トレーニング & マット
専用バッグ付き

300cm

トレーニング
&
マット

OUT
HOMERUN
2BH

3BH

HIT

パターカップを
ボールの場所に
配置します。

広島東洋カープパターマット
【PM-002】
12,000円+税

内容、材質
マット ( ナイロン、ゴム )
パターカップ (PVC)

60cm

OUT

HIT

4 562393 433637

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

4 562393 432333

OUT

専用バッグ付き

300cm

パターカップを
ボールの場所に
配置します。

モジュールマット
レギュラー用
【MOJY001】4,700円+税

ジャイアンツパターマット
【PM-001】
12,000円+税

内容、材質
マット ( ナイロン、ゴム )
パターカップ (PVC)

60cm

パッティング
パターチェッカー
【W15TRA001】
700円+税

モジュールマット
ラフ用
【MOJY002】4,700円+税

4 580151 028611

4 580151 028628

最大 20 球を受け止める

インパクトバッグ
【W11TRA003】5,000円+税

ホールインワン
8,000円+税

アルバトロス
15,000円+税

4 580151 029083

TM＆©TOHO CO., LTD.

A タイプ

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

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︒

トレーニング＆マット

パターキャッチャー
ドットゴルフ マウス
【PA0001】1,000円+税

イーグル
12,000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

醤油を入れると
ゴジラが出現する

60cm

30cm

90cm

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

B タイプ

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

ゴジラ醤油皿Aタイプ

サイドにはロゴが！

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
【WGS005】600円+税
【WGS004】600円+税

BB-8 ゴルフタオル

ゴジラ醤油皿Bタイプ

【WGOODS116】800円+税 【WGOODS117】800円+税 【TWLSW004】2,400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

綿 100％ 約 60cm 40cm
フックつき

ヨーダゴルフタオル

【TWLSW002】2,400円+税

●サイズ／径10×厚み2cm

http://www.htcgolf.com/
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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。

ゴルフな食器・雑貨

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

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

ニアピン手ぬぐい

ドラコン手ぬぐい

【WGOODS114】
600円+税

【WGOODS113】
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％
・サイズ：25.0 〜 27.0cm（ユニセックス / 男女兼用）
・中国製
・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

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

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

ゴルフ箸置き 2 個セット

【WGOODS112】
500円+税

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

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

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

【WGOODS097】600円+税

【WGOODS096 】
1,500円+税

ゴルフ茶碗 ２個入り
【WGOODS089】800円+税

コンペフラッグ 学ラン猫
(2 個入り )
【WGOODS087】800円+税

保護シールを剥がすと
ミラーになってます。

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
【WGOODS095】1,500円+税

サイズ：47mm x 17mm
陶磁器
中国製

コンペフラッグバルーン
【WGOODS092】1,200円+税

アイアンミラーペン
2 本セット
【WGOODS090】500円+税

ゴルフ柄 マスキングテープ 3 種セット
テープカッター 1 個付き
【WGOODS115】
600円+税

素材：シリコン
サイズ：11cm 9cm
1 個入り

コンペフラッグ キングゴリラ コンペフラッグ 抱き付き人形
(2 個入り )
(2 個入り )
ゴルフカート BOX
【WGOODS086】800円+税
【WGOODS085】800円+税
【WGOODS084】500円+税

フライドエッグモールド
( アイアン )
【WGOODS083】1,200円+税

ゴルファー湯のみ

【WGOODS082】1,000円+税

ゴルフボール メモクリップ

【WGOODS079】600円+税

ゴルフな食器・雑貨

ゴルフボール型の
ゆで卵が作れる

1枚
ロボット マグカップ
【WGOODS075】1,000円+税

ゴルフ醤油皿 2 枚組
【WGOODS074】500円+税

ゴルフボール型 ゆで卵
ゴルフけん玉
エッグシェイパーズ
【WGOODS073】2,000円+税 【WGOODS071】2,200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。
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グッドゴルファー
メモクリップ
ゴルファーメッセージベース
【WGOODS066】500円+税
【WGOODS067】350円+税
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ゴルフな食器・雑貨

