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ドライバー
DRIVER WOOD

ギガHS797	ドライバー　GIGA	HS797	DRIVER	WOOD

SLEルール適合

ロフト角：		 9.5°,10.5°,11.5°
ヘッド体積	：	 460cc
ヘッド素材	：　　　	 【フェース】シリコンチタンカップフェース
	 	 【ボディ】811チタン
ヘッド製法	：　　　	 2ピース構造 (鍛造カップフェース , 精密鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP
シャフト：		 フジクラ社製	SPEEDERオリジナルシャフト

グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー・トルクレンチ
製造国：	 	 日本
価格：	 	 90,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 68,000 円 +税
　　　　　　　　　　　　　（付属品：ヘッドカバーのみ）
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ギガHS797	フェアウェイウッド　GIGA	HS797	FAIRWAY	WOOD

SLEルール適合

フェアウェイウッド
FAIRWAY WOOD

ロフト角：		 【#3】15°,【#5】18°
ヘッド体積	：	 【#3】185cc	,【#5】165cc
ヘッド素材	：　　　	 【フェース】シリコンチタンカップフェース
	 	 【ボディ】17-4PHステンレス
ヘッド製法	：　　　	 2ピース構造 (鍛造カップフェース , 精密鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP（フェース：シルバーサテン）
シャフト：		 フジクラ社製	SPEEDERオリジナルシャフト

グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー・トルクレンチ
製造国：	 	 日本
価格：	 	 49,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 35,000 円 +税
　　　　　　　　　　　　　（付属品：ヘッドカバーのみ）



NEW
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ギガHS797	フェアユーティリティー　GIGA	HS797	UTILITY

SLEルール適合

ユーティリティー
UTILITY

ヘッド体積：	 【U3/21°】	125cc	,【U4/24°】	121cc
	 	 【U5/27°】	118cc
ヘッド素材	：	 【フェース】シリコンチタンカップフェース
	 	 【ボディ】17-4PHステンレス
ヘッド製法	：　　　	 2ピース構造 (鍛造カップフェース , 精密鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP（フェース：シルバーサテン）
シャフト：		 フジクラ社製	SPEEDERオリジナルシャフト

グリップ：		 ツアーベルベットラバーM60X(	52g	)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー
製造国：	 	 日本
価格：	 	 47,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 33,000 円 +税



ロフト角：		 9.5°,10.5°
ヘッド体積	：	 460cc
ヘッド素材	：　　　	 【フェース】Ti72211Sシリコンチタンカップフェース
	 	 【ボディ】6AL-4Vチタン
ヘッド製法	：　　　	 2ピース複合 (フェイス鍛造 , ボディ鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP
シャフト：		 オリジナルROMBAX	PREMUM-Sカーボンシャフト

アディショナル	ドライバー

Additional DRIVER WOOD

グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー・トルクレンチ
製造国：	 	 日本
価格：	 	 90,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 70,000 円 +税

SLEルール適合
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ロフト角：		 8°,9.5°,10.5°
ヘッド体積	：	 460cc
ヘッド素材	：　　　	 【フェース】Ti72211Sシリコンチタンカップフェース
	 	 【ボディ】6AL-4Vチタン
ヘッド製法	：　　　	 2ピース複合 (フェイス鍛造 , ボディ鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP
シャフト：		 オリジナルROMBAX	PREMUM-Sカーボンシャフト

ドライバー
DRIVER WOOD

ギガHS787	ドライバー		GIGA	HS787	DRIVER
グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー・トルクレンチ
製造国：	 	 日本
価格：	 	 90,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 70,000 円 +税

SLEルール適合
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ロフト角：		 【#3】	15°	,【#5】18°	,【#7】21°
ヘッド体積：	 【#3】	185cc	,【#5】150cc	,【#7】135cc
ヘッド素材	：	 【フェース＆クラウン	】6AL-4Vチタン	
	 	 【ボディ	】17-4PHステンレス
ヘッド製法	：	 2 ピース特殊複合構造
仕上げ・メッキ：	 ブラック IP
シャフト：		 オリジナルROMBAX	PREMUM-Sカーボンシャフト

フェアウェイウッド
FAIRWAY WOOD

グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 	 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品：	 	 ヘッドカバー
製造国：	 	 日本
価格：	 	 42,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 28,000 円 +税

