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応募方法　　　
本誌H P（h t t p://w w w.g o l f t o d a y.t v/
present/）から必要事項を明記のうえ、ご応募く
ださい。
2021年2月4日（木）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。
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方には、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。

テーラーメイド自慢のテクノロジーを
すべて搭載。ヘッドスピードもボー
ル初速も、球のつかまりもすべて
UP。いつも通りのスイングで、昨日
までの飛距離をラクラク超える。

クラブで飛距離は
変えられる

SPEC ●ヘッド体積／460㎤ ●長さ／
46インチ ●ロフト／9.5、10.5、11.5° ●
シャフト／Air Speeder TM（R、SR、S） ●
価格／8万4000円+税

※プレゼント品は
10.5°Rです。

ヘッドに施された3本のアライメントラインがヘッド・
ボール・ターゲットを一直線につなげる視覚効果
で、正確なセットアップとストロークを生み出す。

ターゲットを正確に狙い撃つ!
E型アライメント搭載

SPEC ●ロフト／3° ●長さ／33.34インチ ●価格／2万
5000円+税

ドライバーとアイアンでは卓越した飛距離
性能を発揮。さらに、すべてのショットでソ
フトな打感が得られる。タイトリスト、プレミ
アムディスタンスボールの最新作。

ソフトな打感からは想像できない
飛距離性能を発揮

SPEC ●構造／3ピース ●ディンプル数／
312個 ●カバー素材／高弾性フレキシマー ●
カラー／レインボーパール、パールイエロー、
マットグリーン ●価格／オープン（編集部調べ
実勢価格:5000円+税）

SIM
グローレ
ドライバー

1名様

※プレゼント品は34インチです。

シルバーブレードEE
03CS パター

1名様

※プレゼント品のカラー
は指定できません

※プレゼント品のカラーはシルバーになります。

タイトリスト
VG3ボール

（1ダース）6名様

プロギアからのお年玉

アクシネット ジャパン
からのお年玉
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テーラーメイド ゴルフ
からのお年玉

二
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番
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五番

七番

ゴールドミラーのエナメルアップリケで
フェニックスを大胆に配した迫力あふれ
るキャディバッグ。大小のポケットを効果
的に配置し、使いやすさも抜群。50本の
限定モデル。

高級感あふれる金色の不死鳥を
モチーフにした限定モデル

SPEC ●素材／合成皮革（PUレザー/シボ型
押し）  ●サイズ／9型、4㎏、47インチ対応 ●カ
ラー／ブラック、ホワイト ●価格／8万円+税

プーマスニーカーの人気モデル「RSシリーズ」をゴ
ルフ用にアレンジしたスパイクレスシューズ。クッ
ション性と反発性、防水性も兼ね備え、ゴルフ場だ
けではなくタウンでも着用出来るモデルです。

タウンでもゴルフ場でもOKの
人気デザインと高い機能性

SPEC ●素材／人工皮革+合成繊維、カーボンラバー 
●サイズ／25～28㎝ ●価格／1万3800円+税

GPSによるフルカラーのコースナビ
機能に加え、レーダーによるヘッドス
ピード、ボール初速、スマッシュファ
クター、スイングテンポ、推定飛距
離計測なども可能。

GPSナビ機能+レーダー計測機能
でコースでも練習場でも活躍

SPEC ●重量／119g ●サイズ／
W58.7×H114.2×D16.1㎜ ●防水等級
／IPX7 ●最大稼働時間／15時間 ●価
格／5万9800円+税

軽くて丈夫な大容量ボストンバッグ。取り外
し可能なショルダーストラップ付きで、ショル
ダーバッグとしても使用可能。余裕の収納
力と多くのポケットで機能性もバッチリ!

