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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

「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」

Martin Aldridge

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。

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

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。

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。

--22.5mm

--22.5mm

285 PS Ⅲ

300 PS Ⅲ

(285g-325mm-RA70)

(300g-320mm-RA70)

--25.0mm

MANTIS 300 PS Ⅲ（マンティス 300 ピーエス スリー）

▼

320mm

--23.0mm

●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

ヘッドが軽く振りやすい
柔らかめの打感。

22.5mm--

軽量で高い操作性。女性
や Jr プレーヤーにお勧め。

22.5mm--

250 CS Ⅲ

265 CS Ⅲ

(250g-345mm-RA69)

(265g-335mm-RA69)

23.0mm--

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。

25.0mm--

345mm

▼

▼

335mm

--23.0mm

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。

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。

25.0mm--

325mm

▼

●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

--25.0mm

MANTIS 285 PS Ⅲ（マンティス 285 ピーエス スリー）

23.0mm--

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。
(3)

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/

ダブルスプレーヤーに
お勧めの操作性の良い
厚ラケ。

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

Performa 260 Black

315 PS

(260g-345mm-RA68)

(315g-310mm-RA68)

MANTIS 315 PS（マンティス 315 ピーエス）

310mm

--23.0mm

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。

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。

(4)

--28.0mm

345mm

▼

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。

--25.0mm

▼

●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

--26.5mm

--26.5mm

「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。

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

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。

Col.Black×Silver

--20.0mm

PRO 310 Ⅲ

(310g-315mm-RA66)

--20.0mm

MANTIS PRO 310 Ⅱ
（マンティスプロ 310 スリー）

315mm

▼

●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
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

--20.0mm

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。

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。

Col.Black×Red

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

PRO 295 Ⅲ

(295g-325mm-RA67)

Col.Black×Blue

PRO 275 Ⅲ

--20.0mm

(275g-325mm-RA65)

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)：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
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

●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

▼

325mm

--20.0mm

--20.0mm

325mm

▼

MANTIS PRO 295 Ⅲ（マンティスプロ 295 スリー）

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。

--20.0mm

--20.0mm

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。
(5)

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/

Junior

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.

OFFICIAL BALLS - Junior Davis Cup & Junior Fed Cup

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

アルミニウム
張り上がり済

●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 )
税込￥13,200
Designed & Developed in UK/made in China

Designed & Developed in UK/made in China

STRINGS

25

230Jr-25

300PS-26
●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 )
税込￥15,400

アルミニウム
張り上がり済

●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 )
税込￥5,280

Designed & Developed in UK/made in China

アルミニウム
張り上がり済

23
●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 )
税込￥4,950

Designed & Developed in UK/made in China

21
●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 )
税込￥4,730

Designed & Developed in UK/made in China

●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
税込￥2,860

●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）
税込￥3,080

●Tour Comfort 200m ROLL 16G (1.30）
カラー：ナチュラル 税込￥33,000

●TOUR POLY 200m ROLL
カラー：レッド (1.22,1.27)、ブラック (1.27）
税込￥35,200

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。

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。

●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
税込￥2,200

●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
税込￥2,530

●COMFORT SYNTHETIC 200m ROLL
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥22,000

●Tri Spin Poly 200m ROLL 17G（1.25）、16G (1.30）
カラー：ブラック 税込￥27,500

16G (1.30）

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
税込￥2,420
●POWER SYNTHETIC 200m ROLL
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥24,200

17G（1.25）
、16G（1.30）

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
税込￥2,200
●COMFORT POLYESTER 200m ROLL
カラー：イエロー、ブラック
税込￥22,000

17G（1.25）
、16G（1.30）

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
税込￥2,420

Ball
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
(6)

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。

●POWER POLYESTER 200m ROLL
カラー：シルバー
税込￥24,200
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

17G（1.25）
、16G（1.30）

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。

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/

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 税込￥1,100

●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 税込￥1,100

Racket Parts
●グロメットセット 税込￥1,100
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

●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 税込￥1,100

●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 税込￥1,100

●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 税込￥1,320

●バイブレーションダンプナー
（WH＋BK）税込￥440

●グリップパレット
（ノンパッケージとなります）
G1、G2、G3、G4
税込￥1,650
●ステンシルインク
ホワイト、ブラック
税込￥1,320

●ステンシルマーク
●バイブレーションダンプナー 50 tub
（ノンパッケージとなります） （W/5、BK/5、OR/8、BL/8、
税込￥880
PK/8、RD/8、GRN/8)
税込￥9,900

●グリップラバーバンド
（ノンパッケージとなります）
税込￥220

●エンドキャップ
（ノンパッケージとなります）
G1、G2、G3、G4 税込￥440

Bags
●10 RACKET THERMO (MNT-JB1600) 税込￥14,080 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) 税込￥10,780 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。
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䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹䠄䝗䝷䜲䝍䜲䝥䠅

䖃㼀㻳㻙㻝

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹
䠄䝗䝷䜲䠅
㻥㻥㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻟ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
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䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹㼄㻸
䠄䝗䝷䜲㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
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䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻝㻘㻞㻝㻜

䖃㼀㻳㻙㻝㻙㼄㼄㻸

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹㼄㼄㻸
䠄䝗䝷䜲㻘㼄㼄㻸䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻟㻡㼙㼙㽢㻟ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻣㻡

䖃㼀㻳㻙㻟㻜㻙㻼㻼

䖃㼀㻳㻙㻝㻜㻙㼄㻸㻼㻼

䖃㼀㻳㻙㻝㻜㻙㻼㻼

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹䠄䝗䝷䜲䠅
㻥㻥㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻝㻜ᮏ㻌䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻟㻘㻡㻞㻜

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹䝬䝇䝍䞊䝻䞊䝹
䠄䝗䝷䜲䠅㻌㻥㻥㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻟㻜ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻥㻘㻟㻡㻜

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹㼄㻸
䠄䝗䝷䜲㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻥㻥㼏㼙㽢㻞㻥㼙㼙㽢㻝㻜ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻟㻘㻤㻡㻜

䝖䞊䝘䝍䝑䜽䠄䜴䜵䝑䝖䝍䜲䝥䠅

䖃㼀㻳㻙㻟㻜㻙㼄㼄㻸㻼㻼
䖃㼀㻳㻙㻟㻢
䖃㼀㻳㻙㻞㻙㼄㻸㻮㻸

䝖䞊䝘䝍䝑䜽㼄㻸㻌䝤䝹䞊
䠄䜴䜵䝑䝖㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻞㻥㼙㼙㽢㻟ᮏ
⛯㎸㼈㻝㻘㻞㻝㻜

䖃㼀㻳㻙㻞㻙㼄㻸㼃

䝖䞊䝘䝍䝑䜽㼄㻸㻌䝩䝽䜲䝖
䠄䜴䜵䝑䝖㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻞㻥㼙㼙㽢㻟ᮏ
⛯㎸㼈㻝㻘㻞㻝㻜

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹
䠄䝗䝷䜲㻟㻢ಶධ䠅㻌㻌
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻝㻟㻘㻣㻡㻜

䖃㼀㻳㻙㻞㻙㼄㻸㻼

䝖䞊䝘䝍䝑䜽㼄㻸㻌䝢䞁䜽
䠄䜴䜵䝑䝖㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻞㻥㼙㼙㽢㻟ᮏ
⛯㎸㼈㻝㻘㻞㻝㻜

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹
䝬䝇䝍䞊䝻䞊䝹㼄㼄㻸䝥䝻䝟䝑䜽
䠄䝗䝷䜲㻘㼄㼄㻸䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅
㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻟㻡㼙㼙㽢㻟㻜ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻝㻝㻘㻡㻡㻜

䖃㼀㻳㻙㻟㻜㻙㼄㻸㻼㻼

䝖䞊䝘䜾䝸䝑䝥䜸䝸䝆䝘䝹
䝬䝇䝍䞊䝻䞊䝹㼄㻸䝥䝻䝟䝑䜽
䠄䝗䝷䜲㻘䝻䞁䜾䝍䜲䝥䠅㻌
㻥㻥㼏㼙㽢㻞㻥㼙㼙㽢㻟㻜ᮏ
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊
⛯㎸㼈㻝㻜㻘㻠㻡㻜

䝋䝣䝖䝍䝑䜽䠄䜴䜵䝑䝖䠅

䝯䜺䝍䝑䜽䠄䝯䜺䜴䜵䝑䝖䠅

䖃㼀㻳㻙㻞㻙㻟㻜㼄㻸㻮
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⺯ගⰍ䛾䜸䞊䝞䞊䜾䝸䝑䝥䝔䞊䝥䚹
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䝇䝖䝸䞁䜾䜿䜰䞊䠃䝞䝷䞁䝃䞊

䖃㻲㼀

䝣䜱䝙䝑䝅䞁䜾䝔䞊䝥
䜹䝷䞊䠖䝺䝑䝗䚸䝤䝷䝑䜽
⛯㎸㼈㻥㻥㻜

䖃㼁㻿㻙㻴㻵㻼䚷䝠䝑䝥䝇䝍䞊㻌䝪䞊䝹䝞䞁䝗
䜴䜷䞊䝮䜰䝑䝥䝟䞁䝒䜔䝅䝵䞊䝒䚸䝇䝁䞊䝖䛺䛹䛾䝪䝖䝮䝇
䛻╔䛩䜛䛣䛸䛷䚸䝪䞊䝹䝩䝹䝎䞊䛸䛧䛶ᶵ⬟䛧䜎䛩䚹
䝪䞊䝹㻝ಶ䛰䛡䛷䛺䛟ᩘಶ䜢䝩䞊䝹䝗䛷䛝䜎䛩䚹
⭜㒊䛾䝃䝫䞊䝖䜔ಖ 䛻䜒ຠᯝ䜢Ⓨ䛧䜎䛩䚹
㧗䛔䝇䝖䝺䝑䝏ᶵ⬟䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷⥾䜑䛡䛜↓䛟䚸
ᛌ㐺䛺⏝ឤ䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩䚹䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻢㻟㻜
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⣲ᮦ䠖䝫䝸䜶䝇䝔䝹㻥㻜䠂䚸
䚷䚷䚷䚷䜶䝷䝇䝔䜱䝑䜽㻝㻜䠂

䝃䜲䝈㻔㼁㻿㻕
㻿䠖㼃㻣㻜䡚㻤㻜㽢㻴㻝㻠㻚㻡㼏㼙
㻹䠖㼃㻣㻡䡚㻤㻡㽢㻴㻝㻡㻚㻡㼏㼙
㻸䠖㼃㻤㻜䡚㻥㻜㽢㻴㻝㻢㻚㻡㼏㼙
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䖃㼀㻯㻙㻝
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䜹䝷䞊䠖䜲䜶䝻䞊
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䡷䢙䢈䢛䢓䡹䢖䡫䢀䢚䡿䡬䢈䢛
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⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜
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䖃㻸㻰㻙㻝㻜㻤