SLEルール適合

ギガHS787	フェアウェイウッド		GIGA	HS787	FAIRWAY	WOOD

ロフト角：		 【#3】	15°	,【#5】18°
ヘッド体積	:	 【#3】195cc	,【#5】185cc
ヘッド素材	：	 【フェース】15-3-3-3	ベータチタンカップフェース
	 	 【ボディ	】6AL-4Vチタン
ヘッド製法	:	 2 ピース複合 (フェイス鍛造 , ボディ鋳造 )
仕上げ・メッキ :	 ブラック IP
シャフト：		 SPEEDER	FW60
	 	 ※カスタムシャフトの為、受注生産になります。

プロトタイプ	フェアウェイウッド

PROTO FAIRWAY WOOD

グリップ :	 	 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右 :	 	 右用	
ヘッドカバー :	 あり	
性別 :	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー
製造国：	 	 日本
価格：	 	 61,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 39,000 円 +税

SLEルール適合
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ギガHS787	ユーティリティ　GIGA	HS787	UTILITY
ヘッド体積：	 【UT21】	105cc	,【UT24】	103cc
ヘッド素材	：	 【フェース】15-3-3-3	ベータチタンカップフェース
	 	 【ボディ	】17-4PHステンレス
ヘッド製法	：	 2 ピース複合構造
仕上げ・メッキ：	 ブラック IP
シャフト：		 オリジナルROMBAX	PREMUM-Sカーボンシャフト
	 	 N.S.PRO	950GH	
グリップ：		 ツアーベルベットラバー (	ブラック	/	52g)	

ユーティリティ
UTILITY

左右：	 	 右用
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品：	 	 ヘッドカバー
製造国：	 	 日本
価格：	 	 【ROMBAX】45,000円 +税	
	 	 【NS	PRO	950GH】40,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 32,000 円 +税

SLEルール適合
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ドライバー
DRIVER WOOD

ギガ	グラブゼロインパクト　GIGA	GRAV.ZERO	IMPACT
ロフト角：		 9.5°,10.5°,11.5°
ヘッド体積	：	 460cc
ヘッド素材	：　　　	 【フェース】TVC高強度チタンカップフェース
	 	 【ボディ】6AL-4Vチタン
ヘッド製法	：　　　	 2ピース複合 (フェイス鍛造 , ボディ鋳造 )
仕上げ・メッキ :　				 ブラック IP
シャフト：		 オリジナルTIGHT	NECKシャフト

グリップ：		 インスパイラルグリップ (ブラック	/	46g)	
左右：	 　　　			 右用	
ヘッドカバー：	 あり	
性別：	 	 メンズ	
付属品 :	 	 ヘッドカバー
製造国：	 	 日本
価格：	 	 98,000円 +税
	 	 ※ヘッド単体 70,000 円 +税

SLEルール適合



12

左右：	 	 右用	
ヘッドカバー :	 なし	
性別 :	 	 メンズ	
製造国 :	 	 日本
価格：	 	 【専用カーボンシャフト】
	 	 168,000円 +税 /６本セット
	 	 	 　　		(#5,#6,#7,#8,#9,PW)
	 	 【N.S.PRO	950GH】
	 	 156,000円 +税 /６本セット
	 	 	 　　		(#5,#6,#7,#8,#9,PW)
	 	 ※シャフト付きはセット販売のみ
	 	 ※ヘッド単体 各20,000 円 +税
	 	 ※ヘッド 6本セット 120,000 円 +税

ヘッド重量	：	 【#5】	259cc	,【#6】266cc	,【#7】273cc
	 	 【#8】	280cc	,【#9】287cc	,【PW】294cc
ヘッド素材・製造：	 【フェース】
	 	 C455マレージング鍛造カップフェース（	#5~7）
	 	 C455マレージング鍛造フェース（	#8~PW）
	 	 【ボディ】S20C軟鉄鍛造
仕上げ・メッキ：	 クロムメッキサテン仕上げ
シャフト：		 ミツビシ社製専用カーボンシャフト
	 	 M.S.PRO	950GH
グリップ :	 	 ツアーベルベット・ライト (M60X	/	42g)
	 	 ツアーベルベットラバー (M62X	/	46g)

CP1アイアン　CP1Iron

SLEルール適合

ポケットキャビティアイアン
POCKET CAVITY IRON



Mシリーズ		M	SERIES
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左右：	 	 右用	
ヘッドカバー :	 なし	
性別 :	 	 メンズ	
製造国 :	 	 日本
価格：	 	 132,000円 +税 /６本セット
	 	 	 　　		(#5,#6,#7,#8,#9,PW)
	 	 各 22,000円 +税 /別売り (#3	,	#4)
	 	 ※ヘッド単体 各17,000 円 +税

