2018年 下半期新商品

新商品

ヘッドカバー

ラウドマウス シャムロック ラウドマウス シャムロック ラウドマウス シャムロック
柴犬ヘッドカバー
DR ニットヘッドカバー
FW ニットヘッドカバー
UT ニットヘッドカバー
【WHC517】4,500円+税
【WHC518】4,000円+税
【WHC519】4,000円+税
【WHC1726】4,000円+税

阪神タイガース
トラッキーヘッドカバー
【WHC1729】4,500円+税

鋭意製作中

鋭意製作中

フロッグヘッドカバー
【WHC1728】3,000円+税

ネコヘッドカバー

【WHC1727】4,000円+税

阪神タイガース
ラッキーヘッドカバー
【WHC1730】4,000円+税

ハリネズミヘッドカバー

【WHC1731】4,000円+税

おっぱいヘッドカバー

【WHC1732】4,000円+税

ナマケモノヘッドカバー

【WHC1733】4,000円+税

霜降り肉を忠実に再現！？

フクロウヘッドカバー
【WHC1734】4,000円+税

ペコちゃん＆ポコちゃん
アイアンフード
【WHC1736】4,000円+税

まるで本物の果実のような
グリップエンドマーカー

グリップエンド
マーカー

リャマヘッドカバー
【WHC1735】4,000円+税

衝撃
！
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肉汁がほとばしる
A5 ランク的な
アイアンフード

牛肉アイアンフード
【WHC1737】4,000円+税

【MK0114】ドラゴンフルーツ

【MK0117】りんご

【MK0112】ピンクグレープフルーツ

【MK0115】キウイ

【MK0118】いちご

【MK0113】レモン

【MK0120】パンティーブラック

【MK0123】ブラ ブラック

【MK0121】パンティーブルー

価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。

【MK0116】スイカ

各
【MK0122】ブラ ピンク

500円+税

ゴジラ アイアンカバー

【WHC1739】500円+税

【MK0111】グレープフルーツ

【MK0119】パンティーピンク

各

TM＆©TOHO CO., LTD.

【MK0124】ブラ ブルー

500円+税

©石森プロ・東映

グリップエンドマーカー
ショッカー戦闘員
【MK0089】500円+税

500円+税

各
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裏

裏

表

オリジナル
マーカー

表

カジノチップマーカー
ルネ ピンク
【MK0098】600円+税

裏

表

カジノチップマーカー
ルネ ホワイト
【MK0090】600円+税

裏

カジノチップマーカー
ルネ オレンジ
【MK0091】600円+税

©石森プロ・東映

表

カジノチップマーカー
ルネ イエロー
【MK0092】600円+税

カジノチップマーカー
ルネ ライトブルー
【MK0093】600円+税

裏

表

カジノチップマーカー
仮面ライダー グリーン
【MK0095】800円+税

裏

表

裏

表

カジノチップマーカー
チキンハート
【MK0094】600円+税

裏

裏

表

©石森プロ・東映

カジノチップマーカー
仮面ライダー ホワイト
【MK0096】800円+税

TM＆©TOHO CO., LTD.

カジノチップマーカー
ガンバレ！入れるーや
【MK0097】600円+税

カジノチップマーカー
ゴジラ レッド
【MK0126】800円+税

カジノチップマーカー 覆面レスラー
各600円+税

カラフルなマスクマンがぶつかり合う
表

表

TM＆©TOHO CO., LTD.

カジノチップマーカー
ゴジラ グレー
【MK0127】800円+税

【MK0099】グリーン

【MK0102】ブルー

【MK0100】イエロー

【MK0103】レッド

裏
【MK0101】ピンク

【MK0104】ホワイト

裏
表
裏
表

カジノチップマーカー
けたたましく動くクマ ブルー
【MK0105】600円+税

裏
表

カジノチップマーカー
けたたましく動くクマ オレンジ
【MK0106】600円+税

裏
表

©H/P

カジノチップマーカー
けたたましく動くクマ マゼンタ
【MK0107】600円+税

カジノチップマーカー
かいけつゾロリ
【MK0125】800円+税

グリーン
フォーク

ルネ
グリーンフォーク ピンク
【W17GF004】2,100円+税

TM＆©TOHO CO., LTD.

