102

	 蛍光イエロー	 660	 ¥1,800	 ¥1,980	 4903487731732	102

G-332	 バランスダウンテープ	業務用	 	 ¥8,000		 ¥8,800	 4903487733200	123

G-333	 バランスダウンテープ	 	 ¥300		 ¥330	 4903487733309	123

G-334	 バランスアップテープ	業務用	 	 ¥6,000		 ¥6,600	 4903487733408	123

G-335	 グリップ用両面テープ	5m	 	 ¥300		 ¥330	 4903487733507	140

G-338	 バッファロー両面テープ	業務用	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487733804	140

G-339	 バッファロー両面テープ	50㎜幅	 	 オープンプライスL2400	 	 4903487733903	140

G-340	 バッファロー両面テープ	5m	 	 ¥500		 ¥550	 4903487734009	140

G-347	 スーパーハンマーグリップテープ		黒	 080	 ¥900		 ¥990	 4903487734702	139

G-353	 スウィングバランサーⅡ	 	 ¥8,800		 ¥9,680	 4903487735303	126

G-356	 スウィングバランサーD（デジタルタイプ）	 	 ¥42,000		¥46,200	 4903487735600	126

G-360	 シャフト切断機	SカットⅡ	 	 ¥46,000		¥50,600	 4903487736003	125

G-362	 ソケットツール	 	 ¥6,000		 ¥6,600	 4936197130014	 126

G-375	 シャフト抜き器	ニュー H-2	 	 ¥38,500		¥42,350	 4903487737505	126

G-384	 ロングドライブステップバイステップキット	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487738403	125

G-389	 キャディーバッグ	ホック補修キット	 	 ¥900		 ¥990	 4903487738908	 44

G-390	 シャフトガードテープ	クリヤー	 170	 ¥500		 ¥550	 4903487739028	125

G-393	 ナイスキャッチャー

	 BK× PK	 100	 ¥600 	 ¥660	 4571274406172	 80

	 RD× BK	 180	 ¥600 	 ¥660	 4571274406165	 80

	 BK×WH	 820	 ¥600 	 ¥660	 4571274406196	 80

	 BK× YL	 840	 ¥600 	 ¥660	 4571274406189	 80

G-397	 パターフレンド	Ⅱ	 	 ¥400		 ¥440	 4903487739707	 81

G-398	 グリップ交換溶液	480mLエアゾール	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487739806	140

G-399	 グリップ交換溶液	1000mL缶	 	 ¥3,600		 ¥3,960	 4903487739905	140

G-400	 スーパークロス	青	 030	 ¥700		 ¥770	 4903487740031	127

G-402	 ゴルファーズ	ロジン	 	 ¥800		 ¥880	 4903487740208	 90

G-413	 ゴルフ	サポーター	手首	 	 ¥500		 ¥550	 4903487741304	 119

G-414	 ゴルフ	サポーター	ひじ	 	 ¥900		 ¥990	 4903487741403	 119

G-415	 ゴルフ	サポーター	ひざ	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487741502	 119

G-422	 マーキングボールスタンプ

	 ピンクパンサー	 610	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375370499	 90

	 スヌーピー	 620	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375370482	 90

	 ウッドストック	 640	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375371496	 90

	 ジョークール	 650	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375371557	 90

G-424	 キエネーマーマジック

	 レッド	 010	 ¥450		 ¥495	 4903487742417	 88

	 ブルー	 030	 ¥450		 ¥495	 4903487742431	 88

	 グリーン	 060	 ¥450		 ¥495	 4903487742462	 88

	 ブラック	 080	 ¥450		 ¥495	 4903487742455	 88

	 ピンク	 100	 ¥450		 ¥495	 4903487742400	 88

	 パープル	 190	 ¥450		 ¥495	 4903487742424	 88

	 ライトブルー	 400	 ¥450		 ¥495	 4903487742448	 88

G-437	 バランスアップ	（台紙）	 	 ¥350		 ¥385	 4903487703708	122

G-455	 コンペフラッグ	シングルドラコン	 	 ¥200		 ¥220	 4903487745500	141

G-456	 コンペフラッグ	シングルニヤピン	 	 ¥200		 ¥220	 4903487745609	141

G-457	 コンペフラッグ	ドラドラ	 	 ¥400		 ¥440	 4903487745708	 141

G-492	 バランスチップ	蛍光鉛イエロー	 	 ¥350		 ¥385	 4903487749201	122

G-511	 決め事はひとつだけ.。ゴルフ超速学習法	 	 ¥800		 ¥880	 9784772841610	 107

G-517	 JGAゴルフ規則	2019 年1月施行版	 019	 ¥600		 ¥660	 4903487751709	 91

G-560	 ラガーパット	560

	 ホワイト	 020	 ¥600		 ¥660	 4903487756001	109

	 イエロー	 040	 ¥600		 ¥660	 4903487756018	109

	 グリーン	 060	 ¥600		 ¥660	 4903487756025	109

	 ピンク	 100	 ¥600		 ¥660	 4903487756032	109

G-563	 ドクター・エルボー

	 SS	 002	 ¥4,200		 ¥4,620	 4995802217502	 119

	 S	 003	 ¥4,200		 ¥4,620	 4995802217519	 119

	 M	 005	 ¥4,200		 ¥4,620	 4995802217526	 119

	 L	 007	 ¥4,200		 ¥4,620	 4995802217533	 119

	 LL	 008	 ¥4,200		 ¥4,620	 4995802217540	 119

G-602	 スウェットパッド B	 	 ¥200		 ¥220	 4903487760206	 82

G-629	 ショットナビ	W1	Evolve	ブラック	 080	 ¥29,800		 ¥32,780	 4562201212003	 79

G-630	 アイアンミスト	 	 ¥600		 ¥660	 4903487763009	126

G-633	 チタンミスト	 	 ¥600		 ¥660	 4903487763306	126

G-634	 クールショット	40i	GⅡ	 	 オープンプライスL33000	 	 4580130921063	 78

G-637	 バランスアップ業務用140× 390	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487763702	123

G-640	 チタンクリーム	 	 ¥600		 ¥660	 4903487764006	127

G-650	 アイアン専用	ガンスプレー	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487765003	126

G-651	 チタン専用	ガンスプレー	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487765102	 126

G-653	 ラバーグリップ専用	ガンスプレー	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487765300	126

G-654	 シューズ専用	ガンスプレー	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487765409	126

G-658	 ショットナビ	HuG	Beyond

	 ホワイト	 020	 ¥24,000		¥26,400	 4562201211013	 79

	 ブラック	 080	 ¥24,000		¥26,400	 4562201211006	 79

G-662	 スウェットパッド	 	 ¥200		 ¥220	 4903487766208	 82

G-667	 クールタオル

	 ブルー	 030	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487766703	 82

	 ピンク	 100	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487766727	 82

	 グレー	 110	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487766734	 82

G-668	 アイスバッグ	 030	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487766802	 82

