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MALLET GOLF GEAR

軽く硬い“スカンジウム合金”のヘッドに
チタンの7倍硬い超硬質鋼材を使用したアイアンフェイス搭載。

飛距離・方向性・打感、全てにおいて“異次元”を体感できます。

プレーヤー待望の
“マウント ヤマザキ”ブラント誕生。

品番 MY-9700
本体価格 ¥100,000＋税
シャフト IPカーボン（16φ）
ヘッド スカンジウム合金（44.6φ-全長170mm）
フェイス 超硬質鋼（50φ-2R/2R）
総重量 690g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー Sグレー
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー／メンテナンスキット付

品番 MY-9500
本体価格 ¥78,000＋税
シャフト NEWカーボン（16φ）
ヘッド スカンジウム合金（44.6φ-全長170mm）
フェイス ホワイトチタン（50φ-2R/4R）
総重量 640g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー シルバー、レッド
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

品番 MY-1500
本体価格 ¥75,000＋税
シャフト IPカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（45φ-全長170mm）
フェイス 64チタン/純チタン（50φ-2R/2R）
総重量 645g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー ブルーグレー
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

ヘッドは“スカンジウム合金、
フェイスはホワイトチタンをセッティングした

軽量モデル。

左右硬さの違うチタンを装着
遠・近距離に合わせて使い分けられます。

シャフトは”粘り”の強いIPカーボンを搭載！

ヘッドに
新素材
搭載!!

専用カバー・
メンテナンスキット付

専用カバー付

専用カバー付
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専用カバー付

スイングのブレを軽減し、ボールの芯を的確に捕える
7:3バランスのライトモデル!

フェイスの素材がホワイトチタンのF-7700とアルミ合金のF7500
2タイプがラインナップ。

打球面は最高素材の64チタン!
シャフトはあらゆる状況にも対応できるハイパーミットカーボンを搭載!

バランスが最高の“一番人気”モデル!

品番 F-7500
本体価格 ¥40,000＋税
シャフト NEWカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（50φ/40φ-全長150mm）
フェイス アルミ合金（50φ-2R）
総重量 630g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー イエロー、シルバー
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

品番 F-4300
本体価格 ¥70,000＋税
シャフト ハイパーミッドカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（45φ-全長170mm）
フェイス 64チタン（50φ-2R/4R）
総重量 640g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー シルバー／レッド
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

サブマリン
ボディ

（異形ヘッド）
片面打

業界初!!
64チタン
フェイス

採用!

品番 F-7700
本体価格 ¥50,000＋税
シャフト NEWカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（50φ/40φ-全長150mm）
フェイス ホワイトチタン（50φ-2R）
総重量 650g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー イエロー、シルバー
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

3Division設計 7:3バランス

サブマリンボディ

自然体でフルスイングできます。
フロント側に重心を持っていくことで
スイングのブレを軽減し
ボールの芯を的確に捕えます。
アドレス時の目線が従来モデルより
中心にセットできるので方向性も
バツグンです。

リヤ側を細く絞り込み
インパクト後の振り抜けやすさを追求しました。

重量 7:3バランス

専用カバー付

専用カバー付

品番 F-2600
本体価格 ¥80,000＋税
シャフト ハイパーミッドカーボン（16φ）
ヘッド ホワイトチタン（48φ-全長170mm）
フェイス ホワイトチタン（50φ-2R/4R）
総重量 720g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー チタングレー
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

専用カバー付

インパクト時の力を効率よく伝える!
“オールチタン”ヘッドを採用!

新たにハイパーミッドカーボンシャフトを搭載した最強モデル!

シルバー

イエロー

重心

フロント リア
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ネイビー

ブルー

ワイン

ピンク

品番 F-405
本体価格 ¥28,000＋税
シャフト ハイフレックスカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（50φ-全長170mm）
フェイス 純チタン（50φ-4R/4R）
総重量 680g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー ゴールド
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

品番 F-5300
本体価格 ¥47,000＋税
シャフト ハイパーカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（45φ-全長170mm）
フェイス ホワイトチタン（50φ-2R/4R）
総重量 635g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー ブラック
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

品番 F-603
本体価格 ¥17,000＋税
シャフト ハイフレックスカーボン（16φ）
ヘッド 高力アロイ（50φ-全長170mm）
フェイス アルミアロイ（50φ-3R/3R）
総重量 605g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー ネイビー、ワイン
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

