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2 0 18 年 8 月 2 3 日  

   
 

プラス 2 番手の飛びと、女性専用設計の打ちやすさを追求 

ヤマハ レディースゴルフクラブ 

 『inpres UD+2 LADIES（インプレス・ユーディープラスツー・レディース）』 

 

ドライバーからアイアンまでフルラインアップ、11 月 9 日 （ 金 ） 同 時 発 売  

 

ヤマハ株式会社は、プラス 2 番手の飛びで好評をいただいているレディースゴルフクラブ『inpres UD+2 

LADIES（インプレス・ユーディープラスツー・レディース）』の 2019 年モデルを 11 月 9 日（金）より、全国で発売

いたします。また、『inpres』ロゴをレイアウトしたキャディバッグを、同じく 11 月 9 日（金）より発売いたします。 

 

＜価格と発売日＞ 

品名 モデル名 番手 本体価格＋税 発売日 

ヤマハ 

レディース 

ゴルフクラブ 

inpres UD+2 LADIES 

ドライバー #1 80,000 円＋税 

11 月 9 日（金） 

フェアウェイウッド #4、#5、#7 各 46,000 円＋税 

ユーティリティ #U4、#U5、#U6、#U7 各 36,000 円＋税 

アイアン #7、#8、#9、PW、SW 
120,000 円＋税 

（5 本セット） 

アイアン #6、AW 各 24,000 円＋税 

◎国内販売予定数： 

ドライバー：6,500 本、アイアン：6,500 セット 

 

■inpres キャディバッグ 

 

＜製品の概要＞ 

今回発売する『inpres UD+2 LADIES』2019 年モデルは、ゴルフが大好きな女性ゴルファーに向けて、レディ

ースクラブでも、驚くべき飛距離の実感と抜群の打ちやすさによってゴルフの楽しさを提供する『inpres UD+2 

LADIES』シリーズの第 2 世代です。ドライバー・フェアウェイウッド・ユーティリティ・アイアンの全クラブで、プラス

2 番手テクノロジーの 3 要素である「ルール限界に迫る反発性能」「スーパー重心設計」「高初速ロフト設計」を

搭載しています。また、飛距離と同様に女性専用設計による“打ちやすさ”を追求し、構えたときの見た目の

安心感やミスヒットを防ぐためのヘッド形状、振り心地の良いシャフトの採用など、実際に女性ゴルファーへの

調査やヒアリングを行い、より簡単に飛ばせる設計としました。加えて、ユーティリティでは、新たに#U7 をライン

アップへ追加し、アイアンセットには新開発のバンカー専用サンドウェッジを採用しています。 

品名 モデル名 サイズ カラー 本体価格＋税 発売日 

キャディバッグ Y19CBIL 
9 インチ／ 

48 インチ対応 

ブルー／ピンク 

イエロー／ホワイト 
各 28,000 円＋税 11 月 9 日（金） 

プラス 2 番手テクノロジー搭載の『inpres UD+2 LADIES』シリーズに新モデルが登場 
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イメージ図 

＜製品の主な特長＞ 

■inpres UD+2 LADIES ドライバー／フェアウェイウッド／ユーティリティ 

１．“安心して構え、心地よく振りぬき、まっすぐに飛ばす”ための「女性専用設計」 

●ミスを未然に防ぎ、高い方向安定性を実現するためにヘッド形状を改良 

ドライバーは、ヘッドの投影面積の拡大などで、高い方向安定性を獲得しま

した。フェアウェイウッド・ユーティリティでは、トゥ側下部にフェースを拡大す

ることでトップを予防し、また、接地面積が小さくインパクト時の摩擦が少ない

「フリックオフソール」を採用することで、抜けの良さを実現しています。さらに、

構えた際にフェースが見える形状にしたことで、簡単に当たってボールをつ

かまえられそうな安心感が得られます。 

●振りやすさを重視したスペックの変更 

ドライバーは、前モデルよりもロフト角を大きくし、シャフトフレックスも、従来の R と L から A と L に変更しています。

L シャフトではクラブの長さを 43.75 インチに抑え（-0.25 インチ）、クラブ重量も軽量化（-4g）するなど、振りや

すさを重視したスペックに変更することで、女性ゴルファーのヘッドスピードでも力まずに飛ばせるようにしてい

ます。さらに、ユーティリティのラインアップには、新たに#U7 を追加し、プレースタイルに合わせたクラブ選択を

可能にしています。 

 