幅広いシーンで活躍する
2WAYボストンバッグ

SPEC ●サイズ／W47×H24×D26.5㎝ 
●価格／1万7000円+税

ルール限界の反発性能を発揮する「スパイダー
ウェブフェイス」にシャフトの向きが変わらない弾
道調整機能搭載。「サークルウェイト」による高
い直進性を持つヘッドに弾きとコントロール性を
備えるシャフトを装着。

高初速&強弾道と高い直進性で
思い通りに飛ばす!

SPEC ●ヘッド体積／460㎤ ●長さ／
45.5インチ ●ロフト／9.5、10.5° ●シャフト
／Speeder EVORUTION HV330（R、SR、
S） ●価格／12万円+税

インタープランニング
からのお年玉

マジェスティ ゴルフ
からのお年玉

ガーミンからのお年玉

プーマジャパン
からのお年玉

TSIグルーヴアンド
スポーツからのお年玉

住友ゴム工業
からのお年玉

ウィンウィンスタイル
MIGHTY PHOENIX 

キャディバッグ 1名様※プレゼント品はホワイトです。

※プレゼント品に
ボールは含まれません。

プーマ
RS-Gスパイクレス
シューズ

2名様
※プレゼント品は、ブラック
26.5㎝、ホワイト26㎝です。

マスターバニー
エディション
ボストンバッグ

1名様

ApproachG80
飛距離計分析ができる
GPSナビ

マジェスティ
コンクエストBK

ドライバー

1名様

1名様

六番

十番

十一番

※プレゼント品は
9.5°Sです。

ソフトな打感とすぐれたスピンコントロール性のZスター。強弾道による飛距離に
スピン性能も備えるZスターXV。そしてZスター◆（ダイヤモンド）はピンの真上か
らピタリとグリーンに止まる卓越したアイアンのスピン性能を発揮。

ベストな弾道が選べる3つのラインナップ

SPEC ●構造／3ピース（XVは4ピース） ●カバー素材／ウレタン+Spin Skin
コーティングwith SeRM ●ディンプル数／338個 ●価格／オープン

スリクソンZスター
ボール（1ダース）

3名様 ※プレゼントボール品の
モデルは指定できません。
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ヘッドのトゥ側、ヒール側の広い範囲をカーボンコ
ンポジット化。ルール上限の慣性モーメントで、ミ
スヒット時にも高いボール初速と直進性でブレず
に大きな飛距離が得られる。

ルール限界の直進性で飛ばす
革新のカーボンコンポジットヘッド

SPEC ●ヘッド体積／460㎤ ●長さ／45.25インチ 
●ロフト／10.5° ●シャフト／HIGH REPULSION 
KICK RD5900（R、SR、S） ●価格／7万円+税

デイアマナシリーズの中でもブルー
系、いわゆる“青マナ”は、クセの無い
しなりが特徴。最新の加工技術と素材
を駆使し高重量・大慣性モーメントヘッ
ドの特性をフルに引き出す。

クセの無いしなりが身上の
“青マナ”の最新作

SPEC ●重量（60S）／64g ●キックポイント／中
元 ●長さ／46インチ ●価格／4万円+税
※シャフト単体でのプレゼントとなります。組付けは知
識と技術を持つショップや工房に依頼してください。
組付け費用は当選者様の負担となります。

トレンドのチェック柄を切り替えで使用した中
綿ブルゾンは防風性、撥水性、透湿性を備え
たストレッチ素材。袖を取り外せる2WAY仕
様。ボトムスはブルゾン同様の機能素材を使
用。中綿入りの暖かさとスッキリとしたシルエッ
トでスタイリッシュなコーディネートが可能。

スタイリッシュに! そして快適に!

