
口枠パイル付・ナイロンメッシュ付・ボア付
口枠の形と、シャフトを保護す
るために使用している口枠の
素材。

シューズインポケット
開口部の広い背袋ポケット
は、シューズやレインウェアの
収納がスムーズ。

3点式ショルダーベルト
3点で口枠部と両サイドを支
持し、担いだ際により高い安
定感が得られる。

合成繊維
表面積が通常繊維の数十倍あるた
め、摩擦力が大きく更にしなやかで
かつグリップ力を発揮します。

セパレーター付
クラブが絡みにくく、取り出し
やすいようにバッグ内部を仕
切っている。

フルオープンポケット
フルオープンの前袋ポケット
は、ボールなどの小物がスムー
ズに取り出せる。

全天候型
雨や汗に強い特殊加工を施し
たオールウェザータイプ。

人工皮革
物性や構造まで天然皮革に
近似させている為、通気性や
透湿性にも優れている。

滑り止め加工
人工皮革にシリコン加工を施
し、更に強力なグリップを実
現。

合成皮革
雨や汗に強く、ソフトで伸縮
性に優れている。

天然皮革
ゴルフグローブ用としての特性を活
かすよう、特殊鞣し加工等を施した
天然皮革特有の風合いが魅力。

エンボス加工
表面に凹凸をつけ、握った際
に高いグリップ力を発揮する
加工。

防水タイプ
深さ4cmの水に浸した状態で2時間
経過しても、シューズ内部に水の浸透
がないものを防水タイプとしている。

軽量
キャディバッグは3.0kg未満のタイプで、シュー
ズは25.5cmの片足が400g未満（レディースは
23.5cm、350g未満）のタイプを軽量としている。

UVカット
アルミコーティング加工を施
し、人体に有害な紫外線を
カットし、同時に熱も遮断。

シューズケースは、標準仕様としてメンズは
28.0cmまでのシューズが収納可能。

2段型ボストンバッグは、着替えや小物、シュー
ズなど別々に収納可能。

ボストンバッグのサイズ表示は、
右記のように表示。
L（横幅）×W（マチ幅）×H（高さ）

長さ
親骨の長さを
表示。
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カバー
アプローチでは、非常に 
薄くて軟らかいキャストウレ
タンカバーでスピン性能を
向上。

圧倒的な飛距離と激スピン。かつてない
コストパフォーマンスを実現した、本格ツアーボール。

全ヘッドスピードに対応する、革新のウレタンボール
ウルトラ・シックス構造採用

1ダース
（12個入り）

1ダース
（12個入り） 1スリーブ

（3個入り）

1スリーブ
（3個入り）

高初速NCコア
鋭い初速と、フェースののっ
かり感を生む。

３２６ディンプル
HONMAオリジナルの
326ディンプルボールを
開発。深さの異なるさまざ
まなディンプルの中から、
飛行テストで最も優れた
ものを採用。強中弾道で
大きく飛ばせるボールを
実現。

スピンウレタンカバー
ソフトウレタンカバー採用
により、脅威のスピン性能
を発揮。

高反発IOTHレイヤー
自在なコントロールを可能 
にする高反発IOTHレイ 
ヤー構造を採用。「高初 
速NCコア」との組合せで、 
ドライバーショットの余分な
スピン量を軽減。「スピン
ウレタンカバー」との組み
合わせで、アプローチの 
激スピンを生む。