ヘッド体積	：	 【#3】	242cc	,【#4】249cc	,【#5】256cc
	 	 【#6】	263cc	,【#7】270cc	,【#8】277cc
	 	 【#9】	284cc	,【PW】291cc　
ヘッド素材	：	 軟鉄
ヘッド製法	：	 鍛造
仕上げ・メッキ：	 4層メッキ仕上げ
シャフト：		 Dynamic	Gold	/	S200
グリップ :	 	 ツアーベルベット (M60X	/	52g)

M2フォージド　キャビティバック	アイアン
M2 FORGED　CAVITY BACK IRON

M1フォージド　マッスルバック	アイアン
M1 FORGED　MUSCLE BACK IRON

SLEルール適合

SLEルール適合

左右：	 	 右用	
ヘッドカバー :	 なし	
性別 :	 	 メンズ	
製造国 :	 	 日本
価格：	 	 132,000円 +税 /６本セット
	 	 	 　　		(#5,#6,#7,#8,#9,PW)
	 	 各 22,000円 +税 /別売り (#4)
	 	 ※ヘッド単体 各17,000 円	+ 税

ヘッド体積	：	 【#4】252cc	,【#5】259cc	,【#6】	266cc
		 	 【#7】273cc	,【#8】280cc
	 	 【#9】	287cc	,【PW】294cc　
ヘッド素材	：	 軟鉄
ヘッド製法	：	 鍛造
仕上げ・メッキ：	 4層メッキ仕上げ
シャフト：		 N.S.PRO	950GH
グリップ :	 	 ツアーベルベット (M62X	/	46g)
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フォージド	ウェッジ
FORGED WEDGE

TW15	ギガ	フォージド	ウェッジ　TW15	GIGA	FORGED	WEDGE
左右：	 	 右用	
ヘッドカバー :	 なし	
性別 :	 	 メンズ
付属品：	 	 L	型レンチ	,	取扱説明書
アクセサリー：	 別売りウェイト（12,00 円 +税）
	 	 ※ 5g	,	4g	,	3g	,	1g

製造国 :	 	 日本
価格：	 	 【サテンシルバーモデル】22,000円 +税	 	
	 	 ※ヘッド単体 各17,000 円 +税
	 	
	 	 【ブラックIPモデル】工房専売モデル。ヘッド販売のみ
	 	 ※ヘッド単体 各20,000 円 +税

ラインナップ：	 サテンシルバーモデル	, ブラック IPモデル
ヘッド重量	：	 【48°/8°】297g	,【50°/8°】297g	
	 	 【52°/8°】297g	,【56°/12°】299g	
	 	 【58°/10°】301g
ヘッド素材	：	 軟鉄 (	S20C	)
ヘッド製法	：	 鋳鍛造
仕上げ・メッキ：	 【サテンシルバーモデル】クロムサテンメッキ
	 	 【ブラックIPモデル】銅下メッキ/ブラックIP加工
	 	 【ウェイト】タングステン ,	チタン (1g)
シャフト：		 Dynamic	Gold(S200)
	 	 N.S.PRO	950GH(S)
グリップ :	 	 ツアーベルベット (M60/51g/BL なし)
	 	 ツアーベルベット	(M62/45g /BL なし)

新溝ルール適合モデル
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HS797	,	HS787	,	788	,	TW15専用
ポジションを変更する場合、必ずGIGAトルクレンチをご使用ください。
それ以外での器具での調整は、製品の破損につながる恐れがございます。

製造国：中国
価格：3,300円 +税

ギガ　トルクレンチ
GIGA　TORQUE WRENCH

ギガ　ウェイトネジ
GIGA　WEIGHT SCREW

HS797シリーズ（DW,FW,UT）	,	787DW,	788	DW	専用
カラー：ブラック
重量：6g	,	5g	,	4g	,	3g	,	2g
製造国：中国
価格：1,200円 +税

アクセサリー		ACCESSORIES

ギガ　787FW専用　ウェイトネジ

TW15	ギガ　ウェッジ用　ウェイトネジ
(ブラック , シルバー )

GIGA　HS787 FW　WEIGHT SCREW

WT15 GIGA　WEDGE　WEIGHT SCREW
( BLACK , SILVER )