SPEC ●価格／上衣:2万1000円+
税、下衣:1万6000円+税

感性工学に基づき、女性がシャフトに求める性能、フィーリング
を追求した女性専用モデル。安定性重視の№3と振り遅れを
抑える№6をラインナップ。どちらも、マゼンタ、ターコイズ、シャ
ンパンの3カラーをラインナップ。

シャフトがショットを変える女性専用設計シャフト

SPEC ●重量（№6 40R）／48g ●キックポイント／中 ●長さ／46イン
チ ●価格／4万円+税
※シャフト単体でのプレゼントとなります。組付けは知識と技術を持つショッ
プや工房に依頼してください。組付け費用は当選者様の負担となります。

マスターバニー定番のトートバッグ。
シンプルなデザインだから、ゴルフ
シーンはもちろん、旅行やアウトドア、
フィットネスなど様々なシーンで活躍!

ゴルフ以外にも
幅広いシーンで活躍!

SPEC ●サイズ／W57（上）41（底）×
H35×D15.5㎝ ●価格／1万5000円+税

多くのプロゴルファーが愛用する
ピンの人気アイアン「i210」の
バックフェースをモチーフにしたス
タイリッシュなデザインに、保冷ポ
ケット、貴重品ポケットなどの機能
性に富んだモデル。

白黒の高いコントラストと太いアライメントライン
が正確なアドレスと、残像効果によるストレートな
ストロークをサポート。ソフトフィールと安定したコ
ロがりのホワイト・ホットRXインサートを搭載。

USPGAツアーやJGTO
ツアーで使用されている
ツアー・イシューマークを
3D刺繍でキャップのフロ
ントに! プレミアム感あふ
れるキャップ。

i210アイアンのバックフェースを
モチーフにしたデザイン

アドレスからストレートな
ストロークまでサポートトーナメント仕様の

ロゴ入りキャップ

SPEC ●素材／合成皮革（PU） ●サイズ
／9.5型、3.6㎏、47インチ対応 ●カラー／ホ
ワイト、ネイビー、ガンメタル、ターコイズ ●価
格／3万7000円+税

抜群の視認性と飛距離性能で人気の「ボルビックVIVID」がリ
ニューアル。「ナノビスムコア」の採用でボール初速がアップ。3本
ラインの「V・A・S（ボルビック・アライメント・システム）」も搭載。

飛距離性能をアップーデートした
マットカラーボール元祖

SPEC ●構造／3ピース ●カバー素材／アイオノマー 
●ディンプル数／322個 ●カラー／レッド、オレンジ、レモン
イエロー、グリーン、ピンク ●価格（1ダース）／4900円+税

アクシネット ジャパン
からのお年玉

グローブライド
からのお年玉

三菱ケミカルからのお年玉
™

三菱ケミカルからのお年玉
™

TSIグルーヴアンドスポーツ
からのお年玉

フォーティーンからのお年玉

キャロウェイアパレル
からのお年玉

2019.05.31
UPDATEデータ名 キャロウェイブランドロゴ

※ロゴ、またはキャロウェイの英語表記をする場合はそのつどアプルーブが必要です。

中央

中央

PROTECTIVE ZONE PROTECTIVE ZONE - BRAND LOGO LOOK-UP
ロゴ周りの余白に注意してください。

ピンゴルフジャパン
からのお年玉

キャロウェイゴルフ
からのお年玉トゥルーテンパー

スポーツからのお年玉

FDRからのお年玉

※ボールのカラーは指定できません。

ボルビック
VIVID
ゴルフボール

（1ダース）

※プレゼント品は
ネイビーです。

ピンキャディバッグ
CB-P202

ソフトなフィーリングの防水人工皮革
に、ツアープロが認めた高いグリップ
力とクッション性を発揮する高機能
ソールを搭載。さらにBoaシステムが
しっかり足をホールドする。

プロが認めたグリップ力の
スパイクレスシューズ

SPEC ●素材／防水ソフト人工皮革 ●サイ
ズ／24.5～30㎝（ホワイト×ブルーのみ） ●カ
ラー／ホワイト×ブルー、ホワイト×レッド、ホワイ
ト×ライム、ブラック×ライム ●価格／オープン
（編集部調べ実勢価格:2万4000円+税）

