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タイトリスト ゴルフアパレル 2017年 秋冬コレクション発売

アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区 代表取締役社長：中村孝）が展開するブランド
『タイトリスト』は、2017年9月より「TITLEIST GOLF APPAREL FALL & WINTER 2017」
コレクションを順次発売いたします。

秋冬コレクションでは、タイトリスト ゴルフアパレルのコンセプトである”ストレスフリー”をテーマに、
寒い時期でも果敢にコースを攻めるアスリートゴルファーのためのウェアを展開。 素材と設計にこだ
わり、ゴルファーのパフォーマンスを最大限に引き出す機能性を実現しました。 スポーツとトラディ
ショナルをミックスしたデザインで、洗練されたモダンアスリートスタイルを提案します。
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タイトリスト公式サイトで全コレクションをご覧いただけます。
TITLEIST GOLF 
APPAREL
FALL & WINTER
2017

www.titleist.co.jp/apparel 秋冬コレクションのWEB公開は
9月中旬以降を予定しております。

FALL 2017 / 秋のレコメンドアイテム

秋の気分を盛り上げるデザインニットはトラディショナルなテイスト
からポップな柄まで、彩り豊かなラインナップ。
（左） Vネックニットベスト（TWMK1751） ¥12,000
（中） リバーシブルクルーネックニット（TWMK1756） ¥18,000
（右） ストライプVネックニット（TWMK1753） ¥14,000

ヘリンボーンニット

トラックジャケット

軽量アウター

デザインニット

秋ボトムス

正統派スタイルに欠かせないヘリンボーン柄のニットが2種類登場。
ベストは防風裏地付きで冬でも暖か。セーターはシンプルなクルー
ネックタイプ。
（左） ヘリンボーン防風ニットベスト（TWMK1752） ¥13,000
（右） ヘリンボーンクルーネックニット（TWMK1755） ¥14,000

※表示価格は税別

防風素材で見た目以上に暖かいトラックジャケットは、動きやすく
スイングにも集中できる。
防風トラックジャケット（TWMO1720） ¥13,000

薄手の軽量アウターは肌寒い秋に重宝するアイテム。
高いストレッチ性に加え、撥水機能も兼備。
軽量リップジャケット（TWMO1721） ¥14,000

（左） コーディネートに取り入れやすいペールトーンの裏起毛パンツ。
ウエストアジャスタ―機能でサイズ調整も可能。
裏起毛パンツ スリムフィット（TWMP1771）  ¥13,000 

（右） トラディショナルなデザインながらストレッチ性抜群。細かい柄
はどんなトップスとも合わせやすい。
千鳥柄パンツ スリムフィット（TWMP1772） ¥12,000

スマートなシルエットと快適なはき心地を兼ね備えたタイトリストの
ゴルフパンツ。初秋から着用できる素材感の2本を紹介。
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タイトリスト公式サイトで全コレクションをご覧いただけます。
TITLEIST GOLF 
APPAREL
FALL & WINTER
2017

www.titleist.co.jp/apparel 秋冬コレクションのWEB公開は
9月中旬以降を予定しております。

WINTER 2017 / 冬のレコメンドアイテム

（左） アルファストレッチベスト（TWMV1780） ¥16,000
（右） アルファストレッチジャケット（TWMO1722） ¥20,000

アルファシリーズ

防風ニット

ウォームプリント ハイネックシャツ ボンディングパンツ

ニットの風合いはそのままに、防風機能をプラス
してさらなる暖かさを追求したハイパフォーマン
スニット。
（左） ウール防風Vネックニット（TWMK1759） 
¥22,000
（中） ダイヤ柄ジップニット（TWMK1760） 
¥20,000
（右） ケーブル防風ジップニット（TWMK1761） 
¥20,000

※表示価格は税別

１枚で着用しても見栄えよく、レイヤードスタイルにも向くハイ
ネックタイプの蓄熱シャツ。保温性の高い裏起毛素材を使用し、
背中には赤外線を吸収して蓄熱する特殊プリントも採用。
ウォームプリントハイネックシャツ（TWMC1714） ¥11,000

スタイリッシュさと防寒性を兼ね備えた
ボンディングパンツは冬の救世主。今シ
ーズンは、しなやかさとストレッチ性が
アップし、さらに動きやすく。
簡易アジャスタ―で急な裾上げにも対
応。
ボンディングパンツ スリムフィット
（TWMP1774）  ¥13,000 