２．突き詰めた「ルール限界に迫る反発性能」に「ヘッドターンエネルギー構造」が加わり、飛距離アップを実現 

ドライバーは、数万通りのパターン解析により、フェース肉厚が最適

化された「アルティメットフェース」を採用し、反発エリアを上下方向に

約 5%拡大したことで、オフセンターヒット時の飛距離ロスを最小限に

抑えます。フェアウェイウッド・ユーティリティは、マレージング偏肉フェ

ースを採用し、フェースを前モデルから 0.1mm 薄くすることで反発性能

がアップしています。さらに、全てのウッドでフェースセンターをシャフト

軸から遠くに配置した「ヘッドターンエネルギー構造」を新たに搭載し、

ヘッドの回転速度が上がることで、ボール初速が上がり、さらなる飛距

離アップを実現しています。 
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振動解析図（イメージ） 

３．超低重心・超深重心・大重心角の「スーパー重心設計」＆高い反発効率を可能にした「高初速ロフト設計」 

ドライバーは、ソール一体型のウェイトを配置することで、低い重心高さと深い重心

深度を実現し、高打ち出し・低スピンで飛ばすことが可能です。高い打ち出しを確

保したことでロフト角を小さくすることができ、エネルギーが上に逃げることなく効率

よくボールに伝わり、高初速を実現しています。また、33°の重心角は、フェースが

返りやすく、スライスせずにボールが簡単につかまって、まっすぐに飛ばすことがで

きます。フェアウェイウッド・ユーティリティは、ソール全面を厚肉化したソールインナ

ーウェイトを採用しています。ソールの内側にウェイトを配置することで、低い重心

高さと深い重心深度を実現し、ドライバー同様に高打ち出し、低スピンで効率よく

簡単に飛ばすことが可能です。 

 

 

４．爽快な打球音を実現した、独自の“快音設計” 

当社は、インパクト時に起こる内部共鳴が打音の心地よさを大きく左右すること

や、打音が快適な打感とも高い相関関係があることに着目し、快適な打音をク

ラブの重要な性能の一つと位置づけています。そこで、楽器メーカーとして培っ

た知見を活かし、楽器音響に携わる研究開発部門と共同で振動解析などを

行うことにより、前モデルよりも爽快な打音を実現しました。この“快音設計”は、

フェアウェイウッド、ユーティリティでも採用しています。 

 

■inpres UD+2 LADIES アイアン 

１．全身マレージング構造が実現する「ルール限界に迫る反発性能」 

通常は、フェースのみに使用されるマレージング鋼を、ヘッド全

体に採用した溶接のない一体成型により、ヘッド全体をたわま

せて反発させることを可能にしました。それにより、フェースとソ

ールの厚みを薄くすることができ、インパクト時にボディを効果的

にたわませ、反発性能を向上させています。広い反発エリアでミ

スにも強く、女性ゴルファーがアイアンでもやさしく飛ばせます。 

 

 

イメージ図 
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２．高打ち出しを実現する「スーパー重心設計」と高い反発効率を可能にした「高初速ロフト設計」 

当社クラブ史上最も低い重心設計を実現し、アイアンらしい高い球で簡単に飛ばすことを可能にしています。

また、高い打ち出しを確保したことで、ロフト角を小さくすることができ、エネルギーが上に逃げず効率良くボー

ルに伝わることで、高初速を実現しました。さらに、フェース面重心が低くなったことにより、エネルギーロスを防

ぐとともに、フェース下部で打っても重心が近いので、飛距離のロスを抑えることができます。 

 

３．打ちやすさを徹底的に追求した「女性専用設計」 

●構えたときに安心できる形状 

アイアンは、前モデルに比べて、構えたときにバックフェースが見えない形状にしました。グースが大きく、フェ

ースも大きく見えるため、良いイメージをもってスイングに集中することができます。 

●新開発「ライズアウトソール」設計の、バンカー専用サンドウェッジ（アイアンセットのみ） 

レディースクラブ使 用者を対 象にしたヒアリングで、約 90%が

「サンドウェッジはバンカー以外では使用しない」という結果が得

られました。また、バンカーが苦手という女性が多いという実態を

ふまえ、女性のショットでもバンカーから簡単に出せることを目指

した専用のサンドウェッジを新開発しました。ソールの狭い部分

で砂の下に入れて、広い部分で滑らせる構造により、強く叩か

なくても、無理なく理想的な高い打ち出しを実現しています。 

 

■inpres UD+2 LADIES シャフト（ドライバー／フェアウェイウッド／ユーティリティ／アイアン） 

レディース専用に設計・デザインしたオリジナルシャフト 

『inpres UD+2 LADIES』は、振り心地を重視し、ヘッド寄りの部分がよりしなる先調子の専用オリジナルシャフト

をドライバーからアイアンまでの全ラインアップで採用しました。デザインはカラーブロックを採用し、視覚的に

短く見えて振りやすい印象としました。また 、フレックスは前モデルの R と L から A と L へ変更しています。 
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キャディバッグ Y19CBIL 

小物などを掛けられる 

「大型カラビナ」 

グローブ、サンバイザーや 

サングラスなどを掛けられる 

「アクセサリーロープ」 

クラブを傷から守るための 

「アイアンカバー」 

■inpres キャディバッグ 

『inpres』のエンブレムを施した、キャディバッグを販売 

『inpres』のエンブレムがレイアウトされた、機能的なデザインのキャディバッグを、ゴルフクラブ『inpres UD+2 

LADIES』と同時に販売いたします。カラーはブルー、ピンク、イエロー、ホワイトの 4 色を用意しました。大型

カラビナやアクセサリー（ACC）ロープ、アイアンカバーなどの、便利に使える機能が充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な仕様＞ 

