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NITTAX パークゴルフ   クラブ 修理・交換価格表

※修理・交換表はすべて消費税込のメーカー希望小売価格です。 
※詳しくはお問い合わせ下さい。
※カタログの写真と実際の商品とは印刷のため、多少色が異なる
　場合があります。

ヘッドは木材ですので打球面（インサート部分）以外でパークゴルフボールを
打たれますと、当たった木材部分が凹み塗装皮膜が剥がれてしまうことがあり
ます。この様な傷んだヘッドでプレーを続けますと塗装皮膜の剥がれた所か
ら内部に朝露や雨水の水分が浸透し、クラブヘッドが膨らんでしまったり、塗装
皮膜まで剥がれる事があります。著しくヘッドが痛んだ場合は、純正リビルド
（メーカー純正修理）有償に出して頂くことを、お勧めいたします。

クラブのお手入れ方法

ヘッドの傷みについて

クラブヘッドの水分について
パークゴルフクラブのお取り扱いについて
※パークゴルフクラブの正しい取り扱い方法を理解していただき、
安全で快適なプレーをお楽しみください。

修理・改造・変更について／修理につきましては、必ずお買い上
げのお店にお申し出ください。クラブの改造・変更をされた場
合、メーカーとしての保証は致しかねます。グリップ、シャフト、
ヘッド交換及び、純正リビルドは有償にて承ります。

各部に異常がないか必ず確認／使用する前には必ず、シャフ
ト、ヘッドのヒビ割れ、グリップのゆるみなど、各部に異常がな
いことを確認してください。けがの原因になることがあります。

シャフトの折れ口は、けがに注意／シャフトの折れ口には、絶対
に触れないでください。カーボンシャフトの繊維は刺さりやす
く、けがをする危険があります。

シャフトのキズは早めに交換／シャフトにキズがついた場合
は、早めに交換してください。小さなキズでもそのまま使用を
続けるとシャフトが折れ、危険をおよぼすことがあります。

警  

告

注  

意※カタログの数値は当社測定平均値です。
※ヘッドは一つ一つ手作りですので重量・容積が違いますので目安としてお使い下さい。
※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

パークゴルフのクラブヘッドは（公社）日本パークゴルフ協会の規定により、木
材を使用しております。その為水分に対し非常にデリケートです。早朝や雨天
時のプレー後は、水気をよく拭き取り（特に濡れたヘッドは、乾いた布で水分を
拭き取り、一晩湿気を取ってから）、クラブケースなどに入れず風通しのよいと
ころで陰干しを行い、完全に乾いてからお手入れしてください。

Kaiser 100th

Bison IMPACT

Bison Ⅴ・Bison Ⅳ・Bison Ⅲ

Tauros Ⅲ・Tauros Ⅱ

Bull-Ⅴ・Bull-Ⅳ・Bull-Ⅲ

Bok-Ⅴ・Bok-Ⅳ・Bok-Ⅲ

MB-Wing Ⅳ・MB-Wing Ⅲ

110,000

82,500

70,400

49,500

45,100

36,900

28,400

ヘッド 価格（税込）シャフト 価格（税込）▶ ヘッド・シャフト交換（工賃込み）

―　  

90,800

77,500

54,500

49,700

40,600

31,200

備考／修理内容によりお時間がかかります。メーカーにお問い合わせください。
注意／メーカーにおいて純正リビルドを行っております。
　　　メーカー以外のクラブ修理は、改造とみなされることがありますのでご注意ください。
　　　その場合、メーカーによる再修理などはできない場合があります。 

レーザーにて名入れ可能

￥4,400 （税込）

BK

BL

RE

WH

クラブシャフトにお名前を…
貴方だけのクラブを持つ喜び。

グリップ リペアパーツ価格（税込）

GP-02　¥1,650

A.I.T03
¥3,520

G.N.T17
¥3,630

A.I.T04
¥3,520

クラブ別（機種別別途見積） 1,100～

価格（税込）▶ グリップ交換（工賃込み）

ファミリーⅡ用（ブラック）

NITTAX カイザー

ジェニュイン ケブラー仕様

　　　　　   カーボン仕様

マクバード

7,700

7,700

7,700

7,700

19,800

19,800

19,800

17,600

33,000

31,900

30,800

24,200

フェース再塗装（税込）ヘッド再塗装（税込） フルメンテナンス（税込）▶ 純正リビルド
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Kevler®
C.F.0