䖃㻸㻰㻙㻝㻜㻣
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⛯㎸㼈㻝㻟㻘㻞㻜㻜
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䖃㻮㻴㻮

䝡䝑䜾䝠䝑䝍䞊䝤䝹䞊㻔䝫䝸㻙䝰䝜䝁䜰㻕
䝀䞊䝆㻛㻝㻚㻞㻡㼙㼙䠃㻝㻚㻟㻜㼙㼙
䜹䝷䞊㻛䝷䜲䝖䝤䝹䞊
䝺䞁䜾䝇㻛㻝㻞㼙䚷⛯㎸㼈㻞㻘㻢㻠㻜

䖃㻮㻴㻮㻙㻾

䝡䝑䜾䝠䝑䝍䞊䝤䝹䞊㻌㻞㻜㻜㼙䝻䞊䝹
䝀䞊䝆㻛㻝㻚㻞㻡㼙㼙䠃㻝㻚㻟㻜㼙㼙䚷
䜹䝷䞊㻛䝷䜲䝖䝤䝹䞊
䝺䞁䜾䝇㻛㻞㻜㻜㼙䚷⛯㎸㼈㻟㻢㻘㻟㻜㻜

䖃䝪䞊䝹䜽䝻䞊
㻔㼁㻿㻙㻯㻸㻭㼃㻙㻝㻕
䝁䞁䝟䜽䝖䛻ᢡ䜚䛯䛯䜑䜛
䝪䞊䝹䝩䝹䝎䞊䚹
䝫䜿䝑䝖䛾୰䛻䜒ධ䜚䜎䛩䚹
⛯㎸䢠㻢㻢㻜

䖃䜽䜰䝅䜺䝑䝖㻔㼁㻿㻙㻽㻳㼁㼀㻕
䝫䝸䜴䝺䝍䞁䝁䞊䝔䜱䞁䜾䛥䜜䛯䝘䜲䝻䞁䝬䜲䜽䝻䝣䜯
䜲䝞䞊䜢ᩘ༓ᮏ᮰䛽䛯䝬䝹䝏䝁䜰䚹
䝋䝣䝖䛷䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝣䜱䞊䝸䞁䜾䜢䜒䛯䜙䛧䜎䛩䚹
⫝䛻ඃ䛧䛔ᰂ䜙䛛┠䛾ᡴឤ䛸⌫䛾䝜䝸䜢ᮃ䜐㉕ἑ䛺
䝥䝺䞊䝲䞊䛻䚹

䖃㼀㻸㻳㻙㻝

䝖䞊䝘㻌䝺䝄䞊䜾䝸䝑䝥
䝍䞁䚷⛯㎸㼈㻟㻘㻜㻤㻜
㻞㻚㻡㼏㼙㽢㻝㻝㻢㻚㻡㼏㼙

䝀䞊䝆䠖
㻝㻣㻳㻔㻝㻚㻞㻡㼙㼙㻕
㻝㻢㻳㻔㻝㻚㻟㻜㼙㼙㻕
䝺䞁䜾䝇䠖㻝㻞㼙
䜹䝷䞊䠖䝘䝏䝳䝷䝹
⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

䖃䝯䜺䝷䝑䝥㼁㻿㻭
㻔㼁㻿㻙㻹㼃㻙㼁㻿㻕

䖃䜽䜰䝅䜺䝑䝖䜰䞊䝬䞊㻔㼁㻿㻙㻽㻳㼁㼀㻙㻭㻕

䖃䝥䝻䝆䜵䝹㻔㼁㻿㻙㻳㻯㻿㻙㻮㻷㻕

ᡴ⌫䛾䝅䝵䝑䜽䜢྾䛩䜛䝆䜵䝹䜢
ഛ䛧䛯ඖᕳ䝅䞁䝉䝔䜱䝑䜽䜾䝸䝑䝥䚹
㻝㻝㻜㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻞㼙㼙㽢㻝㼜㼏㼟
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜

䝅䞁䝉䝔䜱䝑䜽䛾䝸䝥䝺䞊䝇
䝯䞁䝖䜾䝸䝑䝥䚹
㻝㻜㻟㼏㼙㽢㻟㻝㻚㻣㻡㼙㼙
㻝㻚㻡㼙㼙ཌ
⛯㎸䢠㻝㻘㻟㻞㻜

䝁䜰䛿䝫䝸䜴䝺䝍䞁䝁䞊䝔䜱䞁䜾䛥䜜䛯䝘䜲䝻䞁䝬䜲䜽
䝻䝣䜯䜲䝞䞊䜢ᩘ༓ᮏ᮰䛽䛯䝬䝹䝏䚹
䜰䜴䝍䞊䝷䝑䝥䛿䝁䞊䝫䝸䜶䝇䝔䝹䛾㻞䛴䛾䝸䝪䞁䚹
䝁䜰䛾䝬䝹䝏䝣䜱䝷䝯䞁䝖䛜䝋䝣䝖䛷䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝣䜱
䞊䝸䞁䜾䜢䜒䛯䜙䛧䚸䝫䝸䝸䝪䞁䛜ᡴ䛱ᛂ䛘䜢ᐇ⌧䚹
ᰂ䜙䛛┠䛾ᡴឤ䛸⪏ஂᛶ䜢ᮃ䜐㉕ἑ䛺䝥䝺䞊䝲䞊䛻䚹
䜒䛧䛒䛺䛯䛜⫝③䜢ឤ䛨䛶䛔䛯䜙㠀䛚ヨ䛧䛟䛰䛥䛔䚹
䝀䞊䝆䠖㻝㻣㻳㻔㻝㻚㻞㻡㼙㼙㻕䚸㻝㻢㻳㻔㻝㻚㻟㻜㼙㼙㻕䚷䝺䞁䜾䝇䠖㻝㻞㼙
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊䝇䝟䜲䝷䝹䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

ືṆ䜑䠃䝁䞊䝖⏝ရ䚸䝔䝙䝇䜰䜲䝔䝮

䖃㻾㻲㼄㻙㻝
䝸䝣䝺䝑䜽䝇䝪䞊䝹
䠄ᑕカ⦎⌫䠅
⛯㎸㼈㻝㻘㻢㻡㻜

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䖃㼂㻵㻮㻙㻻

䖃㻳㻰㻵㼀㻙㻝䚷䜶䝹䝪䞊䜺䞊䝗

䝢䞊䝖䝃䞁䝥䝷䝇䝞䜲䝤䝺䞊䝅䝵䞁䝎䞁䝥䝘䞊
㻮㻷㽢㻾㻰䚸㻮㻷㽢㻮㻷䚸㼃㻴㽢㼃㻴䚷⛯㎸㼈㻢㻢㻜

➽⫗䛻䝥䝺䝑䝅䝱䞊䜢䛘⫝䛾
③䜏䜢䜙䛢䜎䛩䚹⛯㎸㼈㻟㻘㻜㻤㻜

䖃㻿㻷㻙㼀

䝔䝙䝇䝪䞊䝹䜻䞊䝩䝹䝎䞊
㻝ಶ䠖⛯㎸㼈㻤㻞㻡

䖃㼂㻵㻮㻙㼃

䝩䜲䝑䝇䝸䞁䜾
䝤䝹䞊䚷⛯㎸㼈㻤㻤㻜
㡢䛜㬆䜛ືṆ䚹

䖃㼂㻵㻮㻙㻮

䝤䝸䞁䜻䞁䜾
䝺䝑䝗䚷⛯㎸㼈㻤㻤㻜
ග䜛ືṆ䚹

䖃㼂㻵㻮㻙㻿㻼

䝇䝟䜲䝎䞊
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⛯㎸㼈㻤㻤㻜

䖃䝣䝷䝑䜾䝞䞁䝗㻔㼁㻿㻙㻲㻮㼃㻕
ᅜᶍᵝ䛾䝸䝇䝖䝞䞁䝗䚹ྛ✀䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖䜔䛚Ẽ䛻ධ䜚㑅ᡭ䛾ᛂ䛻䚹
䝁䝑䝖䞁㻤㻜䠂䚸䝘䜲䝻䞁㻝㻜䠂䚸䜶䝷䝇䝔䜱䝑䜽㻝㻜䠂䚷㻞ಶධ䜚
䜲䜼䝸䝇䚸䝣䝷䞁䝇䚸䜲䝍䝸䜰䚸䝤䝷䝆䝹䚸䜹䝘䝎䚸䝗䜲䝒䚸䜰䝯䝸䜹䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜

䖃㼂㻵㻮㻙㻲㻸

䝣䝷䝽䞊
䜹䝷䞊䠖䝩䝽䜲䝖
⛯㎸㼈㻤㻤㻜

䖃㻼㻾㻻㻌㼂㼕㼟㼛㼞㻌㻔䝥䝻㻌䝞䜲䝄䞊㻕䚷䝣䝸䞊䝃䜲䝈䚷䝩䝽䜲䝖
䝒䝞䛾䝤䝷䝑䜽䛜䜼䝷䛴䛝䜢ᢚ䛘䜎䛩䚹
䝫䝸䜶䝇䝔䝹㻝㻜㻜䠂㻔㼙㼕㼏㼞㼛㼒㼕㼎㼑㼞㻕䚷⛯㎸\2,200

䖃㻼㻾㻻㻌㻯㼍㼜㻔䝥䝻㻌䜻䝱䝑䝥㻕䚷䝣䝸䞊䝃䜲䝈䚷䝩䝽䜲䝖
㢌㡬㒊䛾㻠䛴䛾䝯䝑䝅䝳㒊ศ䛜ᛌ㐺䛺㏻Ẽᛶ䜢ᐇ⌧䚹
䝒䝞䛾䝤䝷䝑䜽䛜䜼䝷䛴䛝䜢ᢚ䛘䜎䛩䚹
䝫䝸䜶䝇䝔䝹㻝㻜㻜䠂㻔㼙㼕㼏㼞㼛㼒㼕㼎㼑㼞㻕䚷⛯㎸\2,750

(10)

䖃䝷䜿䝑䝖䝟䝽䞊䜻䝱䝑䝥
㻔㼁㻿㻙㻾㻼㻯㻙㻝㻕䚷⛯㎸䢠㻣㻣㻜
䜾䝸䝑䝥䜶䞁䝗䛻╔䛩䜛䛷㧗䛔
䜾䝸䝑䝥ຊ䛸Ᏻᐃឤ䜢ᚓ䜙䜜䜎䛩䚹
䜚䜢ᅇ㑊䛧䝪䞊䝹䛻ఏ䛘䜛䜶䝛䝹
䜼䞊䜢䜰䝑䝥䚹
ᚤጁ䛺䜾䝸䝑䝥䝽䞊䜽䜢ྍ⬟䛻䛧
䝥䝺䞊䝲䞊䛾ពᛮ䜢ṇ☜䛻䝷䜿䝑䝖
䜈ఏ㐩䛧䜎䛩䚹