HS787	FW	専用
カラー：ブラック
重量：6g	,	5g	,	3g
製造国：中国
価格：1,200円 +税

TW15	WEDGE	専用
カラー：ブラック ,	シルバー
重量：5g	,	4g	,	3g	,	1g
製造国：中国
価格：1,200円 +税



アクセサリー		ACCESSORIES

HS797	UT用
カラー：ブラック
製造国：中国
価格：2,000円 +税

サイズ：9.5 型（47インチ対応）
カラー：ブラック・シルバー , ブラック・ゴールド
　　　　ホワイト・シルバー
総重量：4.5kg
素材：合成皮革（PU）
製造国：インドネシア
価格：58,000円 +税

ギガ　ユーティリティ用 　ヘッドカバー

ギガ　キャディバック

GIGA　UT　HEAD COVER

GIGA　FW　HEAD COVER

GIGA　CADDIE BAG

ギガ　フェアウェイウッド用　ヘッドカバー

ギガ　ドライバー用　ヘッドカバー
GIGA　DW　HEAD COVER

HS797	FW用
カラー：ブラック
製造国：中国
価格：2,000円 +税

HS797	DW用
カラー：ブラック
製造国：中国
価格：2,500円 +税
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アクセサリー		ACCESSORIES

サイズ：HS787	FW,UT用
カラー：ブラック
仕様：番号ダイヤル式
製造国：中国
価格：2,000円 +税

ギガ　フェアウェイウッド , ユーティリティ用
　　　ヘッドカバー
GIGA　FW,UT　HEAD COVER

ギガ　ドライバー用　ヘッドカバー
GIGA　DW　HEAD COVER

サイズ：HS787	DW用
カラー：ブラック
製造国：中国
価格：2,500円 +税
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カラー：オールブラック , ブラックホワイト
　　　　ブラックレッド , ブルー , ライトブルー , ホワイト
　　　　レッド , オレンジ
バックライン：あり
重量：46±1g
口径：M60X
原産国：日本
価格：1,700円 +税

インスパイラルグリップ
INSPIRAL GRIP

カラー：ブラック , レッド , グリーン , ブルー , オレンジ
　　　　シルバー
バックライン：あり※ブラックのみ、バックラインなしもあります
重量：50g±1g	, ホワイト55g
口径：M58X
原産国：アメリカ
価格：1,524円 +税

サイズ：左	(18	〜	26cm)※ 1cm刻み
　　　　右	(18	〜	26cm)※ 1cm刻み
カラー：ホワイト, ブラック
価格：1,700円 +税

インスパイラル　エアグリップ
INSPIRAL AIR GRIP

インスパイラル		INSPIRAL

素材：人工皮革
原産国：インドネシア

インスパイラルグローブ
 INSPIRAL GLOVES

18
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NEW



UNDERWEAR ZEROFIT COOLWEAVE

ZEROFIT COLDSKIN

ZEROFIT COLDCOVER

ZEROFIT DRYWEAVE

ZEROFIT 500MESH

ZEROFIT ORO

ZEROFIT SMART WARRIORS

ZEROFIT 400SERIES

ZEROFIT Thermo Weave

ZEROFIT HEATRUB

ZEROFIT HEATRUB LIGHT

ZEROFIT NANO HYBRID SOCKS

ZEROFIT PERFORMANCE SOCKS

ZEROFIT PROTECTION SOCKS

ZEROFIT PREMIUM PROTECTION SOCKS
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ロングスリーブモックネック
LONG SLEEVES MOCK NECK

男女兼用サイズチャート (cm)　※参考サイズとなっております。

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ホワイト , ブラック	
価格：8,000円 +税

クールウィーブ　COOLWEAVE
NEW

20

素材：【本体】ナイロン54%	,	ポリエステル46%
　　　【衿・袖】ポリエステル82%	,	ポリウレタン18%
デザイン・編み立て・染色：イタリア／縫製・検品・仕上げ：日本