G-671	 日やけ止め	スポーツ	サンスクリーンスプレー	 	 ¥1,400		 ¥1,540	 4907887138580	 83

G-672	 日やけ止め	サンベアーズストロングクールプラス	 	 ¥700		 ¥770	 4987036533305	 83

G-677	 キンカン	虫よけスプレー（パウダー入り）	200mL		 ¥950		 ¥1,045	 4987062952002	 83

G-680	 虫よけミストポケット	 	 ¥600		 ¥660	 4987036461714	 83

G-684	 ショットナビ NEO2	HP　	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4562201214144	 79

G-694	 ショットナビ	V2

	 ホワイト	 020	 ¥12,000		 ¥13,200	 4562201210153	 79

	 ブラック	 080	 ¥12,000		 ¥13,200	 4562201210146	 79

G-696	 ショットナビ	HuG-FW

	 ホワイト	 020	 ¥20,000		¥22,000	 4562201210986	 79

	 ブラック	 080	 ¥20,000		¥22,000	 4562201210979	 79

G-702	 シャフトカッター	G-701用替刃「クロモリ」	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487770205	125

G-705	 ゴルフクラブ用ヤスリ（ハイカーボン）	 	 ¥3,000		 ¥3,300	 4903487770519	 126

G-706	 グリップカッター	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487770601	140

G-707	 グリップカッター	スペア刃	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487770700	140

G-708	 モデルグリップ

	 右	 002	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487770816	139

	 左	 001	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487770809	139

G-709	 モデルグリップ	レディース&ジュニア用	右	 002	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487770908	139

G-712	 パットリズム	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487771202	102

G-713	 シャフトカッター「超硬」	 	 ¥6,000		 ¥6,600	 4903487771301	125

G-716	 ミニグリップカッター	 	 ¥400		 ¥440	 4903487771608	140

G-718	 ゴルフメトロノーム	 	 ¥2,250		 ¥2,475	 4903487771806	102

G-719	 リズムマスター	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4903487771905	102

G-738	 イオミック	STICKY	OPUS3

	 ブルー×ホワイト	60バックライン有	 321	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266925236	133

	 ネイビー×ホワイト	60バックライン有	 521	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266925175	 133

	 コーラルレッド×ホワイト	60バックライン有	 911	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266925229	133

G-757	 NO1グリップ	43シリーズ

	 レッド	バックライン有	 011	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493055	 135

	 ブラック	バックライン有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493086	 135

	 オレンジ	バックライン有	 091	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493017	 135

	 ピンク	バックライン有	 101	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493062	 135

	 パープル	バックライン有	 191	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493079	 135

	 ショッキングピンク	バックライン有	 201	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493048	 135

	 ライム	バックライン有	 211	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493031	 135

	 ソーダブルー	バックライン有	 221	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493024	 135

	 ホワイト×ショッキングピンク	バックライン有	 271	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493208	 135

	 ホワイト×ライム	バックライン有	 301	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292493192	 135

G-771	 ショットナビ W1-FW

	 ホワイト	 020	 ¥17,000		 ¥18,700	 4562201211617	 79

	 ネイビー	 050	 ¥17,000		 ¥18,700	 4562201211624	 79

	 ブラック	 080	 ¥17,000		 ¥18,700	 4562201211600	 79

G-801	 クールショット	20	GⅡ	 	 オープンプライスL18500	 	 4580130920509	 78

G-804	 すぐに役立つ	ゴルフルール	 021	 ¥850		 ¥935	 9784262172606	 91
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G-809	 NO1グリップ	48シリーズ

	 レッド	バックライン有	 011	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491105	 135

	 イエロー	バックライン有	 041	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491020	 135

	 ブラック	バックライン有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491099	 135

	 オレンジ	バックライン有	 091	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491013	 135

	 ピンク	バックライン有	 101	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491068	 135

	 シルバー	バックライン有	 121	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491082	 135

	 パープル	バックライン有	 191	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491075	 135

	 ショッキングピンク	バックライン有	 201	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491051	 135

	 ライム	バックライン有	 211	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491044	 135

	 ソーダブルー	バックライン有	 221	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491037	 135

	 ホワイト×グリーン	バックライン有	 261	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491228	 135

	 ホワイト×ブラック	バックライン有	 281	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491211	 135

	 ホワイト×パープル	バックライン有	 291	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292491235	 135

G-810	 NO1グリップ	50 シリーズ

	 レッド	バックライン有	 011	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490030	 134

	 ブルー	バックライン有	 031	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490023	 134

	 イエロー	バックライン有	 041	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490108	 134

	 グリーン	バックライン有	 061	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490047	 134

	 ブラック	バックライン有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490078	 134

	 オレンジ	バックライン有	 091	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490016	 134

	 ピンク	バックライン有	 101	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490054	 134

	 アーミーグリーン	バックライン有	 181	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490061	 134

	 パープル	バックライン有	 191	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490092	 134

	 ショッキングピンク	バックライン有	 201	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490085	 134

	 ホワイト×ブルー	バックライン有	 231	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490221	 134

	 ホワイト×イエロー	バックライン有	 241	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490238	 134

	 ホワイト×ブラック	バックライン有	 281	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490214	 134

G-811	 イオミック	X-Evolution

	 ホワイト×レッド	60バックライン有	 211	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266921726	 133

	 レッド×ピンク	60バックライン有	 231	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266921696	 133

	 ブラック×ブルー	60バックライン有	 831	 ¥1,600		 ¥1,760	 4582266921719	 133

G-822	 NO1グリップ	マットブラック	バックライン有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490269	 135

G-833	 ND	マルチコンパウンドMCC

	 レッド	60バックライン有	 010	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783311	138

	 レッド	60バックライン無	 012	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783410	138

	 ホワイト	60バックライン有	 020	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783328	138

	 ホワイト	60バックライン無	 022	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783427	138

	 ブルー	60バックライン有	 030	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783335	138

	 ブルー	60バックライン無	 032	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783434	138

	 イエロー	60バックライン有	 040	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783342	138

	 イエロー	60バックライン無	 042	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487783441	138

G-840	 G400	VD・ラバー

	 60バックライン有	 001	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487784004	138

	 60バックライン無	 002	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487784011	138

G-842	 VDラバー・カラー	VDRS

	 レッド	60バックライン有	 010	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487784219	137

	 ホワイト	60バックライン有	 020	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487784226	137

	 ブルー	60バックライン有	 030	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487784233	137

G-845	 ツアーベルベットラバー360	GTSS	 	 オープンプライスL1200	 	 4903487784509	138

G-852	 スーパーハンマーグリップ	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487785209	133

G-863	 ツアーベルベットラバー

	 58 バックライン有	 008	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786336	138

	 58 バックライン無	 009	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786329	138

	 60バックライン有	 001	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786312	138

	 60バックライン無	 002	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786305	138

	 62バックライン有	 003	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786367	138

	 62バックライン無	 004	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786350	138

	 ピンク	L58 バックライン有	 106	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487786381	138

