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Quality
WITHOUT COMPROMISE
MANTIS uses only the highest quality materials available in the industry and works with the most respected suppliers in the World when 
developing our entire product ranges. The combined knowledge and extensive experience of our team, combined with playtest feedback from 
World renowned racket and stringing technicians, enables MANTIS to produce the best quality products available.

Performance
WITHOUT PRICE
When you choose MANTIS, you choose a product that works in harmony with your abilities as an athlete to give the best performance point 
after point. The extensive range has been developed for players of all ages and abilities. This means that you can be confident of finding a 
MANTIS product to suit as your game improves.

Value
WITHOUT SACRIFICE
MANTIS prides itself on making the best quality ranges available to everyone ? offering premium products without the premium price. As an 
example, our rackets have won awards in tennis magazines for offering the ‘best value for money’ compared to similar specification rackets 
from other brands. Similarly our premium tennis ball uses the highest quality grade of felt available in the market.

Customisation
THAT SUITS YOU
All players are different and have different playing styles. Consequently, MANTIS rackets have been specifically developed to allow for easy 
customisation. The relatively low swing weights make it easy to adjust the weight and balance of a racket to achieve the perfect set-up for 
your individual playing style. A number of frames also incorporate our Custom Pallet Handle System so you can adjust the size and even the 
shape of your grip, if required

Technology
THE MANTIS PROMISE
We refuse to offer ‘technology for technologies sake’ . This means that all our premium rackets are made from 100% high modulus carbon and
 without the gimmicks and fads that other brands promote every two or three years. Our objective is to be as professional as we possibly can 
be to ensure that all our players can tap into our product expertise, leaving them safe in the knowledge that they have the right equipment to 
maximise their potential



http://www.mantis-tennis.jp/
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「MANTIS」の製品開発のコンセプトはシンプルです。
「品質と価格で、あなたにいかに満足していただけるかが最も大切」

この目的で、新しく開発されたハイモジュラスカーボンを使用したリーズナブルな価格のラケットを、
ウェイトと素材構造の微妙な調整ですべてのタイプのプレーヤーに合うようにラインナップしています。

「MANTIS」の R＆D スタッフは、ATP＆WTA のツアープロ選手によって使用された多くのラケット開発に
たずさわった経験豊富なテニススペシャリストとストリンガー、デザイナー達のチームです。

Martin Aldridge

MANTIS 285 PS Ⅲ（マンティス 285 ピーエス スリー）

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：285g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA70
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：46-60 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

フレーム剛性の高さに加え軽量でバランス良い操作性に
優れたモデル。
追い込まれた状態からもプレーヤーの意図したスペース
へ無理なくカウンターショットを繰り出します。

285 PS Ⅲ
(285g-325mm-RA70)

--22.5mm

--25.0mm

--23.0mm

▼

325mm

しっかりした打感の高剛性
コンペティターモデル。
高い面安定性を誇ります。

MANTIS 300 PS Ⅲ（マンティス 300 ピーエス スリー）

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：300g
●バランス (unstrung)：320mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA70
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：48-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

フレーム剛性の高さによりインパクト時の異次元な面安定性
を実現します。
ハードヒット時のブレをなくし正確なコントロールで伸びの
ある重たいボールを生み出します。

300 PS Ⅲ
(300g-320mm-RA70)

MANTIS 250 CS Ⅲ（マンティス 250 シーエス スリー）

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：250g
●バランス (unstrung)：345mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA69
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：42-53 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China

軽量に設計されたフレームにより女性やジュニアでも
楽で快適な振り抜きを可能にします。
スウィートスポットの広さとボールに負けない反発力
で安定したショットを生み出します。

250 CS Ⅲ
(250g-345mm-RA69)

22.5mm--

25.0mm--

23.0mm--

▼345mm

MANTIS 265 CS Ⅲ（マンティス 265 シーエス スリー）

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：265g
●バランス (unstrung)：335mm
●フレーム厚：22.5-25mm-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA69
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：45-55 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China

広いスウィートスポットと高い反発力があるモデル。
軽量で操作性に優れ心地良い振り抜きを実現。
柔らかめの打感で安定したショットを生み出します。

265 CS Ⅲ
(265g-335mm-RA69)

▼

--22.5mm

--25.0mm

--23.0mm

320mm

操作性とトータルバラ
ンスに優れた逸品。
グラブ感のある打感。

ヘッドが軽く振りやすい
柔らかめの打感。

▼

22.5mm--

25.0mm--

23.0mm--

335mm

軽量で高い操作性。女性
や Jr プレーヤーにお勧め。



MANTIS was formed at the start of 2009 by a former international tennis player and coach with over thirty years 
experience and a wealth of knowledge in the tennis industry. 
Heading up global operations for one of the major sports brands enabled him to work with a number oftouring 
professionals and their custom stringers. 
This resulted in the production of rackets, strings and grips that are being used on the ATP Tour today.

We understand the expense that all players incur through participating in sport and became disillusioned with the high prices that were 
being  charged by a number of companies. Therefore our objective was to produce superior products at vastly superior prices.    

http://www.mantis-tennis.jp/

▼

--26.5mm

--28.0mm

--26.5mm

345mm

MANTIS Performa 260 Black
（マンティス  パフォーマ 260 ブラック）

●フェイスサイズ：115 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：260g
●バランス (unstrung)：345mm
●フレーム厚：26.5-28-26.5mm
●レングス：27.5inch
●フレックス (unstrung)：RA68
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-62 ポンド
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China

軽く、振り抜きが良く、スピン , スライスのかかりもグ
ッド。飛びは抑え気味で、インパクト時の打ち応えを得
られる軽量厚ラケ。
スイングスピードが遅めでショートスイングのプレーヤ
ー向け。

(260g-345mm-RA68)
Performa 260 Black

ダブルスプレーヤーに
お勧めの操作性の良い
厚ラケ。

MANTIS 315 PS（マンティス 315 ピーエス）

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：315g
●バランス (unstrung)：310mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA68
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：48-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China

筋力があり経験豊かで自ら打って行くプレーヤー向け。
恐れず積極的にたたきに行く選手に重く迫力のある打球を
もたらします。
インパクト時のボールの乗りが良く、
安心して打てるナチュラルフィーリングのラケット。

315 PS
(315g-310mm-RA68)

相手の打球に負けない重量
感のある迫力打球を実現す
るコンペティターモデル。

▼

--22.5mm

--25.0mm

--23.0mm

310mm
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http://www.mantis-tennis.jp/ で個人向け試打ラケットレンタル開催中。是非ご利用ください。
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MANTIS PRO 310 Ⅱ（マンティスプロ 310 スリー）

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：310g
●バランス (unstrung)：315mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA66
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3、G4
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

ボールを潰して打つハードヒッターに最適なモデル。
フレームの適度なしなりが、潰して打つボールをしっかり掴み、
精度の高いコントロール性能と強烈なショットを生み出します。
ボールヒッティング時の打感の良さがあなたの攻撃的プレイを
更に刺激します。

PRO 310 Ⅲ
(310g-315mm-RA66)

スイングパワー & スピード
を有すハイスキルプレーヤ
ー向けモデル。

MANTIS PRO 295 Ⅲ（マンティスプロ 295 スリー）

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：295g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA67
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-60 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3、G4
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

プレースメント重視のオールラウンドプレーヤーに最適。
扱いやすいウエイトとバランスがスムーズな振り抜きを
もたらします。
ボールをしっかりとグラブし、正確なコントロールと伸
びのあるショットを実現します。

PRO 295 Ⅲ
(295g-325mm-RA67)

絶妙な質量と重量バランス
の振り抜きやすいオールラ
ウンドモデル。

「MANTIS」の製品開発のコンセプトはシンプルです。
「品質と価格で、あなたにいかに満足していただけるかが最も大切」

この目的で、新しく開発されたハイモジュラスカーボンを使用したリーズナブルな価格のラケットを、
ウェイトと素材構造の微妙な調整ですべてのタイプのプレーヤーに合うようにラインナップしています。

「MANTIS」の R＆D スタッフは、ATP＆WTA のツアープロ選手によって使用された多くのラケット開発に
たずさわった経験豊富なテニススペシャリストとストリンガー、デザイナー達のチームです。

MANTIS PRO 275 Ⅲ（マンティスプロ 275 スリー）

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：275g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA65
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：42-58 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

軽量でありながら最適なバランス配分によりボールにパワー
を与えられる操作性に優れたモデル。
ライトウェイトが自分好みのより最適なチューンナップにも
呼応します。

PRO 275 Ⅲ
(275g-325mm-RA65)

操作性に優れた軽量オール
ラウンドモデル。チューン
ナップで表情を変えます。

--20.0mm

--20.0mm

--20.0mm

▼

315mm

--20.0mm

--20.0mm

--20.0mm

▼

325mm

--20.0mm

--20.0mm

--20.0mm

▼

325mm

Col.Black×Silver

Col.Black×Red Col.Black×Blue
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STRINGS

●COMFORT SYNTHETIC ( コンフォートシンセティック ) 16G (1.30）
マルチフィラメントコア＋マルチアウターラップ＋W コーティング
カラー：ナチュラル、ブラック
￥2,000＋税

●COMFORT SYNTHETIC 200m ROLL　16G (1.30）
カラー：ナチュラル、ブラック
￥20,000＋税

シンセティックのマルチフィラメントがマイルドな打感と安定した
球筋の力強いショットを実現します。
フレーム剛性に優れた MANTIS ラケットに、ボールのホールド感を
心地よく感じられるこのストリングスのコンビネーションは、プレ
ーヤーが求める正確なプレースメントの大きな助けとなるでしょう。

●POWER SYNTHETIC ( パワーシンセティック ) 
17G（1.25）、16G（1.30）
モノフィラメントコア＋マルチアウターラップ＋エラスティック
コーティング
カラー：ナチュラル、ブラック
￥2,200＋税

●POWER SYNTHETIC 200m ROLL　17G（1.25）、16G（1.30）
カラー：ナチュラル、ブラック
￥22,000＋税

幅広い選手層に充分な満足を与えるオールマイティーなモデルです。
シャープな打球感に素材特有の粘りも加わり、フルスイング時にラ
ケット性能を最大に発揮させます。
偏った性能を持たない大変スタンダードなストリング。

●COMFORT POLYESTER ( コンフォートポリエステル ) 
17G（1.25）、16G（1.30）
ポリエステルモノコア＋MANTIS オリジナルケミカルコーティング
カラー：イエロー、ブラック
￥2,000＋税

●COMFORT POLYESTER 200m ROLL　17G（1.25）、16G（1.30）
カラー：イエロー、ブラック
￥20,000＋税

ポリエステルストリングスにありがちな硬い打球感を嫌うハード
ヒッターにおすすめのストリング。
MANTIS ラケットの剛性に優れたラケットフェイスとこのストリ
ングスのコンビネーションがもたらすボールのホールド感は、フ
ルスイングでの安定したストロークを可能にします。

●POWER POLYESTER ( パワーポリエステル ) 
17G（1.25）、16G（1.30）
ポリエステルモノコア＋MANTIS オリジナルケミカルコーティング
カラー：シルバー
￥2,200＋税

●POWER POLYESTER 200m ROLL　17G（1.25）、16G（1.30）
カラー：シルバー
￥22,000＋税

テンションロスが少なく耐久性に優れることから、トーナメントクラ
スの選手に最適です。
ボールのキレを感じられる、抜けるような打球感は爽快です。
スウィングスピードの早いプレーヤーが MANTIS ラケットと合わせて
使用することにより、強烈なパワーを生み出す最強の武器になり得る
でしょう。

●Tour Comfort ( ツアーコンフォート ) 16G(1.30)
ナイロン 66 マルチフィラメント セントラルコア
カラー：ナチュラル、ブラック
￥2,600＋税

●Tour Comfort 200m ROLL　16G (1.30）
カラー：ナチュラル  ￥30,000＋税

振動吸収性に優れた柔らかく反応の良い
ナイロンマルチフィラメント。
タッチプレーヤーに極上の打感とコント
ロール性能をもたらします。

●Tri Spin Poly ( トライスピンポリ )  17G（1.25）、16G(1.30)
コーポリエステル モノコア（三角断面）
カラー：ブラック
￥2,300＋税