品番 F-402
本体価格 ¥13,000＋税
シャフト アルミアロイ（16φ）
ヘッド 高力アロイ（50φ-全長170mm）
フェイス アルミアロイ（50φ-3R/3R）
総重量 685g （75cm）
グリップ G25 パワーグリップ（25φ）
カラー ブルー、ピンク
サイズ 70・75・80cm
オプション／プラス重量 （15~30g） ¥3,000~

誰にでも扱える使いやすさを追求した
チタン普及モデル！

ロングコースでの飛距離もバツグン！
インパクト時の打感が最高！

ハイパーカーボンシャフト採用。

ハイフレックス
カーボンシャフトを

搭載した軽量モデル！

誰にでも扱える
入門用バリューモデル！
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OPTION（スティックのオプションパーツ）

スモールバタフライ・ヘッドサブマリンボディ・ヘッド
アドレス（構えた）時に目標

（ターゲットライン）に向
かい立ちやすい設計です。
ボディを４５φにして打球
面との差を小さくし、更に
構えやすくしています。

リヤ側を細く絞り込みイン
パクト後の振り抜けやす
さを追求しました。フロン
ト側に重心を持っているこ
とでスイングのブレを軽減
しボールの芯を的確に捕
えます。

オールチタン・ヘッド
ヘッドのすべてのパーツがホワイトチ
タン製です。インパクト時の力をヘッド
全体で吸収し、反発力を高めています。

beNd POINT〈シャフトの湾曲部〉

FLeX〈シャフトの柔軟性〉

Hベンド（先調子）＝
ヘッドに近い位置にベ
ンドポイントを設定

Gベンド（胴調子）＝
グリップに近い位置に
ベンドポイントを設定

プレーヤーの方の身長に合わせてシャフトの長さをお選びください。

オウン・ネーム〈名前入れ刻印オプション〉 シャフト交換
ランファス・マレットゴルフスティックには、ご希望により
名前入れ刻印のオーダーを承ります。

（漢字・ローマ字、カラー／黒・赤・青）
※ネーム以外の場合は別途料金がかかります。

名前入れ刻印オプション：￥2,500+税（フルネーム）

重量調整【プラス重量】 15g〜30g ¥3.000＋税

パワーグリップ G-25 ￥2,200+税

アイアンフェイス 64チタンフェイス
チタンの７倍硬い超硬質鋼材を使用。
異次元の打球感を実現！
※稀に錆が発生する
ことがあります。
メンテナンスキットで
お手入れをして下さい。

純チタンに比べ約3倍硬く反発性にも
非常に優れている最高級の素材です。

ホワイトチタンフェイス
チタンの中では中レベルの硬度があ
り打撃時の感覚が手に伝わります。反
発力も良く 高級感のある光沢仕上に
しています。

純チタンフェイス
ジュラルミン（アルミ）に比べ硬く打感
も良く、耐食性にも優れています。

硬◀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フェイス硬度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶軟

硬い◀・・・・・・・・・・・中間・・・・・・・・・・▶柔らかい

アイアン 64チタン ホワイトチタン 純チタン

フェイス硬度比較
フェイス素材の硬度によって
打感もいろいろ！

自分の名前を刻印できます！

重量調整オプション

グリップ交換

フェイス（打面）

ヘッド形状

重量調整 【プラス重量】を
15g〜30gの範囲で調整します。
新規購入品はもちろん、使用品も含めランファス・マレットゴルフスティックに対応します。
※一部対応出来ない商品があります。

・	素　材	：	高弾性エラストマー
※日本製

柔らかく、すべらない、手にしっとり吸いつく
感触が最高です。使用後、表面の汚れを薄め
の中性洗剤で落とせば、フィット感がよみが
えります｡

ブラック

イエロー

オレンジ
×イエロー

ブルー
×ホワイト

レッド
×ホワイト

FUNCTION（スティックの機能）

ハイフレックスカーボンシャフト
“しなり”を重点に開発したシャフトです。芝・長距離コースの攻略
に最適。打った時の衝撃も和らげてくれます｡

MS-2 ¥7.000＋税
FLeX&

beNd POINT

ハイパーカーボンシャフト
弾きが強く、ロングコースや芝コースなどで楽に距離を稼ぐことがで
きます｡“しなり”ポイントを従来のシャフトよりもグリップ側に設計
しています。これによりボールを自然に上から捕らえることが可能に
なり、準回転のボールを打ち出せます｡

