メトロノーム

METRONOME

アメリカの若きパター職人が

マンダラ

MANDALA D型

マレッ
ト型

“本物”の削り出しパターを引っ提げ、日本初上陸!!

ボクは

KRONOSパターを
本物志向のゴルファーにピッタリのパターがアメリカから上陸した。
その名は
『クロノス』
。
ギリシャ神話に出てくるゼウスの父の名前を冠した、
"超精密削り出しパター"の魅力に迫る！
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振動フィルタードシャフトで
正確な打球感を得られる

TOUCH ピン型

ゴルフクラブ製造のメッカ、
カリフォルニア州・カールス
バッドで育ち、幼少の頃か
ら学校の自由研究でパター
を作ったり、父親が研磨工
場を営む友人宅でパターを
研磨していたという筋金入
りのパター職人。学生時代
はスクラッチプレーヤーとい
う実力の持ち主で、UCLA
を卒 業 後、日本の大 学に
留 学。陶 芸にも関 心を寄
せ、萩焼を深く愛する親日
家でもある。

ヘッド中央の印がピタッ
と芯に重なるように作
製、
テストされている。約
3ミリ幅の金属棒の上
に乗せると、
中央の印を
中心にしてトゥ
・ヒールが
完璧なバランスを保っ
ているのがわかる。

グラファイトとスチールの
接合部分にあるフィルタ
ーが 、不 要な振 動を除
去。
インパクトの打球感
を、
より明確に感じ取るこ
とができる。

タッチ

こだわり
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No,

深い刻み目の中に浅い溝を施し、
ソフトな打感に！
フェース全体に均一に施された深
めの刻み目がダイヤのような形を
形成。
その中にさらに浅い溝を施
すことで、
ソフトな打感が得られる。

パター職人で開発者のフィ
クロノスゴルフとは？ リ
ップ・ラパースとクリエイティ

1 つのインゴット（金属塊）
からパターを削り出していくフィ
リップ。彼の高度な削り出し
の技術と“本物”へのこだわ
りが、
超精密パター
『クロノス』
を生み出している。

ブディレクターのエリック・ウィ
リアムズによって設立。極限
まで高めたミルド精度によって
削り出されたパターは、ゴルフ
を愛するすべてのゴルファー
に、持つ喜びと使うことの楽
しさを教えてくれる。

1年で買い替えられる
パターなんて本物じゃない

今や 、世 界一のパター設 計 家

としてその名を知られるスコッ

ティ・キャメロンのように、本物の

人の若 者がいる 。彼の名はフィ

パターを世に伝えようとする1

28

歳で自

らのブランド『 クロノスゴルフ 』

リップ・ラパース。弱 冠

を 立 ち 上 げた 、
パタークリエー

ターの鬼才だ。

「ボクがクロノスゴルフを立ち上

げた理由は、
ショップで製品を手

に取ったとき、
クラシックで精巧

なパターが減っていると感じたか

らです。多くのパターが最新テク

が、そのほとんどが1 年で買い

ノロジーを使って作られています

替えられてしまう。小さい頃から

パターを愛し、
パターを作り続け

うパターではなく、 年使い続け

10

てきたボクが目指すのはそうい

られる
“本物”
のパターです」。

構成・標英俊

そんな彼が作り出すパターの

一番の特徴はひとつひとつのヘッ

塊）
から削り出されていること。

ドが、彼の手でインゴット
（金属

目がなく 、金属が持つ本来の構

文・苔縄和裕

そのため、
ヘッドのどこにも継ぎ

造が変わらないことで 、最 高の

撮影・山代厚男

打感とインパクトの明確なフィー

彼の高精度な削り出し技術に

ドバックを得ることができる。

よって作られたパターは、機能面

でも数々のこだわりがある。

「ボクが一番こだわるのは、
パター

あることです。ゴルファーは誰も

の重心が必ずヘッドのセンターに

るのに、その位置に重心があるパ

がセンターで打ちたいと思ってい

ターが意 外と少ない。ですから、

ヘッドをひとつひとつ削り出し 、

ボク自身がテスト、調整を行うこ

とで、寸分の狂いもない高精度な

パターに仕上げています。またア

ライメントや打感にもこだわって

いて 、厚みのあるトップラインや

テリアルの採用など、どんどん新

フェースのミルド加工、質の高いマ

超 精 密パター『 クロノス 』は 、

しいものも取り入れています」。

そんな 彼 のパッションが結 実 し

た 第 1 作 。将 来 、
パター設 計 者

の頂 点に立つであろう 、
フィリッ

を 手に取って 、
“ 本 物 ”の違いを

プ・ラパースが作り出したパター

確かめてみよう。

問い合わせ●朝日ゴルフ用品 078-793-8440

フィリップ・ラパース氏

こだわり

No,

‘90年代を彷彿させるクラシカルなシェイプ
で、
打感を追求したピンタイプ。重厚なトップ
ラインによる、
ソリッドでソフトな打感を実現。
継ぎ目のないシームレスなネックがダイレクト
なフィードバックをもたらしてくれる。

クラブの街、
カールスバットで育ち
パター製作歴は20年!!

