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応募方法
本誌HP（ht tp://www.go l f t oday.t v/
present/）から必要事項を明記のうえ、ご応
募ください。
2020年2月4日（火）23:59締め切り
※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。
当選発表 全応募者の中から厳正な抽選によ
り当選者を決定します。当選者の発表は賞品
の発送をもって代えさせていただきます。
※プレゼント商品の仕様、カラー、サイズなど
は変更になる場合があります。
※プレゼントにご応募いただいたお客様に
は、メールにてゴルフトゥデイからのご案内を
配信しております。あらかじめご了承の上ご応
募ください。

G410 PLUS
ドライバー

大きな慣性モーメントで上下左右にス
イートエリアを拡大。オフセンターヒッ
ト時にも安定した方向性と高いボー
ル初速で大きな飛距離が得られる。
ヘッド後部のウェイトで、球のつかまり
もカスタマイズすることができる。

2019年人気ナンバーワン
ドライバー

SPEC ●ヘッド素材／フェース:フォージドT9S+（チタン）、
本体:811チタン ●ロフト／9、10.5、12度 ●シャフト／ALTA 
J CB RED（R、SR、S、X）他 ●価格／6万9000円+税～　
※プレゼント品は、9度 S（ALTA J CB RED）です。

GPSウォッチのリーディングメーカー「ガーミン」
の高性能モデル。GPS使用時でも最長15時間
まで持続するバッテリーを43gの軽量ボディに内
蔵。距離計測のほか、クラブトラッキング、スコア
カード機能、ライフログ機能等多機能を搭載。

ロングバッテリー&タッチ操作の
多機能GPSゴルフウォッチ

SPEC ●重量／43g ●防水／50m防水 ●カラー／
GRAY、BLACK、WHITE　●価格／3万4800円+税
※プレゼント品はホワイトです。

ヘッドには「S45C」を使用。深いアンダーカットキャ
ビティに加えフェースの薄肉化で低重心化と高初
速エリア、慣性モーメントを拡大。単一素材一体鍛
造の打感、カッコよさにやさしさと飛距離も搭載。

やさしさ、飛び、カッコよさを
備えたフォージドアイアン

S P E C  ● ヘッド素 材 ／ S 4 5 C  ●シャフト／ ①
N.S.PRO950GH HT（R、S）、②FT-26i（R、S） ●価格／①

（6本セット）:12万円+税、②（5本セット）:11万円+税　　　
※プレゼント品は②（5本セット）Sです。

ソールセンターに溝を設けた、独自の「キャニオン
ソール」でダフリを軽減、最適重量配分との相乗
効果でやさしいと評判のウェッジの最新作。超高精
度ミラー鍛造スコアラインフェースで、スピン性能が
グレードアップ。

“やさC”ウェッジがさらに進化
PWもラインナップ

SPEC ●ヘッド素材／S20C ●ロフト／PW（46°）、AW（51
°）、SW（56°） ●シャフト／①N.S.PRO TS-114W（WEDGE）、
②N.S.PRO950GH HT（WEDGE）、③FT-61w（WEDGE） 
●価格／①②2万3000円+税、③2万4000円+税　
※プレゼント品はSWシャフト②です。

強度にすぐれる「SUP10」を薄肉化しフェースに使
用。反発性能を高めると同時に中空構造でキャビ
ティでは得られない深重心を実現。飛距離とやさし
さ、安定したスピン性能でグリーンにピタリと止まる
最適弾道が得られる。

飛んで、止まる、
しかもやさしい中空アイアン

SPEC ●ヘッド素材／フェース:SUP10、本体:SUS640 
●シャフト／①N.S.PRO950GH HT（R、S）、②FT-26i（R、
S） ●価格／①②（3本セット:7I-9I）7万2000円+税　　　
※プレゼント品は②（3本セット）Sです。

アマチュアでもプロのようなスピンがやさしくかか
る。そんなフォーティーンのコンセプトを具現化した
ウェッジ。「テーパーブレード」「くぼみ構造」「ユニ
バーサルソール」「ミラー鍛造スコアラインフェー
ス」などテクノロジーを満載。