1層目～3層目
3層目レイヤーからコア
に向かって軟らかくなる 
内柔構造。1層目のコア
は、TW-Xのコアより33％
も軟らかく、全領域に使用
できる構造。

4層目～5層目
ショートアイアンでのスピン性能を高める
ため、外に向かって硬くなる外剛仕様。

■新感覚！ のっかる弾き系コア
■溝に喰いつく高耐久性カバー
■強弾道で大きく飛ばす326ディンプル

■内柔外剛6ピース構造
■ドライバーで低スピン、ショートゲームでは高スピンを誇る
■強中弾道で大きく飛ばす326ディンプル

TW-X
BTQ-1802（1スリーブ） ￥950＋税 / BT-1802（1ダース） ￥3,800＋税   

●ディンプル：326 ●カラー：ホワイト ●プレイヤーズNo.1.2.3.4 ●台湾製

HONMA FUTURE XX
BTQ-1902（1スリーブ） ￥1,800＋税 / BT-1902（1ダース） ￥7,200＋税

●ディンプル：326 ●カラー：ホワイト ●プレイヤーズNo.00.01.02.03 ●台湾製

究極のボールを目指し、
辿りついたのが6ピースボール
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

もっと遠くへ飛ばしたい

D1の飛距離にスピン性能を
プラスしたハイブリッド3ピース

イエロー（1ダース/12個入り）

オレンジ（1ダース/12個入り）

マルチカラー
（1ダース/12個入り）

ホワイト（1ダース/12個入り）

ホワイト
（1ダース/12個入り）

ゴルファーのニーズにこだわった 2 ピースボール
■ルール適合内で飛びに特化したボール
■低スピンで大きく飛ばす
■強弾道を可能にする368ディンプル

■抜群の飛距離性能にスピンをplus!
■2ピースから3ピースへ。構造をplus!
■コーティングにパールを入れて見た目にもplus!

HONMA D1
BT-1801（1ダース） オープン価格

●ディンプル：368 ●カラー：マルチカラー（グリーン、イエロー、オレンジ、ピンク）、
ホワイト、イエロー、オレンジ ●プレイヤーズNo.1.2.3.5 ●台湾製

HONMA D1 Plus
BT-1903（1ダース） ￥2,800＋税   

●ディンプル：368 ●カラー：マルチカラー（ホワイト、イエロー、オレンジ、ピンク）、ホワイト
●プレイヤーズNo.1.2.3.5 ●台湾製

　マルチカラー
（1ダース/12個入り）
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2019 TOURNAMENT PRO MODEL

プロモデル キャディバッグ
CB-1901 ￥58,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック
●重量：約5.8kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

プロモデル スタンドバッグ
CB-1902 ￥38,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック
●重量：約4.4kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

RED BK

NY

NY

RED

BK

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付

2019年 トーナメントプロモデル
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

プロモデル ペットボトルケース
PB-1901 ￥2,300＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全3色：レッド、ブラック、ネイビー
●重量：約0.08kg ●サイズ：Ｌ9×Ｗ9×Ｈ18cm ●中国製

プロモデル ヘッドカバー（UT用）
HC-1903 ￥3,200＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：レッド、ブラック、ネイビー
●番手取換式：19、22、25、28、モグラ ●中国製

プロモデル アイアンカバー
IC-1901 ￥3,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック ●中国製

プロモデル ボストンバッグ
BB-1901　￥12,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック
●重量：約1.3kg ●サイズ：Ｌ50×Ｗ25×Ｈ30cm ●中国製

プロモデル ヘッドカバー（1W用）
HC-1901 ￥3,500＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：レッド、ブラック、ネイビー ●中国製

プロモデル パターカバー（ブレードタイプ）
PC-1901 ￥2,800＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック ●中国製

プロモデル パターカバー（マレットタイプ）
PC-1902 ￥2,800＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック ●中国製

プロモデル ヘッドカバー（FW用）
HC-1902 ￥3,200＋税

●素材：合成皮革（P.U）
●カラー全3色：レッド、ブラック、ネイビー
●番手取換式：3､5､7､モグラ ●中国製

プロモデル ボールケース
BC-1901 ￥1,500＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック
●重量：約0.06kg ●サイズ：Ｌ6×Ｗ5×Ｈ15cm ●中国製

プロモデル シューズケース
SC-1901　￥6,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全3色：ネイビー、レッド、ブラック
●重量：約0.4kg ●サイズ：Ｌ24×Ｗ15×Ｈ35cm ●中国製

RED

BKNY
NY

RED

BK

NYNYNY

RED RED REDBK BK BK

NY

RED BK

RED BKNY

NY
NY

RED

RED

BK

BK

RED

BK
NY
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キャディバッグ
CB-1903 ￥38,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全5色：ブラック/ブラック、ネイビー/サックス、 
ネイビー/レッド、ホワイト/シルバー、イエロー/ネイビー ●重量：約4.7kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

キャディバッグ
CB-1912 ￥35,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全2色：ホワイト/ブラック、ホワイト/ネイビー
●重量：約4.4kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

キャディバッグ
CB-1908 ￥38,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全5色：ブルー、オレンジ、イエロー、 
レッド、グリーン ●重量：約4.5kg ●サイズ：9型 ●中国製