夏期モデル

150	-160
S

77	-	85
58	-	67

身長
胸囲

ウェスト

160	-170
M

83	-	91
66	-	80

170	-182
L

89	-100
76	-	90

182	-190
XL

98	-110
88	-	95



ロングスリーブモックネック

ショートスリーブVネック

LONG SLEEVES MOCK NECK

SHORT SLEEVES V NECK

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ホワイト , ブラック	
価格：5,000円 +税

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ホワイト
価格：3,800円 +税

コールドスキン　COLDSKIN

150	-160
S

77	-	85
58	-	67

身長
胸囲

ウェスト

158	-170
M

83	-	91
66	-	80

168	-178
L

89	-100
76	-	90

176-185
XL

98	-110
88	-	95

男女兼用サイズチャート (cm)　※参考サイズとなっております。

NEW

NEW
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素材：【本体】ナイロン77%	,	ポリウレタン23%	
　　　【衿・袖】ポリエステル82%	,	ポリウレタン23%
原産国：日本

素材：【本体】ナイロン77%	,	ポリウレタン23%	
原産国：日本

夏期モデル

COLD SKIN



ロングスリーブモックネック
LONG SLEEVES MOCK NECK

女性用サイズチャート (cm)　※参考サイズとなっております。

サイズ：M	,	L
カラー：ホワイト , ブラック	
価格：3,000円 +税

コールドカバー　COLDCOVER
NEW

22

素材：ポリエステル90%	,	ポリウレタン10%
原産国：日本

夏期モデル

152-165
M

80-86
61-67

身長
胸囲

ウェスト

160-170
L

83-89
64-70

COLD COVER



スリーブレスクルーネック
SLEEVELESS CREW NECK 

男女兼用サイズチャート(cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：SM	,	ML	
カラー：ブラック , シルバー , ブルー	
価格：5,000円 +税

ドライウィーブ　DRYWEAVE 
NEW
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素材：ナイロン50%	, ポリプロピレン45%,	ポリウレタン5%
原産国：日本

夏期モデル

DRY WEAVE
150-170
SM

72-96
58-84

身長
胸囲

ウェスト

165-185
ML

80-104
68-94
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：6,000円 +税

ショートスリーブUネック
SHORT SLEEVES U-NECK 

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：9,333円 +税

ロングスリーブUネック
LONG SLEEVES U-NECK 

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：9,333円 +税

LONG SLEEVES MOCK NECK 

ゼロフィット	500メッシュ		ZEROFIT	500MESH
ロングスリーブモックネック

素材：ナイロン44%	, ポリウレタン12%	,	ポリプロピレン44%
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン44%	, ポリウレタン12%	,	ポリプロピレン44%
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン44%	, ポリウレタン12%	,	ポリプロピレン44%
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

夏期モデル

クールビズ応援キャンペーン
対象モデル

28%オフ

150-170
SM

72-96
58-84

身長
胸囲

ウェスト

165-185
ML

80-104
68-94

170-190
XL

90-120
81-107
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

リラックスフィット
RELAX FIT

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：4,000円 +税

サイズ：ML	,	XL	※ブラックシルバーはMLのみ
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：5,000円 +税

スリーブレスUネック
SLEEVELESS U-NECK 

スリーブレスクルーネック
SLEEVELESS CREW NECK 

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック・シルバー , シルバー・ホワイト
価格：5,000円 +税

ゼロフィット	500メッシュ		ZEROFIT	500MESH

素材：ナイロン42％	,	ポリプロピレン40％	, ポリウレタン18％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン42％	,	ポリプロピレン40％	, ポリウレタン18％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン42％	,	ポリプロピレン40％	, ポリウレタン18％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

夏期モデル

クールビズ応援キャンペーン
対象モデル

クールビズ応援キャンペーン
対象モデル

クールビズ応援キャンペーン
対象モデル

22%オフ

22%オフ

27%オフ

150-170
SM

72-96
58-84

身長
胸囲

ウェスト

165-185
ML

80-104
68-94

170-190
XL

90-120
81-107
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：M(24〜 26cm)	,	L(26 〜 28cm)
カラー：ブラック
価格：1,714円 +税

ロングカットソックス　（男性用）
LONG CUT SOCKS (MENS)

素材：指定外繊維 (和紙 )	71%	,	綿 24%	,	ポリウレタン5%
原産国：日本

素材：綿39.5%	,	アクリル39.5%	,	ポリエステル10%
　　　ナイロン8%	,	ポリウレタン3%
原産国：日本

素材：綿39.5%	,	アクリル39.5%	,	ポリエステル10%
　　　ナイロン8%	,	ポリウレタン3%
原産国：日本

通年モデル

160-172
M

88-96
身長
胸囲

173-185
L

96-104

サイズ：M	,	L
カラー：スモークブルー , スモークホワイト
価格：4,667円 +税

ショートスリーブVネック　（男性用）
SHORT SLEEVES V-NECK (MENS)

