
グリップカスタム

シャフトカスタム あらゆるスイングタイプと好みに対応できるシャフトラインアップ。

人気のグリップで個性的にカスタム。

対象モデル

Miyazaki KORI 5S/SR・6X/S・7X/S

藤倉ゴム工業社製 Speeder EvolutionⅤ 569S・661S

Miyazaki Kaula KORI 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

三菱ケミカル社製 KUROKAGE XD 60S・70S

Miyazaki KIRI 5S/SR・6X/S・7X/S

三菱ケミカル社製 Diamana DF 50S・60S・70S

Miyazaki Kaula MIZU 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

シャフトラボ社製 The ATTAS 6S・7S

Miyazaki Kaula KIRI 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

Miyazaki MIZU 5S/SR・6X/S・7X/S

藤倉ゴム工業社製 Speeder EvolutionⅤ FW 50S・60S

Miyazaki Kaula MIZORE 5S/SR/R・6X/S/SR・7X/S・8X

グラファイトデザイン社製 Tour AD VR 5S・6S・7S

詳しくはWEBを
ご覧ください。 ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

最短3日で発送
オーダー翌日から

クイックサービス
Z785 DRIVER × Miyazaki

※ダンロップ工場稼働日に基づき発送。
※商品到着は地域によって変動があります。
※万が一在庫切れの場合は納期が遅れる場合があります。

◎ 発送目安　※商品の到着予定ではありませんのでご注意ください。
オーダー 月 火 水 木 金 土・日

ご発注店舗へ
発送 木 金 月 火 水 木

ツアーベルベットラバー アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

MCC アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

マルチコンパウンド MCC プラチナム
〈49g/口径60〉

スカーレット

ミッドナイトブルー

※グローブ等に色移りすることがあります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

イオミック オーパス ブラック
〈48g/口径60〉

スカイブルー

ホワイト

オレンジ

イエロー

レッド

※カスタムグリップ装着時は、標準品と比較して、
　グリップ重量差相当のクラブ重量・バランスの差が生じます。

※ミヤザキシャフトでの
　カスタマイズは無料で
　変更できます。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索その他シャフトもあります。詳しくはWEBをご覧ください。

※Miyazaki MIZU 6Sは標準シャフトです。
※標準長さ（45.25インチ）、標準グリップでの
　対応となります。ご了承ください。
※レフトハンドモデルも対応可。

ツアーベルベットVDラバー
〈49.5g/口径60〉

ホワイト

レッド

ブルー

※在庫が無くなり次第終了致します。

マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト
〈49g/口径60〉

レッド

ブルー

ブラック

※グローブ等に色移りすることがあります。

アップチャージ価格 ￥1,500＋税/本

アップチャージ価格
￥10,000＋税/本

※ Speeder EvolutionⅤ FWは
フェアウェイウッド専用シャフトです。
￥5,000＋税/本

無 料



グリップカスタム

刻印カラーカスタム

7
ブラック

8
ライム
グリーン

9
ホワイト

10
ピンク 色無し

11
ブルー

1
パープル

2
チェリー

3
オレンジ

4
イエロー

5
メタリック
ゴールド

6
ライト
ブルー

ブランドやモデルのロゴなどの色を全11色＋色無しの中からチョイス。

刻印カラーと合わせるなど、自分仕様にカスタム。

シャフトカスタム あらゆるスイングタイプと好みに対応できるシャフトラインアップ。

※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。

ツアーベルベットラバー アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

MCC アライン
〈51g/口径60〉

ブラック

ツアーベルベットVDラバー
〈49.5g/口径60〉

ホワイト

レッド

ブルー

※在庫が無くなり次第終了致します。

イオミック オーパス ブラック
〈48g/口径60〉

スカイ
ブルー

ホワイト

オレンジ

イエロー

レッド

※カスタムグリップ装着時は、標準品と比較して、
　グリップ重量差相当のクラブ重量・バランスの差が生じます。

アップチャージ価格￥1,500＋税/本

アップチャージ価格￥2,000＋税/本 アップチャージ価格￥3,000＋税/本

アップチャージ価格￥5,000＋税/本

無 料

◉ 刻印カラー 一覧

アップチャージ価格
￥1,000＋税/本
※購入後の刻印色変更は不可

マルチコンパウンド MCC プラチナム
〈49g/口径60〉

スカーレット

ミッドナイト
ブルー

※グローブ等に色移りすることがあります。
※在庫が無くなり次第終了致します。

マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト
〈49g/口径60〉

レッド

ブルー

ブラック

※グローブ等に色移りすることがあります。

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 8 スチール

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 7 スチール
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方はご使用をお控えください。

日本シャフト社製 N.S.PRO ZELOS 6 スチール
※ ドライバーにおけるヘッドスピードが43m/sを超える方はご使用をお控えください。

トゥルーテンパー社製ダイナミックゴールド AMT TOUR WHITE

トゥルーテンパー社製ダイナミックゴールド 120

トゥルーテンパー社製ダイナミックゴールド 105

トゥルーテンパー社製ダイナミックゴールド 95

トゥルーテンパー社製ダイナミックゴールド TOUR ISSUE デザインチューニング仕様 N.S.PRO 950GH DST Design Tuning （ブラック） スチール

デザインチューニング仕様 ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning （ブラック）

Z U85 番手、SRIXONロゴ、Z U85ロゴ、FORGEDで1色
Z-FORGED 番手、SRIXONロゴ、Z-FORGEDロゴで1色
Z585 番手、Z585ロゴ、FORGEDで1色
 ※SRIXONロゴはバッジのため不可

Z785 番手、SRIXONロゴ、Z785ロゴ、FORGEDで1色

◉ 刻印場所

ダンロップ カスタムメイドクラブ 検索

その他シャフトもあります。詳しくはWEBをご覧ください。