キャディバッグ
CB-1909 ￥19,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全3色：ホワイト/ネイビー、ホワイト/レッド、
ブラック/ホワイト ●重量：約3.7kg ●サイズ：9型 ●中国製

WH/NY BK/WHWH/REDRED

YEOG

GRBL

BK/BK WH/SV WH/BKYE/NY

NY/REDNY/SAX

WH/NY

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付

モグラロゴをあしらったエナメルモデル

Dancing HONMA カラフルなエナメルモデル Dancing HONMAスポーツモデル

ディティールにこだわったプロレプリカモデル
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

スタンドバッグ
CB-1907 ￥20,000＋税

●素材：ポリエステル 47インチ対応 ●カラー全3色：ネイビー、ブラック、レッド
●重量：約2.7kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

キャディバッグ
CB-1914 ￥20,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応  ●カラー全3色：ブラック/ホワイト、ブラック/レッド、
ブラック/ネイビー ●重量：約3.7kg ●サイズ：9型 ●中国製

キャディバッグ
CB-1904 ￥100,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）/牛革 47インチ対応 ●カラー全2色：ブラック、ブラウン
●重量：約4.3kg ●サイズ：9型 ●中国製

ボストンバッグ
BB-1904 ￥40,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）/牛革 ●カラー全2色：ブラック、ブラウン
●重量：約1.3kg ●サイズ：Ｌ48×Ｗ21×Ｈ29cm ●中国製

BW

BK

BK BW

NY

RED

BK

BK/WH BK/RED BK/NY

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ボア付

シャープなデザインのスタイリッシュモデル軽量スタンドモデルで４点ショルダーを採用

合成皮革（P.U）と牛革を使用したクラシックモデル

（P11にも掲載）
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WIN

キャディバッグ
CB-2817 ￥68,000＋税

●素材：合成皮革（P.V.C）/牛革 47インチ対応 ●カラー全3色：ブラウン、ブラック、ネイビー 
●重量：約4.5kg ●サイズ：9型 ●日本製

キャディバッグ
CB-1906 ￥30,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全3色：ブラック、ネイビー、ブラウン
●重量：約3.8kg ●サイズ：9型 ●中国製

BW BWNYBK BK NY

キャディバッグ
CB-1905 ￥40,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全4色：ブラウン、ブラック、ワイン、ネイビー
●重量：約4.6kg ●サイズ：9型 ●中国製

ボストンバッグ
BB-1905 ￥15,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全4色：ブラウン、ブラック、ワイン、ネイビー
●重量：約1.5kg ●サイズ：Ｌ46×Ｗ24×Ｈ32cm ●中国製

BW

BK

WIN

NY

BK

BW
NY

口枠ボア付

口枠ボア付

口枠ボア付

気品と風格を兼ね備えたロングランモデル

編み込み調素材を活かしたクラシックモデル

シンプルで落ち着きあるデザイン

（P11にも掲載）
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

ニュースタイルバッグ
GB-1930 ￥18,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ブルー、ブラック ●重量：約0.75kg ●サイズ：L48×W18×Ｈ26cm ●中国製

BL

BK

キャディバッグ
CB-1931 ￥32,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ホワイト、ブラック ●重量：約3.3kg ●サイズ：10型 
●中国製

スタンドバッグ
CB-1930 ￥50,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ブラック、ホワイト ●重量：約2.5kg ●サイズ：9.5型 
●中国製

WH

BK

BK

WH

軽量で安定性に優れたスタンドタイプのスタイリッシュモデル 14分割のスタイリッシュなカートバッグ

ボストンバッグ仕様
バックパック仕様

クラブケースにもなります

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付
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ボストンバッグ
BB-1905 ￥15,000＋税

●素材：合成皮革(P.U) 
●カラー全4色：ブラウン、ブラック、ワイン、ネイビー 
●重量：約1.5kg ●サイズ：Ｌ46×Ｗ24×Ｈ32cm ●中国製 

ボストンバッグ
BB-1906 ￥8,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全3色：ネイビー、ホワイト、ブラック
●重量：約1.5kg ●サイズ：Ｌ43×Ｗ24×Ｈ30cm ●中国製

