持ち前の操作性に
飛距離性能が加わった
プロも評価する操作性と飛距離
アッタスの魅力は、
まず正確性にこだわりの強いアメリカのゴルファーの眼に鍛えられた操作性・安定性の高
さです。
そのうえでアッタス-T2は、車のエンジンに例えれば、
ターボ機能をつけたように飛ばし性能を向上させ
ています。
しかも自分のスイングを邪魔しないところが特長。
プロが「飛ばせる」と高評価した理由も扱いやす
いうえに正確性と飛距離が両立しているという点にあります。
（中井プロ・談）

中井 学プロ

操作性で評判となった初代ATTASをベースに弾き感と安定感を両立させ、
早くも注目を集め始めている新登場の「ATTAS-T2（アッタス-T2）」シャフト。
人気の2011年モデル・
ドライバーとのマッチングを中井学プロに試打インプレッションで確かめた。

Titleist

BRIDGESTONE

X-DRIVE 705
TYPE455

Titleist
910D2 / 910D3

［Xドライブ705 タイプ455］

［タイトリスト 910D2／910D3］

は ︑ ア ッ タ ス Ｔ- ２ ︵ 以 下 Ｔ
２︶が最高の組み合わせ︒間違

を搭載︑ロフト角とライ角を

ュアフィット・ツアーシステム

また︑９１０のヘッドは︑シ

ルをつかまえる打ち方ができれ

いなくタイトリスト史上最も飛

通りに調整可能です︒ＵＳＴマ

ば︑９１０Ｄ２よりさらに飛ば

ぶクラブになると思います︒Ｔ

ミヤならではのしっかりした剛

せます︒操作性の高いＴ２は︑

２のしっかり感が︑ヘッドの慣

性は︑調整したなりの結果が出

飛ぶ９１０のヘッドと
抜群にマッチ

性モーメントの大きさとピッタ

やすいのではないでしょうか︒

小回りの効くＤ３のヘッド特性

リ︒スピンを抑えたボールで飛

まさにヘッドを生かすシャフト

を存分に活かせます︒

ばせます︒真っ直ぐ︑遠くへ飛

です︒
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９１０Ｄ２との組み合わせで

ばしたい︒叩きたいゴルファー

腕に自信のあるゴルファーな

なら９１０Ｄ２がお勧めです︒

ら９１０Ｄ３︒やや小ぶりでフ

●ロフト角／8.5度、9.5度、10.5
度●ヘッド体積／455㎤●クラ
ブ長さ／45.25インチ●アッタス・
ラインアップ／ATTAS-T2 5R2・
R・S、6R・S・X、7S・X、8S・X●ク
ラブ重さ／316g（6S）●シャフト
トルク／3.4（6S）●キックポイン
ト／中調子●価格／99,750円・
1本※クラブのSPECは試打した
クラブの実測値です。※特注専
用シャフト

