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2013年新商品

園調
木製練習グリーンマー力一

自然の木の風合いを生かしたトラディショ

ナルなマーカーです。非常に硬い原木から

作られており、耐久性を婚すためにティ ー

クオイルを塗り込んであります。

9120 チェッ力一フラック価格:￥10，800/本

9120単色フラック価格。 ￥9，800/本

クラブクリーン

• NEW PRODUCTS. 

1~lä'!" 
フェアウ工イIPポール

アメ リカや北米のゴルフ坊ではお

なじみの残り 150ヤードを表すフ

ェアウェイポールです。ティーグ

ラウ ンドからの視認性もおく、 IP

ポイントに最述。フラッグや吹き

流しに比べ、耐久性もはるかに高

く経済的です。地中に埋めるマウ

ントも含まれています。

サイズ，直径50mmx152cm

価格 ‘￥9，800

11680ホワイトブラック

11681 ホワイト・レッド

-・

I I 

世界ナ ンバーワ ンシェアを誇るUSAクラブクリ ー ン社製のカート取付用 ク

ラブ&ボール洗い機。従来品との大きな違いは2つ に分離されている タンク

を内部が分離されていない シングルタンクデザ、インに変更したところです。 ClYbC{~gJt 
クラブクリーン

特徴

・ フロン卜側の水抜き栓がないので、シート側にこぼれたりバッテリーを濡らしたりしません。

・力一卜を汚さずに済むので力一ト庫の掃除も楽にすみます。

・浴液の交換が楽にすみます。

・画期的な価格!品質、性能ともに従来品以上ながら、価格Ia:他社製昆の25%オフ !! 

.軽量で源丈芯ユニバーサルブラケットによってほとんどの力一トに取り付け可能です。

・白、 緑、ページコ、 黒のスタンダードカラーに加えて 木目、カーボン柄モデルも新登場。
従来の製昂 クラブクリーンのシン

グルタンク
スタンダードカラー(ブラック CCBLK/グリーン CCGR/ベージュ CCBG/ホワイト CCWH)価格 ￥9，800汎用ブラケット付

CCWD木目仕線 価格。￥ 11.400汎用ブラケット付

CCCBカーボン仕線 価格￥12.400汎用ブラケット付

f1| 
CCCBカーボン CCWD木目 CCWHホワイト CCBUくブラック CCGRグリーン CCBGベージュ
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• TEE GROUND・

ボールウォッシャー

たび‘たび‘類似製品が出ますが完全な複製品はイ"f{f.しないばかりか近づくのも無理でしょう。

私達のブランドはこの分野において常にトップランナーであり続けています。類似品が多数作られていますが

結}"j私達の長年の経験に基づく価値に追いつくことはありません。

私達は50年の永きに渡ってゴルフ場の環境を考え、制ij品の機能・耐久性を日々追及してきているのです。

最日のブラン ドはひとつしか存在しません。それはパーエイドのロゴのついたものなのです。

3 THE 2013 PAR AIDE CATALOG 

デラックスポールウオッシャー

もっとも人気のある尚品です。ドレインプラグが

正面に配世されクリーニングや内部の消紛も簡

単です。特，;1'を取得しているインターナルオーバ

ーフロウにより余分な水はパイプ内部にこぼれ

るようになっています。

重量 4.5kg

容Jil:3.3L 

価格￥45.000

90cmブラックアルマイト脚付き

203・00 ブラック

203-01 レッド

203・02 ハンターグ1)ーン

203-99 その他の色

・その他何色でもオーダー可能です。

すべてのボールウオッシャーには胸部のマウント

パイプがつきます。必要忽い場合は、価格から

￥5.000お引きいたします。

ホワイト

マスターボールウオッシャー

クラシックなオリ ジナルデザインそして経済的な

モデルです。

璽さ 4，05kg

容量 :2.4L

価格 ￥41.000 

90cmブラックアルマイト制桔

205-00 ブラック

205-01 レッド

205-02 ハンターグリーン

205-99その他乃色

えの他何色でもオーダー可能です。

すべてのボールウオッシャーには腕部の

マウントlてイブがつきます。必要ない場合

価格から￥5，0∞お引きいたします。

ツインポールウオッシャー

11ft:と10番のスタートホールのみに

配位すると理想的な大きな符i止を

持ったボールウオッシャーです。

重さ:7.2kg 

容量 5.7L

価格.￥74，000

90cmブラッククアルマイト脚付き

204・00 レッド

204・01 レッド

204・02 ハンターグリーン

204・99 ブラウン

その他何色でもオーダー可能です。

• TEE GROUND・

すべてのポールウオッシャーには脚部のマウント

パイプがつきます。必要ない場合は、価絡から

￥5.000お引きいたします。

1'¥ー工イドボールウォッシャーの特徴 推奨メンテナンス

-一術所のカバーをはずすだけですべてのメンテナンスが出来ます。

・ガスケットつきのドレインプラグは水漏れをしっかり防いでくれます。

・耐久性に優れたキャストアルミニウムの塗装は多械なカラーリングを楽しんで

いただけます。

・特別な仕上げli日の工程により2Ff治した美しいパウダーコーテイング。

・ l!t界中のゴルファーに知lられ好まれています。

9996 Made in USA 

-効*的なポールクリーニングのためにl早期の錠剤l
(P.l6)を4史!日してください。

・ 定期的な内ì~f液のうど換、 補充。

・ もしペイントが何らかの是II山ではげた場合タッチア

ップペイントをご利朋ください。
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• TEE GROUND・ • TEE GROUND・

-・EヨE‘ぽiι:Ef守兎I.~ボールウォッシャー・バーツ&アクセサリー

J'¥ー工イドではポールウォッシャ一本体だけでなく、古くなったパーツもすべて交換可能です。

*交換希望パーツの詳細を相談ください。

aアジーテーターアッセンブリー

2.力J¥ー

1.ボーJレウォッシャ一本体

12.アジテーターコームグロメット

10.アジ‘テーターロックナット

1.ポールウオッシャ一本体
・デラックス
重量。2.7kg

価格￥22.000

1203-00 ブiラック

1203・01 レッド

1203-02 グリーン

1203・99 その他の色

-マスター
重量 1.8kg

価格:￥18.000

1205・00 ブラック

1205・01 レッド
1205-02 グリーン
1205-99 その他の色

2.ポールウオッシャーカバー
-デラックス
霊置 09kg 価格￥9.100

2203・00 ブラック

2203-01 レッド
2203・02 グリーン
2203-99 その他の色

-マスター
重量:0.45kg 価格￥7.800

2205・00 ブラック

2205・01 レッド

2205・02 グリーン
2205・99 その他の色

3.アジテーター
アッセンブ'リー
へックスナット&ク。ロメット

200-30 価格:￥8.400

4.フ.ラシアッセンフ・l)一用
キャップスクリユー
200・21 価格:￥190

※2個必要です

5.フォームガスケット
203・25 価格ー￥280

※6個パック

6.カバーロックスクリュー
203・70 価格ー￥160

※6個パック

7.ブ.ラシアッセンブ.リ-
200・20 価格￥9.600

8.ドレインプラグ&ガス
ケット
203-40 価格￥940

5 THE 2013 PAR AIDE CATALOG 

ボールウォッシャーセット

ご注文いただ、きやすいようにいろいろな種類のセットをご用意いたしました。これらの組み合わせは最も需要の高いもので

すので参考になればと思います。もちろんこの組み合わせ以外にも総々なオフ。ションの取り付けが可能ですので必要に応

じてご相談いただければベストな組み合わせをご提案できます。まずは色のコンビ、ネーションをお選び、ください。

4.キャップスクリュー

4ー-5.フォームガスケット

，、¥、6.カバーロツキンク・
スクリユー

7.ブラシアッセンフリー

aドレインプラグ

マスターボールウォッシャーセット
重量 10.35kg 価格。￥61.000

50・01 レッド
50・02 グリン

50・99 その他の色

L
P
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10.アジ‘テーターロックナット
200・80 価格￥460

11.ベースロックスクリュー
204-70 価格‘￥160

※キング、ツインにも使用可 ※6個パック

12.アジ‘テーターコ.ムク‘口メッ卜
200・11 価格・￥200

デラックスポールウォッシャーセット
重量:10.8kg 価格 ￥65.000

30・01 レッド
30・02 グリーン

30・99 その他の色ドレインプラグレンチ
203-10 価格￥450

マスターアンサンプル
+シングルトラッシュメイト
重量 13.05kg 価格￥78.000

51・01 レッド
51・02 グリーン

51・99 その他の色

デラックスポールウォッシャーセット
+シングルトラッシュメイト
重量:13.5kg 価指￥82.000

31・01 レッド

31・02 グリーン

31-99 その他の色

マスターアンサンプル
+ダブルトラッシュメイト
重量。 16.2kg 価格￥86.000

52-01 レッド

52・02 グリーン

52・99 その他の色

テ"ラックスポールウォッシャーセット
+ダブルトラッシュメイト
重量 21.6kg 価格。￥ 128.000

34・01 レッド
34・02 グリーン

34・99 その他の色

ロッキンク‘スクリユーアレンレンチ
203・16 価格￥120

レッド グリーン ブラック キャメルベージュイエロー ホワイト インベリアルブルー。 /(-工イドブルー ブラウン
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• TEE GROUND・

