
ド ラ イ バ ー  ： 『SLDR 430 ドライバー』(10.5°) 
フェアウェイウッド ： 『SLDR フェアウェイウッド』(16.5°) 
アイアン  ： 『TOUR PREFERRED UDI』 (#3) *5 
    『TOUR PREFERRED MB』 (#4-PW) 
ウェッジ  ： 『TOUR PREFERRED ATV ウェッジ』(52°、58°、60°) 
パター  ： 『WHITE SMOKE DA-62』（プロトタイプ）  
ボール  ： 『TOUR PREFERRED X ボール』 
フットウェア  ： 『adicross gripmore』(アディダスゴルフ) *2 

ド ラ イ バ ー  ： 『JETSPEED ドライバー』(9.5°) 
フェアウェイウッド ： 『JETSPEED フェアウェイウッド』(15°) 
  ： 『Burner Fairway』（17.5°） 
アイアン  ： 『TOUR PREFERRED CB』 (#4-PW)  
ウェッジ  ： 『xFT ウェッジ』(52°、56°、60°) 
パター  ： 『Ghost Spider S (belly)』  
ボール  ： 『Lethal ボール』 
フットウェア  ： 『adidas Golf pure 360』(アディダスゴルフ) 

＜報道資料＞ 

2014 年 7 月 15 日 
テーラーメイド ゴルフ株式会社 

 

「テーラーメイド」のドライバーが、米/欧ツアーでＷ勝利！！ 
J.ローズ、「      ドライバー」で今季2 勝目を獲得！ 
～米国男子ツアーではB.ハーマンがPGA ツアー初優勝を記録～ 

 
テーラーメイド ゴルフ株式会社(本社：東京都江東区/代表取締役会長兼社長：菱沼信夫)では、同社が展開する   

「テーラーメイド-アディダスゴルフ」ならびに「アシュワース」契約のジャスティン・ローズが、7 月 10 日～7 月 13 日に開

催された、欧州男子ツアー「アバディーンアセットマネジメント スコットランドオープン」(開催場所：ロイヤル アバディ

ーン/スコットランド)で今季の欧州ツアー初優勝を獲得。さらに同週開催された、米国男子ツアー「ジョンディア クラシ

ック」（開催場所：TPC ディアラン/イリノイ州）においても、「テーラーメイド-アディダスゴルフ」契約のブライアン・ハーマ

ンが PGA ツアー初優勝を果たし、テーラーメイド-アディダスゴルフ製品が両ツアーの勝利に大きく貢献しました。 
 
最終日を首位タイでスタートしたジャスティン・ローズは、『SLDR 430 ドライバー』*1や『TOUR PREFERRED MB アイアン』、

『TOUR PREFERRED ATV ウェッジ』などを武器に、6 月の「クイッケンローズ・ナショナル」に続き、自身の出場試合に

おける 2 連勝を達成、足元はアディダスゴルフの最新シューズ『adicross gripmore SYN』*2 が、4 日間のプレーをサポ

ートし、「全英オープン」へ向けての弾みをつけました。一方、単独首位で最終日をスタートしたブライアン・ハーマンは、

『JETSPEED ドライバー』や『TOUR PREFERRED CB アイアン』などを武器に正確なショットで通算 22 アンダーまでスコ

アを伸ばし、米国男子ツアー初優勝、翌週の「全英オープン」への出場権を手にしました。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

さらに、両大会ともに、「テーラーメイド」のドライバーがブランド別使用率で No.1 を獲得*3、J.ローズが使用した「SLDR
ドライバー」は両大会のモデル別使用率で No.1*3 を獲得するなど「テーラーメイド‐アディダスゴルフ」製品が、世界中

の多くのプロの勝利とパフォーマンスに貢献しています。 
*1: 『SLDR430 ドライバー』は、日本では『SLDR430TOUR PREFERRED ドライバー』として展開。 
*2: 『adicross gripmore SYN』は 7 月 18 日よりテーラーメイド直営店・EC サイトにて数量限定先行販売予定です。 

*3：米国男子ツアー使用率はダレル・サーベイ調べ（2014年7月14日時点）。欧州男子ツアー使用率はスポーツ・マーケティング・サーベイズ調べ（2014年7月10日時点）。

モデル別使用率は、『SLDR460 ドライバー』(日本では『SLDR ドライバー』として展開)、『SLDR430 ドライバー』(日本では『SLDR430TOUR PREFERRED ドライバー』として展開)、

