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(57)【要約】
互換性シャフト４０を備えるクラブヘッド２２を有する
ゴルフクラブ２０が開示される。ゴルフクラブ２０は、
クラブヘッド２２に搭載される管１４４と、シャフト４
０のチップエンド５０に搭載されるスリーブ１４６とを
含む。スリーブ１４６の外面底部端は、溝付表面を有す
る。管１４４の内面底部端は、係合する溝付表面を備え
る。ゴルフクラブ２０は、更に、クラブヘッド２２にシ
ャフト４０を取り外し可能に固定する機械式固定具１４
８を含む。



(2) JP 2009-545392 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブであって、
　クラブヘッドと、
　チップエンドとバットエンドを有するシャフトと、
　前記シャフトのチップエンドに搭載され、溝付表面を有する外面底部端を有するスリー
ブと、
　前記クラブヘッド内に設けられ、下端での内径よりも大きい内径の上端を有し、前記シ
ャフトの回転を防止するために前記スリーブの溝付表面に相補的に対応する溝付表面を備
える内面底部端を有する管と、
　前記管に前記スリーブを取り外し可能に固定する機械式固定具とを含む、ゴルフクラブ
。
【請求項２】
　前記管の上端は、前記クラブヘッドの外部クラウン表面と実質的に面一である、請求項
１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３】
　前記管の上端は、前記クラブヘッドの外部クラウンの上方に延在する、請求項１に記載
のゴルフクラブ。
【請求項４】
　前記管の上端と前記機械式固定具及び前記スリーブのいずれか１つとの間に配置される
シーリングガスケットを更に含む、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項５】
　前記管及び前記スリーブのそれぞれは、金属材料からなる、請求項１に記載のゴルフク
ラブ。
【請求項６】
　前記スリーブは、前記シャフトのチップエンドの外径よりも０．０３０インチより大き
くない外径を有する、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項７】
　前記スリーブのスラストフランジの下方に配置される規格対応ワッシャを更に含む、請
求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項８】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、８つの小平面を含む、請求項１に記載のゴル
フクラブ。
【請求項９】
　前記機械式固定具と前記管の間に、前記機械式固定具の外れを防止する接着剤を更に含
む、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１０】
　前記管は、前記クラブヘッドと一体形成される、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１１】
　前記クラブヘッドはホーゼルを含み、前記管は、前記ホーゼル上に設けられる、請求項
１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１２】
　前記機械式固定具は、おねじを有する圧縮ナットであり、前記管の上部は、前記圧縮ナ
ットのおねじに螺合するめねじを有する、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１３】
　前記機械式固定具は、めねじを有する圧縮ナットであり前記管の上部は、前記圧縮ナッ
トのめねじに螺合するおねじを有する、請求項１２に記載のゴルフクラブ。
【請求項１４】
　前記管の下端は、開口しており、前記クラブヘッドのソール部の開口に対して合わせら
れる、請求項１に記載のゴルフクラブ。
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【請求項１５】
　前記機械式固定具は、おねじを有するソケットスクリューであり、前記スリーブの下端
は、前記ソケットスクリューのおねじに螺合するめねじを有し、前記ソケットスクリュー
は、前記クラブヘッドのソール部の開口に挿入される、請求項１４に記載のゴルフクラブ
。
【請求項１６】
　前記ソケットスクリューの頭部と前記管の間に、前記ソケットスクリューの外れを防止