フォーティーンウェッジの
代表的モデル

SPEC ●ヘッド素材／S20C ●ロフト／41、44、47、50、
52、54、56、58、60° ●シャフト／①N.S.PRO TS-114w

（WEDGE）、②N.S.PRO DS-91w （WEDGE）、③FT-62w
（WEDGE）※①と②にはライトブラックメッキ仕様あり ●価
格／①②2万2000円+税（ライトブラックメッキ仕様は2万
4000円+税）、③2万4000円+税
※プレゼント品は58°シャフト②です。

FHは、Future（未来）Heritage（伝統）の頭文字をとったも
の。伝統的な形状やサイズは継承しながら、最先端の技術
で機能性を高めた設計。そして打感にもこだわった素材選
定。こだわり派のゴルファーも納得の一本。

伝統的な形状に最先端の
機能性という名のウェッジ

SPEC ●ヘッド素材／S25C ●ロフト／41、44、47、50、52、54、
56、58、60° ●シャフト／①N.S.PRO TS-114w（WEDGE）、②
N.S.PRO 950GH HT （WEDGE） ●価格／①②2万2000円+税　
※プレゼント品は58°シャフト②です。 1名様

Approach
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フォーティーン
からのお年玉

ガーミンジャパン
からのお年玉

TC560
フォージド
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C-036 フォージド

HI540
フォージド
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DJ-4 ウェッジ

FHフォージド
V1 ウェッジ
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ピンゴルフジャパン
からのお年玉二

番
応募上の注意
●転売目的でのご応募はご遠慮ください。
●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。組付け費用はご当選者ご自
身の負担となります。
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ソフトな打感と高い初速を発揮する「S-fastコ
ア」、最適なスピンを生む「高反発IOソフトレイ
ヤー」、ソフトな打感とすぐれたスピン性能を発
揮する「スピンソフトウレタンカバー」の3層構
造。ソフトな打感と高いスピンを発揮。

フェースに吸い付く打感と
すぐれたスピン性能のツアータイプボール

SPEC ●カバー素材／スピンソフトウレタン ●構
造／3ピース ●ディンプル数／326個、●カラー／ホ
ワイト、イエロー ●価格（1ダース）／3800円+税　
※お好みのカラーをお選びください。

テーラーメイド ゴルフ
からのお年玉

トゥルーテンパー
からのお年玉

三菱ケミカル
からのお年玉

™

ダイナミックゴールド85
アイアン用シャフト
6本セット

（5I-9I、P）

1名様

UFO by
パワートルネード

RMX120アイアン
6本セット（5I-9I、P）

Mグローレ
ドライバー

TW-Xボール（1ダース）

ニューバランス
フルジップニットブルゾン

ダイナミックゴールド 
スタンドキャディ バッグ

テックフィルムーブ
ウォーマー

STAR STRETCH
中綿パンツ

1名様

1名様
4名様

1
名
様
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キャスコからのお年玉

ヤマハからのお年玉

ミズノからの
お年玉

二十六番

TSIグルーヴ&スポーツ
からのお年玉

本間ゴルフ
からのお年玉

ホンマゴルフ
からのお年玉

オデッセイ
エクソー セブンCS

1名様
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NEWエッグ5500
インパクトドライバー

PRGRからのお年玉

1名様
1名様

1名様

2名様

1名様

1名様

4名様

テックフィルムーブ
ストレッチウォーマー

キャロウェイアパレル
からのお年玉

冬のゴルフ必須の中綿パンツに、高いストレッ
チ性と撥水性、防風性、透湿性を持つ素材を
使用。冬のゴルフでもプレーヤーのパフォーマ
ンスを引き出します。

動きやすさと暖かさで
冬ゴルフも快適に!