MS-6 ¥8.000＋税

FLeX&
beNd POINT

NEWカーボン
新開発”NEWカーボン”シャフト。軽く・強く、特にねじれに強い 
新感触シャフト。

MS-10 ¥11.000＋税
FLeX&

beNd POINT

IP（イオンプレーティング）カーボン
ハイパーミッドカーボン表面にIP（イオンプレート）処理を施し粘
り強さをプラス、打球感が最高！

MS-9 ¥12.000＋税
FLeX&

beNd POINT

ハイパーミッドカーボンシャフト
人気シャフト“ハイパーカーボン”をチョット硬めにセッティング
ロングコースでは距離を稼ぎ 近距離では微妙なタッチ（感覚）で
打つことが出来ます。

MS-7 ¥9.500＋税

FLeX&
beNd POINT

MS-8 ¥21.000＋税βチタンシャフト
カーボンシャフトの３倍の強度を持つ“最強”のβチタンシャフト
です。弾きが超強く、良く飛びます。近距離の方向性も抜群！ FLeX&

beNd POINT

ソフトハード ミッド
ハード

スティック適合サイズの目安
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品番 M-01〈単色ボール〉
本体価格 ¥1,000＋税
素	材 合成樹脂
サイズ 直径75（±0.5）
重	量 220g〜230g
※日本製

品番 M-03〈蛍光ボール〉
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 合成樹脂
サイズ 直径75（±0.5）
重	量 220g〜230g
※日本製

品番 M-07〈ディンプルマーブルボール〉
本体価格 ¥1,500＋税
素	材 合成樹脂
サイズ 直径75（±0.5）
重	量 220g〜230g
※日本製

品番 M-47〈デュアルティンプルボール〉
本体価格 ¥2,300＋税
素	材 外／硬質ハイブリッド樹脂・中／合成樹脂
サイズ 直径75mm（±1.0mm）
重	量 230g〜240g
※日本製

品番 M-48〈スモールデュアルクリスタルボール〉
本体価格 ¥2,200＋税
素	材 外／硬質ハイブリッド樹脂・中／合成樹脂
サイズ 直径70mm（±1.0mm）
重	量 190g〜205g
※日本製

品番 M-02〈マーブルボール〉
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 合成樹脂
サイズ 直径75（±0.5）
重	量 220g〜230g
※日本製

品番 M-04〈ディンプルボール〉
本体価格 ¥1,500＋税
素	材 合成樹脂
サイズ 直径75（±0.5）
重	量 220g〜230g
※日本製

品番 M-43〈デュアルボール〉
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 外／硬質ハイブリッド樹脂・中／合成樹脂
サイズ 直径75mm（±1.0mm）
重	量 230g〜240g
※日本製

品番 M-45〈スモールデュアルティンプルボール〉
本体価格 ¥2,300＋税
素	材 外／硬質ハイブリッド樹脂・中／合成樹脂
サイズ 直径70mm（±1.0mm）
重	量 190g〜205g
※日本製

イエロー

蛍光オレンジ オレンジ

オレンジ系

イエロー イエロー

イエローイエロー

レッド レッド

レッドレッド

パープル パープル

パープルパープル

オレンジ系

ブルー

蛍光ピンク ピンク

ピンク系

ピンク ピンク

ピンクピンク

グリーン系

ピンク

蛍光イエロー イエロー

グリーン系

オレンジ ナチュラル

オレンジ オレンジ

オレンジオレンジ

ピンク系

レッド ブルー系

ホワイト N/ブルー

グリーン グリーン

グリーングリーン

ナチュラル

グリーン N/ピンク

ピーチ

パープル

デュアルボール（2層構造）
合成樹脂のコア部（芯）に
特殊硬質素材（硬質ハイブリッド樹脂）の外側を
採用したキズにも強く文字も消えない二重構造。
打球もまっすぐ転がります｡

※ランファス・マレットゴルフボールはすべて全日本マレットゴルフ連盟公認球です。（マーク入り）

75mm

75mm

75mm

75mm

75mm 75mm

75mm

70mm70mm

合成樹脂

特殊硬質素材（硬質ハイブリッド樹脂）
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GeAR〈マレットゴルフ用品〉