ェースターンがやりやすいヘッ

X-DRIVE 705 TYPE455

ドですからロフトを立ててボー

弾き感があり︑
より飛距離に特化

Ｘ Ｄ-ＲＩＶＥ ７０５は︑ク
ラウンの軽量化による設計の自

由度アップにより重心設計がよ

Ｔ２を装着したことで︑よりし

られます︒タイプ４５５で飛ば

り緻密になったヘッド︒さらに

しをトコトン追求したいゴルフ

低スピン高弾道を生み出す独自

５もありますが︑このタイプ４

ァーには︑まさにピッタリ︒Ｔ

っかりしたインパクトの中にも

５５はプロ︑上級者のためのス

２は︑安定性が高く︑しかもス

ボールを弾いた感触があり︑飛

トレートな飛ばしをさらに深く

イングを邪魔しませんからタイ

のクラウンが︑飛ばしをこれま

追求したモデルです︒上級者が

プ４１５の操作性を活かしつつ︑

ばした感触がさらに色濃く感じ

求めるフィーリングを大切にし

さらなる飛距離を求めるゴルフ

操作性がより高いタイプ４１

ながら適度なつかまり感もあっ

でよりシフトアップしました︒

て︑スクエア・フェースで安心

ァーにも大きな満足をもたらす

はずです︒

して叩いていけるのが特長︒完

成度が高いモデルです︒

〈PR〉

ATTAS-T2

「弾き」
と
「つかまり」が高機能ヘッドにマッチ

910D2
●ロフト角／8.5度、9.5度、10.5
度●ヘッド体積／460㎤●クラブ
長さ／45インチ●アッタス・ライン
アップ／ATTAS-T2 6S・X●クラ
ブ重さ／316g
（6S）
●シャフトトル
ク／3.4
（6S）
●キックポイント／中
調子●価格／77,700円・1本

910D3
●ロフト角／8.5度、9.5度、10.5
度●ヘッド体積／445㎤●クラブ
長さ／45インチ●アッタス・ライン
アップ／ATTAS-T2 6S・X、7S・X
●クラブ重さ／316g（ 6S）●シャ
フトトルク／3.4（6S）●キックポイ
ント／中調子●価格／77,700
円・1本

〈PR〉

ていましたが︑Ｔ２︵６Ｓ︶を
装着したモデルを実際に打って

成度の高いマッチングに仕上が

トとして採用します︒Ｚ Ｔ-Ｘ
のオリジナルシャフトも大変完

ッチするシャフトを標準シャフ

通常︑多くのゴルファーにマ

速します︒インパクトでの弾き

の剛性感がインパクトで鋭く加

フさが加わり︑シャフト先端部

着モデルでは︑オリジナルにタ

ッドがいいからシャフトの特性

も高いことがわかりました︒ヘ

みてヘッド自体のポテンシャル

っています︒プロ︑上級者が求
感が欲しいというゴルファーに

た2011年モデルはドライバーの当たり年 です。ヘッ
がこれまで以上に重要になりました。ですから各メーカ
ーもシャフトのラインアップを充実させています。

追求のためにはカスタムシャフトのラインアップチェッ

Yamaha

がきちんと反映します︒Ｔ２装

める操作性︑飛距離が見事にバ
は最適だと思います︒

インパクトで
弾き感が出る

Z-TX TOUR

ランスしていて︑そのうえスリ

るかどうかで飛びに大きな差が出るからです。飛距離

クソン初搭載のクイックチュー
ンシステムでボールのつかまり
４３０㎤と小ぶりのヘッドで

を調整可能です︒

ドが高機能になっただけにシャフト性能とのマッチング

軽量タイプでも
しっかり感
全体の重量を軽量に仕上げ︑
パワーを必要とせず振り切りや
すくヘッドスピードを上げて飛
ばせるのがＲ９ ＳＵＰＥＲＭ

飛距離の伸びがそれに比例しな

ヘッドスピードが上がったのに

い︑軟らかい︑長いシャフトで

タイプのゴルファーの場合︑軽

ヘッドをボールにぶつけていく

いモデルですが︑インパクトで

このドライバーも完成度の高

んと引き出せて見違えるほど飛

してヘッド本来の性能が︑きち

スイングとヘッド性能がマッチ

強い弾道で飛距離を伸ばせます︒

道がより吹き上がらなくなり︑

ならＴ２との組み合わせで︑弾

どは必要ないというゴルファー

ァーや競技会にも出るという女

キャリアの長いシニアゴルフ

しっかりしたインパクト感が出

性ゴルファーならぜひ一度試し

るシャフトは案外少ないのです︒ てみてください︒

せます︒軽量でしっかりしてい

Ｔ２︵５Ｒ︶を装着することで

ぶようになります︒

ールの上がりやすさが︑それほ

また︑ヘッドが持っているボ

●ロフト角／9.5度、10.5度、12度
（HT）
●ヘッド体積／460㎤●アッタ
ス・ラインアップ／ATTAS-T2 5R・
S、6R・S・X、7S・X、8S・X●クラブ重
さ／305g
（5R）
●シャフトトルク／5.3
（5R）
●キックポイント／中調子●価
格／84,000円・1本

