
1959年の創業以来、50余年に及ぶ歴史を誇るルキ
シロン。創業者は、今回インタビューを行ったニコ
氏の父親で、元々はナイロン系の繊維を取り扱う総
合商社としてスタートした。その後、繊維を束ねた
電線やワイヤーを自社で商品化するようになり、さ
らに、得意分野である繊維技術をもとに、息子であ
るニコ氏が愛好するテニスに結び付けて、新たにス
トリングの分野に進出したのは1987年のことだった。
ナチュラルを中心に、ナイロン系ストリングが主流
だった当時、革新的なポリエステル ･ストリングで
登場したルキシロン。記念すべき初の商品となった
『オリジナル』を皮切りに、1992年には『アル・パワー』
を発売。同年には、当時無名だったグスタボ・クエ
ルテンが『オリジナル』を張ってフレンチオープンに
優勝したことで、ルキシロンの名前とストリングと
しての実力の高さは、一躍、世界に知れ渡ることと
なった。
その後、2010年のUSオープンでは、男子の出場選
手のうち、実に約90％がルキシロンを使用したとい
う事実でもわかるように、今やルキシロンはその信
頼と実績を確立し、広く一般の愛好家に選ばれるブ
ランドとしても、その地位を築き上げたのだ。
そして迎えた2011年。ルキシロンは『アドレナリン』
の追加モデルと、まったく新しい『サベージ』という
アイテムをラインナップに加えた。それらは、いっ
たいどんなストリングなのだろう？　早速、ニコ・
ヴァン・マルデレン社長に聞いてみた。

ルキシロン社長
ニコ・ヴァン・マルデレン氏

ツアーNo.1ブランド
「ルキシロン」が放つ
ニューストリングとは？

INTERVIEW

――まず、新たなバリエーションが追加されたという『ア
ドレナリン』について教えてください。

マルデレン氏　オールラウンドプレーヤーに向けて
開発した『アドレナリン』には、新たにゲージ1.10
㎜と、“ROUGH” という2つのモデルを追加しました。
今回、特に力を注いだのは、素材として採用したリ
キッド・クリスタライン・ポリマーです。これは、
通常のポリエステルと比べて、製造時の品質ムラが
皆無なのが特徴です。また天候等、環境の変化によ
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る影響を受けにくいのも、クリスタラ
イン・ポリマーならではの特性です。

そしてさらに最大の特性は、高い反発
性を確保しながら、打球フィーリングの
柔らかさやボールの食いつきのよさを実
現できるということです。本来、その両
者の両立は難しいものなのですが、この
リキッド・クリスタライン・ポリマーで
あれば実現可能なのです。

またテンション維持性という点でも、
一般的なポリエステルは張り上げた直後
からテンションが少しずつ落ちてしまう
のに対して、リキッド・クリスタライン・
ポリマーは、張り上げ時のテンションロ
スは皆無に等しく、その後もロスの速度
が遅いのが特徴です。

これらの特性を持った新しい『アドレ
ナリン110』はその名のとおり1,10㎜の
極細ゲージによる打球フィーリングの良
さを、そして『アドレナリン ROUGH』は
ストリングの表面に凹凸を施したこと
による高いスピン性能と更なるソフト
フィーリングを味わっていただきたいス
トリングです。
――今回はさらに、『サベージ』という新たな
ネームもラインナップに加わりましたね。

マルデレン氏　『サベージ』は６角形の断
面形状が大きな特徴となっています。6
角形は、自然界で最も強度が高いといわ
れる形状で、インパクト時のストリング
の変形、そして回復までの時間のロスが
少なく、ラケットやストリング本来のパ
ワーを余すところなく打球に伝えること
ができるのです。

市場には、8角形などの多角形を謳うス
トリングもありますが、それらが多角形で
あるがために、実際には “角 ”が丸みを帯
びているのに対して、『サベージ』は正確
な6角形となっており、“角 ”のエッジが
強いためにボールへの引っ掛かりが強く、
より高いスピン性能も発揮するのです。

この『サベージ』も、基本となる素材に
はリキッド・クリスタライン・ポリマーを
使用しています。さらにマルチ・モノ構造
を採用することにより、パワーショットに
必要なストリングの硬さを確保しながら、
インパクト時の衝撃を軽減し、柔らかな打
球フィーリングを実現しています。
――『サベージ』は、カラーにも新たな指向
が見られるようですね。

マルデレン氏　今回、ルキシロンは『サ
ベージ』で “ ライム ”“ ホワイト ”“ ブラッ

ク ” という3つの個性豊かなカラーを展
開して、パッケージも、『サベージ』なら
ではのカラーや6角形の断面形状が一目
でわかるようなデザインとしました。こ
れまでの、「ルキシロン＝シルバー（『ア
ル・パワー』のカラー）」というイメージ
から、新たな “ ルキシロン像 ” を抱いて
いただけるのではないかと思います。特
にライムはイメージカラーとして、これ
までにないパワーとスピン性能を実現し
た『サベージ』の新しい世界観を象徴す
るカラーと言えるでしょう。

