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(57)【要約】
【課題】オフセンターヒット時の飛距離の減少を少なく
すること。
【解決手段】フェース部と、クラウン部と、ソール部と
を含むウッド型のゴルフクラブヘッドであって、前記フ
ェース部が、インパクトエリアと、前記インパクトエリ
アよりもトウ側のトウ側エリアと、前記インパクトエリ
アよりもヒール側のヒール側エリアと、を含み、前記ト
ウ側エリアまたは前記ヒール側エリアの少なくとも一方
のエリアに、少なくとも一つの溝が形成され、前記溝の
深さは、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以下であり
、前記トウ側エリアと前記ヒール側エリアとで、前記溝
の面積占有率が異なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェース部と、クラウン部と、ソール部とを含むウッド型のゴルフクラブヘッドであっ
て、
　前記フェース部が、インパクトエリアと、前記インパクトエリアよりもトウ側のトウ側
エリアと、前記インパクトエリアよりもヒール側のヒール側エリアと、を含み、
　前記トウ側エリアまたは前記ヒール側エリアの少なくとも一方のエリアに、少なくとも
一つの溝が形成され、
　前記溝の深さは、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以下であり、
　前記トウ側エリアと前記ヒール側エリアとで、前記溝の面積占有率が異なる、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドであって、
　前記トウ側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の第一の溝が形成され、
　前記ヒール側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の前記第二の溝が形成さ
れ、
　隣接する前記第一の溝間の最短距離は、前記第一の溝の幅の３倍未満であり、
　隣接する前記第二の溝間の最短距離は、前記第二の溝の幅の３倍未満である、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項３】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドであって、
　前記インパクトエリアには、前記溝に相当する溝が形成されていない、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項４】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドであって、
　前記トウ側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の第一の溝が形成され、
　前記ヒール側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の第二の溝が形成され、
　前記第一の溝の数と、前記第二の溝の数とが異なることにより、前記トウ側エリアと前
記ヒール側エリアとで、前記溝の面積占有率が異なる、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項５】
　請求項１に記載のゴルフクラブヘッドであって、
　前記トウ側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の第一の溝が形成され、
　前記ヒール側エリアには、前記少なくとも一つの溝として複数の第二の溝が形成され、
　隣接する前記第一の溝間のピッチと、隣接する前記第二の溝間のピッチとが異なること
により、前記トウ側エリアと前記ヒール側エリアとで、前記溝の面積占有率が異なる、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項６】