Choice of the professionals The LightBlue Grip That Does Not Slip ! TOURNAGRIP
䖃㻾㻴㻳㻙㻝䚷䝩䝑䝖䜾䝻䞊䝤㻌䝔䝙䝇䝭䝖䞁
⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜
䝤䝷䝑䜽㻌

䖃㼀㻮㻴㻝㻜㻜㻜

䝔䝙䝇䝪䞊䝹䝩䝹䝎䞊㻌䝅䝹䝞䞊㻌⛯㎸㼈㻣㻣㻜

䖃㻿㻼㻥㻜㻜㻝䚷䝖䞊䝘䝔䝙䝇䝃䝫䞊䝍䞊ᡭ㤳⏝
䝤䝷䝑䜽䚸䝅䝹䝞䞊䚷⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜

䖃㻿㻼㻥㻜㻜㻞䚷䝖䞊䝘䝔䝙䝇䝃䝫䞊䝍䞊⫝⏝
䝤䝷䝑䜽䚸䝅䝹䝞䞊䚷⛯㎸㼈㻞㻘㻢㻠㻜

䖃㻿㻯㻻㻙㻝
䝇䝁䜰䜻䞊䝟䞊䚷⛯㎸㼈㻥㻘㻢㻤㻜

䖃㻮㻼㻙㻤㻜䚷䝪䞊䝹䝫䞊䝖䠄㻤㻜⌫⏝䠅㻌⛯㎸㼈㻤㻘㻡㻤㻜

䖃㻮㻼㻙㻹䚷䝪䞊䝹䝫䞊䝖䝭䝙䠄㻟㻢⌫⏝䠅㻌⛯㎸㼈㻡㻘㻞㻤㻜

䖃㻺㻱㼀㻙㻝

䝛䝑䝖䝏䜵䝑䜽
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻝㻡

䝔䝙䝇䝤䝑䜽䜶䞁䝗
⛯㎸㼈㻡㻘㻡㻜㻜

䖃㼀㻼㻮㻙㻟

䝣䜷䞊䝮䝪䞊䝹
䠄䝇䝫䞁䝆㻟⌫ධ䠅
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻞㻝

㻲㼡㼚㻌㻾㼍㼏㼗㼑㼠㻌㻿㼠㼑㼚㼏㼕㼘㼟

䝔䝙䝇䝪䝖䝹䜸䞊䝥䝘䞊
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻞

䖃㼁㻳㻙㻝㻣

䝔䝙䝇䝺䝍䞊䜸䞊䝥䝘䞊
⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜

䝔䝙䝇䝁䜲䞁䝩䝹䝎䞊
⛯㎸㼈㻟㻘㻤㻡㻜

䖃㻾㻿㻙㻿㻹㻵㻸㻱

䈜ண࿌䛺䛟ᵝ䜔䝕䝄䜲䞁䛜ኚ䜟䜛䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㻿㻹㻵㻸㻱㼅㻌㻲㻭㻯㻱
䝇䝬䜲䝸䞊䝣䜵䜲䝇
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻿㻙㻿㼀

䝴䝙䠉䜽㻌䝇䝁䜰䝏䝳䞊䝤䚷䝩䝽䜲䝖䚸䝤䝷䝑䜽䚸䝤䝹䞊䚸䜾䝸䞊䞁䚷⛯㎸䢠㻥㻘㻥㻜㻜
䝪䞊䝹䜢䛿䜑㎸䜐䛷⋓ᚓ䝀䞊䝮ᩘ䜔䝉䝑䝖ᩘ䛜⾲♧䛷䛝䜎䛩䚹
ᆺ䝛䝑䝖䝫䝇䝖䛻䝇䝔䞁䝺䝇䜽䝷䞁䝥㻔⥾䜑㔠㻕䛷ᅛᐃ䛧䜎䛩䚹
ᅄゅᆺ䝛䝑䝖䝫䝇䝖䛻䛿䝉䝑䝖䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹
㔠⥙䛾䝣䜵䞁䝇䛻ᘬ䛳䛛䛡䛶䛾タ⨨䜒ྍ⬟䚹
㞵㢼䛻ᙉ䛔䝁䞊䝔䜱䞁䜾ຍᕤ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛾䛷㧗䛔⪏ஂᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

Risa Ozaki

䖃㻾㻿㻙㻿㻷㼁㻸

㻿㻷㼁㻸㻸㻒㻯㻾㻻㻿㻿㻮㻻㻺㻱㻿
䝇䜹䝹䠃䜽䝻䝇䝪䞊䞁䝈
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㻾㻿㻙㻴㻭㻺㻰

㻴㻭㻺㻰㻌㻼㻾㻵㻺㼀㻙㼟㼠㼛㼜
䝝䞁䝗䝥䝸䞁䝖㻙䝇䝖䝑䝥
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㻾㻿㻙㻼㻭㼃
㻼㻭㼃㻌㻼㻾㻵㻺㼀
䝟䜴䝥䝸䞁䝖
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻿㻙㻿㻯㻻㻟

䝛䝑䝖䝇䝁䜰䜻䞊䝟䞊䚷⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜

䖃㻳㻾㻵㻼㻌㻾㼄㻌㻔㼁㻿㻙㻳㻾㼄㻙㻞㻕

䝴䝙䠉䜽䜾䝸䝑䝥䜰䞊䝹䜶䝑䜽䝇䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻢㻡㻜
↓Ⰽ䛷䝆䜵䝹≧䛾㏿ᛶ䛻ඃ䜜䛯䜚Ṇ䜑䝻䞊䝅䝵䞁䚹
ờ䛻䜘䜛䜾䝸䝑䝥䛾䜚䜢㜵䛞䜎䛩䚹
䝔䝙䝇䚸䝞䝗䝭䞁䝖䞁䚸ᡭ䛾䜂䜙䛾䜚Ṇ䜑䜢ᚲせ䛸䛩䜛ྛ✀䝇䝫䞊䝒䛻
䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹㻢㻜㼙㼘㻌ᚤ㤶ᛶ䚷䛟䛸䝻䞊䝆䞁䜢䛡䛯ᵝ䛺ឤ䛨䛻䛺䜚䜎䛩䚹

㻔㻝㻝㻕

⛯㎸䢠㻝㻘㻝㻜㻜
䝩䝽䜲䝖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䝑䜽䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝹䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝽䜲䞁䝺䝑䝗䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜲䜶䝻䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䜴䞁

BOW003 WHITE with BREAK BACK
㻮㻻㼃㻜㻜㻟㻙㻮㻮㻌㻔㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷㻌䝁䝷䝪 )
䝪䜴䝤䝷䞁䝗㻌䝥䝻䜾䝸䝑䝥 䠄䝇䞊䝟䞊䜴䜵䝑䝖㻌3 ᮏᕳ㻌㻝㻜㻡㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻜㻚㻣㼙㼙㽢㻟㼜㼏㼟㻕䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻝㻜㻜䚷䝩䝽䜲䝖䚷ᩘ㔞㝈ᐃရ

᭶หᑡᖺ䝏䝱䞁䝢䜸䞁㐃㍕୰䛾 䛂㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷䛃 䠄ⴭ⪅ : 䝥䝻䝔䝙䝇㑅ᡭ䛾㈨᱁䜢᭷䛩䜛 㻷㻭㻿㻭䠅
䛸䛾䝁䝷䝪⏬ၟရ䚹

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

䜿䜺䛷ᢡ䛧䛯ඖୡ⏺䝷䞁䜻䞁䜾 7 䛾ዪᏊ䝔䝙䝇䝥䝻 䞉 ୖᲄ⣪Ꮨ䛜↓ྡ䛾㧗ᰯ䜢⋡䛔䛶㧗ᰯ
䝔䝙䝇⏺䛷ᭀ䜜䜎䜟䜛 !! 䠄䝁䝭䝑䜽䝇ዲホⓎ୰ 㻍㻍䠅

⛯㎸䢠㻠㻝㻤
㏻ᖖၟရ (BOW003) 䛾䜶䞁䝗䝔䞊䝥䜹䝷䞊䛿䝤䝷䝑䜽䛷䛩䛜䚸
䛣䛾 䛂㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷䛃 䝁䝷䝪ၟရ (BOW003-BB) 䛾䜶䞁䝗
䝔䞊䝥䜹䝷䞊䛿䝩䝽䜲䝖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

⛯㎸䢠㻥㻘㻥㻜㻜

⛯㎸䢠㻠㻘㻝㻤㻜

RISA OZAKI

with BOWBRAND

BOW BRAND LEATHER GRIP
㻮㻻㼃㻮㻾㻭㻺㻰㻌䝺䝄䞊䜾䝸䝑䝥䚷᪥ᮏ〇 䠄≉Ṧᢏ⾡ຍᕤရ䠅
㻮㻻㼃㻝㻜㻜㻜䚷䝃䜲䝈 䠖 㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻞㻚㻡㼏㼙䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻡㻞㻜
㻮㻻㼃㻝㻝㻜㻜䚷䝃䜲䝈 䠖 㻝㻝㻜㼏㼙㽢㻞㻚㻡㼏㼙䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻣㻠㻜
䜹䝷䞊 䠖 䝤䝷䜴䞁䚸 䝛䜲䝡䞊䚸 䝽䜲䞁䚸 䝇䜹䜲䚸 䝤䝷䝑䜽
䛣䜜䜎䛷䛿 1 ᅇ䛾ᕤ⛬䛰䛳䛯 䛂䛺䜑䛧䛃 䛾ᕤ⛬䛻ᗘ䜽䝻䝮䛺䜑䛧䛾ᕤ⛬䜢ຍ䛘䜎䛧䛯䚹
⾲㠃䛻䝕䜱䞁䝥䝹ຍᕤ䜢䛩䛻䜘䜚䚸 䜚䛻䛟䛟ఙ⦰ᛶ䜒᭷䛧䛯䜎䛷䛻䛺䛔ឤゐ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛥䜙䛻≉Ṧ䛺⁐ᾮ䜢ሬᕸ䛩䜛䛣䛸䛷⪏ஂᛶ䛸⊂≉䛾䝃䝷䝃䝷ឤ䜒ᣢ⥆䛧䜎䛩䚹
ᒓရ 䠖 ୧㠃⢓╔䝔䞊䝥䚸 䜶䞁䝗䝔䞊䝥
( ⢓╔䝔䞊䝥䛿䝺䝄䞊䛻䛿┤᥋㈞䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹 䝪䝑䜽䝇䝟䝑䜿䞊䝆ෆ䛻ูῧ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩 )
ᕳ䛝ጞ䜑 ( 䜾䝸䝑䝥䜶䞁䝗 㻕 㒊ศ䛿ᩳ䜑䛻䜹䝑䝖䛧䛶䛒䜚䜎䛩䚹
᭱⤊ 㻔 ඛ 㻕 㒊ศ䛿┿ᶓ䛻ษ䛳䛶䛒䜚䜎䛩䛾䛷䛚ዲ䜏䛾㛗䛥䛷ᩳ䜑䛻ษ䛳䛶╔䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䝤䝷䜴䞁䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝽䜲䞁䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䝑䜽