●Tri Spin Poly 200m ROLL　17G（1.25）、16G (1.30）
カラー：ブラック  ￥25,000＋税

コーポリエステルの三角断面構造がボール
をハードにグリップし、スピンパワーをア
ップ。
破壊力のあるエッグボールを実現します。

●TOUR POLY（ツアーポリ） 
ポリエステル ( モノフィラメント）
カラー：レッド (1.22,1.27)、ブラック (1.27）
￥2,800＋税

●TOUR POLY 200m ROLL
カラー：レッド (1.22,1.27)、ブラック (1.27）
￥32,000＋税

耐久性の高いモノフィラメント構造がパワーとコントロール性能を
両立。スイングスピードの早いスピンプレーヤーに、ポリッシャー
加工を施した滑りの良いストリングが強烈なスピンを実現します。

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：245g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：26inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●ストリングパターン：16×19
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：12 歳～
カバー付、STRUNG( 張上済 )
￥14,000＋税
Designed & Developed in UK/made in China

●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：240g
●バランス (unstrung)：295mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：25inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：9 ～ 12 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
￥4,800＋税
Designed & Developed in UK/made in China

25
●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：210g
●バランス (unstrung)：275mm
●フレーム厚：18mm (parallel)
●レングス：23inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G3-8/5
●対象年齢：6 ～ 9 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
￥4,500＋税
Designed & Developed in UK/made in China

23
●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：195g
●バランス (unstrung)：250mm
●フレーム厚：18mm (parallel)
●レングス：21inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G3-8/5
●対象年齢：4 ～ 6 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
￥4,300＋税
Designed & Developed in UK/made in China
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Junior

Stage 1 Green Tennis Balls Bucket 6 Dozen
25% slower than a standard tennis ball.
ステージ 1 グリーンボール バケット 72 球
対象年齢：8 歳以上　推奨ラケット :25 ～ 27inch
推奨コート：フルコート　カラー :YE×GRN
オープン価格　made in Thailand

Stage 2 Orange Tennis Balls Bucket 6 Dozen
50% slower than a standard tennis ball.
ステージ 2 オレンジボール バケット 72 球
対象年齢：7 ～ 11 歳　推奨ラケット :23 ～ 25inch
推奨コート：3/4 コート　カラー :YE×ORANGE
オープン価格　made in Thailand

300PS-26

To start enjoying the products that MANTIS has to offer at exclusive sponsorship rates simply complete the application form and return it to us. 
Your application will then be processed and we will be in contact with you to confirm if your application has been successful and at what level.

アルミニウム
張り上がり済

アルミニウム
張り上がり済

アルミニウム
張り上がり済

Ball

Stage 3 Red Tennis Balls 12 Pack
ステージ 3-12 球 パック
対象年齢：2 ～ 6 歳
推奨ラケット：19 ～ 21inch
推奨コート：1/4 コート
カラー：イエロー × レッド
直径 75mm 　オープン価格
made in CHINA

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

Dear Junior Player,

Thank you for showing an interest in MANTIS, the newest and brightest sports brand that aims to provide top 
quality equipment at exceptional prices.
MANTIS is committed to helping aspiring tennis and squash players and has embarked upon a sponsorship 
scheme to help with this aim. The MANTIS Sponsorship Scheme incorporates a number of tiers based on the 
ability and rating of an individual. 

http://www.mantis-tennis.jp/

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：230g
●バランス (unstrung)：310mm
●フレーム厚：22.5-25-23.5mm
●レングス：25nch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●ストリングパターン：16×19
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：12 歳～
カバー付、STRUNG( 張上済 )
￥12,000＋税
Designed & Developed in UK/made in China

230Jr-25

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

OFFICIAL BALLS - Junior Davis Cup & Junior Fed Cup
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MANTIS was formed at the start of 2009 by a former international tennis player and coach with over thirty years 
experience and a wealth of knowledge in the tennis industry. 
Heading up global operations for one of the major sports brands enabled him to work with a number oftouring 
professionals and their custom stringers. 
This resulted in the production of rackets, strings and grips that are being used on the ATP Tour today.

We understand the expense that all players incur through participating in sport and became disillusioned with the high prices that were 
being  charged by a number of companies. Therefore our objective was to produce superior products at vastly superior prices.    

http://www.mantis-tennis.jp/

Bags
●10 RACKET THERMO (MNT-JB1600)　￥12,800＋税　10 本入、3BOX 構造 ( サーモボックス付 )
　 W80×H34×D35　ポリエステル　両サイド表側にポケット、前面ボックス内に小物用ポケット、
　センターボックスにポケット。　脱着式シューズ袋付き

●6 RACKET BAG (MNT-JB1601)　￥9,800＋税　6 本入、2BOX 構造　W80×H34×D22
　ポリエステル　両サイド表側にポケット、脱着式シューズ袋、底部リフレクター付き。

　  ●ステンシルマーク
（ノンパッケージとなります）
　　　￥800＋税

●ツアーリプレースメントグリップ
ウェットタイプで消臭効果があります。
素材：ポリウレタン、厚さ：1.8mm
カラー：ホワイト　￥1,000＋税

Racket Parts
●グロメットセット　￥1,000＋税

●ステンシルインク
ホワイト、ブラック
￥1,200＋税

●エンドキャップ
（ノンパッケージとなります）
G1、G2、G3、G4 ￥400＋税

●プロリプレースメントグリップ
プレーヤーの要望から生まれた元巻グリップ。
素材：ポリウレタン　厚さ：1.8mm
カラー：ブラウン、ブラック　￥1,200＋税

　 ●グリップラバーバンド
）すまりなとジーケッパンノ（  

　　　￥200＋税

●バイブレーションダンプナー
税＋004￥）KB＋HW（  

●バイブレーションダンプナー 50 tub
（W/5、BK/5、OR/8、BL/8、
  PK/8、RD/8、GRN/8) 
￥9,000＋税

●PERFORMA PERFORATED ( パフォーマパフォーレイテッド )
ドライとウェットの中間感触のオーバーグリップテープ。
表面のナノパウダーが快適なグリッピングを実現します。
カラー：ホワイト、ブラック、ピンク　￥1,000＋税

●PERFORMA TAC ( パフォーマタック )
0.5mm 厚の薄めのウェットオーバーグリップテープ。
カラー：ホワイト、ブルー　￥1,000＋税

Grip Tape
●Performa Dry Overgrip
( パフォーマドライオーバーグリップ )
プレーヤーのリクエストから生まれた
ドライグリップテープ。
カラー：ホワイト　￥1,000＋税

●BACK PACK (MNT-JB1602)　￥7,900＋税　2 本入、2BOX 構造　W30×H48×D18 ポリエステル
　両サイドメッシュポケット、正面フラップ部ポケット、内部小物用吊りポケット。
　リュックチェスト、マスコットリング、リュック部リフレクター付き。 ●RACKET SOFT SACK (MNT-JB1603)　￥1,900＋税

315PS/300PS/285PS/265CS/250CS
300/285/265/250
Tour 315 /305
PRO 295/310
PRO 295Ⅱ/PRO 310Ⅱ
Perfoma260/260Black
300Ⅲ/285Ⅲ/265Ⅲ/250Ⅲ
Pro310Ⅲ/Pro295Ⅲ/Pro275Ⅲ

●グリップパレット
（ノンパッケージとなります）
　G1、G2、G3、G4
　￥1,500＋税
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●TG-1
トーナグリップオリジナル
（ドライ）
99cm×25mm×3本
カラー：ブルー
\900＋税

●TG-1-XL
トーナグリップオリジナルXL
（ドライ,ロングタイプ）
99cm×29mm×3本
カラー：ブルー
\1,000＋税

●TG-1-XXL
トーナグリップオリジナルXXL
（ドライ,XXLロングタイプ）
100cm×35mm×3本
カラー：ブルー
\1,200＋税

●TG-30-PP
トーナグリップオリジナルマスターロール
（ドライ） 99cm×25mm×30本
カラー：ブルー
\8,000＋税

●TG-30-XLPP
トーナグリップオリジナル
マスターロールXLプロパック
（ドライ,ロングタイプ） 
99cm×29mm×30本
カラー：ブルー
\9,000＋税

●TG-36
トーナグリップオリジナル
（ドライ36個入）  
カラー：ブルー
\12,000＋税

●TG-30-XXLPP
トーナグリップオリジナル
マスターロールXXLプロパック
（ドライ,XXLロングタイプ）
100cm×35mm×30本
カラー：ブルー
\10,000＋税

トーナタック（ウェットタイプ）

●TG-2-XLBL
トーナタックXL ブルー
（ウェット,ロングタイプ）
100cm×29mm×3本
\1,000＋税

●TG-2-XLW
トーナタックXL ホワイト
（ウェット,ロングタイプ）
100cm×29mm×3本
\1,000＋税

●TG-2-XLP
トーナタックXL ピンク
（ウェット,ロングタイプ）
100cm×29mm×3本
\1,000＋税

●TG-2-10XLB トーナグリップⅡ ブルー
（ウェットXL10本入）　100cm×29mm×10本
\3,300＋税

●TG-MEGA
ト－ナメガタック(メガウェット,ロングタイプ)　ブルー、ブラック、ホワイト
103cm×29mm×3本　\1,100＋税

メガタック（メガウェット）

●TG-10-XLPP
トーナグリップオリジナルXL
（ドライ,ロングタイプ）
99cm×29mm×10本
カラー：ブルー
\3,300＋税

ソフトタック（ウェット）

●STT
ソフトタック(ウェット,ロングタイプ)　
蛍光色のオーバーグリップテープ。
手汗を吸い取りグラブ感を増す。　
ネオンイエロー、ネオングリーン
103cm×29mm×3pcs
￥1,000＋税

トーナグリップオリジナル（ドライタイプ）

●TG-2-30XLB
トーナグリップⅡ ブルー
（ウェットXL30本入）
100cm×29mm×30本　\9,000＋税

●TG-10-PP
トーナグリップオリジナル（ドライ）
99cm×25mm×10本 カラー：ブルー
\3,000＋税
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ストリングケアー＆バランサー

●TC-1
トーナクロス
カラー：イエロー
\1,200＋税

●TC-R
トーナクロスリフィル
カラー：イエロー
\1,200＋税

●LD-6
ﾚｯﾄﾞﾊﾟﾜ-ｽﾄﾘｯﾌﾟｽ
（3.62gH型鉛6枚） \700＋税 ●LD-108

レッドテープ
(710g/12mm×32m) 
\12,000＋税

●LD-107
レッドテープスリム
(315g/6mm×32m) 
\7,000＋税

●LD-36
ｻﾝﾌﾟﾗｽﾚｯﾄﾞﾃｰﾌﾟ
(6.4mm×182cm
　　　　 ＝約20g)
　　　　\600＋税 ●METER-1　ストリングメーター

ゲージやテンションを簡単に測定で
きるコンパクト設計の測定器。
\5,000＋税

●FT
フィニッシングテープ
カラー：レッド、ブラック
\800＋税

ストリング＆アクセサリー

●BHB
ビッグヒッターブルー(ポリ-モノコア)
ゲージ/1.25mm＆1.30mm
カラー/ライトブルー
レングス/12m　\2,400＋税

●BHB-R
ビッグヒッターブルー 200mロール
ゲージ/1.25mm＆1.30mm　
カラー/ライトブルー
レングス/200m　\33,000＋税

ストリングブレーカー待望の高い耐久性を持つ高性能ポリストリング。
あなたがスイングスピードの早いハードヒッターで耐久性とソフトな打感を
求めるならば、ビッグヒッターブルーこそあなたのストリングです。

●TLG-1
トーナ レザーグリップ
タン　\2,800＋税
2.5cm×116.5cm

●US-HIP　ヒップスター ボールバンド
ウォームアップパンツやショーツ、スコートなどのボトムス
に装着することで、ボールホルダーとして機能します。
ボール1個だけでなく数個をホールドできます。
腰部のサポートや保温にも効果を発揮します。
高いストレッチ機能を有していますので締め付けが無く、
快適な使用感が得られます。　￥3,300＋税