ゼロフィット	オーロ		ZEROFIT	ORO

ミドルカットソックス　（男性用）
MIDDLE CUT SOCKS (MENS)

サイズ：S(22〜24cm)	, 	M(24〜26cm)
　　　　L( 26〜28cm)
カラー：ブラック , チャコールグレー
価格：1,429円 +税
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：フリー
カラー：ブラック , ホワイト , イエロー , ライトブルー
新価格：3,000円 +税

通年モデル

サイズ：SM	,	ML	,	XL
カラー：ブラック , ホワイト , イエロー
価格：9,000円 +税

ゼロフィット	スマートウォーリアーズ		ZEROFIT	SMART	WARRIORS

サイズ：SM	【身長】150〜175cm	,【体重】35〜70kg
　　　　ML	【身長】170〜190cm	,【体重】65〜100kg
カラー：ブラック , イエロー
価格：4,500円 +税

素材：ナイロン（機能性ファイバー）81％	,	ポリウレタン19％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン（機能性ファイバー）81％	,	ポリウレタン19％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン（機能性ファイバー）81％	,	ポリウレタン19％
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

エナジーウェア
ショートスリーブクルーネック

エナジーウェア　ボクサータイツ

エナジースリーブ　アームカバー

ENERGY WEAR
SHORT SLEEVES CREW NECK

ENERGY SLEEVE ARM COVER

ENERGY WEAR BOXER TIGHTS

150-170
SM

35-62
身長
体重

160-180
ML

60-80
175-190
XL

75-100
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：S（身長：145-157, 胸囲：72-80,ウエスト：54-64）
　　　　M（身長：154-162, 胸囲：79-87,ウエスト：60-70）
　　　　※女性専用サイズ	単位	cm
カラー：ブラック , シルバ−グレー , ネイビーブルー
価格：7,429円 +税

七分袖Uネック	　( 女性専用 )
THREE-QUATER SLEEVES U-NECK 
(LADIES)

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック , シルバ−グレー , ネイビーブルー
価格：6,476円 +税

ショートスリーブVネック　(男性専用 )
SHORT SLEEVES V-NECK 
(MENS)

ゼロフィット	400シリーズ		ZEROFIT	400SERIES

素材：ナイロン95％	,	ポリウレタン5％
原産国：日本

素材：ナイロン95％	,	ポリウレタン5％
原産国：日本

通年モデル

150	-164
S

70	-	85
60	-	72

身長
胸囲

ウェスト

165	-175
M

85	-100
73	-	85

175	-185
L

100	-115
86	-	95

サイズ：S	,	M	,	L	,	(MW)
　　　　 	※MWサイズは、ウエストの着圧を弱め、適用幅を広げた、
　　　　　			お腹まわりにゆとりを持たせたタイプです。

カラー：ブラック
価格：9,333円 +税

パワーディスタンス　(ゴルフ専用 )
POWER DISTANCE
(FOR GOLF)

素材：ナイロン77％	,	ポリウレタン23％
原産国：日本

男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。
	 	 　　　※MWサイズはパワーディスタンスのみ。

150-165
S

60-72
身長

ウエスト
165-175
M

70-82
175-185

L

80-92
165-175

MW(エムダブル )

88-100



男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。
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サイズ：SM	,	ML
カラー：ネイビー , レッド , シルバーブルー , チェリーピンク
価格：8,400円＋税

サイズ：SM	,	ML
カラー：ネイビー , シルバーブルー
価格：8,400円＋税

サーモウィーブ　Thermo	Weave

素材：ナイロン44%	, ポリプロピレン44%	,	ポリウレタン12%
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

素材：ナイロン44%	, ポリプロピレン44%	,	ポリウレタン12%
デザイン・編み立て・染色：イタリア
縫製・検品・仕上げ：日本

LONG SLEEVES MOCK NECK 

LONG SLEEVES CREW NECK 

ロングスリーブモックネック

ロングスリーブクルーネック

冬期モデル

150-170
SM

72-96
58-84

身長
胸囲

ウェスト

165-185
ML

80-104
68-94



男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

ゼロフィット	ヒートラブ		ZEROFIT	HEATRUB 冬期モデル

ロングスリーブモックネック
LONG SLEEVES MOCK NECK 

サイズ：	S	,	M	,	L	,	XL	
カラー：ブラック , チャコールグレー , レッド	, ネイビー
価格：9,000円 +税

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ブラック
価格：9,000円 +税

ロングスリーブクルーネック
LONG SLEEVES CREW NECK 

素材：アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18％
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン	2%
原産国：日本