䝛䜲䝡䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝇䜹䜲

⛯㎸䢠㻣㻘㻜㻠㻜

㻮㻻㼃㻙㻼㼀㻜㻝㻠㻿㻌( ೫ග䝺䞁䝈ᦚ㍕ )
䝣䝺䞊䝮䜹䝷䞊 䠖 䝤䝷䝑䜽 × 䝺䝑䝗
䝺䞁䝈䜹䝷䞊 䠖 ೫ග䝇䝰䞊䜽
೫ගᗘ 䠖 㻥㻥䠂௨ୖ䚸 UV 䜹䝑䝖䚸 䝋䝣䝖䜿䞊䝇
⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜

㻮㻻㼃㻙㻼㼀㻜㻝㻠㻿㻌( ೫ග䝺䞁䝈ᦚ㍕ )
䝣䝺䞊䝮䜹䝷䞊 䠖 䝛䜲䝡䞊 㽢 䜾䝺䞊
䝺䞁䝈䜹䝷䞊 䠖 ೫ග䝇䝰䞊䜽
೫ගᗘ 䠖 㻥㻥䠂௨ୖ䚸 UV 䜹䝑䝖䚸 䝋䝣䝖䜿䞊䝇
⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜

⛯㎸䢠㻣㻘㻜㻠㻜

⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜

(13)

㻮㻻㼃㻌㻮㼍㼏㼗㻌㻼㼍㼏㼗
䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻝㻜㻣㻙㻮㻷䠅
⫼㠃䝷䜿䝑䝖 1 ᮏධ BOX䚸 䝅䝳䞊䝈䝫䜿䝑䝖䚸 PC 䝫䜿䝑䝖䛺䛹㇏ᐩ䛺䝫䜿䝑䝖䛾䝞䝑䜽䝟䝑䜽
䝯䜲䞁 BOX 䛻䜒䝷䜿䝑䝖 1 ᮏ䛿ᕪ䛧㎸䜑䜎䛩䚹 䝷䜿䝑䝖䝪䝑䜽䝇䠇䝯䜲䞁䝪䝑䜽䝇䛻䝜䞊䝖 PC 䜒⣡ྍ
ഃ㠃䛻䝣䜯䝇䝘䞊䝫䜿䝑䝖 /1䚸 䝅䝳䞊䝈䝫䜿䝑䝖 /1䚸 ୰ᐊ䛻ᑠ䝫䜿䝑䝖 /1
䝃䜲䝈㻌㻦㻌㼃㻟㻜㽢㻰㻝㻥㽢㻴㻠㻣㼏㼙䚸 ᐜ㔞⣙ 㻟㻜㻸䚷䚷⣲ᮦ㻌㻦㻌䝫䝸䜶䝇䝔䝹䠇ྜ⓶䚷䚷୰ᅜ〇䚷䚷⛯㎸䢠㻝㻜㻘㻣㻤㻜

㻮㻻㼃㻌㻞㼃㻭㼅㻌㼀㼛㼠㼑㻌㻮㼍㼓
䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻝㻜㻤㻙㻮㻷䠅
䝸䝳䝑䜽䛸䝖䞊䝖䛾 㻞 ㏻䜚䛾䛔᪉䛜䛷䛝䜛 㻞㼃㻭Y 䝞䝑䜾
䝖䞊䝖䛸䛧䛶⏝䛻䛿䝸䝳䝑䜽䛾䝇䝖䝷䝑䝥䛿୰䛻⣡ྍ⬟䚹
PC 䝫䜿䝑䝖䜢ྵ䜑㇏ᐩ䛺䝫䜿䝑䝖ᩘ䛜౽
䝯䜲䞁⣡䝪䝑䜽䝇䠇䝷䜿䝑䝖⣡䝪䝑䜽䝇䚸 ୰ᐊ䛻䝜䞊䝖 PC 䜒⣡ྍ
ഃ㠃䝣䜯䝇䝘䞊䛝䝫䜿䝑䝖 㻛㻞䚸 ๓㠃䝫䜿䝑䝖 /1䚸 ୰ᐊ䛻ᑠ䝫䜿䝑䝖 /1
䝃䜲䝈㻌㻦㻌㼃㻞㻤㽢㻰㻝㻣㽢㻴㻠㻞㼏㼙䚷䚷⣲ᮦ㻌㻦㻌䝫䝸䜶䝇䝔䝹䠇ྜ⓶䚷䚷୰ᅜ〇䚷䚷⛯㎸䢠㻥㻘㻢㻤㻜

㻮㻻㼃㻌㻮㼛㼐㼥㻌㻮㼍㼓
䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻝㻜㻥㻙㻮㻷䠅

㻮㻻㼃㻌㻾㼍㼏㼗㼑㼠㻌㻯㼍㼟㼑
䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻝㻝㻜㻙㻮㻷䠅
㍍㔞⿄䝍䜲䝥䛾䝷䜿䝑䝖䜿䞊䝇
䝃䜲䝈㻌㻦㻌㼃㻟㻟㽢㻴㻤㻝㼏㼙
⣲ᮦ㻌㻦㻌䝫䝸䜶䝇䝔䝹
୰ᅜ〇
⛯㎸䢠㻝㻘㻤㻣㻜

(14)

䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䜔㈈ᕸ䛺䛹䛾⣡䛷䜸䝣䝁䞊䝖䛷㔜ᐆ䛩䜛䝪䝕䜱䞊䝞䝑䜾
䝣䝑䜽䛜ᕥྑ䛻䛒䜚ྑ䛡䜒ᕥ䛡䜈䜒ᑐᛂ
๓㠃䝣䜯䝇䝘䞊䝫䜿䝑䝖 /1䚸 ⫼㠃䝫䜿䝑䝖 /1䚸 ୰ᐊ䛻ᑠ䝫䜿䝑䝖 /1
䝃䜲䝈㻌㻦㻌㼃㻝㻥㽢㻰㻝㻜㽢㻴㻟㻝㼏㼙
⣲ᮦ㻌㻦㻌䝫䝸䜶䝇䝔䝹䠇ྜ⓶䚷䚷୰ᅜ〇䚷䚷⛯㎸䢠㻠㻘㻥㻡㻜

キャリーバッグ使用時の前面 / 背面

キャリーバッグ使用時の中面

キャリーバッグ使用時の背面 / 側面

㻮㻻㼃㻌㻯㼛㼡㼞㼕㼑㼞㻌㻮㼍g 䠄䝷䜿䝑䝖Ꮿ㓄䝞䝑䜾䠅
䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻝㻝㻝㻙㻮㻷䠅
䝇䝖䝸䞁䜺䞊䛥䜣䛻ᙇ䜚䜢䛚㢪䛔䛩䜛䜔ᙇ䜚ୖ䛜䜚
䝷䜿䝑䝖䜢Ⓨ㏦䛩䜛䛻እ⟽䝘䝅䛷䛭䛾䜎䜎Ꮿ㓄
౽Ⓨ㏦䛜䛷䛝䜛䜽䞊䝸䜶 䠄Ꮿ㓄䠅 䝞䝑䜾䚹
ᗘ䜔‵ᗘኚ䛻ᙉ䛔䜰䝹䝭䝅䞊䝖䛷ಖㆤ䛧䜎䛩䚹
䝷䜿䝑䝖 2 ᮏ⣡ྍ⬟䚹
䜹䝞䞊䜢᱁⣡䛩䜜䜀䝽䞁䝅䝵䝹䝎䞊䝇䝖䝷䝑䝥䛷䜻䝱
䝸䞊䝞䝑䜾䛸䛧䛶䜒䛘䜎䛩䚹
㏦䜚≧ධ䜜䝫䜿䝑䝖䚸
䝽䝺䝰䝜䝅䞊䝹㈞䝇䝨䞊䝇䛒䜚䚹
䝃䜲䝈㻌㻦㻌㼃㻟㻠㽢㻰㻥㽢㻴㻣㻢㼏㼙
⣲ᮦ㻌㻦㻌䝫䝸䜶䝇䝔䝹䠇㻼㼁
୰ᅜ〇
⛯㎸䢠㻢㻘㻢㻜㻜

宅配バッグ使用時の中面

宅配バッグ使用時の前面 / 背面

キャリーバッグ使用時イメージ

(15)

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.

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。

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。

Professional

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」

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。

Professional
( プロフェッショナル )

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。

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
税込￥3,080

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。

( 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 )

Control

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」

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。

（ブイ 18)

Control
( コントロール )

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

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
税込￥3,080

( 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 )

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜
⛯㎸䢠㻞㻘㻠㻞㻜

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜
&1.30mm

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

⛯㎸䢠㻟㻢㻘㻟㻜㻜

(16)

(17)

(18)

(19)

ᾌώἿషἼᦉἴἷὓịό̵ᾚỌἹἜធἴἷὀἕἢἬὤƘ

ᾘᾇέΏὦΏὪὨᾏᾷὴΏᾕ̵ᾌᾎ̵źἿװύἸඌἨἠᾊᾏώẪἤὝ͜ᄧẪ

ṾύᾧᾈɰṿẚΏẙẜΏṮẙạẘΏṒὦᾇᾛὮὦᾄὪᾷṓɰኈᷜṝṖṣṠṚ
Ṷᾚᾯ̵ẩṲᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩṶὴᾮ̵ᾷẩᾑὨᾗ̵ẩṷᾘᾷέẩṷᾕ̵ᾛᾯ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṢṛṝṓΏṷẩṶẩẂṶɰɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṢṜṝṓΏṽẩṷẩṶ

ᾔᾯᾋᾢᾇᾅὀ֡ὯᾮᾙὭᾯᾏὦᄀὝẪ

ᾕᾳᾙᾯᾖᾇᾃ̵ἻἿἼἤἿṾύᾧᾈὀἫἕź
ṾύᾧᾈếṬẏẑẓẘẘẏẜỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷẩᾭὨᾌᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩ
ᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾟᾇᾌᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṛṓΏṷẩṶẩẂṶΏ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṠṜṛṓΏṽẩṷẩṶ

ṾύᾧᾈếṺẓẍẕỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷẩᾟᾇᾌᾘᾷέẩᾭὨᾌᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṝṓΏṷẩṶẩẂṶɰɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṠṜṝṓΏṽẩṷẩṶ

