
キャロウェイゴルフ株式会社（東京都港区白金台 社長：アレックス・ボーズマン）は、EPICのドライバーシ
リーズを2021年2月19日から順次、全国のキャロウェイゴルフ取扱店とキャロウェイゴルフ オンラインスト
ア（callawaygolf.jp）にて発売いたします。

EPIC(エピック） ドライバーシリーズ
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EPIC MAX LSドライバー

キャロウェイ
新構造「スピードフレーム」で

「2本の柱」の飛びを超えていけ。

EPICドライバーシリーズ
エピック

さらなるパワーアップを果たしたEPIC。ドライバーでは、AIが最新のFLASHフェースSS21をデザインしただ
けにとどまらず、JAILBREAK テクノロジーまでも解析、設計し、新たにJAILBREAK AI スピードフレーム テ
クノロジーを生み出しました。これにより、インパクトの力は従来よりもフェースに集中。ボール初速は、か
つてないレベルとなっています。また、トライアクシャル・カーボンクラウンの面積を拡大し、ソールのトウ側
にもトライアクシャル・カーボンを使用。重心位置もさらに最適化されました。ラインアップは3モデル。浅重
心の「EPIC SPEEDドライバー」、ドローバイアスで高慣性モーメントの「EPIC MAXドライバー」、低スピンか
つ、高慣性モーメントの「EPIC MAX LSドライバー」を用意しました。

【掲載に関するお問い合わせ】
キャロウェイゴルフ株式会社 ブランドコミュニケーションズ PR担当：高橋茜

Tel: 03-6328-5942 / Fax:03-6328-5853

Mail: atakahashi@callawaygolf.com

Mail: callaway-pr-japan@callawaygolf.com （PR事務局製品貸出受付専用）

【一般のお客様からのお問い合わせ】 キャロウェイゴルフ株式会社 お客様ダイヤル Tel：0120-300-147

EPIC MAXドライバー

2021年2月19日発売予定

EPIC SPEEDドライバー

2021年2月19日発売予定

2021年2月19日発売予定

新しいEPICシリーズのドライバーにおける最大のトピックと
言えるのが、JAILBREAK AI スピードフレーム テクノロ
ジーです。従来の2本の柱、JAILBREAK テクノロジーとは
異なり、今回はボディの垂直方向、水平方向の剛性をさら
に高めつつ、フェースのたわみ量を最大化するという課題
のもと、初めてAIが解析と設計を担当。その結果、生み出
されたのが、フレーム状になったJAILBREAK AI スピード
フレームです。

JAILBREAKまでもAIが新たに解析・設計

CALLAWAY SELECTED
STORE 限定
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「EPIC SPEEDドライバー」では、トライアク
シャル・カーボンクラウンの面積を拡大。これ
によりクラウン部の重量をさらに削減すること
ができ、重心位置の最適化に生かしていま
す。また、新たにソールのトウ側にもトライア
クシャル・カーボンを採用。これが適度なド
ローバイアス設計にも生かされており、程良
いつかまりのヘッドとなっています。さらに、
浅重心設計でありながら、ソール後方のスク
リューウェイト（2g）なども手伝って、MAVRIK
ドライバー以上の高慣性モーメント化も実現。
ミスヒットへの許容性向上に貢献しています。

EPIC SPEED（エピック スピード）ドライバー

革新的なフレームとテクノロジーの結集で、
2本の柱を超える驚きのボールスピードを

フレームで力がフェースに集まり、
ボールスピードがアップ

トライアクシャル・カーボンをソールにも採用し、
適度なドローバイアス

JAILBREAK AI スピードフレーム テクノロジーにより、クラウンの
たわみ量が減少。その分、インパクトの力がよりフェースに注がれ
ることで、さらに安定して高いボール初速が生み出されることにな
りました。またここに、FLASHフェースSS21の性能が加わることで、
新しいEPICシリーズのドライバーは、かつてないほどのレベルの
飛距離性能を獲得しています。

AIが新たに専用設計したFLASHフェースSS21を搭載

「EPIC SPEEDドライバー」のヘッドには、このモデル専用にAIが設計した
FLASHフェースSS21を採用しました。「EPIC SPEEDドライバー」のターゲッ
トである、ある程度のヘッドスピードがある中級者を中心とした幅広い層の
ゴルファーの打点位置の傾向を考慮しながら、AIがフェースの形状を幾通
りもテスト。導き出されたフェースは、どの部分でのヒットでも、これまでに
ないほどのボールスピードを実現し、大きな飛びをもたらしてくれます。