ボストンバッグ
BB-2817 ￥34,000＋税

●素材：合成皮革（P.V.C）/牛革
●カラー全3色：ブラウン、ネイビー、ブラック ●重量：約1.2kg
●サイズ：L49×W26×H29cm ●日本製

ボストンバッグ
BB-1904 ￥40,000＋税

●素材：合成皮革(P.U)/牛革
●カラー全2色：ブラック、ブラウン
●重量：約1.3kg ●サイズ：Ｌ48×Ｗ21×Ｈ29cm ●中国製

ラウンドバッグ
GB-1901 ￥4,900＋税

●素材：ポリエステル 
●カラー全2色：ブラック、ネイビー
●重量：約0.3kg ●サイズ：L14.5×L25×H23cm ●中国製

WIN

BK

BKBK

BW

NY

NY

ボストンバッグ
BB-1909 ￥6,000＋税

●素材：綿 ●カラー全1色：ホワイト/ネイビー
●重量：約0.7kg ●サイズ：Ｌ44×Ｗ20×Ｈ40cm ●中国製

NY

WH

BK

BW

NY

BW

BK

WH/NY

（P9にも掲載）

（P8にも掲載）

保冷機能付き
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

ツアーケース
TC-1727 ￥18,000＋税

●素材：ナイロン ●カラー全1色：ブラック ●重量：約5.1kg 
●サイズ：9型、47インチ対応 ●中国製 

ツアーケース
TC-1901 ￥8,000＋税

●素材：ナイロン ●カラー全3色：ブラック、レッド、ネイビー 
●サイズ：8.5～9.5型用（47インチ対応） ●中国製

クラブケース
CC-1902 ￥5,000＋税

●素材：ポリエステル 
●カラー全2色：レッド、ブラック
●重量：約0.6㎏ ●収納可能本数：（4～5本用）47インチ対応 ●中国製

スタンドクラブケース
CC-1840 ￥6,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ホワイト、ブラック 
●重量：約1.2㎏ ●収納本数（4～6本用）47インチ対応 ●中国製

クラブケース
CC-1908 ￥8,000＋税

●素材：合成皮革(P.U) ●カラー全3色：オレンジ、レッド、ブルー 
●重量：約1.8㎏ ●収納可能本数：（4～6本用）47インチ対応 ●中国製

NY

WH

BK

BK

RED

RED

RED BLOG

BK

BK

移動に便利なキャスター付き
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MADE-TO-ORDER SHOES

A

c
c

c

c

c

c

c

c

世界にただひとつ、あなただけの一足を
デザイン、カラー、ソール、サイズ。
その全てをお客様の好みに合わせて、一足、一足丁寧におつくりします。
アッパー生地は全て厳選された牛革。
世界にただひとつ、あなただけの一足をぜひお試しください。

2.縫製

4.ソール
貼り合わせ

1.断裁 3.つり込み

5.仕上げ

クラシックなヒール付き加工タイプ。 ソフトスパイクのグリップ力を生かすブロック配置。 クラシックなヒール加工タイプの
スパイクレスソール。

カラーオーダー
￥32,000＋税

多数のバリエーションから選択可能
（ダイヤル式は¥35,000+税）

ソフトスパイク（クラシック） スパイクレスソール

カラー&サイズオーダー
￥37,000＋税

足型を測定して自分にあったシューズを
（ダイヤル式は¥40,000+税）

※イラスト中のアッパー部に表記しているA～Eは、
　STEP3の素材とカラーを選択可能な箇所です。Step-1 Design  デザインをお選びください。

Step-2 Sole  ソールをお選びください。
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

HONMA Order-Made Glove Card

HONMA Order-Made Glove Card

オーダーメイドシューズシステム

オーダーメイドグローブ

あなたにピッタリのグローブを作る

究極のグローブとは、自然に手になじみ違和感のないものです。
そのためにはフィット感、柔らかさ、耐久性の三つの要素が必要
です。熟練した高度な技術により、１枚１枚を丹念に仕上げます。

カラー＆サイズ
オーダーをお選
びの方は、足型を
測定いたします。

お客様のご希望によりオウンネームも可能です。

MOZシステム搭載
❶押して回して締める　❷引っ張り上げて解除
ダイヤル操作で足の甲周りを素早くアジャストさせることが
可能。靴紐タイプよりも簡単にフィット感を変更できます。

活字体 or 筆記体から選択　TYPE-A～Kまで対応可能

ネーム・数字基本色

Step-3 Color  パーツ毎にカラーをお選びください。

オウンネーム ダイヤル機能

足型測定

オーダーメイドグローブ
GL-3407 ￥8,000＋税

オウンネーム代金
￥2,000＋税

足を細かく
型取りします。

※オウンネーム箇所は限定されます。（詳しくはスタッフに
　お尋ねください。）
※オウンネームの場合は約1週間追加となります。

足の甲などを
測定します。

足長を
測定します。

最高級天然皮革

厳選した最高級天然皮革素材を使用。画期的な
なめし方法によるソフト感とオーダーメイドならでは
の装着感をご堪能ください。

写真はメンズモデル、ブラック
（ベルト形状：M-1、パイピングカラー:
ブラック、イニシャル：ゴシック体）

che
ck!

che
ck!

