
【2014 年 1 月 27 日・ゴルフ】 

←左から Fiore パタ

ー、Fiore アイアン、

Fiore ドライバー、 

Fiore フェアウェイウッ

ド、Fiore ユーティリテ

ィー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨネックス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：米山勉）は、ヘッドスピ

ード 30m/s 前後の、ゴルフを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

「Fiore(フィオーレ)」のドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティー、アイアン、

パターを 2014 年２月中旬に発売いたします。 

 「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。 

機能面では、非力なレディスゴルファーを考慮した女性専用設計としました。ドライバ

ーの重量は前モデルよりもさらに軽い 248g。その他ラインナップも軽量化を図り、軽く振

り抜くことができます。また、シャロ―フェースの採用と深く低い重心設定によって、と

にかくボールを上げやすく、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 Fiore 専用グリップを採用いたしました。 

デザインは、流れるような美しい曲線を描いたシンプルなヘッド形状とし、アイアンの

バックフェースには SWAROVSKI ELEMENTS を配置。カラーリングは、パールホワイトを基本

に淡いピンクを加えて女性らしさを演出しました。また、フェースカラーをブラックとし

たことによるコントラスト効果で、構えたときにフェースが大きく見え安心感を与えます。 



[フェアウェイウッドスペック] [ユーティリティースペック]

 

◆総重量 248g 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、前モデルよりもさらに軽

量化を図り、総重量 248g 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が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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

ティリティーはショートウッドよりも真っすぐ飛ばせ、ミド

ル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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商  品  名:Fiore ドライバー 
素材・製法:本体/BF-11 チタン圧延材 4 ピース鍛造製法 
           フェース/6AL-4V チタン圧延材 
      シャフト/カーボン 
           グリップ/WINN 製フィオーレ専用グリップ 
          (YONEX ロゴ付バックライン無し) 
価      格:￥32,000＋税（ヘッドカバー付） 
発  売  日:2014 年２月中旬 
原  産  国:ベトナム 

[FW] [UT]

シャフト名称 FR300
シャフト硬さ L
ロフト角（°） 13.5
ライ角（°） 60
フェース角（°） 0.5フック
体積（ｍｌ） 430
シャフト質量（ｇ） 41
トルク（°） 6.5
調子 中
クラブ長さ（インチ） 43.25
クラブ質量（ｇ） 248
バランス B9
最適ヘッドスピード（m/s） 30前後

Fiore ドライバー概要 

Fiore フェアウェイウッド／Fiore ユーティリティー概要 

商  品  名:Fiore フェアウェイウッド 
      Fiore ユーティリティー 
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 
           グリップ/WINN 製フィオーレ専用グリップ 
           （YONEX ロゴ付バックライン無し） 
価     格:FW/￥18,000＋税（ヘッドカバー付） 
          UT/￥15,000＋税（ヘッドカバー付） 
発  売  日:2014 年２月中旬 
原  産  国:ベトナム 

シャフト名称
番手 4 5 7
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） 158 153 149
シャフト質量（ｇ） 42 41.5 41
トルク（°）
調子
クラブ長さ（インチ） 41 40.5 40
クラブ質量（ｇ） 264 268 272
バランス
最適ヘッドスピード（m/s）

L

B9
30前後

FR300

6.5
中

0

シャフト名称
番手 5 6
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） 111 110
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） 290 299
バランス
最適ヘッドスピード（m/s）

FR300

L

0

30前後

中
6.3

B9



 

 

◆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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆方向性がよく安定したパットを可能にするマレット型 

 フェースバランス設計のマレット型ヘッド採用によって、安定した転が

りが得られます。また、削り出しフェース面の採用によって、心地よいタ

ッチと柔らかい打球感が得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiore アイアン概要 

商  品  名:Fiore アイアン  
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 
           グリップ/WINN 製フィオーレ専用グリップ 
           （YONEX ロゴ付バックライン無し） 
価      格:カーボン 5本セット(♯7～9・PW・SW)･･￥50,000＋税 
発  売  日:2014 年２月中旬 
原  産  国:ベトナム 

＃7の場合 FR300
シャフト硬さ L
クラブ質量（ｇ） 313
シャフト質量（ｇ） 40
トルク（°） 5.8
調子 中
最適ヘッドスピード（m/s） 30前後

Fiore パター概要 

商  品  名:Fiore パター 
素材・製法:本体/SUS431 ステンレススチール精密鋳造 
             シャフト/パター専用スチール 
             グリップ/WINN 製フィオーレパター専用グリップ 
価      格:￥10,000＋税（ヘッドカバー付） 
発  売  日:2014 年２月中旬 
原  産  国:ベトナム 

クラブ長さ（インチ） 32
ロフト角（°） 3
ライ角（°） 72
クラブ質量（g） 524

番手 7 8 9 PW SW
シャフト名称
ロフト角（°） 34 38 42 46 54
ライ角（°） 62.5 63 63.5 64 64.5
フェースプログレッション（mm） 1.5 2.0 2.5 2.5 4.3
バンス角（°） 1.0 2.0 3.0 4.0 10.0
クラブ長さ（インチ） 36 35.5 35 34.5 34
バランス C4B9

FR300


