
AFTER SERVICE アフターサービス

ヤマハがお届けしているクラブを対象に、有料でアフターサービスを承っています。下記のサービス内容及び料金を
お確かめのうえ、ご利用ください。お買い求めいただいた大切なクラブをしっかりとサポートしてまいります。

※RTSスリーブの単品販売はいたしません。
※RMXドライバーは特殊構造のため、
　従来クラブからのヘッド交換、シャフト交換は
　行いません。
※RMXドライバーに関しましては単品販売扱いに
　なりますので、ヘッド・シャフト交換の際は
　単品商品の購入となります。

DRIVER FAIRWAY WOOD/ UTILITY

CADDIE BAG

IRON

■ヘッド交換

モデル名
inpres DRIVESTAR ¥57,200（税込） 営業日

約2週間¥52,800（税込）inpres DRIVESTAR for LADIES

価格/本 修理期間

■ヘッド交換

モデル名

RMX VD FW ¥41,800（税込）

営業日
約2週間

¥18,700（税込）RMX VD UT

¥30,800（税込）inpres DRIVESTAR FW

¥20,900（税込）inpres DRIVESTAR UT

¥27,500（税込）inpres DRIVESTAR for LADIES FW

¥19,800（税込）inpres DRIVESTAR for LADIES UT

価格/本 修理期間

■ヘッド交換

モデル名

RMX VD ¥16,500（税込）

営業日
約2週間

¥19,800（税込）RMX VD 40

¥17,600（税込）RMX VD TOURMODEL

¥15,400（税込）RMX VD WEDGE

¥24,200（税込）inpres DRIVESTAR

¥20,900（税込）inpres DRIVESTAR for LADIES

価格/本 修理期間

■シャフト交換

モデル名

N.S.PRO MODUS3 TOUR105 ¥11,000（税込）

N.S.PRO 950GH neo ¥11,000（税込）

N.S.PRO 850GH neo ¥11,000（税込）

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ¥15,400（税込）

N.S.PRO Zelos 7 ¥12,100（税込）

Diamana YR i
（RMX VD 40 用） ¥12,100（税込）

SPEEDER NX for Yamaha M423i
SR/R ¥11,000（税込）

VANQUISH for inpres LM423i 
R/A/L ¥12,100（税込）

営業日
約2週間

価格/本 修理期間

■シャフト交換

モデル名

SPEEDER NX for Yamaha M423d
S/SR/R ¥41,800（税込）

VANQUISH for inpres LM423d 
R/A/L ¥41,800（税込）

営業日
約2週間

価格/本 修理期間

■ヘッド再塗装

モデル名

全モデル ¥11,000（税込） 営業日
約3週間

価格/本 修理期間

■ヘッド再塗装

モデル名

全モデル ¥11,000（税込） 営業日
約3週間

価格/本 修理期間

■ライ角・ロフト角調整

対応商品

ボディ ： 軟鉄鍛造品、軟鉄鋳造品、
クロムモリブデン鋼鋳造品
ソフトステンレス素材のみ

¥1,100（税込） 営業日
約1週間

価格/本 修理期間

■グリップ交換

モデル名

カタログ掲載 全モデル ¥2,200（税込） 営業日
約1週間

価格/本 修理期間

■グリップ交換

モデル名

カタログ掲載 全モデル ¥2,200（税込） 営業日
約1週間

価格/本 修理期間

■付属品

モデル名

ヘッドカバー ¥2,200（税込）

価格/個

■シャフト交換

モデル名

Diamana YR f
（RMX VD FW用）

Diamana YB f
（RMX VD FW用）

Diamana YR h
（RMX VD UT用）

Diamana YB h
