
 

２０１０年１月２７日 

 

女性ゴルファーの『気持ち』をクラブにしました 

『『『『ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ新発売新発売新発売新発売    

    

ミズノでは、女性ゴルファーがやさしく、快適にラウンドできる女性専用設計のゴル

フクラブ「ミズノ ＪＰＸ レディース」シリーズを、２月１２日から全国のミズノゴ

ルフ品取扱店で発売します。 

 

今回発売するゴルフクラブは、女性ゴルファーのスイング特性に合わせたクラブバラ

ンスと、番手別に設計したソールで、ダフリ気味でもスムーズに振りぬけ、やさしく狙

いどおりの距離を打ち易くしています。また、ヘッド形状に丸みを持たせ、やさしさを

感じるデザインに仕上げています。仕様、デザイン全てを、女性ゴルファーのための専

用設計にしました。 

『ミズノ ＪＰＸ レディース』シリーズは、ドライバー、フェアウエーウッド、ユー

ティリティ、アイアン、チッパーをラインナップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ミズノ ＪＰＸ レディース」ドライバー ￥５０,４００（税込） 



■■■■女性女性女性女性ゴルファーゴルファーゴルファーゴルファーのののの『『『『気持気持気持気持ちちちち』』』』ををををクラブクラブクラブクラブにしたにしたにしたにした「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース」」」」    

 ミズノでは、今回の「ミズノ ＪＰＸ レディース」シリーズを開発するにあたり、

女性ゴルファー（２０歳以上：学生を除く）を対象に、ゴルフクラブに対するさまざまな

調査を行いました。（ウエブ調査（約５００人）とグループインタビューを実施） 

その結果、「長いクラブでのショットが苦手」や「アプローチやバンカーショットが

苦手」などの意見が寄せられました。そこでミズノでは、ダフリ気味でも振りぬけるよ

うに、女性ゴルファーのスイング特性を考えたクラブバランス、長さ、番手別に設計し

たソールにしています。どの番手でもスムーズに振りぬけ、やさしく打つことができま

す。また、アプローチショットの場面で、パターのように振り幅だけでやさしく寄せが

できるチッパーもラインナップしています。 

 

 

記 

 

■■■■「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース」」」」ドライバードライバードライバードライバー    

 

【ヘッド仕様】 

素  材／ フェース部：チタン合金（Ti-6Al-4V）鍛造 

本   体：チタン合金鍛造 

仕 上 げ／ ミラー＆サテン仕上げ 

【シャフト仕様】 

 シ ャ フ ト／ ＪＰＸ レディース カーボンシャフト  

硬さ シャフト重さ トルク 調子 クラブ重さ 

Ｌ ４６ｇ ６.０ 中 ２８４ｇ 

【クラブ仕様】 

 

 

 

 

【グ リ ッ プ】 ＪＰＸ レディースオリジナルラバーグリップ 

        口径 Ｌ５８/４１ｇ 

【価   格】 ￥５０,４００(本体￥４８,０００) 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

【発 売 日】 ２０１０年２月１２日 

【原 産 国】 中国 

 

■■■■「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース」」」」メタルフェアウエーウッドメタルフェアウエーウッドメタルフェアウエーウッドメタルフェアウエーウッド    

 

【ヘッド仕様】 

素  材／ ステンレススチール（SUS630）精密鋳造 

仕 上 げ／ ミラー＆サテン仕上げ 

№ ロフト角(度) ライ角(度) 体積(cm3) 長さ(ｲﾝﾁ) バランス 

１２.５ 
１ 

１３.５ 
６１ ４４０ ４３.５ Ｂ８ 



【シャフト仕様】 

   シ ャ フ ト／ ＪＰＸ レディース カーボンシャフト  

硬さ シャフト重さ トルク 調子 クラブ重さ(№４) 

