
Specification IRONS（スチールシャフト）

2010新しい溝のルールに適合

SIM GLOIRE
のみ対応

Stealth Iron
のみ対応

D1/約387g(S)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

―
―
―

D2/約416g(S200)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

D2/約403g(S)
￥28,050 (￥25,500)
￥140,250 (￥127,500)

D2/約408g(S)
￥28,050 (￥25,500)
￥140,250 (￥127,500)

D2/約399g(S)
￥27,500 (￥25,000)
￥137,500 (￥125,000)

D2/約405g(S)
￥28,050 (￥25,500)
￥140,250 (￥127,500)

D2/約406g(S)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

D1/約386g(S)
￥28,050 (￥25,500)
￥140,250 (￥127,500)

D1/約394g(S)
￥28,050 (￥25,500)
￥140,250 (￥127,500)

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

Steel
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-27)
35.75 (PW-41)

備考

SIM GLOIRE

標準GRIP 42g(バックライン有)

モデル名

番手（ロフト）

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

IRONS

S

R, S

S200, X100

R, S, X

S, X

R, S

R, S

R, S

R, S

R, S

N.S.PRO 790GH

KBS MAX MT85 JP

Dynamic Gold

N.S.PRO MODUS³ 105

N.S.PRO MODUS³ 120

N.S.PRO 850GH

N.S.PRO 950GH neo

N.S.PRO 950GH

N.S.PRO ZELOS7

N.S.PRO ZELOS8

LH非対応

GROOVES

パラレルTip適応シャフトTip形状

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW

2010新しい溝のルールに適合

―
―
―

D1/約409g(S)
¥22,000 (¥20,000)

¥110,000 (¥100,000)
D2/約428g(S200)
¥22,000 (¥20,000)

¥110,000 (¥100,000)
D2/約416g(S)

￥23,650 (¥21,500)
￥118,250 (本体価格￥107,500)

D2/約421g(S)
￥23,650 (¥21,500)
￥118,250 (￥107,500)

D1//約405g(S)
¥23,100 (¥21,000)

¥115,500 (¥105,000)
D1/約413g(S)

￥23,650 (¥21,500)
￥118,250 (￥107,500)

D1//約413g(S)
¥22,000 (¥20,000)

¥110,000 (¥100,000)
D0/約393g(S)

￥23,650 (¥21,500)
￥118,250 (￥107,500)

D1/約404g(S)
￥23,650 (¥21,500)
￥118,250 (￥107,500)

Steel A
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-28)

35.75 (PW-43)

STEALTH IRON *3月受付開始予定

標準GRIP 47.5g

LH #5, LH#6-PW, LH AW, LH SW

パラレルTip

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW



Specification IRONS（グラファイトコンポジットシャフト）

2010新しい溝のルールに適合

C9/約368g(S)
￥30,800 (￥28,000)
￥154,000 (￥140,000)

D0/約378g(S)
￥30,800 (￥28,000)
￥154,000 (￥140,000)

D0/約385g(S)
￥30,800 (￥28,000)
￥154,000 (￥140,000)

D2/約394g(S)
￥30,800 (￥28,000)
￥154,000 (￥140,000)

D2/約400g(S)
￥31,900 (￥29,000)
￥159,500 (￥145,000)

D3/約408g(S)
￥31,900 (￥29,000)
￥159,500 (￥145,000)

Steel
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-27)
35.75 (PW-41)

備考

SIM GLOIRE

標準GRIP 42g(バックライン有)

モデル名

番手（ロフト）

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

R, S

R, S

R, S

R, S

S

S, X

MCI 50

MCI 60

MCI 70

MCI 80

MCI 90

MCI 100

LH非対応

GROOVES

パラレルTip適応シャフトTip形状

Specification IRONS（グラファイトシャフト）

2010新しい溝のルールに適合

D0/約360g(SR)
￥28,600 (￥26,000)
￥143,000 (￥130,000)

―
―
―

Steel
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-27)
35.75 (PW-41)

備考

SIM GLOIRE

標準GRIP 42g(バックライン有)

モデル名

番手（ロフト）

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

LH非対応

GROOVES

パラレルTip適応シャフトTip形状

SIM GLOIRE
のみ対応

Stealth Iron
のみ対応

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW

R, SR

R, S

AIR SPEEDER TM (SIM GLOIRE)

TENSEI RED TM60 [2022]
(Stealth Iron)

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

2010新しい溝のルールに適合

C9/約375g(S)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

C9/約384g(S)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

D0/約393g(S)
￥26,400 (本￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

D1/約403g(S)
￥26,400 (￥24,000)
￥132,000 (￥120,000)

D1/約407g(S)
￥27,500 (￥25,000)
￥137,500 (￥125,000)

D2/約406g(S)
￥27,500 (￥25,000)
￥137,500 (￥125,000)

Steel A
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-28)

35.75 (PW-43)

STEALTH IRON

標準GRIP 47.5g

IRONS

LH #5, LH#6-PW, LH AW, LH SW

パラレルTip

2010新しい溝のルールに適合

―
―
―

D0/約374g(S)
￥25.300 (￥23,000)
￥126,500 (￥115,000)