ゴジラ
ルネ
ピッチマスター
グリーンフォーク
グリーンフォーク ホワイト トロピカルハッピーサマー
【W17GF005】2,100円+税 【W17GF006】2,100円+税 【W17GF007】1,600円+税

http://www.htcgolf.com/

新撰組 隊旗
グリーンフォーク レッド
【W17GF009】1,400円+税
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新撰組 隊旗
グリーンフォーク ブルー
【W17GF010】1,400円+税

価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。

2018年 下半期新商品

※ウッドティーの色は予告なく変更する場合がございます。
※表記のないティーの長さは、全て約82mmです。

新商品

バラエティー
ジャビットティー

マトリョーシカティー

シロクマティー

袴ティー

コロネティー

【W17TEE010】1,400円+税 【W18TEE001】1,200円+税 【W18TEE002】1,200円+税 【W18TEE003】1,200円+税 【W18TEE004】1,200円+税

ボ
※ールはつきません
©石森プロ・東映

チンアナゴティー
ペンギンティー
ガチャガチャティー
ショッカー戦闘員ティー
泥棒ネコティー
お泊りティー
【W18TEE005】1,200円+税 【W18TEE006】1,200円+税 【W18TEE007】1,200円+税 【W18TEE008】1,200円+税 【W18TEE012】1,400円+税 【W18TEE009】1,200円+税

商品パッケージは︑予告なく
※
変更する場合がございます︒

1本一球︑共通パッケージ

ティー＆
ボールセット

※3球3本セットは、商品の
セットとなります。

シロクマティー&
ボールセット(1P)
【TB1326】600円+税

シロクマティー&
ボールセット(3P)
【TB0326】1,700円+税

マトリョーシカティー&
ボールセット(1P)
【TB1318】600円+税

マトリョーシカティー&
ボールセット(3P)
【TB0318】1,700円+税

※長さの表記のないティーは、
全て82mmです。

袴ティー&
ボールセット(1P)
【TB1319】600円+税

袴ティー&
ボールセット(3P)
【TB0319】1,700円+税

コロネティー&
ボールセット(1P)
【TB1320】600円+税

コロネティー&
ボールセット(3P)
【TB0320】1,700円+税

泥棒ねこティー&
ボールセット(1P)
【TB1321】600円+税

泥棒ねこティー&
ボールセット(3P)
【TB0321】1,700円+税

チンアナゴティー&
ボールセット(1P)
【TB1322】600円+税

チンアナゴティー&
ボールセット(3P)
【TB0322】1,700円+税

お泊りティー&
ボールセット(1P)
【TB1323】600円+税

お泊りティー&
ボールセット(3P)
【TB0323】1,700円+税

ペンギンティー&
ボールセット(1P)
【TB1324】600円+税

ペンギンティー&
ボールセット(3P)
【TB0324】1,700円+税

価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。
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※ウッドティーの色は予告なく変更する場合がございます。
※表記のないティーの長さは、全て約82mmです。

新商品

オリジナル
ティー

イメージ

ガチャガチャティー&
ボールセット(1P)
【TB1325】600円+税

ガチャガチャティー&
ボールセット(3P)
【TB0325】1,700円+税

タバコティー
芝ねぎティー
昭和レトロ版
【W18TEE010】1,000円+税 【W18TEE011】1,000円+税

裏

3球

3球

2球

ボールセット

表

ゆずボール

3球

【BALL100】1,000円+税

6球

ジャイアンツボール

安本丹ボール

【BALL109】1,000円+税

【BALL110】1,600円+税

3球

1球

3球

パイナップルボール

【BALL111】1,600円+税

メロンボール

【BALL112】1,600円+税

3球

アップルボール

【BALL113】1,600円+税

いちご飴
ティー＆ボールセット
【BALL114】2,900円+税

ゴジラのシルエットと爪痕が
目を引く迫力のポーチ

表

内部にはジッ
パー付き納ス
ペース

パターキャッチャー
ドットゴルフ ティー＆ボール
【PA0002】1,000円+税

醤油を入れると
ゴジラが出現する

TM＆©TOHO CO., LTD.

カラビナやクリップの色は
変更になる場合がございます︒

パターキャッチャー
ドットゴルフ マウス
【PA0001】1,000円+税

男球

【BALL117】500円+税

カラビナやクリップの色は
変更になる場合がございます︒

カラビナやクリップの色は
変更になる場合がございます︒

雑貨

恵方巻きボール

【BALL116】1,200円+税

パターキャッチャー
ドットゴルフ ロボット
【PA0003】1,000円+税

TM＆©TOHO CO., LTD.

A タイプ

フック付き
フック付き
グローブシェイパー ブルー グローブシェイパー レッド
【WGS004】600円+税
【WGS005】600円+税

B タイプ

裏

ゴジラポーチ

【BAG0003】5,000円+税

●サイズ（約）／縦18×横26×
マチ12.5cm、持ち手13cm

http://www.htcgolf.com/

ゴジラ醤油皿Aタイプ

サイドにはロゴが！

ゴジラ醤油皿Bタイプ

【WGOODS116】800円+税 【WGOODS117】800円+税

●サイズ／径10×厚み2cm
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価格とスペックは予告なしに改訂することがございます。
また、品切れ、打ち切りになる場合もございます。予め了承お願い申し上げます。