オーダーメイド
グローブの詳しい
内容は、こちら!
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WH

WH
WH

BK

BK

BK

BK

WH

GY

RED

シューズ
SS-1901 ￥40,000＋税

●素材：甲 (天然皮革) 、底 (合成底)、鋲 (合成樹脂＜PIVIX＞、取付方式：FTS3.0方式/ 
鋲数：片足8個） ●カラー全2色：ホワイト、ブラック ●重量：片足約350ｇ（26.0㎝） 
●25.0～28.0(3E） ●中国製

シューズ
SR-1902 ￥25,000＋税

●素材：甲 (天然皮革) 、底 (ゴム底/合成底) ●カラー全2色：ブラック、ホワイト 
●重量：片足約340ｇ（26.0㎝） ●25.0～28.0(3E） ●中国製

シューズ
SR-1904 ￥15,000＋税

●素材：甲 (人工皮革) 、底 (ゴム底/合成底)
●カラー全3色：ブラック、レッド、ホワイト 
●重量：片足約280ｇ（26.0㎝） ●サイズ：25.0～28.0(2E） ●中国製

シューズ
SS-1903 ￥20,000＋税

●素材：甲 (人工皮革) 、底 (合成底)、鋲 (合成樹脂＜PIVIX＞、取付方式：FTS3.0方式/
鋲数：片足8個） ●カラー全3色：ホワイト、グレー、ブラック ●重量：片足約310ｇ（26.0㎝） 
●サイズ：25.0～28.0(2E） ●中国製

洗練されたルックスと機能性を兼ね備えたラグジュアリーモデル ハイパフォーマンスなアスリートモデル

タウンユースでも履けるルックスと機能性を兼ね備えた
ラグジュアリーモデル

アスレティックなルックスのパフォーマンスモデル
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

グローブ
GA-1907（左手） ￥1,300＋税　　GAR-1907（右手） ￥1,300＋税

●素材：人工皮革/合成皮革 
●カラー全2色：ホワイト、ブラック
●サイズ：22～26cm ●インドネシア製

WH/BK

WH/BK

BK

WH

WH

WH

WH

WH

BK

WH

WH/NY

WH/BL

グローブ
GL-1901 ￥3,500＋税

●素材：天然皮革 ●カラー全1色：ホワイト 
●サイズ：21～26cm 
●インドネシア製

グローブ
GL-1906 ￥1,700＋税

●素材：天然皮革/合成皮革 ●カラー全5色：ホワイト/ブラック、ホワイト/ネイビー、
ホワイト/ブルー、ホワイト/レッド、ブラック/ホワイト ●サイズ：22～26cm 
●インドネシア製

グローブ
GA-1902 ￥2,000＋税

●素材：人工皮革 ●カラー全1色：ホワイト 
●サイズ：21～26cm 
●インドネシア製

グローブ
GC-1905 ￥1,800＋税

●素材：合成皮革 
●カラー全2色：ホワイト、ブラック
●サイズ：22～26cm ●インドネシア製

WH/RED

WH

WH

BK/WH

抜群のフィット感と高いグリップ性能に
ファッショナブル要素を追加

高耐久ハイブリッドモデル

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

オイルタッチのアフリカンレザーを使用したプロモデル

プロが使用する人工皮革を用いたプロモデル
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ヘッドカバー（1W用）
HC-1912 ￥3,500＋税