カラー：ブラック
素材：ポリエステル90％、
　　　　エラスティック10％

サイズ(US)
S：W70～80×H14.5cm
M：W75～85×H15.5cm
L：W80～90×H16.5cm

●ラケットステンシルインク(US-RSI)　ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、ピンク、ネオンイエロー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容量：59ml　モヘア織物の様な先端部で塗りが容易です。　￥1,500＋税

●クアシガット(US-QGUT)

ポリウレタンコーティングされたナイロンマイクロファ
イバーを数千本束ねたマルチコア。
ソフトでセンシティブなフィーリングをもたらします。
肘に優しい柔らか目の打感と球のノリを望む贅沢な
プレーヤーに。

ゲージ：
17G(1.25mm)
16G(1.30mm)
レングス：12m
カラー：ナチュラル
￥2,800＋税

●クアシガットアーマー(US-QGUT-A)

コアはポリウレタンコーティングされたナイロンマイク
ロファイバーを数千本束ねたマルチ。
アウターラップはコーポリエステルの2つのリボン。
コアのマルチフィラメントがソフトでセンシティブなフィ
ーリングをもたらし、ポリリボンが打ち応えを実現。
柔らか目の打感と耐久性を望む贅沢なプレーヤーに。
もしあなたが肘痛を感じていたら是非お試しください。

ゲージ：17G(1.25mm)、16G(1.30mm)　レングス：12m
カラー：ブルースパイラル　￥2,800＋税

●メガラップUSA
(US-MW-US)

シンセティックのリプレース
メントグリップ。
103cm×31.75mm
1.5mm厚
￥1,200＋税

●プロジェル(US-GCS-BK)
打球時のショックを吸収するジェルを
装備した元巻シンセティックグリップ。
110cm×25mm×2mm×1pcs
カラー：ブラック
￥1,400＋税

●ボールクロー
(US-CLAW-1)

コンパクトに折りたためる
ボールホルダー。
ポケットの中にも入ります。
￥600＋税

●ラケットパワーキャップ
(US-RPC-1)　￥700＋税

グリップエンドに装着する事で高い
グリップ力と安定感を得られます。
滑りを回避しボールに伝えるエネル
ギーをアップ。
微妙なグリップワークを可能にし
プレーヤーの意思を正確にラケット
へ伝達します。
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●PRO Cap(プロ キャップ)　フリーサイズ　ホワイト
頭頂部の4つのメッシュ部分が快適な通気性を実現。
ツバ裏のブラックがギラつきを抑えます。
ポリエステル100％(microfiber)　\2,500＋税

●PRO Visor (プロ バイザー)　フリーサイズ　ホワイト
ツバ裏のブラックがギラつきを抑えます。
ポリエステル100％(microfiber)　\2,000＋税

振動止め＆コート用品、テニスアイテム

　　　　　　　　●VIB-O
ピートサンプラスバイブレーションダンプナー
BK×RD、BK×BK、WH×WH　\600＋税

●SK-T
テニスボールキーホルダー
1個：\700＋税

●VIB-FL
フラワー
カラー：ホワイト
\800＋税

●RFX-1
リフレックスボール
（反射訓練球）
\1,500＋税

●GDIT-1　エルボーガード
筋肉にプレッシャーを与え肘の
痛みを和らげます。\2,800＋税

●VIB-W
ホイッスリング
ブルー　\800＋税
音が鳴る振動止。

●VIB-B
ブリンキング
レッド　\800＋税
光る振動止。

●VIB-SP
スパイダー
カラー：ブラック
\800＋税

●フラッグバンド(US-FBW)
国旗模様のリストバンド。各種スポーツイベントやお気に入り選手の応援に。
コットン80％、ナイロン10％、エラスティック10％　2個入り
イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、カナダ、ドイツ、アメリカ　￥1,400＋税



●SP9002　トーナテニスサポーター肘用
ブラック、シルバー　\2,400＋税

●SP9001　トーナテニスサポーター手首用
ブラック、シルバー　\2,000＋税

●SCO-1
スコアキーパー　\7,800＋税

●BP-80　ボールポート（80球用） \7,800＋税

●RHG-1　ホットグローブ テニスミトン
\2,000＋税
ブラック 

●TBH1000
テニスボールホルダー シルバー \700＋税

ボールをはめ込む事で獲得ゲーム数やセット数が表示できます。
丸型ネットポストにステンレスクランプ(締め金)で固定します。
四角型ネットポストにはセットはできません。
金網のフェンスに引っかけての設置も可能。
雨風に強いコーティング加工がなされていますので高い耐久性があります。

●US-ST
ユニ－ク スコアチューブ　ホワイト、ブラック、ブルー、グリーン　￥9,000＋税

Choice of the professionals   The LightBlue Grip That Does Not Slip !  TOURNAGRIP 

Risa Ozaki

●UG-15
テニスブックエンド
\5,000＋税

●UG-17
テニスコインホルダー
\3,000＋税

●UG-2
テニスレターオープナー
\2,000＋税

●UG-21
テニスボトルオープナー
\1,200＋税

※予告なく仕様やデザインが変わる事があります。

●BP-M　ボールポートミニ（36球用） \4,800＋税

●TPB-3
フォームボール
（スポンジ3球入）
\1,200＋税

●NET-1
ネットチェック
\1,200＋税

●GRIP RX (US-GRX-2)
ユニ－クグリップアールエックス　￥1,500＋税

(11)

無色でジェル状の速乾性に優れた滑り止めローション。
汗によるグリップの滑りを防ぎます。
テニス、バドミントン他、手のひらの滑り止めを必要とする各種スポーツに
お使いいただけます。60ml 微香性　乾くとロージンを付けた様な感じになります。

●US-SCO3
ネットスコアキーパー　￥6,800＋税

●RS-SKUL
SKULL&CROSSBONES
スカル＆クロスボーンズ
\1,200＋税

●RS-SMILE
SMILEY FACE
スマイリーフェイス
\1,200＋税

●RS-HAND
HAND PRINT-stop
ハンドプリント-ストップ
\1,200＋税

●RS-PAW
PAW PRINT
パウプリント
\1,200＋税

Fun Racket Stencils



ホワイト　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルー　　　　　　　　　　　　　　　　　ワインレッド　　　　　　　　　　　　　　　　　イエロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラウン

BOW003 WHITE with BREAK BACK

月刊少年チャンピオン連載中の 「BREAK BACK」 （著者 : プロテニス選手の資格を有する KASA）
とのコラボ企画商品。

ケガで挫折した元世界ランキング 7 位の女子テニスプロ ・ 上條紗季が無名の高校を率いて高校
テニス界で暴れまわる !! （コミックス 1 ～ 6 巻好評発売中 !!　以下続刊）

通常商品 (BOW003) のエンドテープカラーはブラックですが、
この 「BREAK BACK」 コラボ商品 (BOW003-BB) のエンド
テープカラーはホワイトになります。

BOW003-BB (BREAK BACK コラボ )

ボウブランド プログリップ （スーパーウェット 3 本巻 105cm×25mm×0.7mm×3pcs)　￥1,000＋税　ホワイト　数量限定品

RISA OZAKI with BOWBRAND

ホワイト　　ブラック　　ブルー　　ブラウン　　イエロー　ワインレッド
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BOW BRAND LEATHER GRIP

BOWBRAND レザーグリップ　日本製 （特殊技術加工品）

BOW1000　サイズ ： 100cm×2.5cm　￥3,200＋税
BOW1100　サイズ ： 110cm×2.5cm　￥3,400＋税

カラー ： ブラウン、 ネイビー、 ワイン、 スカイ、 ブラック

これまでは 1 回の工程だった 「なめし」 の工程に再度クロムなめしの工程を加えました。
表面にディンプル加工を施す事により、 滑りにくく伸縮性も有した今までにない感触を実現しています。
さらに特殊な溶液を塗布することで耐久性と独特のサラサラ感も持続します。

付属品 ： 両面粘着テープ、 エンドテープ
( 粘着テープはレザーには直接貼付していません。 ボックスパッケージ内に別添となっています )

巻き始め ( グリップエンド ) 部分は斜めにカットしてあります。
最終 ( 剣先 ) 部分は真横に切ってありますのでお好みの長さで斜めに切って装着してください。

ブラウン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラック

ネイビー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スカイ
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カラー ： デニムブルー
サイズ ： W30×D19×H50cm
素材 ： ポリエステル (TPE)
シューズポケット付き
￥9,800＋税　

デニム風カラーでテニスは勿論オフコートでも使えるデザイン性。
豊富なポケットで使い勝手も抜群です。
バッグはシューズ収納部、 ラケット収納部、 着替え等を収納す
るメイン部、 小物などを入れるトップの収納部の 4 部屋構造に
なっています。
ショルダーパッドは再起反射素材を採用で夜間でも安心です。

< ポケット配置 >
■メイン部内側
・ 前面 ： 面ファスナー付ポケット 2 個 / ペン差し 2 本
・ 背面 ： 面ファスナー付ポケット 1 個 / ペン差し 2 本
■ラケット収納部
2 本収納可でラケット同士が接触しないようセパレート構造になっ
ています。 また 1 室がクッション素材になっているのでノート PC
を入れる事ができます。
■外側 ： ペットボトルホルダー 1 個、 ファスナーポケット 2 個

●BOW Back Pack （BOW-JB2007）
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&1.30mm

ストリング表面にリキッドワックス加工を施す
もので、ストレスの無いスムースなストリンギ
ングを実現します。
また、ノッチングもミニマイズしプレー時にス
トリング性能そのものを維持・発揮する事がで
きます。

プレストレッチとは、ストリング製造直
後に張力をかけて一旦ストリンギングさ
れた様な力を加えるものです。
これにより実際にラケットに張り上げた
時や時間経過後のテンションロスをミニ
マイズします。

パワーリボンとは、ポリプロフィレンと
ポリアミドで作られた極薄フラットテー
プ状の素材を複数層に重ねマルチフィラ
メントにした構造を言います。
この構造は、そのナチュラルガットに似
た構造によりマイルドな打感と衝撃吸収
性をストリングにもたらします。

トリプル ( マルチプル ) ヒーティングとは、
製造過程でストリングに複数回の熱を加え
るもので、素材の密度などを統一化し製品
のばらつきを抑えるものです。
これにより、ストリングはストレスから開
放され製品の均一化がもたらされます。

ISOSPEED is the technology leader in the field of innovative materials. 
We are the only company in the world that uses Polypropylene in the manufacture of strings, in addition to  the more common materials. With Power Ribbons, 
we have developed a revolutionary string  technology which uses elastic tapes instead of the traditional fibers. 
And, since 1990, we  have carried out successful research on methods for the postprocessing and optimization of  materials, such as double heating, a thermal 
aftertreatment which makes it possible for us to produce an unusual, triangular tennis string. 
Continuous advances in materials and technologies  guarantee innovative, state-of-the-art products.