SPEC ●素材／ポリエステル100%（生地、中綿共） 
●カラー／ブラック、ホワイト、レッド、ネイビー ●サイズ
／S、M、L、LL、3L、XL ●価格／1万6000円+税
※プレゼント品は、レッドLサイズ（ウエスト82㎝）です。

強度にすぐれるクロムモリブデン鋼を採用。アスリート
好みの形状に高機能を搭載。低重心&高慣性モーメン
トで上がりやすさとミスヒットに対する寛容性をUP。
フェースの薄肉化で初速性能もUP。

飛距離、やさしさ、上がりやすさを
併せ持つ高機能アスリートアイアン

SPEC ●ヘッド素材／クロムモリブデン鋼 ●シャフト／①
N.S.PRO モーダス3 ツアー120（S）、②N.S.PRO RMX95（S） 
●価格／①②（6本セット）:10万8000円+税　
※プレゼント品は②（6本セット）Sです。

ミズノ自慢の「ブレスサーモ」と薄いのにダウンのような温
かさを得られる「テックフィル」を使用。さらに、動きやすさを
追求した立体裁断「ミズノ ムーブテック」にストレッチ素材
もプラス。冬のゴルフに最適なアウター。

“スポーツウェアの老舗”ミズノの
テクノロジーで動きやすさと暖かさを追求

SPEC ●素材／ポリエステル100%（表地、裏地、中綿）、合成繊維（ブ
レスサーモ）65%、ナイロン35%（後身頃上部芯地） ●カラー／ホワイト、
ブラック、ディープネイビー、ディープネイビー×ベイパーシルバー、ディー
プネイビー×ディーバブルー、ディープネイビー×レッド、カーキ×ブラック 
●サイズ／M、L、XL、2XL ●価格／1万2000円+税　
※プレゼント品は、ディープネイビー×レッド Lサイズです。

動きやすさを追求したストレッチニット素材
に、「ブレスサーモ」、「テックフィル」、「ミズ
ノ ムーブテック」といったミズノのテクノロ
ジーを搭載。スイング動作を阻害すること
なく、冬の寒さをシャットアウト。

ストレッチ性もプラスして
さらに動きやすく!

SPEC ●素材／ポリエステル100%（表地、裏
地、中綿）、合成繊維（ブレスサーモ）65%、ナイロン
35%（後身頃上部芯地） ●カラー／グレー杢、ブ
ラック、ネイビー杢、ディープネイビー、レッド杢 ●サ
イズ／M、L、XL、2XL ●価格／1万4000円+税　
※プレゼント品は、グレー杢 Lサイズです。

軽量化が進むドライバーシャフトに対応して、
あのダイナミックゴールドの軽量版が誕生。
87g（S200）の軽量でありながら、ダイナミッ
クゴールド独特の“粘り感”を見事に再現。
強い弾道とコントロール性が魅力。

史上最軽量の
ダイナミックゴールド

SPEC ●チップ径／9㎜ ●バット径／
14.7㎜ ●ラインナップ／R300（86g）、
S200（87g） ●価格（6本セット）／オープ
ン（実勢価格:4万2000円+税）　
※プレゼント品はS200です。

中間型ユーティリティのヘッド後方にウィングを持た
せた形状で、低・深重心化、慣性モーメントと重心角
の拡大を同時に実現。上がる、つかまる、ブレずに飛
ばせる。新世代ユーティリティ。豊富なロフトも魅力。

ドライバーとウェッジの間をすべて
カバーする新形状ユーティリティ

SPEC ●ヘッド素材／フェース：鍛造スーパーハイテン、本体：
SUS630 ●番手（ロフト）／#33（15）、#44（18）、#55（22）、#66

（26）、#77（30）、#88（34）、#99（38°） ●シャフト／ファルコン
シャフト（R、S） ●価格／3万5000円+税　
※プレゼント品は#55 Sです。

1名様

ミズノからの
お年玉

TW-Sボール
（1ダース）

総重量273g（R）の超軽量設計に、「ツイスト
フェース」「ハンマーヘッド」「マルチマテリア
ル」などテーラーメイド自慢のテクノロジーを搭
載。パワーに頼らずしっかりと振り切って飛ばせ
る。シニアや女性にも最適のテーラーメイド。

パワーに頼らず、
もっと飛ばせるテーラーメイド

SPEC ●ヘッド素材／フェース:6-4チタン、本体:911チタン+グ
ラファイト ●ロフト／9.5、10.5、11.5度 ●シャフト／スピーダーエ
ボリューションTM（R、SR、S） ●価格／8万2000円+税　
※プレゼント品は、10.5度 Sです。