Kevlar®とカーボンを
使用した複合材

カーボンフェースにkevlar®繊維を織り込
み、心地よい打感とスイングエネルギーを
最大限に引き出します。

Weght
T.S

ウェイトトランスファー
システム

ボールと同じ質量をスイングで加速させ、
インパクト時に慣性モーメントをボールに
伝達し、転がりを増しました。

超軽量でありながら、適度な重量感を感じ、ダウンスイングで自
然にタメができるように全体的に柔らかめの剛性設定、安定した
ヘッドの軌道を確保できます。

ヘッドに特殊ラメを吹き付け、煌び
やかな光を放つ高級塗装。匠の技の
結集が今までにない高級感あふれ
る塗装を可能にしました。

100thモデル カイザーに採用したシャフト素材Namd™が更に
進化。CNT層構造を3次元構造へと進化させた事で、しなり戻り
のスピードが飛躍的に向上しました。
業界最軽量クラスのシャフト（60g）に進化した事で更なる低重心
化が実現しました。（前機種バイソンVより-5ｇが実現）

大型全面ラウンドソール
［BFR］

クラブの支点から釣り合った状態で支点の位置が
ヘッド方向に有れば、よりヘッドスピードがアップし
スイングウェイトの重いクラブとなります。これは、
クラブ自体を軽くしても、ヘッドへの重量配分が高く
ヘッドの利いたクラブになります。クラブ自体の重量
が軽いので体への負担が少なくなり最後まで疲れを
感じることなく集中してプレーすることが可能です。

クラブバランス

重煌仕上げ 特殊ラメ塗装

理想の重心設計による飛び 上級者好みの打感・音・しなやかなスイング

断面イラスト

U.L.S
016

Y.L.S
01

U.L.S
013

U.L.S
017

バイアス （平織りタイプ）

どんな状況にも対応し
やすい大型全面ラウン
ドソール。

ユーザーから絶大な信
頼のある六面体ソール
はパッティングに最適。
タングステンバラン
サーを装備することで、
打球のブレを最小限に。

ピストルグリップ

フィット感を生む新形状G.N.T
17

従来よりさらにフィット感を向上させたピ
ストルグリップ形状を採用。グリップの柄
は革巻きグリップをイメージして角に丸み
を出しました。ソフトな握り心地で雨や汗
にも滑りにくいグリップです。

日本製日本製

ニッタクスオリジナル被膜

ヨネックス社製、軽量シャフト
新次元カーボン2G-Namd™ Flex Force

ジェニュインシリーズ オリジナルシャフト　 
24tの高弾性カーボン

匠
技
の

Weght
T.S

ウェイト トランスファーシステム

ニッタクス オリジナル フェース　 
Kevlar®とカーボンを使用した複合材料

ボールと同じ質量をスイングで加速させ、
インパクト時にその慣性モーメントをボール
に移し、ボールの転がりを増しました。

Kevlar®（パラ系のアラミド繊維）
現行カーボンフェースにKevlar®繊維を織り込み、
心地よい打感とスイングエネルギーを最大限に
引き出します。さらに、新規硬質素材の構造塔載
相乗効果により、ボール初速度は従来より向上し、
さらなる瞬発力を可能にしました。

Kevler®
C.F.5

Kevler®
C.F.2

Kevler®
C.F.1

Kevler®
C.F.6

Kevlar®で織り込んだイメージイラスト

低重心ヘッド

ヘッド重心を更に低くして、より低重心を実現
（N.T.B003）。バランサーを入れることにより、
いままでの重心深度をさらに下げました。飛距
離、方向性コントロール性能がアップしました。