　フェース部と、クラウン部と、ソール部とを含むウッド型のゴルフクラブヘッドであっ
て、
　前記フェース部が、インパクトエリアと、前記インパクトエリアよりもトウ側のトウ側
エリアと、前記インパクトエリアよりもヒール側のヒール側エリアと、を含み、
　前記トウ側エリアまたは前記ヒール側エリアの少なくとも一方のエリアに、複数の溝が
形成され、
　前記複数の溝の深さは、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以下であり、
　前記複数の溝の隣接する溝間の最短距離は、１．９０５ｍｍ未満である、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はウッド型のゴルフクラブヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフクラブヘッドのフェース部には、摩擦力等の性能改善を目的として、溝を形成す
ることが提案されている（特許文献１～４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２７２２７１号公報
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１５／０１６５２８３号明細書
【特許文献３】米国特許第６３９８６６５号明細書
【特許文献４】米国特許第６２２４４９７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ドライバーやフェアウエイウッドに代表されるウッド型のゴルフクラブヘッドでは、そ
の飛距離性能が重視される場合が多く、より安定した飛距離が得られることが望まれる。
より安定した飛距離を得るためには、オフセンターヒット時の飛距離の減少を少なくする
ことが挙げられる。しかし、フェース部の隅部周辺では、構造的に撓みが得られにくい場
合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、オフセンターヒット時の飛距離の減少を少なくすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、
　フェース部と、クラウン部と、ソール部とを含むウッド型のゴルフクラブヘッドであっ
て、
　前記フェース部が、インパクトエリアと、前記インパクトエリアよりもトウ側のトウ側
エリアと、前記インパクトエリアよりもヒール側のヒール側エリアと、を含み、
　前記トウ側エリアまたは前記ヒール側エリアの少なくとも一方のエリアに、少なくとも
一つの溝が形成され、
　前記溝の深さは、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以下であり、
　前記トウ側エリアと前記ヒール側エリアとで、前記溝の面積占有率が異なる、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッドが提供される。
【０００７】
　また、本発明によれば、
　フェース部と、クラウン部と、ソール部とを含むウッド型のゴルフクラブヘッドであっ
て、
　前記フェース部が、インパクトエリアと、前記インパクトエリアよりもトウ側のトウ側
エリアと、前記インパクトエリアよりもヒール側のヒール側エリアと、を含み、
　前記トウ側エリアまたは前記ヒール側エリアの少なくとも一方のエリアに、複数の溝が
形成され、
　前記複数の溝の深さは、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以下であり、
　前記複数の溝の隣接する溝間の最短距離は、１．９０５ｍｍ未満である、
ことを特徴とするゴルフクラブヘッドが提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、オフセンターヒット時の飛距離の減少を少なくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