する接着剤を更に含む、請求項１５に記載のゴルフクラブ。
【請求項１７】
　前記管の下部は、フランジを含み、前記ソケットスクリューの頭部は、前記ソケットス
クリューが前記スリーブに固定されるときに前記フランジに当接する、請求項１５に記載
のゴルフクラブ。
【請求項１８】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、６つの小平面を含む、請求項１に記載のゴル
フクラブ。
【請求項１９】
　ゴルフクラブであって、
　クラブヘッドと、
　外径が０．４００インチよりも大きくないチップエンド、及びバットエンドを有するシ
ャフトと、
　前記シャフトの前記チップエンドに搭載され、溝付表面を有する外面底部端を有し、前
記シャフトのチップエンドの外径よりも０．０３インチより大きくない外径を有する金属
製スリーブと、
　前記クラブヘッド内に設けられ、下端での内径よりも大きい内径の上端を有し、前記シ
ャフトの回転を防止するために前記スリーブの溝付表面に相補的に対応する溝付表面を備
える内面底部端を有する金属製管と、
　前記金属製管に前記スリーブを取り外し可能に固定する機械式固定具とを含む、ゴルフ
クラブ。
【請求項２０】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、６つ若しくは８つの小平面を含む、請求項１
９に記載のゴルフクラブ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフクラブヘッドを備えるシャフトを交換するための改善された接続構造
を有するゴルフクラブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルファーは、それぞれのゲームを改善するため、しばしば器具を特定のスイングに合
わせてカスタマイズする。ゴルフ器具製造業者は、ゴルファーに利用可能なクラブの多様
性を増加させることにより対応してきた。例えば、ドライバタイプのゴルフクラブの特定
のモデルは、特定のゴルファーのニーズに合うように幾つかの異なるロフト角及びライ角
で提供されてもよい。更に、ゴルファーは、金属若しくはグラファイトかで、シャフトを
選択することができ、また、スイングに合うようにシャフトの長さを調整することができ
る。シャフトやクラブヘッド構成要素の容易な交換が可能なゴルフクラブはこのカスタマ
イズのプロセスを容易化する。
【０００３】
　一例は、ゴルフクラブ組立体と題する特許文献１（Wheeler特許）に開示される。Wheel
er特許は、共にシャフトから取り外し可能なグリップとパターヘッドを有するパターを開
示する。シャフトの上端及び下端に設けられる締結部材は、めねじであり、このめねじは
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、グリップの下端及びパターヘッドシャンクの上端の双方に設けられるおねじと係合し、
シャフトにこれらの構成要素を固定する。シャフトの下端は、更に、フランジを含み、こ
のフランジは、パターヘッドがシャフトに結合されるとき、パターヘッドシャンクの上端
に接触する。
【０００４】
　その他の例は、クイックリリースヘッドを備えるゴルフクラブと題する特許文献２（Wa
lker特許）に開示される。Walker特許は、カップリングロッドとクイックリリースピンに
よりシャフトにクラブヘッドが固定されるゴルフクラブを開示する。カップリングロッド
の上端は、シャフトの下端に形成されためねじに係合するおねじを有する。クラブヘッド
のホーゼル内に挿入されるカップリングロッドの下端は、クイックリリースピンを受け入
れるためホーゼル内の対向穴に合わせられる。
【０００５】
　更なるその他の例は、互換性ゴルフクラブヘッド及び調整可能なハンドルシステムと題
する特許文献３（Roark特許）に開示される。Roark特許は、シャフトからクラブヘッドを
取り外しするクイックリリースを備えるゴルフクラブを開示する。クイックリリースは、
クラブヘッドのホーゼル内に固定された下側コネクタと、シャフトの下部に固定された上
側コネクタを含む２ピースコネクタである。上側コネクタは、上側コネクタの下端から径
方向外側に突出するピン及びボールキャッチを有する。下側コネクタの上端は、上側コネ
クタピンを受け入れるように形成された長穴を有し、ボールキャッチを受け入れる別の穴
を有する。シャフトがクラブヘッドに結合されるとき、下側コネクタ穴は、クラブヘッド