※プレゼント品はホワイト×ブルー27.5㎝です。

フットジョイ
プロSL コア Boa

1名様
※プレゼント品は10.5 SRです。

オノフAKA 
RD5900
ドライバー

1名様
※プレゼント品は
60 Sです。

ディアマナTB
ウッド用シャフト

1名様

※プレゼント品は
上下ともLサイズです。

キャロウェイ
中綿ブルゾン&パンツ

1名様

※プレゼント品は58°
スタンダードソール
N.S.PRO TS-114wです。

RM4 ウェッジ

1名様※プレゼント品は
56°N.S.PRO DS-9Iw
です。

DJ-4

1名様※プレゼント品は
SW N.S.PRO 950GH
HTです。

C-036

1名様

マスターバニー
エディショントートバッグ 1名様

エルディオ
ウッド用シャフト

※プレゼント品は、
No.6 40R マゼンダです。1名様

※プレゼント品は34インチです。

オデッセイ
アイトラックスパター
DOUBLE WIDE

1名様
※カラーは指定できません。

トゥルーテンパー
キャップ

8名様

5名様
1名様

十二番

十八番
二十番

十
六
番

十
五
番

十
七
番

SPEC ●ヘッド素材／ステンレス ●インサート／ホワイ
ト・ホットRX ●長さ／33、34インチ ●価格／2万5000円
+税

SPEC ●素材／ポリエステ
ル65%、綿35% ●カラー／ホ
ワイト×ネイビー、ホワイト×、ブ
ラック、ブラック×ホワイト、ブ
ラック×レッド ●サイズ／フ
リー ●価格／4500円+税

「ステップブレード」「NEW逆テーパーブ
レード」「精密設計スコアライン&鏡面
ミーリングフェース」「2タイプのソールタ
イプ」が高い操作性とスピン精度を発
揮。プレーヤーのテクニックを引き出す。

腕利きゴルファーの
要求に応える高精度ウェッジ

SPEC ●ヘッド素材／軟鉄 ●長さ（58°）／
35インチ ●シャフト／N.S.PRO TS114w

（WEDGE）、N.S.PRO TS-101w（WEDGE） 
●価格／2万4000円+税

アマチュアがよりやさしく打てるクラブを
追求してきたフォーティーンが「ラクにス
ピンがかけられる」を目指して開発した
ウェッジ。やさしさとハイスピン性能を凝
縮。

アマチュアに
もっとスピンを!

SPEC ●ヘッド素材／軟鉄 ●長さ（58°）／35
インチ（ ③は35 . 25インチ） ●シャフト／①
N.S.PRO DS-91w（WEDGE）、②N.S.PRO 
TS-114w（WEDGE）、③FT-62w（WEDGE） ●
価格／①②2万2000円+税、③2万4000円+税

ソールセンターに“谷”を設けた「キャニ
オンソール」が、ダフリを軽減。多少ボー
ルの手前に設置しても“跳ねず”“刺さら
ず”にヘッドがスッと抜ける。

ダフリ知らずの
“やさC”ウェッジ

SPEC ●ヘッド素材／軟鉄 ●長さ（SW）／
34.75インチ（③は35インチ） ●シャフト／①
N.S.PRO 950GH HT（WEDGE）、②N.S.PRO 
TS-114w（WEDGE）、③FT-62w（WEDGE） ●
価格／①②2万2000円+税、③2万4000円+税

二十一番

二十五番

二
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八
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トゥルーテンパー
スポーツからのお年玉

SPEC ●素材／ポリウレタン ●サイズ／7.5型、2.9㎏ ●カラー／
ホワイト、ブラック ●価格／オープン（編集部調べ実勢価格:3万
1800円+税）

ヒッコリー時代のキャディバッグを思わせる、素材感を生か
したシンプルな大人のデザイン。7.5型、2.9㎏のスリム&
軽量タイプ。

素材感を生かした
シンプルでクラシカルなデザイン

SPEC ●素材／ポリエステル88%、合成繊維（ブレス
サーモ）12% ●サイズ／M、L、XL ●カラー／ブラック、グ
レー杢、ホワイト ●価格／1万2000円+税

