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高反発ドライバー

TOBUNDA 史上最高の超高反発性能

株式会社アルペン お客さま係　☎052-559-0160

Part 4

高反発ドライバーもボールも、
メーカーによって特性がさまざま。
自分に合うモデルを見つけて、

よりビッグドライブを目指してもらいたい。

太鼓のような真円に近いフェース形
状とソールに施した溝、クラウン部
の凸構造によりTOBUNDAシリー
ズ最高の反発係数0.865を獲得。対
応ヘッドスピード別に専用設計ヘッ
ド BLACK、GOLD、GOLDex の 3
種類をラインナップ。超軽量ヘッド
で、振りやすさも抜群だ。

TOBUNDA SUPER-D
ジャパーナ 79,990円（税抜き）

手応えのある音で
爽快な打球感

キャスコ株式会社 お客様ご相談ダイヤル　  0120-371-562

スピード感のあるパワ
フルな打音が感じられ
るようにした「ハイサ
ウンドランチャー」。打っ
た瞬間に高い反発と大き
な飛びの手ごたえを感じら
れる。480㎖の大型ヘッドにド
ライビングブースターを搭載し、
たわみをフェースに集中させて
反発性能を0.855にアップ。

Zeusimpact Easy Spec
kasco 100,000円（税抜き）

反発係数0.86オーバー
高反発ならではの弾き

有限会社カムイ／株式会社中条　☎0766-24-5622

2.2㎜の厚さの15-3-3-3チタンを
フェース材に使用。最薄部が1.9
㎜という超高反発ならではの弾
き、そして球のつかまりの良さ
を実現。フェース材を薄くする
ことにより、軽くなった余剰重
量をヒール側内部にチタンウェイ
トで加重。適合モデルよりも重心角が3
度大きくなり、打球時に自然と球がつか
まえられる設計になっている。

TP-09D HR
カムイ／中条 97,000円（税抜き）

オフセンターヒットでも
飛距離ロスを感じさせない

T&D株式会社　☎06-6567-0600

「抜群につかまる」と定評
のある段階薄肉クラウン
構造を採用。トゥ側に
かけて薄肉化されたク

ラウンが、軽量化ととも
にさらなるヒール側重心を

実現。超極薄1.9ミリで反発
係 数0.86以 上 の ゾ ー ン が
フェース面積の60%以上と
いう、広大な高反発エリア
を実現。

エレガント マキシマックス
WORKS GOLF 79,980円（税抜き）

高反発の飛びと
打ちやすさを高次元で両立

株式会社プロギア　  0120-81-5600

シャローフェースを大きく
たわませる新技術を採用し
た「U CUP フェース」でボー
ル初速アップを実現。さら
に480ccという大型高反
発ヘッド設計で深重心と
大きな重心角を実現し、
より「つかまり」より「上
がる」のが特徴。大きな
飛びとミートしやすさを
両立させている。

SUPER egg 480ドライバー
PRGR 120,000円（税抜き）

4つの「F」でゴルフを楽しく

株式会社フォーブス　☎03-3839-7751

「Force(力・強さ）」「Fighter（戦
士）」「Fair Play（フェアプレー）」

「Fortune（幸運）」の頭文
字「F」をモデル名に冠
した。世界初、ヘッド
内部のシャフト軸延
長線上のトゥ＆ヒー
ルにウエイトを搭載。
ヘッド内部に広大な
重心移動ゾーンを誕生
させた。

F power TM-101α
フォーブス 62,000円（税抜き）

高反発の飛びと心地よい打感が特徴

アキラプロダクツ株式会社　☎03-5652-4500

フ ェ ー ス に 高 反 発 系 素 材
DAT55G チタンを採用し、
高反発エリアを拡大させるこ
とに成功。心地よい打球感を
実 現 し て い る。 さ ら に、
460ccの大型シャローバッ
クフェースにすることで、ア
ドレス時の安心感と打ちやす
さを与えてくれる。