素材：アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18％
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン	2%
原産国：日本
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素材：アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18％
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン	2%
原産国：日本

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ブラック
価格：9,000円 +税

ロングスリーブタートルネック
LONG SLEEVES TURTLE NECK 

150	-160
S

70	-	80
67	-	76

身長
胸囲

ウェスト

160	-170
M

80	-	90
76	-	84

168	-175
L

90	-100
84	-	94

175-183
XL

100	-110
94	-104



男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。
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素材：アクリル系39%	, アクリル31%	,		ポリエステル10％
　　　綿8%	,	毛 6%	,	その他 6%
原産国：日本

サイズ：XS	,	S	,	M	,	L	,	XL	 ※ XSサイズはスタンダードのみ
カラー：ブラック
タイプ：左 (フロントオープンタイプ ), 右 ( スタンダード )
価格：8,500円 +税

サイズ：22〜24cm	, 	25 〜27cm
カラー：ブラック
価格：2,700円 +税　

ソックス
SOCKS

タイツ
TIGHTS

素材：アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18％
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン	2%
原産国：日本

ゼロフィット	ヒートラブ		ZEROFIT	HEATRUB 冬期モデル

150	-160
S

70	-	80
67	-	76

143	-153
XS

60	-	70
58	-	70

身長
胸囲

ウェスト

160	-170
M

80	-	90
76	-	84

168	-175
L

90	-100
84	-	94

175-183
XL

100	-110
94	-104
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サイズ：フリー
カラー：ブラック ,	グレー
価格：3,600円 +税

サイズ：フリー
カラー：ブラック
価格：4,000円 +税

サイズ：S (21〜22cm)	,	M (23〜24cm)	,	L (25〜26cm)
カラー：ブラック , レッド
価格：2,500円＋税

サイズ：フリー (約67〜104cm)
カラー：ブラック,	グレー
価格：3,500円＋税

素材：【外側】ウール100％
　　　【内側】アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18%
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン2%	
原産国：日本

素材：【外側】ポリエステル82%	,	ポリウレタン18%
　　　【内側】アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18%
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン2%	
原産国：日本

素材：【掌】合成繊維
　　　【その他】アクリル38%・アクリル系25%・ナイロン18％
　　　　　　　		キュプラ12%・ウール5%・ポリウレタン2%	
原産国：中国

素材：アクリル38%	,	アクリル系25%	,	ナイロン18%
　　　キュプラ12%	,	ウール 5%	,	ポリウレタン2%	
原産国：日本

ゼロフィット	ヒートラブ	アクセサリー		ZEROFIT	HEATRUB	ACCESSORIES
ネックウォーマー

2ウェイニットキャップ

ゴルフ専用グローブ　（右手用）

ハラマキ

NECK WARMER

2WAY KNIT CAP

GOLF GLOVE (RIGHT)

HARAMAKI

冬期モデル



ロングスリーブモックネック
LONG SLEEVES MOCK NECK

素材：アクリル：67%	, レーヨン：15%	, ポリエステル：10%、
　　　アンゴラ：5%	, ポリウレタン：3%
原産国：日本

サイズ：S	,	M	,	L	,	XL
カラー：ホワイト , チャコールグレー
価格：6,000円 +税

男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

ヒートラブ	ライト　HEATRUB	LIGHT 冬期モデル
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ZEROFIT HEAT RUB LIGHT
150	-160
S

70	-	80
67	-	76

身長
胸囲

ウェスト

160	-170
M

80	-	90
76	-	84

168	-175
L

90	-100
84	-	94

175-183
XL

100	-110
94	-104



男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

NEW

NEW
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22-24
S

サイズ 25-27
M

27-29
L

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ホワイト , ブラック , ライトグレー
価格：1,300円 +税