ソフトな中に芯を感じる打感と高い初速を発揮する
「NCコア」、余分なスピンを軽減する高反発IOTH
レイヤー」、すぐれたスピン性能と耐久性を発揮する

「スピンウレタンカバー」の3層構造。大きな飛距離
と高いスピンが得られる。

すぐれたスピン性能と芯を感じる
打感のツアータイプボール

SPEC ●カバー素材／スピンウレタン ●構造／3
ピース ●ディンプル数／326個、●カラー／ホワイ
ト、イエロー ●価格（1ダース）／3800円+税　
※お好みのカラーをお選びください。

トゥルーテンパーからのお年玉

ダイナミックゴールドのロゴをあしらったスタンドキャ
ディバッグ。PUエナメル素材を使用し部分的にキル
ティング加工を施したスポーティかつクラシカルな雰
囲気が魅力。9型だからクラブの出し入れも容易。

トゥルーテンパーファンに
贈る限定生産品

SPEC ●素材／合成皮革（PU） ●サイズ／9型、47イ
ンチ対応、4.0㎏ ●価格／5万円+税

ヘッドの重量を外側に配置す
ることで高い慣性モーメントを
追求したヘッドに、オデッセイ最
新のホワイト・ホット マイクロヒ
ンジ・インサートを装着。安定し
たストロークと安定したコロガリ
を生み出す。

安定したコロがりを生む
テクノロジーを搭載

SPEC ●ヘッド素材／ステンレスス
チール+アルミ ●長さ／33、34インチ 
●価格／4万2000円+税
※プレゼント品は34インチです。

超高慣性モーメント5350g・㎠と37
度の最大級の重心角の組み合わ
せ。ただ、振るだけでボールをつかま
えて飛ばす。超オートマチックドライ
バー。さらにインパクトは44.25インチ
の短尺仕様でミート率も大幅にUP。

真っすぐ遠くへ
ミート率を高めて飛ばす

SPEC ●ヘッド素材／
フェース:T P2チタン、本
体:Ti-811Plus ●ロフト／
10.5、11.5度 ●シャフト／オ
リジナルカーボン（M-35、
M-37、M-40、M-43） ●価
格／7万5000円+税　
※プレゼント品は、M-40 
10.5度 です。

着脱がラクなフルジップデザイ
ン。ニットの風合いやストレッチ性
を損なわず、高い防風性と保温
性が得られる総裏仕様で薄手で
もアウターとしてしっかり活躍。2
トーンの切り替えとヨーク部のロ
ゴが個性を主張する。

ニットの動きやすさに
保温性と防風性もプラス

SPEC ●素材／表地:アクリ
ル70%、毛30%、前身頃・袖：ポ
リエステル100%、後身頃：ポリ
エステル100% ●カラー／ブ
ラック、ホワイト、レッド、ネイ
ビー ●サイズ／4（M）、5（L）、6

（XL）、7（2XL） ●価格／1万
9000円+税　
※プレゼント品は、ホワイト、サ
イズ5です。

アスリート向けシャフトとして多くのトッ
ププロが愛用するディアマナシリーズ
の最新作。ZFの“Z”には最終や最高
の意味が込められている。前作DFの
安定性はそのままに先進素材を使用
することで飛距離性能もプラスした。

飛んで曲がらないを追求した、
ディアマナの集大成

SPEC ●チップ径／8.55㎜ ●バット径／15.4㎜（50S） ●ライン
ナップ／40R2（44g）、40R（45.5g）、40SR（47.5g）、40S（49.5g）、
40X（51.5g）、50R（54.5g）、50SR（56g）、50S（57.5g）、50X

（59.5g）、50TX（53.5g）、60SR（62.5g）、60S（64.5g）、60X（67g）、
60TX（69g）、70S（73.5g）、70X（76.5g）、70TX（79.5g）、80S