それぞれが最先端の技術で作られたユニークで独特な個性を持
つストリングたち。魅惑のイソスピードワールドへようこそ。

ポリプロフィレンの極薄レイヤーを何層にも重ねた積層マルチフィラメント構造。この構造はまさにナチュラル
ガットに大変良く似た構造です。インパクト時にソフトで繊細なタッチ感と高い振動吸収性を感じられます。

Professional

ゲージ：1.20mm(17)
長さ：12m
カラー：ナチュラル
素材：ポリプロフィレン
構造：リボン多層積層
プレストレッチ：50kg
￥2,400＋税

Professional 
( プロフェッショナル )

( テンションロスを防ぐために張力をかけた状態でコイルに巻き付けてあります )

ポリなのにナイロンマルチの様な打感とタッチ。
イソスピード自信の代表作「プロフェッショナル」
微妙なボレーコントロールを求めるプレーヤーには
1.20 ゲージの「プロフェッショナル」

Control

ゲージ：1.30mm(16)
長さ：12m
カラー：ナチュラル
素材：ポリプロフィレン
構造：リボン多層積層
プレストレッチ：50kg
￥2,400＋税

Control 
( コントロール )

( テンションロスを防ぐために張力をかけた状態でコイルに巻き付けてあります )

ポリなのにナイロンマルチの様な打感とタッチ。
イソスピード自信の代表作「コントロール」
タッチと耐久性を求めるプレーヤーには
1.30 ゲージの「コントロール」

（ブイ 18)
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Balle de Match （バルデマッチ） はフランス語の 「マッチポイント」 の意。

「バルデマッチ」 は 1992 年に南カリフォルニアのビーチで “クールでヒップ” なテニスブランドとして生まれました。

個人のガレージでファンキーな T シャツラインの販売から開始し 「バルデマッチ」 はその第一歩を踏み出し、 後年は

ATP / WTA ツアーでブースを構えるまでになりました。

ヘアーカットされテニスラケットを握るファンキーなスティックフィギュア 「YIPPEE MAN」 ( ヤッピーマン） は

「バルデマッチ」 のシンボルとして育ち、 プレーヤーから 「ゴー、 ヤッピーテニス！」 と言われ全米のテニスシーン

で親しまれるようになりました。

「バルデマッチ」 のシンボル 「ヤッピー」 とは、 ウィークデーは” キリッ” とビジネスライフに徹してウィークエンドを思いっきりフリーな

気分で人生を楽しむ人たちの事を言います。
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20〇〇番台、19〇〇番台のTシャツサイズ

　　　 　 着丈　身幅　肩幅　　　　　　　    着丈　身幅　肩幅 
メンズ 　M：68　 51　 45　　　レディース　S：59　 42　 39
　　　   L：71　 54　 47　　　　　　　    M：62　 45　 41
　　　 XL：74　 57　 49　　　　　　　    L：65　 48　 43

素材/ポリエステル100％ (吸水速乾シルキータッチ、UVカット、UPF50+)

Tシャツ　Do You Challenge (ドゥーユーチャレンジ)　￥3,800＋税
ライトブルー、トロピカルピンク、ネイビー、ホワイト、ライムグリーン
●メンズ (BM-JM1910)　M、L、XL　　●レディース（BM-JW1920)　S、M、L

疑わしきはセーフ。それがテニスマンの心意気！ これが無くちゃ始まらない。フルに楽しむオン＆オフコート！

Tシャツ　No Beer,No Tennis2019 (ノービアノーテニス2019)　￥3,800＋税
ライムグリーン、トロピカルピンク、ライトブルー、ネイビー、ホワイト
●メンズ (BM-JM1911)　M、L、XL　　●レディース（BM-JW1921)　S、M、L

Do you challenge?
Suspicious is safe, it is a spirit of tennis players.

NO
BEER
NO
TENNIS Tシャツ　0-15 (ラブフィフティーン)　￥3,600＋税

Lグリーン、ネイビー、Lルー、Hピンク、ホワイト、Mパープル、Mピンク
●メンズ (BM-JM1811)　M、L、XL
●レディース（BM-JW1821)　S、M、L

40-LOVEの後はマッチポイント
バルデマッチなんだぜ！

      2020
New

      2020
New

メンズ  Tシャツ　Match Point
(マッチポイント)　BM-JM2010)
ホワイト、ネイビー、ライトブルー
M、L、XL　￥3,800＋税

メンズ  Tシャツ　Flame Shotters
(フレームショッターズ　BM-JM2012)
ホワイト、ネイビー、ライトブルー
M、L、XL　￥3,800＋税

レディース Tシャツ　Match Point
(マッチポイント　BM-JW2020)
ネイビー、ライトブルー、トロピカルピンク
S、M、L　￥3,800＋税

レディース Tシャツ　Flame Shotters
(フレームショッターズ　BM-JW2022)
ネイビー、ライトブルー、トロピカルピンク
S、M、L　￥3,800＋税

バルデマッチのルーツ、ヤッピーマン！

僕らは永遠のフレームショッターズ！

      2020
New

      2020
New
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From CaliforniaGO YIPPEE TENNIS!

Chris Deverian, a 1992 graduate of the University of Southern California, had 
an idea about designing clothing that was “cool, hip” and unique to the tennis 
marketplace. 
A far cry from the typical tennis attire, Chris was inspired by the beach and 
volleyball community that existed in his back yard.

Balle de Match  For  Mens ＆  Ladies 

●レディース クォーターパンツ（BM-JW1226）
ポリエステル100％（裏地ナシ）　￥6,700＋税
サンドベージュ、チャコールグレー
レディース M、L　股下 38cm(M)、40cm(L)

●ダルメシアン
メッシュジャケット
(BM-JMJ1042L)

ポリエステル100％
レディース M、L
￥11,000＋税
身頃と袖下＆背中下
1/3がオーガンジー
メッシュ、
1枚物の通気性の良い
ジャケット

左胸にヤッピー、
背右上にBalle de Matchの刺繍。
JTAルール適合のスーパーホワイトゲームウェアー

●ジップアップゲームシャツ(BM-JW1325)
ポリエステル100％(吸汗速乾ドライ/ルミネット)
ホワイト　レディース M、L
￥6,600＋税

左右に10cmスリット、左腿にボールポケット装着。
JTAルール適合のスーパーホワイトゲームスコート

●ゲームスコート (BM-JW1336)
スーパーホワイト　レディース M、L
ポリエステル100％(裏地ナシ、吸汗速乾ニット/アミーナ)
￥6,600＋税

メッシュの身頃で
快適な通気性
股下まで裏地が
付ています

●メッシュロングパンツ
(BM-JLP1027L)
ポリエステル100％　ホワイト
レディース M、L　￥9,500＋税

M :着丈58cm 胸囲44cm　
L :着丈60cm 胸囲47c

made
   in
Japan

made
   in
Japan

●キャンディーチェック サンバイザー
(BM-JA1645)　ピンク×グレー
フリーサイズ　￥2,900＋税

●キャンディーチェック オーバースコート(BM-JW1635)
メッシュ生地 ポリエステル100％、裏地ナシ1枚物
ピンク×グレー　M、L　￥5,900＋税 メッシュ

made
   in
Japan

●ピンクサーカススポット サンバイザー
(BM-JA1647)　ブラック×ピンク
フリーサイズ　￥2,900＋税

●ピンクサーカススポットオーバースコート(BM-JW1637)
2WAY生地 ポリエステル87％、ポリウレタン13％
ブラック×ピンク　M、L　￥5,900＋税 2Wayｽﾄﾚｯﾁ

made
   in
Japan

左胸にヤッピー、背右上に
Balle de Matchの刺繍
JTAルール適合のスーパー
ホワイトゲームウェアー

●ジップアップゲームシャツ
(BM-JM1315)
ポリエステル100％
(吸汗速乾ドライ/ルミネット)
スーパーホワイト
メンズ M、L、XL
￥6,600＋税

M :着丈68cm 身幅51cm
L :着丈70cm 身幅54cm
XL:着丈72cm 身幅57cm

JTAルール適合のゲームパンツ

●ゲームショートパンツ (BM-JM1430)
オリーブ　ポリエステル100％(裏地ナシ)
メンズ M、L、XL、3L　￥4,700＋税

M :
腰75cm～81cm
丈49.5cm
股下21.5cm

L :
腰79cm～85cm
丈51.5cm
股下23cm

XL:
腰83cm～89cm
丈53.5cm
股下24.5cm

3L:
腰87cm～93cm
丈55.5cm
股下26cm

●メンズスウェットハーフパンツ(BM-JM1830)
グレー　ポリエステル65％　綿35％ (裏パイル)
M、L、XL、2XL　￥4,500＋税
裏パイルのスウェット生地。
前にも後ろにもヤッピー君が居ます。

Tシャツ（Beginner）　\3,600＋税
ライトグリーン、ライトピンク、ホワイト、
ライトブルー、ホットピンク
●メンズ (BM-JM1611) M、L、XL
●レディース（BM-JW1621) S、M、L

パワフルヒッターなのにこのTシャツはずるい！

Tシャツ（Yippee-USA）　\3,600＋税
ライトピンク、ホワイト、ライトブルー、ライトグリーン
●メンズ (BM-JM1612) M、L、XL
●レディース （BM-JW1622) S、M、L

バルデマッチは南カリフォルニア生まれ。

Tシャツ（Pick）　\3,600＋税
ライトブルー、ライトグリーン、
ホットピンク、ライトピンク
●メンズ (BM-JM1613) M、L、XL
●レディース（BM-JW1623) S、M、L

ピック ア ウイニング パートナー！
気の合う仲間で楽しくテニス。これ一番。

雨でプレーできなくて残念・・・でも、
晴れ間が出てるから水はけ準備しなくっちゃ！

Tシャツ（No Game 2Day）　\3,600＋税
イエロー、サックス、ライムグリーン、ベビーピンク
●レディース（BM-JW1526)　S、M、L

Tシャツ　Challenge (チャレンジ)
￥3,600＋税
ホワイト、Lグリーン、ネイビー、
Lブルー、Hピンク、Mピンク、Mパープル
●メンズ (BM-JM1810) M、L、XL
●レディース（BM-JW1820) S、M、L

アウト？セーフ？ 疑わしきはセーフがテニスマンの心意気！
Tシャツ　FrameShotters 2
(フレームショッターズツー) ￥3,600＋税
ネイビー、Lブルー、Hピンク、ホワイト、
Lグリーン、Mパープル、Mピンク
●メンズ (BM-JM1812)　M、L、XL
●レディース（BM-JW1822) S、M、L

私の十八番！ フレームショットでポイント奪取？

Tシャツ　Up or Down
(アップオアダウン)
￥3,600＋税
Lブルー、Hピンク、ホワイト、
Lグリーン、ネイビー、
Mピンク、Mパープル
●メンズ (BM-JM1813) M、L、XL
●レディース（BM-JW1823) S、M、L

トスの時に間違っても「サーブ」とか言ってはいけません？
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From CaliforniaGO YIPPEE TENNIS!

Chris Deverian, a 1992 graduate of the University of Southern California, had 
an idea about designing clothing that was “cool, hip” and unique to the tennis 
marketplace. 
A far cry from the typical tennis attire, Chris was inspired by the beach and 
volleyball community that existed in his back yard.

↓ Balle de Match  For  Mens →

メイドインジャパンの高品質コンペティションウォームジャケット＆パンツ。
素材も縫製も国内で生産の高いグレードの品質を誇ります。

made
   in
Japan

≪裏地素材の使い方≫ 
・ジャケット
　身頃部分は温かみを考え、肌面に起毛生地を使用。 
　袖部分はスルッと入り易い様に、肌面にツルツルした生地を使用。

・パンツ
　お尻周辺が温かい様に、後ろ面に起毛生地を使用。 
　履く時にスルッと履ける様に、前面はツルツルした生地を使用。

≪ポケット部分のドット釦について≫ 
　芯地をしっかり入れておかないと、噛み合わせが弱くなったり滑り
　やすくなるので、内側にしっかりした芯地をいれています。

≪生地縫製、ライン部の縫製≫ 
　ヨレずに波立たずまっすぐになる様にしっかり慎重に縫製しています。

ウインドジャケット　ホワイト×ネイビー　ポリエステル100％(裏地メッシュ)　￥11,800＋税
スーパーホワイトカラーが眩しいほどの輝きを放ちます。背中にはメッシュベンチレーション。

●メンズ (BM-JM1560)　M、L、XL
●レディース（BM-JW1565)　M、L

ウインドパンツ　ネイビー×ホワイト
ポリエステル100％(裏地メッシュ)　￥10,200＋税
裏地メッシュ。膝部にはメッシュベンチレーション。

●メンズ (BM-JM1561)　M、L、XL
●レディース（BM-JW1566)　M、L

メンズ (着丈,身幅,袖丈)
 M ：69、58、65
 L  ：71、62、66
 XL：73、66、67
レディース
 M ：67、52、64
 L ：69、56、65

メンズ (胴回,股下,総丈)
 M ：78、79、107 
 L ：82、79、108
 XL：86、79、109
レディース
 M：66、73、101
 L：70、73、102

季節を問わないオールマイティなゆったり目のサイズのジャージジャケット＆パンツ。
ジャージジャケット　ブラック×レッド　ポリエステル100％(裏地ナシ)　￥7,900＋税
前と後ろにプリント。ファスナー引き手と袖2本ラインの赤がアクセント。