L.C.G 従来のスイート
スポット

L.C.Gの
スイートスポット BFRソール

N.H.P
030

N.H.P
022

アイコンの説明

U.L.S
000

24tの高弾性カーボン
オリジナルシャフト

超軽量で有りながら、適度な重量感を感
じ、ダウンスイングで自然にタメができるよ
うに剛性設定しました。

G.N.T
00 発砲ゴムオリジナルグリップ

フィット感を向上させ、ソフトな握り心地で
雨や汗にも滑りにくいグリップ力をが特徴
です。

N.H.P
000

大型全面ラウンドソール

どんな状況にも対応しやすいBFRソール・
タングステンバランサー装備モデルは大き
な慣性モーメントでミスショットを最小限に。

L.C.G 低重心ヘッド

バランサーを装備する事により、ヘッドの
低重心化を実現。重心深度をさらに下げま
した。

重煌 重煌仕上げ
［ニッタクスオリジナル被膜］

特殊ラメ塗装、煌びやかな光を放つ高級塗
装仕上げ。匠の技の結集が今までにない高
級感あふれる塗装を可能。

重煌

あなたの求める性能と
最大限のパフォーマンスを叶えるモデル。

上級者モデル初心者モデル ▶▶

上級者モデル ▶▶

日本製 日本製

日本製

※Kevlar®は米国デュポン社の登録商標です。

※Namd™及び2G-Namd™は、ニッタ（株）が開発した「ナノ分散カーボン
　ナノチューブ」を炭素繊維へ均一複合化」する技術です。
※2G-Namd™ Flex Forceは、Namd™のCNT層構造を3次元構造へと進化
　させた2G-Namd™を適用することにより、変形からの復元力が飛躍的
　に向上しました。
※Namd™及び2G-Namd™はニッタ（株）の日本における登録商標です。

NEW

NEW

NEW

Ⅴ

6

Ⅲ

Ⅴ

￥165,000 （税込） 
ジェニュイン・インパクト

￥220,000 （税込） 
ニッタクス カイザー

￥90,200 （税込） 
ジェニュイン・ブル-Ⅴ

マクバード-ウイングⅣ
￥56,650 （税込） 

マクバード F6
￥34,650 （税込） 

￥24,200 （税込） 
マクバード-G3

￥17,600 （税込） 
マクバード-ファミリーⅡ

￥99,000 （税込） 
ジェニュイン・タウロスⅢ

￥73,700 （税込） 
ジェニュイン・ボックⅤ
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ニッタクスカイザーに引き続きヨネックス株式会社と再びタッグを組み、素材に
「Namd™（2G-Namd™）」を採用することで、よりしなり戻りの早いシャフトへの
改良に成功。
ジェニュインシリーズ史上最軽量化にも成功し、全モデル5％ダウンを実現。振り
抜きがよく心地の良い打球感を生み出すシャフトに仕上がっています。また、塗装
には偏光塗料を採用しデザイン面でも新しい仕上がりとなっています。
※Namd™及び2G-Namd™は、ニッタ株式会社が開発した『ナノ分散カーボンナノチューブを
　炭素繊維へ均一複合化』する技術です。
※Namd™及び2G-Namd™はニッタ株式会社の日本における登録商標です。

過去に例をみない
“衝撃”を生み出します
シャフトを－5g軽量化に成功、更に低重心化される！
ソール形状を更新した事で高角度のスイングが可能に！
キャリー性能とコントロール性能も合わせ持ったクラブが誕生！

ヘッド素材：北海道産カバ材
ヘッド容積：300cc
フェース素材：硬質カーボン+ケブラー®（2層構造）
クラブ重量：525g
全　　　長：85cm
シャフト重量：60g

