
●右用のみ ●2017年11月現在 ●ゴルフクラブの重さ（総重量）は目安としてお考えください。
●ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。 
●原産国：本体/日本、ヘッドカバー・ポーチ/中国、トルクレンチ・ウェイト/台湾

飛距離は、速さだ。

VG3 ドライバー

シャフト

実効ロフト角（度）

ヘッド体積（cc）

シャフトフレックス

実効ライ角（度）

長さ（インチ）

クラブ重さ（g）

シャフト重さ（g）

スイングウェイト

シャフトトルク（度）

キックポイント

グリップ

Speeder 569 
EVOLUTION IV

S

45.5

283

59

D5.0

4.6

中調子

9.5 / 10.5

460

59.5

Titleist VG50

R / SR / S

46.0

275 / 277 / 279

46 / 48 / 50

D4.0

4.7 / 4.6 / 4.5

先中調子

Titleist VG60

SR / S

45.5

283 / 285

58 / 60

D3.0

3.6 / 3.5

中調子

Tour AD IZ-5

S

45.5

282

56

D4.5

4.4

中調子

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° 
フラットキャップ・レッド（M60/軽量）

タイトリスト VG3 ドライバー
460cc
7-1チタン（フェース）、811軽量チタン（ボディ）、カーボン（クラウン）
鍛造（フェース）、鋳造（ボディ）
ブラックPVD（フェース・ソール）、ブラックグロス（クラウン）
9.5°/10.5°
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° 
フラットキャップ・レッド（M60/軽量）
Titleist VG50/60、Tour AD IZ-5、Speeder 569 EVOLUTION Ⅳ
Titleist VG50/60 本体価格 ￥80,000＋税
Tour AD IZ-5 本体価格 ￥97,000＋税
Speeder 569 EVOLUTION Ⅳ 本体価格 ￥97,000＋税

品 名
ヘッド体積
ヘッド素材
ヘッド製法
ヘッド仕上げ
実効ロフト角
グ リ ッ プ

シ ャ フ ト
価 格

：
：
：
：
：
：
：

：
：

“スピードクラウン”がもたらす
シリーズ史上最大の
飛びと直進安定性。

ヘッドカバー
SURE FIT® トルクレンチ
（専用ポーチ・取扱い説明書付き）

SURE FIT® 
ウェイト
4g（赤）

Specifications

Accessories

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『タイトリスト』は、
NEW タイトリスト『VG3ドライバー』、『VG3フェアウェイメタル』を2017年12月22日より発売いたします。
タイトリスト独自の“スピードクラウン&チーターテクノロジー”の採用により、かつてないスピードと直進
安定性を生み出し、シリーズ史上最大の飛距離性能と直進安定性能を実現したNEW『VG3ドライバー』、
ヘッド体積の大型化とプレウォーンアクティブリコイルチャンネルTMの採用で圧倒的な飛距離と高い許容性
を提供するNEW『VG3フェアウェイメタル』。革新のテクノロジーが、ビッグキャリーを描き出します。

シリーズ史上最大の飛距離性能と直進安定性能。
NEW タイトリスト『VG3ドライバー』『VG3フェアウェイメタル』発売！

2017年12月22日発売
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飛距離は、速さだ。

1

爽快な弾き感と広範囲で
高初速を実現する、驚きの反発性能2

3 ロフト角、ライ角2次元独立調整
システム SURE FIT® Hoselで
プレーヤースイングにフィット！4

クラブスピードを加速し、直進性をアップさせる
スピードクラウン＆チーターテクノロジー

進化したCMTシャフト（CONCENTRATED MASS 
TECHNOLOGY）でスクエアインパクトをサポート。
クラブスピードの加速と爽快な振り抜けを体感！

鍛造スピードフェース

スピードクラウン

高慣性
モーメントヘッド

NEW VG3ドライバーには、
タイトリスト独自のロフト角、
ライ角の2次元独立調整フィッ
ティングシステム「SURE FIT® 
Hosel」を採用。ロフト角、ライ角
ともに－１°～＋２°に調整する
ことで、最適なインパクト条件
を作り上げることが可能です。

チーターテクノロジーによって軽量・薄肉化されたクラウン
からトゥ部に、軽くて強いカーボンファイバー成型クラウンを
積層したスピードクラウンを採用。軽量化を維持したまま、フル
チタンクラウン同等の強度と心地よい打音を実現しています。

スピードクラウン

軽量7-1チタンを鍛造することで、
高い精度と反発性、そして心地よい
打音を実現しました。

鍛造スピードフェース

イメージ

理想的な重量配分にするため、トゥ側の重量
を削減。ヒール側に約12gの肉厚インナー
ウェイトパッドを配置することで、低・深重心構造
と慣性モーメント値の最大化を可能にしました。