　　　　　　　　●メンズ (BM-JM1600)　M、L、XL
　　　　　　　　●レディース (BM-JW1605)　M、L

ジャージパンツ　ブラック×レッド
ポリエステル100％(裏地ナシ)　￥6,900＋税
ファスナー引き手と2本ラインの赤がアクセント。

●メンズ (BM-JM1601)　M、L、XL
●レディース (BM-JW1606)　M、L

メンズ (着丈,身幅,袖丈)
 M ：63.5、60、57.5
 L  ：65.5、62、59.5
 XL：67.5、64、61.5
レディース
 M ：57.5、49、53
 L ：59.5、51、55

メンズ (胴回,股下,総丈)
 M ：78、79、107 　L ：82、79、108　XL：86、79、109
レディース (胴回,股下,総丈)
 M：66、73、101　 L：70、73、102

made
   in
Japan

made
   in
Japan

リストバンド (BM-JA0952) 
WH、BK、PK　フリー（1個入り）
コットン100％　\600＋税

↓ Balle de Match　Accessories

リストバンド (BM-JA1452) 
WH、PK　フリー（1個入） 
コットン100％　\600＋税　

●キャンディーチェック サンバイザー
(BM-JA1645) メッシュ ポリ100％
ピンク×グレー　￥2,900＋税

メッシュ

●PKサーカススポット サンバイザー
(BM-JA1647) 2WAY生地
ブラック×ピンク　￥2,900＋税

2Wayｽﾄﾚｯﾁ

●ロイヤルスチュアートビス サンバイザー
(BM-JA1646) メッシュ ポリ100％
ブラック×グリーン  ￥2,900＋税

メッシュ

●エアーメッシュキャップ(BM-JA1540)　￥2,300＋税
バルデマッチのBマーク。軽く蒸れない通気性抜群のエアーメッシュ。
試合着用可。　ベージュ、ホワイト
フリーサイズ　ポリエステル100％ (メッシュ)

メッシュ

●サンバイザー (BM-JA1342)
　ピンク　コットン100％
　￥2,600＋税

YIPPEE+Skull　　　　　　　　　Dare+NoBeer　　　　　　　　　　Popai+Sakura
 (BM-JA1641)　 　　　　　　　　(BM-JA1642)　 　　　　　　　　　(WK-JA1644)

グリップエンドシール グリッペン　(2個1セット)　￥500＋税
素材：ポリプロピレン　サイズ：直径約23mm
ラケットのグリップエンド部に貼付するアクセサリー。

ランドリーバッグ (BM-JB1640) ￥1,300＋税
カラー：ブラック、イエロー　サイズ：W42×H53cm
素材：ナイロン100％

マルチに活躍する軽量ランドリーバッグ。
肩ヒモ付きでリュックとしても使えます。
片面にヤッピープリント、裏側は無地です。

　レディースショート3ペア
(BM-SX1902)
22～25cm
\オープン

●L 　レディースハーフ3ペア
(BM-SX1904)
22～25cm
\オープン

●L　メンズショート3ペア
(BM-SX1901)
25～28cm
\オープン

●M 　メンズハーフ3ペア
(BM-SX1903)
25～28cm
\オープン

●M

●ネックウォーマー (BM-JA1390)
伸縮性抜群の暖かく肌触りの良いモコモコネックウォーマー。
ヒモを絞ればキャップとしても使えます。
ピンク、GN/WH/RD　サイズ：21cm×22cm
素材：アクリル79％、ナイロン20％、ポリウレタン1％(ニット)
￥1,500＋税

　メンズショート3ペア
(BM-SX1301)
25～28cm
\オープン

●M
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String
 Glide

   ● 張りたての感覚を維持
  ● スピンがかかりやすい
 ● 雑味のないクリアな打感
● マイルド＆ホールド感

【ストリンググライド】はテニスラケットのストリング面に塗布することで、
ストリングの交差点の摩擦を少なくして、ロック状態を解放するストリングメンテナンスギアです。

【グライド】とは「打球時に縦ストリングがずれてから戻りやすい」効果を表現 したもの。
ストリングがずれたままの状態は、ストリングが持つ本来の性能を著 しく低下させます。

つねにストリングがまっすぐで張られたままの状態を維持する【ストリンググライド】は、
ストリングが自由に動く状態を長く保ち、ストリ ング本来の反発性能やスピン性能を最大限に発揮させ、
打球の乗りや喰いつき感を向上させて、マイルドな打球感を保つのです。

【ストリンググライド】で、まるで張ったばかりのような高性能を体感してください。

テニス用 ストリングメンテナンスギア【String Glide】( ストリンググライド）

■使用方法
ミニボトルを 2 ～ 3 回振り、軽く指でつまんで 2 ～ 3 滴をスポンジの上に垂らしてから
ストリング面に軽く押し付けながら円を描くように塗布します。
塗布前に縦糸を横にずらし横糸との交差点を露出させた状態で塗布してから元に戻すと
効果的です。1 時間に 1 回の頻度で塗布すると効果が持続します。

【ストリンググライド】は、
塗布することでストリングの耐久性を伸ばすものではありません。
張り立てのフレッシュな打球感とストリング本来の性能を、より効果的に、より長期間
にわたって発揮させるためのアイテムです。

塗布前に縦糸を横にずらし、横糸との交差点を露出
させた状態で塗布してから元に戻すと効果的です。 ミニボトルを2～3度振ってから逆さまにし、軽く指でつ

まんで2～3滴をスポンジの上に垂らしてから、ストリン
グ面に軽く押し付けながら円を描くように塗布します。

１時間に１回の頻度で塗布すると効果が持続します。

■内容量：22ml　■使用可能回数：およそ 100 回分
■価格：￥1,800＋税　■日本製

ストリングは、ラケットに張られた
瞬間から交差する点で食い込み合い、
徐々に本来の性能を失っていく運命
にあります。

ときどき自分のラケットの縦＆横の
ストリングが、真っ直ぐではなく「ヨレた状態」になっていることに
気が付く事があると思いますが、これこそストリングの本質的性能の
発揮を妨げる「ロック状態」なのです。

この状態では縦と横のストリングが互いにその動きを邪魔し合い、
打球感は悪くなり、ボールの飛びやコントロール性能も十分に発揮でき
なくなります。
これを解消するためのスーパーアイテムが「ストリンググライド」です。

「ストリンググライド」でメンテナンスすることで、ストリング 1 本 1 本が持つ弾力性を維持することができるとともに、インパクト時にメインストリングが
ずれて戻る効果でトップスピン量が増加してコントロール性能が向上することが学術的な実験によって証明されています。

インパクト時にメインストリングがずれて戻る効果でトップスピン量が増加して
コントロール性能が向上することが学術的な実験によって証明されています。
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2020 Championships Towel - Blue/Aqua
2020 Championships Towel - Green/Purple

2020 メンズチャンピオンシップタオル
カラー：グリーン×パープル（男子選手使用カラー）
素　材：コットン100％
サイズ：70×133cm
重　量：約460g/枚
生産国：インド
価　格：￥6,700＋税
専用コットンケース付き

2020 レディースチャンピオンシップタオル
カラー：ブルー×アクア（女子選手使用カラー）
素　材：コットン100％
サイズ：70×133cm
重　量：約460g/枚
生産国：インド
価　格：￥6,700＋税
専用コットンケース付き

OFFICIALTOWEL

チャンピオンシップタオルとは、毎年ウィンブルドンの芝のコートで選手が実際に使用するタオル。
169年の歴史を持つ英国王室御用達ブランド【CHRISTY社】製で高品質な毛足の長い高級タオルです。

コレクターアイテムにもなっていて、年号が入っているので、お子様のお誕生、入学、卒業、新築、引越、定年などお祝
いや感謝の日の贈答品としても大変人気があります。

CHRISTYとWIMBLEDON、2つの伝統的な英国ブランドのコラボレ
ーション。

Christy(クリスティ)は、英国でデザインされた高品質なタオルを
作り続けています。

クリスティの物語は1850年、今日のタオルの発明から始まります。

1850年、ヘンリークリスティはコンスタンチノープルからイング
ランドに戻り西洋世界に新しいループパイル生地を紹介しました。
1年後、最初のテリータオルが生産され、ビクトリア女王にこれら
のセットが贈呈されました。

1951年、クリスティは100周年を記念してロイヤルトルコタオル
を発売しました。
今日もコレクションに最新版のロイヤルトルコタオルを誇らしげ
に携えており、160年以上にわたって高品質で最も豪華なタオルで
あり続けています。

1953年、エリザベス女王2世の戴冠式を祝うために特別なタオル
が製作され、また1977年にシルバージュビリーを祝うために再び
作られました。

1988年、クリスティはThe Championships、Wimbledonの公式
タオルサプライヤーになりました。
プレーヤーがセンターコートで使用しているクリスティタオルが
ウィンブルドンの象徴的な部分になったことは驚くことではあり
ません。

クリスティも時の試練に耐えてきたブランドなのですから。

OFFICIALTOWEL
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世界でも数少ない、真円型のスポンジボールを作る事が可能なドイツのボレー社。

●ボレー スポンジボール・ラージ (VL-L)
　　\700＋税 90mm

質感のある強化プラスチックを使用したこのラケットは、ドイツ製らしくデザインにも優れ安定性も高く頑丈に作られています。

　　　　その絶妙なバランスは熟練したテニスプレーヤーをも唸らせてしまいます。ジュニアプレーヤーの練習から上級者のボレーボレーまで、
　　　　いつでもどこでもプレイ感覚を楽しめる優れたトレーニングラケットです。

　　　　　　　　　　　　　公園や浜辺、室内でも楽しめ、初心者にはテニスの上達に、上級者には打球感を保つリピテーションプラクティスとしてとても
　　　　　　　　　　　　　役に立ちます。

●ボレー スポンジボール・スモール (VL-S)
　　\500＋税 65mm

ACE AUTHENTIC

●Signed Ball Nadal,Rafael
(AC-RNSTB)　\オープン

●ボレーファミリーセット(VL-F)
（ラケット/2、スポンジボールS/1）
\2,800＋税

スイング練習器

●スピンサーブマスター
　Spin Serve Master
　スピン系サーブ練習器

●スピンプロ　Spin Pro
スイング感覚上達練習器
正しい打点を一定させる事とワイパースイングが自然とできて、しっかりとしたトップスピンの打ち方
を体感できます。自然とワイパースイングが出来てしまう。自然とスピンがかかる。  ￥2,667＋税

スピン系サーブをマスターしてダブルフォルト撲滅！正しいスイングが習得できる。 ￥2,667＋税

パワーポジションボール
テニスボール式マッサージ器具 (PPB1800)

話題のテニスボールが2個連なった形のEVA樹脂製のマッサージ器具。
いつでもどこでも気軽にストレッチ＆リラックス！
ボールを２つ繋げたこの形がポイント！タテでもヨコでも使いたい場所に合わせてググーッと刺激！

首・肩/背中・腰/ふくらはぎ/足うらのストレッチやデスクワーク中にも座りながらストレッチできます。

・全身いろいろな所に使えます
・軽量かつ程よい硬さが支持されています
・丸洗い出来るので匂いが気になりません
・空気漏れすることなく耐久性に優れます
・つなぎ目が六角形なので効果的な刺激
・コンパクトで持ち運びに便利です

重量：72g
素材：EVA樹脂
カラー：ブラック
￥1,800＋税

new ホットアイスビーズ

冷・温両用！簡単アイシング、簡単温熱ケア

肩、腰、膝用のアイシングと温熱ラップです。運動後の疲労回復に。氷も水も不要です。
冷凍庫に入れるだけですぐに使えます。

アイスビーズは凍らないビーズが部位にしっかりとフィットします。
アイシングの効果は炎症を抑えたり、疲労回復などと知られています。
アイシングは長すぎると逆効果になりますので、15分から20分間がお勧めです。
アイスビーズは約20分でぬるくなりますので、冷やしすぎの心配はありません。
伸縮性のあるファスナーで好みの強さで部位に圧をかける事が出来ます。

Ice Beadsは繰り返して使用できます。使う2時間前に冷凍庫に入れて保管。
温熱は電子レンジで簡単に加熱ができます。運動直後にはアイシング！
慢性化した痛みやだるさには温熱！

