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本誌HP

応募方法

http://www.golftoday.tv/present/

※応募はHPからのみ有効です。その他の方
法での応募はすべて無効になりますので、ご
了承ください。当選の発表は賞品の発送をもっ
てかえさせていただきます。
※プレゼント品の仕様、カラー、サイズなどは変
更になる場合があります。
※お寄せいただいた個人情報は、プレゼントの
発送以外の目的には使用しません。

から必要事項を明記の上、ご応募ください。

2019年2月4日（月）23:59締め切り

セミグース形状のポケットキャビティヘッドに、薄肉L型
カップマレージングフェースを採用。フェース裏側下部の
溝の加工により、フェース下部でのミスヒット時の飛距離
ロスも軽減。飛距離、やさしさ、打感すべてに死角なし。
　

クラウンと本体トゥ側に楕円形の“穴”を設け、カーボンを
コンポジット。低・深重心と高慣性モーメント化により、抜
群の直進性を発揮。さらに、鍛造7-1チタンフェースがすぐ
れた反発性能を発揮し、飛びと方向、両方が得られる。

ハードヒッターや上級のみではなく、
幅広いユーザーにとっての「飛んで曲がらない」を追
求した最新ディアマナ。高い操作性とヘッド挙動の
定性で、打点のバラつきを低減する。

スピン性能と耐久性にすぐれる「VU-Xウレ
タンカバー」を採用。ソフトな打感と高いス
ピンコントロール性能で正確なショットをサ
ポート。反発性能にすぐれるインナーコアが
大きなキャリーを生み出す。

沖縄本島中部のリゾートホテル。「アリビラ」はスペイン語のAlivio（寛ぎ）と
Villa（別荘）を組み合わせた造語。スパニッシュコロニアル風の外観、美しい
インテリアとアート溢れる空間が、訪れる人にやすらぎを与えてくれる。 SPEC●ヘッド素材／フェース:マレージング鋼、本体：軟鉄 ●シャフ

ト／ディアマナfor PRGR（R、SR、S）、スペックスチールIII（M-40、
M-43）、ダイナミックゴールド105（S200） ●価格（5本セット:6I～9I、
PW）／カーボン11万円+税、スチール9万5000円+税
※ご希望のシャフト、フレックスをお選びください。

SPEC●ヘッド素材／フェース:7-1チタン、本体：811軽量チタン+
カーボン ●ロフト／9.5°、10.5° ●ヘッド体積／460㎤ ●シャフト
／タイトリストVG50（R、SR、S）、タイトリストVG60（SR、S） ●価格
／8万円+税
※ご希望のロフト、シャフト、フレックスをお選びください。

SPEC●シャフト全長／46インチ ●ラインナップ／DF50R
（54g）、DF50SR（55.5g）、DF50S（57g）、DF50X（59g）、
DF60SR（62g）、DF60S（64g）、DF60X（66.5g）、DF60TX

（68.5g）、DF70S（73g）、DF70X（76g）、DF70TX（79g）、
DF80S（82.5g）、DF80X（85.5g）、DF80TX（88g） ●キックポ
イント／中元 ●価格／4万円+税
※プレゼント品はDF60Sです。

SPEC●構造／3ピース ●カバー素材／VU-Xウレ
タンカバー ●ディンプル数／336個 ●カラー／ホ
ワイト、オレンジ、イエロー ●価格（1ダース）／6320
円+税 ※お好みのカラーをお選びください。

RSアイアン
5本セット

（6I～9I、PW）

タイトリスト
 VG3
ドライバー

ディアマナDF
ウッド用シャフト

ボルビック S3
ゴルフボール1ダース

ホテル日航アリビラ／
ヨミタンリゾート沖縄ペア宿泊券

（スーペリアツイン眺望指定なし1泊朝食付）

シャフトは、シャフトのみのプレゼントとなります。ヘッ
ドへの組付けは、当選者ご自身が専門知識と技術
を有する工房、ショップに委託してください。組付け
費用は当選者ご自身の負担となります。また、転売
目的でのご応募はご遠慮ください。

シャフト応募時のご注意

1名様

1名様

3名様

1名様

1名様

1名様

操作性、やさしさ、打感、飛距離
すべてを備えた最新のアイアン

テクノロジー満載で
“飛び”と“許容性”を両立

ゆっくりとした時間が流れる
沖縄屈指のリゾートホテル

飛びと安定性を両立!