G-870	 CP2	Wrap・ミッドサイズ	バックライン無	 002	 オープンプライス	 	 4903487787005	138

G-881	 ツアーベルベットライト	LTM	バックライン有	 001	 ¥1,200		 ¥1,320	 4562150300370	 138

G-889	 CP2	Wrap	バックライン無	 002	 オープンプライス	 	 4903487788927	138

G-890	 CP2	PRO	バックライン無	 002	 オープンプライス	 	 4903487789023	138

G-891	 CP2	PRO	ミッドサイズ	バックライン無	 002	 オープンプライス	 	 4903487789122	138

G-900	 ニコンレーザー用電池蓋　BXA30980(20・20GⅡ用 )	 001	 オープンプライス	 	 4571137588151	 78

G-900	 ニコンレーザー用電池蓋　BXA31019(40・40i・80 用 )	 002	 オープンプライス	 	 4571137588236	 78

G-900	 ニコンレーザー用電池蓋　AS・クールショット用	 003	 オープンプライス	 	 4571137587741	 78

G-900	 ニコンレーザー用電池蓋　BXA31158（プロ・40iGⅡ用）	 005	 オープンプライス	 	 4571137589943	 78

G-902	 クールショット用ケース　２０用	 001	オープンプライスL1500	 	 4571137588144	 78

G-902	 クールショット用ケース　４０用	 002	オープンプライスL1500	 	 4571137584917	 78

G-902	 クールショット用ケース　40iGⅡ用　ＢＸＡ３１１６３	 005	 オープンプライス	 	 4571137589974	 78

G-902	 クールショット用ケース　８０用	 003	オープンプライスL1500	 	 4571137588465	 78

G-904	 マルチコンパウンドMCC	プラス 4

	 レッド	 010	 オープンプライス	 	 4903487790418	137

	 ブルー	 030	 オープンプライス	 	 4903487790432	137

	 グリーン	 060	 オープンプライス	 	 4903487790456	137

	 オレンジ	 090	 オープンプライス	 	 4903487790449	137

	 グレー	 110	 オープンプライス	 	 4903487790425	137

G-905	 マルチコンパウンドMCC	プラス 4・ミッドサイズ	グレー	 110	 オープンプライス	 	 4903487790500	137

G-917	 クールショットプロ	スタビライズド	 	 オープンプライスL45000	 	 4571137589868	 78

G-922	 SUSAS	pro-FT（藤田モデル）

	 BK　BR無	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051574	 136

	 DB　BR無	 352	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051772	 136

G-923	 SUSAS	pro-SZ（芹澤モデル）

	 BK　BR有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051567	 136

	 DB　BR有	 351	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051789	 136

G-940	 SUSAS	wis.（芹澤信雄プロ監修モデル）

	 ブラック	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051628	 136

	 ダークブルー	 351	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051635	 136

G-941	 SUSAS	wis.（藤田寛之プロ監修モデル）

	 ブラック	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051604	 136

	 ダークブルー	 352	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051611	 136

G-955	 NO1グリップ	50 シリーズ	Soft&Solid

	 ブラック×レッド	 811	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490290	 134

	 ブラック×ホワイト	 821	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490283	 134

	 ブラック×ブルー	 831	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490306	 134

	 ブラック×イエロー	 841	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490320	 134

	 ブラック×	グリーン	 861	 ¥1,800		 ¥1,980	 4571292490313	 134

G-956	 SUSASグリップ	utm‐L

	 WH	 021	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051673	 137

	 BK	 081	 	 	 4562285051666	 137

G-957	 SUSASグリップ	utm

	 WH	 022	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051659	 137

	 BK	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051642	 137

G-958	 SUSASグリップ	utm360

	 WH	 022	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051697	 137

	 BK	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051680	 137

Xアイアンマニキュア・ マグナマーク（クリップ＆マーカー）・ 

など
品番	 	商品名	 カラーコード	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

X-1	 シャーピーミニ 2P&ライナー

	 青×赤	 310	 ¥600		 ¥660	 4903487800131	 88

	 黒×赤	 810	 ¥600		 ¥660	 4903487800186	 88

	 赤×ピンク	 240	 ¥600		 ¥660	 4903487800148	 88

	 緑×ピンク	 830	 ¥600		 ¥660	 4903487800155	 88

	 青×黄緑	 360	 ¥600		 ¥660	 4903487800124	 88

X-2	 マイボールタッチ	グローシー

	 エイリアン	 800	 ¥500		 ¥550	 4903487802258	 89

	 カレーレシピ	 810	 ¥500		 ¥550	 4903487802265	 89

	 ヒップス	 830	 ¥500		 ¥550	 4903487802289	 89

	 ニワトリ	 840	 ¥500		 ¥550	 4903487802296	 89

	 パンダ	 850	 ¥500		 ¥550	 4903487802319	 89

	 ピッグス	 860	 ¥500		 ¥550	 4903487802326	 89

	 トイプードル	 880	 ¥500		 ¥550	 4903487802333	 89

	 スマイル B	 890	 ¥500		 ¥550	 4903487802340	 89

	 リップス B	 470	 ¥500		 ¥550	 4903487800360	 89

	 マスク	 720	 ¥500		 ¥550	 4903487800216	 89

	 サイン	 750	 ¥500		 ¥550	 4903487800247	 89

	 バタフライ	 760	 ¥500		 ¥550	 4903487800254	 89

	 スカル	 780	 ¥500		 ¥550	 4903487800278	 89

	 フレーム	 790	 ¥500		 ¥550	 4903487800285	 89

X-17	 マイボールタッチ	くまモン	 030	 ¥400		 ¥440	 4903487801732	 89

X-18	 マイボールタッチワンピース	 010	 ¥400		 ¥440	 4903487801817	 89

X-19	 マイボールタッチ	リラックマ	 640	 ¥500		 ¥550	 4903487801947	 89

X-26	 SDS-55	エクササイズボール	レッド	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4985972054076	108