■inpres UD+2 LADIES ドライバー 

ロフト角（°） 12 13 

ライ角（°） 61.75 

フェース角（°） 0 

ヘッド体積（cm3） 460 

構造 6-4 チタン偏肉フェース、811 チタン精密鋳造ボディ 

シャフト オリジナルカーボン TX-419D 

シャフト硬さ A L 

シャフト重量（g） 43 40 

シャフトトルク（°） 7.1 7.4 

シャフト調子 先 

クラブ長さ（インチ） 44.75 43.75 

バランス C4 C0 

クラブ重量（g） 267 258 

グリップ 
オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 35g＜Y19GL35＞ （L58 相当・バックラインあり）／ 

オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 30g＜Y19GL30＞ （L58 相当・バックラインあり） 

価格 ￥80,000＋税／本 
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■inpres UD+2 LADIES フェアウェイウッド／ユーティリティ 

番手 #4 #5 #7 #U4 #U5 #U6 #U7 

ロフト角（°） 17.5 20 23 21 24 27 30 

ライ角（°） 58.5 59 59.5 60.5 61 61.5 62 

フェース角（°） 0 0 

ヘッド体積（cm3） 165 164 151 121 119 117 115 

構造 
マレージング 455 偏肉フェース、 

SUS630 鋳造ボディ 

マレージング 455 偏肉フェース、 

SUS630 鋳造ボディ 

シャフト オリジナルカーボン TX-419F オリジナルカーボン TX-419U 

シャフト硬さ A／L A／L 

シャフト重量（g） 44／41 46／42 

シャフトトルク（°） 6.8／7 5.6／5.8 

シャフト調子 先 先 

クラブ長さ（インチ） 42.75／42 42.25／41.5 41.75／41 40.25／39.5 39.75／39 39.25／38.5 38.75／38 

バランス C4／C1 C4／C1 

クラブ重量（g） 281／272 284／275 287／278 301／294 305／298 309／302 313／306 

グリップ 
オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 35g＜Y19GL35＞ （L58 相当・バックラインあり）／ 

オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 30g＜Y19GL30＞ （L58 相当・バックラインあり） 

価格 ￥46,000＋税／本 ￥36,000＋税／本 

 
 
 

■inpres UD+2 LADIES アイアン 

番手 #6 #7 #8 #9 PW AW SW 

ロフト角（°） 26 29 33 38 43 49 56 

ライ角（°） 61.75 62 62.25 62.5 62.75 62.75 63 

構造 AM355P 精密鋳造 

シャフト オリジナルカーボン TX-419i 

シャフト硬さ A／L 

シャフト重量（g） 51.5／51 52.5／51 52.5／51 53／52 53.5／52.5 

シャフトトルク（°） 4.1／4.1 3.9／4 3.8／3.8 3.3／3.6 3.3／3.3 

シャフト調子 先 

クラブ長さ（インチ） 37.5／36.75 37／36.25 36.5／35.75 36／35.25 35.5／34.75 35.5／34.75 35.25／34.5 

バランス C5／C2 C6／C3 C7／C4 C8／C5 

クラブ重量（g） 336／330 343／337 349／344 356／352 366／361 368／364 373／370 

グリップ 
オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 35g＜Y19GL35＞ （L58 相当・バックラインあり）／ 

オリジナルラバー ブルー ロゴおもて 30g＜Y19GL30＞ （L58 相当・バックラインあり） 

価格 5 本セット（#7～#9・PW・SW）：￥120,000＋税、オプション#6・AW：￥24,000＋税／本 
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ヤマハ ゴルフクラブ 

『inpres UD+2 LADIES』（ドライバー） 

価 格 ：80 ,000 円 ＋税  

ヤマハ ゴルフクラブ 

『inpres UD+2  LADIES』（アイアン） 

#7～PW、SW（5 本 ） 価 格 120 ,000 円 ＋税  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文 中 の社 名 および「inpres（インプレス）」は、当 社 の登 録 商 標 です。 

 

 この件に関するお問い合わせ先 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ 

担当：佐藤、千葉 

 〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11 

 TEL 03-5488-6605 

 FAX 03-5488-5063 

 ウェブサイト https://www.yamaha.com/ja/news_release/ 
  （取材申し込みや画像ダウンロードが可能です。） 

■ 一般の方のお問い合わせ先 

ヤマハ株式会社 ゴルフ HS 事業推進部 ヤマハゴルフお客様ダイヤル 

 〒435-8567 静岡県浜松市南区青屋町 283 

フリーダイヤル 0 1 2 0 - 8 0 8 - 5 6 2 


