
2018年9⽉吉⽇

報道関係者各位

ゴルフ総合ブランドとして、消費者の求める商品を提供し続けているテーラーメイド ゴルフ株式会社(本社：東京都江東区／代表取締
役社⻑：マーク・シェルドン-アレン)は、2017年10 ⽉にアディダスグループから独⽴し、新たに “ゴルファーによる、ゴルファーの
ためのアパレルブランド” 「TaylorMade APPAREL」を⽇本で⽴ち上げました。そしてこの度、2018年8⽉中旬よりパフォーマンス性の
⾼さ、⾒た⽬の美しさを兼ね備えた商品「2018 FALL ＆ WINTER」コレクションを全国37店舗にて販売開始いたします。

「TaylorMade APPAREL-2018 FALL ＆ WINTER-」では“より快適に” “より暖かく” “よりスタイリッシュ”の3つのコンセプトを掲げ
どんなプレーの時でも⼼地よい着⼼地とスリムでエレガンスに⾒えるデザインを追求しました。本リリースでは、8⽉中旬・10⽉中旬
よりデリバリーを開始する製品を中⼼にポイントをお届けします。

テーラーメイドゴルフ株式会社

I.「MORE COMFROT」
厚⼿で着膨れする秋冬シーズンに「TaylorMade APPAREL」は、どんなプレーの時でも快適な着⼼地を得られることを追求しました。
ロングポロシャツには美しく、動きやすく、肩への負担を軽減する3D設計の‟テーラード ポロ“を、パンツには‟テーラード パンツ”使⽤。
他の商品にも、素材を使い分け適材適所に配置し、必要な部分に必要な機能を追加することでスイングを妨げない抜群の動きやすさを
実現しました。

II.「MORE WARMTH」
気温が下がる中でのプレーの敵は‟寒さ“だけではありません。「TaylorMade APPAREL」では‟⾬”や‟⾵“の中でパフォーマンスを
低下させないために撥⽔素材や防⾵素材を搭載しました。また保温機能の⾯では、体温の下がりやすい⾸やふくらはぎ部分にダウンや
中綿を⼊れることで寒さによるパフォーマンス低下を避けます。

Ⅲ.「NICER SHAPE」
秋冬ウェアは厚⼿のため着膨れをしますが、「TaylorMade APPAREL」ではボディ全体的に薄中わたを、内側にはダウンや機能中わた
を配して暖かさを確保しつつも、スリムでエレガンスに⾒えるデザインを追求しました。

「2018 FALL ＆ WINTER」コレクションのポイント

“ゴルファーのためのゴルフ・アパレル”「TaylorMade APPAREL」が更なる進化

ゴルファーのパフォーマンス向上を追求したアパレルが登場。-2018 FALL & WINTER Collection-

一切の妥協を許さないデザイン・機能・素材は ゴルファーを“より快適に” “より暖かく” “よりスタイリッシュに”。

【PRESS RELEASE】

【報道関係者お問い合わせ先】テーラーメイド ゴルフPR 事務局（フライシュマン・ヒラード・ジャパン㈱内）
担当：⽜尾（070-1182-7499）・⾦（080-4794-0675）・⼤野（070-1542-7771）

TEL：03-6204-4318  FAX： 03-6204-4302   Email：taylormade@fleishman.com
【お客様のお問い合わせ先】テーラーメイドゴルフ株式会社カスタマーサービスコールフリーダイヤル

TEL.0120-558-562 Email： taylormadegolf.jp

【会社概要】TaylorMade Golf Inc. 
TaylorMade Golf Inc.(⽶国)は1979 年の創⽴以来、最⾼品質のゴルフ⽤品を提供する世界のゴルフシーンにおけるリーディングカンパ

ニーで、⽇本では1986 年に事業を開始しました。⾰新的なテクノロジーを搭載したドライバーをはじめとするゴルフクラブ、ボール、
アパレルおよびアクセサリーなど幅広いゴルフ⽤品を提供しています。世界中のツアーにおいて⾼い使⽤率と勝利数ならびに市場におけ
る⾼い販売実績を記録しており、ツアープロをはじめ多くのゴルファーから⾼い⽀持を獲得しています。
■「TaylorMade APPAREL」SHOP LIST： https://www.taylormadegolf.jp/tm_apparel.html（※随時、更新予定）



PICK UP PRODUCTS
更なる進化を遂げた「TaylorMade APPAREL」の中から8⽉の商品をご紹介。

【Menʼs】「ファブリックミックス ウォームトップ」 【Womenʼs】「ファブリックミックス ジャージージャケット」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/O/XO
\24,000（税別）
ブラック/ホワイト/バーガンディ

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT
\24,000（税別）
ネイビー/ホワイト/レッド

【Menʼs】「テーラード ストレッチジャカード L/S ポロ」 【Womenʼs】「ボーダージャカード L/S ポロ」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/O/XO
\16,000（税別）
ブラック/グレーヘザー/ホワイト

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT
\13,000（税別）
ネイビー/レッド/ホワイト

【Menʼs】「テーラードナイロンパンツ」 【Womenʼs】「ベーシック ニットスコート」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