ゴルフ湯呑み
ことわざ編
【WGOODS058】800円+税

4 562393 434771

ゴルフキャンドル
【WGOODS043】1,200円+税

4 562393 433767

●日本製モーブメント / ●電池：
SRS626SW電池 / ●ステンレスカバー
●バンド：人工皮革 / ●中国製。

ゴルフボール灰皿
【WGOODS057】3,200円+税

ゴルフウォッチ コース
【WGOODS054】2,000円+税

4 562393 434764

4 562393 434733

●日本製モーブメント / ●電池：
SRS626SW電池 / ●ステンレスカバー
●バンド：人工皮革 / ●中国製。

ゴルフカート型ペン立て
ゴルフウォッチ ゴルファー
【WGOODS053】2,000円+税 【WGOODS049】1,500円+税

4 562393 434443

4 562393 434726

ゴルフコースター A セット ゴルフコースター B セット
4 枚入り（ボール）
歯ブラシスタンド
4 枚入り（ウッディ＆ティーボ）
【WGOODS042-1】
500円+税 【WGOODS042-2】500円+税 【WGOODS040】1,600円+税

【WGOODS039】2,100円+税

4 562393 433743

4 562393 433651

4 562393 433736

ソープディスペンサー

4 562393 433668

ゴルフライティングペーパー
A4(40 枚入り )
【WGOODS047】300円+税

4 562393 433804

ワインボトルストッパー

【WGOODS038】800円+税

4 562393 432760
ボール部分が二つに割れます︒
中に︑紅茶︑日本茶︑お好きな
物を入れてお使いください︒

2本セット

ゴルフスプーン
【WGOODS037】600円+税

ゴルフボウル
【WGOODS036】1,600円+税

4 562393 432555

ダブルクリップ
ゴルフボール ホワイト
4 個セット
【WGOODS027】450円+税

ダブルクリップ
ゴルフボール イエロー
4 個セット
【WGOODS028】450円+税

4 562393 429708

4 562393 429715

ゴルフボール
ティーポットセット
【WGOODS034】4,000円+税

4 562393 432531

4 562393 432548

ティーストレーナー
( 茶こし )
ゴルフ湯呑み【4 文字熟語】
【WGOODS030】500円+税
【WGOODS033】800円+税

4 562393 431268

4 562393 431046
ピッカー5本入り

4 562393 432753

ゴルフボール貯金箱
【WGOODS035】650円+税

ダブルクリップ
グリーン＆フラッグ
4 個セット
【WGOODS029】450円+税

ゴルフ湯呑み【漢字】
【WGOODS026】800円+税

ゴルフな食器・雑貨

4 562393 427674

4 562393 429722

カラフルマドラー
10 本セット
【WGOODS025】200円+税

4 562393 426547

ゴルフクラブ型
ピッカー セット
【WGOODS024】2,600円+税

4 562393 426578

ボールは付属しません

コンペフラッグ
ゴルフボールコーヒーカップ
宇宙飛行士＆応援団
2 客セット
【WGOODS023】2,500円+税 【WGOODS020】800円+税

4 562393 426561

4 562393 426455
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ゴルフボール型ソルトシェイカー
ゴルフ トリックボックス
& エッグホルダー 2 個セット
【WGOODS015】1,000円+税
【WGOODS017】800円+税

4 562393 426370

4 562393 426356
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レーキ孫の手

ゴルフアンブレラ

【WGOODS014】1,800円+税

【WGOODS013】2,800円+税

4 562393 426349

4 562393 426097

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。

ゴルフな食器・雑貨

トイレゴルフゲーム
【WGOODS010】1,300円+税

ゴルフクラブ型ペン 3 色セット
Golfers
（赤、青、黒）
ゴルフボール製氷皿
ワインアクセサリーキット
【WGOODS008】4,500円+税 【WGOODS006】1,500円+税
【WGOODS004】1,300円+税

4 562393 425588

4 562393 425441

ゴルフクラブ
アイスマドラー製氷皿
【WGOODS001】
800円+税

ツボ押しゴルファー耳かき
【W11GO001】
400円+税

4 562393 422549

4 580151 028864

60mm

4 562393 423812

4 562393 423331

ゴルファーアイマスク
2 枚組
【WGOODS003】
600円+税

【WGOODS002】1,000円+税

4 562393 422976

4 562393 422969

広島東洋カープ
くまモンの
ジャイアンツ
阪神タイガース
キャディバッグ型ペンホルダー キャディバッグ型ペンホルダー キャディバッグ型ペンホルダー キャディバッグ型ペンホルダー
【W14CB005】2,800円+税 【W14CB004】2,777円+税 【W14CB002】2,800円+税 【W14CB001】2,800円+税