完全なトゥ・ヒールバランス
No,1
を実現

こだわり

●ヘッ
ド素材／
11L17 カーボンスチール
●ヘッ
ド重量／360g
（33インチ）
、
350g
（34インチ）
●ロフト角／3度
●ライ角／71度
●長さ／33、
34インチ
●本体価格／52,000円＋税

ヘッドバランスが
完璧で、
構えただ
けで正確なスイー
トスポッ
トを教えて
くれる

クロノスゴルフの人気ギア

一生使い続けて欲しい

ボールが見やすいセンターシャフトタイプでインパクトに集中で
きる。
クラシックなD型のシルエッ
トながら、
テール部へ徐々に厚
みを持たせる
「スワンテール・フレンジ」
を搭載し、
高い慣性モー
メントを実現している。
●ヘッ
ド素材／11L17 カーボンスチール
●ヘッ
ド重量／370g
（33インチ）
、
360g
（34インチ）
●ロフト角／3度 ●ライ角／70度 ●長さ／33、
34インチ
●本体価格／54,000円＋税

パットの基本である一定のリズムでストロー
クすることから
「メ
トロノーム」
と名付けられた、
クラシックなマレットタイプ。
フェースバランス
と重めのヘッド重量によって、
ストレートで安
定したストロークが可能になる。
●ヘッド素材／11L17 カーボンスチール
●ヘッ
ド重量／370g
（33インチ）
、
360g
（34インチ） ●ロフト角／3度
●ライ角／70度 ●長さ／33、
34インチ
●本体価格／50,000円＋税

ー クロノス ー

O

イーグルビジョン TaF
9名様（RED,BLUE,YELLOW 各３名）

高性能GPSゴルフナビ＆レコーダー。GPSによって
正確な距離が計測できる、全天候型、手のヒラサイズ
のイーグルビジョン。レッ
ド、イエロー、ブルーの3色か
ら好きなカラーを選んでゴルフを楽しもう。
●本体価格／オープン
（参考価格13,300円＋税）

L

ごるトレ JELLY EXPANDER
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

ウォームアップ、ストレッチ、
トレーニングに使用できる
エキスパンダー型ごるトレ。両肩に装着して肩を前後
に動かせば、肩甲骨を緩めて肩の可動域を広げてく
れる。●本体価格／ 1,500円＋税

I

ごるトレ JELLY TUBE
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

B

肩甲骨、
肩まわり、
ヒザ裏のストレッチや、
大胸筋、
菱形
筋の強化に最適のチューブ型ごるトレ。
●本体価格／ 1,200円＋税

クロノスパター METRONOME
2名様

フェースバランスで、スムーズなストロークが可能になるマレッ
トタイ
プ。 ●ヘッド素材／ 11L17 カーボンスチール ●ヘッド重量／
370g（33インチ）
、360g（34インチ） ●ロフト角／ 3度
●ライ角／ 70度 ●長さ／ 33、34インチ
●本体価格／ 50,000円＋税

クロノスゴルフの人気ギア
クロノスゴルフの秀逸なパターと、
日本での総代理店となる朝日ゴルフ用品の
人気アイテムをプレゼントします！

P

イーグルビジョン voice2
3名様

距離情報が音声ガイドと画面表示で確認できる。
クラブハウスを出たら電源を入れるだけ。ラウンドが
始まったらセンターボタンを押すだけでグリーンまで
の距離を教えてくれる。シンプル操作で、プレーに
集中できるのがグッド。 ●本体価格／オープン
（参
考価格12,000円＋税）

M

六風車
4名様

帆布キャディバッグ

デザインと機能が融合した帆布キャディバッグ。 ●
カラー／ベージュ×チョコ、ネイビー×チョコ、グリーン×
ブラック、マスタード×ブラック ●サイズ／ 9型、
5.2kg、46インチ対応 ●素材／綿、合成皮革
（PU） ●本体価格／ 46,000円＋税

J

ごるトレ STRETCH BAND
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

肩甲骨、
肩まわり、
ヒザ裏のストレッチや、
三角筋、
菱形
筋の強化に最適のバンド型ごるトレ。
●本体価格／ 1,200円＋税

C

グリーンフロント
まで１５６ヤード
です!!