（RMX VD UT用）

SPEEDER NX for Yamaha M423f
S/SR/R

SPEEDER NX for Yamaha M423u
S/SR/R

VANQUISH for inpres LM423f 
R/A/L

VANQUISH for inpres LM423u 
R/A/L

¥23,100（税込）

¥25,300（税込）

¥23,100（税込）

¥25,300（税込）

¥29,700（税込）

¥27,500（税込）

¥29,700（税込）

¥26,400（税込）

営業日
約2週間

価格/本 修理期間

■グリップ交換

モデル名

カタログ掲載 全モデル ¥2,200（税込）

フードファスナー交換 ¥4,400（税込）

フード オーダー ¥5,500（税込）

ショルダーベルト+ナスカンカバー ¥6,600（税込）

セパレーター修理 ¥4,400（税込）

営業日
約1週間

営業日約3週間

価格/本

■付属品

モデル名

RTSトルクレンチ 全モデル
※ウェイトは入っておりません。

■アフターサービス

サービス名 価格 修理期間 備考

ネームプレート（プラスチック製） Y23CBA、Y22CBC、Y21CBP、Y21CB2、Y20CBP、Y20CBA、Y19CBPR、Y19CBAI、Y18CBPR、Y18CBAR、
Y17CBP、Y17CBMM1、Y17CBLM1

Y21CBIL、Y19CBIL

¥1,100（税込）

ネームタグ（外 PU（合成皮革）・中 アクリル製） ¥1,100（税込）

■付属品

ネームプレート 価格/個 対応品番

¥2,200（税込）

ヘッドカバー ¥2,200（税込）

価格/個

修理期間

■スリーブ交換
(13·14モデルドライバー用シャフトに装着のRTSスリーブから新RTSスリーブに交換）

モデル名

新RTSスリーブ ¥8,800（税込） 営業日
約2週間

価格/本 修理期間

※ドライバー用RTSスリーブからFW/UT用RTSスリーブヘの変更はで
きません。 ※対応はヤマハ出荷時の状態のものに限ります。改造品は
対応できません。 ※スリーブ交換はシャフト強度低下防止のため、1回ま
でとさせていただきます。 ※保証期間は新品購入時から2年となります。
※スリーブ向きの変更は可能です。 ※シャフトバランスはお預かりしたも
のと同じバランスでお戻しいたします。 ※グリップ向きの変更、シャフト長さ
変更等は別途工賃をいただきます。 ※LEFTYの場合はHIGHでロフトが
－1°、LOWでロフトが＋1°となります。

※RMXVD、VD59、inpres DRIVESTARはカーボンコンポジットヘッド
のため再塗装不可となります。

※ライ角・ロフト角の調整は0.5°刻みにて±１°までとなります。◎ロフト角・
ライ角の調整により、ニッケルクロムメッキの表面に微細な凹凸が発生
することがありますが、性能や安全性には問題ございません。

※IP処理やメッキ等の、塗装以外の表面処理の修理はできません。 ※シャフト交換料金はグリップ代を含みます。 ※異なるシャフトヘの交換はクラブバランスが変わる場合があります。
※表示の納期は目安であり、変動する場合があります。 ※ヘッド、シャフトなどパーツのみの販売はしておりません（RMXドライバーを除く）。 ※修理（交換）前のパーツは危険防止、また
品質向上のため返却できません。 ※グリップ重量が5g変わるとバランスが約1ポイント変化します。 ※モデルによりヘッド再塗装については、ロゴなどの印刷部分が再現できない場合が
あります。 ※その他アフターサービス及び詳細に関してはヤマハゴルフ取扱店、ヤマハゴルフお客様ダイヤルまでお問い合わせください。

※ネームプレートの名入れはしておりません。 ※その他アフターサービス及び詳細に関してはヤマハゴルフ取扱店、ヤマハゴルフお客様ダイヤルまでお問い合わせください。

・機種により対応できない場合があります。
・表示の納期は目安であり変動する場合があります。

※RMXVD FW、inpres DRIVESTAR FW/UTはカーボンコンポジット
ヘッドのため再塗装不可となります。


