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飛距離にこだわる女性ゴルファーに向けて“やさしく飛ばせる”「BURNER」シリーズが新登場！ 
トレンドカラーのパープルを随所に配したスタイリッシュなデザインを実現！！ 

Women’s 『BURNER
バ ー ナ ー

』シリーズ 
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2010 年 4 月より順次発売開始 
 

テーラーメイド ゴルフ株式会社（本社：東京都江東区／代表取締役社長：菱沼信夫）では、飛距離にこだわる

女性ゴルファーに向けて女性向け「BURNER」シリーズを新たにラインナップ。『BURNER SUPERFAST(バーナー 
スーパーファスト)ドライバー』、『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』、『BURNER SUPERFAST レスキュー』、

そして『BURNER SUPERLAUNCH(バーナー スーパーローンチ) アイアン』*1 をそれぞれ 2010 年 4 月より 

順次発売開始します。 
 
今回新たに展開する「BURNER」シリーズでは、トレンドカラーの「パープル」をヘッドやシャフト、ヘッドカバーに 

至るまで随所に採用。「アディダスゴルフ」における 2010 年コレクションのテーマカラーとして採用されている   

「ヴィオラ」や「シュガープラム」といったパープル系のカラーと連動したカラーリングがスタイリッシュでスポーティな

印象を演出、女性ゴルファーにおしゃれなゴルフスタイルを提供します。 
 
『BURNER SUPERFAST ドライバー』では、スイングスピードの加速とそれに伴うインパクト時のパワー向上を

可能にする「スーパー・ファスト・テクノロジー」がさらに進化。軽量化に加え 44.75 インチのクラブレングス、 

さらには空気抵抗を削減するエアロダイナミック(空気力学)ヘッドデザインを採用。高い慣性モーメントを誇る

大型ヘッドと低重心化を促す 2 重クラウン構造「デュアル・クラウン・テクノロジー」との融合によりヘッドスピードと

安定性を一層向上させ、ゆっくりとしたスイングスピードの女性ゴルファーに対してもスピードと直進性の高い

大きな飛距離を提供します。 
 
また、ドライバーと同じコンセプトで軽量化とエアロダイナミックヘッドデザインを実現した『BURNER 
SUPERFAST フェアウェイウッド』と『BURNER SUPERFAST レスキュー』も同時にラインナップ。さらに、やさしさと 

飛距離性能を追求し、振り抜きやすさと高弾道で大きな飛距離を提供する『BURNER SUPERLAUNCH アイアン』

も展開することで、シリーズを通して幅広い女性ゴルファーに力強い飛びを可能にします。 
 
スピードとパワーというコンセプトを継承した女性向け「BURNER」シリーズでは、やさしさと飛距離性能を   

求めるアスリート志向の女性ゴルファーにスタイリッシュで大きな飛距離を提供します。 
 

*1:『BURNER SUPERLAUNCH アイアン』は 2010 年 1 月 1 日から主要なプロフェッショナルツアー（PGA ツアー国際連盟に加盟しているツアー、
女子ツアー、およびその他同等の組織）において適用される USGA、R&A によって定められた新しい規則に則った溝（グルーブ）を採用しています。 
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■ スイングスピードを更に加速させる「スーパー・ファスト・テクノロジー」がさらに進化 

スイングスピードの加速化とインパクト時におけるパワーの向上を  

可能にする「スーパー・ファスト・テクノロジー」が進化。ヘッドから  

シャフト、グリップに至るまで徹底した軽量化を実現。さらに空気抵抗

を削減するエアロダイナミック(空気力学)ヘッドデザインを採用、

独特なヘッド形状がヘッドスピードのアップを実現し、飛距離性能

をさらに向上しました。 
 

 
 

■ 徹底した低重心化を促す2 重クラウン構造「デュアル・クラウン・テクノロジー」 

『BURNER SUPERFAST』シリーズ*では、「TOUR BURNERドライバー」  

以降、踏襲されてきた2 重のクラウン構造「デュアル・クラウン・     

テクノロジー」を採用。精密なヘッド鋳造技術による極薄ヘッド  

構造「UTW(ウルトラ・シン・ウォール・テクノロジー)」により、    

クラウン上部を軽量化、余剰重量をクラウン下部へ配分すること

で低重心化に成功しました。これにより、低スピンかつ高い弾道を

提供します。 
 
* 『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』、および 

『BURNER SUPERFAST レスキュー』を除く 
 
 