ࣹᓜἼᾨᾇᾘ̵ẩᓎ͢רἼṬẋẖẖẏΏẎẏΏṷẋẞẍẒἿԢᐝẪ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌὶ̵ᾤὪὫὦ̵

ᭈἸᾛᾰ̵ἸἻἠἷีậậậἸὓẩ
ὝἝԅἷἜὀἢ༾ѰἨἻἠἴἲὔź

ṾύᾧᾈếẃẓẚẚẏẏṗṿṽṫỀ
ኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩ
ᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṜṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώΏếṬṷṗṴẁṛṠṜṜṓΏṽẩṷẩṶ

Ṿύᾧᾈ
ếṸẙΏṱẋẗẏΏṜṮẋảỀ
ኈᷜṝṖṣṠṚ
ὨὬᾱ̵ẩόᾇέώẩ
ᾭὨᾤὴᾮ̵ᾷẩ
ᾝᾗ̵ᾘᾷέ
ɧᾰᾋὧ̵ώ
ếṬṷṗṴẁṛṟṜṠṓ
ṽẩṷẩṶ

íáäå
éî
Êáðáî

ɧὼᾇᾛὦᾇᾛὶ̵ᾤύᾧᾈ
ṒṬṷṗṴẁṛṝṜṟṓ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
ṒᥫΎᾍᾭὨᾯᾣᾑᾇᾌṓ
ᾟᾳὨᾌ
ᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶ
ኈᷜṡṖṜṠṚ

ࠐጨὣٟὠἻἕὮ̵ᾯᾢὨᾊὧἻὗἴἰὛᆵἿόὨἿὼᾧ̵ὼὼᾧήᾇᾌſᾕᾷᾈẪ

ᾥὨᾍὨᾷὼᾧᾕᾷἿ᱔عᢈίᾷᾞᾊὧύᾫᾷὪὭ̵ᾤὼᾧήᾇᾌſᾕᾷᾈẪۋӈᄀᄁἿ᱔ἕعᢈὣ៊ὛἪẪ
íáäå
éî
Êáðáî

ὪὨᾷᾍὼᾧήᾇᾌɰᾟᾳὨᾌĆᾑὨᾗ̵
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾥᾇύᾩṓɰኈᷜṛṜṖṣṢṚ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṟṠṚṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṟṠṟṓɰṷẩṶ

ὼᾧ̵ὼὼᾧήᾇᾌɰᾚᾭᾇέĆᾰᾇᾍ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾎύṓɰኈᷜṢṖṠṣṚ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṚṚṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώΏṒṬṷṗṴẁṛṠṚṟṓɰṷẩṶ

ὪὨᾷᾍᾕᾷᾈɰᾑὨᾗ̵ĆᾟᾳὨᾌ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾥᾇύᾩṓɰኈᷜṛṛṖṜṜṚ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṟṠṛṓɰṷẩṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṟṠṠṓɰṷẩṶ

ࣹᓜἼᾨᾇᾘ̵ẩᓎ͢רἼ
ṬẋẖẖẏΏẎẏΏṷẋẞẍẒἿԢᐝ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿώ̵ᾕ̵
ᾟᾳὨᾌὶ̵ᾤὪὫὦ̵

ɧάᾧᾷᾋὧ̵ᾅὫᾇέΏόᾷᾔὨὺ̵
ṒṬṷṗṴṫṛṠṞṟṓɰᾘᾷέĆὴᾰ̵
ᾙᾮ̵όὨɰኈᷜṝṖṛṣṚ
メッシュ

ɧᾘᾷέό̵ὯώώᾡᾇᾌΏόᾷᾔὨὺ̵
ṒṬṷṗṴṫṛṠṞṡṓɰᾚᾭᾇέĆᾘᾷέ
ᾙᾮ̵όὨɰኈᷜṝṖṛṣṚ

ɧὼᾇᾛὦᾇᾛὶ̵ᾤύᾧᾈ
ṒṬṷṗṴṷṛṝṛṟṓ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
ṒᥫΎᾍᾭὨṙᾯᾣᾑᾇᾌṓ
ώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌ
ɧάᾧᾷᾋὧ̵ᾅὫᾇέΏώί̵ᾌṒṬṷṗṴẁṛṠṝṟṓ
ᾥᾷΏṷẩṶẩẂṶ
ᾥᾇύᾩᄀ۟ΏᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžẩ۟ᾎύṛೌ၈
ኈᷜṡṖṜṠṚ
ᾘᾷέĆὴᾰ̵ɰṷẩṶɰኈᷜṠṖṞṣṚƄኈ
ɧᾑᾇέὪὭ̵ᾢ̵Ώ
ṒṬṷṗṴṫṛṝṣṚṓ
ᾦίᾦίᾑᾇέὪὭ̵ᾢ̵
ᾘᾷέ
όὨẮṜṛẍẗĆṜṜẍẗ
Ήῒῲῳṡṣž
῟ῌῷṜṚžẩṺṿṛž
ኈᷜṛṖṠṟṚ

2Wayｽﾄﾚｯﾁ

íáäå
éî
Êáðáî

ṷΏṤᇎ͠ṠṢẍẗΏᣯटṟṛẍẗ
ṶΏṤᇎ͠ṡṚẍẗΏᣯटṟṞẍẗ
ẂṶṤᇎ͠ṡṜẍẗΏᣯटṟṡẍẗ

ɧόᾷᾔὨὺ̵
ɰṒṬṷṗṴṫṛṝṞṜṓ
ɰᾘᾷέɰίᾇᾌᾷṛṚṚž
ɰኈᷜṜṖṢṠṚ

ɰɰɰɰɰɰὼᾧ̵ὼᾕᾷᾈɰᾚᾭᾇέĆᾰᾇᾍ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾎύṓɰኈᷜṡṖṟṣṚ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṚṛṓɰṷẩṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώΏṒṬṷṗṴẁṛṠṚṠṓɰṷẩṶ

íáäå
éî
Êáðáî

ɧό̵ὯώώᾡᾇᾌΏώί̵ᾌṒṬṷṗṴẁṛṠṝṡṓ
Ṝẁṫẃᄀ۟ΏᾡᾮὬώᾊᾯṢṡžẩᾡᾮὪᾰᾃᾷṛṝž
ᾚᾭᾇέĆᾘᾷέɰṷẩṶɰኈᷜṠṖṞṣṚ

ɧᾄᾯᾥύὦᾷΏᾥᾇύᾩὼᾧήᾇᾌ
ṒṬṷṗṴṷṴṛṚṞṜṶṓΏᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
ᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶɰኈᷜṛṜṖṛṚṚ

ẃṳṺṺṯṯṕṽẕẟẖẖɰɰɰɰɰɰɰɰɰΏṮẋẜẏṕṸẙṬẏẏẜɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰṺẙẚẋẓṕṽẋẕẟẜẋ
ΏṒṬṷṗṴṫṛṠṞṛṓɰΏɰɰɰɰɰɰɰɰΏṒṬṷṗṴṫṛṠṞṜṓɰΏɰɰɰɰɰɰɰɰɰṒẁṵṗṴṫṛṠṞṞṓ

ὴᾮᾇᾛὬᾷᾍύ̵ᾯ
ὴᾮᾇᾞᾷṒṜлṛᾇᾌṓ
ኈᷜṟṟṚ
ᎢẮᾡᾮᾛᾱᾘᾰᾷ
όὨẮᆷয᎓Ṝṝẗẗ
ᾭήᾇᾌἿὴᾮᾇᾛὬᾷᾍ
ἼᡰρἪὦέόᾮ̵Ẫ

ɧᾰᾋὧ̵ώΏέὭ̵ᾃ̵ᾕᾷᾈếṬṷṗṴẁṛṜṜṠỀ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžế۟ᾎύỀɰኈᷜṡṖṝṡṚ
όᾷᾍᾝ̵ὼᾩẩᾅᾧί̵ᾯὴᾰ̵
ᾰᾋὧ̵ώΏṷɰᒿͣΏṝṢẍẗṒṷṓ

ṷ
ɰᾥᾷύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṛṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ
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Ṷ
ɰᾰᾋὧ̵ώύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṜṓ
ṜṜǗṜṟẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ṷ
ɧ
ɰᾥᾷᾓ̵ᾙṝᾞὦ

Ṷ
ɰᾰᾋὧ̵ώᾓ̵ᾙṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṝṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṞṓ
ṜṜǗṜṟẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ṷ
ɰᾥᾷύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṝṚṛṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

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。

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

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）
【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。

ሬᕸ๓䛻⦪⣒䜢ᶓ䛻䛪䜙䛧䚸ᶓ⣒䛸䛾ᕪⅬ䜢㟢ฟ
䛥䛫䛯≧ែ䛷ሬᕸ䛧䛶䛛䜙ඖ䛻ᡠ䛩䛸ຠᯝⓗ䛷䛩䚹

䝭䝙䝪䝖䝹䜢㻞䡚㻟ᗘ䛳䛶䛛䜙㏫䛥䜎䛻䛧䚸㍍䛟ᣦ䛷䛴
䜎䜣䛷㻞䡚㻟䜢䝇䝫䞁䝆䛾ୖ䛻ᆶ䜙䛧䛶䛛䜙䚸䝇䝖䝸䞁
䜾㠃䛻㍍䛟ᢲ䛧䛡䛺䛜䜙䜢ᥥ䛟䜘䛖䛻ሬᕸ䛧䜎䛩䚹

䠍㛫䛻䠍ᅇ䛾㢖ᗘ䛷ሬᕸ䛩䜛䛸ຠᯝ䛜ᣢ⥆䛧䜎䛩䚹

■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。

■内容量：22ml ■使用可能回数：およそ 100 回分
■価格：税込￥1,980 ■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。
(21)
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■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

税込￥12,650

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。
■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
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。
ブラック

ホワイト

レッド

税込￥3,080

ロイヤルブルー

ネイビーブルー

ライトブルー

税込￥3,850

パープル

㻔㻞㻞㻕

エメラルド
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●VIBECUT (SUVC001) ホワイト、ブラック、レッド、イエロー、ブルー 税込￥1,045
快適な打球感でプレーをリフレッシュ
従来のガット面に装着する振動止めは打球時のストリング振動を減衰させる効果が認められます。
しかしながら、ラケット面に振動止めをつけると打球音が変わってしまい、それが気になっている人は多いはず。パコーンという打球音はテニスの醍醐味の一つです。
その点、バイブカットは打球音を変えることなく、内臓した振動子によりフレームシャフトのいやな振動を速やかに減衰させます。
バイブカットの新効果
①身体に有害なフレームシャフトの振動を軽減させます。
②ガット面に装着しませんので爽快なボール打球音を維持します。
③ガット面に装着しませんのでバランスをトップヘビーに買えません。