品名 メッシュボールポーチ レザー

品番 M-72
本体価格 ¥3,700＋税
素	材 ナイロンレザー
※日本製

品名 ポーチ レザー

品番 M-73
本体価格 ¥2,500＋税
素	材 ナイロンレザー
※日本製

品名 メンテナンスキット

品番 M-74
本体価格 ¥3,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 フィットボール

品番 M-71
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 ナイロン／コルク
※日本製

品名 MYフィットベルト

品番 MY-68
本体価格 ¥2,500＋税
サイズ S、M
素	材 ナイロン
※日本製

品名 MYボールクリーナー

品番 MY-66
本体価格 ¥1,300＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 MYボールカードポーチ

品番 MY-65
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 MYボトルケース

品番 MY-64
本体価格 ¥1,300＋税
素	材 ナイロン
※日本製

腰を守るフィットベルトがシステムベルトに！
プレーの状況に合わせた組み合わせで、付け外しも簡単！

ポーチ

クリーナー

クロス

レッド

レッド

レッド

ブルー

ブルー

ブルー

ボールクリーナにボールを入れてクリーナー本体
を握る様に下の取り出し口からボールを出します。
これによりボールについたゴミや汚れなどを拭う
ことができます。

便利で簡単！ ボールクリーナー

最大3個のボールとスコアカードを携帯出来るベルト付
ウエストポーチです。両サイド2つのメッシュポケットはペ
ットボトルの収納としても利用できます。高級感のあるレ
ザー生地を使用。
厚幅ベルト（35㎜）付（ウエスト100ｃｍまで対応）

タオルはもちろん、長財布が入るゆったりサイズの
ポーチです。別売りフィットベルトと組み合わせる
と使いやすさアップ。	 	 	
	 	

自分の打ちたい場所へガイド（案内）してくれる…
『ムダ』な力を取り除きスコアアップ!!
リラックスしてプレーできる優れものGGフィーットボール

①フィットボールの輪をグリーップに通
します。

②左手を主にスイングする場合
・左手の小指と薬指の付け根にボール
を挟みます。
・調整ストッパーで締め付けの強さを整
えます。

③右手を主にスイングする場合
・右手の人差し指と中指の付け根にボ
ールを挟みます。
・調整ストッパーで締め付けの強さを整
えます。

■右打ちの基本的使い方

①

②

③

MY-68 フィットベルトにも対応

MY-68 フィットベルトにも対応
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グレー

ブルーパープル

スポーツ時の水分補給用として
ペットボトル専用ポーチです。
（500ml／350ml対応）

小物等を携帯できる
便利なウエストポーチです。

品名 ウエストポーチ

品番 M-15
本体価格 ¥1,800＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 ボトルポーチ

品番 M-41
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 ナイロン
※日本製
（保冷アルミフィルム内蔵）

品名 ベルトポーチ

品番 M-18
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 ボールカードポーチ

品番 M-26
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 ボールホルダー（ベルト式）

品番 M-35
本体価格 ¥800＋税
素	材 ナイロン
※日本製

エンジレッドレッド ベージュネイビーネイビー

ベルトに通してセット
するだけで、ボールと
スコアカードを同時
に携帯できます。

ベルトに通してスコア
カードや小物を携帯す
るのに便利です。飾り
ベルトにはボールホル
ダーを装着できます｡

予備ボール入れに
最適です｡ボール落
下防止のカバー付
（ベルト通式）
※ボールは付属し
ません。

エンジブルー

最大3個のボールとスコアカードを携帯でき
るベルト付きウエストポーチです。両サイド2
つのメッシュボールポケットは、ペットボトル
の収納ポケットとしても利用できます。
※ボール、スコアーカードは付属しません。

品名 メッシュボールポーチ

品番 M-38
本体価格 ¥3,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 メッシュボトルポーチ

品番 M-55
本体価格 ¥3,200＋税
素	材 ナイロン
※日本製

エンジ

ボール２個とスコアカード・ペットボトル収
納可能。350ml、500mlどちらのペットボ
トルにも対応し水分補給も安心です。	
ポーチの中は切換えし加工	 携帯電話など
も入ります。	