ソフトな打感とすぐれた
スピン性能の３ピースボール

プロギアからの

お年玉

Volvikからの

お年玉

アクシネットジャパン
からの

お年玉

三菱ケミカル
からの

お年玉

ニッコー・ホテルズ・
インターナショナル

からの

お年玉

一
番

二
番

六番

三
番

新春特別企画

七番

五番

※宿泊券の利用条件：ご使用には予約が必要です。使用期限2019年3月31日まで（但し、満室日は
除く）。ご予約は当選者様が直接ホテルへ連絡してお取りください。

横ズレやぐらつきを防ぎ、クッション性も兼ね備えるミズノウエーブ
に加え、ランニングシューズにも採用される、クッション性の高い
ミッドソールと高い耐久性を持つアウトソール、さらにBoaシステム
まで搭載したゴルフシューズ。

SPEC●素材／甲：人工皮革+合成繊維、底：
合成底 ●サイズ／24.5～27、28、29㎝ ●カ
ラー／ホワイト×ブラック、ブルー×ライム、レッド
×ホワイト ●価格：1万8000円+税　※プレゼン
ト品はレッド×ホワイト26.5㎝です。

ウエーブケイデンス
ボア シューズ
ゴルフシューズのグリップ力に
ランニングシューズのクッション性をプラス

ミズノからの

お年玉
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十一番

スムーズなパッティング
ストロークが身に付く!
パターのフェースに取り付けて使うパター練
習器。インパクトゾーンでのスムーズかつ再
現性の高いストロークが習得できる。球の
回転が見えるツインカラーボール、収納ポー
チも付属。

SPEC●素材／塩ビ ●カラー／ブラック、グリーン  
●価格／オープン（実勢価格：2200円+税）
※お好みのカラーをお選びください。

タイヤのトレッドパターン開発のテクノロ
ジーをシューズのソールに搭載。アドレスか
らフォローまで卓越したグリップ力が得られ
るスパイクレスシューズ。

ツメ状の小さな突起が、インパクトの直後から
ボールに順回転を与え、伸びのあるコロがりを
生む「マイクロヒンジインサート」に加え、ミーリ
ング加工で仕上げられたエッジの効いたヘッド
がスクエアなアドレスを導く。

ドライバーでは風に負けない強いショットが
打て、ショートアイアン～ウェッジではソフト
ウレタンカバー&スリップレスバイトコーティ
ングにより高いスピン性能を発揮するツ
アータイプボール。

ソールの真ん中にミゾを設けた「ワイドキャ
ニオンソール」がスパッとライにヘッドを入り
込ませながら、深く潜らずにポンっと跳ねて
ダフリのミスをカバー。安心感のあるやや大
きめサイズとオーソドックスな形状は技術レ
ベルを問わず幅広い人にマッチ。

SPEC●ヘッド素材／フェース:ステンレ
ス+ウレタン、本体：ステンレス ●ロフト／
3°●長さ／34インチ ●価格／3万円+税SPEC●構造／3ピース ●カバー素材／高耐久ソ

フトウレタン ●ディンプル数／330個 ●価格（1ダー
ス）／オープン（実勢価格：6300円+税）

SPEC●ヘッド素材／軟鉄（S20C） ●番手（ロフ
ト）／PW（46°）、AW（51°）、SW（56°）●シャフト／
N.S.プロ TS-114w（WEDGE）他 ●価格／2万
3000円+税～ ※プレゼント品はSW（N.S.プロ 
TS-114w）です。

ゼロスパイクバイター（SHG900）

スパイクレスシューズ

チップインビンゴ 
GGF-68108練習器

M4 ドライバー

インプレスUD+2
フェアウェイウッド

（5W）

ツアーB 
XSボール（1ダース）CB-8907 

キャディバッグ

N.S.プロ モーダス3 ツアー105
アイアン用シャフト（6本セット） ダイナミックゴールド105

アイアン用シャフト（6本セット）

オデッセイ オー・ワークス ツアー
R-BALLレッドバージョン　パター

C-036
フォージド
ウェッジ

Ziパッテイング
トレーナー
パター練習器

1名様
1名様

1名様

1名様

1名様
1名様

タイヤのテクノロジーが
卓越したグリップ力を生み出す

楽しみながらアプローチが上達!

