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テーラーメイド－アディダスゴルフ契約プロ

国内男子ツアーと国内女子ツアーを席巻！
武藤俊憲が『R9』を駆使して今季初勝利！！
宋ボベも『R9』と『SPIDER BARELO』で今季 2 勝目を獲得！！
～両ツアーで『R9 ドライバー』がモデル別使用率 No.1 を獲得 ～
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、同社が展 開 する
テーラーメイド-アディダスゴルフ契約のプロ、武藤俊憲が 11 月 5 日～8 日に開催された国内男子ツアー
第 20 戦「The Championship by LEXUS（レクサス選手権）」（茨城県/大利根カントリークラブ）にて今季初優勝を
獲得。さらに、11 月 6 日～8 日に開催された国内女子ツアー第 31 戦（全米女子プロゴルフ協会公式戦）「ミズノ
クラシック」(三重県/近鉄賢島 CC)ではテーラーメイドが契約するプロ、宋ボベが今季 2 勝目を獲得、
テーラーメイド-アディダスゴルフ契約プロが国内ツアーを席巻しました。
国内男子ツアー「The Championship by LEXUS（レクサス選手権）」では、トップに
2 打差の 9 アンダーの 3 位タイでスタートした最終日、武藤俊憲は『R9 ドライバー』を
駆使して攻めのゴルフを展開。2 番、3 番に続き 10 番、11 番においても連続バーディ
を奪い首位に並ぶと、13 番、14 番でも連続バーディーを獲得。その後も崩れることなく、
2 位に 3 打差をつける 16 アンダーで逆転優勝を飾りました。トータルドライビング*1 に
おいても引き続き 1 位を維持しています。
今季初勝利を獲得した武藤俊 憲 は次のように述べています。「『R9 ドライバー』は
ヘッドの大きさも丁度良く、コントロールしやすかったためフェアウェイを高い確率で
キープすることができました。また、ミスヒット時も曲がり幅を抑えることができたため、
安定したショットで攻めることができました」。
また、国内女子ツアー「ミズノクラシック」では、テーラーメイドが契約するプロ、
宋ボベが 1 打差の単独首位からスタートした最終日、『R9 ドライバー』と『ROSSA®
MONZA® SPIDER BALERO』を駆使して 5 バーディー、1 ボギーと、最後まで安定
したショットを維持し続け、2 位に 3 打差をつける通算 15 アンダーで「日本女子
オープン」に続き今季 2 勝目、通算 3 勝目を飾りました。

「The Championship by LEXUS」において
今季初優勝を獲得した武藤俊憲

優勝した宋ボベは次のように述べています。「今週は特に『R9 ドライバー』の調子
が良くて狙った方向にボールを飛ばせた他、飛距離も出ていた上、『ROSSA®
MONZA® SPIDER BALERO』もしっかり転がってくれたため、自信を持ってプレーを
することができました」。
「The Championship by LEXUS（レクサス選手権）」においては、14 名のプロが
『R9 ドライバー』を使用(内 2 名が『R9 MAX ドライバー』、1 名が『R9 460 ドライバー』
使用*2)し、モデル別使用率において No.1*3 を獲得。さらにドライバー、フェアウェイ
ウッドでもブランド別使用率で No.1*3 を獲得しました。

「ミズノクラシック」において優勝した宋ボベ

また、「ミズノクラシック」においては、12 名のプロが『R9 ドライバー』を使用し、モデル別使用率において No.1*3 を
獲得。ユーティリティにおいてもブランド別使用率で No.1*3 を獲得するなど、ツアーにおいて「R9」を中心とした
テーラーメイド-アディダスゴルフ製品が勝利に大きく貢献しています。
*1:
*2:
*3:

ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率をポイント換算した順位(日本ゴルフツアー機構調べ)
『R9 460 ドライバー』は米国で販売されているモデルです。(日本未展開)
使用率はダレル・サーベイ調べ
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武藤俊憲 使用スペック
ドライバー：

『R9 ドライバー』（9.5゜）

フ ェ ア ウ ェ イ ウ ッ ド: 『V スチール フェアウェイウッド』（♯3/♯5）
ア イ ア ン ：

『TP FORGED アイアン』（♯3～PW）

ボール

『TP BLACKTM LDP』

：

アパレル：

アディダスゴルフ

フットウェア：

『TOUR360 3.0』

宋ボベ 使用スペック
ドライバー：
フェアウェイウッド：
レスキュー：
ア イ ア ン ：
ウェッジ：
パ タ ー ：
ボール ：

『R9 ドライバー』（8.5゜）
『V スチール フェアウェイウッド』（♯5/♯7）
『Rescue TP』<2009 年モデル> （#4）
『BURNER フォージドアイアン』
<2009 年モデル>（♯5～PW）
『Z TP ウェッジ』（52°）
『ROSSA® MONZA SPIDER® BALERO』
『TP REDTM LDP』

『R9 ドライバー』とは
『R9 ドライバー』は、ロフト角、ライ角、そしてフェース角までをも調整を
可能にする全く新しい「Flight Control Technology（フライト・コントロール・
テクノロジー）」を搭載。重心可変による 弾道調整機能「MWT® 」との
相乗効果により、計 24 通りの弾道調整を可能とし、水平方向で左右
最大約 75 ヤードの弾道可変幅を可能にします。シャフト先端に設置
された独自の FCT スリーブの位置を変更することで、8 種類のロフト角、
ライ角、そしてフェース角の組み合わせの中から適切なポジションへの
調 整 を実 現 。個 々のゴルファーの飛 距 離を引き出す上で適切な
ポジションへのチューニングを容易に可能にします。

「TP RedTM LDP」/「TP BlackTM LDP」とは

『R9 ドライバー』
（現在発売中）

2006 年に発売以来、多くのプロおよび上級者から高い信頼と支持を得ている「Tour Preferred Ball」(以下、
TP Ball)をさらに進化させたNew「TP RedTM LDP」/「TP BlackTM LDP」には新たにボールの空気抵抗力を最大限
抑制するテーラーメイド独自の空気力学テクノロジー「ロー・ドラッグ・パフォーマンス」を採用、独自のディンプル
デザインによりボール表面にバランスよく360 個のディンプルを配しました。これによりボールへの余分な空気
抵抗を大幅に抑制し、飛距離を生み出す上で必要なスピン量の適正範囲をさらに拡大しました。

『TP BlackTM LDP』<オープンプライス>

『TP RedTM LDP』<オープンプライス>

【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メンバーとなり、「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。
【報道資料に関するお問合せ先】
株式会社オズマピーアール 担当：竹島・大島・宮下・松岡 TEL.０３－３４０３－０２８４
【一般のお客様からのお問合せ先】
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
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