レッド

ネイビー

ボール２個とスコアカードが収納できま
す。お持ちのベルトに通すだけのコンパク
トタイプ。350ml、500mlどちらのペッ
トボトルにも対応します。
■ベルト通し式

磁石

品名 Wボールボトルポーチ

品番 M-54
本体価格 ¥2,500＋税
素	材 ナイロン
※日本製

エンジ

■使用可能サイズ
ヘッド長さ	20cm以下
シャフト長さ	80cm以下

品名 スティックケース

品番 M-28
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 ナイロン
※日本製

品名 マグネットグリップ

品番 bH-7160
本体価格 ¥1,000＋税
素	材 合成皮革、磁石
サイズ 約幅2.5×長10×厚0.3cm
重	量 約6g

※スチール製マーカーが装着可能
※中国製

ネイビー

ネイビー

マーカー装着方法

ブラック
（09）

キャメル
（12）

ブラウン
（13）

レッド
（62）

ピンク
（64）

※マーカーは別売りです。
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グレー

ブルー ピンク クリア

ヘッドのキズを防ぐ
マレットゴルフヘッド専用カバー。

雨の日専用。
丈夫で破れにくい！

水に強い特殊材質のスコアカードです。雨の日
エンピツでのスコア記入も楽々、文字も落ちま
せん。乾いたら消しゴムで落とせば数回使用で
きます。

ホルダー側にマグネットが付いています。
安全ピンが付いているので
どこにでも取り付け可能です。

カードケース、エンピツ（１本）、カバーの３点セ
ット。雨の日のプレーでもスコアカードを濡らさ
ずにスコアを記入出来る透明フィルム付です。

カードケース、
スコアカード（3枚）、
エンピツ（１本）付

ブルー

イエロー

イエロー

ピンク

グリーン オレンジ
よく見える
蛍光カラーを使用!

スコアが記入しやすい
硬質プラスチック材を台紙に使用。
折れ曲がりにくいです。
表面には高級感のある
合皮レザーを使用しています。

簡単にボールを
拾い上げられます。
膝・腰の負担を軽減します。

※スコアカードは
別売りです。

※スコアカードは
別売りです。

ブラック

パープルブルー

ブラックブラック

品名 グリップテープ
（エア・スタッド）

品番 SRG310
本体価格 ¥400＋税
素	材 ウレタン
※日本製

品名 レインカード（３枚入）

品番 M-42
本体価格 ¥666＋税
素	材 特殊素材
※日本製

品名 カウンター

品番 M-19
本体価格 ¥1,200＋税
※日本製

品名 グリップテープ（ラバー）

品番 SRG100
本体価格 ¥400＋税
素	材 ウレタン
※日本製

品名 スコアカバーセット

品番 M-24
本体価格 ¥800＋税
カラー ネイビー、レッド
※日本製

品名 ヘッドカバー

品番 M-40
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 ナイロン・合皮
サイズ 使用可能サイズ180以内
※日本製

品名 グリップテープ（スーパー）

品番 SRG250
本体価格 ¥500＋税
素	材 ウレタン
※日本製

品名 スコアカードーセット

品番 M-22
本体価格 ¥500＋税
カラー ネイビー、エンジ
※日本製

品名 ペグシルセット

品番 M-53（10本入）
本体価格 ¥120＋税
素	材 ポリエチレン（再製樹脂）/HB黒芯
※中国製

品名 クリップマーカーセット
（マーカー2個付）

品番 M-46
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 ホルダー＝ABC樹脂（マグネット）

マーカー＝ABS樹脂（スチール）
※日本製

品名 スコアカードペンホルダー

品番 M-69
本体価格 ¥1,300＋税
カラー ブラック/ピンク、ブラック/ブルー、

ブラック/グレー
※日本製

品名 単品マーカー

品番 M-52
本体価格 ¥400＋税
素	材 ABS樹脂（スチール）
※日本製

品名 ピックアップ

品番 M-50
本体価格 ¥2,600＋税
素	材 合成樹脂/アルミ/鋼
サイズ シャフトの長さ約 31cm
※日本製
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長時間でも
疲れにくい
軽量シューズ！
マジックテープで
履き脱ぎラクラク。

