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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 GOLF 
APPAREL（タイトリスト ゴルフアパレル）」は、プレミアム・パフォーマンス ゴルフアパレルとして機能とデザインを一新
した「TITLEIST GOLF APPAREL Fall & Winter 2019」 コレクションを、2019年9月より順次展開いたします。

“THINK PERFORMANCE. プレミアム・パフォーマンスを味方に。” というコンセプトでタイトリスト ゴルフアパレルが
目指したのは、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）”という3つのパフォーマンスエレメンツを柱に、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、ゴルフウェアにかつてない機能性を追求しました。

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 2019 コレクション登場
2019年9月より順次発売

タイトリスト ゴルフアパレル販売店舗をご確認いただけます。STORES

タイトリスト公式サイトで全コレクションをご覧いただけます。
TITLEIST 
GOLF APPAREL
FALL & WINTER
2019

※9月上旬
　公開予定

※9月上旬
　公開予定

www.titleist.co.jp/apparel/

www.titleist.co.jp/apparel/shop/

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  タイトリスト事業本部 池田・山下
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 03-6890-0512TEL 03-6890-1551FAX
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THINK PERFORMANCE.

常に最高の品質をもって、プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すこと。

それがタイトリストの製品哲学です。

すべてのテクノロジーは、そのために生み出されます。

MOBILITY（可動性）／ WEATHER PROTECTION（天候対応性）／ COMFORT （快適性）

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、ゴルフウェアにかつてない機能性を。

目指したのは、従来の発想を超えるプレミアム・パフォーマンス。

驚きの着心地が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。

可動性

ゴルフにおける本当の動きやすさを実現

MOBILITY

天候対応性

異なるコンディションに対応する機能を搭載

WEATHER PROTECTION

快適性

ストレスを感じない最高の着心地を追求

COMFORT

TITLEIST GOLF APPAREL
PERFORMANCE ELEMENTS
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FALL

26,000円＋税 ｜ 4 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWMO1950

耐水圧 20,000mm
透湿性 20,000g/m²/24h

ウォータープルーフ ジャケット

羽のように軽く動きやすい、防水タイプのウィンドブ
レーカー。高耐水圧で収納性に優れたPERTEX® 
SHIELDを使用。フルシームテープ仕様でレイン
ジャケットとしても使用できます。

20,000円＋税 ｜ 4 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWMK1971

ウォーターリペレント 
サーモハーフジップニット

表面に撥水糸、裏面に蓄熱糸を使用したダブルフェ
イスニット。軽量でストレッチ性に優れます。保温性
が高く冬まで活躍します。

14,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWMP1980

シャークツイル ストレッチパンツ

コーディネートしやすいオーソドックスなデザイン
でありながら優れた機能性を追求。ウエストサイド
をストレッチ仕様にし、シャツをインしてもストレス
フリーな着心地です。コットン混のスパンタッチ素
材を使用。

24,000円＋税 ｜ 4 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWMO1952

ハイブリッド 
インサレーションジャケット

ストレッチジャージとインサレーション（中綿）素材
のコンビネーションで動きやすさと温かさを追求。
発熱素材と蓄熱綿を使用し、抜群の保温性を発揮
します。

MEN’S FEATURED
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※表示価格は税別です。



WINTER
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25,000円＋税 ｜ 5 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWMO1955

4WAYストレッチ 
インサレーションジャケット

保温性に優れた蓄熱綿をマルチストレッチ素材で
包んだウィンタージャケット。ソフトな肌触りと全
方向ストレッチが快適な着心地をもたらします。
サイレントコーティングでスイング時の音も静か
です。

17,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWMP1983

ダブルフェイス ウォームパンツ

裏起毛のダブルフェイス素材が抜群の温かさを
発揮。動きやすくソフトな風合いで、真冬でも快適
なラウンドを可能にします。撥水・防風機能も備え
たオールマイティなウィンターパンツ。

35,000円＋税 ｜ 4 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWMO1954

インサレーションジャケット

保温性・撥水性に優れるPrimaLoft®中綿を使
用。羽毛のように軽く、汗や水分の透過を防ぎ
保温効果が持続します。外側には高密度素材
PERTEX®QUANTUMを使用し、冬に快適な軽
量性、保温性、ストレッチ性を発揮します。