ᾟᾳὨᾌɰɰɰɰᾚᾭᾇέɰɰɰɰΏᾰᾇᾍɰɰɰɰΏὨὬᾱ̵ɰɰɰɰΏᾚᾯ̵ɰ

装着方法
①グリップエンド底部にリング内面を斜めに押し当て、両手親指で徐々に拡張しながらエンドを通します。
[ ラケットフレームへの密着性、耐久性を保持するため、強靭なシリコンを使用しておりますので必ず
所定の装着方法に従ってください ]
②グリップレザー上部のフレームシャフトに触れる位置まで回転させながら移動します。
③バイブカットの凹部内接面をフレームシャフトに密着させます。 ④防振効果をより向上させたい場合
は二個装着をお勧めします。
使用上の注意
①バイブカットはフレームシャフトへの密着力を向上させるため強靭なシリコンゴムを使用していますが、
必要以上に拡張させると破損の原因となりますので、装着方法を厳守願います。
②シリコンゴムに傷をつけないよう指輪や金属等、鋭利な物との接触にご注意ください。
③子供が間違って飲み込まないようご注意ください。
(23)
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●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
税込￥5,390

●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、税込￥3,630
ANDREW( アンドリュー )
KEITH( キース )
PHILIP ( フィリップ )

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。
デザイン部は全刺繍です。

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 アンダーウェア

かつての山のアンダーウェア｢網シャツ｣の通気性に着目し、疎水性に優れ、熱伝導率の低いポリプロピレンを主体に、嵩の高いメッシュに編み上げたミレーのアンダーウェア。それが「ドライナミック ? メッシュ」です。
体にフィットした吸汗速乾ベースレイヤーの下に着用することで、かいた汗は即座に上のレイヤーに吸い上げられ拡散。汗を吸ったベースレイヤーをメッシュの厚みが肌から離し、
汗冷えや低体温症のリスクを軽減します。メッシュの通気性によって汗を吸ったベースレイヤーも乾き、「快適なドライ感」を体感できます。
一体成型のホールガーメント製法によって、伸縮性に富み、抜群のフィット感で動きやすさを実現しています。
先人の知恵を現代の技術とエキスパートたちのフィードバックを反映させた、全く新しいアンダーウェアの誕生です。

ドライナミック
スルー ショーツ

ドライ＆タフな素材

ドライナミックメッシュ
ショートスリーブ
税込￥5,830

厚みのあるメッシュ構造

blan&co.

ドライナミックメッシュ
ノースリーブクルー
税込￥5,060

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%

ネイビー

ネイビー

●「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) 税込￥2,970

☆フェイスタオル
品名:AIR犬
品番:BCCPT001
価格:1,760円（税込）
☆スポーツタオル
品名:おすわり犬
品番:BCCPT002
価格:2,750円（税込）
パンディアーニ君は
お気に入りの
コラボタオルで
汗をふきふき♪
すっきり爽やか

モスグリーン

上グレー下ピンク

◉品名:ラケット&コート（デザインは同じです）

グリーン

ドライナミック メッシュ
3/4 タイツ 税込￥5,390

サイズ：S-M、L-XL（EURO サイズ表記〈S-M サイズ = 日本 M-L 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%

®

泉州タオルはここが違う
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
ご使用いただけます
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
やさしい肌触り
お肌に触れるだけで
ふんわりしたやわらかさ
お肌の弱い方にも最適

税込￥3,630

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

ピンク

※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。
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。

上グリーンパール下ブルーオレンジ

高級糸コーマを使用した
ワンランク上のタオル。
抜群の吸収性と柔らかな
肌触りで、シャワーの後も
しっかり拭き取れます！
表を優しいガーゼタッチ、
裏は水分をしっかり吸収する
パイル生地。速乾性が良く
かさばらないので持ち歩きに
便利で、お洗濯も楽々☆

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。

マスター
キミー

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。

ボディ
ライト
クリーム
50g 税込￥3,960

130g 税込￥8,360

ὦᾛᾯᾭὨᾷᾍ
ṡἵἿෛᓞ৮ὣଡἴἰᇎো۟᧸Ἷὦᾷᾄ̵ὪὫὦẪ

「さとふる」にて、タオル部門
毛布部門、ランキング１位獲得
多くのプロテニスプレーヤーに
使用していただいております。
詳しくはFacebookページを
ご覧ください。
→
→
→
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ὦὨᾊᾤἸἪẪ ᾛᾰᾀᾷᾌἼὓἛխὒẪ ኈᷜṠṝṢ

2

2022 Championships Towel - Green/Purple
2022 Championships Towel - Navy/Turquoise

οϡϱϒΨϱερϕνΨϩͳͺɼຘ೧ΤΡϱϔϩχϱࣵαʖφͲમघࣰ͗ࡏͶ࢘༽ͤΖνΨϩɽ
೧ྼ࢛Ν࣍ͯӵࠅԨ࣪༽ޜୣϔϧϱχʴ&+5,67<ऀʵͲ߶࣯͵ଏௗ͏߶څνΨϩͲͤɽ
αϪένʖΠτϞͶ͵ͮͱ͏ͱɼ೧ߺ͗ͮͱ͏ΖͲɼ͕ࢢ༹͕ஂਫ਼ɼָɼଖۂɼɼӀӿɼఈ೧͵ʹ͕ॗ͏Ώ״ःೖ
ଅͳ͢ͱรਕ͍͗ـΕΉͤɽ

οϡϱϒΨϱερϕνΨϩ :,
ΩϧʖʁήϨʖϱʹϏʖϕϩ
ોɻࡒʁαρφϱˍ
γθʁʹFP
॑ɻྖʁ༁Jທ
ਫ਼ࢊࠅʁϱχ
Ճɻ֪ʁ੭ࠒˉ
ίʖηͺรߍͶ͵Ζ͍͗ΕΉͤɽ
༽αρφϱίʖη͘

οϡϱϒΨϱερϕνΨϩ :,
Ωϧʖʁϋϑʖʹνʖαθ
ોɻࡒʁαρφϱˍ
γθʁʹFP
॑ɻྖʁ༁Jທ
ਫ਼ࢊࠅʁϱχ
Ճɻ֪ʁ੭ࠒˉ
ίʖηͺรߍͶ͵Ζ͍͗ΕΉͤɽ
༽αρφϱίʖη͘

ϓΥηέϫηνΨϩທૌ
ΩϧʖʁήϨʖϱʹϏʖϕϩ :,
ɻɻɻɻϋϑʖʹνʖαθ :,
ોࡒʁαρφϱˍɻγθʁʹFPɻՃ֪ʁ੭ࠒˉ
ΰηφνΨϩ
Ωϧʖʁϋϑʖ :, ɼνʖαθ :,
ɻɻɻɻήϨʖϱ :, ɼϏʖϕϩ :,
ોࡒʁαρφϱˍɻγθʁʹFPɻՃ֪ʁ੭ࠒˉ

&+5,67<ͳ:,0%/('21ɼͯఽ౹ద͵ӵࠅϔϧϱχαϧϚϪʖεϥϱɽ
&KULVW\ έϨητΡ ͺɼӵࠅͲυδϱ͠Ηͪ߶࣯͵νΨϩΝࡠΕକ͜ͱ͏Ήͤɽ
έϨητΡޢͺ೧ɼࠕೖνΨϩ͖Δ࢟ΉΕΉͤɽ
೧ɼϖϱϨʖέϨητΡͺαϱηνϱοόʖϕϩ͖ΔϱήϧϱχͶΕ༺ֆ
Ͷ͢͏ϩʖϕϏϩਫ਼ஏΝ়ղ͢Ήͪ͢ɽ
೧ޛɼ࠹ॵτϨʖνΨϩ͗ਫ਼ࢊ͠ΗϑέφϨΠঃԨͶ͞ΗΔιρφ͗ଅఆ͠ΗΉͪ͢ɽ
೧ɼέϨητΡͺब೧Νى೨͢ͱϫϢϩφϩανΨϩΝജ͢Ήͪ͢ɽ
ࠕೖαϪέεϥϱͶ࠹൝ϫϢϩφϩανΨϩΝގΔ͢͝Ͷ͕ͱ͓ܠΕɼ
೧ҐͶΚͪͮͱ߶࣯Ͳ࠹߿՜͵νΨϩͲ͍Εକ͜ͱ͏Ήͤɽ
೧ɼΦϨδϗηঃԨହࣞץΝॗ͑ͪΌͶಝพ͵νΨϩ͗ࡠ͠Ηɼ
Ήͪ೧ͶεϩώʖζϣϑϨʖΝॗ͑ͪΌͶ࠸;ࡠΔΗΉͪ͢ɽ
೧ɼέϨητΡͺ7KH&KDPSLRQVKLSVɼ:LPEOHGRQޮࣞγϕϧϢʖͶ͵ΕΉͪ͢ɽ
ϕϪʖϢʖ͗ιϱνʖαʖφͲ࢘༽͢ͱ͏ΖέϨητΡνΨϩ͗ΤΡϱϔϩχϱেద͵
෨Ͷ͵ͮͪ͞ͳͺͲͳ͚͞ڽͺ͍ΕΉͦΞɽ
έϨητΡ࣎ࢾ࿇Ͷଳ͓ͱͪ͘ϔϧϱχ͵Ͳ͖ͤΔɽ

(27)

ÔÅÎÎÉÓ ²°²² ÓÐÒÉÎÇ ᴣ ÓÕÍÍÅÒ
CARPET COURT
快適性と安定性に優れたカーペットコート専用モデルです。
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。
ミッドソールの踏み付け部には衝撃緩衝性に優れたGELを内蔵。
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。楽しくテニスを続けるための幅広い世代に向けたモデルです。

ÇÅÌÄÅÄÉÃÁÔÅ · ÉÎÄÏÏÒᴥ±°´±Á²²µ®±°±ᴦ

カーペットコート専用 ￥8,800（税込） カラー：ホワイト/ガンメタル
サイズ：25.0〜29.0,30.0cm
アッパー/合成繊維・人工皮革
アウターソール/ゴム底
インナーソール/合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式
生産地：ベトナム
適合する別売中敷：1173A029
NON MARKING RUBBER対応
（公財）
日本ソフトテニス連盟公認

CARPET COURT
快適性と安定性に優れたカーペットコート専用モデルです。
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。
ミッドソールの踏み付け部には衝撃緩衝性に優れたGELを内蔵。
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。楽しくテニスを続けるための幅広い世代に向けたモデルです。

ÇÅÌÄÅÄÉÃÁÔÅ · ÉÎÄÏÏÒᴥ±°´²Á±¶¶®±°±ᴦ

カーペットコート専用 ￥8,800（税込） カラー：ホワイト/ラピスラズーリブルー
サイズ：22.5〜26.0cm
アッパー/合成繊維・人工皮革
アウターソール/ゴム底
インナーソール/合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式
生産地：ベトナム
（公財）
日本ソフトテニス連盟公認