X-27	 SDS-65	エクササイズボール	グリーン	 	 ¥5,500		 ¥6,050	 4985972054083	108

X-30	 バランスディスク	 	 ¥3,800		 ¥4,180	 4986147327452	 107

X-31	 バランスディスク用ポンプ	 	 ¥700		 ¥770	 4986147327490	 107

X-41	 すそあげテープ

	 白	 020	 ¥200		 ¥220	 4904991990011	146

	 紺	 050	 ¥200		 ¥220	 4904991990066	146

	 黒	 080	 ¥200		 ¥220	 4904991990042	146

	 ダークグレー	 110	 ¥200		 ¥220	 4904991990035	146

	 ベージユ	 150	 ¥200		 ¥220	 4904991990059	146

X-60	 ケアリーヴ	CL-10M	 	 ¥200		 ¥220	 4987167035440	120

X-61	 ケアリーヴ	CL-16L	 	 ¥380		 ¥418	 4987167031251	 120

X-62	 ケアリーヴ	CL-10T	 	 ¥380		 ¥418	 4987167031282	 120

X-63	 セラポアテープ	25H	 	 ¥480		 ¥528	 4987167035334	 121

X-64	 セラポアテープ	38H	 	 ¥720		 ¥792	 4987167035341	 121

X-65	 セラポアテープ	50H	 	 ¥950		 ¥1,045	 4987167035358	 121

X-73	 くっつくバンテージ 25㎜	 	 ¥440		 ¥484	 4987167057213	 121

X-74	 くっつくバンテージ 38㎜	 	 ¥570		 ¥627	 4987167057275	 121

X-75	 くっつくバンテージ 50㎜	 	 ¥660		 ¥726	 4987167057220	 121

X-81	 セラポアテープ FX	25F	 	 ¥500		 ¥550	 4987167062453	 121

X-82	 セラポアテープ FX	38F	 	 ¥740		 ¥814	 4987167062460	 121

X-83	 セラポアテープ FX	50F	 	 ¥980		 ¥1,078	 4987167062477	 121

X-311	 コールドスプレー	220	 	 ¥800		 ¥880	 4987167035471	 83

X-312	 コールドスプレー	480	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4987167051259	 83

X-318	 防水スプレー	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487831807	 82

X-601	 アイアンマニキュア	ブラック	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860104	124

X-602	 アイアンマニキュア	ホワイト	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860203	124

X-603	 アイアンマニキュア	バイオレット	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860302	124

X-604	 アイアンマニキュア	ネイビーブルー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860401	124

X-605	 アイアンマニキュア	スカイブルー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860500	124

X-606	 アイアンマニキュア	グリーン	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860609	124

X-607	 アイアンマニキュア	ゴールド	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860708	124

X-608	 アイアンマニキュア	イエロー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860807	124

X-609	 アイアンマニキュア	ピンク	 	 ¥500		 ¥550	 4903487860906	124

X-610	 アイアンマニキュア	オレンジ	 	 ¥500		 ¥550	 4903487861002	124

X-611	 アイアンマニキュア	レッド	 	 ¥500		 ¥550	 4903487861101	 124

X-612	 アイアンマニキュア	ワインレッド	 	 ¥500		 ¥550	 4903487861200	124

X-614	 アイアンマニキュアマーカータイプ	ブラック	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487861408	124

X-615	 アイアンマニキュアマーカータイプ	ホワイト	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487861507	 124

X-622	 アイアンマニキュア除光液	 	 ¥500		 ¥550	 4903487862207	124

X-625	 アイアンマニキュア	蛍光オレンジ	 	 ¥500		 ¥550	 4903487862504	124
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X-626	 アイアンマニキュア	蛍光グリーン	 	 ¥500		 ¥550	 4903487862603	124

X-627	 アイアンマニキュア	蛍光イエロー	 	 ¥500		 ¥550	 4903487862702	124

X-628	 アイアンマニキュア	蛍光ピンク	 	 ¥500		 ¥550	 4903487862801	124

X-648	 マルチマーカーチップ

	 レッド	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864805	 68

	 ホワイト	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864812	 68

	 ブルー	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864829	 68

	 イエロー	 040	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864836	 68

	 グリーン	 060	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864843	 68

	 ブラック	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864850	 68

	 オレンジ	 090	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864867	 68

	 ガンメタ	 380	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487864874	 68

X-649	 ハットクリップ

	 レッド	 010	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864904	 63

	 ホワイト	 020	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864911	 63

	 ブルー	 030	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864928	 63

	 グリーン	 060	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864935	 63

	 ブラック	 080	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864942	 63

	 オレンジ	 090	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864959	 63

	 ガンメタ	 380	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864966	 63

	 ライトブルー	 400	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864973	 63

	 蛍光ピンク	 650	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864980	 63

	 蛍光イエロー	 660	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487864997	 63

X-652	 デュアルマーカー

	 マスクマン×スマイル	 180	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865239	 62

	 スカル×スコーピオン	 780	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865222	 62

	 スマイル×クロスクラブ	 870	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865215	 62

X-654	 ポケットクリップ

	 アーガイル PK	 040	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487865451	 64

	 ブラウン	 070	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487865413	 64

	 ピンク	 100	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487865406	 64

	 パープル	 190	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487865437	 64

X-656	 ゴルフチップマーカー	リラックマ

	 リラックマ	 640	 ¥600		 ¥660	 4903487865604	 70

	 コリラックマ	 650	 ¥600		 ¥660	 4903487865611	 70

X-657	 琉球マーカー

	 青	 030	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865727	 62

	 緑	 060	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865703	 62

	 紫	 190	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865734	 62

	 水色	 400	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487865710	 62

X-724	 LOVIS	ボールマーカー	1300

	 ウッドバーディBR	 480	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140416	 68

	 ウッドバーディーMP	 490	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140423	 68

	 ウッドクローバー BR	 500	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140430	 68

	 ウッドクローバー CA	 510	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140447	 68

	 ウッドクローバーMP	 520	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140454	 68

	 ラインストーン PK	 580	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140515	 68

	 ラインストーン CL	 590	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140522	 68

	 ラインストーン BL	 600	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140539	 68

	 ラインストーン BK	 610	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140546	 68

	 ラインストーン PU	 620	 ¥1,300		 ¥1,430	 4940715140553	 68

X-730	 リラックマゴルフ	キャップクリップマーカー

	 リラックマ	 640	 ¥1,900		 ¥2,090	 4974413761451	 67

	 コリラックマ	 650	 ¥1,900		 ¥2,090	 4974413761468	 67

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	 ¥1,800		 ¥1,980	 4974413530262	 67

	 パープル	 190	 ¥1,800		 ¥1,980	 4974413530255	 67

X-734	 USステートクオーターマーカー	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4582177449043	 67