73.76.79.82.85.88.91.94
\20,000（税別）
ブラック/ベージュ/レッド

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT

\14,000（税別）
ネイビー/グレーヘザー/ホワイト



PICK UP PRODUCTS
更なる進化を遂げた「TaylorMade APPAREL」の中から10⽉の商品をご紹介。

【Menʼs】「ファブリックミックス パーシャル フィルベスト」 【Womenʼs】「パーシャル フィルベスト」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/O/XO
\26,000（税別）
ネイビー/カーキ/ホワイト

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT
\26,000（税別）
ネイビー/カーキ/ホワイト

【Menʼs】「グラデーション ジャカード L/S ポロ」 【Womenʼs】「ジャージー L/S モックシャツ」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/O/XO
\15,000（税別）
ネイビー/グレーヘザー/イエロー/ホワイト

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT
\14,000（税別）
ネイビー/カーキ/ホワイト

【Menʼs】「トライアングル ジオメトリックパターン パンツ」 【Womenʼs】「ハイストレッチ ジャージー スコート」

サイズ
価格
カラー

：

：

：

73.76.79.82.85.88.91.94
\18,000（税別）
ネイビー/カーキ/ホワイト

サイズ
価格
カラー

：

：

：

S/M/L/OT

\20,000（税別）
ネイビー/カーキ/ホワイト



Septemeber

October
【Menʼs】

【Womenʼs】

【Menʼs】

【Womenʼs】

コーディネート②
HEADWEAR：TMパネルデザインメッシュキャップ（ネイビー/\4,200）
OUTER：ファブリックミックス パーシャル フィル ジャケット（カーキ/\28,000）
POLO：テイラード ファブリックミックス L/S ポロ（ネイビー/\20,000）
BOTTOMS：ファブリックミックス パーシャル フィル ウィンターパンツ（ブルー/\24,000）
※全て税別

コーディネート②
HEADWEAR：ウィメンズ・3WAYニットバイザー（グレーヘザー/\5,800）
OUTER：ファブリックミックス フィルジャケット（ネイビー/\28,000）
MIDDLE WEAR：グラフィック L/S モックシャツ（ホワイト/\13,000）
BOTTOMS：パーシャルフィル ロングパンツ（ネイビー/\24,000）
※全て税別

コーディネート②
HEADWEAR：TMウィンター・リバーシブル・ビニー（ブラック/\4,500）
OUTER：ファブリックミックスウォームトップ（レッド/\24,000）
POLO ：テイラード ストレッチジャカード L/S ポロ（ブラック/\16,000）
BOTTOMS： テーラード ナイロンパンツ（レッド/\20,000）
※全て税別

コーディネート②
HEADWEAR：ウィメンズ・ベーシックバイザー（ネイビー/\3,800）
OUTER：キルテッドジャージ―クルートップ（ネイビー/\18,000）
POLO：テイラード ピケ L/S ポロ（ホワイト/\12,000）
SKORT：キルテッドジャージースコート（ホワイト/\18,000）
※全て税別

コーディネート①
HEADWEAR：ベーシックトーナルロゴキャップ（ブラック/\4,000）
OUTER：ファブリックミックス デタッチャブル ジャケット（ブラック/\25,000）
POLO ：シーズナル グラフィックジャカード L/S ポロ（ブラック/\14,000）
BOTTOMS：シーズナル グラフィック テーパードパンツ （ブラック/\18,000）
※全て税別

コーディネート①
HEADWEAR：ウィメンズ ベーシックキャップ（ネイビー/\4,000）
OUTER：ファブリックミックス ジャージージャケット（レッド/\24,000）
POLO：ボーダージャガード L/S ポロ（レッド/\13,000）
SKORT：ベーシック ニットスコート（ネイビー/\14,000）
※全て税別

コーディネート①
HEADWEAR： TMウィンター・リバーシブル・ビニー（ホワイト/\4,500）
OUTER：ファブリックミックス パーシャル フィル ベスト（ネイビー/\26,000）
POLO：グラデーション・ジャガード L/S ポロ（イエロー/\15,000）
BOTTOMS：トライアングル ジオメトリックパターン パンツ（ネイビー/\18,000）
※全て税別

コーディネート①
HEADWEAR：ウィメンズ・3WAYニットバイザー（ネイビー/\5,800）
OUTER：バーシャルフィルベスト（ネイビー/\26,000）
MIDDLE WEAR：ジャージーL/S モックシャツ（ホワイト/\14,000）
SKORT：ハイストレッチ ジャージースコート（ネイビー/\20,000）
※全て税別

BEST COORDINATION
「TaylorMade APPAREL」が提案する「シーズナルカラー」をご紹介。エレガントな着こなしで、⼤⼈な魅⼒と印象を。

※イメージ画像

※イメージ画像

【報道関係者お問い合わせ先】テーラーメイド ゴルフPR 事務局（フライシュマン・ヒラード・ジャパン㈱内）
担当：⽜尾（070-1182-7499）・⾦（080-4794-0675）・⼤野（070-1542-7771）

TEL：03-6204-4318  FAX： 03-6204-4302   Email：taylormade@fleishman.com
【お客様のお問い合わせ先】テーラーメイドゴルフ株式会社カスタマーサービスコールフリーダイヤル

TEL.0120-558-562 Email： taylormadegolf.jp