4 562393 430797

4 562393 430780

名前シール２枚付き

ヴィクトリーブックマーク
2個セット
【W10OG004】
400円+税

4 580151 023340

75mm

4 562393 429654

V溝タイプ

スーパースピナー
V 溝タイプ
【W10TRA011】2,900円+税

弾痕シール 5 枚セット
【W10SEAL001】
300円+税

ペーパークリップ
TW 5本セット
【PC0004】500円+税

ペーパークリップ
PS 5本セット
【PC0005】500円+税

4 580151 024132

4 571157 077802

4 571157 077819

4 580151 023302

4 571157 077918

【W11GC001】ホワイト

【W11GC004】グリーン

4 580151 024606

4 580151 024637
【W11GC005】イエロー

【W11GC002】ブルー

4 580151 024613
【W11GC003】レッド

4 580151 024644

4 580151 024620

4 571157 075655

グリーン＆フラッグ【PC0003】
ペーパークリップ 20 個入り
ゴルファー

各 460円+税

4 571157 075662

4 580151 024651
【W11CB002】レッド×ホワイト

4 580151 024682

手袋ホルダー
【WGS003】800円+税

4 562393 432746

フック付き
グローブシェイパーホワイト
【WGS002】600円+税

4 562393 426424

カートキャディバッグ型各3,000 円 + 税
ペン＆ホルダー
ボールペン 3 本付き

【W11CB006】ブラック×ホワイト

4 580151 024668

4 580151 024705

【W11CB003】イエロー×ホワイト 【W11CB010】ゴールド×シルバー 【W11CB009】シルバー×ブラック

4 580151 024743

4 580151 024675

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 580151 024736
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ゴルフな食器・雑貨

4 571157 075211
ピンク【PC0002】

【W11CB001】グリーン×ホワイト 【W11CB004】ブルー×ホワイト

4 562393 429647

丸くなったエッジを
シャープに再生します。

グローブホルダー
バッグタグ ピンク
【W10TAG002】1,000円+税

【PC0001】
ブルー

ゴルフボールマグカップ

ゴルフな雑貨
【W11CB101】シルバー / ブラック 【W11CB104】グリーン / ホワイト

4 580151 028451

4 580151 028482

【W11CB102】ブラック / ホワイト 【W11CB105】レッド / ホワイト

4 580151 028468

4 580151 028499

キャディバッグ型時計＆ 【W11CB103】ホワイト / ホワイト
クラブ型ペンセット
ボールペン 3 本付き

トイレッスンペーパー
ドラコン編
【TP0011】400円+税

各 2,800 円＋税

トイレッスンペーパー
マナー編
【TP0009】400円+税

4 562393 423218

トイレッスンペーパー
ドライバー編
【TP0002】400円+税

トイレッスンペーパー
ルール編
【TP0001】400円+税

4 580151 028475

トイレッスンペーパー
アプローチ編
【TP0007】400円+税

トイレッスンペーパー
ルール編 Vol,2
【TP0006】400円+税

4 580151 029885

トイレッスンペーパー
8 ロールセット
【TP1003】3,200円+税

4 580151 028857

トイレッスンペーパー
バンカー編
【TP0005】400円+税

4 580151 024187

トイレッスンペーパー
パッティング編
【TP0004】400円+税

4 580151 024170

トイレッスンペーパー
トイレッスンペーパー
4 巻セット テクニック ver.
4 巻セット 知識編 ver.
【TP1002】1,600円+税
【TP1001】1,600円+税

4 571157 076904

4 571157 076898

4 562393 423294

4 562393 423232

4 562393 423225

お風呂ポスター
・
お部屋ポスター

サイズ：840mm 415mm

サイズ：840mm 415mm
耐水性特殊用紙使用

サイズ：600mm 420mm

緑のゴルフコースポスター
夕暮れに染まる
夕暮れに染まる
（部屋用）
ゴルフコースポスター（部屋用） ゴルフコースプスター（風呂用）
【POST003】2,700円+税
【POST001】2,700円+税
【POST002】3,000円+税