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【図１】（Ａ）は本発明の一実施形態のゴルフクラブヘッドの斜視図、（Ｂ）は図１（Ａ
）のゴルフクラブヘッドをフェース面側から見た正面図。
【図２】（Ａ）は図１（Ｂ）のI-I線に沿う断面図、（Ｂ）は図１（Ｂ）のII-II線に沿う
断面図。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）はインパクトエリアの補足説明図。
【図４】（Ａ）および（Ｂ）は別例のゴルフクラブヘッドの正面図。
【図５】（Ａ）および（Ｂ）は別例のゴルフクラブヘッドの正面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜第一実施形態＞
　図１（Ａ）は本発明の一実施形態のゴルフクラブヘッド１０の斜視図、図１（Ｂ）はゴ
ルフクラブヘッド１０をフェース部１１側から見た正面図である。
【００１１】
　ゴルフクラブヘッド１０は中空体をなしており、その周壁が、フェース部１１、クラウ
ン部１２、ソール部１３及びサイド部１４を構成している。フェース部１１は、その表面
がフェース面（打撃面）を形成する。クラウン部１２はゴルフクラブヘッド１０の上部を
形成する。ソール部１３はゴルフクラブヘッド１０の底部を形成する。サイド部１４はソ
ール部１３と、クラウン部１２との間の部分を形成する。また、ゴルフクラブヘッド１０
はシャフトが取付けられるホゼル部１５を備える。
【００１２】
　図１（Ａ）の矢印ｄ１はフェース－バック方向を、矢印ｄ２はトウ－ヒール方向をそれ
ぞれ示している。図１（Ｂ）の矢印ｄ３はフェース部１１の上下方向を示す。フェース－
バック方向は、通常は、飛球線方向（打球の目標方向）である。トウ－ヒール方向は、例
えば、ソール部１３のトウ側端とヒール側端とを結ぶ方向或いはフェース－バック方向に
直交する方向と規定することができる。フェース部１１の上下方向は、ゴルフクラブヘッ
ド１０を規定ライ角通りに接地した場合を基準とする。本実施形態の場合、ソール部１３
－クラウン部１２の方向となる。なお、ライ角は図１（Ｂ）に示すようにシャフト軸線Ｌ
１と接地面とがなす角度θ１である。
【００１３】
　ゴルフクラブヘッド１０はドライバ用のゴルフクラブヘッドである。しかし、本発明は
ドライバ以外のフェアウエイウッド、ユーティリティ（ハイブリッド）等の各種のウッド
型のゴルフクラブヘッドに適用可能である。
【００１４】
　ゴルフクラブヘッド１０は、金属材料から作成することができ、そのような金属材料と
しては、チタン系金属（例えば、６Ａｌ－４Ｖ－Ｔｉのチタン合金等）、ステンレス、ベ
リリウムカッパー等の銅合金が挙げられる。
【００１５】
　ゴルフクラブヘッド１０は、複数のパーツを接合して組み立てることができる。例えば
、本体部材とフェース部材とから構成できる。本体部材は、クラウン部１２と、ソール部
１３と、サイド部１４と、フェース部１１の周縁部分とを構成する。本体部材のフェース
部１１に相当する部分の一部に開口部が形成される。フェース部材は本体部材の開口部に
接合される。
【００１６】
　フェース部１１は、インパクトエリアＩＡと、インパクトエリアＩＡよりもトウ側のト
ウ側エリアＴＡと、インパクトエリアＩＡよりもヒール側のヒール側エリアＨＡとを含む
。
【００１７】
　インパクトエリアＩＡは、規則（Ｒ＆Ａルール）上、ドライビングクラブとフェアウェ
イウッドの場合、クラブフェースの中心を通り1.68インチ（42.67mm）の幅を有する帯状
の部分とされる。ここで、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）も参照してインパクトエリアＩＡを
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補足する。
【００１８】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）において、面Ｓ１は、ゴルフクラブヘッド１０を、その規定
ライ角θ１、規定ロフト角θ２で接地面に接地させたときに、フェース部１１の中心Ｆｃ