■ ミスヒットを軽減する「インバーテッド･コーン･テクノロジー」(ICT)搭載 

大きなフェースエリアと、フェースに採用された逆円錐形フェース   

「インバーテッド・コーン・テクノロジー」(ICT)の相乗効果により、  

オフセンターヒット時においても飛距離のロスを最小限に抑制。 

直進性の高い安定した飛距離を実現します。 

 

 

■ 安定した方向性と飛距離を実現する独自の「バリアブル・バルジ･アンド・ロール設計」 

直進性能を高めるため、バルジをよりフラットに設計。大きな   

慣 性 モ ー メ ン ト と フ ェ ー ス に 採 用 さ れ た 逆 円 錐 形 フ ェ ー ス     

「インバーテッド・コーン・テクノロジー」との相乗効果により、   

オフセンターヒット時においても飛距離のロスとボールの打ち出し

方向のバラつきを抑制、直進性の高い安定した方向性と圧倒的な

飛距離を提供します。 
 
*バルジ： ウッドクラブのフェース面の膨らみ。横方向の曲面を作る円弧の事。 
*ロール： ウッドクラブのフェースのクラウンからソールにかけての膨らみの事。 

 縦方向の曲面を作る円弧の事。 

Women’s 『BURNER SUPERFAST ドライバー』 
搭載テクノロジー 

エアロダイナミックなヘッド形状を実現した
「BURNER SUPERFAST ドライバー」 

2 重のクラウン構造 

「デュアル・クラウン・テクノロジー」 

インバーテッド・コーン・テクノロジー



 
■ 大きなアドレスサイズが構えた時の安心感を提供 

ドライバーと同じく、スピードとパワーというコンセプトを継承して開発された

『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』では、スチール製のエアロダイナミック

なヘッド形状を採用。200CC（♯3）の大型ヘッドにはディープフェースを採用し、 

低重心化を実現。大きなアドレスサイズがアドレス時に安心感を与え、高弾道で 

ロースピンのショットを提供します。 

 

 

 

 

 

 

■ やさしく飛ばせるヘッドデザイン 
『BURNER SUPERFAST レスキュー』*ではスピードと飛距離性能を追求。トゥから

ヒール方向、フェースからバック方向にかけてそれぞれヘッドレングスを    

長く設定し、大きなアドレスサイズを実現。アドレス時に安心感を与え、     

やさしく大きな飛距離を提供します。 

 

*『BURNER SUPERFAST レスキュー』(#6/27°)は 2010 年 1 月 1 日から主要なプロフェッショナル  

ツアー（PGA ツアー国際連盟に加盟しているツアー、女子ツアー、およびその他同等の組織）において

適用される USGA、R&A によって定められた新しい規則に則った溝（グルーブ）を採用しています。 
 

 

 
 
 
■ 番手毎にコンセプトを分けた最適ヘッド設計 

『BURNER SUPERLAUNCH アイアン』ではそれぞれの番手で必要な性能を研究し、個別設計を施しました。  

♯5 ではミスヒットに対する寛容性を高め、飛距離性能を向上。♯6 と♯7 では高弾道で高い正確性と飛距離の

両立を目指したほか、♯8 からウェッジにおいても高弾道で高い操作性と心地よい打感の一体感を 
実現しました。 

 
 
■ 高慣性モーメントと独自のテクノロジーが”やさしさ”を飛躍的に向上 

ヘッド周辺部分への極端な重量配分により大きな慣性モーメントを実現。さらに、オフセンターヒット時でも

ボールスピードの低下を最小限に抑え、安定した飛距離を実現するフェーステクノロジー「インバーテッド・  

コーン・テクノロジー｣(ICT)との相乗効果により、フェースのどの部分で打っても大きな飛距離性能を   

実現します。 
 
 

■ 低重心設計エキストラ・ワイドソールと「マルチ・ファンクショナル・ソール」が生み出す高弾道 

重心位置をより深く低くすることで高弾道を実現。さらに地面との接地面積が増えることで、アドレス時に 

安心感を与える一方で、優れた振りぬきの良さと操作性を実現します。 

Women’s 『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』 
搭載テクノロジー 

Women’s 『BURNER SUPERLAUNCH アイアン』 
搭載テクノロジー 

安心感を与える大きなアドレスサイズ 

Women’s 『BURNER SUPERFAST レスキュー』 
搭載テクノロジー 



 

○Head Specifications （ヘッド仕様） 

Head Specifications 

ヘッド素材／フェース素材 6-4ti ／ 6-4ti 

ロフト角（°） HT（13） 

フェース角（°） 0 

ライ角（°） 60 

ヘッド体積（cm3<cc>） 460 

長さ (インチ) 44.75 

 

 