高持続性、生地をいためない
登山/防寒/雨具ウェア用
撥水スプレー
ゴアテックス仕様の登山ウエア・スキーウエ
ア・レインウエアにご使用頂ける高性能撥水・
耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で持続
する効果をえる事ができます。このスプレーは、
ウエアの防水･透湿性能・防風性を阻害しませ
んので、安心してご使用頂けます。

■GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R)社
などの透湿防水生地製品にお使い頂けます。紫外線予防! 熱中症対策に。

吸水性・速乾性に優れた
スポーツタオル

ネイビー
（14）

アイボリー
（03）

グレー
（05）

ブラック/
ネイビー

ブルー
（27）

ピンク
（64）

ブラック
/ワイン

ワイン
（66）

ホワイト
/ワイン

ブラック
（09）

ブラック
（09）

ブラウン
（13）

キャメル
（12）

ワイン
（66）

ホワイト
（01）

ブラック
（09）

品名 軽量マレットゴルフシューズ

品番 bH-2450
本体価格 ¥8,200＋税
素	材 PU＋特殊ウレタン

サイズ ネイビー（14）＝22.0〜27.0cm
ワイン（66）＝22.0〜25.0cm

※日本製

品名 軽量マレットゴルフシューズ

品番 SP-301
本体価格 ¥4,900＋税
素	材 甲：合皮、底：EVA・ラバー
サイズ 24.5〜28.0cm（4E）
重	量 片足約365g（26.0cm）
※中国製

品名 軽量マレットゴルフシューズ

品番 SP-341
本体価格 ¥4,900＋税
素	材 甲：合皮、底：EVA・ラバー
サイズ 22.5〜25.0cm（3E）
重	量 片足約300g（23.0cm）
※中国製

品名 Fメッシュグローブ

品番 1075-N
本体価格 ¥1,600＋税
素	材 甲＝ナイロン

平＝合成皮革
サイズ SM、ML

※インドネシア製

品名 ドライマックスグローブ

品番 WH-8000
本体価格 ¥2,800＋税
素	材 甲＝クールマックス®ファブリック

平＝合成皮革、ポリエステル
サイズ S、M、L

※中国製

品名 ストレッチ手袋

品番 bH-8080
本体価格 ¥1,600＋税
素	材 甲・平＝ポリエステル、他＝磁石

補強部＝合成皮革（エンボス加工）
サイズ SS（ワインのみ）、SM、ML

※インドネシア製

品名 Fオールシーズングローブ

品番 FOG-1
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 甲＝合成皮革・スパンディクス

平＝合成皮革
サイズ S、M、L（ブラック/ネイビーはM、Lのみ）

※日本製

品名 UVアームプロテクター

品番 WH-6310
本体価格 ¥1,800＋税
素	材 ナイロン、ライクラ

サイズ
S–M（上腕周囲約24〜28cm）
L–XL（上腕周囲約25〜32cm）

※中国製

品名 ネックスポーツタオル

品番 WH-6800
本体価格 ¥2,000＋税
素	材 綿
サイズ 約 幅8×長さ87cm
※日本製

ライトブルー
（19）

ベージュ
（49）

パープル
（68）

甲の部分にナイロンメッシュ素材を使用し
通気性抜群です。

［水洗いOK ］ 
吸収した汗を素早く発散させ肌の表面を
涼しくドライに保ちます。

マーカーをとめる
磁石マーカーホルダーが
付いた
スタンダード手袋

軟らかくすべりにくい人工皮革と
伸縮性の良い高級スパンデックス素材の
コンビネーションによりフィット感抜群！

［水洗いOK］

ブラックブルーネイビー ワインレッド

品名 テキスタイルプルーフ

品番 5582620
本体価格 ¥2,100＋税
容	量 250ml
※中国製

ファスナー付きで簡単着脱／女性向けモデルファスナー付きで簡単着脱／男性向けモデル
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Trophy〈トロフィー〉

大会トロフィー
競技会のクライマックスを
華やかに演出！
大会には欠かせない優勝トロフィ等
大会記念グッズも取扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

男性用
（M、L）

女性用
（M）

ブラック

ブラック

ブラック

腰用手首用

膝用

ひざ窓あきでお皿の起動を安定し屈伸をスムーズ。ショートタイプで動きを妨げずにひ
ざ回りをサポート。２本のストラップで２重サポート、ズレやたるみを防止。ジュニアや
女性まで違和感のない使い心地を提供。