にシャフトを固定するためにボールキャッチを保持する。
【０００６】
　更なる２つの例は、共に“Temporary Golf Club Shaft-Component Connection”と題し
た特許文献４，５（Burrow出願）に開示される。Burrow出願は、アダプタインサート、ソ
ケット部材、及び機械式締結具を含む一時的な接続構造を開示する。シャフトに搭載され
るアダプタインサートは、スラストフランジを含む。他のゴルフクラブ構成要素(例えば
クラブヘッド)上に搭載されるソケット部材は、スラストフランジの着座受けのためのス
ラストシールを含む。機械式締結具（例えば圧縮ナットやロックボルト）は、アダプタイ
ンサートとソケット部材を取り外し可能に相互接続する。
【特許文献１】Wheelerの米国特許第３，５２４，６４６号
【特許文献２】Walkerの米国特許第５，４３３，４４２号
【特許文献３】Roarkの米国特許第６，５４７，６７３号
【特許文献４】Burrowsの米国特許出願公開２００４／００１８８８６
【特許文献５】Burrowsの米国特許出願公開２００４／００１８８８７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の先行技術の一時的なヘッド－シャフト接続構造は、幾つかの欠点を有する。第１
に、それらは、ゴルフクラブが取り付けのために従来のホーゼルを有することを必要とす
る。第２に、それらの接続構造は、クラブヘッドに過剰な重量を付加し、これにより、質
量特性を最適化するためにクラブヘッドに分布されることができる任意の質量の量が最小
化される。第３に、先行技術の接続構造は、曲げモーメントに反応し中心化する小さい接
合面を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、最適な性能を提供するゴルフクラブをゴルファーに提供しつつ、ゴルフクラ
ブのコスト効率の良いカスタマイズのための改善されたクラブヘッド－シャフト接続構造
を提供する。従来のホーゼルを有することを必要としない接続構造は、迅速且つ信頼性の
高い組み付け及びクラブヘッドからのシャフトの取り外しを可能とする。更に、本ゴルフ
クラブのヘッド－シャフト接続構造は、過剰な重量を付加することなく、構成要素間に大
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きな接合面を提供する。本接続構造の低減された重量は、クラブヘッドの性能を高めるた
めに、クラブヘッド内の好きな位置により大きい任意の質量を分散させることを可能とす
る。
【０００９】
　本発明の一局面は、クラブヘッド、管、シャフト、スリーブ及び機械式固定具を含むゴ
ルフクラブである。管は、クラブヘッド内に設けられ、スリーブは、シャフトのチップエ
ンドに搭載され、次いで管内に挿入される。スリーブの外面底部端は、管の内面底部端上
の対応する表面に係合する溝付表面を備える。溝付表面は、シャフトの回転を防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１及び図２に示すように、ゴルフクラブは一般的に２０で指示される。ゴルフクラブ
２０は、クラブヘッド２２、及び、クラブヘッド２２に結合されるシャフト４０を有する
。クラブヘッド２２は、好ましくは、クラウン２４、ソール２６、リボン２８及び打撃プ
レート３０を有する本体２３を備えるウッドタイプのゴルフクラブヘッドである。打撃プ
レート３０は、クラブヘッド２２の前部に沿ってヒールエンド３２からトーエンド３４ま
で実質的に延在する。クラブヘッド本体２３は、好ましくは、シャフト４０のチップエン
ドを受け入れる内部ホーゼル３１（図３）を備えた中空内部を有する。或いは、クラブヘ
ッドは、クラウン２４から上方に延在する外部ホーゼルを有する。
【００１１】
　本体２３は、好ましくは、チタン、チタン合金、ステンレス鋼若しくはその類のような
、金属材料からなる。或いは、本体２３は、カーボン複合本体にチタンのフェースカップ
が取り付けられるといったような、複数の材料から構成されてもよい。本体２３は、好ま
しくは３００立方センチメートルより大きい、大きな体積を有し、好ましくは１８０ｇか
ら２１５ｇの間であり、２１５ｇよりも大きくない重量を有する。クラブヘッド２２は、
ウッドタイプのクラブヘッドで図示されているが、アイアンタイプ若しくはパタータイプ
のクラブヘッドであってもよい。
【００１２】