26,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWMO1953

ハイブリッド 
インサレーションプルオーバー

動きやすさと保温性を追求したハイブリッド設
計。身頃は保温性・撥水性に優れるPrimaLoft®
中綿を高密度素材PERTEX®QUANTUMで包
み、高い保温性と軽量性を実現。袖やサイドには
吸放湿性とストレッチ性に優れるADVANTEC® 
WOOLを使用しています。

MEN’S FEATURED
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WOMEN’S FEATURED FALL

16,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWWK1951

ポップコーンニットベスト

20,000円＋税 ｜ 4 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWWK1954

チェック柄 クルーネックニット

保温性に優れ、動きやすい適度な厚みのウー
ル100%ニット。柔らかな風合いが快適な着
心地をもたらします。ウールは汗冷えを防止す
る効果があり、朝夕の気温の変化が激しい秋
に活躍します。

15,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWWP1971

ガンクラブチェックスカート

トラディショナルな印象を持ちながらも機能性
に優れたスカート。ストレッチ性の高いやや厚
手の素材を使用し、着用時期を長く楽しめま
す。短すぎないスカート丈が上品な着こなしを
演出します。

23,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWWO1920

ウール×アルファ 
ハイブリットジャケット
動きやすさと適度な保温性を追求したハ
イブリッド設計。身頃は吸放湿性の高い
POLARTEC®ALPHA中綿を使用。温度調
整機能に優れ、衣服内を快適に維持します。
袖やサイドには吸放湿性とストレッチ性に優
れたADVANTEC®WOOLを使用。

ウール100％糸をしっかりと編み上げ、風合
いにこだわった贅沢なニット。ウールは保温
性に加えて吸放湿性にも優れ、汗冷えを防止
する効果があります。朝夕の気温の変化が激
しい秋に活躍します。
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25,000円＋税 ｜ 2 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWWV1981

4WAYストレッチ 
インサレーションロングベスト

防風・撥水機能のあるしなやかな全方向スト
レッチ素材と蓄熱綿を使用。全体的にストレッ
チするため、綿がしっかり入っていてもかさ張ら
ずに動きやすいのが特徴です。下半身まで隠れ
る長さで、ワンピースのような着こなしが可能。

18,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWWP1975

ダブルフェイス ウォームパンツ

裏起毛のダブルフェイス素材が抜群の温かさを
発揮。動きやすくソフトな風合いで、真冬でも快
適なラウンドを可能にします。防寒パンツとは思
えないほどのすっきりとしたシルエットが特徴で
す。

25,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 10月展開 ｜ TWWO1921

４WAYストレッチ 
インサレーションジャケット

しなやかな全方向ストレッチの表地とコーティ
ング裏地、蓄熱綿を使用した高機能ウィンター
ジャケット。高い防風性と保温性を誇り、フィッ
ト感に優れ、快適な着心地をもたらします。

32,000円＋税 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開 ｜ TWWV1980

インサレーションベスト

保温性・撥水性に優れるPrimaLoft®中綿を使
用。羽毛のように軽く、汗や水分の透過を防ぎ保
温効果が持続します。外側には高密度素材
PERTEX®QUANTUMを使用し、冬に快適な
軽量性、保温性、ストレッチ性を発揮します。

WOMEN’S FEATURED
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リバーシブル ニットキャップ

快適なかぶり心地とフィット感をもたらす
4WAYストレッチ素材を使用。表と裏で表
情の異なる2種類の柄を楽しめます。

オープン価格 ｜ 2 Colors ｜ 9月展開 ｜ HW9CP

クラシック チェック柄キャップ

トラディショナルなチェック柄を効かせたデ
ザインは、秋の雰囲気たっぷり。ウォッシャブ
ル素材を使用しているため、汗をかいても水
洗いができ、清潔に保つことができます。

ACCESSORIES

オープン価格 ｜ 5 Colors ｜ 9月展開 ｜ HW9CWN

オープン価格 ｜ 3 Colors ｜ 9月展開
ニットキャップ　　HW9LVK
ネックウォーマー　AW9LNW
リストウォーマー　AW9LWW
レッグウォーマー　AW9LLW

ウィメンズ 
エレガントシリーズ

ヘリンボーン柄の編地がフェミニンな
印象を与える防寒アクセサリー。裏地
にはフリース素材を使用し、肌触りの
良さと優れた保温性を発揮します。


