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アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区 代表取締役社長：中村 孝）が展開するブランド「TITLEIST（タイトリス
ト）」は、「GOLF APPAREL FALL & WINTER 2021 COLLECTION」を2021年9月より順次発売いたします。
“THINK PERFORMANCE. プレミアム・パフォーマンスを味方に。” をコンセプトにタイトリスト ゴルフアパレルが目指す
のは、従来の発想を超えるプレミアム・パフォーマンス。“MOBILITY（可動性）” “WEATHER PROTECTION（天候対応
性）” “COMFORT（快適性）” の3つのパフォーマンスエレメンツをコアとして、プレーを最大にサポートできるよう機能性
を追求。考えられる最高のテクノロジーとマテリアルを融合させ、秋冬の気候に応じた快適な着心地を提供し、ベストラ
ウンドへと導きます。

プレミアム・パフォーマンスを味方に。
タイトリスト ゴルフアパレル FALL & WINTER 2021 コレクション 登場

2021年9月より順次発売

アウター 19,800円（税込） ｜ TWMO2153BK　
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2104OW　
パンツ 16,500円（税込） ｜ TWMP2181BW 
キャップ オープン価格 ｜ HJ0CUP-WTBK 
グローブ オープン価格 ｜ TG77WT

アウターは、吸水速乾・保温裏地付でストレッチ抜
群。胸と袖のアシンメトリーな切り替えでシャープ
な印象に。シャークツイルパンツと合わせ秋らしく。

ブルーを効かせたアスリートスタイル

アウター 28,600円（税込） ｜ TWMO2155BL
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2106RB
パンツ 19,800円（税込） ｜ TWMP2185BK
キャップ オープン価格 ｜ HJ0CUP-WTBK
グローブ オープン価格 ｜ TG77WT

可動域を考えたキルトデザイン。パンツ共にポリ
エステル再生繊維の中綿、裏地に蓄熱素材、スト
レッチ性も兼ねてストレスフリー。

鮮やかなブルーでアグレッシブなプレーを

アウター 19,800円（税込） ｜ TWMO2152LG
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2103BK
パンツ 15,400円（税込） ｜ TWMP2182CL
キャップ オープン価格 ｜ HJ0CUP-CHWT
グローブ オープン価格 ｜ TG56WT

身頃に防風･撥水素材、袖にウールジャージを組
み合わせたハイブリット仕様。トラディショナルな
パンツとの相性で品の良さを演出。

秋のラウンドは多機能アウターが活躍

セーター 19,800円（税込） ｜ TWMK2170BL
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2103OW
パンツ 16,500円（税込） ｜ TWMP2183LG 
キャップ オープン価格 ｜ HJ0CUP-WTBK
グローブ オープン価格 ｜ TG77WT

カモフラージュ柄のジャカードニットは、優れた
ストレッチ性で快適なフィット感。ジャージパンツ
と合わせたスポーティーな秋のスタイル。

ニットスタイルで軽快なショットを

ベスト 22,000円（税込） ｜ TWMV2145YW
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2106BG
パンツ 16,500円（税込） ｜ TWMP2183BK
キャップ オープン価格 ｜ HW1CVK-BK
グローブ オープン価格 ｜ TG56WT

体幹を温めるベストは、寒暖差の調整に効果的。
ウール混のモックシャツと蓄熱性のあるジャージ
パンツで、冬でも快適にプレーを楽しめます。

鮮やかなカラーが冬のラウンドに映える

アウター 26,400円（税込） ｜ TWMO2154LG
シャツ 15,400円（税込） ｜ TWMC2103NV
パンツ 17,600円（税込） ｜ TWMP2184NV
キャップ オープン価格 ｜ HJ0CUP-CHWT
ミトン オープン価格 ｜ AWOMSP-NV
ネックウォーマー オープン価格 ｜ AWONSP-NV

軽量防寒アウターは、撥水性の中綿で汗をかいても
保温性をキープ。スイング重視のストレッチ設計。裏面
フリースのボンディングパンツと合わせ真冬も快適。

高機能アウターで軽快にスイング



タイトリスト ニュースリリース　2021年9月

WOMEN’S

-　2　-

読者様用お問い合わせ先 0120-935-325TEL www.titleist.co.jpURL
メディア様お問い合わせ先 ｜アクシネット ジャパン インク  タイトリスト アパレル事業本部 岩出
商品の貸出、画像データ用 ｜タイトリストプレスルーム 玉置 pr@titleist.co.jpEMAIL

セーター 17,600円（税込） ｜ TWWK2152OW
シャツ 14,300円（税込） ｜ TWWC2102BK
パンツ 16,500円（税込） ｜ TWWP2171BW
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPC-BK

シャープな印象の薄手のニットと、上品な織柄の
パンツを合わせたすっきりとした印象のトラッド
スタイル。

軽やかなパンツスタイルでアクティブに

シャツ 14,300円（税込） ｜ TWWC2105LG
スカート 14,300円（税込） ｜ TWWP2172BK
ソックス オープン価格 ｜ TSWS1991BK
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPC-WT

柔らかい素材のモックネックシャツは、普段使い
もできるカジュアルなデザイン。ジャージ素材のス
カートとあわせて、秋のスポーティースタイルに。

ソフトな着心地で快適プレーをサポート

ベスト 22,000円（税込） ｜ TWWV2180NV
シャツ 14,300円（税込） ｜ TWWC2104RD
スカート 16,500円（税込） ｜ TWWP2170GY
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPC-GY

ジャカードのモックネックシャツとストレッチ性のあ
る中綿ベストで、お洒落でスポーティーに。ストレッ
チスカートは撥水で、程よい厚みの二重織を使用。

暖かく動きやすいウェアでベストショット

セーター 19,800円（税込） ｜ TWWK2154BK
パンツ 18,700円（税込） ｜ TWWP2174OW
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPBV-BK

千鳥柄切り替えの温かみのあるハイネックニッ
ト。パンツは裏面がフリース素材でストレッチ性
にも優れ快適なはき心地。

モノトーンの上品なスポーティースタイル

セーター 19,800円（税込） ｜ TWWK2153BL
シャツ 14,300円（税込） ｜ TWWC2104NV
スカート 18,700円（税込） ｜ TWWP2173NV
ソックス オープン価格 ｜ TSWS1991GY 
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPBV-WTGY

暖かな凹凸感のあるカモフラ柄ニットと、裏地が
蓄熱素材の保温性の高い中綿スカートで、寒い
日のプレーを快適に。

寒い日のラウンドも安心の中綿スカート

アウター 25,300円（税込） ｜ TWWO2121BK
セーター 19,800円（税込） ｜ TWWK2154BK
パンツ 18,700円（税込） ｜ TWWP2174OW
キャップ オープン価格 ｜ HW1LPBV-BK

ストレッチ性の高い中綿アウターとすっきりとした
シルエットの裏面フリースのボンディングパンツで
防寒対策。

暖かなスタイルで軽快なプレーを