Steel A
38.5 (#5-21)
37.25 (#7-28)

35.75 (PW-43)

STEALTH IRON

標準GRIP 47.5g

IRONS

LH #5, LH#6-PW, LH AW, LH SW

パラレルTip

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW

[セット] #6 ～ PW
[単品] #5, AW, SW



Specification

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

39 (#3-19.5)
38 (#5-25.5)

35.75 (PW-46)

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4 備考

D2/約420g(S200)
¥26,950（¥24,500）
￥161,700（￥147,000）

D2/約427g(S200)
¥26,950（¥24,500）
￥161,700（￥147,000）

D2/約427g(S200)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約418g(5.5)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165000）

D2/約409g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約414g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約428g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約425g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D1/約406g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約410g(S)
¥26,950（¥24,500）
￥161,700（￥147,000）

D1/約391g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D1/約398g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

モデル名

番手（ロフト）

GROOVES

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

 IRONS

Dynamic Gold 120 VSS

Dynamic Gold

Dynamic Gold TOUR ISSUE EX 

PROJECT X

N.S.PRO MODUS³ 105

N.S.PRO MODUS³ 120

N.S.PRO MODUS³SYSTEM3 125

N.S.PRO MODUS³ 130

N.S. PRO 950GH neo

N.S. PRO 950GH

N.S.PRO ZELOS7

N.S.PRO ZELOS8

S200

S200, X100

S200, X100

5.0, 5.5, 6.0, 6.5

R, S, X

S, X

S,X

S, X

R, S

R, S

R, S

R, S

IRONS（P SERIES/スチールシャフト）

適応シャフトTip形状 テーパーTip

39 (#3-20)
38 (#5-26)

35.75 (PW-47)

P7MC
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

D2/約420g(S200)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D2/約428g(S200)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D2/約428g(S200)
¥26,400（¥24,000)

￥158,400（￥144,000）
D2/約419g(5.5)

¥28,050（¥25,500）
￥168,300（￥153,000）

D2/約410g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約415g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約429g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約427g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D1/約407g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約410g(S)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D1/約391g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D1/約398g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

39 (#3-21)
38 (#5-27)

35.75 (PW-47)

P7MB
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

D2/約421g(S200)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D2/約429g(S200)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D2/約429g(S200)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約419g(5.5)
¥28,050（¥25,500）
￥168,300（￥153,000）

D2/約411g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約416g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約429g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D2/約426g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D1/約408g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D1/約410g(S)
¥24,750（¥22,500）
￥148,500（￥135,000）

D0/約391g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

D0/約399g(S)
¥26,400（¥24,000）
￥158,400（￥144,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip  

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、
　カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

P770 ('20)

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

D2/約418g(S200)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約427g(S200)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D2/約427g(S200)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D2/約417g(5.5)
¥31,900（¥29,000）
￥191,400（￥174,000）

D2/約409g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D2/約413g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D2/約427g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D2/約421g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D1/約405g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D2/約410g(S)
¥28,600（¥26,000）
￥171,600（￥156,000）

D1 /約388g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

D1/約397g(S)
¥30,250（¥27,500）
￥181,500（￥165,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

P790 ('21)

https://www.taylormadegolf.jp/select-fit.html?lang=ja_JP


Specification

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)
D0/約375g(S)

¥31,350（¥28,500）
¥188,100（￥171000）

D0/約381g(S)
¥31,350（¥28,500）

¥188,100（￥171000）

D1/約389g(S)
¥31,350（¥28,500）

¥188,100（￥171000）
D1/約395g(S)

¥31,350（¥28,500）
¥188,100（￥171000）

D2/約403g(S)
¥32,450（¥29,500）

¥194,700（￥177,000）
D2/約410g(S)

¥32,450（¥29,500）
¥194,700（￥177,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

モデル名

番手（ロフト）

GROOVES

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

 IRONS

MCI 50

MCI 60

MCI 70

MCI 80

MCI 90

MCI 100

R, S

R, S

R, S

R, S

S

S, X

IRONS（P SERIES/グラファイトコンポジットシャフト）

適応シャフトTip形状 テーパーTip

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)
D1/約374g(S)

¥29,150（¥26,500）
¥174,900（￥159,000）

D1/約381g(S)
¥29,150（¥26,500）

¥174,900（￥159,000）

D1/約389g(S)
¥29,150（¥26,500）

¥174,900（￥159,000）
D1/約396g(S)

¥29,150（¥26,500）
¥174,900（￥159,000）

D2/約403g(S)
¥30,250（¥27,500）

¥181,500（￥165,000）
D2/約410g(S)

¥30,250（¥27,500）
¥181,500（￥165,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

P7MB
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

C9/約373g(S)
¥29,150（¥26,500）

¥174,900（￥159,000）
C9/約380g(S)

¥29,150（¥26,500）
¥174,900（￥159,000）

D0/約390g(S)
¥29,150（¥26,500）

¥174,900（￥159,000）
D1/約395g(S)

¥29,150（¥26,500）
¥174,900（￥159,000）

D2/約403g(S)
¥30,250（¥27,500）

¥181,500（￥165,000）
D2/約410g(S)