『SLDR S 460 ドライバー』(日本では『SLDR S ドライバー』として展開)の合計本数。 
*4:使用スペックに関しては、一部市販モデルとは仕様が異なる場合がございます。 
*5:日本未展開モデル。 
 

Aomi Frontier Bldg., 2-4-24,
Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064 JAPAN

Phone 03.3570.5500
japan.taylormadegolf.com 

japan.adidasgolf.com 
www.ashworthgolf.jp

adamsgolf.jp

ジャスティン・ローズ 使用スペック*4 

ブライアン・ハーマン使用スペック*4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【TaylorMade Golf Inc.,/ テーラーメイド ゴルフ株式会社について】 
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。2009 年には「アシュワース」ブランドのアパレルを中心としたプロダクトを、そして 2012 年からは「アダムスゴルフ」のゴ

ルフクラブを中心とした製品の展開を開始。日本では 1986 年から事業を開始し、現在はテーラーメイド ゴルフ株式会社として 
「テーラーメイド」、「アディダスゴルフ」、「アシュワース」に加え、「アダムスゴルフ」ブランドを展開。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」を中心に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。 

■ 「SLDR ドライバー」/「SLDR フェアウェイウッド」
 
理論上、最も飛ぶとされる『高打ち出し、低スピンボール』の弾道を容易に実現する 
『SLDR ドライバー』は、テーラーメイド独自のロー・フォワード・シージー設計との相乗効果でロ

フト角を上げても、吹け上がらず無駄なバックスピンを軽減し、高打ち出しでさらなる飛距離ア

ップを実現。新たに搭載された「SLDR ウエイト」は、1 つのウエイト(18g)をスライドさせること

で大きな重心可変を促し、簡易的でありながらも、ワイドな弾道調整を実現する新たな弾道調

整テクノロジーです。さらに、『SLDR フェアウェイウッド』は新設計の「スピードポケット」を採用、

ロースピンで高い打ち出し角を可能にします。『SLDR ドライバー』とのマッチングも考慮された

コンパクトなヘッド形状をしています。 

©TaylorMade、テーラーメイドロゴ、アディダス、adidas ロゴ、および 3‐Stripes マークは adidas Group の登録商標です 

TOUR PREFERRED MB アイアン 

■ 「TOUR PREFERRED アイアン」 
 
『TOUR PREFERRED アイアン』シリーズでは、美しいシェープに加え、ツアープロが求める打

感、操作性、正確性を徹底的に追求。『TOUR PREFERRED MB アイアン』は、操作性に優れた

コンパクトなヘッド形状で、シャープな振り抜きの良さとソフトな打感を実現します。また 
『TOUR PREFERRED CB アイアン』には、新たに「NEW スピードポケット」を搭載し、オフセンタ

ー時のボールスピード、スピン、弾道が安定しプロが求める飛距離の安定性を実現します。 

■ 「JETSPEED ドライバー」/「JETSPEED フェアウェイウッド」
 
『JETSPEED ドライバー』は、テーラーメイド独自のロー・フォワード・シージー設計に加え、テー

ラーメイド ドライバー史上初となるスピードポケットを搭載し、驚くべきスイング・ヘッド・ボール

スピードとともに、大きなスイートエリアによる飛距離の安定性を実現しました。さらに

『JETSPEED フェアウェイウッド』は、進化した貫通型スピードポケットとシャローフェース設計を

採用することで、飛距離性能に加え、打ちやすさを高めました。 

■「TOUR PREFERRED ウェッジ」 
 
『TOUR PREFERRED ウェッジ』シリーズは、ツアープロのリクエストから誕生した高次元のスピ

ン性能と美しい形状を兼ね備えた高性能ウェッジです。ミリング加工を施した高性能グルーブ

と、優れたスピン性能を発揮するマイクロテクスチャーを採用しスピン性能が向上しました。 

■ 「TOUR PREFERRED®X ボール」 
2013 年度の PGA ツアーにおいて使用率 No.2 を誇る『LETHAL』を、100 人以上のプ

ロからのフィードバックを元にさらに進化させたツアーボール。グリーン周りのスピンコント

ロールを向上させる「Soft Tech™（ソフトテック）ウレタンカバー」を採用し、5 ピースのマル

チレイヤー構造があらゆるショットにおいて適切な性能をします。 