ボールアクセサリー

タッチアップペイント

ポータブルベースラウンド マウントパイプ

ボールウオッシヤー

洗浄液用錠剤

高級3つ折 マウントJ(イプ

コットンティータオル

ζ 

o会J4
ポーJlノウオッシャーリペアキット

高級3つ折コットンティータオル

5本h!.デザインで直径45.7cmの丸型ベース。 軽くて耐久性の向いボールウオッシャーi設世)11 45x45cmの大きくしっかりとしたティータオルを3

つ折りにし只鎗のハトメを打つであります。よく

流通している簿く1t1]IJなティータオルの5倍以上

もちます。特にお勧めは全米の一流コースで

使川率のl:~v 、1?-みのある~I:\のタオルでヲ九

マウントパイプの取り付けも簡単。移動するテ のパイプです。

イーグラウンドに対応させるのはこのタイプが便 直後:6.03cm ブラック

平IJです。スパイクっき。 211・00 120cm 盤J:l:1.8kg 

璽E・3.15kg 価格￥9.000

価格:￥16.000 210-00 86.4cm 

310・00 ブラック 価格￥7.000

310-01 レッド

404 グリーン 144枚価絡:￥104.000

406 ブラック 144枚価格・ ~1 1 6.000

310・02 グリーン ポールウオッシャー洗浄液用錠剤 タ ッ チ ア ッ プ ペ イ ン ト

310-99 その他の色 レモンの作りのする泡立ちのおきないタイプの スプレー式のボールウオッシャー補修用ペイン

洗i争液錠~Jです。 ひとつのポールウオッシTー トです。きれいに{I:仁がります。6色

に水とこの錠剤1-2f闘で卜分なサービスが出 1310 各色価格:￥4.000

来ます。

4102 500錠価格.￥12.000 ポ ー ル ウ オ ッ シ ャ ー リ ペ アキット

4103 2.000錠 価絡￥44.000 ボールウオッシャーのm~u，-，'，キッ トでホー
マスター・デラックス川

200・10 価格￥18.000
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• TEE GROUND・

トラッシュメイト~バーエイドのコミ箱

こちらもボールウオッシャ一同様よくコピーされる商品ですがいまだにオリジナルを超えるものはありませ

ん。なぜなら超越した品質を支えるための秘智は私述しか知りえないからです。他社の類似商品、又は金属製

のゴミ箱と比べ格段の耐久性を誇っています。

浸透性ゼロのポリエチレ ン素材は経年変化もなくへこみなども出来ません。

最大限にuvプロテクトされた素材により、色落ちゃ素材の変化がありません。

59.7cm 

トラッシュメイト

3純類のふたによって中のごみが飛びIBしたり、 1"1りが汚れる

ことがありません。ボールウオッシャーJTJのパイ プに取り付け

ることによって移動させたりする手IIUが省けます。.fi'(みif(ねら

れるデザインになっていますので似)IJしていないときの収作が

似平Ijです。

容E・34リッター

ロースタンド

マウン トパイプを使月lしないで

トラッシュメイ卜 ・

シンク.ルユニット

ふた、政位JIIのプラケットパー

ツ、フレームが含まれます。

援m:4.05kg 

価格 ￥15αxl 

3005-00 ブラック

3005-01 レッド

3005-02 ハンターグリーン

設i汗する場合に。

混血:0.9kg 

価絡。 ~6.300

3030 ブラック

た 〉壁設置用方ケッ卜
すべての憎而に設世できる

プラケッ トです。

nm: 0.9kg 
価絡・￥7.500

475 ブラック

トラッシュメイト・

ダブ‘ル ユ ニ ッ ト

空き{骨川とゴミ箱Jl!のふた、設位用の

プラケッ ト、 パーツ、フレーム込み

lliII : 7.2kg 
四告:￥25.αxl

3001-00 ブラック

ふた
重畳:O.45kg 

価格 ￥2.4∞ 

3010空カン用

3011 ごみ周

3012穴悲し

本体のみ
盈Iil: 0.45kg 

価格 ~5.200 

3014-00 

3014-01 

3014-02 

3010 
空き缶周

3011 
ゴミ用

3012 
穴怒し
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• TEE GROUND・

テ‘ィポットメイト・目土箱

機能的で耐久性が高くしかも経済的なデイポットメイトは目土ボックスのベストセラーです。コピー商品がいくつか出回

っていますが品質、長いスパンでの官Ifi値を考えると結果的にパーエイドのデイボットメイトにたどり着きます。何種類

ものスタンド及び設置する高さによって様々な場所で利用していただけます。

. ポリエチレン樹脂を使用し開発された本体はへこんだりさび付いたりしません0

・ 最大限に紫外線を防ぐ素材により色落ちしたりもろくなったりしません。

. パウダーコートされたスチ}ルやアルミなど耐久性に優れたフレームを使用0

. 内容量4ガロン(15.1L)

・ 使いやすいプラスティック製スコップ付

.lO.2cmの設置用スパイク杭付

.メッセージステッカー付

.スコアーカードやペンシルなどを入れておくボックスとしても利用できます。

9 THE 2013 PAR AIDE CATAlOG 

地前に打って安定させるスパイク付

重量 2.3kg

価格 ￥9.800 

425心O ブラック

425-02 ハンターグリーン

デ.ィポットメイトコンテナ
J¥ードサーフヱイススタンド
重量 4.05kg

価格￥19.000

430-00 ブラック

430-02 ハンターグリーン

)¥ードサーフェイススタンドのみ
470 ブラック ￥9.600 

ディポットメイトコンテナ
ロースタンド

重量 2.7kg

価格￥15.800

435・00 ブラック

435・02 ハンターグリーン

ロースタンドのみ
3030 ブラック ￥6.300 

ディポットメイトコンテナ
インク‘ラウンドスタンド
マウントパイプを使用しないで設位す

る場合に。

霊量。4.05kg

価絡￥21.000

420・00 ブラック
420・02 ハンターグリーン

イングラウンドスタンドのみ

455 ブラック

価格:￥12.000

ディポットメイトコンテナ付属晶
ハンドスコップ ・設置用スパイク

400 237mlスコップ 価格￥1.200

456 473mlスコップ 価格:￥1.500

457 設置用スパイク(杭) 価格 ￥460 

ポータブルスパイクブラシスタンド

コースからクラフh ウスなど屋内への出入りは数多くあります。

そのような場所で、この持ち運び可能な

スパイクブラシスタンドが力を発J車します。

もちろんその場所で固定することも可能です。

.特許取得済みデザイン

.本体裏に内蔵されているラパーマットによって

・地面からずれることなく使用できます。さらに

しっかり設置したい場合、別売りの杭をご利用下さい0

・色はグリーンとミ字イアムグレイの2色です。

ポータフ]レスHイクブラシスタンド
重量 26.5kg

価格 ￥39.000 

512-11 グリーン ソフトスパイク用

513-11 グレイ ソフトスパイク用

• TEE GROUND・

壁掛け用ブラケット
すべての壁稲に設位できるブラケットです。

重量 0.9kg

価格￥7.500

475 ブラック

練習場やショートホールに最適なク

ラブウオッシャー込みのセットです。
0"写j'{のタオルは別売です)

重量 11.7kg

価格￥69.000

460・00 ブラック
460-02 グリン
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• TEE GROUND・ -丁目 GROUND・