（83g）、80X（86g）、80TX（88.5g） ●価格4万円+税）
※プレゼント品は50Sまたは60Sです。お好みのものをお選びください。

ディアマナZF
ウッド用シャフト

オデッセイ
からのお年玉

十
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ロイヤルコレクション
からのお年玉

アディダスジャパン
からのお年玉

トライワン スーパー
ファスト フレックス

1名様

三十二番

三十三番

ハイストレッチ
パンツ

1名様

ジャカードパターン
半袖ニットシャツ

1名様 メッシュボンディング 
長袖ウインド

1名様
三
十
一
番

二
十
八
番

三
十
番

ツアーB JGR
ドライバー

ツアー360XT
プライムニット
ゴルフシューズ

1名様
1名様

ブリヂストンスポーツ
からのお年玉

ソール前部センターに設けられた「サスペ
ンションコア」で、フェースの反発性能をコ
ントロール。ルール上限の反発エリアを拡
大することで、オフセンターヒット時にも高
いボール初速と大きな飛距離が得られる。

サスペンションコアで
高初速エリアを拡大

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度 ●シャフト／
TOUR AD for JGR TG2-5（R、
SR、S） ●価格／6万8000円+税
※プレゼント品は、9.5度 Sです。

ニット素材のストレッチ性で様々な
足型にもフィット。さらに疎水性素
材の採用でニットアッパーなのに
高 い 撥 水 性を発 揮 。内 臓 型
360WRAPとフォージド加工でツ
アーレベルの横方向への安定性
でスイングをサポート。

ニットアッパーの快適性と
ツアーレベルの安定性を両立

SPEC ●素材／甲:合成繊維、底:合成
樹脂 ●カラー／コアブラック×ホワイト×
シルバーメタリック、グレートゥー×ホワイト
×シルバーメタリック ●サイズ／24.5～
28.0、29.0、30.0㎝ ●価格／オープン

（実勢価格2万円+税）　
※プレゼント品は、コアブラック×ホワイト
×シルバーメタリック26㎝です。

シャフトの後端に「ウエイトプラステク
ノロジー」を搭載。トップオブスイング
の手の位置を安定させ、インパクト
ゾーンでのヘッド軌道が安定し、ヘッ
ドスピードとミート率が向上。“飛び”と
“方向性”がUP。

トップが決まる! 新機能を搭載。
曲がらずにモット遠くへ飛ばせる

SPEC ●ヘッド素材／フェー
ス:Super TIXⓇ 51AFチタン、本
体: Ti811Plus+SUSウェイト ●ロ
フト／9.5、10.5、11.5度 ●シャフト
／ゼクシオMP1100（R、SR、S） 
●価格／8万円+税　
※プレゼント品は、10.5度 Rです。

ヘッド内部のトゥ側とヒール側にタングステンウェイトを配
置した中空構造と鍛造Lフェースで、ミスヒットに対する許
容性とボール初速をUP。タイトリストらしいシャープな形
状に高機能を搭載した最新モデル。

ショットの精度と飛距離を
高める進化系タイトリストアイアン

SPEC ●ヘッド素材／17-4ステンレス+タングステンニッケル ●
シャフト／①N.S.モーダス3 ツアー105（S）、②N.S.プロ 950GH neo

（S）、③タイトリスト KUROKAGE 60（ワンフレックス） ●価格／①②
③（5本セット）:12万円+税　
※プレゼント品は②（5本セット）Sです。

クラブの総重量を268g（エアスピー
ダーR）にまで軽量化。プレーヤーの
ポテンシャルを引き出し、クラブス
ピードを高めて飛ばす設計。スピード
シャーシによる高い初速性能と寛容
性、爽快な打感・打球音も魅力。

クラブスピードをUPして
飛距離を伸ばす!　
軽量のタイトリスト

SPEC ●ヘッド素材／チタン合金 ●ロフト／
9.5、10.5度 ●シャフト／①タイトリスト ディアマナ
50（R、SR、S）、②タイトリスト エアスピーダー（R、
SR） ●価格／①② 7万2000円+税　
※プレゼント品は、②10.5度 SRです。