　シャフト４０は、好ましくは、グラファイト材料からなるが、ステンレス鋼やチタンの
ような、金属材料から構成されてもよい。或いは、シャフト４０は、グラファイトと金属
の複合から構成されてもよい。シャフト４０は、好ましくは、４０ｇから８０ｇの間の重
量であり、より好ましくは５０ｇから７５の間であり、最も好ましくは６５ｇである。
【００１３】
　シャフト４０は、簡単な組み付け、取り外し及び再組み付けを提供する接続構造１４２
を用いてクラブヘッド２２に結合され、これにより、ゴルフクラブ２０のカスタマイズが
容易化される。
【００１４】
　図２乃至図５は、クラブヘッド２２にシャフト４０をジョイントする接続構造１４２を
備えるゴルフクラブを示す。接続構造１４２は、管１４４、スリーブ１４６及び機械式固
定具１４８を含む。機械式固定具１４８は、好ましくは、めねじ９８を有する圧縮ナット
９６である。圧縮ナット９６及びスリーブ１４６は、シャフト４０上に配置され、スリー
ブ１４６は、チップエンド５０上に搭載されエポキシのような接着剤でチップエンド５０
に固定される。スリーブ１４６及びその圧縮ナット９６を備えるシャフト４０は、次いで
、クラブヘッド２２内に搭載される管１４４内に挿入される。圧縮ナット９６は、次いで
、管１４４を係合するために締め付けられ、これにより、それらの間のスリーブ１４６を
固定し、クラブヘッド２２にシャフト４０を接続する。
【００１５】
　管１４４は、好ましくは、チタンやアルミのような、金属材料から構成されるが、適切
な非金属材料から構成されてもよい。管１４４は、クラブヘッド２２のクラウン表面２４
より上に延在する上端１５２を有する。或いは、管１４４の上端１５２は、クラウン表面
２４と同じ高さであってもよい。開口１５６は、上端１５２から下端１５４に向かって管
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１４４の全長の大部分に沿って延在する。しかし、管１４４の下端１５４は閉じている。
管１４４の上端１５２の内径Ｄ１は、下端１５４での内径Ｄ２よりも大きい。
【００１６】
　管１４４は、図４に示すように、接続部１５９、テーパ部位１６０、及び、溝付内面１
６２を含む。接続部１５９は、管１４４の上端１５２付近に配置され、圧縮ナット９６の
おねじ９８に噛み合うめねじ１６１を有する。管１４４の螺子１６１はめねじであるので
、螺子１６１は、ゴルフクラブ２０の保管、製造若しくはカスタマイズ中に生じうる損傷
から保護される。
【００１７】
　スリーブ１４６を受け入れるための接触面を提供するテーパ部位１６０は、接続部１５
９の下方に配置される。溝付内面１６２は、管１４４の下端１５４に配置され、スリーブ
１４６の対応する溝付外面１７２に係合し合う表面を画成する。溝付表面１６２、１７２
は、管１４４に対するスリーブ１４６の回転を防止する。
【００１８】
　図６及び６Ａに示すように、スリーブ１４６の一実施例は、交互の小平面(ファセット)
１７２ａ－１７２ｈからなる溝付外面１７２を有する。交互の小平面は、好ましくは、４
つから３２つの範囲であり、より好ましくは６つから１６つの範囲であり、最も好ましく
は、図示するように８つである。図６Ｂに示すように、管１４４の溝付内面１６２は、ス
リーブ１４４の表面１７２に対応し係合する表面１６２を有する。溝付内面１６２は、好
ましくは、交互の小平面(ファセット)１６２ａ－１６２ｈからなる。交互の小平面は、好
ましくは、４つから３２つの範囲であり、より好ましくは６つから１６つの範囲であり、
最も好ましくは、図示するように８つである。
【００１９】
　スリーブ用の代替的な溝付外面１７２’は、図７及び７Ａに示される。この実施例は、
複数の交互の歯と溝１７２ａ－ｈを有する。交互の歯と溝は、好ましくは、４つから３２
つの範囲であり、より好ましくは６つから１６つの範囲であり、最も好ましくは、図示す
るように８つである。図７Ｂに示すように、管１４４の溝付内面１６２’は、スリーブ１
４４の表面１７２’に対応し係合する表面１６２’を有する。溝付内面１６２’は、好ま
しくは、交互の歯と溝１６２ａ－１６２ｈからなる。交互の歯と溝は、好ましくは、４つ
から３２つの範囲であり、より好ましくは６つから１６つの範囲であり、最も好ましくは
、図示するように８つである。
【００２０】
　スリーブ１４６及びシャフト４０のチップは、また、好ましくは、接続構造１４２の質
量を低減するために低減された直径を有する。典型的には、シャフトチップの直径は、０