DIGITAL TENSION CALIBRATOR

ガット張りマシンの張力が適正かどうか調べる
張力測定機。
lbs、kg、OZ、JIN の4単位での計測が可能で、
87ポンド＝40kgまで計測できます。

●デジタル テンション
　キャリブレーター (TS-B40) \オープン

シリコン氷のう (GP-511)

熱中症対策、スポーツ時のクールダウンに
超ポップなカラーのシリコン製氷のう。
カラー：ピンク・グリーン・オレンジ
サイズ：125×125×115mm　容量：約600ml　￥1,400＋税

小さくたためて持ち運びに便利、
柔らかいので身体の部分にぴったりフィット。
使い終わった後は水を捨てずそのまま凍らせても使えます。
保冷剤としてクーラーバックに入れてもOK。
冬場はお湯をいれて肩こりなどの血流改善にも！

シリコン氷のう固定ベルト
(GP526)
フリーサイズ
38mm×700mm
ポリエステル、ナイロン、
天然ゴム、ブラック
￥600＋税

Lサイズ　￥1,900＋税　　　Mサイズ　￥1,800＋税　　手首サイズ　￥1,400＋税
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世界特許を取得した丸いコブ(アイランド)でアッパーの締め具合を自在に調整できる、今までにない画期的な究極のゴム製

シューレース「Xtenex」（エクステネクス）。

それは結ぶ必要のないシューレース「靴紐」です。

伸張率結束の意味で世界特許の節(凸)のあるテクノロジーシューレース(靴紐)。

このテクノロジーで 甲側の左右不均等の調整ができ、足へのフィット感と心地よさを生み、それによりあなた本来のパフォー

マンスが発揮できます。

●結ばない ： 一度自分の足型に合わせて装着すれば、結ぶ必要が無く毎回結ぶ煩わしさから開放されます。
●ほどけない ： 世界特許の靴穴間の「テンションの調整」を生む節(凸)がある事で、どんな動きにもゆるまずほどけません。
●フィット感 ： Xtenexは靴にフィットし、他に類を見ないパワーを創造します。

●VIBECUT (SUVC001)　￥950＋税

ジャストミート時の振動を10％、フレームショット時の大きな
衝撃振動を40％カット。（2個装着時のデータ）
ストリング面でなくグリップ上部に装着しフレームシャフトの
振動を抑えます。
プレイヤーにとって大切な打球感や打球音を損ねることなく、
手首、ひじ等への疲労や負担を軽減。テニスエルボーなど打
球振動にお悩みの方にオススメです。

装着方法
1)グリップエンドにバイブカットの内側（凹側）をひっかけて拡張し、グリップに通します。
  （防振効果をもたらす為に、少し固めになっています。）
2)グリップにバイブカットを通したら、グリップ上部のフレームシャフトに触れる位置まで移動させます。
  （バイブカットを拡張して移動させるか、右手で表裏を回転させるようにすべらせて移動させると簡単に出来ます。）
3)バイブカットの凹面（内側）とラケットの接着面に隙間が出来ないよう、しっかりと押し広げて密着させてください。
  密着していない状態では防振効果が減少します。

■シナジーカラー 75cm (SP300-SG)　\3,300＋税
　カモフラージュ
　
■ハイブリッドカラー 75cm (SP300-HB)　\3,000＋税
　ホワイト×ターコイズブルー
　ホワイト×ピンク
　ロイヤルブルー×イエロー
　ホワイト×レッド
　
■シングルカラー 75cm (SP300-S)　\2,000＋税
　ブラック
　ホワイト
　ピンク
　レッド
　ターコイズブルー
　パープル
　ネオンイエロー
　ネオングリーン
　ネオンオレンジ
　グレー
　ライトブラウン
　ダークブラウン

ホワイト　　　　ブラック　　　　 レッド　　　　 イエロー　　　　 ブルー　

先端をヒモ穴へ通す。 
両手をヒモ穴の両サイドに合わせます。 
最初はゆるくヒモを通してください。 
あとで張り具合を調整します。

ヒモの先端をつかみ他方の紐穴へ通します。 
ヒモを引っ張り伸ばし節をストレートにします。
ベストなポジションまで紐を通して静かにヒモ
を放せば節が復帰してロックします。

張り具合を調整してヒモ通しは完成です。 
パフォーマンスを発揮するには幾分かの
ヒモのたわみがあった方が良いです。 
節はその形状を残しておく必要があります。

装着方法 → → → → → →

最終の先端仕上げをして完成です。
必ず最終ヒモ穴以降には、いくつかの節を残してください。

フリーポジションタイプ バインドタイプインサートタイプ

●次世代キネシオロジーテープ、日本に登場 !!

国際大会で活躍するプロテニスプレーヤーの多くががマイクロファイバー製のテーピング

を使用しています。
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http://www.hal-japan.com/

Hanna Hula ( ハンナフラ )
2006 年、 東京 ・ 駒沢公園近くの小さなアトリエで誕生しました。 姉妹で立ち上げたブランド ・ Hanna Hula は、
カラフルで楽しくなるラインナップが大きな魅力。 普段のおしゃべりから次々と創りだされるアイテムは、 どれも使い
やすく、 持つだけで気持ちがハッピーになるものばかりです。

●テニスラケットケース (ハードケース) TNS-RCH　￥3,800＋税
素材：外側)ポリエステル　サイズ：横32×縦75×マチ4cm　230g
大切なラケットを持ち運びするのに便利なハードタイプ
のラケットケース。Hanna HulaのベーシックデザインからPOP＆
CUTEな個性派デザインまで、たくさんの種類からお選び頂けます。

　チャコール　　　　　　　　　　　ジラフブラック

TNS-RCH-10　　 　　　　　　　TNS-RCH-11

●テニスラケットケースソフト (収納ポケット付)　
TNS-RCSP　￥2,700＋税　素材：ポリエステル
サイズ：横35×縦80(ちょっと大き目、2本収納可能)

気軽にテニスコートに向かいたいとき。財布やスマホ。。。
最低必需品のみ持ち歩くのに便利なファスナーポケット付。

クッキーフラワーカフェ　　　　　カモフラージュ　　　　　　ジラフブラック　　　　　ロックスターブラック

TNS-RCSP-CFL01　　　　TNS-RCSP-CAM　　　　TNS-RCSP-11　　　　TNS-RCSP-RSTR01

●バックパック(ダブル消臭機能ネームタグ付シューズ袋付) TNS-BPK
￥8,200＋税　素材：ポリエステル　サイズ：横35×縦50×奥行き20cm　670g
テニス用のデイパックとしてだけでなく、荷物の多い通勤時やハイキング等のシチュエーションにもおすすめのデイ
パック。軽くて丈夫なポリエステル素材。重いものをたっぷり入れて頂いてもバッグ本体の重さが気になりません。

●大容量ラケットバッグ(2BOX-ダブルファスナー)　￥8,200＋税　ポリエステル、撥水加工
横77×縦34×奥行き17cm　約500g
ラケットが2?3本収納できる完全2部屋タイプ。片側にラケット、もう片側にシューズや着替え等を
収納可能。便利なファスナーポケットとメッシュポケット付。ショルダーバッグにもできる2WAY仕様。
ショルダー紐は長さ調整可能で、斜めがけも出来ます。軽量・撥水加工済の男女兼用デザインです。

●SUPPOX ( サポックス )
サポーター機能付タビ型厚手高機能ソックス

●ロングタイプ 
WH (8510)
サイズ：SM , ML
￥2,800＋税

●ロングタイプ
 BK (8511)
サイズ：SM , ML 
￥2,800＋税

　カラフルりんご　　　　　　　ポルカブラック

TNS-RCSP-AP01　　　　TNS-RCSP-PLK01

ジラフブラック　　　　　　　　ロックスターブラック　　　　　クッキーフラワーカフェ　　　　　　　　カラフルりんご　　　　　　　　ポルカブラック　　　　　　　　　　スポルト　　　　　　　　　　　バブル

TNS-BPKP-11　　　　　　　TNS-BPKP-RSTR01　　　　TNS-BPK-CFL01　　　　　　　TNS-BPKP-AP01　　　　　TNS-BPKP-PLK01　　　　　TNS-BPKP-SPLT　　　　　TNS-BPKP-BBL
　ポルカブラック　　　　　　ロックスターブラック

TNS-GRPD-PLK01　　　TNS-GRPD-RSTR01

　ジラフブラック　　　　　ブラックドット　　　クッキーフラワーカフェ

　NS-GRPD-11　　　　TNS-GRPD-13　　TNS-GRPD-CFL01

●消臭タグ付グリップカバー　TNS-GRPD　￥1,200＋税
長さ22.5cm、太さ(グリップエンド部)縦5cm,横5.5cm、17g

人間は常に重力の影響を受けています。
多くの日本人が後ろ重心の状態で生活をしており、身体に悪影響を及ぼしていると考
えられます。後ろ重心を維持するために頭を前に出し、体制を維持しようとするため、
身体がくの字になった状態になります。
この状態では自分の体重が負荷になり、自分の体重分を背負っている状態と同じにな
ります。前重心にすることが出来れば、頭と足が一直線になり自分の体重の負荷が下
に逃げる構造になり、負荷がすくなくなります。
前重心にし、自分の体重分の負荷を減らすことで、その力をパフォーマンスを発揮す
ることに使えるようになります。
また、毎日の疲労の蓄積も少なくなるので怪我の予防にもつながります。パフォーマ
ンスアップ、怪我予防の改善策は重心を前重心に変えることが重要なのです。

●JushinSox ロング :￥2,500＋税　　●JushinSoX ショート :￥2,000＋税
サイズ / S:21 ～ 23cm、M:23 ～ 25cm、L:25 ～ 27cm、LL:27 ～ 29cm　日本製
カラー : 黒、紺、白　　素材 : ポリエステル , 綿 , アクリル , ポリウレタン

ポルカブラック　　　　　　　　　　　　　　　ジラフブラック　　　　　　　　　　　　　　　　チャコール

TNS-RBG-PLK01　　　　　　　　　　　　　　　TNS-RBG-11　　　　　　　　　　　　　TNS-RBG-10

フューシャドット

TNS-RCH-14

●バックパックS(ダブル消臭機能ネームタグ付,巾着袋付)　￥7,200＋税
バックパックの一回り小さめサイズ。
素材：ポリエステル　サイズ：横30×縦42×奥行き17
(シューズケース：横30×縦40) 560g

サポックスプロモデルは、メイドインジャパン。
サポーターメーカーとして培った技術により誕生したサポーター機能付き
タビ型厚手ソックスです。 
世界初の先進構造が足を疲労から守り運動機能を高めます。 世界初となるかかと
のズレを抑制するヒールホールド機能と土踏まずのアーチを立体的に圧迫する
サポート設計で土踏まずのバネとしての機能を保持し運動時負担を軽減します。
※ヒールホールド機能とアーチサポート設計は特許を取得しています。

※運動時専用の大変締め付けの強い製品となります。

　　　スポルト

TNS-BPKS-SPLT

　ブラックドット

TNS-BPKS-13

レトロフラワーピンク

TNS-BPKS-RFL1

　　　　　サイズ比較
バックパックS　/　バックパック

フランス生まれの総合アウトドアブランド Millet( ミレー )
究極のドライ感を実現する次世代のアンダーウェア

ドライナミック メッシュ
ショートスリーブ ￥5,300＋税

ドライナミック メッシュ
ノースリーブクルー ￥4,600＋税

・高い吸汗速乾性　・年中汗冷えと無縁の快適性　・抜群のフィット感
驚きのドライ感と動きやすさ DRYNAMIC MESH アンダーウェア

サイズ：S-M、L-XL、XXL（EURO サイズ表記〈S サイズ = 日本 M サイズ〉
カラー：GREY、BLACK、BLU　素材：ポリプロピレン 66% ナイロン 28% PU6%

ドライ＆タフな素材

厚みのあるメッシュ構造



   KEITH
( キース )