X-738	 BM・風神	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375371847	 67

X-739	 BM・雷神	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375371854	 67

X-750	 スヌーピー	クリップ	&マーカー

	 ハート	 680	 ¥1,500		 ¥1,650	 4546598000269	 66

	 ドッグハウス	 330	 ¥1,500		 ¥1,650	 4546598000276	 66

	 スヌーピー	 620	 ¥1,500		 ¥1,650	 4546598000290	 66

	 ジョークール	 340	 ¥1,500		 ¥1,650	 4546598000306	 66

	 スヌーピーゴルフ	 350	 ¥1,500		 ¥1,650	 4546598000313	 66

X-760	 アーノルドパーマー	クリップマーカー

	 APBM-205	 010	 ¥1,400		 ¥1,540	 4961073251606	 67

	 APBM-206	 020	 ¥1,400		 ¥1,540	 4961073256014	 67

	 APBM-207	 030	 ¥1,400		 ¥1,540	 4961073256021	 67

X-765	 ゴルフチップマーカー	スヌーピー

	 スヌーピーパッティング	 790	 ¥600		 ¥660	 4560375370826	 70

	 チャーリー・ブラウン	 800	 ¥600		 ¥660	 4560375370833	 70

	 ルーシー	 810	 ¥600		 ¥660	 4560375370840	 70

	 スヌーピードクター	 820	 ¥600		 ¥660	 4560375370857	 70

	 スヌーピー弁護士	 830	 ¥600		 ¥660	 4560375370864	 70

X-766	 ゴルフチップマーカー	ピンクパンサー	 610	 ¥600		 ¥660	 4560375370871	 69

X-768	 ポーカーチップ

	 ラブ&ピース	 020	 ¥400		 ¥440	 4903487876846	 69

	 ワンパットブルー	 060	 ¥400		 ¥440	 4903487876808	 69

	 ネクストパット	 100	 ¥400		 ¥440	 4903487876822	 69

	 クローバー	 570	 ¥400		 ¥440	 4903487876839	 69

	 MXスカルピンク	 600	 ¥400		 ¥440	 4903487876877	 69

	 MXスカルブルー	 640	 ¥400		 ¥440	 4903487876860	 69

	 NEWスマイル	 660	 ¥400		 ¥440	 4903487876884	 69

	 千鳥	 670	 ¥400		 ¥440	 4903487876891	 69

	 富士山	 680	 ¥400		 ¥440	 4903487876709	 69

	 ハート	 690	 ¥400		 ¥440	 4903487876716	 69

	 スカル	 780	 ¥400		 ¥440	 4903487876815	 69

	 スマイル	 880	 ¥400		 ¥440	 4903487876853	 69

X-771	 天才バカボン	カジノチップマーカー	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4961073254010	 69

X-778	 BMウッドストックゴルフ	 850	 ¥1,800		 ¥1,980	 4560375370789	 66

X-781	 スライド・ナビマーカー

	 赤	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691121663	 63

	 紺	 050	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691121670	 63

	 緑	 060	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691121656	 63

	 黒	 080	 ¥1,800		 ¥1,980	 4939691121649	 63

X-782	 ライン・ナビマーカー

	 赤	 010	 ¥1,500		 ¥1,650	 4939691121625	 63

	 紺	 050	 ¥1,500		 ¥1,650	 4939691121632	 63

	 緑	 060	 ¥1,500		 ¥1,650	 4939691121618	 63

	 黒	 080	 ¥1,500		 ¥1,650	 4939691121601	 63

X-795	 チョッパー	クリップマーカー	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562272185534	 65

X-796	 ボールマーカー	ピンクパンサー　ドットハート	240	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370413	 67

X-797	 ボールマーカー	スヌーピー

	 ネバーアップ青	 030	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370390	 66

	 ネバーアップオレンジ	 090	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370468	 66

	 ゴルフプロ	 380	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370475	 66

	 ゴルフコース	 370	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370383	 66

X-798	 クリップマーカー	ルフィ	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562272186326	 65

X-801	 ワンピースマーカー

	 ゾロ	 020	 ¥800		 ¥880	 4562272187095	 65

	 サンジ	 030	 ¥800		 ¥880	 4562272187101	 65

	 チョッパー	 010	 ¥800		 ¥880	 4562272187118	 65

	 エース	 040	 ¥800		 ¥880	 4562272187125	 65

	 白ヒゲ	 050	 ¥800		 ¥880	 4562272187132	 65

	 シャンクス	 060	 ¥800		 ¥880	 4562272187149	 65

	 ハンコック	 070	 ¥800		 ¥880	 4562272187156	 65

	 ロー	 080	 ¥800		 ¥880	 4562272187163	 65

	 黒ヒゲ	 090	 ¥800		 ¥880	 4562272187170	 65

X-802	 ワンピースクリップ	 	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562272187293	 65

X-809	 ベルトループマーカー

	 MXスカルブルー	 030	 ¥600		 ¥660	 4903487880935	 64

	 MXスカルピンク	 100	 ¥600		 ¥660	 4903487880904	 64

	 肉球	 490	 ¥600		 ¥660	 4903487880959	 64

	 UKフラッグ	 510	 ¥600		 ¥660	 4903487880942	 64

	 USフラッグ	 660	 ¥600		 ¥660	 4903487880928	 64

	 ハート	 690	 ¥600		 ¥660	 4903487880966	 64

	 スマイル	 880	 ¥600		 ¥660	 4903487880911	 64

X-818	 クリップマーカー	くまモン	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4560375370659	 66

X-822	 ベルトループマーカーリラックマ

	 リラックマ	 650	 ¥600		 ¥660	 4903487882205	 64

	 コリラックマ	 660	 ¥600		 ¥660	 4903487882212	 64

	 キイロイトリ	 400	 ¥600		 ¥660	 4903487882229	 64

X-823	 ボールマーカー将棋	金将	 010	 ¥1,600		 ¥1,760	 4560375371076	 67

X-824	 天才バカボン	クリップマーカー

	 ホワイト	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4961073226987	 67

	 イエロー	 040	 ¥1,800		 ¥1,980	 4961073226994	 67

	 オレンジ	 090	 ¥1,800		 ¥1,980	 4961073254027	 67

X-826	 BM	フライングエース	DH	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375371328	 66

X-827	 BM	スヌーピーキャディバッグ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375371212	 66

X-828	 BM	ジョークールゴルフ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375371229	 66

X-829	 BM	スヌーピーゴルフダイカット	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4560375371250	 66

X-830	 BM	ジョークールダイカット	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4560375371311	 66

X-832	 ラインM	UPプロ

	 ブルー	 030	 ¥1,700		 ¥1,870	 4939691121311	 88

	 緑	 060	 ¥1,700		 ¥1,870	 4939691121298	 88

	 黒	 080	 ¥1,700		 ¥1,870	 4939691121281	 88

	 オレンジ	 090	 ¥1,700		 ¥1,870	 4939691121304	 88

X-834	 ワンピース	コインマーカー

	 ルフィ	 010	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653438	 65

	 チョッパー	 020	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653445	 65

	 エース	 030	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653469	 65

	 サボ	 040	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653452	 65

	 ロー	 050	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653483	 65

	 シャンクス	 060	 ¥1,000		 ¥1,100	 4589973653476	 65

X-835	 BM	ウッドストックゴルフダイカット	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4560375371519	 66

X-836	 360	イージーボールライナー	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487883608	 89

