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ヨネックスは、ゴ

ルフをもっとエンジ

ョイしたいレディス

ゴルファーへ向けた

新シリーズ「EZONE 

Fiore」(イーゾーン 

フィオーレ)のドラ

イバー、フェアウェ

イウッド、ユーティ

リティ、アイアン、

パターを２月25日に

発売いたします。 

 「フィオーレ」と

はイタリア語で「花」

の意味を指します。

花のような美しさを

表現し、大人の女性にも受け入れやすい「オトナ可愛い」デザインと、初級者でもプレー

への期待感やワクワク感を与えてくれるやさしさを併せ持ったクラブを目指した開発を進

めてきました。 

デザインは、ソールやバックフェースの流れるような美しい曲線のラインや、キーカラー

に淡いピンクを採用して女性らしさを演出しました。なお、このキーカラーはあえて挿し

色程度にとどめることで可愛くなりすぎず、全体のカラーをホワイトにして落ち着いた印

象としています。 

ドライバーは、前作よりもさらに軽量化を図り 250g。その他ラインナップも非力な女性

を考慮した軽量設計により、軽く振り抜けるクラブとしています。いずれもシャフトは、

ナノテクノロジー搭載のナノスピード 200-F シャフトを装着。復元力に優れてしなったも

のが同一軌道上に戻る特性を持つゴムメタル®をシャフトのキックポイント周辺に複合し、

均一なしなり戻りを実現させ、方向性を向上させました。グリップにはしっとりとした感

触で女性の手にも馴染みやすい EZONE Fiore 専用グリップを装着しています。 

【2012 年１月 19 日・ゴルフ】 



[フェアウェイウッドスペック] [ユーティリティスペック]

◆総重量 250g の軽量ドライバー 

 非力な女性でもしっかり振り抜けるよう、前作よりもさらに軽量化 

 を図り、総重量 250g のドライバーといたしました。ヘッドはシャ 

 ローフェースで深く低い重心設計により、つかまりの良い安定した 

 ドライバーショットを可能。シャフトには復元力に優れ、しなった 

 ものが同一軌道上に戻る特性をもつゴムメタルを採用。安定した弾 

 道でボールを飛ばせます。初級者の方にも高く真っすぐ飛ぶドライ 

 バーに仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆非力な女性でも楽にボール上げて飛ばせる設計 

シャローフェースのフェアウェイウッドはボールを上げやすく、非力な女性でも飛距離を

稼ぐことができます。ユーティリティはショートウッドよりも真っすぐ飛ばせ、ロングア

イアンよりも楽にボールが上がり安定したショットを可能とします。いずれもシャフトは

復元力に優れ、しなったものが同一軌道上に戻る特性をもつゴ

ムメタルを採用し、安定した弾道で飛ばせます。 

商   品   名:EZONE Fiore フェアウェイウッド 

       EZONE Fiore ユーティリティ 

素 材・製 法:本体/SUS630 ステンレススチール精密鋳造 

       シャフト/カーボン(ゴムメタル複合) 

             グリップ/WINN社製 EZフィオーレ専用グリップ 

           （YONEX ロゴ付き） 

希望小売価格:FW/￥18,900(本体価格￥18,000) 

             UT/￥15,750(本体価格￥15,000) 

発   売   日:2012 年２月 25 日 

原   産  国:日本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【EZONE Fiore ドライバー概要】

【EZONE Fiore フェアウェイウッド/EZONE Fiore ユーティリティ概要】 

商   品   名:EZONE Fioreドライバー 

素 材・製 法:フェース/6AL-4Vチタン圧延材 

       本体/BF-11チタン圧延材 4ピース鍛造製法 

       シャフト/カーボン(ゴムメタル複合) 

              グリップ/WINN社製EZフィオーレ専用グリップ 

           (YONEXロゴ付き) 

希望小売価格:￥33,600(本体価格￥32,000) 