水分で発熱するブレスサーモに2層のポリエステ
ルを組み合わせた特厚の「デラックスウォーム」生
地を使用したアンダーウェア。厳寒の次期にも快
適なプレーをサポート。

ブレスサーモアンダー史上
最強の暖かさ

SPEC ●素材／表地：ポリエステル89%、ポリウレタン11%、
裏地: ポリエステル99%、ポリウレタン1% ●サイズ／M、L、XL、
2XL ●カラー／ブラック、レッド、ホワイト、ディープネイビー●価
格／1万4000円+税

表地のストレッチ素材に加え、どんな動きにも隙間なく
フィットする「ミズノテックライニング」を使用。ウェア内
部の空気の対流を抑制し暖かさをキープします。

温まった空気を逃がさず
保温力をキープ

キャスコからのお年玉

ブリヂストンスポーツ
からのお年玉

ブリヂストンスポーツ
からのお年玉

テーラーメイド ゴルフ
からのプレゼント

シャフトラボからの
お年玉

日本シャフトからの
お年玉

テーラーメイド ゴルフ
からのプレゼント

ヤマハからのお年玉

藤倉コンポジット
からのお年玉

鮮やかな発色と輝きで人気の「キラ
ボール」の最新作。さらに輝きを増し
た高輝度Wカバーは反発力とソフト
フィールを併せ持ち、卓越した飛距離
とソフトな打感を両立する。

輝き、飛距離、打感すべてを
磨いた至高のキラボール

SPEC ●構造／4ピース ●カバー素材／ソフトアイオノマー ●ディンプル数／272個 ●
カラー／ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー、レッド ●価格（1ダース）／オープン

ブリヂストンタイヤのトレッドパタン
デザインチームと共同開発。シリー
ズ最高のグリップ力とホールド感を
向上させ、快適な履き心地とスイン
グの安定性をサポート。

タイヤのテクノロジーを
生かした高いグリップ力を発揮

SPEC ●素材／甲:人工皮革、底:合成底（合成樹脂×合成ゴム） ●サイ
ズ／24.5～28㎝ ●カラー／白×黒、トリコロール、黒 ●価格／オープン

※ボールのカラー
は指定できません。

キラ ダイヤモンド
ボール（1ダース）

5名様

※プレゼント品は
白×黒26㎝です。

ゼロ・スパイク バイター
ツアー SHG100

1名様

※プレゼント品は
ブラックLサイズです。

バイオギア
ブレスサーモデラックス
ウォームハイネック

1名様※プレゼント品は
ブラックLサイズです。

テックライニング
ストレッチムーブ
ウォーマー

1名様
※プレゼン品はホワイトです。

フットジョイ
モノトーンシリーズ

ライトスタンドバッグ

1名様

※プレゼント品は、スモール
スラント、34インチです。

スパイダー
FCG パター

1名様
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ショルダーベルトの本
数と取り付け方で、さま
ざまな担ぎ方が可能

SPEC ●素材／ポリエステル（TPUコーティング） ●サイズ／9
型、3㎏、48インチ対応 ●カラー／ヴィンテージホワイト、ストーンブ
ラック、スモーキーブルー ●価格／3万1000円+税

ポリエステルにTPUコーティングを施した、独特な光沢の
素材感を生かしたカジュアルデザイン。3㎏の軽量設計と
ショルダーベルトのアレンジでリュックのようにも担げる。