衝撃を吸収するクッション素材を全面に、さらに前足部分とかかとにジェルを配置。表
面素材には吸汗速乾に優れた素材を採用。アーチ部分を補強するジェルはじん帯に沿
ってデザイン、土踏まずをサポート。表面にもアーチサポートクッションを配置、アーチ
部分をさらに安定サポート。独自のジェルセパレート形状がかかとをしっかりホールド。
前足部分に入った溝により可動域が広がりパフォーマンスをパワーアップ。

品名 スーパープロ ウエストラップ
【ソフトサポート】

品番 20151
本体価格 ¥2,900＋税
サイズ フリーサイズ

（ 〜100cm 対応）
※ラップタイプ（左右兼用）
※中国製

品名 スーパープロ リストラップライト
【ソフトサポート】

品番 20168
本体価格 ¥1,200＋税
サイズ フリーサイズ

（ 〜23cm 対応）
※ラップタイプ（左右兼用）
※中国製

・快適バンド型サポート
・着脱も簡単。
・手首障害の予防と保護に。

品名 インソール（アーチフィット）

品番 32030
本体価格 ¥1,600＋税
素	材 PU＋特殊ウレタン

サイズ
男性用＝M／25.0〜26.5cm
　　　　L／27.0〜28.5cm
女性用＝M／22.5〜24.5cm

品名 ティーマーク（金属）

品番 MC-90
本体価格 ¥4,500＋税
素	材 アルミ合金
サイズ 120φ
カラー 白、赤、青、黄

品名 ティーマーク（プラスチック）

品番 MC-80
本体価格 ¥1,000＋税
サイズ 120φ
カラー ホワイト

品名 アンダーリペア杭

品番 MC-101
本体価格 ¥300＋税
素	材 ポリエチレン
サイズ 25×25×240mm
カラー 赤、青、黄

品名 OB杭

品番 MC-82
本体価格 ¥1,200＋税
素	材 ポリエチレン
サイズ 60×60×690mm
カラー ホワイト

品名 コース掲示版

品番 MC-650
〈文字代込価格〉

本体価格 ¥18,000＋税
素	材 本体＝ヒバ材（防腐加工）

文字＝シール

サイズ 650×230×H900mm
（厚み２．５）

※耐久性のある“ヒバ材”を使用。文字の剥れにくい表面
加工を施しています｡

品名 ホールカップ

品番 MC-180
本体価格 ¥10,000＋税
素	材 スチール（表面防錆塗装）

サイズ
内径／180mm・
高さ／180mm・
深さ／11.5mm

※カップイン時に良い音がする特殊構造です。

品名 ホールカップ蓋

品番 MC-181
本体価格 ¥2,500＋税
素	材 スチール（表面防錆塗装）
サイズ 180用

品名 ホールシャフト

品番 MC-18
本体価格 ¥3,000＋税
素	材 アルミ合金
サイズ 160cm/16φ

品名 ホールフラッグ

品番 MC-290
本体価格 ¥3,500＋税
素	材 ターポリン材
サイズ 290×275mm
カラー 赤、青、緑、オレンジ

素材は耐久性の良いターポリン材を使用。シャフトとス
テンレス棒で旗を固定しています｡（シャフトカバー付）

品名 スタートマット

品番 MC-27
本体価格 ¥7,000＋税
素	材 PU＋特殊ウレタン
サイズ 600×270×20mm

品名 スーパープロ ショートニーラップ
【ミドルサポート】

品番 20154
本体価格 ¥1,700＋税
サイズ フリーサイズ

35〜47cm対応
※ラップタイプ（左右兼用）
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どなたでも楽しめるマレットゴルフ。
自然を満喫し、心身とも健康で充実した毎日を！

生涯スポーツ・マレットゴルフ！

スキーポールのメーカーとして創立した株式会社ヤマザキは2014年4月に会社創立55周年。
近年はスキーポールの製造技術を活かし、
自然との共生・健康促進で話題のマレットゴルフの製造販売・普及活動に尽力しております。
マレットゴルフは年齢に関係なくどなたでも気軽に楽しめる大衆スポーツです。
株式会社ヤマザキは、マレットゴルフ普及活動の一環としてランファス倶楽部の運営、
また年間を通してランファスカップ等、多くの大会を企画・運営しております。