ティーグラウンドはあなたのコースの玄関です。美しく個性的なティーマーカーでゲストをお迎えしてください。

パーエイドのティーマーカーは

.:J長材は外観を常にキープできるものを選んでいます。

.テ・-+fンfンはシンプルかつクラシックなもので、飽きられることがありません。

.ゴルフクラブP・ボールがぶつかったりしても変形 しない耐久性。

.キャストアルミを使用しているもの以外は水 に浮きます。

サテライト
ティーマー力一
重量 0.9kg

価格 ￥4.000 

650-1 レッド

650-2 ホワイト

650-3 ブルー

650-4 イエロー

650-5 ブラック

650-6 ハンタークリーン

サファイアプラスティック
ティーマーカー
重量 O.45kg

価格 ￥1.9∞ 
640-1 レッド

640-2 ホワイト

640-3 ブルー

640-4 イエロー

640-5 ブラック

パインブランチティーマー力一
鐙量:0.9kg 帽:26.7cm 

価絡 :~5.800

630・1 レッド

630-2 ホワイト

630・3 ブ)[1一

630・4 イエロー

630・5 ブラック

630・6 グリーン

630・7 ゴ-)[1ド

ドッグウッドブランチ
ティーマー力一
mlil: 0.9kg 
隅 30.5cm

高さ。5.0cm

価格'￥5.800

632・1 レッド 632-2 ホワイト

633・3 ブルー 634・4 イエロー

635・5 ブラック 630・6 グリーン

630・7 コールド

キャストアルミ
ティーマー力一
重量 。0.9kg

価格 ￥8.000 

655-1 レッド

655-2 ホワイト

655-3 ブJ[r-
655-4 イエロー

655-5 ブラック

。チャコ-)レグレイ @グリーン

.本体力ラー -バンドカラー -バンド文字入り

。660 チャコールグレイ 01 レッド バンド文字入りも選んでいただけます。(無料)

@661 グレイ 02 ホワイト 21 One 

@662 グリーン 03 ブルー 22 Two 

。663 サンド 04 イエロー 23 Three 

05 ブラック黒 24 Four 

06 ハンターグリーン 25 Five 

07 ゴールド 26 Front 

08 シルバー 27 Middle 

28 Back 

29 Championship 

。ワンド

ティーグラウンドにi泣くだけでコースのグレードがぐっと上がるような御影石刻の新しいデザインのティーマーカーです。

この直径12.7cmのティーマーカーは美しいだけでなくJI，'i;¥.に丈夫です。

バンドの部分にロゴなどを入れることも可能ですのでご相談ください。

レッド

@グレイ

問。
ブルー ブラック イエロー グリーンレッド シルバー

ホワイ卜

ブルー

プラッヲ

。 コールド

イエロー

キャストアルミニウム
ロープロフィール
ティーマー力一

ハンヲー
グリーン
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クラシックでエレガントなキャス トアルミ製

ティ ーマーカーです。

直径 。14cm
高さ:3.5cm 

護軍 0.45kg 

価格。￥4.000

647・1 レッド

647-3 ブJレー
647・5 ブラック

647・7 ゴールド

バンドティーマー力一

647・2 ホワイ卜

647-4 イエロー

647-6 グリーン

647-8 シルJCー

E置・0.45kg

価絡:1個 ￥2.980 

-バンドカラー



-丁目 GROUND・

クラブウオッシャー

この頑丈なクラブタ洗い機はゴJレファーのために作りだされ最小限の作業で

クラブをきれいにしてくれます。

.カバーとベースには特殊フ。ラスティックを使用。

.ハイグレードなブラシはリバーシブルで長く使えます。

.カバーはツイストロックになっていて簡単にはずせて清掃・が楽です0

.ブラケット・マウントパイプの組み合わせでいろいろな取り付け方法が可能です。

ベンチ

重量 :1.35kg 

価格:￥ 18.000

250・00 ブラック

250・01 レッド

250-02 グリーン

クラブ.ウオッシャー パーツ

-交換用本体

価絡ー￥8.000

251・00 ブラック

251・01 レッド

251・02 グリーン

-交換用カバー

価格.￥4.000

252・00 ブラック

252・01 レッド

252.02 グリーン

.交換用ベース

価 格 ￥3.000

253-00 ブラック

253・01 レッド

253・02 グリーン

.交換用ブラシ 2個セット

254 価格。￥7.300

-グランドアンカー

255 価格￥2.400

-設置用30cmプ'ラックアルマイトパイプ

209・00 価格￥2.600

シングルスパイク
マウントキット

霊置 0.45kg

価格ー￥3.400

260 ブラック

マウント-:1.ラケット

価格・ ￥9.000

より頑丈で、耐久性の優れたベンチをコツレフ場に提供するために従来のクラシックベンチをテ。ザインし直しました。従来の木版の

ボードをすべて16ゲージのスチール製のパネルに変更、また紫外線から保護するためにPVCコーティングを施し、ひび割れや

劣化を防ぎました。組み立ても簡単で、パネルや足音11分などのパーツも交換可能です。パーエイドならではのカラーパタ}ンも

お楽しみください。

リデザイン
重量 27.2kg

帽。183cm

価格。￥ 105.000

1440・00 パネルベージュフレームーブラック
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J(ークベンチ
重量 18.9kg

価格 ￥60.000

1450・02 6. ( 1 83cm)マホガ二一×ハンターグリーン

• GREEN・

13mmフラッグボール

直径13mm 長さ2.44m .・M同 時w司

.一般的な8ft(2.44m)以外にも5ft.7ft . 10ftなどもございますので、コースでのご要望に応じてお気軽にお問い合わせください。

.グラスファイパーポールは無垢の色っき素材を使用することによって、色がはげたり紫外線その他による消耗や劣化を防いでいます。

.アルミ製のフラッグポールには、 パウダーコート塗装が施され、最大の耐久性を実現。

.ヘラールは、パテント取得済みのノースティック(差し込み穴に強りつかない)へラールでも

① ② 

1. 13mmファイJ¥ーク‘ラスブラック‘ポール

・単色

長さ・8ft(2.44m)

価格￥3.900

730-089 ホワイト

740・089 イ工ロー

長さ。 10ft(3m)

価格￥7.800

730・10 ホワイト

740・10 イエロー

※USGA、国産へラールどちらでもお申し付けください。

76.2cm 

2.13mmファイJ¥ーク.ラスブラック‘ポール

・ストライブ

長さ 8ft(2.44m)

価格'￥4.600

725・08 レッドホワイト

752・08 ブラックホワイト

747・08 ブラック イエロー

720・08 レッドホワイト

750・08 ブラック・ホワイト

755・08 グリーンホワイト

2ストライブ

2ストライプ

2ストライブ

3ストライプ

3ストライプ

3ストライプ

745・08 イエローーブラック(下76.2cm)

754・08 ホワイト ブラック(下76.2cm)
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• GREEN・ • GREEN・

19mm トーナメントボール E1~"{e'B.l赤司 25mmアルミ+ファイバーグラストーナメントスティック E1!-"{ef!l.iiW. 

重賞 1.35kg 直径 19mm テーJ¥一長さ2.29m
USGA(アメリカゴルフ協会)の規格に合せて製作された2.44mのパーエイド最高級のトーナメントフラッグポールで、す。

フラッグボールパーツ

1 

45.7cm 

、、ι.

m

m
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19mmテーバードトーナメントポール 2.29m ブラック.ポーJlノJ(ーツ アルミ・ファイバーグラス
トーナメントフラッグポール重璽 1.35kg

706・07 ホワイト 価絡￥7.200

707-07 イエロー 価格￥7.200

708・07 英国ストライプ フ、ラック/*ワイト価格・￥7.800

712・07 英国ストライプ レッド/ホワイト 価格￥7.800

713・07 英国ストライプ グリーン/ホワイト価格￥7.800

714・07 英国ストライプ フ、ラック/イエロー価格￥7.800

709-07 イエロー/ブラック(下76.2cm) 価格￥7.600

711・07 ホワイ卜/ブラック(下76.2cm) 価格￥7.600

1715 スイベル 価格￥900

1729 パテントヘラール 価格。￥1.200

1732 トップスタッド(6個セット) 価格￥2.520

1733 アクロンナット(6個セット) 価格'￥720

重量:1.35kg 

701・08 イエロー 価格:￥7β00

702-08 ホワイト 価格￥7.800

703-08 ホワイト/ブラック 1ストライプ 価格￥8.700

704・08 ホワイト/ブラック 2ストライプ 価格￥8.700

705・08 ホワイ卜/フ‘ラック 3ストライプ 価格￥9.000

705-99 オーダーストライプ 価格￥9.500

※USGA、国産へラールどちらでもお申し付けください。 ※USGA、国産へラールどちらでもお申し付けください。
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.遠くから見えやすい圧倒的な視認性 0

. トッフ。とボトム部分は直径13mmの

ファイノ〈ーグラス製。

.本体は25mmのアルミニュウムを採用。

.パウダーコート仕上げで特注も可能です。
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• GREEN・ • GREEN・

バッティングカップ パッテイングカップ

パーエイドのすべてのカップは耐久性に優れ、いつまでもすばらしい外観を保ってくれます。パッティングカップに求めら

れるもの…それは、 メンテナンスフリーでいつまでも(1いことであり、フラッグポールをしっかりと1111がらずに受け止め

てくれることです。残念ながら日本全国に斐延している同産の音が出るタイフ.のカップは、この最も基本的なことが出来

ていないと言わさ。るをえません。カップもフラッグポールもUSGA規格・ 国際規格のものを是非お鵬めします。

エパーホワイトアルミカップ 町民行民主計画

特砕を取得済みのエパーホワイトカップはゴルフカップの市命です。アルミニウ

ムカップとfLJいプラスティック製のスリープにより、ペイントがはがれたり汚くなっ

たりという従米のパッティングカップの欠点をすべてカバーしました。

.交換スリープは簡単に交換できしっかりとカップに収まります。

.ポールが務ちる際の7Tは伝統的なアルミカップと同じです。

盟E・0.9kg

935 価格ー'!F6.400

工パーホワイトアルミカップ交換用スリーブ

935・1 価格￥7.700(18個セット)

カップストップ 18枚セット

カップが沈むことを防いでくれます。

932 920. 930. 935用価格￥8β00

932-5 937. 940用 価格￥8.000

プラスティック製
J'¥ッテイングカップ m}'''1ef.必.:.!酒

コースでも斜1'，'11グリーンでもどうぞ。

6インチ(15.2cm)ffi量:0.23kg

920 価格'￥1.600

練習グリーン用
プラスティック製カップ量制的:t.i.'U.司

耐久性に優れたお~'，'II グリーンmのカップです0

4インチ(10.2cm)血さ 0.23kg

940 価繕￥1.200

アルミ
J'¥ッティングカップ m}'''itf!lUr_.