素材感を生かした
カジュアルデザイン

SPEC ●ヘッド素材／ステンレス+アルミニウム
+タングステンウェイト ●インサート／ピュアロール 
●長さ／33、34インチ ●価格／4万円+税

大型マレットならではの寛容性とアライメント
性を持ちながら、重心をフェース側に寄せた
設計で、ブレードタイプの操作性も持たせた、
新世代の大型マレットパター。

重心位置の最適化で大型マレットに
ブレードタイプの操作性をプラス

SPEC ●ヘッド素材／フェースSAE8655クロムモリ
ブデン鋼、本体:軟鉄（S20C） ●ロフト（7I）／30° ●
シャフト／①N.S.プロ モーダス3ツアー105（S）、②MCI 
B65（S） ●価格（6本セット:5-9I、P）／①10万8000円
+税、②12万円+税

トゥ側のヘッド剛性を高め、打感を向上させながら、番手ご
とに操作性を最適化する「パワースタビライザー」、ミスへ
の許容性と反発性能を高める「360°ポケットキャビティ」な
どで、アイアンに求められる機能を追求したモデル。

打感と飛距離とやさしさを
兼ね備えたポケットキャビティ

※フジクラゴルフクラブ相談室（中野店、木場店、藤沢店、
名古屋店、大阪店）に来場できる方に限ります。

フジクラゴルフクラブ相談室で、あなたにピッタリのフ
ジクラシャフトをフィッティングして、リシャフトを行いま
す。ショットが見違えること間違いなし!

フジクラシャフトを
フィッティングしてリシャフト

SPEC ●素材／ウール51%、ポリエステル49%（裏地:ポリエステル
100%） ●カラー／ブラック、ネイビー、ホワイト ●サイズ／M、L、XL、2XL 
●価格／3万2000円+税

ウール素材のナチュラルな暖かさにストレッ
チ糸で快適なフィット感と型崩れしにくさを
プラス。さらに、裏地付き仕様で防風性も備
えたフルジップセーター。

裏地付きだから風の日でも快適!

SPEC ●価格／1万円+税

トート型のバッグの前面に、収納ポケッ
トを配置。収納力と使い勝手にすぐれ
たデザインで、ゴルフシーン以外でも活
躍する。

使いやすくてカッコいい
トート型のバッグ

USTマミヤの人気シャフトシリーズの中から、
あなたにピッタリのシャフトをフィッティングし
て、リシャフトします。ドンピシャシャフトで飛距
離と方向性を高めよう。

あなたにピッタリの
アッタスシャフトにリシャフト

SPEC ●フレックス／S200、X100 
●価格／オープン

シャフト内部に装着された「ウェイト
ロックテクノロジー」で、番手ごとの重
量誤差と個体差を解消。すべてのゴ
ルファーに同じパフォーマンスを提供
する超高精度シャフト。

プロアマ問わず全てのプレーヤーに
精度の高いショットをサポート

日本シャフトのロゴが入ったヘッドカバー、1W、FW、HY
とN.S.PROのロゴ入りキャップをプレゼント。すべて非
売品のレアものだ。

ゴルフ好きにはたまらない
非売品のレアもののセット

※プレゼント品は
ヴィンテージホワイトです。

2Wayキャディバッグ1名様

フジクラシャフト
フィッティング&

リシャフト券

ウール
ブレンドセーター

ラインドジャケット

ツアーB 
202CBP
アイアンセット

2名様

1名様

アクシネット
ジャパン

からのお年玉

ミズノからの
お年玉ミズノからの

お年玉

※プレゼント品はN.S.プロ モーダス3ツ
アー105 S 6本セット（5-9I、P）です。

ダイナミックゴールド
EXツアーイシュー
アイアン用シャフト

（6本組:5-9I、P）

1名様 ※プレゼント品は
S200です。

USTマミヤ
オリジナルボストンバッグ

1名様

オリジナルヘッドカバーと
キャップのセット

5名様

アッタスシリーズ
フィッティング&
リシャフト券

1名様

1名様 ※プレゼント品は
ブラックLサイズです。

※フィッティングラボ東京に
来場できる方に限ります。
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