．３３５インチから０．３７０インチの範囲であり、時々、外径で０．４００インチであ
る。スリーブ１４６は、好ましくは、シャフト４０の外径よりも０．０３インチより大き
くないスリーブ１４６の外径に対して０．０１５インチ若しくはそれ未満の厚さを有する
。
【００２１】
　スリーブ１４６は、また、好ましくは、圧縮ナット９６に係合する規格対応ワッシャ(c
ompliant washer)１９７を有する。
【００２２】
　スリーブ１４６は、図５に示される。スリーブは、シャフト４０のチップエンド５０を
受け入れるための開口１６８が上端１６９に形成される。スリーブは、エポキシのような
接着剤を用いてシャフト４０に固定される。スリーブ１４６は、溝付外面１７２を有する
外面底部端１７０を有する。溝付表面１７２は、シャフト４０がクラブヘッド２２に接続
されたときにシャフトの回転を防止する。
【００２３】
　図２及び図３に示すようなゴルフクラブは、クラブヘッド２２に管１４４を永久的に固
定することによって組み付けられる。次に、圧縮ナット９６は、シャフト４０のチップエ
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ンド５０上に配置される。スリーブ１４６は、次いで、シャフト４０のチップエンド５０
に永久的に固定される。スリーブ１４６及び圧縮ナット９６を担持するシャフト４０のチ
ップエンド５０は、次いで、回転を防止するために、スリーブ１４６の溝付外面１７２が
管１４４の溝付内面１６２に係合する態様で、管１４４の開口１５６内に挿入される。圧
縮ナット９６のおねじ９８は、次いで、クラブヘッド２２にシャフト４０を固定するため
に、管１４４の接続部１５９のめねじ１６１と係合される。
【００２４】
　管１４４及びスリーブ１４６は、好ましくは、ゴルフクラブに不必要な重量を付加しな
い軽量材料から構成される。
【００２５】
　ゴルフクラブは、更に、接続構造１４２に水及び他の異物が入るのを防止するために、
管１４４の上端１５２と圧縮ナット９６の間に配置されるシーリングガスケット９３を含
んでよい。第２のガスケット１９３は、審美的な目的で、圧縮ナット９６の上部とスリー
ブ１４６の上端１６９の間に設けられてもよい。
【００２６】
　適切なヘッド及びシャフト組み合わせが達成されるとき、接続構造１４２は、圧縮ナッ
ト９６の露出部上にカバー１６３を付与することによって、より永久的なものとされても
よい。カバー１６３は、好ましくは、圧縮ナット９６上のくぼみを囲繞するゴム若しくは
エラストマー材料の薄い被覆であり、圧縮ナット９６を平均的なゴルファーにとってアク
セス不能なものにする。カバー１６３は、シーリングガスケット９３及び１９３と一体で
も別体であってよい。接続構造１４２は、また、管１４４の上端１５２の外壁上に重なる
ようにシーリングガスケット９３を越えて圧縮ナット９６の頭部の下縁を延在させ、重な
る部分に接着剤のビードを塗布することによって、より永久的なものとされてもよい。熟
練したゴルフ修理技術者によりこの接合部に熱を局所的に付加することで、圧縮ナット９
６を管１４４から分離し、異なるシャフトをクラブヘッドに組み合わせることが可能とさ
れる。
【００２７】
　適切なクラブヘッド及びシャフト組み合わせが達成されるとき、接続構造１４２は、接
着剤のビード９４をソケットスクリュー８０の頭部８２まわりに塗布することによって、
より永久的なものとされてもよい。この接着剤のビード９４は、平均的なゴルファーが、
ゴルフクラブ２０を分解し部品を交換するのを防止し、これにより、ゴルフクラブ２０を
ＵＳＧＡのゴルフのＲ＆Ａルールに準拠させることを可能とする。しかし、熟練したゴル
フ修理技術者は、接合部に局所的に熱を与えることによりゴルフクラブを分解することが
依然としてできるだろう。当業者であれば、接着剤のビード９４に対する代替例が採用さ
れてもよいことを理解するだろう。一例は、スクリュー頭部８２とフランジ６６の間に付
与される接着性ワッシャである。その他の例は、スクリュー頭部８２の表面まわりに塗布
される接着剤のスリーブであり、これにより、管１４４の内面にソケットスクリュー８０
を結合する。更なるその他の例は、ソケットスクリュー８０の後に開口５６に挿入される
プラグである。スクリューのソケットに係合するプラグは、接着剤を用いて、管１４４の
内面に結合される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施例によるゴルフクラブの正面図。