Shaft Specifications○  （シャフト仕様 

Shaft BURNER SUPERFAST RE*AX 

フレックス L 

クラブ重量(g) 278 

シャフト重量(g) 46 

トルク 5.8 

バランス C7 

キックポイント 元 

グリップ C500 Women’s（径 59／35g） 
＊上記スペックは、暫定数値です。 ＊専用ヘッドカバー付き。   

＊仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。 

 

○付属品 

・ヘッドカバー 

 

 

Price○  （販売価格） 
 

『BURNER SUPERFAST ドライバー』 販売価格：￥46,200 （本体価格：￥44,000） 

 

Women’s 『BURNER SUPERFAST ドライバー』 



  
Head Specific○ ations （ヘッド仕様） 

Women’s 
『BURNER SUPERFASTフェアウェイウッド』

Women’s 
『BURNER SUPERFAST レスキュー』HEAD 

♯3 ♯5 ♯7 ♯4 ♯5 ♯6 

ヘッド素材／フェース素材 
450 SS／

455 SS 
17-4 SS / 17-4 SS 450 SS／455 SS 

ロフト角（°） 15 18 21 21 24 27 

フェース角（°） 0 0 

ライ角（°） 59 59.5 60 61 61.5 62 

ヘッド体積（cm3<cc>） 200 175 155 117 119 121 

長さ (インチ) 41.875 41.375 40.875 39 38.5 38 

 

 
Shaft Specifications○  （シャフト仕様） 

 Women’s 
『BURNER SUPERFASTフェアウェイウッド』 

Women’s 
『BURNER SUPERFAST レスキュー』

Shaft BURNER SUPERFAST RE*AX 

フレックス L L 

クラブ重量(g) 286 332 

シャフト重量(g) 41 58 

トルク 5.8 3.0 

バランス C7 C6 

キックポイント 元 先 

グリップ C500 Women’s（径 59／35g） 

＊上記スペックは、暫定数値です。 ＊専用ヘッドカバー付き。   

＊仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。 

 
○付属品 

・ヘッドカバー 

 
〇Price （販売価格） 

 

Women’s『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』 販売価格：￥29,400 （本体価格：￥28,000）

Women’s『BURNER SUPERFAST レスキュー』 販売価格：￥25,200 （本体価格：￥24,000）

Women’s 『BURNER SUPERFAST フェアウェイウッド』 
Women’s 『BURNER SUPERFAST レスキュー』 



 
〇Head Specifications （ヘッド仕様）  

HEAD ♯5 ♯6 ♯7 ♯8 ♯9 PW AW SW 

ヘッド素材／フェース素材 17－4 SS ／ 17－4 SS 

ロフト角（°） 26 29 33 37 41 46 51 56 

ライ角（°） 60.75 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5 63.5 

フェースプログレッション（mm） 1.1 1.5 2.2 2.8 3.4 4.0 4.7 5.3 

長さ(インチ) 37.25 36.625 36 35.5 35 34.75 34.75 34.5 

バランス C6 C8 C9 

クラブ重量(g) 346 

グリップ C500 Women’s（径 59／35g） 

   
Shaft Specifications○  （シャフト仕様） 

Shaft BURNER SUPERFAST RE*AX 

フレックス L 

シャフト重量(g) 56 

トルク 3.0 

キックポイント 先 

＊上記スペックは暫定数値です。 
＊仕上げおよびスペックに関しては変更になる場合があります。 

 
〇Price （販売価格） 

  
5 本セット 

(♯7～PW、SW) 
価格：￥84,000 （本体価格：￥80,000） 

単品 
（♯5、♯6、AW) 

価格：￥16,800 （本体価格：￥16,000） 

  
 
 
【テーラーメイド ゴルフ株式会社について】 

テーラーメイド ゴルフは 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す。1998 年にはアディダスグループの完全子会社となり、「アディダス     
ゴルフ」ブランドのフットウェアおよびアパレルを中心としたラインナップも展開。日本では 1986 年から事業を  
開始、現在は「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」の両ブランドを取り扱い、ツアープロを始め、あらゆる   
ゴルファーのニーズに応える幅広い製品を提供し続けています。  
【アディダスグループについて】 
アディダスグループはスポーツ用品業界をリードする世界的な企業です。同グループが抱えるアディダス、  
リーボック、そしてテーラーメイド-アディダスゴルフの 3 つのブランドは、幅広い製品を通して消費者の    
ニーズに基づいた戦略的かつ相互補完的な発展を目指しています。  
 
 

Women’s 『BURNER SUPERLAUNCH アイアン』 