●素材：合成皮革(P.U) ●カラー全2色：ホワイト、ネイビー ●中国製

アイアンカバー（セット）
IC-1620S ￥8,000＋税

番手＃5～11、SW8個セット

アイアンカバー（単品）
IC-1620 ￥1,000＋税

番手#4～11.AW.SW 各番手単品販売
●素材：合成皮革（Ｐ.Ｕ）  
●カラー全2色：ブラック、ホワイト ●中国製

パターカバー
PC-1912 ￥2,800＋税

●素材：合成皮革（P.U）●カラー全2色：ホワイト、ネイビー ●中国製

アイアンカバー
IC-1903 ￥2,500＋税

●素材：アクリル ●カラー全3色：ブラック、シルバー、ネイビー
●中国製

WH

WH WH

WH

SV

NY

NY NY

NY

NY

NY

ヘッドカバー（FW用）／（UT用）
HC-1913／HC-1914 ￥3,200＋税

●素材：合成皮革(P.U) ●カラー全2色：ホワイト、ネイビー 
●ダイヤル式(FW用：3、5、7、X　UT用：19、22、25、モグラ) ●中国製

WH

BK

アイアンカバー
IC-1912 ￥3,000＋税

●素材：合成皮革(P.U) ●カラー全2色：ホワイト、ネイビー
●中国製

（FW用）

（UT用）

BK

WH

CLC（Clip Lock Concept）
Clip Lock Concept（CLC）とは、ヘッドカバー内にクリップが内蔵されており、ヘッドカバーをクラブ
から簡単に素早く着脱することができます。また、クリップブロックによりカバーがクラブから脱落
することを防止します。
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

クリップマーカー
OG-1902 ￥1,800＋税

●素材：クリップ(シリコン/磁石)、マーカー(鉄)
●カラー全3色：ブルー、ゴールド、レッド
●中国製

氷のう
OG-1906 ￥1,800＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ブルー、オレンジ
●中国製

シューズ袋
OG-1904 ￥800＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全4色：ブラック、ピンク、レッド、ブルー
●サイズ： L34×H40cm
●中国製

パラソル
PA-1902 ￥7,000＋税

●素材：生地(ポリエステル100％)、骨(カーボン) 、シャフト(カーボン)
●カラー全2色：ピンク、ブルー
●中国製

BL
RED

BL

GD

OG

PK

NY

RED

パターキャッチャー
OG-1903 ￥1,800＋税

●素材：本体(ATBC-PVC)、クリップ(ポリカーボネイト・ポリアセタール)
●カラー全3色：ブルー、イエロー、ピンク
●中国製

YE

BL

BL

BLBK

PK

PK

パラソル
PA-1901 ￥8,000＋税

●素材：生地(ポリエステル100％)、骨(カーボン) 、シャフト(カーボン)
●カラー全1色：ネイビー
●中国製

70cm

70cm
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ダンシングキャップ
931-733622 ￥3,500＋税

●素材：綿100％ ●カラー全5色：ホワイト/ブラック、グレー、
ブラック、ホワイト/ネイビー、ホワイト/レッド
●サイズ：FREE（57～59cm） ●中国製

BL

HONMAキャップ   
931-733621 ￥3,500＋税

●素材：ポリエステル100％ ●カラー全6色：ホワイト/ブラック、
ホワイト/レッド、ブラック、ネイビー、ブルー、レッド
●サイズ：FREE（57～59cm） ●中国製

ロングタオル
699-315831 ￥1,800＋税

●素材：綿100％
●カラー全2色：ホワイト、レッド
●サイズ：30×80cm ●日本製

ダンシングフラットキャップ
931-733601 ￥4,000＋税

●素材：本体（ポリエステル100％）、メッシュ部分（ナイロン
100％）●カラー全3色：ホワイト、ブラック、グリーン 
●サイズ：FREE（57～59cm） ●中国製

ハンドタオル
699-315832 ￥1,400＋税

●素材：綿100％（フック/アルミニウム）
●カラー全2色：ホワイト、レッド
●サイズ：34×35cm ●日本製

バイザー
931-733602 ￥3,300＋税

●素材：ポリエステル100％
●カラー全3色：ホワイト、ブラック、ネイビー 
●サイズ：FREE（57～59cm） ●中国製

プロモデル クラブ拭きタオル
699-317834 ￥2,000＋税

●素材：ポリエステル80％、ナイロン20%
●カラー全1色：ブルー
●サイズ：40×115cm ●中国製

レギュラーソックス
891-317501 ￥800＋税

●素材：綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー全5色：ホワイト、ネイビー、ブラック、グレー、
チャコール ●サイズ：FREE（25～27cm） ●中国製