「EPIC SPEEDドライバー」では、浅重心設計にもなっています。従
来の浅重心設計は、ギヤ効果が減少することでフェースのどこで
打っても、安定したスピン量が得られる利点がありましたが、一方
で打点の違いによるボールスピードのバラつきは避けられず、や
さしさに欠けていました。しかし、「EPIC SPEEDドライバー」では、
フェースのどのエリアでも高いボール初速を実現するFLASH
フェースSS21が採用されているため、飛距離のバラつきが減少。
安定したスピン量と飛びを可能にするやさしさをもたらします。

※イメージ図

［A］Diamana 50 for Callaway（S, SR, R）

［B］Tour AD HD-6（S）
［C］Speeder EVOLUTION Ⅶ 661（S）
［D］Diamana TB 60(S)

1本 ¥77,000 + 税

1本 ¥94,000 + 税
1本 ¥94,000 + 税
1本 ¥94,000 + 税

GOLF PRIDE Tour Velvet 360 グリーンバックライン無し
[A]シャフト装着：約45g/口径60
[B][C][D]シャフト装着：約50g/口径60

浅重心化＋FLASHフェースSS21で
やさしさも実現

「EPIC SPEEDドライバー」
のヘッドには、MAVRIKドラ
イバー同様に、サイクロン・
ヘッドシェイプが採用され
ました。ややヘッド後部は
低くなりましたが、MAVRIK
ドライバーとほぼ同等の形
状となっています。サイクロ
ン・ヘッドシェイプは、ダウ
ンスイング時の空気抵抗を
軽減し、速いクラブスピー
ドを可能にする形状です。

MAVRIKドライバーに続き、
サイクロン・ヘッドシェイプも採用

トライアクシャル・カーボン
を採用した部分

従来
モデル

JAILBREAK AI
スピードフレーム
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新しいEPICシリーズのドライバーで
は、トライアクシャル・カーボンクラ
ウンの面積を拡大。これによりクラ
ウン部の重量をさらに削減すること
ができ、重心位置の最適化に生か
しています。また、新たにソールの
トウ側にもトライアクシャル・カーボ
ンを採用。これらの要素も含めて、
「EPIC MAXドライバー」は、ドロー
バイアス設計となっており、ボール
を楽につかまえられるヘッドとなっ
ています。加えて、MAVRIK MAXド
ライバーに比べて低重心となってい
るため、よりスピン量を抑えて飛ば
すことが可能です。

EPIC MAX（エピック マックス）ドライバー

革新的なフレームで、ボール初速はMAXへ。
やさしく、つかまえて飛ばせるEPIC MAXドライバー

フレームで力がフェースに集まり、
ボールスピードがアップ

ドローバイアス設計で、
ボールがおもしろいほどつかまる

JAILBREAK AI スピードフレーム テクノロジーにより、クラウンのたわみ量が減
少。その分、インパクトの力がよりフェースに注がれることで、さらに安定して高い
ボール初速が生み出されることになりました。またここに、FLASHフェースSS21の
性能が加わることで、新しいEPICシリーズのドライバーは、かつてないほどのレベ
ルの飛距離性能を獲得しています。

AIが新たに専用設計したFLASHフェースSS21を搭載

「EPIC MAXドライバー」のヘッドには、このモデル専用にAIが設計した
FLASHフェースSS21を採用しました。「EPIC MAXドライバー」のターゲット
である、スライス気味のボールになることが多いゴルファーの打点位置の
傾向を考慮しながら、AIがフェースの形状を幾通りもテスト。導き出された
フェースは、どの部分でのヒットでも、これまでにないほどのボールスピー
ドを実現し、大きな飛びをもたらしてくれます。

「EPIC MAXドライバー」のヘッド後部には、独
自のペリメーター・ウェイトが装着されており、
ウェイトの重さは12g。ペリメーター・ウェイトを
調整することにより、好みの弾道にチューニ
ングすることが可能です。また、このウェイト
の効果などもあり、慣性モーメントはキャロ
ウェイ史上でも最大級。インパクト時のフェー
スの開閉を抑え、安定した弾道をもたらしてく
れます 。なおヘッドシェイプは、MAVRIK
MAXドライバーとほぼ同等です。