ジンクパッテイングカップ田岡町民;.!酒

アルミカップと共通のスペックですが、カップ全体

の!M1I立を仁げ、Jf_(さによる安定を高めるために

'I[鉛の成分比率を上げています。

さ:1.35kg 6インチ(15.2cm)
937 価格.￥7.800

その他のグリーン関連商品 ここではParAide Produ出以外のグリーン|刻述尚品をご紹介します。

ホワイトリング

特徴

.驚くほどカップの視認性がよがります。→プレイス

ピードの向上=コースの収益向上 I I 

・カップ切り口の芝板の乾燥を防ぎ、健康なグリーン

を保ちます。又土爆がカップ内にこぼれまぜん

・世界共通の規格である4-1/4インチの穴を確実に

キープしてくれるのでどのプレイヤーも公平にプレ

イできます。

・6週間前後繰り返し利用することができます。

.カップをきる回数が3分の1以下になります。

・フラッグポールとの銭触でカップのふちが崩れまぜ

ん.

WR01 ホワイトリング 18個入り 価格・￥8.800
WR02 ~専用カップセッター・ 価格.￥2.800
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ダイキャストそしてUSGAの規絡に合わせる為に

加工されています。表加は特殊な加ICを施し、ひ

びなどがはいりにくくなっています。カップのiTh

l立而のみすべて白く塗装されていますのでペイン

トのはがれ等が起きません。

血さ:0.9kg 6インチ (152cm)

930価絡￥5，200

ー_'!-"itf!lll.!i'，_
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• GREEN・

コルフフラッグ

なぜパーエイドのコヲレフフラッグは、雨・風 ・強い紫外線の中でも、長期にわたって美しさを保てるのでしょうか?

.デユポンキ上の研究により可能になった、屋外仕様においても色があせない進化した素材を使用、また総製方法に

おいても、特にほつれやすいコーナー部分にパーエイド独自の技術が施されています。・200デニールの軽めのナイロンは、風に敏感で・コ.ルファーに正しい判断を与えます。

.耐久性が重要な風の強いエリアでのご使用に対応した、厚めの400デニールもご用意しています。

.チューブ・スタイルが主流になりつつありますが、従来のタイスタイル(ひも式)もございます。

FLAG PRINT SERVICEオリジナルロコプリントします

紫外線に強く、色落ちしないシルク印刷で、 ゴルフ場オリジナルのプリン トを提供しております。

お客様の口ゴ指定の特色インクにも対応いたします。

ゴルフフラッグ プリントサービス

コフレフコースのロゴをはじめ、お好きなデザインを旗にプリントいたしますh

腕の生地色をお選びいただき、何色でプリントにするか色数をご述給ください。

Adobe lluustratorのalデータでデザインまたはロゴをご入.srFさい。

データがない場合は、作成可能ですのでお111し付け下さい。

ご注文単位:50枚(※少量のご注文も承ります。お111]い合わせ下さい)

フラッグ :111色フラッグ200デニール

生地カラー .会6色

. レッド 巳ユイエロ-

Eコホワイト . オレンジ

. ブルー . グリーン

*少:1，tでのご注文、デザイン制作も承ります。お気軽にお1111い合わせください。

フラッグプリント タイスタイル価格:￥107.000(50枚)

1色プリント チューフ叉タイル価格:￥118.000(50枚)

フラックプリント タイスタイル価格:￥130.000(50枚)
2色プリント チューブスタイル価格:￥149.000(50枚)

フラッグプリント タイスタイル価格:￥168.000(50枚)

3色プリント チューブスタイル価格.￥180.000(50枚)

フラッグプリント 1色プリント価格:￥183.000(50枚)
チェッカー(チューブ式) 2色プリント 価格:￥224.000(50枚)
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像
Sαkuγα GolfClub 

ホワイト地・ 2色プリント

フル一地 .2色プリント

PARAIDEコルフフラッグ 各種 フラッグはすべて9枚 1セットになります

品名

番号入り
フラッグ
400 
デニーJ唱曲~

・・町・・・
チェッカーー
フラッグ7'.... ・4園

200 ・圃d園田...-:3
デ二一Jレ』 賢 二E

単色フラッグ
200デニール

オーJ¥ーサイズ
練習喝用フラック‘
単色

力フ品番

8302 

8304 

8312 

8314 

8332 

8334 

8502 

8512 

8522 

8532 

8562 

8100 

8102 

8110 

8112 

8120 

8122 

8130 

8132 

8142 

8162 

8200 

8201 

8202 

8203 

8204 

レッド 白文字 1-9

レッド 白文字

ホワイ ト赤文字

ホワイト赤文字

10-18 

1-9 

10-18 

イエロー黒文字 1・9

イエロー 黒文字 10-18 

レッド -ホワイト

ブルー・ホワイト

ブラック ーホワイ卜

ブラック ・イエロー

グリーン・ホワイト

レッド

レッド

ホワイト

ホワイト

ブルー

ブルー

イエロー

イエロー

オレンジ

グリーン

レッド

ホワイト

ブルー

イエロー

グリーン

8610 レッド

8611 iI¥ワイト

8612 ロイヤルブルー

8613 イエロー

8614 エメラルドグリーン

8615 オレンジ

8616 ゴールド

8617 ブラック

スタイル

チューフスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

タイスタイル

チューブスタイル

タイスタイル

チューブスタイル

タイスタイル

チューブスタイル

タイスタイル

オーバーサイズ 8620 レッド ホワイ竺

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューフスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

チューブスタイル

練習喝用 E且......"'"圃 8621 ブラック ・ホワイト
フラッグ 目も円rtfJJ言言互互一一ブjレー・ホワイト
チェッカー圃副「官、圃

・lIiヨ正当 8625 ブラック -イエロー

トーナメント
スティック用

πf 
770・01 レッド

770・02 ホワイ ト

770・03 イエロー

770.04 

775 

780 

790・01

790.02 

790・03

790.04 

795 

796 

760・01

760.02 

760・03

760.04 

765 

769 

ブルー チューブスタイル

文字 (PLEASEREPAIR BALL MARKS)各色 チューブスタイル

13mm周グロメット(9個入り)

レッド チューフスタイル

ホワイト チューブスタイル

イエロー チューブスタイル

ブルー チューブスタイル

文字 (PLEASEREPAIR BALL MARKS)各色 チューブスタイル

19mm用グロメット(9個入り)

レッド チューブスタイル

ホワイ 卜 ・ チューブスタイル

イエロー チューブスタイル

ブルー チューブスタイル

文字 (PLEASEREPAIR BALL MARKS)各色 チューブスタイル

25mm用グロメット(9個入り)

価格

￥18.000 

￥18.000 

￥18.000 

￥18.000 

￥18.000 

￥18.000 

￥26.000 

￥26.000 

￥26.000 

￥26.000 
￥26.000 

￥13.000 

￥15.200 

￥13.000 

￥15.200 

￥13.000 

￥15.200 

￥13.000 

￥15.200 

￥15.200 

￥15.200 

￥19.000 

￥19.000 

￥19.000 

￥19.000 

￥19.000 

￥4.000 

￥4.000 

~4.000 

￥4.000 

￥4.000 

￥4.000 

￥4.000 

￥4.000 

￥6.000 

￥6.000 

￥6.00。
￥6.000 

￥フ.200

~7.200 

￥7.200 

￥ア.200

~8.600 

￥1.350 

￥7.200 

￥ア.200

￥7.200 

￥7.200 

￥8.600 

￥1.350 

￥アー200

￥7.200 

￥7.200 

￥7.200 

￥8.600 

￥1.350 

• GREEN・

サイズ

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350X500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350X500mm 