伸びのあるコロがりを生むマイク
ロヒンジインサート搭載

タイガー・ウッズの復活優勝を
支えたボール

ダフっていい!
魔法のソール

収納力にすぐれるコンパクトタイプ
クラブの収納力十分の9型口枠を採用し、スッキリとした
スポーティなデザインの中に、10ケ所のポケットを装備。
コンパクトな外観と余裕の収納力を兼ね備える。安定性
にすぐれるボトムも採用。

SPEC●素材／合成皮革 ●サイズ／9型、47インチ対応、3.9㎏ 
●カラー／シルバー、ブラック、ホワイト ●価格／3万6000円+税
※プレゼント品は写真のカラー（ホワイト）です。

より遠くへ、
より真っすぐに飛ばす
反発性能を高め、スイートエリアを拡大する「ハンマー
ヘッド」、打感・打音を向上させる「ジオコースティックデ
ザイン」、強い弾道を生むカーボンコンポジット構造、ミス
ヒット時の球の曲がりを抑える「ツイストフェース」搭載の
ハイテクドライバー。
SPEC●ヘッド素材／フェース:6-4チタン、本体： 9-1-1チタン+グラ
ファイト ●ロフト／9.5°、10.5° ●ヘッド体積／460㎤ ●シャフト／
フブキTM5（R、SR、S） ●価格／6万5000円+税
※ご希望のロフト・フレックスをお選びください。

ラクに上がって、
ミスにも強い“激飛び”FW
反発力に優れるマレージング455をカップ
構造でフェースに使用。低重心&高慣性
モーメント設計との相乗効果で、高いボー
ル初速と球の打ち出し角が得られる。さら
に、ミスヒット時にも安定した飛距離と方向
性が得られる。

カゴ状の本体に着脱可能な9つのマスを
セット。さらに、練習用のプラスチックボール
と専用マットもセット。“狙ったところに打つ”
実戦に役立つ練習を楽しみながらできる。
折り畳み可能 & 収納バッグ付き。

SPEC●ヘッド素材／フェース:マレージング455、本
体：630ステンレス ●ロフト／17° ●シャフト／TMX-
419F（R、SR、S） ●価格／4万6000円+税
※プレゼント品は5W SRです。

SPEC●サイズ／使用時:
直径約70 ㎝  ●価格／
6800円+税

ツアープレーヤーの要望から生まれた“軽量ス
チール”。N.S.プロ独自の素材「NSGS8655V」
と肉厚調整技術で、軽量化を図りながら、すぐ
れた直進性能と飛距離安定性を発揮する。多
くのツアープロがから支持されている軽量ス
チール。

SPEC●ラインナップ／R（103g）、S
（106.5g）、X（112g）  ●キックポイント
／元 ●価格（6本セット:5I～9I、PW）／
オープン（実勢価格：3万円+税）
※プレゼント品はSです。

ツアー仕様の軽量スチール

ブリヂストンスポーツ
からの

お年玉

フォーティーン
からの

お年玉

キャロウェイゴルフ
からの

お年玉

モーニングスポーツ
からの

お年玉

住友ゴム工業
からの

お年玉

テーラーメイド ゴルフ
からの

お年玉

1名様

1名様

十二
番

SPEC●●素材／甲：人工皮革、底：合成
樹脂×合成ゴム ●サイズ／24.5～28.0㎝ 
●カラー／黒×青、白×黒、トリコロール ●
価格：オープン（実勢価格：1万6500円+税）
※プレゼント品は白×黒25㎝です。

1名様

2 名様

素材、熱処理、新たなステップパターン、そ
してシャフトの肉厚を部位によって変化させ
る「バリアブルウォールテクノロジー」によ
り、X100で105gの軽量でありながら、DGの
フィーリングに飛距離性能をプラス。

SPEC●ラインナップ／R300（101g）、
S200（103g）、X100（105g）  ●キック
ポイント／元 ●価格（6本セット:5I～9I、
PW）／オープン（実勢価格：4万2000円
+税） ※プレゼント品はS200です。