発   売   日:2012年２月25日 

原   産  国:日本 

シャフト名称 ナノスピード200-F
シャフト硬さ L
ロフト角（°） 13.5
ライ角（°） 60
フェース角（°） 1.0フック
体積（ｍｌ） 430
シャフト質量（ｇ） 44
トルク（°） 6.4
調子 中
クラブ長さ（インチ） 43.25
クラブ質量（ｇ） 250
バランス B9
最適ヘッドスピード（m/s） 30前後

番手 4 5 7
シャフト名称
シャフト硬さ
ロフト角（°） 19 21 24
ライ角（°） 59.5 60 60.5
フェース角（°）
体積（ｍｌ） 147 142 137
シャフト質量（ｇ） 46 45 44
トルク（°）
調子
クラブ長さ（インチ） 41 40.5 40
クラブ質量（ｇ） 268 271 275
バランス
最適ヘッドスピード（m/s）

L

B9
30前後

ナノスピード200-F

6.0
中

0.5フック

番手 5 6
シャフト名称
シャフト硬さ
ロフト角（°） 27 31
ライ角（°） 60.5 61
フェース角（°）
体積（ｍｌ） 110 107
シャフト質量（ｇ） 42 41
トルク（°）
調子
クラブ長さ（インチ） 38 37
クラブ質量（ｇ） 292 301
バランス
最適ヘッドスピード（m/s）

ナノスピード200-F
L

0.5フック

30前後

中
5.8

B9

[FW] [UT]



◆安心感のあるセミラージヘッドでやさしく飛ばせる 

 やや大きめのセミラージヘッドとワイドなソールが構えた時に安心感を与えます。振り 

 抜きが良く、高弾道のボールがやさしく打てるので飛距離も稼げます。シャフトには復 

 元力に優れ、しなったものが同一軌道上に戻る特性をもつゴムメタルを採用。安定した 

 弾道で飛ばせます。 

商   品   名:EZONE Fiore アイアン  

素 材・製 法:SUS431 ステンレススチール精密鋳造 

             シャフト/カーボン（ゴムメタル複合）  

             グリップ/WINN 社製 EZ フィオーレ専用グリップ 

           （YONEX ロゴ付き） 

希望小売価格:4 本セット(♯7～9・PW)･・・･￥42,000(本体価格￥40,000)                              

             5 本セット(♯7～9・PW・SW)･･￥52,500(本体価格￥50,000) 

             AW・SW・・・・・・・・・・・￥10,500(本体価格￥10,000) 

発   売   日:2012 年２月 25 日 

原   産   国:日本 

 

 

 

 

 

 

 

◆方向性がよく安定したパットを可能にするマレット型 

 安定した方向性と転がりが得られるマレット型を採用。フェースには樹脂インサートを 

 採用しており、心地よいタッチと軟らかい打球感が得られます。 

商   品   名:EZONE Fiore パター 

素 材・製 法:本体/SUS630 ステンレススチール精密鋳造 

             フェース/TPU 樹脂 

             シャフト/トリプルベントスチールシャフト 

             グリップ/WINN 社製 EZ フィオーレ専用パターグリップ 

            (YONEX ロゴ付き) 

希望小売価格:￥10,500(本体価格￥10,000) 

発   売   日:2012 年２月 25 日 

原   産   国:日本 

 

 

【EZONE Fiore アイアン概要】 

【EZONE Fiore パター概要】 

ロフト角（°） 3
ライ角（°） 72
クラブ長さ（インチ） 32
クラブ質量（g） 508

＃7の場合 ナノスピード200-F
シャフト硬さ L
クラブ質量（ｇ） 315
シャフト質量（ｇ） 42
トルク（°） 5.0
調子 中
最適ヘッドスピード（m/s） 30前後

番手 7 8 9 PW AW SW
シャフト名称
ロフト角（°） 34 38 43 48 52 56
ライ角（°） 62 62.5 63
クラブ長さ（インチ） 36 35.5 35 34.5
バランス C0 C1B9

ナノスピード200-F

63.5
34