ALL COURT Jr

ÕÐÃÏÕÒÔ ´ ÐÓᴥ±°·´Á°²¹®°°²ᴦ
ベルトタイプのジュニア向け
オールコート用テニスシューズ。
￥5,830（税込）
カラー：ブラック／フレッシュアイス
サイズ：17.5、18.5、19.5、20.0〜22.0

(28)

DVLFV6SULQJ 6XPPHUਲ਼
ရ␒ 䜹䝷䞊
1041A079.500
1041A078.500
1042A072.501
1042A071.406
1041A182.500
1041A188.400
1042A136.500
1042A135.403
1043A013.600
1043A013.100
1043A014.600
1043A014.100
1041A298.101
1041A300.400
1042A197.500
1042A199.101
1041A113.404
1041A123.404

ရྡ
GEL-RESOLUTION 8
GEL-RESOLUTION 8 OC
GEL-RESOLUTION 8
GEL-RESOLUTION 8 OC
SOLUTION SPEED FF 2
SOLUTION SPEED FF2OC
SOLUTION SPEED FF 2
SOLUTION SPEED FF2OC
PRESTIGELYTE 4 OC
PRESTIGELYTE 4 OC
PRESTIGELYTE 4 OC(EX WIDE)
PRESTIGELYTE 4 OC(EX WIDE)
SOLUTION SWIFT FF
SOLUTION SWIFT FF OC
SOLUTION SWIFT FF
SOLUTION SWIFT FF OC
GEL-RESOLUTION 8 WIDE
GEL-RESOLUTION 8 OC WIDE

⛯ู౯᱁
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥14,500
¥12,500
¥12,500
¥12,500
¥12,500
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥10,000
¥14,500
¥14,500

䝃䜲䝈
Ⓨணᐃ
25.0䡚29.0,30.0 5᭶୰᪪
25.0䡚29.0,30.0 5᭶୰᪪
22.5䡚26.0
5᭶୰᪪
22.5䡚26.0
5᭶୰᪪
25.0䡚29.0
5᭶୰᪪
25.0䡚29.0
5᭶୰᪪
22.5䡚26.0
5᭶୰᪪
22.5䡚26.0
5᭶୰᪪
22.5䡚29.0
4᭶୰᪪
22.5䡚29.0
4᭶୰᪪
23.0䡚28.0
4᭶୰᪪
23.0䡚28.0
4᭶୰᪪
24.0䡚29.0,30.0 4᭶୰᪪
24.0䡚29.0,30.0 4᭶୰᪪
4᭶୰᪪
22.5䡚26.0
22.5䡚26.0
4᭶୰᪪
25.0䡚29.0,30.0 5᭶୰᪪
25.0䡚29.0,30.0 5᭶୰᪪

仮
(29)

(30)

※カラー名／ＢＫ：ブラック、
ＢＬ：ブルー、
ＢＯ：ブライトオレンジ、
ＣＯＢ：コバルトブルー、
ＣＯＬＢＫ：クールブラック、
ＣＯＬＷ：クールホワイト、
ＦＬＹ：フラッシュイエロー、
ＧＴ：グラファイト、
ＩＧＲ：アイアングレー、
Ｐ：ピンク、
ＰＵ：パープル、
Ｗ：ホワイト、
Ｙ：イエロー

(31)

仮

(33)

(34)

(35)

2022 TENNIS
OVERGRIPS PRO OVERGRIP

BALL

Gripɻ1̧
ঐ໌

PRO OVERGRIP WHITE 1PK

PRO OVERGRIP BLACK 1PK

PRO OVERGRIP RED 1PK

PRO OVERGRIP BLUE 1PK

൬

WRZ4001WH

WRZ4001BK

WRZ4001RD

WRZ4001BL

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\330

Ωϧʖ

ϙϭφ

ોࡒ

৭ා+ϛϨΤϪνϱ

ϔϧρέ

Ϫρχ

ϔϩʖ

γθ/Ί

30mm×1050mm/0.5mm

ঐઈ

ϫζϡʖʀϓΥυϧʖɼۍ৭ ʹ͵ܕɼଡ਼ֆφρϕમघѬ༽ͤΖ৶བ1PΨʖώʖήϨρϕɽ

ࠅࢊݬ

ೖຌ

Tennis Ball
ঐ໌

US OPEN XD TBALL 2 BALL CAN

TOUR STANDARD

൬

WRT1000J

WRT103800

ఈՃ

OPEN

OPEN

OPEN

Ϗρίʖζ

1؊2ځΕ(1സ30؊Ε)5ξʖη

1؊4ځΕ(1സ15؊Ε)5ξʖη

1؊3ځΕ(1സ24؊Ε)6ξʖη

ޮ

I.T.F/U.S.T.A/J.T.A.

I.T.F/J.T.A.

I.T.F

ֆ࠹߶่US OPENճ࢘༽ځ/સࠅ߶ର࿊ϱνʖύ

ೖຌࢤ͜Ͷಝพ͠ΗͪϜϩχ͵״Ν࣍ͯ߶ଳٳ

ʤঃʥɼમൊճʤঃʥ࢘༽ځ

Ꭴਭ࿇सځ/સࠅ߶ର࿊ਬও࿇सځ

ν

ν

ঐઈ
ࠅࢊݬ

CHAMP XD TBALL 3 BALL CAN
WRT100101

ν

OVERGRIPS PRO OVERGRIP

Gripɻ3̧

Gripɻ12̧

Gripɻ30̧

ঐ໌

PRO OVERGRIP WHITE 3PK

PRO OVERGRIP BLACK 3PK

PRO OVERGRIP RED 3PK

PRO OVERGRIP BLUE 3PK

ঐ໌

PRO OVERGRIP WHITE 12PK

PRO OVERGRIP BLACK 12PK

ঐ໌

PRO OVERGRIP WHITE 30PK

൬

WRZ4020WH

WRZ4020BK

WRZ4020RD

WRZ4020BL

൬

WRZ4022WH

WRZ4022BK

൬

WRZ4023WH

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\800

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\3,300

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\7,700

Ωϧʖ

ϙϭφ

Ωϧʖ

ϙϭφ

Ωϧʖ

ϙϭφ

ોࡒ

৭ා+ϛϨΤϪνϱ

ોࡒ

৭ා+ϛϨΤϪνϱ

ોࡒ

৭ා+ϛϨΤϪνϱ

γθ/Ί

30mm×1050mm/0.5mm

γθ/Ί

30mm×1050mm/0.5mm

γθ/Ί

30mm×1050mm/0.5mm

ࠅࢊݬ

ೖຌ

ࠅࢊݬ

ೖຌ

ࠅࢊݬ

ೖຌ

ϔϧρέ

Ϫρχ

ϔϩʖ

ϔϧρέ

Stringsɻ4G
ঐ໌

LUXILON 4G 125 SET

LUXILON 4G 130 SET

4G ROUGH 125 SET

LUXILON 4G SOFT 125 SET

൬

WRZ997110

WRZ997112

WRZ997114

WRZ997111

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,520

Ωϧʖ

βʖϩχ

βʖϩχ

βʖϩχ

βʖϩχ

ોࡒ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ

νϕ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ΰʖζ

1.25mm

1.30mm

1.25mm

1.25mm

ௗ͠

12.2mm

12.2mm

12.2mm

12.2mm

ঐઈ
ࠅࢊݬ

[POWER + CONTROL + TENSION MAINTENANCE]ൊ܊τϱεϥϱң࣍ͲɼϏϭʖͳॵغ״ځΝௗ࣎ؔң࣍ͤΖ࣏େηφϨϱήɽΠϪέγϱχϫʀχϩβϛϫϓɼΤϨΠϞθࢠຕɼωαϧηʀΠϩϜήϫ͵ʹ͗࢘༽ɽ
ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ
ϠόʀϓΡϧϟϱφ

[POWER + CONTROL + TENSION MAINTENANCE + Natural SPIN]τϱεϥϱң࣍ൊ܊̒GͶԞದΝͯ͜Ζ͞ POWER + CONTROL + TENSION MAINTENANCE + SUPER SOFT FEELING τϱεϥϱң࣍ൊ܊4G ͶɼϚʖ
ͳͲɼψοϣϧϩ͵ηϒϱͳλϓφϓΡʖϨϱήΝͪ͢Ϡυϩɽ

ϩͳαϱνέφ࣎ؔΝԈͻͤʰৱ͏ͯ͘״ʱΝ߶ΌͪηφϨϱήɽ

ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

StringsɻΠϩϏϭʖୱ
ঐ໌

ALU POWER 115 SET

ALU POWER 125

ALU POWER ROUGH 125

ALU POWER SOFT 125 SET

൬

WR8302001115

WRZ995100SI

WRZ995200

WRZ990101

ఈՃ ੭ࠒ

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,190

Ωϧʖ

εϩώʖ

εϩώʖ

εϩώʖ

εϩώʖ

ોࡒ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ+ΠϩϝʀϓΟώʖ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ+ΠϩϝʀϓΟώʖ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ+ΠϩϝʀϓΟώʖ

ϛϨʀΦʖτϩʀΦʖτϩ+ΠϩϝʀϓΟώʖ

νϕ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

ΰʖζ

1.15mm

1.25mm

1.25mm

1.25mm

ௗ͠

12.2mm

12.2mm

12.2mm

12.2mm

ঐઈ
ࠅࢊݬ

੭ࠒ\3,520

[POWER + SPEED +HYPER FEELING] Ϗϭʖൊ܊ALU POWERΝ1.15ΰʖζͶͤΖࣆͲ࠹څϓΡʖϨϱήΝࣰ [POWER + SPEED]ജ͖࢟Δ࠹ଡ͚ςΠʖϕϪϢʖͶࢩ࣍͠Ηକ͜ΖηφϨϱήɽ͞ΗͩϏϭʖͳηϒʖχ [POWER + SPEED + Natural SPIN]Ϗϭʖൊ܊ALU POWER ͶԞದΝͯ͜Ζ͞ͳͲɼψοϣϧϩ͵ηϒϱͳλ

