2019年 新商品

新商品

ヘッドカバー
ラウドマウスマジックバス ラウドマウスマジックバス ラウドマウスマジックバス
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
【WHC520】4,500円+税
【WHC521】4,000円+税
【WHC522】4,000円+税

ラウドマウスシヴァーミーティンバーズ
DR ニットヘッドカバー
【WHC523】4,500円+税

ラウドマウスシヴァーミーティンバーズ
FW ニットヘッドカバー
【WHC524】4,500円+税

TM＆©TOHO CO., LTD.

5 月初旬発売予定

足裏にはロゴが刺繍

ラウドマウスシヴァーミーティンバーズ
UT ニットヘッドカバー
【WHC524】4,500円+税

セルヒオ･ガルシア ブル ヘッドカバー
チキン ヘッドカバー
DR ニットヘッドカバー
【WHC1706】4,000円+税
【WHC413】4,000円+税

ゴジラヘッドカバー
【WHC1739】4,900円+税

5 月初旬発売予定

ルネパンダヘッドカバー
【WHC1738】4,500円+税

金魚 パターカバー

【WHC1742】3,000円+税

大人気シリーズ！！

グリップ
エンドマーカー

グリップエンドマーカー
おっぱい
【MK0130】500円+税

グリップエンドマーカー
シン・ゴジラ
【MK0131】500円+税

グリップエンドマーカー
ハリネズミ
【MK0139】500円+税

グリップエンドマーカー
ブラ パール
【MK0142】500円+税

裏
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オリジナル
マーカー

裏
表

カジノチップマーカー
ペコちゃん ポコちゃん
【MK0128】600円+税

裏

裏

表

カジノチップマーカー
あの頃はパァー
【MK0129】600円+税

表

表

カジノチップマーカー
マジ卍
【MK0132】600円+税

カジノチップマーカー
ゴルフで大事なのはガマン
【MK0133】600円+税

カジノチップマーカー
歴史の男
【MK0150】600円+税

NOBORIAKE
【MK0148】
600円+税

カジノチップマーカー
四十八手
表
表

ASHIKARAMI

【MK0149】
600円+税

NOBORIAKE

カジノチップマーカー
You OVER
【MK0143】600円+税

カジノチップマーカー
どこ打ってるのか分からない
【MK0144】600円+税

カジノチップマーカー
ボールを止めるな！
【MK0145】600円+税

カジノチップマーカー
おっさんずラフ
【MK0146】600円+税

表

SUKUIAGE

ASHIKARAMI
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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SUKUIAGE

【MK0147】600円+税

裏

http://www.htcgolf.com/
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新商品
カジノチップマーカー
やばいよ
【MK0151】600円+税

カジノチップマーカー
和柄Bタイプ イエロー
【MK0135】600円+税

カジノチップマーカー
和柄Aタイプ ホワイト
【MK0134】600円+税

カジノチップマーカー
和柄Cタイプ グレー
【MK0136】600円+税

カジノチップマーカー
浮世絵Aタイプ ホワイト
【MK0137】600円+税

カジノチップマーカー
浮世絵Bタイプ ブルー
【MK0138】600円+税
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直立
マーカー

直立マーカー
直立マーカー
ポコちゃん
富士山
【W09FUM0239】1,400円+税 【W09FUM0240】1,400円+税

ジャムマーカー
【MK0156】

目玉焼きマーカー
【MK0154】

ピザマーカー

ハニートーストマーカー
【MK0157】

目玉焼き

クリップ式台座

ジャム

水平器マーカー
スマイル
【W09NSM00024】1,600円+税

クリップ
マーカー

【MK0155】

クリップ式マーカー台座
トーストマーカー
各 1,400円+税

ピザ

クリップマーカー
民芸シリーズ 赤べこ
【MK0140】1,600円+税

ハニートースト

クリップ式台座

クリップ式台座

マーカー

クリップ式台座

マーカー

マーカー

クリップマーカー
民芸シリーズ 張り子犬
【MK0141】1,600円+税

クリップマーカー
民芸シリーズ さるぼぼ
【MK0152】1,600円+税

クリップマーカー
民芸シリーズ だるま
【MK0153】1,600円+税

マグネット付きマーカー台座
チェックレッド
【BASE032】500円+税

マグネット付きマーカー台座
マーブルピンク
【BASE033】500円+税

マグネット付きマーカー台座
マーブル ブルー
【BASE034】500円+税

http://www.htcgolf.com/

マーカー

お好きなトッピングを
チョイス！

水平器
マーカー

マグネット付き
マーカー台座

業者様必見

マグネット付きマーカー台座
運送トラック
【BASE036】600円+税

業者様必見

マグネット付きマーカー台座
デンタル
【BASE037】600円+税

マグネット付きマーカー台座
スマイル
【BASE035】500円+税
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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。