サイズ：600mm 420mm
耐水性特殊用紙使用

緑のゴルフコースポスター
（風呂用）
【POST004】3,000円+税

南国ゴルフコースポスター
（部屋用）
【POST007】2,700円+税

4 562393 434078

4 562393 434085

4 562393 434092

4 562393 434122

サイズ：600mm 420mm
耐水性特殊用紙使用

サイズ：600mm 420mm

サイズ：600mm 420mm
耐水性特殊用紙使用

ゴルフな食器・雑貨

4 562393 434061

サイズ：600mm 420mm
耐水性特殊用紙使用

サイズ：600mm 420mm

南国ゴルフコースポスター
（風呂用）
【POST008】3,000円+税

紅葉ゴルフコースポスター
（部屋用）
【POST009】2,700円+税

紅葉ゴルフコースポスター
（風呂用）
【POST010】3,000円+税

海と風吹くゴルフコース
ポスター（部屋用）
【POST011】2,700円+税

海と風吹くゴルフコース
ポスター（風呂用）
【POST012】3,000円+税

4 562393 434139

4 562393 434146

4 562393 434153

4 562393 434160

4 562393 434177

http://www.htcgolf.com/
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サイズ：600mm 420mm

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。

スーパーマリオ

スーパーマリオ

【スーパーマリオ】
ピーチヘッドカバー
フェアウェイウッド用
【SMHF004】4,400円+税

【スーパーマリオ】
マリオヘッドカバー
ドライバー用
【SMHD001】4,600円+税

【スーパーマリオ】
クッパヘッドカバー
ドライバー用
【SMHD002】4,600円+税

マーカー

【スーパーマリオ】
ヨッシーヘッドカバー
フェアウェイウッド用
【SMHF005】4,400円+税

スーパーマリオ
ゴルフマーカー マリオゴルフ
【SMM005】1,800円+税

スーパーマリオ
ゴルフマーカー ヨッシー
【SMM004】1,800円+税

【スーパーマリオ】
マリオ ヘッドカバー
フェアウェイウッド用
【SMHF001】4,400円+税

スーパーマリオブラザーズ
ゴルフマーカー マリオ＆キノコ
【SBM002】1,580円+税

【スーパーマリオ】
ルイージヘッドカバー
フェアウェイウッド用
【SMHF002】4,400円+税

スーパーマリオ
ゴルフマーカー マリオ＆キノコ
【SMM001】1,800円+税

【スーパーマリオ】
クッパヘッドカバー
フェアウェイウッド用
【SMHF003】4,400円+税

スーパーマリオ
ゴルフマーカー ルイージ＆ヨッシ―
【SMM002】1,800円+税

スーパーマリオ
スーパーマリオゴルフマーカー スーパーマリオゴルフマーカー
チップタイプ オールスター
ゴルフマーカー ルイージゴルフ
チップタイプ マリオ
【SMMC002】800円+税
【SMM006】1,800円+税
【SMMC001】800円+税

スーパーマリオブラザーズ
ゴルフマーカーチップタイプ
マリオ＆ルイージ
【SMMC004】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
アクリルネームプレート ヨッシー
【SMNP002】980円+税

裏面
（記入式）

ネームプレート

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

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

バレンタイン、コンペ、クリスマスなど、用途によって
紙什器用のポップをお作りいたします。
（下記は過去使用されたポップです。）

ポップ
※お問い合わせ下さい。
季節のイベント
向けポップ

コンペ
＆

ギフト

外国のお客様には
和のポップ

St.Valentine

熱 烈 歓 迎!

有趣的商品

笑える！ うける！ 楽しめる！

コンペ ギフト
選んで楽しい、
もらって嬉しいグッズが盛り沢山

コーナー

コンペ・ギフト
向けのポップ

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。

Ｆｕｎｎｙ goods
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最有人气的商品
Ｂest for gift

中国からの
お客様向けポップ

http://www.htcgolf.com/

スーパーマリオ

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