350X500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350x500mm 

350X500mm 

350x500mm 

482x685mm 

482x685mm 

482x685mm 

482x685mm 

482x685mm 

482x685mm 

482X685mm 

482x685mm 

482x685mm 

482X685mm 

482x685mm 

482x685mm 

145x200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145X200mm 

145x200mm 

145X200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145x200mm 

145X200mm 

145X200mm 

145x200mm 
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• • PRACTICE AREA • • PRACTICE AREA 

シュアーバット・ブラクティスグリーンシステム

通常使用 している直径1O.8cmのカ ップに比べ この7.6cmのカ ップで練習をすることによ

り正確なストロークが身に付 きパッ ティングは劇的に向上します。 どのレベルのゴルフ

ァーにと っても非常に有効な練習となるため様々なゴルフコース、ゴルフアカデミー、

練習場・においてお客様の絶大な支持をいただいております。

練習グリーンマーカー&フラッグセット

練習グリーンはいうなればコースの表玄関です。美しく見た目の良いマーカーでドレスアップ'しフ・レイヤーを迎えましょう。

練習グリーンがコース上のグリーンのようになります。

@ 
• 

セ ッ トに含まれるものは

.直径7.6cmx深さ8.9cmのカ ップ専用のホールカ ッター

.パ ッティングカッ プ3個

.カップ抜きツール

.練習方法説明プレート (英語)

エク‘ゼ‘クティブ‘PGM
ジ‘ュニアフラック‘マー力一セット

左がシユアjや'yト、右が通常のカップ

シュアーパットシステム

[セット内容I
カップ専用ホールカッター

jてッテイングカップ(直径7.6cmx深さ8.9cm)x 3個

カップ扱きツール

練習方法説明フレート(英語)

1070 価格￥38.000

シュアーパットシステム
カップのみ

長さ・83.8cm

9170・01赤番号無し 9本価格￥27.000

9170-02緑番号無し 9本価格・￥27.000

9171・01赤 1-9 9本価格￥27.000

9172-01 赤 10-18 9本価格￥27.000

9171-02緑 1-9 9本価格'￥27目000

9172・02緑 10-18 9本価格￥27.000

9181・0 赤番号なし単昂価格 ￥3.200 

9181/1/18赤 1-18 単品価格 ￥3.200 

9182-0 緑番号芯し単昂 価格.￥3.200

9182/1/18緑 1-18 単昂価格・￥3.200

練習グリーンがコース上のグリーンのようになりま示。

ジュニアフラッグスティックマーカー・フラッグセット

長さ 13mmx78.7cm

9190・9 自白価格。￥37.000(9本)

9191・9 貧黄価格￥37.000(9本)

9192・9 赤白赤白チェッカー価格 ￥48.000(9本)

9193・9 黒白黒臼チェッカー 価格￥48.000(9本)

9194-9 緑白・緑白チェッカー 価格￥48.000(9本)

9195・9 黄黒黄黒チェッカー 価格.￥48.000(9本)

y 

• 

※USGA;腕絡のカ ップが必要です。

出・

※USGA規格のカップが必要です。

カップレスジ.ユニアフラック‘
マーカーセット

トーナメントジ‘ュニアフラッグ
マー力一セット

'‘ 
10702 価格￥4.800

蜘 YL向AR附 f

長さ 88.9cm

9110・9 白・白価格寸￥52.000(9本)

9111・9 貧黄価格￥52.000(9本)

9112・9 赤臼赤白チェッカ一価格￥75.000(9本)

9113・9 黒白黒白チェッ力一 価格￥75.000(9本)

9114・9 緑白 緑臼チェッ力一 価格。￥75.000(9本)

9115・9 貧黒 黄黒チ工ツ力一 価格￥75.000(9本)

長ざ 78.7cm

9190-29 自 由 ￥37.000(9.本)

9191・29 黄・黄 ￥37.000 (9本) 一-

9192却 赤白赤臼チェッ力一価格.￥48.000(9本)T

9193-29 黒白・黒白チェッ力一価格￥48.000(9本)

9194-29 緑臼緑白チェッ力一価格￥48.000(9本)

9195-29 黄泉・黄黒チェッカー価格￥48.000(9本)

ビニールガード

パンカー レイキのハンドル、ボール洗い機のパイプ、ハザー ドマーカー、フラ ッグボールなど紫外線と経年変化で薄汚

れてしまっていませんか??低価格ですべてをリニューアルしてくれるのがパイナルガード社のビニールガードです。

ビニールガードは特殊な加工 を施された紫外線に強いヒートシュリンクチューブです。 ビニールガー ドは汚れが付 きに

くく色落ちしません。 ささくれません。ひび割れしません。 もう色を塗ったりしなくても大丈夫です!・5年保証

・低予算一機材を購入することに比べ 1/3程の予算で

リニューアルできます。

.見た目に美しくいろいろな色を楽しめます0

・掃除、拭き取りも楽で長持ちします。

.装着、取り外しも簡単

前

-後

用

一
周

使

ん使

※USGA規絡のカ ップが必要です。

Jr.フラッグ照取っ手

9099 価格￥400

パン力一レイキ
のシャフト

/

/
/
 

/ノ
/
ノ

ノ
ノ

J

/
/
 

/

/
/十

ビニールガード

VG01パンカーレイキ周 75mロール￥38.000(50-55本分)

VG02ボール洗い線開 15mロール￥26.000(20本分土)

VG037ラッゲポール周13mm 75mロール￥28.000(30本分+)

VG047ラッヴポール用19mm 75mロール￥31.000(35本分)

VG05ハザードマーカ一周 30mロール￥32.000

VG06ハザードマーカー用キャップ ￥8.000(25個入)

練習グリーン用
プラスティック製カップ

・・~"ie閉.W'.

耐久性に優れた練習グ1)-ンJ:Hのカップです。

4インチ(10.2cm)重さ。0.23kg

940 価格￥1.200

価格:￥13.000

価格￥13.000

価格.￥13.000

価格￥13.000

価格￥13.000

価格￥13.000

価格￥19.600

価格￥19β00

価格￥19β00

価格 ￥19.600

y ※USGA規絡のカ ップが必要です。

9枚セット

赤価格￥9.600

白価格。￥9.600

宵 価格￥9.600

賞価格￥9.600

赤・白番号入り1-9

赤ー白番号入り10-18

白・赤番号入り1・9

臼赤番号入り10-18

貧黒番号入りト9

黄黒番号入り10-18

赤白チェッカーフラッグ

黒白チェッカーフラッグ

黒黄チェッカーフラッグ

緑臼チェッカーフラッグ

Jr.フラッグ

-
口

-
u四
四
団

圃

凶
圃
目

白
日
目

9200 

9202 

9204 

9206 

9251 

9252 

9261 

9262 

9281 

9282 

9300 

9320 

9330 

9360 

ジュニアフラッグ
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• PRACTICE AREA・

練習場ヤード表示板

速い距離でも見えやすく、移動も簡単なヤード表示板です。

練習場ヤード表示板
50yから275yまで'25yおきの組み合わせが可能で、示。黒い板に白い文字、もしくは

賞色い板に黒い文字の組み合わせとなります。

重量・ 15.3kg

価格。￥49，000

10200・01 黒地lこ白番号 100ヤード 10300・01 黄色地に黒番号 100ヤード

10200・02 黒i也に臼番号 125ヤード 10300・02 黄色地に黒番号 125ヤード

10200・03 黒地に白番号 150ヤード 10300・03 黄色地に黒番号 150ヤード

10200・04 黒地に白番号 175ヤード 10300-04 黄色地に黒番号 175ヤード

10200・05 泉地に白番号 200ヤード 10300・05 黄色地に黒番号 200ヤード

10200・06 黒地に臼番号 225ヤード 10300-06 黄色地に黒番号 225ヤード

10200・07 黒地に白番号 250ヤード 10300・07 黄色地に黒番号 250ヤード

10200・08 黒地に白番号 275ヤード 10300-08 黄色地に黒番号 275ヤード

練習場サイン交換プレート
価格'￥7，000/枚

10210・00 0 黒地白文学 0310・00 0 黄色地・黒文字

10210・01 1 黒地臼文学0310・01 1 黄色地黒文字

10210・02 2 黒地白文学 0310-02 2 黄色地黒文字

10210・05 5 黒地白文学 0310・05 5 黄色地黒文字

10210・07 7 黒 itll.白文学 0310・07 7 黄色地黒文字

10200 フレームのみ価格:￥29，000

練習場アクセサリー

練習グリーン同様、コフレファーの目は意外と練習場もチェックしています。

さりげないアクセサリーで練習場を引き立たせましょう。

ピラミッドポールスタッカ一
価格￥48，000 本体+プレート15枚

23 THE 2013 PAR AIDE CATALOG 

フォールデインク‘バッグスタンド
日級感がありメンテナンスフリーな当商品は

200511~度以来アメリカでベストセラーのノ〈ッグ

立てです。使刈しないときは折りたたんで

収納しておくことができます。

色:グリーン

価格-￥18，000*
スターターボデーィウム

セルフプレイのプレイヤーたちを時IlJJ通りにコースへ送りだすのがスタータ

ーの役目です。ティーや鉛t(fスコアカードなど様々なものをスマートに収

容。 また鍵のついた収納もあり快適にスター ト|時間の管理rrを行うことができ

ます。アメリカで一般的なこのシンプルなスタータ一方式は省力化を進める

園内のコースでも注目を集めています。

サイズ ゐ幅66cmx奥行66cmx高さ114.3cm

重さ 69.4kg 

3355 価格 ￥143，000 

• RECYCLE WOOD and ECO・

114.3cm 
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• RECYCLE WOOD and ECO・ • RECYCLE WOOD and ECO・