ショートソックス
891-317502 ￥700＋税

●素材：綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
●カラー全3色：ホワイト、ブラック、グレー
●サイズ：FREE（25～27cm） ●中国製

WH

RED

WH RED

BK

WH

WH/BK
GY

WH/NY

GR

BK

WH/RED

WH

BK

WH/BK BK

BL

NY

WH/RED

NY

RED

WH NY WHBK BKGY GYCHR
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

シンプルベルト
691-317734 ￥8,000＋税

●素材：素材：表（牛革）、裏（合成皮革）
●カラー全2色：ホワイト、ブラック
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製 ●数量限定

モグラバックル ストレッチベルト
891-317737 ￥10,000＋税

●素材：表(牛革) 、裏(合成皮革)、裏(人工皮革) 
●カラー全4色：ブラック、ホワイト、ブルー、レッド 
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製

ツートン　ゴムメッシュベルト
391-317723 ￥7,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全5色：ピンク、ターコイズ、ベージュ、グレー、ブラック
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

BR

WH BK

BEG

へリンボン　ゴムメッシュベルト
491-317728 ￥7,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全4色：ブラック、ブラウン、グレー、ベージュ
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

テープonレザーベルト 
691-317735 ￥7,000＋税

●素材：表（牛革+ポリエステル）、裏（合成皮革）、テープ（アクリル/ポリエステル） 
●カラー全2色：ブラック、ベージュ
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製 ●数量限定

クロコダイル風型押しベルト
391-317727 ￥10,000＋税

●素材：表（牛革）、裏（合成皮革） ●カラー全3色：ブラック、ブラウン、ネイビー
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製

ゴムメッシュベルト
691-317732 ￥9,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全3色：ブラック/グレー、ホワイト/ネイビー/レッド、ホワイト/ネイビー/ライトブルー
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

BR

NY

WH/NY/RED

BK

GY

WH

PK

BK

BK

BK/GY

BEG

BL

TU

GY

RED

BK

BEG

BW

WH/NY/LTBL
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2019 COLLECTION HONMA ACCESSORIES CATALOG

シンプルベルト
691-317734 ￥8,000＋税

●素材：素材：表（牛革）、裏（合成皮革）
●カラー全2色：ホワイト、ブラック
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製 ●数量限定

モグラバックル ストレッチベルト
891-317737 ￥10,000＋税

●素材：表(牛革) 、裏(合成皮革)、裏(人工皮革) 
●カラー全4色：ブラック、ホワイト、ブルー、レッド 
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製

ツートン　ゴムメッシュベルト
391-317723 ￥7,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全5色：ピンク、ターコイズ、ベージュ、グレー、ブラック
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

BR

WH BK

BEG

へリンボン　ゴムメッシュベルト
491-317728 ￥7,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全4色：ブラック、ブラウン、グレー、ベージュ
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

テープonレザーベルト 
691-317735 ￥7,000＋税

●素材：表（牛革+ポリエステル）、裏（合成皮革）、テープ（アクリル/ポリエステル） 
●カラー全2色：ブラック、ベージュ
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製 ●数量限定

クロコダイル風型押しベルト
391-317727 ￥10,000＋税

●素材：表（牛革）、裏（合成皮革） ●カラー全3色：ブラック、ブラウン、ネイビー
●サイズ：FREE 長さ100cmまで対応 ●日本製

ゴムメッシュベルト
691-317732 ￥9,000＋税

●素材：ゴム部（ポリプロピレン）、ラバー部（牛革）
●カラー全3色：ブラック/グレー、ホワイト/ネイビー/レッド、ホワイト/ネイビー/ライトブルー
●サイズ：FREE 長さ105cmまで対応 ●日本製

BR

NY

WH/NY/RED

BK

GY

WH

PK

BK

BK

BK/GY

BEG

BL

TU

GY

RED

BK

BEG

BW

WH/NY/LTBL
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キャディバッグ
CB-6931 ￥32,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ホワイト、ピンク
●重量：約2.7kg ●サイズ：10型 ●中国製

ニュースタイルトートバッグ
BB-6930 ￥18,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ピンク、ホワイト
●重量：約0.55㎏ ●サイズ：Ｌ39×W22×Ｈ32 ●中国製

ニュースタイルトートポーチ
BB-6931 ￥10,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ピンク、ホワイト　
●重量：約0.15㎏ ●サイズ：L25×W12×H19 ●中国製