ACE 90 / KEITH
■出身：イギリス・マンチェスター出身
　　　　ロンドンの大学に通っているシティボーイ。音楽とパブとフィッシュアンドチップス
　　　　の毎日を送り、好き勝手な毎日を送っている。マンチェスターシティのファン。
■年齢：21 歳　　■スタイル：フォアハンドマスター　　■利き腕：右利き
■プレースタイル：
　フォアハンドストロークへの自信は絶対。まさに自由自在。あらゆるコースへの
　コントロール、緩急の変化、多彩な球種など、すべてのショットをいとも簡単に操る。
　バックハンドももちろん打てるが、得意とするフォアハンドへのこだわりはある意味
　異常とも言える。フォアハンドに回り込むスピードは素早く、そのために必要な
　予測能力も最高レベルである。バックでつなぎ、フォアで攻め込む彼の徹底した
　スタイルは骨太で男らしい。

ACE 90 / PHILIP
■出身：オーストラリア・クイーンズランド出身
　　　　テニスと太陽と海をこよなく愛するサーフボーイ。水着でアグレッシブにテニスをし、
　　　　終わったら車に積んであるボードをもって海へ飛び込み体を冷やす。
■年齢：22 歳　　■スタイル：サーブ＆ボレーヤー　　■利き腕：右利き
■プレースタイル：
 　どんな状況でも前に出る徹底したサーブ＆ボレーヤー。
 　強烈なフラットサーブと鋭く跳ねるスピンサーブを武器に果敢に前に出る。
 　刃物のようなキレのあるボレーと、ロブをものともしない前後のフットワークが特徴。
 　届くか届かないかのボールもパンチのあるボレーショットを打つことができ、
 　どんなに速いボールでも繊細なタッチで対応できる。抜かれても、臆することなく
　前へ出る彼の姿は、まさしく根っからのサーブ＆ボレーヤーである。

　ANDREW 
( アンドリュー )

●トートバッグ　　27×17×46cm、カラー：アイボリー、コットン 100％、
　　　　　　　　　デザイン部は総刺繍、内側ポケット付　　￥4,900＋税

●キャップ　フリーサイズ、カラー：ホワイト、コットン 100％、デザイン部は総刺繍、￥3,300＋税

●「くまモン」のぬいぐるみ テニスバージョン (UF-BE001)

ラケットとボールを持った、やる気マンマンのテニスくまモン。
彼は自力で座れます。座った時は約 20cm 高ぐらいです。
※くまモンの持っているラケットの色は個体によって
変わります。色は選べません。
(YE、BL、RD、PPL、PK、GRN)　￥2,700＋税

※画像の右手のテニスボールは付属しません。
テニスボールは大きさ比較のために置いてあります。

アプルラインド
7つの機能性を持った
着心地重視のアンダーウェア。

マスター
キミー

ボディ
ライト
クリーム

130g ￥7,600＋税50g ￥3,600＋税

プラチナ電子液、ヒアルロン酸、ホホバオイル
配合のクリームが筋肉疲労の緩和をサポート。
スピーディーにコンディションを整えます。
 
スポーツ前後、途中で疲れが気になる
時や、肩 , 首 , 腰が重いときにお使い
ください。

酸性化した筋肉をクリームによって
還元し中和させ筋肉疲労を速やかに
取り除きます。

ひと塗り、回復。スポーツするカラダを
軽く、柔らかく、ほぐす。

ANDREW( アンドリュー )　　　　　　　KEITH( キース )　　　　　　　　PHILIP ( フィリップ )

ACE90 のデザインスピリッツはプレッピーマインド
伝統を敬い、ユニークなアイデアで他にはない新しいアイテムを開発する。

今回のトートバッグとキャップは
コーディネートのアクセントになる派手なインパクトを生み出します。
バッグとキャップは派手でも使えますよね。コーディネートの崩しには最適です。

　  PHILIP
( フィリップ )

デザイン部は全刺繍です。

ACE 90 / ANDREW
■生活：アメリカ・ニュージャージー出身
　　　　ミッドタウンにあるオフィスで働くニューヨーカー。スマートに仕事をこなし、
　　　　夜は大学からの仲間たちと酒を片手に町を走り抜ける。
■年齢：25 歳　　■スタイル：ライジングアタッカー　　■利き腕：右利き
■プレースタイル：
 　ベースライン上から一歩も下がらない彼のストロークプレーはまさしく格闘技
　の乱打戦。俊敏なフットワークでフォア、バックとすべてのショットをライジ
　ングで打ち、早いテンポのラリーで相手を翻弄して、すべてのショットでエースを狙っていく。
 　もちろんリスクの高いショットのためミスも多いが、動体視力や球の当て感は天性のもの。
　特にリターンのセンスは抜群で、彼へのセカンドサーブは絶好のライジングボールも同然である。

泉州タオルはここが違う 
吸収性抜群 

吸収性は最もタオルに 
求められた機能 

綿本来の吸収性をいかした 
理想的なタオルです 

blan&co. ®
◉テニス柄泉州タオル（価格は税別）

☆スポーツタオル  品名:おすわり犬　品番:BCCPT002  組成:綿  価格:2,500円 

　☆フェイスタオル   
   品名:AIR犬　品番:BCCPT001 

   カラー:イエロー　価格:1,600円 
                         

 ☆ 品名:ラケット＆コート 組成:綿 左グリーン　右ピンク 

ふるさと納税サイト、タオル&毛布部門人気ランキングNO1獲得！

とっても清潔 
『あとさらし』製法で 
おろしたてのタオルでも 
そのまま安心して 
ご使用いただけます 

やさしい肌触り 
お肌に触れるだけで 
ふんわりした柔らかさ 
お肌の弱い方にも 

きっと満足いただけます 

商品情報はこちら→
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PK,GLD,RD,SIL,BL

表面を横にスライドさせるとミラーが現れます。
カバンやポーチに付けるチャームとしても可愛い
アイテムです。 プレゼントにもお勧め。 ￥580＋税

リールキーホルダー
-テニス 
リール収納部
　　　5×3.5cm
SDS-15113 
￥600＋税

●部活色紙-テニス　SDS-13503
ギフトに最適。封筒(W285×300mm)と紙製スタンド付 ボール型直径約280mm
(金フチ部は手張り作業なため若干のシワがあります)　￥480＋税

KUMAMON(くまモン)のショックバスター
これをセットしたら、くまパワーが炸裂して火を噴くパワフルボールが相手コートにつきささるかも？
横幅:22mm、厚さ:最大約8mm、重量:2g、材質:ポリ塩化ビニル、￥400＋税　　

デザインは3種類
表と裏で表情が違います。

ノーマル＋スマイル1 (UF-002)

スマイル2＋ノーマル (UF-003)

アメージング＋ノーマル (UF-005)

部活応援お守り テニス
SDS-15403
上代 ： ￥380＋税
サイズ ： 約 28×41mm

部活応援お守り ソフトテニス
SDS-15724
上代 ： ￥380＋税
サイズ ： 約 28×41mm
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PRESTIGELYTE 3 OC 最軽量約300g*を実現！ *アシックスオムニ・クレーモデル比較(2020年2月発売時点)サンプル重量27.0cm片足

TENNIS  2020 SPRING ＆ SUMMER

履いた瞬間から感じる「軽さ」が初心者からベテランプレーヤーまでのフットワークをサポート。

OMNI & CLAY COURTOMNI & CLAY COURT

PRESTIGELYTE 3 OC [WIDE] (1043A008)
カラー: 100 ホワイト/ピーコート　サイズ: 23.0～28.0　￥12,500＋税
オムニ（砂入り人工芝）・クレーコート用

PRESTIGELYTE 3 OC [WIDE] (1043A008)
カラー: 400 ミッドナイト/ホワイト　サイズ: 23.0～28.0　￥12,500＋税
オムニ（砂入り人工芝）・クレーコート用

PRESTIGELYTE 3 OC (1043A009)
カラー: 100 ホワイト/ピーコート　サイズ: 22.5～29.0　￥12,500＋税
オムニ（砂入り人工芝）・クレーコート用

PRESTIGELYTE 3 OC (1043A009)
カラー: 400 ミッドナイト/ホワイト　サイズ: 22.5～29.0　￥12,500＋税
オムニ（砂入り人工芝）・クレーコート用

軽量性とフィット性に優れたオムニ・クレーコート兼用スピードモデルのスタンダードタイプ。
軽量性に優れたオムニ・クレーコート用のテニスシューズです。軽さを実現しながらも、耐久性と安定性を両立。アッパーはやわらかいメッシュを採用し、屈曲時の足あたりを軽減。
ハトメ部は外側から包み込む外羽根形状で、前足部は、シュータンと一体になったシームレスのアッパー構造を採用。快適なフィット感を得られる構造に。
ミッドソールには軽量でクッション性に優れたFLYTEFOAMを使用し、かかと部にはGELを搭載。軟式テニスの部活生から、社会人プレーヤーまで、幅広い層におすすめです。

軽量性とフィット性に優れたオムニ・クレーコート兼用スピードモデルの4E相当ワイドタイプ。
軽量性に優れたオムニ・クレーコート用のテニスシューズです。軽さを実現しながらも、耐久性と安定性を両立。アッパーはやわらかいメッシュを採用し、屈曲時の足あたりを軽減。
ハトメ部は外側から包み込む外羽根形状で、前足部は、シュータンと一体になったシームレスのアッパー構造を採用。快適なフィット感を得られる構造に。
ミッドソールには軽量でクッション性に優れたFLYTEFOAMを使用し、かかと部にはGEL?を搭載。軟式テニスの部活生から、社会人プレーヤーまで、幅広い層におすすめです
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SOLUTION SPEED FF INDOOR (1042A094)
カラー: 702 レーザーピンク／ホワイト　サイズ: 22.5～26.0　￥14,500＋税
カーペットコート専用

凹凸のないアウターソールでカーペットコートにて適切なグリップ性を発現。
コート全面をカバーするスピードプレーヤーに適した、軽さとダッシュスピードを追求
したカーペットコート専用シューズです。
靴型（ラスト）は、アーチからかかと部にかけて包み込むようにフィットする立体設計の
女性専用仕様。

SOLUTION SPEED FF INDOOR (1041A110)
カラー:102 ホワイト／ブラック　サイズ:25.0～29.0　￥14,500＋税
カーペットコート専用

凹凸のないアウターソールでカーペットコートにて適切なグリップ性を発現。
コート全面をカバーするスピードプレーヤーに適した、軽さとダッシュスピードを追求
したカーペットコート専用シューズです。
靴型（ラスト）は、アーチからかかと部にかけて包み込むようにフィットする立体設計の
スタンダードラストを採用。

CARPET COURT CARPET COURT

CARPET COURT CARPET COURT

CARPET COURT CARPET COURT

GEL-DEDICATE 6 INDOOR (1042A074)
カラー:102 ホワイト／レーザーピンク　サイズ:22.5～26.0　￥8,000＋税
カーペットコート専用

快適性と安定性に優れたカーペットコート専用のエントリーモデルです。
アッパーはやわらかくて足に馴染みやすい人工皮革。前足部を覆うことで、安定性と耐
久性を向上。ミッドソールには衝撃緩衝性に優れたGEL（TM）を、踏みつけ部とかかと
部に内蔵。アウターソールを巻き上げ、横の動きへ対応するとともに、摩耗しやすい部
分を補強。怪我なく楽しく続けるための幅広世代に向けたモデルです。

GEL-DEDICATE 6 INDOOR (1041A081)
カラー:001 ブラック／シルバー　サイズ:25.0～29.0　￥8,000＋税
カーペットコート専用

快適性と安定性に優れたカーペットコート専用のエントリーモデルです。ア
ッパーはやわらかくて足に馴染みやすい人工皮革。前足部を覆うことで、安定性と耐久
性を向上。ミッドソールには衝撃緩衝性に優れたGEL（TM）を、踏みつけ部とかかと部
に内蔵。アウターソールを巻き上げ、横の動きへ対応するとともに、摩耗しやすい部分
を補強。怪我なく楽しく続けるための幅広世代に向けたモデルです。

LADY GEL-DEDICATE 5 (TLL795)
カラー:400 モナコブルー／ホワイト　サイズ:22.5～26.0　￥8,000＋税
カーペットコート専用