DGのフィーリングで振れる、
軽量スチール

トゥルーテンパー
スポーツインクジャパン

からの

お年玉

1名様

十八
番

十
七
番

ヨネックスからの

お年玉

日本シャフトからの

お年玉

ヤマハからの

お年玉

ブリヂストンスポーツ
からの

お年玉

二十番

十五番

二十一番

新春特別企画

十三番

八番

十番

十六番
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新春特別企画

ヴォルト2.0  
デールアンサー
パター
303ステンレスを高精度に削り出し作り上げ
られるヘッドは、正確なアドレスを導き、ソフ
トで繊細な音と打感も得られる。フェースに
は安定した球のコロがりを生む「TR溝」を
搭載した、ピンのフラッグシップシリーズ。

素振りに使用すれば、ヘッドスピードUPとス
イングテンポの習得に役立ち、足元に置け
ば、スタンスの方向とボールのポジション
チェックに役立つ。さらに、ストレッチにも役立
つ。キャディバッグに入れておきたい練習器。

フットジョイが開発した最新のスパイクレス
シューズ。3層構造のFTFポリマーアウト
ソールが抜群のクッション性とグリップ力を
発揮。ソフト防水人工皮革とBoaシステム
が、足をやさしくしかもしっかりとホールド。

SPEC●ヘッド素材／
303ソフトステンレス ●長
さ／34インチ ●ロフト／
3° ●価格／5万円+税

SPEC●素材／シャフト：ポリカーボネー
ト、グリップ：エラストマー ●重量／約
390g ●価格／8300円+税

SPEC●素材／甲：防水人工皮革、底：
TPUアウトソール ●サイズ／24.5～27.5
㎝ ●カラー／ホワイト×ネイビー×レッド、
ホワイト×シルバー、ホワイト×ブルー、ブ
ラック×シルバー ●価格：オープン（実勢
価格：2万4000円+税） ※お好みのカ
ラー、サイズをお選びください。

パットモン
パター練習器

トライワン 
スーパーフレックス練習器

コブラ キング F8
NARD GRAY
ドライバー

フットジョイ
FJプロ／SL Boa
スパイクレスシューズ

スピーダー
エボリューションV
ウッド用シャフト

インプレス
UD+2
ドライバー

タイトリスト 
CB932S
キャディバッグ

ツアーB XW-1 ウェッジ ボルビック 
S4ゴルフボール1ダース

スリクソン
Xボール

（1ダース）

2名様
1名様

1名様

1名様

1名様
1名様

1名様

1名様

2名様

2名様

高精度削り出しのツアー品質

スイング、アドレス、ストレッチに!

プロが選んだスパイクレス

“芯でとらえる”
“スクエア”な
インパクトが身につく!
わずか5gの本体をパターのシャフ
トに装着するだけで、“スクエアな
インパクト”と“スイートスポットで
打つインパクト”という「入るパッ
ティング」に不可欠な2つの要素
を練習、習得することができる。

SPEC●サイズ／2㎝×2.5㎝×2㎝ ●
重量／約5g ●充電端子／USB ●価
格／5127円+税

無駄なネジれを抑える「アウターバイアステクノロジー」、
高弾性高強度素材「T1100G」、「超高弾性90tカーボ
ン」、「メタルコンポジットテクノロジー」など、先進の素材
と技術を駆使し、飛びと方向性を両立。

33°の大きな重心角と重心位置の最適化
で、やさしく球がつかまる設計。さらに、スー
パーコンピュータによる広域反発フェースと
大慣性モーメントで、大きな飛距離が安定し
て得られる。

ドライバーショット時は無駄なスピンを減らし
高い初速が得られ、アイアンやショートゲー
ムでは高いスピン性能を発揮する4ピースウ
レタンカバーボール。「VU-Xウレタンカ
バー」は耐久性にもすぐれる。

SPEC●シャフト全長／47インチ ●ラインナップ／474R2
（48.5g）、474R（50g）、474SR（51.5g）、474S（53g）、569R
（56.5g）、569SR（58g）、569S（59.5g）、569X（61g）、661SR
（64g）、661S（66g）、661X（68g）、757S（75.5g）、757X（77.5g）●
キックポイント／先中 ●価格／4万円+税
※プレゼント品は569S。

先進の素材と技術で
“飛ぶ”“曲がらない”

オートマチックに球を
つかまえて弾き飛ばす!