X-907	 ニーカーフコンプレッションゲイター

	 M	 005	 ¥2,800		 ¥3,080	 4903487890705	119

	 L	 007	 ¥2,800		 ¥3,080	 4903487890712	 119

X-910	 姿勢サポートベルト

	 M	 005	 ¥4,600		 ¥5,060	 4519995432643	 120

	 L	 007	 ¥4,600		 ¥5,060	 4519995432650	 120

X-915	 バックレスキューベルト	メッシュ

	 黒 /M	 085	 ¥3,900		 ¥4,290	 4519995423016	 120

	 黒 /L	 087	 ¥3,900		 ¥4,290	 4519995423023	 120

	 黒 /LL	 088	 ¥3,900		 ¥4,290	 4519995423030	 120

X-916	 バックレスキューベルト	チタン

	 黒 /M	 085	 ¥4,800		 ¥5,280	 4519995423412	 120

	 黒 /L	 087	 ¥4,800		 ¥5,280	 4519995423429	 120

	 黒 /LL	 088	 ¥4,800		 ¥5,280	 4519995423436	 120

X-917	 naoss	バックサポートベルト	ugoko

	 M	 005	 ¥5,980		 ¥6,578	 4519995431837	 120

	 L	 007	 ¥5,980		 ¥6,578	 4519995431844	 120

	 LL	 008	 ¥5,980		 ¥6,578	 4519995431851	 120

X X
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X-931	 リストレスキュー

	 フリー	右	 002	 ¥1,900		 ¥2,090	 4519995426857	 119

	 フリー	左	 001	 ¥1,900		 ¥2,090	 4519995426864	 119

X-932	 エルボーレスキュー	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4519995426871	 120

X-988	 コンフォートサポーター	ひざ	 	 ¥1,700		 ¥1,870	 4519995429193	 119

X-989	 コンフォートサポーター	ひじ	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4519995429209	 119

X-990	 コンフォートサポーター	カフ	 	 ¥1,700		 ¥1,870	 4519995429216	 119

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	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

Z-9	 ネームプレート彫刻代	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487900909	 49

Z-10	 ウッドティーオンネーム60㎜	箱入（80 本）	 	 ¥3,900		 ¥4,290	 4903487901005	148

Z-11	 ウッドティーオンネーム70㎜	箱入（70 本）	 	 ¥3,900		 ¥4,290	 4903487901104	148

Z-12	 ウッドティーオンネーム 82㎜	箱入（60 本）	 	 ¥3,900		 ¥4,290	 4903487901203	148

Z-20	 ネームプレート	丸（L）

	 赤	 010	 ¥600		 ¥660	 4903487000128	 49

	 白	 020	 ¥600		 ¥660	 4903487000210	 49

	 紺	 050	 ¥600		 ¥660	 4903487000098	 49

	 黒	 080	 ¥600		 ¥660	 4903487000197	 49

Z-21	 ネームプレート	丸（M）

	 赤	 010	 ¥500		 ¥550	 4903487000234	 49

	 白	 020	 ¥500		 ¥550	 4903487000265	 49

	 黄	 040	 ¥500		 ¥550	 4903487000241	 49

	 紺	 050	 ¥500		 ¥550	 4903487000227	 49

	 黒	 080	 ¥500		 ¥550	 4903487000258	 49

Z-22	 ネームプレート	丸（S）	 	 ¥360		 ¥396	 4903487000272	 49

Z-23	 ネームプレート	角（L）

	 白	 020	 ¥600		 ¥660	 4903487000289	 49

	 黒	 080	 ¥600		 ¥660	 4903487902385	 49

Z-24	 ネームプレート	角（S）	 	 ¥400		 ¥440	 4903487000296	 49

Z-27	 プレートべっ甲	丸（S）	 	 ¥400		 ¥440	 4903487000333	 49

Z-34	 アクリルネームプレート	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487903405	 50

Z-35	 木製ネームプレート	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487903504	 50

Z-36	 アクリルデザインネームプレート	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487903603	 50

Z-37	 金属ネームプレート	 	 ¥3,500		 ¥3,850	 4903487903702	 50

Z-39	 ウッドティーオンネーム 40㎜	箱入	(90 本 )	 	 ¥3,900		 ¥4,290	 4903487903900	148

Z-54	 ネームプレート	デザインクリア	（名入れ込み）ゴルフボール	 010	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487905416	147

Z-55	 ネームプレート	クリア（名入れ込み）

	 角	 010	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487905508	147

	 丸	 020	 ¥1,800		 ¥1,980	 4903487905515	 147

Z-57	 プレート用本革バンド

	 白	 020	 ¥300		 ¥330	 4903487905706	 49

	 茶	 070	 ¥300		 ¥330	 4903487905720	 49

	 黒	 080	 ¥300		 ¥330	 4903487905713	 49

Z-64	 ゴルフクラブ用ポリエチレン袋	L	(100 枚 )	 	 ¥7,500		 ¥8,250	 4903487906406	146

Z-65	 キャディーバッグ用ポリエチレン袋（50 枚）	 	 ¥5,000		 ¥5,500	 4903487906505	146

Z-82	 プロオンネームティー	 	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487908202	148

Z-85	 グリップ用両面テープ	業務用	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487908509	140

Z-95	 カップ部版代	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4903487909506	149

Z-96	 パッドプリント用樹脂版	 	 ¥10,000		 ¥11,000	 4903487909605	71・149

Z-97	 パッドプリントスチール版	 	 ¥39,000		¥42,900	 4903487909704	149

Z-124	 トレーニングエイド TA‐5PP	 	 ¥119,000		¥130,900	 4903487912407	 111

Z-125	 トレーニングエイド TA‐7PP	 	 ¥155,000		¥170,500	 4903487912506	 111

Z-127	 ツアーリンクスパッティンググリーン	PG-10PM	 	 ¥222,000		¥244,200	 4903487912704	 111

Z-142	 パッティンググリーン	PG-18PM	 	 ¥397,000		¥436,700	 4903487914203	 111

Z-143	 パッティンググリーン	PG-28PM	 	 ¥551,000		¥606,100	 4903487914302	 111

Z-149	 ウッド用シュリンク460cc（100 枚）	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487914906	146

Z-150	 グリップ用シュリンク（100 枚）	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487915002	146

Z-151	 ウッド用シュリンク420cc（100 枚）	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487915101	 146

Z-152	 アイアン用シュリンク（100 枚）	 	 ¥1,250		 ¥1,375	 4903487915200	146

Z-160	 店頭什器（900㎜幅）	 	 オープンプライスL20000	 	 2002527002909	146

Z-161	 店頭什器用フック（10 本組）	 	 オープンプライスL2000	 	 2006470001255	146

Z-180	 IDバッグタグ	ジョークール	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370604	 48

Z-181	 IDバッグタグスヌーピーゴルフプロ	 	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370598	 48

Z-182	 IDバッグタグ	スヌーピー&ウッドストック	 840	 ¥2,000		 ¥2,200	 4560375370895	 48

Z-184	 バッグタグ	リラックマ

	 A	 010	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487918416	 48

	 B	 020	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487918423	 48

	 C	 030	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487918430	 48

Z-187	 IDバッグタグ	ピーナッツスポーツゴルフ	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4560375371182	 48

Z-189	 IDバッグタグ	ウッドストック	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4560375371502	 48

Z-191	 バッグタグ	リラックマ	丸

	 リラックマ	 640	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487919109	 48

	 コリラックマ	 650	 ¥2,000		 ¥2,200	 4903487919116	 48

Z-600	 ギフトケース

	 ピッチフィックス用	 010	 ¥250		 ¥275	 4903487960019	77・150

	 デュアルマーカー用	 020	 ¥250		 ¥275	 4903487960026	150

	 グルーヴブラシ用	 030	 ¥250		 ¥275	 4903487960033	150

	 ポーカーチップ用	 040	 ¥250		 ¥275	 4903487960040	150

Z-601	 ツウィンティー重り付用	重りのみ	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487960101	 117