※イメージ図

［A］Diamana 40 for Callaway（S, SR, R）

GOLF PRIDE Tour Velvet 360 グリーン バックライン無し
約45g/口径60

1本 ¥77,000 + 税

キャロウェイ史上最大級の
慣性モーメントで安定感抜群

JAILBREAK AI
スピードフレーム

ペリメーター
・ウェイト12g

従来
モデル EPIC

※色のついている部分がトライアクシャル
カーボン・クラウンの採用範囲

トライアクシャ
ル・カーボンを
採用した部分



［A］TENSEI 55 for Callaway（S, SR）

［B］Tour AD HD-6（S）
［C］Speeder EVOLUTION Ⅶ 661（S）
［D］Diamana TB 60(S)
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EPIC MAX LS（エピック マックス エルエス）ドライバー

革新的なフレームで、ボール初速はMAXへ。
低スピンで、たたいて飛ばせるMAX LS

トライアクシャルカーボンをソールにも
採用し、適度なフェードバイアス

新しいEPICシリーズのドライ
バーでは、トライアクシャル・
カーボンクラウンの面積を拡
大。これによりクラウン部の重
量をさらに削減することができ、
重心位置の最適化に生かして
います。また、新たにソールの
トウ側にもトライアクシャル・
カーボンを採用。これらの要素
も含めて、「EPIC MAX LSドラ
イバー」は、ボールのつかまり
すぎを嫌うプロ、上級者に向け
て、適度なフェードバイアスの
ヘッド設計となっています。

AIが新たに専用設計したFLASHフェースSS21を搭載
「EPIC MAX LSドライバー」のヘッドには、このモデル専用にAIが設計した
FLASHフェースSS21を採用しました。「EPIC MAX LSドライバー」のターゲ
ットである、スイングスピードが速く、過度なスピン量を抑えたいプロ、上
級者の打点位置の傾向を考慮しながら、AIがフェースの形状を幾通りもテ
スト。導き出されたフェースは、どの部分でのヒットでも、これまでにない
ほどのボールスピードを実現し、大きな飛びをもたらしてくれます。

「EPIC MAX LSドライバー」のヘッド後部には、独
自のペリメーター・ウェイトが装着されており、ウェ
イトの重さは9g。ペリメーター・ウェイトを調整する
ことにより、好みの弾道にチューニングすることが
可能です。また、このウェイトの効果などもあり、
「EPIC MAX LSドライバー」は、MAVRIK MAXドラ
イバー級の高慣性モーメントを達成。また、ヘッド
体積はMAVRIK Sub Zeroドライバーよりも大きい
460㎤となっており、大きなヘッドで高慣性モーメン
ト、低スピン設計。プロ、上級者向けモデルとして
はとてつもなくやさしいドライバーとなっています。

MAVRIK MAXドライバー並みの
慣性モーメントでやさしさも獲得

1本 ¥77,000 + 税

1本 ¥94,000 + 税
1本 ¥94,000 + 税
1本 ¥94,000 + 税

GOLF PRIDE Tour Velvet 360 グリーンバックライン無し
[A]シャフト装着：約45g/口径60
[B][C][D]シャフト装着：約50g/口径60

※イメージ図

フレームで力がフェースに集まり、
ボールスピードがアップ

JAILBREAK AI スピードフレーム
テクノロジーにより、クラウンのた
わみ量は約20％減少（*）。その分、
インパクトの力がよりフェースに注
がれることで、さらに安定して高い
ボール初速が生み出されることに
なりました。またここに、FLASH
フェースSS21の性能が加わること
で、新しいEPICシリーズのドライ
バーは、かつてないほどのレベル
の飛距離性能を獲得しています。

*JAILBREAKがない一般的なドライバーとの比較

JAILBREAK AI
スピードフレーム

従来
モデル EPIC

※色のついている部分がトライアクシャル
・カーボンクラウンの採用範囲

トライアクシャル・
カーボンを採用し
た部分

ペリメーター
・ウェイト9g

CALLAWAY SELECTED
STORE 限定
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【EPIC SPEEDドライバー スペック】