素材：綿	,	アクリル	,	ポリエステル	,	ポリウレタン	,	その他
原産国：日本（糸から、染色、組み立て、縫製の全てを国内で行っています）

サイズ：S	,	M	,	L	
カラー：ホワイト , ブラック , チャコールグレー
　　　　イエロー , レッド
価格：1,000円 +税

素材：綿	,	アクリル	,	ポリエステル	,	ポリウレタン	,	その他
原産国：日本（糸から、染色、組み立て、縫製の全てを国内で行っています）

ショートソックス
SHORT SOCKS

ハーフミドルソックス
HALF MIDDLE SOCKS

ナノハイブリッドソックス　NANO	HYBRID	SOCKS 通年モデル



NEW

NEW
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：グレー , ホワイト , ネイビー , ピンク
　　　　		※ピンクはSサイズのみ

価格：2,000円 +税

サイズ：S	,	M	,	L	
カラー：グレー , ホワイト , ネイビー , ピンク
　　　　		※ピンクはSサイズのみ

価格：1,800円 +税

ナノバイト	ショートカット	5本指
NANOBITE SHORT CUT 5TOES

ナノバイト	ショートカット
NANOBITE SHORT CUT

ゼロフィット	パフォーマンス	ソックス		ZEROFIT	PERFORMANCE	SOCKS

素材：ポリエステル	,	綿	,	アクリル	,	ポリウレタン
原産国：日本（糸から、染色、組み立て、縫製の全てを国内で行っています）

素材：ポリエステル	,	綿	,	アクリル	,	ポリウレタン
原産国：日本（糸から、染色、組み立て、縫製の全てを国内で行っています）

通年モデル

22-24
S

サイズ 24-26
M

26-28
L

※ピンクはSサイズのみ

※ピンクはSサイズのみ
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ピンク , オレンジ
価格：1,200円 +税

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック , ホワイト
価格：1,500円 +税

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック , ホワイト , チャコールグレー
価格：2,000円 +税

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック , ホワイト
価格：2,200円 +税

ショートカット	5本指
SHORT CUT 5TOES

ショートカット
SHORT CUT

ミドルカット
MIDDLE CUT

ロングカット
LONG CUT

ゼロフィット	プロテクション	ソックス		ZEROFIT	PROTECTION		SOCKS

素材：綿42％	,	アクリル42％	,	ポリエステル11％
　　　ポリウレタン4％	,	その他 1％
原産国：日本

素材：綿42％	,	アクリル42％	,	ポリエステル11％
　　　ポリウレタン4％	,	その他 1％
原産国：日本

素材：綿42％	,	アクリル42％	,	ポリエステル11％
　　　ポリウレタン4％	,	その他 1％
原産国：日本

素材：綿42％	,	アクリル42％	,	ポリエステル11％
　　　ポリウレタン4％	,	その他 1％
原産国：中国

通年モデル

22-24
S

サイズ 24-26
M

26-28
L
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男女兼用サイズチャート (cm)　※伸縮性があるため、参考サイズとなっております。

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック
価格：2,800円 +税

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック ,	ホワイト
価格：2,000円 +税

サイズ：S	,	M	,	L
カラー：ブラック ,	ホワイト
価格：1,800円 +税

PARTITION PLUS MIDDLE CUT
FIVE TOSE ONLY INSIDE

PARTITION PLUS SHORT CUT
FIVE TOSE ONLY INSIDE

PARTITION SHORT CUT
FIVE TOSE ONLY INSIDE

ゼロフィット	プレミアム	プロテクション	ソックス		ZEROFIT	PREMIUM	PROTECTION	SOCKS

素材：綿45％	,	アクリル45％	,	ポリエステル5％	,	ポリウレタン5％
原産国：日本

素材：綿 ,	ポリエステル	,	ポリウレタン , ナイロン
原産国：日本

素材：綿 ,	ポリエステル	,	ポリウレタン ,	ナイロン
原産国：日本

通年モデル

22-24
S

サイズ 24-26
M

26-28
L

パーティションプラス	ミドルカット
内側５本指

パーティションプラス	ショートカット
内側５本指

パーティション	ショートカット
内側５本指



BODY CARE ASESUTE

ASESUTE LONG
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ASESUTE

ASESUTE LONG

素材：高分子吸収ポリマー
原産国：日本

素材：高分子吸収ポリマー
原産国：日本

サイズ :【長さ】約	320mm	,【幅】約35mm	,【厚さ】約1mm
　　　		（裏面に粘着テープ付き）
セット内容：4枚
価格：360円 +税

サイズ :【長さ】約	235mm	,【幅】約35mm	,【厚さ】約1mm
　　　　（裏面に粘着テープ付き）
セット内容：4枚
価格：300円 +税

アセステロング

アセステ

アセステ		ASESUTE