Z-602	 ギフトケース用版代	 	 ¥10,000		 ¥11,000	 4903487960200	150

Z-603	 ギフトケース用名入代	 	 ¥40		 ¥44	 4903487960309	150

Z-607	 フィルムボックス	ブラック	 080	 オープンプライス	 	 4903487960712	77・150

Z-648	 ボール収集器	イージーアップ用	くちゴムセット	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487964802	 81

Z-650	 セルフスタンド用台座セット	 	 ¥600		 ¥660	 4903487965007	 42

Z-651	 セルフスタンド用足ゴム（2個）	 	 ¥600		 ¥660	 4903487965106	 42

Z-653	 スタンドピン用ゴム足（4個入）	 	 ¥200		 ¥220	 4903487965304	145

Z-669	 ウエイトアップ用	アダプター	 	 ¥200		 ¥220	 4903487966905	107

Z-671	 ゴルフボールピッカーアプローチ35 頭部	ステンレス	 	 ¥11,000		 ¥12,100	 4994893001151	 81

Z-900	 個人ネーム彫刻代		(1行 1名分）	 	 ¥600		 ¥660	 	 151

Z-901	 合金製ネームプレート（ワッペン形）	1個〜 50 個		 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487990108	151

Z-902	 合金製ネームプレート（ワッペン形）	51個〜100 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487990207	151

Z-903	 合金製ネームプレート（ワッペン形）	101個〜200 個		 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487990306	151

Z-904	 合金製ネームプレート（八角形）	1個〜 50 個	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487990405	151

Z-905	 合金製ネームプレート（八角形）	51個〜100 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487990504	151

Z-906	 合金製ネームプレート（八角形）	101個〜200 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487990603	151

Z-907	 ネームプレート（丸型）	1個〜 50 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487990702	151

Z-908	 ネームプレート（丸型）		51個〜100 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487990801	151

Z-909	 ネームプレート（丸型）		101個〜200 個	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487990900	151

Z-910	 ネームプレート（ハート型）		1個〜 50 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487991006	151

Z-911	 ネームプレート（ハート型）		51個〜100 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487991105	 151

Z-912	 ネームプレート（ハート型）		101個〜200 個	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487991204	 151

Z-913	 クリップ&マーカー（プラケース入り）1個〜 50 個	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487991303	 151

Z-914	 クリップ&マーカー（プラケース入り）51個〜100 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487991402	 151

Z-915	 クリップ&マーカー（プラケース入り）101個〜200 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487991501	 151

Z-916	 親子式マーカー（プラケース入り）1個〜 50 個	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487991600	151

Z-917	 親子式マーカー（プラケース入り）51個〜100 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487991709	 151

Z-918	 親子式マーカー（プラケース入り）101個〜200 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487991808	151

Z-922	 グリーンフォーク（1本足）プラケース入り		1個〜 50 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487992201	151

Z-923	 グリーンフォーク（1本足）プラケース入り		51個〜100 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487992300	151

Z-924	 グリーンフォーク（1本足）プラケース入り		101個〜200 個	 	 ¥2,200		 ¥2,420	 4903487992409	151

Z-925	 グリーンフォーク（2本足）プラケース入り		1個〜 50 個	 	 ¥2,500		 ¥2,750	 4903487992508	151

Z-926	 グリーンフォーク（2本足）プラケース入り		51個〜100 個	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487992607	151

Z-927	 グリーンフォーク（2本足）プラケース入り		101個〜200 個	 	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487992706	151

Z-940	 ゴルフカウンターミニ+名入れ		1－ 9	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487994007	150

Z-941	 ゴルフカウンターミニ+名入れ		10 － 49	 	 ¥600		 ¥660	 4903487994106	150

Z-942	 ゴルフカウンターミニ+名入れ		50 － 99	 	 ¥550		 ¥605	 4903487994205	150

Z-943	 ゴルフカウンターミニ+名入れ		100 以上	 	 ¥500		 ¥550	 4903487994304	150

Z-944	 ポーカーチップ+名入れ		1－ 9	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487994403	150

Z-945	 ポーカーチップ+名入れ		10 － 49	 	 ¥500		 ¥550	 4903487994502	150

Z-946	 ポーカーチップ+名入れ		50 － 99	 	 ¥450		 ¥495	 4903487994601	150

Z-947	 ポーカーチップ+名入れ		100 以上	 	 ¥400		 ¥440	 4903487994700	150

Z-948	 ネームプレート+名入れ		1－ 9	 	 ¥2,400		 ¥2,640	 4903487994809	150

Z-949	 ネームプレート+名入れ		10 － 49	 	 ¥1,200		 ¥1,320	 4903487994908	150

Z-950	 ネームプレート+名入れ		50 － 99	 	 ¥1,100		 ¥1,210	 4903487995004	150

Z-951	 ネームプレート+名入れ		100 以上	 	 ¥1,000		 ¥1,100	 4903487995103	150

Z-999	 T-43 ペグシル用	版代（初回のみ）	 	 ¥20,000		¥22,000	 	 145

etc.
品番	 	商品名	 カラーコード	 本体価格	 税込価格	 JANコード	 ページ

GR-1	 STMグリップ	S-1

	 ブラックイエロー/	バックライン有	 041	 ¥2,200		 ¥2,420	 4528367527429	 133

	 ブラック/レッド	バックライン有	 181	 ¥2,200		 ¥2,420	 4528367527443	 133

	 ブラック/グレー/	バックライン有	 421	 ¥2,200		 ¥2,420	 4528367546017	 133

GR-4	 STMグリップ	M-1

	 ブラック	バックライン有	 081	 ¥800		 ¥880	 4528367527818	 133

	 ブラック	バックライン無	 082	 ¥800		 ¥880	 4528367527917	 133

GR-5	 STMグリップ	M-2

	 レッド	 011	オープンプライスL1000	 	 4528367527825	 133

	 ブルー	 031	オープンプライスL1000	 	 4528367527832	 133

	 ブラック/レッド	 651	オープンプライスL1000	 	 4528367527870	 133

GR-47	 SUSAS	pro47-FT（藤田モデル）

	 WH	BR無	 022	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051796	 136

	 BK	BR無	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051703	 136

GR-48	 SUSAS	pro47-SZ（芹澤モデル）

	 WH	BR有	 （021	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051802	 136

	 BK	BR有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051710	 136

GR-49	 SUSAS	wis	WG（藤田モデル）

	 BK	BR無	 082	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051819	 136

	 DB	BR無	 352	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051826	 136

GR-50	 SUSAS	wis	WG（芹澤モデル）

	 BK	BR有	 081	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051833	 136

	 DB	BR有	 351	 ¥1,800		 ¥1,980	 4562285051840	136

GR-206	 スーパーストローク	S-Techグリップ

	 BK	バックライン無	 082	 ¥1,300		 ¥1,430	 4903487707126	 132

	 RD	バックライン有	 011	 ¥1,300		 ¥1,430	 4903487703289	132

	 BL	バックライン有	 031	 ¥1,300		 ¥1,430	 4903487703296	132

	 BK	バックライン有	 081	 ¥1,300		 ¥1,430	 4903487707119	 132

GR-207	 カウンターコア用ウェイト（25g）　BL	 030	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487708376	131