2019年 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
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グリーン
フォーク

グリーンフォーク
浮世絵A
【W19GF001】2,100円+税

バラエティー

グリーンフォーク
ペコちゃん ポコちゃん
浮世絵B
グリーンフォーク
【W19GF002】2,100円+税 【W19GF003】2,100円+税

シャンパンボトルティー

イースターエッグティー

柔道着ティー

伝説の勇者の剣

コーンアイスクリームティー

【W18TEE013】1,200円+税 【W18TEE014】1,200円+税 【W18TEE017】1,200円+税 【W18TEE018】1,200円+税 【W18TEE019】1,200円+税

背中部分

背中部分

マンボウティー
生まれたてのひよこティー
蚊取りぶたティー
赤べこティー
C-bodyティー
豚おやじティー
【W18TEE020】1,200円+税 【W18TEE021】1,200円+税 【W18TEE022】1,200円+税 【W18TEE023】1,200円+税 【W18TEE024】1,200円+税 【W18TEE025】1,200円+税

大人気

ー

ー

ー

！

ー
リー
！

覆面ティー

【W18TEE015】1,200円+税

置き型ティー
とめピタ（３個入）
【PT0001】1,000円+税

体操ティー
【W18TEE026】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

シャンパンボトルティー 1 本
ボール 1 球セット
【TB1328】600円+税

イースターエッグティー 1 本
ボール 1 球セット
【TB1327】600円+税

柔道着ティー 1 本
ボール 1 球セット
【TB1331】600円+税

伝説の勇者の剣ティー 1 本
ボール 1 球セット
【TB1335】600円+税

※3球3本セットは、
上記パッケージのセットです。
※長さの表記のないティーは、
全て82mmです。
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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新商品
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雑貨

マイクロファイバー素材で
吸水率もバツグン！

コンペシール ゴルフボール

Pontaポーチ

【WGOODS118】300円+税

【BAG0005】5,000円+税

素材：ナイロン13％
ポリエステル87％

35㎝×65㎝

若干の誤差があります。

国産和牛タオル
【WGOODS119】1,000円+税

！！
シー

スターウォーズ

63.5 ㎝ ×40 ㎝
フック付き
綿 100%

63.5 ㎝ ×40 ㎝
フック付き
綿 100%

！

63.5 ㎝ ×40 ㎝
フック付き
綿 100%

63.5 ㎝ ×40 ㎝
フック付き
綿 100%

63.5 ㎝ ×40 ㎝
フック付き
綿 100%

BB-8Ⅱ ゴルフタオル
ダースベイダーⅡ ゴルフタオル
ヨーダⅡ ゴルフタオル
チューバッカ&ポーグ ゴルフタオル
R2-D2Ⅱ ゴルフタオル
【TWLSW005】2,000円+税 【TWLSW006】2,000円+税 【TWLSW007】2,000円+税 【TWLSW008】2,000円+税 【TWLSW009】2,000円+税

別々でも使える

簡単にコンペ・ギフトの
コーナーが作れる！

一番上のBOXは、外し
てレジカウンターなど
に置けます。

ティー＆ボールセットやゴル
フアクセサリー・雑貨など、お
好きな組み合わせでディスプ
レイできます。

▲スリム紙什器
●サイズ／高さ131 幅33 奥行40cm
●重さ／2.7kg（商品含まず）
●仕様／4段（最上段は取り外し可）
●素材／段ボール紙 ●中国製

ー

http://www.htcgolf.com/
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個以上︑
ご注文い

お問い合わせ下さい︒
※

紙什器上部サイズ
（約）
幅30×高さ20×奥行き26cm

ヘッドカバーを一度に

※セット内容や価格などは、お問い合わせ下さい。

ただくと ︑
ヘッドカバー 専 用 什 器が必 要

ヘッドカバー用什器
な方には無料でご提供致します︒︵1台︶

ディスプレイ用ペーパーボックス

ー
ワイド紙什器▶
●サイズ／高さ151 幅65.5 奥行40cm
●重さ／5kg（商品含まず）
●仕様／5段
●素材／段ボール紙 ●中国製
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※設置イメージ
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。