表地：ストレッチ性に優れた
撥水素材
中綿：通気性と保温性を
併せ持つ「アルファ」
裏地：透湿性を持つメッシュ生地

空気をまとうような軽さと
優れたストレッチ性でスイ
ング時も快適

「ポーラテック・アルファ」を使用した軽量ストレッチアウター。発汗時でも暑く
なりすぎず、休息時は保温性を発揮して汗冷えを防ぎ、快適な着心地を提供し
てくれる。
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タイトリスト公式サイトで全コレクションをご覧いただけます。
TITLEIST GOLF 
APPAREL
FALL & WINTER
2017

www.titleist.co.jp/apparel 秋冬コレクションのWEB公開は
9月中旬以降を予定しております。

FALL & WINTER STYLING / コーディネート

秋空に映える上質モノトーン
コーディネート

Vネックニットベスト
（TWMK1751/BK） ¥12,000
UVカットストレッチパンツ
（TSMP1771/BK） ¥10,000
アーガイル刺繍カノコシャツ
（TWMC1701/WT） ¥9,000

FALL / 秋

※表示価格は税別

WINTER / 冬

発色の良いヘリンボーンニットは
スモーキーな色と合わせて

ヘリンボーンクルーネックニット
（TWMK1755/RD） ¥14,000
千鳥柄パンツ
（TWMP1772/BK） ¥12,000
ツイード調キャップ
（HW7CP/BK） オープン価格

スポーツとトラッドをミックスした
都会的アスリートスタイル

防風トラックジャケット
（TWMO1720/BK） ¥13,000
千鳥柄パンツ
（TWMP1772/OW） ¥12,000

シンプルなベストスタイルには
チェック柄でカジュアルさをプラス

アルファストレッチベスト
（TWMV1780/BK） ¥16,000
ボンディングパンツ
（TWMP1774/OW） ¥13,000
ウォームプリントハイネックシャツ
（TWMC1714/GY） ¥11,000
チェック柄キャップ（HW7CC/BK） オープン価格

暖かな見た目と着心地、カラー
パンツで華やかに

ケーブル防風ジップニット
（TWMK1761/OW） ¥20,000
裏起毛パンツ
（TWMP1771/BO） ¥13,000
ウール混シャツ
（TWMC1712/OW） ¥10,000

大人ポップなダイヤ柄はシンプル
な着こなしで上品に

ダイヤ柄防風ジップニット
（TWMK1760/NV） ¥20,000
UVカットストレッチパンツ
（TSMP1771/OW） ¥10,000

秋色を取り入れて大人っぽく、
スマートなのに防寒力も

ウール防風Vネックニット
（TWMK1759/OL） ¥22,000
ボンディングパンツ
（TWMP1774/NV） ¥13,000
ウール混シャツ
（TWMC1712/NV） ¥10,000

パフォーマンスを妥協しない冬の
勝負服

アルファストレッチジャケット
（TWMO1722/RD） ¥20,000
ボンディングパンツ
（TWMP1774/BK） ¥13,000
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タイトリスト公式サイトで全コレクションをご覧いただけます。
TITLEIST GOLF 
GEAR
FALL & WINTER
2017

秋冬小物のWEB公開は
9月中旬以降を予定しております。www.titleist.co.jp/golf-gear

FALL & WINTER 2017 ACCESSORIES / 秋冬小物など

保温性抜群の裏フリース素材
を使用したユニセックスミトン。
シンプルなデザインでウェアと
コーディネートしやすい。コンパ
クトなサイズは携帯にも便利。
スモールミトン
（AW7MTS） オープン価格

ツイード調キャップ＆バイザー

チェック柄キャップ＆ネックウォーマー

ニットキャップ＆ネックウォーマー

スモールミトン

雨対策アイテム

ツイード調素材が上質でクラシックな装いを演出。秋の気分に
ぴったりの素材感はニットとのコーディネートにおすすめ。
ウォッシャブルなので使用後も清潔に保つことができる。
ツイード調キャップ（HW7CP） オープン価格
ツイード調バイザー（HW7VP） オープン価格

※表示価格は税別

落ち着きのあるチェック柄はシンプルなコーディネートに最適。
内側にフリース素材を使用し、暖かくやさしい肌触り。
チェック柄キャップ（HW7CC） オープン価格
チェック柄ネックウォーマー（AW7CN） オープン価格

２種類のデザインがひとつで楽しめるスポーティなニットシリーズ。
抜群の伸縮性で快適なかぶり心地。
リバーシブルニットキャップ（HW7CWN） オープン価格
リバーシブルネックウォーマー（AW7NW） オープン価格

（左上） 軽い雨でも安心の撥水キャップはサイドロゴでスタイリッシュ。
撥水キャップ（HW7CWR） オープン価格
（左下） 動きやすいベストタイプのレインウェアは、撥水シャツ
（TWMC1700 ¥10,000）と合わせて着用すると手軽な雨対策に。
レインベスト（TWMR1790）  ¥10,000 
（右） スマートなシルエットなのにレインパンツ並みの防水力。濡れた
カートに座っても水がしみ混まない。
ウォーターリペレントパンツ（TWMP1770） ¥15,000

雨の日に役立つ機能アイテムは、アスリートゴルファーの強い味方。