快適性・安定性に優れたカーペットコート専用シューズレディスタイプ。
中足部に搭載したトラスティックがシューズのねじれを抑制し、安定した動作をサポート。
厚く設計されたミッドソール、前足部のGELにより、優れたクッション性を発揮。
コート競技での前後左右の激しい動作をサポートする専用ラストを採用。

GEL-DEDICATE 5 INDOOR (TLL794)
カラー:400 アズーリ／ホワイト　サイズ:25.0～29.0・30.0　￥8,000＋税
カーペットコート専用

快適性・安定性に優れたカーペットコート専用シューズ。
中足部に搭載したトラスティックがシューズのねじれを抑制し、安定した動作をサポート。
厚く設計されたミッドソール、前足部のGELにより、優れたクッション性を発揮。
コート競技での前後左右の激しい動作をサポートする専用ラストを採用。
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TENNIS  2020 SPRING ＆ SUMMER

税＋000,4￥　LX2、LX、L、M、S ： ズイサ　101A1402　プットブーリストーョシ BULC
001: パフォーマンスブラック　100: ブリリアントホワイト　400: ディレクトワールブルー

プラクティスショートスリーブトップ　2041A100
税＋005,3￥　ズイサ）ルバーログ（外海 / LX、L、M、S、SX ： ズイサ

600: クラシックレッド　001: パフォーマンスブラック
100: ブリリアントホワイト　401: ピーコート

CLUB グラフィックショートスリーブトップ　2041A085
税＋005,4￥　ズイサ）ルバーログ（外海 / LX、L、M、S、SX ： ズイサ

020: シートロック　100: ブリリアントホワイト　400: ブルーコースト

ELITE ショートスリーブトップ　2041A079
税＋000,6￥　ズイサ）ルバーログ（外海 / LX、L、M、S、SX ： ズイサ

001: パフォーマンスブラック　100: ブリリアントホワイト
400: ブルーコースト　600: クラシックレッド

9インチショーツ　2041A091　￥4,000＋税
ズイサ）ルバーログ（外海 / LX、L、M、S、SX ： ズイサ

001: パフォーマンスブラック　401: ピーコート

CLUB 7インチショーツ　2041A087　￥4,500＋税
ズイサ）ルバーログ（外海 / LX、L、M、S、SX ： ズイサ

001: パフォーマンスブラック　100: ブリリアントホワイト

CLUB W'Sショートスリーブトップ　2042A113　サイズ： S、M、L、XL　￥4,500＋税
100: ブリリアントホワイト　401: ピーコート　402: ディレクトワールブルー　700: ディーバピンク W'Sショーツ　2042A106

税＋000,4￥　ズイサ）ルバーログ（外海 / L、M、S、SX ： ズイサ
001: パフォーマンスブラック　100: ブリリアントホワイト
401: ピーコート　700: ディーバピンク

CLUB W'Sスコート　2042A100
税＋005,4￥　ズイサ）ルバーログ（外海 / L、M、S、SX ： ズイサ

001: パフォーマンスブラック　100: ブリリアントホワイト
406: ピーコート×ソフトスカイ
702: ディーバピンク×ブリリアントホワイト

テニスバックパック　3033A435
￥8,900＋税

）㎝52Dx05Hx23W（L33約 ： ズイサ
002: パフォーマンスブラック×パフォーマンスブラック

コットンソックス　3043A021
税＋002,1￥　L,M,S ： ズイサ

100: ブリリアントホワイト
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GOSEN POLYESTER GUT & HYBRID GUT LINE UP / G-TOUR / G-SPIN / G-XX
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オーバル型で優しい印象を与える、メガネの上から装着できる、偏光レンズを搭載した
オーバーサングラスに加え、跳ね上げ機能も 搭載した便利なオーバーサングラスです。

ＣＯＶ０３－１
Ｆ�ブラック  Ｌ�スモーク・
　  フラッシュミラー ( 偏光 )

ＣＯＶ０３－３
Ｆ�ブラックマット  Ｌ�グリーンスモーク ( 偏光 )

ＣＯＶ０３－２
Ｆ�ブラックマット  Ｌ�ブラウン ( 偏光 )

※フロントが跳ね上がります

すべて
￥３,000 + 税
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LBR-64　￥オープン (店頭実勢￥2,800＋税)
UVカット仕様　2.グレー、8.レッド

LBR-82　￥オープン (店頭実勢￥2,800＋税)
UVカット仕様　7.ピンク、8.オレンジ

LBR-317　￥オープン (店頭実勢￥3,800＋税)
UVカット仕様　1.BKグリーン、2.BKオレンジ、9.BKホワイト

LBR-327　￥オープン (店頭実勢￥3,800＋税)
UVカット仕様　1.ブラック、3.グレー、7.レッド

LBR-334　￥オープン (店頭実勢￥3,800＋税)
UVカット仕様　1,BKオレンジ、7.レッド、9.ホワイト

LBP-419　￥オープン (店頭実勢￥4,800＋税)
UVカット仕様　8.レッド

LBP-430　￥オープン (店頭実勢￥3,800＋税)
UVカット仕様　7.レッド、9.ホワイト

LBR-423　￥オープン (店頭実勢￥4,500＋税)
UVカット仕様　1.BKブルー、2.CGオレンジ、8.レッド

LBR-16　￥オープン (店頭実勢￥2,800＋税)　UVカット仕様　7.オレンジ LBR-17　￥オープン (店頭実勢￥2,800＋税)　UVカット仕様　2.カーボン、7.レッド
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designed by Freepik

RECOVER
YOUR
FATIGUED
BODY 
WITH THIS
AWESOME
BATH 
TABLET! 

アスリートリラックス
R

3～4 錠

■トレーニングや試合後の疲労回復■トレーニングや試合後の疲労回復
■ひじ、肩、膝のトラブルに!■ひじ、肩、膝のトラブルに!
■重炭酸イオンが温浴効果を高める■重炭酸イオンが温浴効果を高める

ドイツでは医師が医療行為として「炭酸泉」をおすす
めするのをご存知ですか？
「アスリートリラックス」は、日本で初めて「炭酸泉」の
入浴剤化に成功。有効成分が温浴効果を高め、それに
より血流が上がり、体の冷えを解消。
体を芯から温め血流を上げることで、体質を強化。
肩こり、腰痛、筋肉痛、肘膝など、あらゆる痛みを緩和、
改善することが期待されています。

●タブレットをお風呂に入れる
●４1℃以下のぬるめのお湯に……
●ゆったり15 分以上浸かりましょう

お風呂で使う場合

2日間追い焚きしても効果が持続!2日間追い焚きしても効果が持続!

薬用アスリートR LX薬用アスリートR LX
〈医薬部外品〉

1,000 円（＋税）

2,500 円（＋税）

7,200 円（＋税）

10 錠
30 錠
10 0 錠

リカバリー

分の で入浴トップランナーや J リーガー、有名プロ野球選手など数多くのトップアス
リートもその効果を認め疲労回復と試合や練習でのパフォーマンスアップ
に使用している商品です。

アスリートには技や筋肉を磨くのと同じくらい、メンタル面の強さが求め
られていますが、このメンタル面も自律神経が支配しています。

自律神経は自分の意思で制御したり強化したり出来ないとても厄介なもの
です。

自律神経は交感神経と副交感神経からなりますがこの２つの神経が双方と
も高く、両者の高さが同じでバランスが良い状態であると「自律神経能力
が高い」ということになります。

「自律神経」特に副交感神経を高めることが重要です。

ご家庭の浴槽にアスリート RLX を入れた入浴で自動的に副交感神経にスイ
ッチが入り疲労回復が行われます。

睡眠の質も向上して疲労回復も圧倒的に高いレベルで実現可能となります。

薬用 ATHLETE RLX  [ アスリートリラックス ]
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オープン価格

MISSION とはニューヨーク発の独自の冷却技術「ハイドロアクティブ」を使ったクーリングテクノロジーのパイオニアブランドです。
全ての MISSION 製品は簡易的かつ効果的に冷やすことができ持ち運びに便利で何度でも利用可能。たとえ灼熱の環境下でも清涼感と快適性を実感していた
だけることでしょう。MISSION は、どんな環境下でもあなたを COOL に保ちます。

全ての MISSION 製品は、コネチカット大学にある最先端の MISSION
ヒート研究所でテストが行われます。
さらにセリーナ・ウィリアムス、ドウェイン・ウエイド、ドリュー・
ブリーズなどの創設者をはじめとする一流アスリートたちによって、
各フィールドでの実用テストも行われ、その性能が証明されます。
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■HaloⅡ プルオーバー　フリーサイズ、バンド幅は約 5cm、Sweat Block シール搭載　￥2,600＋税
プルオーバータイプは Halo( ヘイロ ) ヘッドバンド製品の一番の人気商品です。
さっと簡単に着用でき、身に付けていることを忘れるほどの抜群のフィット感。
帽子の下に着用することもお勧めです。

■Halo headband（ヘイロ ヘッドバンド）
汗が目に入らない究極のヘッドバンド

通常のコットンやポリエステルのヘッドバンドの何倍もの汗を吸
い取り、ヘッドバンドの内側に仕込んであるシリコン（ゴム製）
のタイト・シールが
汗を後ろに流してくれます。
銀イオンによる抗菌防臭処理が施されているため、汗が乾いた後
も臭いが残りません。
米国内にて特許を取得しており、テニス、サイクリング、バイク、
マラソン、その他各種目アスリートなどに愛用されています。
スポーツ一般からフィットネス、医者のオペまでと、とにかく汗
が目に入らない！
ヘッドバンドをはじめ、キャップ、バイザーなど、幅広いニーズ
に応えられるよう商品ラインアップも豊富にそろえております。

ブラック　　　　　　　　　　　　　　　ホワイト　　　　　　　　　　　　　ロイヤルブルー

1. 汗が目に入らない
　このヘッドバンドの一番の特徴は、汗が目に入らないので
　コンタクトや眼鏡、化粧や日焼け止めをつけていても安心
　な点です。
　通常のヘッドバンドと違い、ヘッドバンドの内側に施され
　ている、黄色のタイトシールが汗から目を守ってくれます。
　このタイト・シールは柔らかく着用時に不快感を与えません。

2. 吸汗速乾素材
　コットンやポリエステルのヘッドバンドにはないほど汗を
　吸収し、素早く乾燥するので重たくならず、べたつきません。

3. 防菌防臭処理　　銀イオン加工を施した素材が殺菌効果を発揮し、バクテリアの発生や汗の臭いを防ぎます。

レッド　　　　　　　　　　　　　　　ネイビーブルー　　　　　　　　　　　　ライトブルー

パープル　　　　　　　　　　　　　　エメラルド

・伸縮性の良い素材を使用。優しくフィットして包み込んでくれます。
・吸汗・速乾でさらりと気持ち良い履き心地。汗によるベタつきを軽減します。
・ウエストはゴムです。素材はよく伸びますので幅広いサイズに対応出来ます。

サイズ：S、M、L、XL　ポリエステル 88％ ポリウレタン 12％　￥4,500＋税　中国製
SPERO( スペロ )　全 60 種レギンス
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セントクリストファーは少量生産。
お客様らしさを演出したい。そして、お客様にとって特別なウェアで在りたい。
そんな想いを込めて、日々テニスウェアづくりをしています。セントクリストフ
ァーテニスウェアを体感し、お客様の個性を表現して頂きたいと願っています。

Sergio Tacchini

Sergio Tacchini heroes
En cinq décennies Sergio Tacchini a écrit le grand tennis et les succès les 
plus excitants. 
Les joueurs de tennis les plus célèbres de ces dernières 50 années ont 
représenté Sergio Tacchini sur les courts de tennis les plus importants du 
monde, remportant les trophées les plus convoités. 
En particulier, 39 titres du Grand Slam pendant 
les 50 dernières années, qui symbolisent le 
fort lien entre le gotha du tennis et la 
marque italienne.

テニス バックパック (SGT-JB1900)
W32×H45×D16cm,770g
￥8,200＋税

バックパック
STC-BKB3052 ￥8,900＋税

トートバッグ
STC-BKB3053
￥6,900＋税

ミニボストン
STC-BKB3050
￥3,900＋税

ラケットサック
STC-BKB3056
￥2,300＋税

ランドリー
バッグ
STC-BKB3057
￥1,500＋税
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