[POWER + SPEED + SUPER SOFT FEELING]࠹ଡ͚ςΠʖϕϪϢʖͶࢩ࣍͠ΗΖϏϭʖ࠹ܧکΠϩϏϭʖͶɼ

ݳɽ

Ν࢚Ζ࢛࠹کϠυϩɽήϨβʖϩʀυΡϝφϫϓɼΪΦϩʀϠϱϓΡηɼϘφϧʀέϑφώ͵ʹ͗࢘༽ɽ

ϓφϓΡʖϨϱήΝͪ͢ϠυϩɽϫζϡʖʀϓΥυϧʖ͵ʹ͗࢘༽ɽ

Ϛʖϩͳαϱνέφ࣎ؔΝԈͻͤʰৱ͏ͯ͘״ʱΝՅ͓ͪηφϨϱήɽ

ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

StringsɻΦϪϟϱφ+ADRENALINEୱ
ঐ໌

ELEMENT 130 SET

ELEMENT 125 SET

ADRENALINE 125 SET

൬

WRZ990109

WRZ990105

WRZ993800

ఈՃ(੭ࠒ

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\3,190

੭ࠒ\2,310

Ωϧʖ

ϔϫϱθ

ϔϫϱθ

ોࡒ

ϛϨōΦʖτϩʀΦʖτϩ+ϛϨʀΦʖτϩʀίφϱ

ϛϨōΦʖτϩʀΦʖτϩ+ϛϨʀΦʖτϩʀίφϱ

ϠόʀϜϩοʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϜϩοʀϓΡϧϟϱφ

ϠόʀϓΡϧϟϱφ

1.30mm

1.25mm

1.25mm

ௗ͠

12.2m

12.2m

12.2m

ঐઈ

(36)

εϩώʖ
ϨΫρχʀέϨηνϧϱʀϛϨϜʖ

νϕ
ΰʖζ

ࠅࢊݬ

[POWER + TOUCH + ULTRA SUPER SOFT FEELING]νροεϥρφࡏͺϩΫεϫϱ࢛࠹߶λϓφϓΡʖϨϱήΝ͢ضɼύʖχϐρφࡏͺϏϭʖΝͤضΖɼϩΫεϫϱ༏ҲϠόʀϜϩοηφϨϱήɽ

ʰϨΫρχʀέϨηνϧϱʀϛϨϜʖʱ ͗ɼϏϭʖͳηϒʖχͶϜϩχ͵ϓΡʖϨϱήΝͪΔͪ͢Ϡυϩɽα

ϗϩάʖ

ϗϩάʖ

ηφϏϓΧʖϜϱη͗߶͚ɼΦϱφϨʖϤʖδʖͶ͕שΌɽ
ϗϩάʖ

(38)

(39)

(40)

)RQGËHHQÃ/\RQHQ)UDQFH%DERODWHVWODSOXVDQFLHQQHVRFLËWËGHVSRUWVGHUDTXHWWHDXPRQGH/bR⒐UHGHSURGXLWV%DERODWFRPSUHQGGHV
raquettes, des cordages, des chaussures, des balles, des volants, des sacs, des vêtements, des accessoires qui sont conçus et développés pour
permettre à chaque joueur d'exprimer son jeu.

タッチ VS 125/130/135

タッチ トニック 130/140

ナチュラルストリングの代名詞。

RPMブラスト + タッチVS

ナチュラルストリングの普及版。

ナチュラルならではの高性能を実現し、
世界のビッグトーナメントで勝ち続ける
栄光のストリング。

精悍なブラック・コンビネーション。

コストパフォーマンスに優れた
ナチュラルストリング。
飛びと耐久性を求めるプレーヤーに。
7,150円 （税抜価格 6,500円）

9,350円 （税抜価格 8,500円）

長さ：12.0m

長さ：12.0m

5,170円 （税抜価格 4,700円）

3,190円 （税抜価格 2,900円）
41,800円 （税抜価格 38,000円）（R）ロールタイプ

2,640円 （税抜価格 2,400円）
36,300円 （税抜価格 33,000円）（R）ロールタイプ

商品コード：201032

商品コード：281037

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

材質：RPMブラスト＝ポリエステル＋シリコン・コーティング
タッチVS＝天然繊維
（牛腸）

カラー：●ナチュラル
材質：ポリアミド、
ポリウレタン
テクノロジー：マルチフィラメントテクノロジー

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

RPMソフト
125/130

至高のスピン性能。

スピン性能を究めたラフ・バージョン。

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

カラー：●ナチュラル
材質：ポリアミド、
ポリウレタン
テクノロジー：エアジェットテクノロジー
商品コード：2 4 1 1 1 0 （
、R ）
＝2 4 3 1 1 0

RPMブラスト
120/125/130/135

RPMラフ
125/130

耐久性を強化した
ベストセラーストリング。

やわらかな打球感の
快適マルチファイバー。

摩擦係数の軽減などにより、耐久性を向上。テ
ンション維持性に優れ、やわらかな打球感が心
地よい快適マルチファイバー。

材質：天然繊維
（牛腸）
テクノロジー：BT7テクノロジー＋サーモガットテクノロジー

ブリオ
125/130/135

耐久性に優れた
やわらかなベストセラー。

スピンを重視し、最高レベルのパフォーマンスを
求めるハードヒッターに。

カラー：●ブラック

商品コード：201031

アディクション
125／130／135

ナチュラルの良さを再現しながら耐久性を向
上。やわらかな打球感を極め、多くのファンを獲
得したベストセラーストリング。

カラー：●ナチュラル
材質：天然繊維
（牛腸）
テクノロジー：BT7テクノロジー＋サーモガットテクノロジー

カラー：●ナチュラル、●ブラック、●ブルー

エクセル
125/130/135

商品コード：2 4 1 1 4 3 （
、R ）
＝2 4 3 1 4 3

RPMハリケーン
120/125/130/135

NE W

ポリエステルのベストセラー。

最もソフトな打球感。

ブリオならではのソフトで軽快な打球感を変え
ることなく、優れた耐久性を実現。多くのファン
に愛され続けているベストセラーストリング。

オクタゴナル形状と凹凸感のあるラフな表面処
理を採用。ストリングのよりスムーズな動きを実
現し、
スピン性能を限界まで高め、ボールへの喰
いつきも向上。

数多くのチャンピオンたちの勝利に貢献。比類
なき打球感と高速応答性を実現し、卓越したス
ピン性能を発揮するR.ナダル使用ストリング。

ポリアミド系のモノフィラメント構造と特殊コーティ
ングにより、優れた耐久性とマルチのような柔らか
さを両立。テンションが落ちにくく、スピンも良く効
き、RPMシリーズ中、最もソフトな打球感を実現。

やわらかな打球感と扱いやすさが大好評。8角
形のオクタゴナル形状の採用で、スピンもよく
効くベストセラーストリング。

2,200円 （税抜価格 2,000円）
30,800円 （税抜価格 28,000円）（R）ロールタイプ

3,300円 （税抜価格 3,000円）
44,000円 （税抜価格 40,000円）（R）ロールタイプ

3,190円 （税抜価格 2,900円）
41,800円 （税抜価格 38,000円）（R）ロールタイプ

2,860円 （税抜価格 2,600円）
37,400円 （税抜価格 34,000円）（R）ロールタイプ

2,750円 （税抜価格 2,500円）
37,400円 （税抜価格 34,000円）（R）ロールタイプ

カラー：●ナチュラル
材質：ポリアミド
テクノロジー：マルチファイバーテクノロジー
（ポリアミド）

カラー：●フルオレッド、●ブラック、●イエロー
材質：ポリエステル＋シリコン・コーティング
テクノロジー：高密度ポリエステル

カラー：●ブラック
材質：ポリエステル＋シリコン・コーティング
テクノロジー：高密度ポリエステル

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

商品コード：2 4 1 1 1 8 （
、R ）
＝2 4 3 1 1 8

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

商品コード：2 4 1 1 4 0 （
、R ）
＝2 4 3 1 4 0

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

長さ：1 2 . 0 m（
、R ）
＝2 0 0 m

カラー：●イエロー

カラー：●ラディアントサンセット
材質：ポリアミド製モノフィラメント
テクノロジー：3層構造
（ポリアミド、ポリアミド＋アラミド、ポリアミド＋シリコン）

商品コード：2 4 1 1 0 1 （
、R ）
＝2 4 3 1 0 1

材質：ポリエステル
テクノロジー：高性能ポリエステル

商品コード：2 4 1 1 4 1 （
、R ）
＝2 4 3 1 4 1

商品コード：2 4 1 1 4 6 （
、R ）
＝2 4 3 1 4 6

MADE IN FRANCE

MADE IN FRANCE

BUG1311C
7,150

CLUB SHORT SLEEVE SHIRT

7,150

MADE IN CHINA

WHITE

BLUE

YELLOW

RED

RED(BACK)

吸水速乾 UV

RED

BLACK

BLUE

CLUB SHORT SLEEVE SHIRT

吸水速乾 UV

YELLOW

YELLOW (BACK)

ストレッチ

日本バドミントン協会検定審査合格品

円（税抜価格 6,500円）

SIZE: M / L / XL
MATERIAL: BACK MESH KNIT

円（税抜価格 6,500円）

MADE IN CHINA

BLUE

MADE IN CHINA

日本バドミントン協会検定審査合格品

BWG1330C
7,150

MADE IN CHINA

SIZE: M / L / XL
MATERIAL: STRETCH MESH KNIT

PINK

吸水速乾 UV

PINK

円（税抜価格 5,500円）

SIZE: S / M / L / XL
MATERIAL: STRETCH WOVEN
吸水速乾 UV

ストレッチ

日本バドミントン協会検定審査合格品

CLUB SHORT SLEEVE SHIRT

WHITE

6,050

ストレッチ

日本バドミントン協会検定審査合格品

BWG2332C
7,150

BLUE(BACK)

BLACK

CLUB SHORT PANTS

MADE IN CHINA

WHITE

ストレッチ

円（税抜価格 6,500円）

SIZE: S / M / L / XL
MATERIAL: STRETCH MESH KNIT

円（税抜価格 6,500円）

SIZE: S / M / L / XL
MATERIAL: STRETCH MESH KNIT
吸水速乾 UV

WHITE

BUG1410C

CLUB SHORT SLEEVE SHIRT

BUG1310C

BLUE

NAVY

BLACK

BLACK (BACK)

日本バドミントン協会検定審査合格品

WHITE

NAVY

BWG2432C

BLACK

CLUB SKORT

6,050

円（税抜価格 5,500円）

SIZE: M / L / XL
MATERIAL: STRETCH WOVEN
MADE IN CHINA
吸水速乾 UV

ストレッチ

日本バドミントン協会検定審査合格品
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三笠ソックス
「履く人に寄り添うものづくり」こそ、奈良産靴下メーカーとしての使命であると考えます。
「安心と安全」に裏打ちされた確かな品質、それが三笠スタンダードです。
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ώρέϏρέ
STC-BAB3062
੭ࠒˉ

φʖφώρέ
67&%$%ɻ੭ࠒˉ

ϝωφʖφώρέ
STC-BAB3064
੭ࠒ

ϤʖτΡϨτΡʖγρέ
67&%$%
੭ࠒˉ

Ϝϩογρέɻ67&%$%ɻ੭ࠒˉ
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。

γαρεϣ
STC-BAB3065
੭ࠒˉ
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