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撮影＝田中宏幸、小林司
取材協力＝ムーンレイクゴルフクラブ鶴舞コース、

STEP GOLF PREMIUM NAKANO
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STEPGOLF PREMIUM GINZA YURAKUCHOで
「選べる特典5」キャンペーン実施中！
　有楽町の東京交通会館にオープンした「STEPGOLF 
PREMIUM GINZA YURAKUCHO」では、オープニングキャ
ンペーンを実施中だ。期間中は入会金が22000円オフにな
り、初月の月会費も無料となる。さらに5000円相当の“選
べる特典5”として、イタリアンワイン、アロマテラピー、鍼
灸マッサージ、自家製焙煎コーヒー豆、八戸毬姫牛のお肉
からギフトプレゼントをもらえるという特別キャンペーン期
間となっている。同じくSTEPGOLF PREMIUM NAKANOも
同キャンペーンの対象となる。体験レッスンも受け付けてい
るので、この機会に是非足を運んでみよう。
●STEPGOLF PREMIUM GINZA YURAKUCHO
TEL.03-6810-0526





［ ロフト角 ］

#5 24°

#6 27°

#7 30°

#8 34°

#9 39°

PW 44°

AW 50°

SW 56°



［ ロフト角 ］

#4 22°

#5 25°

#6 28°

#7 32°

#8 36°

#9 40°

P 44°

W 48°

軟鉄鍛造アイアンは、よく
打感の良さで例えられます
が、打感の良さの感じ方は
人それぞれであり、お使い
のボールの特性によっても、
それは大きく変化してきま
す。軟鉄鍛造アイアンの真
のメリットは、調角が可能な
こと。ゴルファー毎のインパ
クト条件にマッチングさせた
ライ角微調整を行うことで、
より弾道の正確性に寄与す
るのです（松吉宗之さん）
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●17-4PLUS・タングステンネジ+タングステン
（#4-#7）、17-4PLUS・タ ン グ ス テ ン 装 着

(#8-#9)、17-4PLUS（P）、軟鉄8620一体鋳造（A）
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どこで打っても
まっすぐ飛ぶ全芯主義

フルキャビティバック形状で、シリー
ズ中もっともワイドなソール、トップ
ブレードを持ち、オフセットも大きい。
キャロウェイが作りつづけてきた、や
さしいアイアンのスタイルを踏襲。

強高弾道を生む
ビルトイン・タングステン搭載

●本体 /カスタム450+高純度タングステン、フ
ェース /タフェストマレージング鋼（#5～ #8）、
ソフトマレージング（#9～ PA）

●フェース /HT1770MマレージングL字型（#6
～ #8）、HT1770Mマレージング（#9～ PW）、ス
テンレス（AW、PW）ボディ /ステンレス+アルミ
プレート、ウエイト：タングステン合金（#6～
#8）ステンレス+アルミプレート（#9～ SW）

アカデミー生募集中!アカデミー生募集中!
最大3名までの少人数制

購入&フィッティングは
全国の正規販売店または
GTDゴルフスタジオで!

GTDゴルフスタジオ
東京都多摩市和田1737
TEL.042-400-6466

Black Ice

お試しレッスン

（税込）

本誌持参で無料
（平日会員に限る）

3,300円

              Forged CB （♯5～PW）

【価格】 OPEN PRICE

ヘッドが仕事をしてくれる軟鉄アイアン。
優しくボールを運んでくれます。

 　        UT （19° 21° 24° ）

【価格】  OPEN PRICE

ドライバーにつながるUT！ セッティング
しやすい組み合わせを目指しました。

【価格】 OPEN PRICE
【ロフト】 10.5°（リアル）可変±1°

GTD初のシャローバック460cc。
優しく空へ突き刺す快感を！

アカデミー生募集中!
本気でゴルフをやりたい方

8,250 月～
円

シニア、レディース、ジュニアもあり。

レギュラーレッスン
（1回40分）

（税込）

             460 Driver
GTD初のシャローバック460cc。

                          460 Driver460 Driver

                                          Forged CB

Black Ice

        UT        UT
ドライバーにつながるUT！ セッティング

Black Ice

Black Ice

検索GTDゴルフ

詳しくはwebで ！
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