￥165,000 （本体価格 ￥150,000）

ジェニュイン・バイソン 
－インパクト－

左上級者仕様 日 本 製

※Kevlar®は米国デュポン社の登録商標です。

マークのあるクラブには左用クラブもあります。※カタログの写真と実際の商品とは印刷のため、多少色が異なる場合があります。左

・ブラック

・ブラック・レッド・ブラウン

・レッド
・ブラウン

硬質カーボン＋Kevlar®
（2層構造フェース）
全モデルよりも1.5mmアップ
されに衝撃を吸収し高反発性を実現

ソール形状を改良
ソール角度を改良し極限まで
打球性能を追求しました

バイソン-インパクト-特注ソール仕様
性能のみならずデザイン面でも
ワンランク上を演出します。

W×タングステンバランサー
更なる深重心化+ワイドスポットを実現
力まずにゆったりと振り切れます

ロゴの細部まで
彫り込み加工にて
デザイン
一層の高級感を
沸き立てます

Y.L.S
01

G.N.T
17

N.H.P
030 重煌Weght

T.S
L.C.GKevler®

C.F.6

重量オーダー対応可能

510g / 520g / 530g / 535g / 540g

角度を2度アップさせることに成功

カーボン＋

NEW
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マークのあるクラブには左用クラブもあります。※カタログの写真と実際の商品とは印刷のため、多少色が異なる場合があります。左

6

シャフト：U.L.S013 ・レッド

・ブラック

グリップ：G.N.T17

すべてが上質。
ワンランク上を求める
プレーヤーのために。

重煌仕上げ
特殊ラメ塗装

・レッド

・ブラック

ワイドスイートスポットがミスヒット率を低減。「やさしい」
クラブでありながらkevler®＋硬質カーボンの高反発
フェースを搭載し、タングステンウエイトにより、コント
ロール性能を強化。上級者はもちろん中級者にも扱いや
すいクラブです。

超
小
型
ヘ
ッ
ド
で

さ
ら
な
る
高
み
へ
。

小型ヘッドで人気のブルが大きく進化しました。
ソールを専用設計にすることで、ヘッドの超小型化を
実現し、操作性がアップ。また、ヘッド重量は少し重めの
530gに設定。超小型ヘッドながらフルスイングでも打
ち負けしないクラブに仕上がりました。

シャフト：U.L.S016

グリップ：G.N.T17

ヘッド素材：天然杢（バーズアイ）
ヘッド容積：290cc
フェース素材：硬質カーボン＋ケブラー®（2層構造）
クラブ重量：約530g
全　　　長：85cm

￥90,200 （本体価格 ￥82,000）
ジェニュイン・ブル-Ⅴ

左上級者仕様 日 本 製

U.L.S
016

G.N.T
17

N.H.P
025

Weght
T.S

L.C.GKevler®
C.F.2

ソール：N.H.P023
ソール：N.H.P025

重量オーダー対応可能

520g / 540g / 545g

ヘッド素材：天然杢（バーズアイ）
ヘッド容積：295cc
フェース素材：硬質カーボン＋ケブラー®（1層構造）
クラブ重量：約520g
全　　　長：85cm

￥99,000 （本体価格 ￥90,000）
ジェニュイン・タウロスⅢ

U.L.S
013

G.N.T
17

N.H.P
023

Weght
T.S

L.C.GKevler®
C.F.1 重煌

左上級者仕様 日  本  製

重量オーダー対応可能

510g / 530g / 535g

・ブラック

・ブラウン

ヘッドの小型化に伴い 面積比 約15％小さくなりました。
超小型ヘッドのための専用設計ソール

従来型 ブル -Ⅴ専用



・メタリックイエロー
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マークのあるクラブには左用クラブもあります。※カタログの写真と実際の商品とは印刷のため、多少色が異なる場合があります。左

G.N.T
17

N.H.P
013

CF5 L.C.G 重煌

G.N.T
17

研ぎ澄まされた
デザイン。
生まれ変わっても
変わらぬ安定感。
シャープな形状に生まれ変わった
ボックⅤ。「ホリゾンタルサイトライン」
はそのままに、アドレスに入ったとき
の安心感が更にアップ。低重心で振り
抜ける感覚、ヘッドの重量バランスを
変えた事で今まで以上の弾道を生み
出します。