¥30,250（¥27,500）
¥181,500（￥165,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip  

スタンダードブラックカラー
のみの取り扱い。

スタンダードブラックカラー
のみの取り扱い。

スタンダードブラックカラー
のみの取り扱い。

Specification

バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）
バランス / クラブ重量
単品価格（税抜）
セット価格（税抜）

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)
D2/約386g(S)

¥32,450（¥29,500）
¥194,700（￥177,000）

D2/約397g(S)
¥32,450（¥29,500）

¥194,700（￥177,000）
D2/約403g(S)

¥32,450（¥29,500）
¥194,700（￥177,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

モデル名

番手（ロフト）

GROOVES

グリップ重量

クラブ長（カスタム標準）インチ

 IRONS

Tour AD 75

Tour AD 85

Tour AD 95

R, S

R, S

S, X

IRONS（P SERIES/グラファイトシャフト）

適応シャフトTip形状 テーパーTip

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)
D2/約387g(S)

¥30,250（¥27,500）
¥181,500（￥165,000）

D2/約397g(S)
¥30,250（¥27,500）

¥181,500（￥165,000）
D2/約404g(S)

¥30,250（¥27,500）
¥181,500（￥165,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

P7MB
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

D2/約386g(S)
¥30,250（¥27,500）

¥181,500（￥165,000）
D2/約398g(S)

¥30,250（¥27,500）
¥181,500（￥165,000）

D2/約404g(S)
¥30,250（¥27,500）

¥181,500（￥165,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip  

IRONS
＊長さ、バランスに関しては全て、テーラーメイドオリジナル計測器による数値になります。          
＊クラブの長さは各ロフト別カスタム標準レングスから0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲で選択可能です。（テーラーメイド計測値）       
＊N.S.PRO 950GH, N.S.PRO 950GH neo, N.S.PRO ZELOS7, N.S.PRO ZELOS8の長さの指定は既定の範囲±0.5インチで調整可能。*P790-21は対応可.      
＊バランスの指定は、出来ません。            
＊上記バランスおよび総重量は、 SIM GLOIREは#7の、P790 ('21), P770 ('20), P7MC, P7MBは#5のカスタム標準レングス、シャフトフレックス S / S200 / 5.5、各モデルのカスタム標準グリップ装着時の
参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。            
＊P790 ('21), P770 ('20), P7MC, P7MBのバランスは、#3～#9が上記カスタム標準レングス合わせになり、PWはプラス1ポイントになります。       
＊STEALTH IRONのバランスは、#5-AW が上記カスタムレングス合わせになり、SWはプラス2ポイントになります。
＊カスタム標準レングス及び各番手間の長さの間隔はモデル、シャフトにより異なります。          
＊■はレフトハンドもあります。            
＊SIM GLOIREのセットは、#6～PWとなり#5、AW、SWは単品となります。
＊STEALTH IRONのセットは、#6～PWとなり#5、AW、SWは単品となります。           
＊P790 ('21), P770 ('20), P7MC, P7MBのセットは、#5～PWとなり#3、#4は単品となります。          
＊『セレクトフィットストア』でフィッティングの上カスタムオーダーいただく場合に限り、ライ角およびロフト角の調整を±2°（1°刻み）の範囲にて対応しております。     
※在庫無くなり次第対応終了となります。            
            
            
            
            
            

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、
　カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

◆この製品はテーラーメイド セレクトフィットストア限定モデルとなり、テーラーメイド公式オンラインストアや一部のテーラーメイド直営ストア、また一部のテーラーメイド製品正規取扱店でのみ、
　カスタムオーダーいただけます。取扱店舗につきましてはテーラーメイド公式Webサイト内特設ページをご覧ください。

備考

備考

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

P770 ('20)

P770 ('20)

P7MC
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

P7MC
[◆セレクトフィットストア限定モデル]

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)

C8/約367g(S)
¥33,000（¥30,000）

¥198,000（￥180,000（
C9/約377g(S)

¥33,000（¥30,000）
¥198,000（￥180,000）

C9/約383g(S)
¥33,000（¥30,000）

¥198,000（￥180,000）
D1/約394g(S)

¥33,000（¥30,000）
¥198,000（￥180,000）

D2/約402g(S)
¥34,100（¥31,000）

¥204,600（￥186,000）
D2/約409g(S)

¥34,100（¥31,000）
¥204,600（￥186,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

39 (#3-19)
38 (#5-23.5)

35.75 (PW-45)
D2/約386g(S)

¥34,100（¥31,000）
¥204,600（￥186,000）

D2/約396g(S)
¥34,100（¥31,000）

¥204,600（￥186,000）
D2/約403g(S)

¥34,100（¥31,000）
¥204,600（￥186,000）

標準GRIP 50g

2010新しい溝のルールに適合

テーパーTip

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

 [セット] #5 ～ PW 
[単品] #3, #4

P790 ('21)

P790 ('21)

クラブ長（カスタム標準）インチ

https://www.taylormadegolf.jp/select-fit.html?lang=ja_JP
https://www.taylormadegolf.jp/select-fit.html?lang=ja_JP