［A］ Diamana 50 for Callaway（S, SR, R） ［B］Tour AD HD-6（S） ［C］Speeder EVOLUTION Ⅶ 661（S) ［D］Diamana TB 60（S）
＊シャフトスペック値は、メーカー（Diamana 50 for Callaway＝三菱ケミカル社、Tour AD HD-6＝グラファイトデザイン社、Speeder EVOLUTION Ⅶ 
661＝藤倉コンポジット株式会社）の公表値になります。
＊Diamana 50 for Callawayは、シャフトカット後の値になります。
＊Assembled in China / Japan ヘッドカバー：Made in China 専用トルクレンチ：Made in China
○：通常在庫 □：受注生産 Ⓛ：左用モデル通常在庫 ：左用モデル受注生産

番手 W#1

フェース素材 / 構造 鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21

ボディ素材
8-1-1 チタンボディ＋トライアクシャル・カーボンクラウン

& ソール＋スクリューウェイト約2g

クラブ長さ (インチ) ［A］45.75 ［B］［C］［D］45.5

ヘッド体積（cm3） 460

ロフト角（°） 9.0 10.5

ライ角（°） 58.0

【EPIC MAXドライバー スペック】

シャフト名（硬さ） ［A］（S） ［A］（SR） ［A］（R） ［B］ ［C］ ［D］

ラインアップ
9.0 ○ □ □ ○ ○ ○

10.5 ○ ○Ⓛ ○ □ □ □

バランス D2 D1

クラブ重さ 約302g 約300g 約299g 約317g 約318g 約317g

シャフト重さ 約51g 約49g 約47g 66g 66g 64g

シャフトトルク 5.2 5.3 5.4 3.1 3.4 3.7

シャフト調子 中調子 先中調子 中元調子

［A］Diamana 40 for Callaway（S, SR、R）
＊Assembled in China / Japan ヘッドカバー：Made in China 専用トルクレンチ：Made in China
＊Diamana 40 for Callawayは、シャフトカット後の値になります。
○：通常在庫 □：受注生産 ：左用モデル受注生産

番手 W#1

フェース素材 / 構造 鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21

ボディ素材
8-1-1 チタンボディ＋トライアクシャル・カーボンクラウン

& ソール＋ペリメーター・ウェイト約12g

クラブ長さ (インチ) ［A］45.75

ヘッド体積（cm3） 460

ロフト角（°） 9.0 10.5 12.0

ライ角（°） 59.0

シャフト名（硬さ） ［A］（S） ［A］（SR） ［A］（R)

ラインアップ

9.0 ○ □ □

10.5 ○ 〇 〇

12.0 □ □ □

バランス D0

クラブ重さ 約289g 約288g 約287g

シャフト重さ 約44g 約42g 約41g

シャフトトルク 5.6 5.8 6.1

シャフト調子 中元調子



シャフト名（硬さ） ［A］（S） ［A］（SR） ［B］ ［C］ ［D］

ラインアップ
9.0 ○ □ ○ ○ ○

10.5 ○ □ □ □ □

バランス D3 D2

クラブ重さ 約303g 約301g 約318g 約319g 約318g

シャフト重さ 約56g 約53g 66g 66g 64g

シャフトトルク 4.9 5.0 3.1 3.4 3.7

シャフト調子 中調子 先中調子 中元調子
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【EPIC MAX LSドライバー スペック】
番手 W#1

フェース素材 / 構造 鍛造 FS2S チタン / FLASHフェースSS21

ボディ素材
8-1-1 チタンボディ＋トライアクシャル・カーボンクラウン

& ソール＋ペリメーター・ウェイト約9g

クラブ長さ (インチ) ［A］45.75 ［B］［C］［D］45.5

ヘッド体積（cm3） 460

ロフト角（°） 9.0 10.5

ライ角（°） 57.0

［A］TENSEI 55 for Callaway（S, SR） ［B］Tour AD HD-6（S) ［C］Speeder EVOLUTION Ⅶ 661（S） ［D］Diamana TB 60（S）
＊Assembled in China / Japan ヘッドカバー：Made in China 専用トルクレンチ：Made in China
＊シャフトスペック値は、メーカー（TENSEI 55 for Callaway＝三菱ケミカル株式会社、Tour AD HD-6＝グラファイトデザイン社、Speeder EVOLUTION 
Ⅶ 661 ＝藤倉コンポジット株式会社）の公表値になります。
＊TENSEI 55 for Callawayは、シャフトカット後の値になります。
○：通常在庫 □：受注生産 ：左用モデル受注生産