を通り、接地面と垂直であり、トウ―ヒール方向と垂直な仮想垂直面である。インパクト
エリアＩＡは、図３（Ｂ）に示すように面Ｓ１とフェース部１１との交線を中心として1.
68インチ（42.67mm）の幅を有する帯状の部分である。ここで、フェース部１１の中心Ｆ
ｃは、Ｒ＆ＡとＵＳＧＡが定めるペンデュラムテストにおける“Ｉｍｐａｃｔ　Ｌｏｃａ
ｔｉｏｎ　Ｔｅｍｐｌａｔｅ”により定めることができる。具体的には、フェース部１１
の輪郭をクラウン－ソール方向に半分に分割し、且つ、トウ－ヒール方向に半分に分割す
る位置がフェース部１１の中心Ｆｃとなる。
【００１９】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）に戻り、フェース部１１の表面にはトウ側エリアＴＡにお
いて複数の溝Ｇ１が形成され、ヒール側エリアＨＡにおいて複数の溝Ｇ２が形成されてい
る。本実施形態では、トウ側エリアＴＡに複数の溝Ｇ１を形成したが、溝Ｇ１は一つであ
ってもよい。同様に、ヒール側エリアＨＡの溝Ｇ２は一つであってもよい。図１（Ａ）及
び図１（Ｂ）に加えて図２（Ａ）及び図２（Ｂ）を参照して溝Ｇ１、Ｇ２について説明す
る。図２（Ａ）は図１（Ｂ）のI-I線に沿う断面図、図２（Ｂ）は図１（Ｂ）のII-II線に
沿う断面図、である。I-I線及びII-II線はｄ３方向の線である。
【００２０】
　本実施形態の場合、複数の溝Ｇ１、Ｇ２は以下の形態を有している。複数の溝Ｇ１、Ｇ
２はフェース部１１の上下方向（ｄ３方向）に配列されている。各溝Ｇ１、Ｇ２は、トウ
－ヒール方向に延設された直線状の溝であり、互いに平行である。各溝Ｇ１、Ｇ２は、必
ずしも連続した直線状の溝である必要はなく、途中で途切れた溝であってもよい。溝Ｇ１
、Ｇ２の断面の輪郭形状は楕円弧状である。しかし、溝Ｇ１、Ｇ２の断面の輪郭形状は、
これに限られず、円弧状、三角形状、四角形状、台形状等、様々な輪郭形状を採用可能で
ある。
【００２１】
　各溝Ｇ１の深さＤ１及び各溝Ｇ２の深さＤ２は、０．０２５ｍｍ以上０．５０８ｍｍ以
下の範囲内の深さである。深さＤ１、Ｄ２がこの数値範囲であることにより、ゴルフクラ
ブヘッドの規則（Ｒ＆Ａルール）の溝の深さの要件を満たすことができる。
【００２２】
　溝Ｇ１は、幅Ｗ１、ピッチＰ１で形成されており、隣接する溝Ｇ１間は最短距離Ｌ１だ
け離間している。幅Ｗ１は溝Ｇ１の縁と縁との間の距離であり、長手方向と直交する方向
（ここではｄ３方向）の幅である。ピッチＰ１は、溝Ｇ１の配設間隔であり、ここではｄ
３方向の配設間隔である。最短距離Ｌ１は、隣接する溝Ｇ１の縁から縁までの最短距離で
あり、ここではｄ３方向の離間距離である。
【００２３】
　幅Ｗ１は例えば０．１ｍｍ以上０．９ｍｍ以下であり、ピッチＰ１は例えば０．２ｍｍ
以上であり、最短距離Ｌ１は例えば０．１ｍｍ以上である。本実施形態の場合、各溝Ｇ１
の幅Ｗ１は同じであるが異なっていてもよく、また、ピッチＰ１は等ピッチであるが異な
っていてもよい。最短距離Ｌ１も、隣接する各溝Ｇ１で同じであるが異なっていてもよい
。最短距離Ｌ１は、幅Ｗ１の３倍未満としてもよい。
【００２４】
　溝Ｇ２は、幅Ｗ２、ピッチＰ２で形成されており、隣接する溝Ｇ２間は最短距離Ｌ２だ
け離間している。幅Ｗ２、ピッチＰ２および最短距離Ｌ２の定義は、溝Ｇ１と同様である
。
【００２５】
　幅Ｗ２は例えば０．１ｍｍ以上０．９ｍｍ以下であり、ピッチＰ２は例えば０．２ｍｍ
以上であり、距離Ｌ２は例えば０．１ｍｍ以上である。本実施形態の場合、各溝Ｇ２の幅
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Ｗ２は同じであるが異なっていてもよく、また、ピッチＰ２は等ピッチであるが異なって
いてもよい。最短距離Ｌ２も、隣接する各溝Ｇ２で同じであるが異なっていてもよい。最
短距離Ｌ２は、幅Ｗ２の３倍未満としてもよい。
【００２６】
　ここで、トウ側エリアＴＡおよびヒール側エリアＨＡは、インパクトエリアＩＡと連続
する部分を除いて、クラウン部１２、ソール部１３およびサイド部１４に囲まれている。