GR-208	 カウンターコア用ウェイト（50g）　RD	 010	 ¥2,300		 ¥2,530	 4903487708321	131

GR-214	 スーパーストローク	CROSS	COMFORT	Und		バックライン無	 	 ¥1,300		 ¥1,430	 4903487707188	132

GR-215	 スーパーストローク	CROSS	COMFORT	Std	バックライン無	 	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487707195	132

GR-216	 スーパーストローク	CROSS	COMFORT	Mid	バックライン無	 	 ¥1,700		 ¥1,870	 4903487708208	132

GR-217	 スーパーストローク	CROSS	COMFORT	Ovr	バックライン無	 	 ¥1,700		 ¥1,870	 4903487708215	132

GR-218	 スーパーストローク	S-Tech	MID	BK	バックライン有	081	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487708222	132

GR-219	 スーパーストローク	TR	TOUR	1.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700417	130

	 ＷＨ /ＳＸ /ＧＹ	 130	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487708390	130

	 ＷＨ /ＢＬ	 230	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700424	130

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487708383	130

GR-220	 スーパーストローク	TR	TOUR	2.0

Z etcX Z
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	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700448	130

	 ＷＨ /ＲＤ	 210	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700455	130

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711017	 130

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700431	130

GR-221	 スーパーストローク	TR	TOUR	3.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700479	130

	 ＷＨ /ＢＬ	 230	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700486	130

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711031	 130

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700462	130

GR-222	 スーパーストローク	TR	FLATSO	1.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700493	129

	 ＷＨ /ＢＬ	 230	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700516	129

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711048	129

GR-223	 スーパーストローク	TR	FLATSO	2.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700523	129

	 ＷＨ /ＲＤ	 210	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700530	129

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711055	 129

GR-224	 スーパーストローク	TR	PISTOL	GT	Tour

	 ＧＹ/ＷＨ	 110	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711079	 128

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700554	128

	 ＷＨ /ＲＤ	 210	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700561	128

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711062	 128

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700547	128

GR-225	 スーパーストローク	TR	PISTOL	GT	1.0

	 ＧＹ/ＷＨ	 110	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487747047	128

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700585	128

	 ＷＨ /ＳＸ /ＧＹ	 130	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711086	128

	 ＷＨ /ＢＬ	 230	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700592	128

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711093	 128

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700578	128

GR-226	 スーパーストローク	TR	PISTOL	GT	2.0

	 ＧＹ/ＷＨ	 110	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711826	 128

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700721	128

	 ＷＨ /ＲＤ	 210	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700738	128

	 Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711819	 128

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700714	128

GR-227	 スーパーストローク	TR	CLAW	1.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700752	131

	 ＷＨ /ＢＬ	 230	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700769	131

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700745	131

GR-228	 スーパーストローク	TR	CLAW	2.0

	 ＷＨ /ＳＶ	 120	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700783	131

	 ＷＨ /ＲＤ	 210	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700790	131

	 ＢＫ /ＷＨ	 820	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700776	131

GR-229	 スーパーストローク	TR	TOUR	2.0	XL　ＧＹ/ＷＨ	 110	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700813	130

GR-230	 スーパーストローク	TR	SS2R　ＧＹ/ＷＨ	 110	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487700844	129

GR-235	 スーパーストローク	S-Tech	Full	Cord	Std		バックライン有	ＢＫ　60X	 080	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487702176	 132

GR-236	 スーパーストローク	S-Tech	Half	Cord	Std

	 バックライン有	ＢＫ /ＲＤ　60X	 810	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487702183	132

	 バックライン有	ＢＫ /ＢＬ　60X	 830	 ¥1,500		 ¥1,650	 4903487702190	132

GR-237	 スーパーストローク	TR	TOUR	5.0　Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711833	 130

GR-238	 スーパーストローク	TR	FLATSO	3.0　Ｄｉｇｉｃａｍｏ	 400	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711840	129

GR-239	 スーパーストローク	WRISTLOCK

	 GR	 060	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711871	 131

	 BK	 080	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711857	 131

	 OR	 090	 ¥4,500		 ¥4,950	 4903487711864	 131

Y-109	 CP-9	クリップオン	偏光ライトブラウン 2	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4984013996146	 87

Y-110	 CP-9	クリップオン	偏光ライトスモーク2	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4984013996153	 87

Y-111	 CP-9	クリップオン	偏光スモーク2	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4984013996139	 87

Y-112	 CP-9	クリップオン	偏光ブラウン 2	 	 ¥2,800		 ¥3,080	 4984013996122	 87

Y-174	 LN-0005	DMBR	 	 ¥13,000		 ¥14,300	 4984013127656	 86

Y-184	 SCP-12	

	 偏光スモーク2	 053	 ¥2,800		 ¥3,080		 4984013127854	 87

	 偏光ブラウン 2	 070	 ¥2,800		 ¥3,080		 4984013127861	 87

	 偏光ライトスモーク2	 055	 ¥2,800		 ¥3,080		 4984013127847	 87

	 偏光ライトブラウン 2	 730	 ¥2,800		 ¥3,080		 4984013127878	 87

Y-217	 STRIX	H-1701	MBK	 	 ¥16,000		 ¥17,600	 4984013141355	 86

Y-228	 SALF-0067	BK	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4984013141515	 86

Y-248	 SAMV-0751	MBK	 	 ¥11,000		 ¥12,100	 4984013142666	 86

Y-258	 ER1－ 0167	DMSM	 	 ¥14,000		 ¥15,400	 4984013144431	 86

Y-260	 ER2－ 0167	CNAV	 	 ¥14,000		 ¥15,400	 4984013144462	 86

Y-273	 LI	SIN-0051	PAW-LITE	 	 ¥18,000		 ¥19,800	 4903487204755	 86

Y-274	 LI	SIN-0714	BK/R-LITE	 	 ¥16,500		 ¥18,150	 4903487204762	 86

Y-275	 SPB-0714	MBK-LITE	 	 ¥16,500		 ¥18,150	 4903487204779	 86

Y-276	 LUNA-0053	BK/P-LITE	 	 ¥15,000		 ¥16,500	 4903487204786	 86

Y-277	 SALF-0051	BK-LITE	 	 ¥12,000		 ¥13,200	 4903487204793	 86

Y-278	 SAMV-0051	MBK-LITE	 	 ¥9,500		 ¥10,450	 4903487206315	 86

etc