高慣性モーメントヘッド

NEW VG3ドライバーに採用されたCMTシャフトは、タングステンプリ
プレグを手元側に配置することで、軽量のクラブにありがちな振り遅れ
を解消。高慣性モーメントヘッドの高い許容性と
インパクトでの加速、さらには直進飛距離を
大きく伸ばします。

タングステン
プリプレグ

高弾性
プリプレグ

極薄プリプレグ

イメージ

イメージ

クラウンからトゥ部に楕円状の穴を設けた、タイトリスト独自のチーターテクノロジーは、ヘッドの軽量
化と、余剰ウェイトの再配分による慣性モーメントの拡大、そして低・深重心化を実現させた、NEW 
VG3ドライバーの基幹テクノロジーです。
軽量クラブのメリットである軽快な振り抜きと加速感をキープしたまま、高慣性モーメントヘッドの特徴
である、ボールを力強く押していくパワーをプラス。これまでにないインパクトエネルギーをボールに伝え
ることで、大きな飛距離へと導きます。

チーターテクノロジー

チーターテクノロジー

チーター
テクノロジー

VG3パフォーマンスガイド（右打用）

イメージ

インナー
ウェイトパッド

Technology

タイトリスト ニュースリリース　2017年12月
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品 名
ヘッド 素 材
ヘッド 製 法
ヘッド仕上げ
実効ロフト角

：
：
：
：
：

タイトリスト VG3 フェアウェイメタル
465（フェース）、17-4ステンレス（ボディ）
鍛造（フェース）、鋳造（ボディ）
ブラックPVD（フェース・ソール）、ブラックグロス（クラウン）
#3（15°） /#5（18°） /#7（21°）

グ リ ッ プ

シ ャ フ ト
価 格

：

：
：

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° 
フラットキャップ・レッド（M60/軽量）
Titleist VGF
Titleist VGF　本体価格 ￥48,000＋税

Specifications

■スピードクラウン

■プレウォーン アクティブ リコイル チャンネルTM

飛距離は、速さだ。

0.4ミリと薄肉にしたスピードクラウンに
よって軽量化を達成。ヘッドの大型化と、深
重心ながら重心の高さを低く設定すること
を可能にしています。

NEW VG3フェアウェイメタルは前モ
デルに比べ、ヘッド体積を20%アップ
することで、慣性モーメントを拡大。
比類なき直進飛距離を生み出します。

打点がフェース下部に集中しがちなフェア
ウェイメタルで安定した大きな飛距離を獲得
するために、独自のソールの溝（プレウォーン
アクティブリコイルチャンネルTM）を採用。

NEW VG3
フェアウェイメタル

前モデル
（2016モデル）

15°
#3

18°
#5

21°
#7

NEW VG3フェアウェイメタルに採用
されたCMTシャフトテクノロジーが、
スムーズな振り抜きとスクエアイン
パクトをサポートします。

■ラージサイズヘッド

■CMTシャフト（CONCENTRATED MASS TECHNOLOGY）

フェアウェイからでもビッグキャリー。
ラージサイズ・フェアウェイメタル。

飛距離を大きく伸ばす、独自のスピードテクノロジー。

Titleist VGF

R / SR / S

54 / 56 / 58
D1.5

4.4 / 4.2 / 4.0
中調子

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ・レッド（M60/軽量）

#3/15

58.0 
43.0 
297

#5/18

59.0 
42.5 
301

#7/21

59.5 
42.0 
305

シャフト
VG3 フェアウェイメタル

実効ロフト角（度）
シャフトフレックス
実効ライ角（度）
長さ（インチ）
クラブ重さ（g）
シャフト重さ（g）
スイングウェイト
シャフトトルク（度）
キックポイント
グリップ

2017年12月22日発売

●右用のみ ●2017年11月現在 ●ゴルフクラブの重さ（総重量）は目安としてお考えください。 
●ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。 ●原産国：本体/日本、ヘッドカバー・ポーチ/中国、トルクレンチ・ウェイト/台湾ヘッドカバー

SURE FIT® トルクレンチ
（専用ポーチ・取扱い説明書付き）

SURE FIT® ウェイト
4g（赤）

Accessories

Technology

タイトリスト ニュースリリース　2017年12月

メディア様お問い合わせ先 ｜アクシネット ジャパン インク  タイトリスト事業本部 池田・山下 03-6890-0512TEL 03-6890-1551FAX

読者様用お問い合わせ先 0120-935-325TEL www.titleist.co.jpURL

商品の貸出、画像データ用 ｜タイトリストプレスルーム 玉置・東山 050-5528-9875TEL 03-3405-9730FAX
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