トラッシュプロ&時計キット

l09.2cm 

ディポットプロ&ローラーキット

トラッシュプロ30

二重にコーティングされた丈夫なスチールフレームの外側をリ

サイクルプラスティックウッドで外側を美しく仕上げていま士一

古ijrmき』こなっていて中のごみ箱を簡単に取り出すことができま

す。ごみ自体も4方向から入れられ、屋線付ですので13や動

物にあらされることもありません。

屋根は特別にデザインされた一体型プラスティックなので本体

ともどもメンテナンスは必婆有りません。

ゴミ箱の容量は151.4Lのゴミ袋まで使用できま示日

L 71 cmxW56cmxH 1 09cm 

重畳:40.86kg

3810 価格￥159，000

トラッシュプロ10 テイポットプロ

83.8cm 

.コフレファーにとって使いやすいE『4さである63.5cmo

・約19Lのプラスティックインナーによって目砂の

出し入れ、m'lidが楽。

.使いやすい開閉するふたにより白砂を乾いた状態

に保ちます0・L48.3cmxW38.lcmxH63.5cm 

3410/3411 (ブラック}

価格￥52，000 箆量 20.88kg スコップ付

上蓋がヒンジでオープンする便利な小型のゴミ箱です。

基本的なフレーム、素材はトラッシュプロ30と同じです。

容量 37.8L 重量 20.88kg

3820 価格。￥54，000

3820・1 トラッシユブロ10用交換バケツ 価格.￥3，600

時計キット

パーエイド社のリサイクルプラスティックウッド商品すべてに取り

付けられる屋外使用の防水時計です。設置用のボードを4本

のピスで取り付けるだけです。

重量 1.8kg

価格￥14，000

3890 

企ブラック

デ'ィポットブ口Jr.

ティーグラウンドに世くのに最適な日さを抑えたデザイン

.1'史いやすいImWlするふたによって目砂を乾いた状態に保ちます0

・約19Lのプラスティックインナーによって目砂の111し入れ、iJ'fMが楽。・L48.3cmxW38.lcmxH33cm 
重量 13.62kg

3420/3421 (ブラック}価格￥47，000

ローラーキット

移動が楽です。ローラーキットは

下況のパーエイド社製リサイクル

プラスティック製品に取り付け可能

です。持ち上げることなく紛'jJilに移動

をすることができます。

3425 価格:￥7，500

レンジプロ&クロックプロ
レンジプロは練習場にひとつ置いておくだけで見た目、機能も申し分なくお客様の満足度が上がります。

クロックプロは同様にメンテナンスフリーなリサイクルフ。ラスティック製で練習グリーンやコース上の

時間の管理にとても役に立ちます。いずれの酪品 もプロが使う道具として練習場周りの雰囲気を引き立てます。

レンジプロ

す合
A
F

仇
リ入・カツケナ-アしンコのしンロカau-

-m 
円
』

寸
i
i
!日

メンテナンスフリーな素材で作られた

クラブift掃ステーションは議を1mけると

ティーブロボールウオッシャー

-~~・ー甲司司霊園圃
』闘i

クラブ洗いバケツとブラシが現れサイドに

タオルかけがあります。

・すべて組み立て済み

.ハンドブラシ、タオル掛け付属

3310/3315(黒)価格￥54，000

3311 交換用バケツ価格￥2.400

3312 交換用ブラシ価格￥1，800

3314 交換用ヲオルラック価格￥2，000

ーョ・・圃圃 ティープロ ポールウオッシャー

¥一11ゴ:Jfi--一 一

リサイクルプラスティック木目で日級感あふれる

ボールウオァシャーです。

3200 ティーフロ ボールウオッシャー

ハンターグリーン価格￥55，000

3250・02 シングルポスト胸部・緑 価格￥ 15，000

3251-00 ダブルポスト 脚部黒 価格'￥23，000

3251・02 ダブルポスト 脚部・緑 価格￥23，000

いろいろな場所に;utt!位してセルフプレーでの

スムーズな進行を保ちまマ九持ち運びも

可能なので、 l帯、 10番ティー、練習場など

どこにでも設世できます。|時計は片而装着、

両而装着のいずれかから選べます。

3320/3321 (ブラック} クロックプロシングルサイド 価格￥48，000

3322/3323{ブラック} クロックブロダブルサイド 価格￥54，000

クロックプ口
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• MARKER・

ハザードマーカー・08杭

無垢の色っきリサイクルプラスチックを使用していますので、メンテナンスフリーでなおかつ紫外線に対して色落ちを

することがありません。またウォーターハザードに落ちても浮くようになっています。

3.8cmsJ ・ 25本lロット

ハザードマーカースパイク付
25本ワンロット

11430* レッド 45cm 価格￥1.500/1本
11433* イエロー 45cm価格ー￥1.500/1本

11436市 レッド 61cm価格lP1.700/1本
11439* イ工ロ-61cm価格凶>，11.700/1;本

08マーカースパイク付
25本ワンロット

11618* 
11620* 

11623* 臼

エンパイロメンタル
キャップ

25個セット

11699 fO!i格.￥7.000

ポリプロロープ

価格￥8.800

12950 イエロー

12954ホワイ卜

12958 ハンターグリーン

12962 ハンターグリーン・ホワイト

カート誘導マーカー杭

発売以来、大変便利 で大人気の商品で

す。カートの運行制限のみならず修理地など

の表示にも便利です。景観に配慮したカラ

ーキャップ付き20.3cmのスパイク付き杭。

力一ト誘導マーカー杭*

25本入り

価格￥24.000

メンテナンスフリー

収納バケツ付き

虚血・9.5kg/25本入りバケツ

畏さ:20.3cm
12250・25グリーン×ホワイト

12251・25 レッド×ホワイ卜

12252・25ブラック×ホワイト

12253・25ブJか-xホワイト

ローピンク.用杭スパイク付

12200* 30.5αnグリーン価格￥1.1∞/1本
12210* 45.7cmグリーン価格￥1.5∞ /1本

• MARKER・

マーキングペイント

i忌も発色が良くきれいなターフペイントでありながら芝生に優しい、ヲ|いたラインも長持ちする水溶性で自然に優しい

まったく新しいマーキングペイントです。従来品に比べ内容量も増えお徳です。3色が加わり全 6色となりました。

マーキングペイント
価格￥13.000(12本入り)

12410 ホワイト (180z)
12411 レッド (170z) 
12412 イエロー (170z)
12413 ブルー(17oz) 
12414 グリーン (170z)
12415 オレンジ (170z)

下がパーエイドマーキングペイント。
他社製品より明らかにはっきりと

ペイント用ロングハンドル
重量 0.9kg
12401 価格:￥9.000

デュラフレックスサイン

見えやすいラインでまー

ショートハンドル
箆1il:0.45kg
12402 価格:￥4.800

柔軟性のある成形樹脂でできたコースサインです。丈夫なU字スパイクが埋め込まれており、サイン本体をしっかり固定します。

デュラフレックスサイン舌種 日本語もと注文可能です。 価格・￥4.320

信arts~

…'-=1 

5610 ホワイ卜/文字クリーン
5620 グリーン/文字ホワイト
5630 イエロー/文字ブラック

表示文字
01 Ground Under Repair 
03 No Carts Past Here 
04 Keep Carts on Path 
05 Please Rake 8unkers 
06 Please Repair 8all Marks 
07 Drop Area 

08 Wet Area Please keep 0行 16
09 Please Replace Divots 17 
11 Carts Scatter 18 
1 2 Putting Green Closed 19 
13 No Chipping 20 Next Tee → 