ボストンバッグ
BB-6901 ￥10,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全2色：ブラック、シルバー
●重量：約1.4㎏  ●サイズ：L39×W21×Ｈ32 ●中国製

ボストンバッグ
BB-6902 ￥6,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全2色：ブラック、シルバー
●重量：約0.3㎏ ●サイズ：L20×W10×Ｈ21 ●中国製

ポーチ
BB-6903 ￥3,000＋税

●素材：合成皮革（P.U） ●カラー全2色：ブラック、シルバー
●重量：約0.15㎏ ●サイズ： L17.5×W6.5×Ｈ16 ●中国製

LADIES ACCESSORIES

キャディバッグ
CB-6930 ￥50,000＋税

●素材：ポリエステル ●カラー全2色：ピンク、ホワイト
●重量：約2.8kg ●サイズ：9.5型 ●中国製

キャディバッグ
CB-6901 ￥24,000＋税

●素材：合成皮革（P.U）47インチ対応 ●カラー全2色：ブラック、シルバー
●重量：約3.7kg ●サイズ：9型 ●中国製

WH

PK

SV

PK

WH

BK

WH

WH

SV

BK

SV

SV

BK

BK

PK

PK

口枠ナイロン
メッシュ付

Dancingロゴをあしらったキャディバッグ

軽量で安定性に優れた
スタンドタイプの
スタイリッシュモデル

14分割の口枠を採用した
スタイリッシュなカートバッグ

口枠ナイロン
メッシュ付

口枠ナイロン
メッシュ付
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グローブ
GA-6901 ￥2,000＋税

●素材：人工皮革 ●カラー全1色：ホワイト
●サイズ：18～21cm ●インドネシア製

スニーカーソックス
696-418551 ￥1,300＋税

●素材：ナイロン、綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 
●カラー全3色：ホワイト、ピンク、ブラック 
●サイズ：FREE（23～25cm） ●日本製

ショートソックス
296-310592 ￥1,200＋税

●素材：ナイロン、綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン 
●カラー全4色：ピンク、イエロー、ライトブルー、ブラック 
●サイズ：FREE（22～24cm） ●日本製

グローブ
GA-6903 ￥1,300＋税　　GAB-6903（両手） ￥2,600＋税

●素材：人工皮革/合成皮革 
●カラー全3色：ホワイト/ピンク、ブラック/ピンク、ホワイト/ネイビー
●サイズ：18～21cm ●インドネシア製

グローブ
GA-6902 ￥2,000＋税　　GAB-6902（両手） ￥4,000＋税

●素材：人工皮革/合成皮革 ●カラー全3色：レッド、ネイビー、ブラック
●サイズ：18～21cm ●インドネシア製

シューズ
SS-6901 ￥40,000＋税

●素材：甲 (天然皮革) 、底 (合成底)、鋲 (合成樹脂＜PIVIX＞、取付方式：FTS3.0方式/ 
鋲数：片足8個） ●カラー全2色：ブラック、ホワイト
●重量：片足約300ｇ（24.0㎝） ●サイズ：23.0～25.0(3E） ●中国製

シューズ
SS-6902 ￥20,000＋税

●素材：甲 (人工皮革) 、底 (合成底)、鋲 (合成樹脂＜PIVIX＞、取付方式：FTS3.0方式/
鋲数：片足8個） ●カラー全3色：ブラック、ホワイト、ピンク 
●重量：片足約260ｇ（24.0㎝） ●サイズ：23.0～25.0(2E） ●中国製

シューズ
SR-6903 ￥15,000＋税

●素材：甲 (人工皮革) 、底 (ゴム底/合成底) ●カラー全3色：レッド、ネイビー、ホワイト 
●重量：片足約240ｇ（24.0㎝） ●サイズ：23.0～25.0(2E） ●中国製

RED RED
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WH
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WH/PK WH/PK
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WH/NY
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PK

WH

BK

WH

NY
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RED

YE

WH

BKPK BKLTBL PK

コラーゲン配合人工皮革。握力が弱い女性でもしっかり
握れるようシリコン樹脂を掌に施したハイブリッドモデル

プロが使用する人工皮革を用いたプロモデルのレディース版

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルアスレッチックなルックスの
パフォーマンスモデル

洗練されたルックスと機能性を
兼ね備えたラグジュアリーモデル

ハイパフォーマンスな
アスリートモデル
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