トレーニング＆マット

ピッチマスター
Lovers ブルー
【W11GF012】2,100円+税

ピッチマスター
Lovers ブラック
【W11GF011】2,100円+税

侍・ピッチマスター
【W11GF002】2,100円+税

アイスクリームマーカー
＆コーングリーンフォーク
【W11GF001】1,200円+税

【W10GF013】1,600円+税

ピッチマスター・スマイル
【W10GF010】2,100円+税

4 580151 0278
70
95
9

4 580151 027799

4 580151 024552

4 580151 024354

4 580151 024194

4 580151 023524

ピッチマスター 鯨
【W10GF009】2,100円+税

ピッチマスター朱雀
【W10GF008】2,100円+税

ピッチマスター龍
【W10GF006】
2,100円+税

4 580151 023517

4 580151 023500

4 580151 023180

WishBone グリーンフォーク

くわがた
ヴィクトリーグリーンフォーク 3D 信長グリーンフォーク グリーンフォーク
【W09GF002】1,200円+税 【W09GF001】1,200円+税
【W10GF005】1,200円+税

4 580151 023319

4 571157 075426

4 571157 074634

目土
ケース

ピエロ目土ボトル

サンドマン目土ボトル

ヒヨコ目土ボトル

ペンギン目土ボトル

【W11MT004】
2,000円+税

【W11MT003】
2,000円+税

【W11MT002】
2,000円+税

【W11MT001】
2,000円+税

4 580151 029656

4 580151 029649

4 580151 029632

4 580151 029298

OUT
HOMERUN
2BH

スーパーマリオブラザーズ
ネームプレート＆マルチホルダー
【SBNP002】1,800円+税

スーパーマリオブラザーズ
アクリルネームプレート マリオ
【SBNP001】980円+税

スーパーマリオ
パッティング
アクリルネームプレート ヨッシー
パターチェッカー
【SMNP002】980円+税
【W15TRA001】
700円+税

くまモンのマスコット
パターカップ・バッグタグ
【CUP0001】1,200円+税

60cm

スーパーマリオ
アクリルネームプレート マリオ
【SMNP001】980円+税

4 562393 433637
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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4 562393 432333
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トレーニング＆マット

ジャイアンツパターマット
【PM-001】
12,000円+税

広島東洋カープパターマット
【PM-002】
12,000円+税

60cm

スーパーマリオ
アクリルネームプレート キノコ
【SMNP003】980円+税

内容、材質
マット ( ナイロン、ゴム )
パターカップ (PVC)

裏面
（記入式）

専用バッグ付き

HIT
OUT
内容、材質
マット ( ナイロン、ゴム )
パターカップ (PVC)

パターカップを
ボールの場所に
配置します。

300cm

OUT

パターカップを
ボールの場所に
配置します。

専用バッグ付き

HIT

300cm

トレーニング
&
マット

3BH

ゴルフな食器・雑貨

糸の長さ6m。正確な距離感、
方向感を掴める。

インパクトバッグ
【W11TRA003】5,000円+税

4 580151 029083

ターゲットグリーンリール
【W10TRA003】
1,600円+税

4 571157 076140

モジュールマット
レギュラー用
【MOJY001】
4,700円+税

モジュールマット
ラフ用
【MOJY002】
4,700円+税

4 580151 028611

90cm

アルバトロス
15,000円+税

4 580151 028628

最大 20 球を受け止める

30cm

ホールインワン
8,000円+税

雑 貨

60cm

イーグル
12,000円+税

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

BB-8 ゴルフタオル

【TWLSW004】2,400円+税

サイズ：30 x 86cm / 素材：綿 100％
日本製 / のしパッケージ付き

ゴルフな食器・雑貨

ニアピン手ぬぐい
【WGOODS114】
600円+税

サイズ：30 x 86cm / 素材：綿 100％
日本製 / のしパッケージ付き

ドラコン手ぬぐい
【WGOODS113】
600円+税

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

R2-D2 ゴルフタオル

【TWLSW003】2,400円+税

サイズ：47mm x 17mm
陶磁器
中国製

ゴルフ箸置き 2 個セット
【WGOODS112】
500円+税

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

ヨーダゴルフタオル

【TWLSW002】2,400円+税

目標達成
好きな文字を入れてください

ゴルフ白だるま 無地
【WGOODS111】500円+税

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

ダースベイダーゴルフタオル

【TWLSW001】2,400円+税

目標達成
例）ゴルフ上達

ゴルフ白だるま ( 願 )
【WGOODS103】500円+税

セット内容
ゴルフ割り箸 20 本
ゴルフナプキン 10 枚

ごるふ割り箸＆ナプキンセット

【WX015】
600円+税

・サイズ：25.0 〜 27.0cm（ユニセックス / 男女兼用）
・素材：綿 60％、ポリウレタン 31％、ナイロン 4％
・中国製

ゴルフパター柄
ボーダークルーソックス
【WGOODS100】1,200円+税

セット内容
・ドラコンバルーン ×1 本
・ニアピンバルーン ×1 本
サイズ ( 膨らんだ時の）
バルーン部分直径：約 15cm
棒をふくんだ全長：約 36cm

・サイズ：25.0 〜 27.0cm（ユニセックス / 男女兼用）
・素材：綿 60％、ポリウレタン 31％、ナイロン 4％
・中国製

ロボット柄クルーソックス

【WGOODS099】1,200円+税

サイズ
ゴルフボール型：約直径 42mm
タオル：約 340 410

LDJ ゴルフボール タオル

【WGOODS098】600円+税

http://www.htcgolf.com/

サイズ
ゴルフクラブ型：約直径 70mm
タオル：約 340 410

ゴルフクラブ タオル

【WGOODS097】600円+税

内容：1 枚 / 直径：12cm
深さ：約 1.2cm / 重量：0.16kg
材質：陶器

カップ麺押え皿

サイズ（約）： 157mm 140mm
素材：鉄
専用箱付き
※蚊取り線香は付属しません。

ゴルファー蚊取り線香皿

【WGOODS096 】
1,500円+税 【WGOODS095】1,500円+税
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コンペフラッグバルーン

【WGOODS092】1,200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。