いこともあります︒その場合は

ＡＸです︒

R9 SUPERMAX

試打したクラブは︑４５・７５

たヘッドは︑絶妙の出来です︒

ドの大きさを考慮して開発され

長尺でも十分振り切れるヘッ

拡げてくれます︒

がクラブ長さの選択幅を確実に

ています︒Ｔ２を装着すること

ーの要求にきちんと応えてくれ

いて飛ばしたいというゴルファ

保ち︑シャフトを伸ばしても叩

すし︑長尺用に設計されたヘッ

ファーにもＴ２はピッタリくる

やすさは必要ない︑というゴル

でもそこまでのボールの上がり

Ｄタイプのヘッドを使いたい︑
ドの特性を損なわず︑オリジナ

トの長さの違いは大きい︒Ｔ２

ァーには︑このわずかなシャフ

長尺はどうも苦手というゴルフ

飛ばしを追求できます︒

心配がさらになくなり思う存分

ッチしやすいのです︒左に行く

イングの邪魔をしませんからマ

めにしてもヘッド軌道の安定を

の安定感は︑シャフトをやや長

ヘッドスピードを上げたいが︑ と思います︒Ｔ２は基本的にス

ルより弾き感が出ています︒

くなった分の差は埋まっていま

インチですからオリジナルより

●ロフト角／9度、10度●ヘッド体
積／440㎤●推奨クラブ長さ／
46〜45インチ●アッタス・ライン
アップ／ATTAS-T2 5R・S、6R・
S・X、7S・X、8S・X●クラブ重さ／
313g（6S、45,5インチ）●シャフト
トルク／3.4（6S）●キックポイント
／中調子●価格／97,650円・1
本※クラブ重さは、試打クラブ実測
値です。

もやや短めの設定でしたが︑短

inpresX V440
POWER LENGTH

操作性も申し分ありませんから

R9 SUPERMAX
［R9 スーパーマックス］

長めにしてもヘッドが安定

腕に覚えのあるアスリートには

Taylormade
［インプレスX V440 パワーレングス］

●ロフト角／8.5度、9.5度●ヘッド体
積／430㎤●クラブ長さ／45インチ
（標準長さ）●アッタス・ラインアップ
／ATTAS-T2 6S●クラブ重さ／
313g●シャフトトルク／3.4●キック
ポイント／中調子●価格／87,150
円・1本

inpresX
V440
POWER
LENGTH

垂涎の的だと思います︒標準シ

ゴルファーが、
ヘッド性能をより引き出せるシャフトであ
■ATTAS-T2のお問い合わせ／マミヤ・オーピー
（株）
USTMamiya統括部 03-5437-2430 http://www.ustmamiya.com

増幅してくれます。

中井 学（なかい・がく）

ヘッド性能がよくなり、完成度の高いドライバーが揃っ

14歳でゴルフを始め高校卒業後、
アメリカの
ミニツアーで修行。帰国後の1999年から
ティーチング活 動 開 始 。現 在 、株 式 会 社
ファースト・ゲート代表取締役として東京・港区
赤坂3-12-13 RIFA2ビルで培ったスイング
理論をレッスンする
「THE GOLF LESSON」
を経営。1972年、大阪府生まれ。

クが欠かせません。

ここで掲載したモデルは、USTMamiyaの試打会で実際に試せます。詳しくはWebで。

ャフトとのトータルバランスで

見えて進化しています。ヘッド形状や大きさも熟成さ

〈PR〉
〈PR〉

れ、
ゴルファーの感性にマッチしてスイングの楽しさを

高性能が実現できていると思っ

重心位置設計の最適化などで、飛ばしの性能が目に

［Z-TX ツアー］
続々とニューモデルが登場していますが、
どのクラブも

SRIXON

Z-TX TOUR

「2011年モデルは、
ドライバーの当たり年」