14 Next Tee 21 Please observe 90 degree rule 

フェアウェイディスタンスマーカー

直径14.6cmで、見やすく設i置も楽なマーカーです。ターフメンダーでカットして;埋めるだけで

モアの刃を傷つけることもありません。

フルコースパッケージ 14ホール分 (84個) ・単品 価格・￥5.600

各ホール6個(100yx2/150yX2/200yX2)計84個 533-01 赤 100y

箆置:38kg 533-02 臼 150y

531 価格￥440.000 533-03 膏 200y

565 交換周スパイク

f I 
ユニーク忽
U型内蔵スパイク
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• MAINTENANCE TOOL・

ホールカッター

業界使用率Nol.ホールカッター !! 切れl床がぜんぜん追います。

キャストアルミニウムとスチールの絶妙な組み合 わせで重量は 最 小 に 強 度 は 最 強 で す。

ホールカッター

重量 45kg価格。￥25，000

1002・1波型内側エッジ

1002・2波型)'1.側工ッジ

1002-3ストレート内側工ッジ

1002-4ストレート外側エッジ

重量 0.9kg

1020 価格￥7，000

1007 1008-1 

ホールカッター替刃
翠畳 1.35kg 

1007-01 ストレート内側主ツジ価格￥7，800

1007-02 ストレート外側エッジ価格￥7，800

1008-01 波裂内側エッジ 価格。￥8，200

1008-02 波型外側ヱッジ 価格￥8，200
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レバー式
ホールカッター

1001-1波型内債IJエッジ

1001・2波型外側工ッジ

1001・3ストレート内側エッジ

1001-4ストレート外側工ッジ

J(ブルレベル付
ホールカッター
木製ハンドル

重量。 09kg

1029 価格.￥6.400

102~ト2バブルレベル価格 .￥ 1 ，600

4 一一ホールカッター・
ターフメンダー用
木製ハンドル
霊量 0.45kg

1022 価格.￥2，200

霊量 0.45kg

1021 価格￥4.800

l交換用メインシャフ卜
(レJ¥'ーアクション)

重量 2.7kg

1023 価格￥15，000

+一一交換用メインシャフ卜
(スタンダードタイプ)

重量。2.7kg

1024 価格￥17，000

重量 0.9kg

1016 価格ー￥3，800

カップホーjレクリーナー

水がたまってしまったカップを切りなおし怖入

する際にカップ周辺が汚れてしまうのを防いで

くれます。

重量 0.9kg

950 価格.￥12，000 カップ抜きハンドル

長い柄とゴムハンドルで、

てこの要領でカップをきれいに

はずせます占

重量 0.45kg

1032 価格￥3.600

カッププラグ/スーパーインテンデントツール

カッププラク‘

軽く耐久性のある素材で作られたこのカッ

ププラグはエアレーション作業やトップドレッ

シング作業での効率を高めてくれます。

レギュラーカップサイズ 9個入り

重量 0.9kg

1070 価格￥8目800

スーHーインテンデントツール

ステンレススチール製のコンパクトなマルチツールです。

ボールマークリペアツール

-ワイヤーブラシ(ちょっとしたものを磨いたり、汚れ落としに便利です)

スクレーパー(カップを切った際の縁取り芯ど|こ)

フライヤーワイヤーカッター・ナイフ。のこぎり・土ドライJCー
栓抜き定規

1033 価格￥9，000 重量ー0.45kg

• MAINTENANCE TOOL・

ホーJlノカッターガイド

カップの交換作業中に周りの芝に靴のあと

がつくのを防いでくれるのとともに、カッフ.の

ふちによってグリーンが持ち上がるのを最小

|浪に抑えてくれます。

重量 3.6kg

1030 価格￥19，000

カップセッター
アルミ

璽量 09kg

1031 価格・￥8，200

デプスゲージ

重量:0.45kg 

1034 価格 ￥6，200 

スーHーインテンデントツール 2

新しいス}パ}インテンデントツールはコア収集用のタイン、ボー

ルマークリペアツール、 スポットリムーバー(グリーンのちょっとした

問題のあるスポットなどを除去)

などを含むユニークなステンレス

スチール重症のマルチツールです。

.コア採集ツール

・ボールマークりペアツール

.ハサミ

ーファイlレ
.ロープフィツド

重量 0.45kg

1035 価格。￥9.000

-いすれのツールも

ベルト装活可能芯

ポーチがつきます。
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• MAINTENANCE TOOL・

グリーンセーバーボールマーク修理ツール

ハンドルの形状、 先端部分のデザイ ンを進化させ、従来のリペアツールに比べ、飛断!的に作業の効率が上がり

ました。

ポール

セーフティーネット

グリーンセーパー
ボールマーク
修理ツール

1090 価格。￥49.000 箆

EZ.露払いポール収納タイプ
~極量 1.35kg 長さ :4.8m

1060 価格:￥16.000

198x183cmの附'11.にしっかりと設lnllf能できる作業mネットです。

1100 価格:￥49.000 重量:9.0kg
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交換パーツ

.ファイパーク.ラス先端部分

1065 価 格 ￥8.500 ffira: OA5kg 

.J¥ンド]レ部分ク.リップ付

1066 価 格 ￥8.500 llil'.il: 0.9kg 

.ラパーク.リップ

1067 価 格 ￥600

• MAINTENANCE TOOL・

コア収集アタッチメント『コア・ホツグJ
このアタッチメントによってエアレーション作業にかかる時間は劇的に短縮されます。グリーンからコアを除去する際のもっと

も合理的な方法で、手作業でかかるl時間の約半分近くで作業が終了します。Toro1000(Flex21)、ジエイコプセン

PGM、ジョンデイアー220.210. 180などの歩行型のグリーンモアすべてに取り付け可能です。

コアバスタードラッグマット

コア収集アタッチメント
「コア・ホックj

1075 価格.￥56.000 霊量ι8.2kg

トロフレックス21用
「コア・ホックJ

1076 価格.￥56.000 箆置 8.2kg

エアレーション後の散在するコアをfitjljiに素早く粉々にしてくれる段高性能のドラッグマットが登場!(特許IJ¥Iirl') 

. 鋭利な部分がなくフェアウェイを傷つけません0

. 消耗の少ないポリエチレン製パネルを探用し、

スチールマットを凌ぐ耐久性を実現。

'怪五tで運搬が簡単。控而に吊して保管できます。
. パネルの組み合わせにより幅90-480cmまで変更可能。・5cm厚のパネルで効率よくコアを粉々 にできます。.1除雪l時も威力を発揮します。 . トップドレッシングにも以ー適です。

コアパスタードラッグマット1
400 x 1 50cm (8パネルx3パネル)

.簡単にクυ一二ングできます

1081 価格￥198.000

-
F『プ司

コアパスター
ドラッグマット2
250x 150cm (51(ネルx31てネル)
.簡単にクリーニングできます

1080 価格:￥128.000

Keystoneドラック.マット
アメリカでもっとも信頼されているキーストン社のフレキシプルスチールドラッグマット。便利な取っ手付き。

1083 120cmx120cm 価格:￥38.000
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• MAINTENANCE TOOL・

バンカーレイキ

アキュフォームエース E パン力一レイキ

25本1ロット

990・1 ヘッド幅43.2cm シャフト長さ137cm

990・2 ヘッド幅43.2cm シャフト長さ137cm

990・3 ヘッド幅43.2cm シャフト長さ137cm

990・4 ヘッド幅43.2cm シャフト長さ183cm

990-5 ヘッド幡43.2cm シャフト長さ137cm

990・01 17"ヘッドのみ価格・￥2.900

パン力一プロ パン力一レイキ

八二カム/グリーン ￥3.980 

八二カム/イ工ロ ￥3.980 

ファイバークラス/クリーン ￥3.980 

)J'イパークラス/クりーン ￥4.400 

アルミ/グリーン ￥3.980 

工ース日はデザインが変わりヘッド両端がややテーjてーしています。こ

のことによりパン力ーをなうした際にヘッド両端部分の砂が他社の製

品(左写真)のように盛り上がることなく、スムーズにかつ均一にパン

カーを怒らすことが可能と主よりました。

アキュフォームエースE パン力一レイキ
メンテナンス用

ヘッド幅63.5cm シャフト長さ183cm ファイJi.ーグラス緑

995・1 ヘッド幅63.5cmシャフト長さ137cm八二力ム/グリーン価格￥4.800

995・2 ヘッド帽63.5cmシャフト長さ137cm八二力ム/イエロー価格'￥4.800

995-3 ヘッド幅63.5cmシャフト長さ137cmファイバクラス/クリーン価格￥4β00

995・4 ヘッド椙63.5cmシャフト長さ183cmファイバーグラス/クリーン価格￥5.400

995-5 ヘッド帽63.5cmシャフト長さ137cmアルミ/グリーン 価格￥4.800

995・01 25"ヘッドのみ価格￥3.800

エース 日 に比べてやや重めに設計され、 lli:めの しま り やすい砂n^;'~:に適しています。

価格。￥3.800 25本1ロット パンカープロ
パン力一レイキ980-1 ヘッド幡38.1cm シャフト長さ137cm 八二カwグυーン

980-2 ヘッド幅38.1cm シャフト長さ137cm 八二カム/イエロー

980-3 ヘッド憾38.1cm シャフト長さ137cm ファイJ¥ーグラス/グυーン

980-5 ヘッド幅38.1cm シャフ卜長さ137cm アルミ/グυーン

980-01 ヘッド価格:￥2.400

アキユフォームアキュカーブ.