ADR PLATINUM
アキラプロダクツ 92,000円（税抜き）

ロフト角 BLACK 10.5度
GOLD 10.5度 11.5度
GOLDex 11.5度

ライ角 61.5度
対応ヘッドスピード BLACK 〜42m/s

GOLD 〜38m/s
GOLDex 〜35m/s

総重量 BLACK 280g
GOLD 264g
GOLDex 263g

ヘッド体積 485cc
反発係数 0.865

SPEC

ロフト角 10.5度
11.5度

対応ヘッドスピード  〜43m/s
総重量 280g
ヘッド体積 480cc
素材 チタン

SPEC
ロフト角 10.5度

11.5度
対応ヘッドスピード  〜43m/s
総重量 280g
ヘッド体積 480cc
素材 チタン

SPEC

ロフト角 10.5度
ライ角 60度
ヘッド重量 190g
総重量 282g（R）

285g（SR）
ヘッド体積 460cc
素材 チタン

SPEC

ロフト角 10.5度
11.5度

ライ角 60.5度
対応ヘッドスピード 45m/s
総重量 000g
ヘッド体積 480cc
反発係数 0.855
素材 チタン

SPEC

ロフト角 9.5度
10.5度
11.5度

ライ角 62度
ヘッド重量 189g
ヘッド体積 480cc
反発係数 0.855
素材 チタン

SPEC

ロフト角 8度
9度
10度
11度

ライ角 59.5度
対応ヘッドスピード 〜40m/s
ヘッド体積 450cc
反発係数 0.86
素材 チタン

SPEC
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高初速、高打ち出し角 低スピンが特徴

株式会社プロギア　  0120-81-5600

よりボールの初速が速く、打球の打ち出
し角が高く、バックスピンの量が少ない
高反発ボール。超反発素材のアイオノ
マーカバーを採用し、独自の超反
発eggコアとの組み合わせの2
ピース構造が、年齢や体力の
壁を超えたビッグドライブ
を実現してくれる。

SUPER egg ボール
PRGR 1ダース（12個入り） 6,000円（税抜き）

韋駄天シリーズ売り上げ No.1

EST　☎027-322-8380

ソフトなHSC Technologyの大径ソフトコアと
Dupon社の高反発カバー素材を採用。柔らかい
コアにカバーを少し硬くする内柔外剛設計をでさ
らに飛距離UP。312スモールディンプ
ルを使用。空気抵抗を抑え、弾道
での飛距離のロスを防いで、よ
り大きな飛びが得られる。

Super 韋駄天X
EST 1ダース（12個入り） 4,200円（税抜き）

どこまで初速を上げられるかを追求

二木ゴルフフリーダイヤル　  0120-562-550

世界でも最初速級の「MAX HOT CORE」を採用し、初速を
高めることを追求して開発。重量や大きさについては公認球と
同水準ながら、インパクト直後のボールのスピードは社内テス
トで最高水準を達成。ややソフト目なフィーリングと落ち着い
たインパクト音が特徴。

ALISTAR 撃飛（げきとび）
二木ゴルフ 1ダース（12個入り） 2,990円（税抜き）

日本製で高い品質を誇る3ピース構造

キャスコ株式会社 お客様ご相談ダイヤル　  0120-371-562

従来よりも13%やわらかさを向上させ、よりソフトな打感を
実現。新配合のハイリバウンドデュアルコアと高初速カバーと
の組み合わせで反発係数0.845にアップ。公認球よりわずかに
小さい直径で空気抵抗が2%減少し、アゲインストでも力強く
飛ぶ。

Zeusimpact2
kasco オープン価格

従来の飛びに
スピン性能が融合

T&D株式会社　☎06-6567-0600

「飛匠レッドラベル極」の飛び
はそのままに、めっちゃソフト
な打感と高いスピン性能が融
合。飛んで止まるというゴルフ
ボールの理想が、ついにルール
を超えてここに実現。反発性と
柔軟性のギリギリに設計した

「超高反発ソフテックアイオノ
マーカバー」を使用。

飛匠 RED LABEL めっちゃソフト
WORKS GOLF 1ダース（12個入り） 3,980円（税抜き）

飛距離と公認球に迫る
ソフトな打感を実現

株式会社レザックス  ☎0930-32-6622

チタンを配合した高反発大径ソフ
トコアで飛距離をアップ。さらに
サーリン素材使い、極限まで薄く
したカバーで打球感をソフトにし
ている。公認球と同じソフトな打
感でありながら、飛距離に悩むゴ
ルファーをサポートする、ルール
を超える大飛距離を実現。

FLYING RAIDERS カラー6個入り
LEZAX 半ダース（6個入り） 1,000円（税抜き）

高性能ダブルカバーと
3ピースで曲がらず飛ぶ

アキラプロダクツ株式会社　☎03-5652-4500

新開発ダブルカバー3ピースが大きな
飛距離とソフトフィーリング、コントロー
ル性能を実現。内柔外剛構造がさらに進化して、余計なスピン
を抑えて飛距離を出し、なおかつ曲がりにくい特徴を持つ。大
口径312ディンプルを採用し、風に負けない強弾道で打てる。

LD-400
アキラプロダクツ 1ダース（12個入り） 5,184円（税抜き）

高反発ボール

飛ぶ、そして止まる！ 
戦略的高反発ボール

株式会社アルペン お客さま係　☎052-559-0160

「高反発ボールは飛ぶけど止まらない」
といわれてきたが、ついに飛距離性能
とスピン性能が両立したボールが誕生。
ドライバーショットでは中間層がコアと同調
して反発力が大幅にアップし、アイアンショットでは
中間層がカバーと同調してスピン量が大幅にアップ！

TOBUNDA SUPER-DX
ジャパーナ 1ダース（12個入り） 3,476円（税抜き）
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