したがって、トウ側エリアＴＡおよびヒール側エリアＨＡは、クラウン部１２、ソール部
１３およびサイド部１４の拘束によって、本来は、構造的に撓みづらい。しかし、本実施
形態では、溝Ｇ１、Ｇ２を形成したことにより、トウ側エリアＴＡおよびヒール側エリア
ＨＡの剛性を低下させ、撓み易くしている。このため、オフセンターヒット時の飛距離の
減少を少なくすることができる。
【００２７】
　最短距離Ｌ１、Ｌ２を、対応する幅Ｗ１、Ｗ２の３倍未満とすると、溝Ｇ１や溝Ｇ２が
密に形成され、トウ側エリアＴＡおよびヒール側エリアＴＨを、撓み易くすることができ
る。
【００２８】
　次に、本実施形態では、トウ側エリアＴＡに対する溝Ｇ１の面積占有率（以下、面積占
有率Ａ１と呼ぶ場合がある。）と、ヒール側エリアＨＡに対する溝Ｇ２の面積占有率（以
下、面積占有率Ａ２と呼ぶ場合がある）とは異なっている。面積占有率Ａ１は、全ての溝
Ｇ１の総面積／トウ側エリアＴＡの面積、であり、面積占有率Ａ２は、全ての溝Ｇ１の総
面積／ヒール側エリアＴＨの面積、である。溝Ｇ１、Ｇ２の面積とはフェース部１１の表
面に開口しているエリアの面積であり、個々の溝Ｇ１の面積は、例えば、幅Ｗ１×溝Ｇ１
の長さ、で算出される。溝Ｇ２の面積も同様である。
【００２９】
　トウ側エリアＴＡと、ヒール側エリアＨＡとを比較すると、ヒール側エリアＨＡには、
剛性が高いホゼル部１５が隣接している。したがって、ヒール側エリアＨＡはトウ側エリ
アＴＡよりも撓み難い場合がある。そこで、本実施形態の場合、面積占有率Ａ２の方が面
積占有率Ａ１よりも高くしている。これにより、打点がトウ側エリアＴＡ内の場合、ヒー
ル側エリアＨＡ内の場合とで、打球の飛距離が大きく異ならないようにすることができる
。
【００３０】
　面積占有率Ａ２を面積占有率Ａ１よりも高くする手法として、本実施形態では、ピッチ
Ｐ２をピッチＰ１よりも短くしており、図の例ではピッチＰ２はピッチＰ１の半分である
。このため、溝Ｇ２の単位面積あたりの数が溝Ｇ１の単位面積あたりの数よりも多くなり
、面積占有率Ａ２が面積占有率Ａ１よりも高くなっている。
【００３１】
　面積占有率Ａ１と面積占有率Ａ２とを異ならせる方法としては、ピッチＰ１およびＰ２
や、溝Ｇ１、Ｇ２の数に限られず、例えば、溝の幅Ｗ１、Ｗ２を異ならせる等、他の手法
であってもよい。
【００３２】
　本実施形態では、面積占有率Ａ２を面積占有率Ａ１よりも高くしたが、逆に、面積占有
率Ａ１よりも面積占有率Ａ２を高くしてもよい。この構成は、トウ側エリアＴＡがヒール
側エリアＨＡはよりも撓み難い構造の場合や、打点がトウ側エリアＴＡ内の場合により飛
距離が大きくなる構造を目的とする場合に有利である。
【００３３】
　本実施形態の場合、インパクトエリアＩＡには、溝Ｇ１あるいは溝Ｇ２に相当する溝は
いずれも形成されていない。しかし、スコアラインやパンチマークなどを形成してもよい
。また、インパクトエリアＩＡはゴルフクラブヘッドの規則（Ｒ＆Ａルール）に適合する
粗面としてもよい。
【００３４】
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　＜第二実施形態＞
　第一実施形態のゴルフクラブヘッド１０では、ヒール側エリアＨＡの溝Ｇ２の数が、ト
ウ側エリアＴＡの溝Ｇ１の数よりも多くなっており、約２倍の数である。このため、ゴル
ファがアドレスした場合、フェース部１１のヒール側エリアＨＡがトウ側エリアＴＡより
も煩雑に見える場合があり、ゴルファに違和感を与える場合がある。この違和感を低減す
るため、ｄ３方向で互いに同じ高さに位置している溝Ｇ１と溝２とを所定の色で着色し、
他の溝は着色しないようにしてもよい。図４（Ａ）はその一例を示している。
【００３５】
　同図の例では、全ての溝Ｇ１が着色されている。溝Ｇ２については、溝Ｇ１と同じ高さ
に位置している溝のみ着色され、その他の溝は着色されておらず、本実施形態の構成例で
は、溝Ｇ２は一つ置きに着色されている。着色された溝Ｇ１および溝Ｇ２の存在が強調さ
れるので、ゴルファがアドレスした場合に、ヒール側エリアＨＡとトウ側エリアＴＡとで