低価i絡ながらパンカーブロのシェイプと工ースEの較さを実現。

耐久性も向くあらゆる砂質に対応します。お本1ロッ ト

724g/900g 

997・1 ヘッド幅38.1cmシャフト長さ137cm八二力wグリーン価格￥2.98U*

997・2 ヘッド幡38.1cmシャフト長さ137cmJ¥二力ム/イエロー黄色価高￥2.98U*

997-3 ヘッド幅38.1cmシャフト長さ137cmファイバークラスノグリーン価格￥2.98U*

997-4 ヘッド幅38.1cmシャフト長さ183cmアルミ/グリーン 個告￥3.80U*

997・5 ヘッド幅38.1cmシャフ卜長さ137cmアルミ/グりーン 価格.￥2.98U*

997-01 15伺ヘッド ￥1.750 

アキュフォーム工ースEデ‘ィープフェイス パン力一レイキ
大きくてあごの向いパンカーにいちいち入ることなく外からならすのにとても便利です。

ヘッド帽 63.5cm

シャフト長さ:240cm 

アルミ製銀色

995・7 価格￥7.400
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• MAINTENANCE TOOL・

バンカーレイキ交換ハンドル

交換ハンドル

ファイパーグラス
八二カム

ファイパークラス
ホロー

グリーン
パウダーコーテッド

アルミニウム

ブラウン
パウダーコーテッド

アルミニウム

ブロテックハンドル

パーエイドではすべてのラインの交換ハンドルやグリップをご用意しております。

972・1 137cm交換シャフト グリーンハニカムハンドル 価格￥1.800

972・2 137cm到奥シャフト イエローJ¥二カムハンドル 価格守￥1.800

972・5 137cm交燦シャフト グリーンホローファイJ¥ーグラスハンドル 価格￥1.800

972-8 137cm交換シャフト グリーンブロテック(サーモプラスチックコート)J ¥ンドル価絡￥1.900

972 137cm交換シャフト グリーンパウダーコートアルミニウムハンドル 価格 I￥1.900

972-10 137cm到負シャフト ブラウンlてウターコートアルミニウムハンドル 価格.￥1.900

972-6 183cm交換シャフト グリーンホローファイHーグラスハンドル 価格.￥2.400

972-9 183cm知負シャフト グ1)ーンブロテック(サーモプラスチックコート)J¥ンドル 価格￥2.400

グリップ

974-10 交換クりップ価格.￥2.000 ※10本パック
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メンテナンスレイキ&ツール

プロが使う道具には何が阜、要でしょうか?壊れたり故障することなく仕事を続けられる片腕のような道具、

それがアキュフォームのメンテナ ンス用ツールです。

アキュスムース
メンテナンスパン力一レイキ

⑧ 

1.アキュスムースメンテナンス 3.アキュフォーム
パン力一レイキ ランドスケープレイキ
機械で均せないパンカーのメンテナンスに。 一般的な土岐を均す作業全般にとても使利。

重量。2.25kg ヘッド幡町58.8cm

シャフト長さ 1.68m

13130 価格。￥15.800

璽量・2.25kgシャフト長さ 1.68m 

13110 60cm 価格￥12.000

13110・2 168cmハンドル価格 ￥5.600 

5.排水ローラー
13224 91cmx152cm 価格￥33.000

13224-4 交換ローラーヘッド価格￥ 14.000

6.プラク.プッシャー
エアレーション後のプラグを集めたりする作業ーに逃

13130・1 アキユスムースヘッド￥9.860 13114 90cm 価格￥14.000 しています

13130・2 2.08巾アキユスムースハンドル￥7.600 13118 180cm 価格￥16.800 13240 91 .4cmx 1 68cm 価格￥15.800

2.枯葉収集レイキ
重量 18kg 

13160 価格 I ￥6.800

4.スクリーニングレイキ 7.スパイクローラー
土棋をならしたりする上で小石や;ff11JlI，なものを スポットオーバーシードに。

より分ける作業に適しています。 13250 22.9cmx 152cm 価格￥23.600

重畳白 2.25kg 90cmx 168cm 13254 45.7cmx 152cm 価格。￥28.800

13124 価格￥16.000

8.スタースパイ力一
13256 91 .4cmx 168cm 2.3kg 

価格￥32.000
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• MAINTENANCE TOOL・

メンテナンスツール

アキュフォーム
グリーンエッジャー

このアイデイアツールによりグリーンとカラーを楽にし

っかりと区切りグリーンを年110過して美しく際立たせる

ことができます。グリーンとその周辺部分の異なったタ

イプの芝が混じり合うのを防ぐだけでなく、従来のツー

ルを使った場合に比べきれいに深さ35cm程までをカット

し作業をした後の跡がほとんど残りません。替え刃付き

13260 グリーンヱッジャー価格￥16.000

13261 買え刃価格￥2.600
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ターフリペアツール
アキュフォーム
ボールマークリペアツール

アキュフォーム雑草ピッ力一

雑草の上に突き刺して回すだけで抑j

mに雑草を除去できます。3本のスパ

イクの1I日隔を変えることで小さな雑

草からミドルサイズの雑革まですべ

て対応できます。長さが約1mあるの

でかがんで作業することもなく腹へ

の負担もなく楽に作業ができます。

重量 1.8kg 高さ1m

1150 価格￥23.000

アキュフォーム ターフリペアツール
芝を再生させるために理想的な大きさである直径6cmx深さ6.3cm

のプラグをカットし、ハンドルの内部に12側まで収納します。また

先端プレード部分は交換可能で、 'i;~. に:lbC: ~'5の切れ味を保障してく

れます。

重量 ω3.6kg 高さ80cm

1095 価格￥38.000 

アキユフォーム ポールマークリペアツール

ボールマークにより変色、障害の起きているスポットを除去しま

す。 直径3.8cmxì~ さ 6.3cmのプラグをハン ドルの中に 12個まで収

納。先端部分は付属のワッシャーによって深さの調節をする機能

がついています。

重量:2.3kg 高e'78cm

1094 価格￥34.000

アキュフォーム
プロフィール
サンプラー

• MAINTENANCE TOOL・

360。ホールベインター

パーエイドから新たに発売されるホールペインターはカ ッフ。の上2.5cmを簡単にきれいに白く塗ることが

できます。ツールを穴にセットしてペイント缶をセット して3-4回抑すだけです。一缶で54ホールのペ

イントが可能で視覚的にも非常に分かり やすくコースをグレードアップしてくれます。

アキュフォーム
雑草ピッカー

~ 
360。
HOLE PAINTER. 

@
@ω
…
 

360。ホールペインター
910 価格 12缶lケース ￥23.000 

911 価格ツール ￥12.000 

』町一-…N..同官目。岨.)

ホワイトリンク‘

特徴

.驚くほどカップの視認性が上がります。→プレイスピー

ドの向上=コースの収益向上! ! 

・カップ切り口の芝摂の乾燥を防ぎ、健康なグリーンを保

ちます。叉土犠が力ッブ内にこぼれません

・世界共通の規格である4" 1/4インチの穴を確実にキー

ブしてくれるのでどのプレイヤーも公平にプレイできま

す。.6週間前後繰り返し利用することができます。

.カップをきる回数が3分の l以下になります。

・ショートゲームの王様デープペルツ(フィル・ミケ

ルソンのコーチ)のアカデミーによるテストにより通常

のゴルフホールと何も変わらない事が実証されていま

す。

・フラックポールとの接触でカップのふちが崩れません。

WR01 ホワイ卜りング 18個入り 価格￥8.800

WR02 専用カップセッター 価格￥2.800
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アキュフォーム
プロフィールサンプラー

~ 

画期的なデザインでソイルサンプルが非常に

とりやすくなりました 。幅7.6cm・深さ

15.2cm . J手さ 1.3c 111のサンプルを採取しま

す。先端部はヒンジで開閉するようになってい

ますので、サンプルピースの取山しが容易で

なおかつ、ルートゾーンの観祭が十分に行え

ます。またプレード周辺に突起などもないの

で観察したサンプルをまたそのまま土成に戻

すことも簡単です。

重量 2.3kg 高さ65cm

1130 価格￥39.000
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