ホンマ史上最軟のウルトラソフ
トコア、ソフトな打感と反発力を
生むインナーマントル&ハイフ
レックスレイヤーにソフトウレタ
ンカバーの4層構造。ロング
ショットでは大きな飛距離を
ショートゲームではすぐれたスピ
ンを発揮する。

飛距離とスピンの
ウレタンカバーディスタンス4ピース

SPEC ●カバー素材／
ソフトウレタン ●構造／4
ピース ●ディンプル数／
326個、●カラー／ホワイ
ト、イエロー ●価格（1ダー
ス）／5000円+税　
※お好みのカラーをお選び
ください。

人気のアッタスシリーズの中からあなた
にベストな1本をフィッティングしてリシャ
フトします。ミート率とヘッド軌道が安定
すれば、飛びも方向性も思いのまま。
今年こそベストスコアを更新しよう。

あなたにベストフィットする
アッタスをプレゼント

※フィッティング&リシャフト券のプレ
ゼントになります。東京、大阪、山口
のUSTマミヤフィッティングスタジオ
のいずれかでフィティングを受けるこ
とが可能な方のみご応募ください。

4方向に伸縮する素材を使用。肌
触りも非常にソフトで、ストレッチ性
能の高いパンツ。ベルト内側の滑
り止めテープには起毛タイプの
テープを使用し、アイテムの価値観
をより一層高めています。

4WAYストレッチだから
プレー中もストレスフリー!

SPEC ●価格／1万2000円+税　
※プレゼント品は、ホワイト Lサイズ

（ウェスト79-85㎝）です。

身生地にセーター素材を使用し、ストレッチ性
と快適性を追及した半袖シャツ。身頃部分に
は多様な編地変化を施し、シンプルでありなが
らテクニカルな印象を与えるアイテム。

素材のストレッチ性と
編地変化を生かした半袖シャツ

SPEC ●価格／1万1000円+税　
※プレゼント品は、Lサイズです。

ストレッチ性の高いニット素材の裏面に
メッシュパーツをボンディング。メッシュ
組織は肌離れに効果を発揮すると同時
に、表面へも浮かび上がり、スタイリッ
シュな見え方を実現しています。

ニットのストレッチ性とメッシュ裏で
スムーズなスイングをサポート

SPEC ●価格／1万5000円+税　
※プレゼント品は、Lサイズです。

軽量かつ大きくしなるシャフトを
速く振ることで、ヘッドスピードが
上がる振り方とタイミングが自然
と身に付く、ヘッドスピードUPに
特化した練習器具。ストレッチや
スタンスチェックにも利用可能。

振るだけで、自然に
ヘッドスピードがUPする

SPEC ●長さ／45、43インチ ●
素材／ポリカーボネート ●重量／
約260g ●価格／8300円+税
※プレゼント品は45インチです。

シャフトラボ
からのお年玉

アクシネット 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

三十五番

三十六番

1名様

1名様 住友ゴム工業
からのお年玉

アッタスシリーズ
リシャフト券

タイトリスト
T200アイアン
5本セット（6I-9I、P）

タイトリスト
TS1ドライバー

X4ボール
（1ダース）

ELDIOシャフト

1名様

1名様

4名様

2名様

三
十
八
番

三
十
七
番

五十一番 五十番

“女性ゴルファーの味方になるよ
うな製品を創りたい”をコンセプト
に誕生したNEWシャフトブラン
ド。感性をカタチにする「感性工
学」に基づき開発。「もっと真っす
ぐ」のNo.03と「もっと遠くへ」の
No.06をラインナップ。

女性専用設計の
NEWブランドシャフト

SPEC（No.03、No.06） ●ラインナップ／40R（46g）、40SR
（48g）、50SR（54g）、50S（56g） ●カラー／マゼンダ、ターコ
イズ、シャンパン ●価格／4万円+税　
※プレゼント品は、No.03マゼンダ40RまたはNo.06ターコイズ
50SRになります。お好みの仕様をお選びください。

三菱ケミカル
からのお年玉

™

ゼクシオイレブン
ドライバー

本間ゴルフ
からのお年玉

アディダスジャパン
からのお年玉

アディダスジャパン
からのお年玉

アディダスジャパン
からのお年玉

二十七番

17 16