Q

イーグルビジョン watch2
3名様

グリーンまでの距離のみを表示する腕時計型のカンタ
ンナビ。時間を見るようにさりげなく距離が確認できる
ので、
プレーのテンポがよくなる。
●本体価格／オープン
（参考価格14,000円＋税）

A

N

六風車
4名様

帆布ボストンバッグ

普段使いにもピッタリのオシャレな帆布ボストンバッグ。
●カラー／ベージュ×チョコ、
ネイビー×チョコ、
グリー
ン×ブラック、マスタード×ブラック ●サイズ／ W40
×H27×D20 ●素材／合成皮革
●本体価格／ 13,000円＋税

K

ごるトレ JELLY RING
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

ウォームアップ、ストレッチ、
トレーニングに使用できるリ
ング型ごるトレ。両腕、両ヒザなどにつければ体の開き
を抑えたスイングが覚えられる。
●本体価格／ 1,500円＋税

G

クラシカルなシェイプで、
打感を追求したピンタイプ。
●ヘッド素材／ 11L17 カーボンスチール ●ヘッド重
量／ 360g（33インチ）
、350g（34インチ） ●ロフ
ト角／ 3度 ●ライ角／ 71度 ●長さ／ 33、34イン
チ ●本体価格／ 52,000円＋税

クロノスパター MANDALA
2名様

慣性モーメントが高く、アドレスがしやすいセン
ターシャフト。 ●ヘッド素材／ 11L17 カー
ボンスチール ●ヘッド重量／ 370g（33イ
ンチ）
、360g（34インチ） ●ロフト角／ 3度
●ライ角／ 70度 ●長さ／ 33、34インチ
●本体価格／ 54,000円＋税

ごるトレ HEART GRIP
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

F

e-PUTT BALL
15名様（90 80 70 各5名）

江連忠ゴルフアカデミーのプロたちも使用する、
パター練習用の高比重ボール。体幹を使って
芯で打つ正しいパッティングが身につく。
●重量／ 95g±
（90）
、80g±
（80）
、70g±
（70）●本体価格／オープン
（2,000円＋税）

ハート型ごるトレを中指、薬指、小指でギュッと握
れば、握力が強化されて飛距離アップ。握力に
合わせて3段階の硬さから選べる。
●本体価格／ 1,000円＋税

D

○○○スゴルフ
○の中を文字で埋めてください

【応募のきまり】

応募クイズ

ストップウォッチ機能を備える腕時計および
懐中時計は○○○グラフ
1つのインゴット
（金属塊）から
削り出された、
魂が吹き込まれた精巧なパターは

応募方法は以下の2通り。郵便ハガキまたはアルバネット
（www.alba.co.jp）
にてご応募できます。
郵便ハガキ応募で1回、アルバネットで1回、お一人様それぞれ1回ずつが有効となります。それぞ
れ記入の際、
①クイズの答え、
②郵便番号、
③住所、
④氏名、
⑤フリガナ、
⑥生年月日
（西暦）、
⑦電話
番号、⑧性別、⑨希望賞品の記号
（A 〜 Cは希望スペックをご記入ください。その他のモデルは希
望カラーをご記入ください）
、⑩アルバからのサービス情報提供
（○：希望する、×：希望しない）
を明記の上、
ご応募ください。⑪ ○の方はメールアドレス
（携帯不可）
、
⑫今号で面白かった企画を
３つ
（企画名）
を明記のうえ、
ご応募ください。※①〜⑫の番号を付け順番通りにご記入願います。
■ 宛先／〒107-8880 赤坂郵便局 局留
アルバ646号 ｢クロノスゴルフの人気ギアを100名様にプレゼント」
係
■ 締切／ 2月26日
（水） 当日消印有効
■ 発表／アルバ650号
（4月24日発売）
誌上及びアルバネット
（www.alba.co.jp）
で行います。
※プレゼントの応募の際、
ご記入いただいた個人情報については、
弊社プライバシーポリシーに基
づき厳重に取り扱います。なお、
いただいた登録先に対し、
今後弊社のサービス情報をご案内する
場合がございます。ご不要の方は⑩アルバからの情報提供
（×：希望しない）
と明記のうえ、ご応
募ください。なお、
賞品の発送が遅れることがございます。予め、
ご了承ください。

H

ごるトレ BALL GRIP
9名様（Blue,Green,Pink 各３名）

ボール型ごるトレを中指、
薬指、
小指でギュッ
と握れば、握力が強化されて飛距離アップ。
握力に合わせて3段階の硬さから選べる。
●本体価格／ 900円＋税

バーディーマン2
1名様

より実戦に近い
感触で練習でき
るように、
カップと
マットの段差をな
くしたフラッ
トデザ
インを採用。カッ
プに入ったボールが自動的に足元まで戻るオートリターン機
能を搭載し、アドレスを変えずに繰り返しパッティング練習が
できる。 ●本体価格／ 13,000円＋税

E
A～Qのクロノスゴルフ／朝日ゴルフ用品の
人気アイテムをクイズ正解者の中から
厳正な抽選のうえ、100名様にプレゼント！

クロノスパター TOUCH
2名様

パッティングプレーン
1名様

引っかけ、
押し出し、
手打ち
の悩みを解消するパター
練習器。レールに沿って
シャフトを真っすぐ動かせ
ば、シャフトの軌道はストレ
ートに動き、ヘッドの軌道
は弧を描く
“ストレートパッテ
ィング”
が身につく。
●本体価格／
15,000円＋税