【図２】本発明のその他の実施例によるゴルフクラブの部位の拡大斜視図。
【図３】図２のゴルフクラブの拡大断面図。
【図４】図２に示す管の拡大断面図。
【図５】図２に示すスリーブの拡大断面図。
【図６】スリーブの一実施例の分離図。
【図６Ａ】図６のスリーブの溝付外部表面の平面図。
【図６Ｂ】図６Ａのスリーブの溝付外部表面に対応する管の溝付内部表面の平面図。
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【図７】スリーブの一実施例の分離図。
【図７Ａ】図７のスリーブの溝付外部表面の平面図。
【図７Ｂ】図７Ａのスリーブの溝付外部表面に対応する管の溝付内部表面の平面図。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】

【図７】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブであって、
　クラブヘッドと、
　チップエンドとバットエンドを有するシャフトと、
　前記シャフトのチップエンドに搭載され、溝付表面を有する外面底部端を有するスリー
ブと、
　前記クラブヘッド内に設けられ、下端での内径よりも大きい内径の上端を有し、前記シ
ャフトの回転を防止するために前記スリーブの溝付表面に相補的に対応する溝付表面を備
える内面底部端を有する管と、
　前記管に前記スリーブを取り外し可能に固定する機械式固定具とを含む、ゴルフクラブ
。
【請求項２】
　前記管の上端は、前記クラブヘッドの外部クラウン表面と実質的に面一である、請求項
１に記載のゴルフクラブ。
【請求項３】
　前記管の上端は、前記クラブヘッドの外部クラウンの上方に延在する、請求項１に記載
のゴルフクラブ。
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【請求項４】
　前記管及び前記スリーブのそれぞれは、金属材料からなる、請求項１に記載のゴルフク
ラブ。
【請求項５】
　前記スリーブは、前記シャフトのチップエンドの外径よりも０．０３０インチより大き
くない外径を有する、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項６】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、８つの小平面を含む、請求項１に記載のゴル
フクラブ。
【請求項７】
　前記機械式固定具と前記管の間に、前記機械式固定具の外れを防止する接着剤を更に含
む、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項８】
　前記クラブヘッドはホーゼルを含み、前記管は、前記ホーゼル上に設けられる、請求項
１に記載のゴルフクラブ。
【請求項９】
　前記機械式固定具は、おねじを有する圧縮ナットであり、前記管の上部は、前記圧縮ナ
ットのおねじに螺合するめねじを有する、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１０】
　前記管の下端は、開口しており、前記クラブヘッドのソール部の開口に対して合わせら
れる、請求項１に記載のゴルフクラブ。
【請求項１１】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、６つの小平面を含む、請求項１に記載のゴル
フクラブ。
【請求項１２】
　ゴルフクラブであって、
　クラブヘッドと、
　外径が０．４００インチよりも大きくないチップエンド、及びバットエンドを有するシ
ャフトと、
　前記シャフトの前記チップエンドに搭載され、溝付表面を有する外面底部端を有し、前
記シャフトのチップエンドの外径よりも０．０３インチより大きくない外径を有する金属
製スリーブと、
　前記クラブヘッド内に設けられ、下端での内径よりも大きい内径の上端を有し、前記シ
ャフトの回転を防止するために前記スリーブの溝付表面に相補的に対応する溝付表面を備
える内面底部端を有する金属製管と、
　前記金属製管に前記スリーブを取り外し可能に固定する機械式固定具とを含む、ゴルフ
クラブ。
【請求項１３】
　前記スリーブの外面底部端の溝付表面は、６つ若しくは８つの小平面を含む、請求項１
２に記載のゴルフクラブ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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