溝Ｇ１、Ｇ２の数が同じように見せることができる。着色は例えば白色とすることができ
るが、他の色であってもよい。
【００３６】
　＜第三実施形態＞
　第一実施形態のゴルフクラブヘッド１０では、溝Ｇ１、Ｇ２を直線状の溝としたが、他
の形状であってもよい。また、溝Ｇ１、Ｇ２の配列方向をｄ３方向としたが、他の方向と
してもよい。また、溝Ｇ１と溝Ｇ２とが、形状、配列方向が異なっていてもよい。また、
同じエリア内に形状、配列方向が異なる溝が形成されてもよい。
【００３７】
　図４（Ｂ）は溝Ｇ１、Ｇ２の他の構成例を示している。図４（Ｂ）の例では、複数の溝
Ｇ１が同心円弧状に形成されており、その配列方向はｄ２方向である。また、複数の溝Ｇ
２が同心円弧状に形成されており、その配列方向はｄ２方向である。同図の例の場合、溝
Ｇ１と溝Ｇ２とは、中心を共通とする同心円弧状となっており、溝Ｇ１はトウ側へ膨出し
た円弧形状であり、溝Ｇ２はヒール側へ膨出した円弧形状である。しかし、溝Ｇ１と溝Ｇ
２とは、同方向に膨出した円弧形状であってもよい。
【００３８】
　溝Ｇ１、Ｇ２の配列方向によって、打球のスピンに異なる影響を与えることができる場
合がある。第一実施形態のように、配列方向をｄ３方向とした場合と、図４（Ｂ）の例の
ように配列方向をｄ２方向とした場合とで、打球のスピンに異なる影響を与えることがで
きる場合がある。
【００３９】
　＜第四実施形態＞
　隣接する溝Ｇ１間および溝Ｇ２間の最短距離Ｌ１、Ｌ２を、１．９０５ｍｍ未満として
もよい。この場合、面積占有率Ａ１と面積占有率Ａ２とは異なってもよいし、同じであっ
てもよい。図５（Ａ）はその一例を模式的に示している。
【００４０】
　同図の例では、溝Ｇ１と溝Ｇ２との数を同じとしており、最短距離Ｌ１、Ｌ２を、１．
９０５ｍｍ未満としている。最短距離Ｌ１、Ｌ２は例えば０．１ｍｍ以上１．９０５ｍｍ
未満の範囲内から選択することができる。
【００４１】
　図５の例の場合、溝Ｇ１と溝Ｇ２とが密に配置されるため、トウ側エリアＴＡおよびヒ
ール側エリアＨＡが撓み易くなり、部分的には、インパクトエリアＩＡに近いＣＴ値（反
発係数）あるいはインパクトエリアＩＡを超えるＣＴ値を得ることができる場合がある。
このため、オフセンターヒット時の飛距離の減少を少なくすることができ、あるいは、オ
フセンターヒット時の方がより大きな飛距離を得られる場合がある。
【００４２】
　＜第五実施形態＞
　第一乃至第四実施形態では、トウ側エリアＴＡ、ヒール側エリアＨＡの双方に、溝（Ｇ
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はその一例を示している。
【００４３】
　同図の例では、ヒール側エリアＨＡに溝Ｇ２を形成する一方、トウ側エリアＴＡには溝
を形成していない。この例では、打点がヒール側エリアＨＡである場合に、打球の飛距離
の減少を少なくすることができる。図５（Ｂ）の例とは逆に、ヒール側エリアＨＡには溝
を形成せずにトウ側エリアＴＡに溝を形成する構成も採用可能である。
【００４４】
　なお、図５（Ｂ）の例では、トウ側エリアＴＡの面積占有率Ａ１は０となるため、面積
占有率Ａ１とヒール側エリアＨＡの面積占有率Ａ２とが異なると言うことができ、かつ、
面積占有率Ａ２の方が高いということができる。
【００４５】
　＜他の実施形態＞
　上述した第一乃至第五実施形態の各内容は、互いに組み合わせることができる。
【００４６】
　＜Ｒ＆Ａルールの適合性について＞
　インパクトエリアＩＡ外にあたるトウ側エリアＴＡおよびヒール側エリアＨＡのＣＴ値
（反発係数）が、インパクトエリア内の規制値（ＣＴ値で２５７μｓ）を超える場合があ
るが、インパクトエリア外の規制値（ＣＴ値で２７５μｓ）内とすることで、上記各実施
形態のゴルフクラブヘッド１０はＲ＆Ａルールに適合可能である。
【符号の説明】
【００４７】
１０　ゴルフクラブヘッド
１１　フェース部
１２　クラウン部
１３　ソール部
Ｇ１、Ｇ２　溝
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