・ブラック

・ブラック

・ブラウン

硬質カーボンフェースを採用、低重心設計を実現し
たことで、ジェニュイン譲りの高い性能と合板なら
ではの高い耐久性を持ち合わせた。
“誰もが納得”のできる1本に仕上げました。

合板ならではの均質な高密度と
高い耐久性を誇るマクバードシリーズ

初・中級者仕様 日  本  製

オールラウンドな扱い
やすさ、入門者に最適の
お買い得モデル。

・クラブ 
・ボール 
・クラブケース

ヘッド素材：合板
ヘッド容積：300cc
フェース素材：グラスファイバー
グ リ ッ プ：GP-02
クラブ重量：約500g
全　　　長：85cm

これだけあればすぐに始められるスターターセット

3点
セット

左

上級者仕様

日  本  製

左中・上級者仕様 日  本  製

ヘッド素材：合板 
ヘッド容積：290cc
フェース素材：硬質カーボン
グ リ ッ プ：G.N.T17ブラック・
G.N.T17ホワイト（限定カラーのみ）
全　　　長：85cm
【メタリックレッド・メタリックネイビー】
クラブ重量：約530g
【メタリックブラック】
クラブ重量：約550g

ソール：N.H.P013
重量バランサー：N.T.B003

マクバード-ウイングⅣ
￥56,650 （本体価格 ￥51,500）

マクバード F6
￥34,650 （本体価格 ￥31,500） 
ヘッド素材：合板
ヘッド容積：295cc
フェース素材：グラスファイバー
グ リ ッ プ：G.N.T17ブラック・
　　　　　　G.N.T17レッド
【ブラック】
クラブ重量：約 550g
全　　　長：85cm

ヘッド素材：合板
ヘッド容積：305cc
フェース素材：グラスファイバー
グ リ ッ プ：G.N.T17
【バイオレット】
クラブ重量：約540g
全　　　長：85cm
【ワインレッド】
クラブ重量：約520g
全　　　長：85cm

￥24,200
（本体価格 ￥22,000） 

マクバード-G3

￥19,690
（本体価格 ￥17,900） 
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・バイオレット
・ワインレッド

・メタリックブラック

・メタリックネイビー

・メタリックレッド

・バイオレット

・ワインレッド

・ブラウン

・ブラック ・レッド

正しいアドレスが身につく「クロスサイトライン」採用。アドレス（構え）の基本となる水平・垂直
ラインが確認できるので、パークゴルフ初級者・アドレスに悩む中級者の方におすすめです。