飛びとスピン4ピースボール 大きな飛距離が安定して得られる!
「デュアルロールテクノロジー」とカーボンコ
ンポジットで、打点がばらついても、高打ち出
し低スピンが安定して得られる。さらに、ミーリ
ング加工による高精度な鍛造フェースが、ミ
スヒット時にも高い反発性能を発揮。

SPEC●ヘッド素材／フェース:チタン、
本体：チタン ●ロフト／9°～12°（調整可
能） ●ヘッド体積／360㎤ ●シャフト／
コブラスピーダー（R、SR、S） ●価格／
5万1000円+税
※プレゼント品はフレックスRです。

操作性にすぐれたヘッド形状に
“球に喰いつく”ミーリングを搭載

上げる、コロがす、低く抑える、多
彩なアプローチに対応するティア
ドロップ形状に「バイティングレー
ルミルド」を搭載。溝と溝の間に
設けられた独自のミーリングが、卓
越したスピン性能を発揮する。

SPEC●ヘッド素材／軟鉄 ●ロフト／
48°、50°、52°、54°、56°、58°、60°●シャ
フト／N.Sプロ モーダス3 ツアー120

（S）、N.Sプロ モーダス3 ツアー105（S） 
●価格／2万円+税
※プレゼント品はモーダス3 ツアー120ロ
フト58°バウンス12°です。

飛距離性能を磨いた
ディスタンスボール
高いボール初速、高打ち出し&低スピン
が得られる3ピース構造に加え、打ち出し
直後は空気抵抗を軽減し弾道の頂点以
降で揚力を発生して飛距離を伸ばす

「338スピードディンプル」を搭載した飛
距離追求型ボール。

SPEC●構造／3ピース ●カバー素材／高反
発アイオノマー薄カバー ●ディンプル数／338
個 ●価格（1ダース）／オープン（実勢価格：
6300円+税）

SPEC●構造／4ピース 
●カバー素材／VU-Xウ
レタンカバー ●ディンプ
ル数／336個 ●カラー
／ホワイト、グリーン ●
価格（1ダース）／6320
円+税 ※お好みのカ
ラーをお選びください。

SPEC●ヘッド素材／フェース:6-4チタ
ン、本体：811チタン ●ロフト／9.5°、
10.5° ●ヘッド体積／460㎤ ●シャフト
／TMX-419D（R、SR、S） ●価格／8万
円+税 ※プレゼント品は10.5°SRです。

シャープな印象の
アスリートスポーツモデル
余裕の収納力で、クラブの出し入れも容易
な大口径9.5型を、ポケットの張り出しを抑
えるデザインでシャープに仕上げたキャディ
バッグ。スポーティなカラーリングもクール。

SPEC●素材／PUレザー ●サイズ／9.5型、47インチ
対応、3.8㎏ ●カラー／ブラック、ホワイト、ネイビー、ホワ
イト×ブルー、ホワイト×ネイビー、ホワイト×オレンジ ●価
格／オープン（実勢価格:3万2000円+税）
※プレゼント品は写真のカラー（ホワイト×オレンジ）です。
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アクシネットジャパン
からの
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1名様

Volvikからの

お年玉ブリヂストンスポーツ
からの

お年玉

ヤマハからの

お年玉

住友ゴム工業
からの

お年玉

藤倉ゴム工業
からの

お年玉 プーマジャパン
からの

お年玉

アクシネットジャパン
からの

お年玉 ロイヤルコレクション
からの

お年玉

ピンゴルフジャパン
からの

お年玉
We Sellからの

お年玉

二十二番

二十三番

二十五番

三十番

二十七番

1日のストレス量、体のエネルギー
量、睡眠の質、日常のフィットネス
レベルや健康状態をモニターでき
る、バンドタイプのウェアラブルデ
バイス。スマホと連動することで、
SNSやメールのや着信通知など
も可能。 

SPEC●カラー／ブラック、メルロー、グレー、ブ
ルー ●重量／16.4g ●価格／1万6482円+税 
※プレゼント品はグレーです。

ヴィヴォスマート4
（レギュラーサイズ）
アクティビティ
トラッカー

1名様
ゴルフも仕事も
健康から!

ガーミンジャパン
からの

お年玉
三
十
一
番
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