Ｌ ４９ｇ ５.４ 中 ２９５ｇ 

【クラブ仕様】 

№ ロフト角(度) ライ角(度) 体積(cm3) 長さ(ｲﾝﾁ) バランス 

４ １９ ６０ １５５ ４２.２５ 

５ ２２ ６０.５ １４５ ４１.２５ 

７ ２５ ６１ １３３ ４０.２５ 

９ ２８ ６１.５ １２０ ３９.２５ 

Ｂ８ 

【グ リ ッ プ】 ＪＰＸ レディースオリジナルラバーグリップ 

        口径Ｌ５８/４１ｇ 

【価   格】 ￥２６,２５０(本体￥２５,０００) 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

【発 売 日】 ２０１０年２月１２日 

【原 産 国】 中国 

    

    

■■■■「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース」」」」ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ    

 

【ヘッド仕様】 

素  材／ ステンレススチール（SUS630）精密鋳造 

仕 上 げ／ ミラー＆サテン仕上げ 

【シャフト仕様】 

 シ ャ フ ト／ ＪＰＸ レディース カーボンシャフト  

硬さ シャフト重さ トルク 調子 クラブ重さ(５Ｕ) 

Ｌ ５４ｇ ５.２ 中 ３３６ｇ 

【クラブ仕様】 

 

 

 

 

【グ リ ッ プ】 ＪＰＸ レディースオリジナルラバーグリップ 

        口径Ｌ５８/４１ｇ 

【価   格】 ￥２３,１００(本体￥２２,０００) 

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

【発 売 日】 ２０１０年２月１２日 

【原 産 国】 中国 

 

    

    

№ ロフト角(度) ライ角(度) 長さ(ｲﾝﾁ) バランス 

５Ｕ ２３ ６０.５ ３７.５ 

６Ｕ ２６ ６１ ３７.０ 
Ｂ８ 



■■■■「「「「ミズノミズノミズノミズノ    ＪＰＸＪＰＸＪＰＸＪＰＸ    レディースレディースレディースレディース」」」」アイアンアイアンアイアンアイアン・・・・チッパーチッパーチッパーチッパー    

 

【ヘッド仕様】 

素  材／ ステンレススチール（SUS630）精密鋳造 

仕 上 げ／ ミラー＆サテン仕上げ 

【シャフト仕様】 

 シ ャ フ ト／ ＪＰＸ レディース カーボンシャフト  

 

 

 

【クラブ仕様】 

【グ リ ッ プ】 ＪＰＸ レディースオリジナルラバーグリップ 

        口径Ｌ５８/４１ｇ 

【価   格】  

№７～９･ＰＷ･ＳＷ５本セット ￥７３,５００(本体￥７０,０００) 

      ＦＷ              ￥１４,７００（本体￥１４,０００）        

     チッパー（スチールシャフト）  ￥１４,７００（本体￥１４,０００）   

※記載価格は消費税込みの金額です。（ ）内は消費税抜き本体価格です。 

【発 売 日】 ２０１０年２月１２日 

【原 産 国】 中国 

 

（マスコミのお問合せ先） 

東京広報課 高橋・西田・内山 TEL. ０３－３２３３－７０３７ 

        大阪広報課 薬師寺・木村   TEL. ０６－６６１４－８３７３ 

     （ユーザーのお問合せ先） 

ミズノお客様相談センター     ０１２０－３２０－７９９ 

ミズノ・ゴルフ情報は－      http://www.golferswww.golferswww.golferswww.golfersland.netland.netland.netland.net 

硬さ シャフト重さ トルク 調子 クラブ重さ(№７) 

Ｌ ５４ｇ ５.２ 中 ３４５ｇ 

№ ロフト角 

（度） 

ライ角 

（度） 

ソール角 

（度） 

ＦＰ 

（ｍｍ） 

長さ 

（ｲﾝﾁ） 

バランス 

７ ３０ ６１.５ -１.５ １.３ ３６.５ 

８ ３５ ６２ -０.５ １.５ ３６.０ 

９ ４０ ６２.５ ０ ２.０ ３５.５ 

ＰＷ ４６ ６３ １.５ ２.５ ３５.０ 

ＦＷ ５２ ６３.５ ２.０ ３.０ ３４.５ 

ＳＷ ５８ ６４ １１.０ ３.５ ３４.０ 

Ｂ８ 

チッパー ３０ ７０ -２.０ １.０ ３２.０ Ｃ０ 