ソール：N.H.P013

ファミリーⅡ

￥24,000（本体価格 ￥21,818） 
ファミリーⅡセット

・クラブ 
・ボール 
・クラブケース

3点
セット￥28,700（本体価格 ￥26,091） 

G3セット

・ブラック

・レッド

初級者仕様 日  本  製左

G.N.T
17

N.H.P
013

Ⅴ

ソール：N.H.P022

【レッド】
クラブ重量：約 530g
全　　　長：83cm

ヘッド素材：天然杢（バーズアイ）
ヘッド容積：310cc
フェース素材：硬質カーボン
クラブ重量：約530g
全　　　長：85cm

￥73,700 （本体価格 ￥67,000）
ジェニュイン・ボックⅤ

左上級者仕様 日 本 製

U.L.S
017

G.N.T
17

N.H.P
022C.F.5 L.C.G

重量オーダー対応可能

520g / 540g / 545g

グリップ：G.N.T17

シャフト：U.L.S017

8

・限定カラー メタリックイエロー 300本限定



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ペン入れ

カラー ： ネイビー、レッド、オレンジ×ネイビー、
　　　　イエロー×オレンジ、ピンク×ホワイト、
　　　　ホワイト×イエロー　　　　　
素　材 ： 合成皮革

￥5,280 （本体価格 ￥4,800）

ウエストポーチ
［ボールダブルタイプ］

P-11

カラー ： シルバー
素　材 ： スチール

￥979
（本体価格 ￥890） 

ボールホルダー
BH-01

Waist Bag

クラブケース
￥2,200 （本体価格 ￥2,000） C-12
カラー ： ブラック　サイズ ： 90cm×18cm　素材 ： ポリエステル

Carrying Box

Club Case

Ball

素材 ： ステンレス
￥1,980（本体価格 ￥1,800）
ティウェイト W-02 ￥858（本体価格 ￥780） 

ラバティ色3入り R-006
1セット3個　素材 ： 特殊合成樹脂

￥165 （本体価格 ￥150）
マーカー（小） MK-003

直径：19mm・10個入　素材 ： ABS樹脂

スコアカード5枚、ペグシル3本　
素材 ： 紙、ポリスチレン

￥363（本体価格 ￥330） 

スコアカード・ペグシルセット
CP-002

直径 ： 約6cm　重量 ： 約94g　素材 ： 特殊合成樹脂
￥2,640（本体価格 ￥2,400） 

ジェニュイン・トラスト GB-04

直径 ： 約6cm　重量 ： 約94g　素材 ： 特殊合成樹脂
￥1,595（本体価格 ￥1,450） 
パステルボール NB-01

直径 ： 約6cm　重量 ： 約94g　素材 ： 特殊合成樹脂￥2,700（本体価格 ￥2,455） ジェニュイン・ベガ GB-05

ブルー ホワイトピンクイエローオレンジ イエロー ブルー ホワイトピンクレッド

ホワイト ブルー イエロー ピンク レッド オレンジ

新開発中空3ピース構造、軽めの打感バランスに優れたボール。やさしい打感のツーピースボール。

新開発3ピース構造。打感、直進性、高反発力を備えた高性能ボール。

カラー ： ブラック、レッド、ブラウン、イエロー、オレンジ　
15cm×9.6cm　素材 ： 本革

￥2,970（本体価格 ￥2,700） 本革製カードホルダー CC-005

カラー ： ブラック、ピンク、ワイン、ゴールド　15cm×9.6cm　素材 ： 合成皮革
￥2,420 （本体価格 ￥2,200）カードホルダー 革調 CC-006 カラー ： ホワイト/ブラック、ホワイト/ピンク、ホワイト/ワイン　

15cm×9.6cm　素材 ： 合成皮革

￥2,420 （本体価格 ￥2,200）
カードホルダー ライト CC-007

￥748（本体価格 ￥680） 

ラバティ（ソケット付）
R-005

カラー ： レッド、イエロー、
　　　　ホワイト、オレンジ

カラー ： ネイビー、レッド、ライトグリーン
15cm×10cm　素材 ： ナイロン

￥715（本体価格 ￥650） カードホルダー CC-013

Card Holder

￥3,960 （本体価格 ￥3,600）
グローブ

カラー ： ブラック、ホワイト/ブラック、
　　　　ホワイト/ピンク、ブラック/ピンク
サイズ ： S、M、L　素材 ： 合成樹脂、ポリエステル

GV-07

Gloves

・ボールホルダー2個付

旅行に車載に便利なオールインワン。

￥22,000 （本体価格 ￥20,000） 
キャリーボックス CB-001

長さ85cm×高さ34cm×奥行き22cm
カラー ： ブラック、レッド
素　材 ： ポリエステル
クラブ3本収納可能、シューズ袋付

Caps

CP-06キャップ
￥4,180 （本体価格 ￥3,800）
カラー ： ホワイト、ホワイトピンク、
　　　　ホワイトネイビー、グレー
素　材 ： コットン、ポリエステル

9
※カタログの写真と実際の商品とは印刷のため、多少色が異なる場合があります。

10

②より使いやすい
　ように改良した
　取り外し可能な
　ウエストベルト

①開口部が広く開き小物の
　出し入れがしやすい

マーカーが
グローブに
マグネットで
付きます

在庫限り

改良

改

Men's Lady's