競技指向の学生や社会人、そしてプロ
に至るまで、きっと気に入っていただけ
るストリングだと思います。
――ストリングのツアー№１ブランドの地位
を築かれましたが、開発にあたってルキシロ
ンが大切にしているのはどんなことですか？

マルデレン氏　ルキシロンのポリシーは、
まず、ツアー選手が求める理想のストリ
ングを追求していくことです。そのため
に、われわれは1本のストリングにさま
ざまな技術や機能を凝縮して、高いパワー
と上質な打球フィーリングを併せ持った
ストリングを作ることに挑み続けてきま
した。そうして完成したストリングは、
一般の愛好家の方々にとっても最高のス
トリングであると自負しています。高い
理想を持ってルキシロンがお届けするス
トリングは、皆さんにきっと高い満足感
を味わっていただけるはずです。
――マルデレン社長ご自身、たいへん熱心な
テニス愛好家でいらっしゃるようですね。

マルデレン氏　私自身はごくごく一般
的なレベルの、いわゆる “ アベレージプ
レーヤー ” です（笑）。ですので、私自
身も実はルキシロンのユーザーの代表
的な存在であると思っています。皆さ
んが普段のプレーで感じていることを、
私も同じように感じているのです。理
想のストリングを作るためには、もち
ろんトッププレーヤーの意見のフィー
ドバックが重要ですが、それと同じく
らい、アベレージプレーヤーにとって
のフィーリングも大切にしなければい
けないと考えています。

そうしたポリシーが認められ、ルキシロ
ンが毎年、着実にユーザーの支持を増やし
ているのは、われわれにとってとてもうれ
しいことであり、そして大きな誇りとなっ
ています。是非、一度われわれが提案する
ルキシロンを体験してください。
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SAVAGE 127
¥2,415  単張（本体価格 ¥2,300）

WRZ994500 サベージ ライム
WRZ994400 サベージ ホワイト
WRZ994300 サベージ ブラック

¥36,750  REEL（本体価格 ¥35,000）
WRZ902300 サベージ ライム リール
WRZ902200 サベージ ホワイト リール
WRZ902100 サベージ ブラック リール

パワー ……………………★★★★★ 
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★

● ゲージ（mm）：1.27 
● 長さ（m）：単張12.2/REEL200
● 素材：リキッド・クリスタライン・ポリマー
● カラー：ライム /ホワイト /ブラック

ADRENALINE 110/120/125/130

¥2,100   単張（本体価格 ¥2,000）

WRZ994100 アドレナリン110
WRZ993700 アドレナリン120
WRZ993800 アドレナリン125
WRZ993900 アドレナリン130

¥31,500  REEL（本体価格 ¥30,000）

WRZ990020 アドレナリン110 リール
WRZ990070 アドレナリン120 リール
WRZ990080 アドレナリン125 リール
WRZ990090 アドレナリン130 リール

パワー ……………………★★★★★ 
ソフトフィーリング …………★★★★★ 
スピン ……………………★★★★★

● ゲージ（mm）：1101.10/1201.20/1251.25/1301.30
● 長さ（m）：単張12.2/REEL200
● 素材：リキッド・クリスタライン・ポリマー
● カラー：ナチュラル

新製法により生まれた“リキッド・クリスタライン・ポリマー”を採用することで、LUXILONならではのパワーとスピードに
マイルドなフィーリングを併せ持つことを可能にしたモデル。女性、ジュニアプレーヤーにも支持されているモデルです。

ADRENALINE ROUGH 125
¥2,100    単張（本体価格 ¥2,000） WRZ994200 アドレナリン・ラフ

¥31,500   REEL（本体価格 ¥30,000） WRZ990030 アドレナリン・ラフ リール

パワー ……………………★★★★★ 
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★

● ゲージ（mm）：1.25  
● 長さ（m）：単張12.2/REEL200
● 素材：リキッド・クリスタライン・ポリマー
● カラー：ナチュラル

パワーとスピード、そしてマイルドなフィーリングを持つ ADRENALINEに、
凹凸をつけることで更にマイルドな打球感を強調し、スピン性能も向上したモデル。

M2 PLUS 130 / PRO 125
¥2,100   単張（本体価格 ¥2,000）

WRZ9986 M2 プラス
WRZ9985 M2 プロ

¥53,550   REEL（本体価格 ¥51,000）
WRZ9934 M2 プラス リール
WRZ9933 M2 プロ リール

パワー ……………………★★★★★  
ソフトフィーリング …………★★★★★ 
スピン ……………………★★★★★

● ゲージ（mm）：M2 PLUS1.30 /M2 PLUS1.25
● 長さ（m）：単張12.2/REEL220
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル +PEEK
● カラー：ナチュラル

強靭素材“PEEK”を採用したモノ・マルチ構造で、エースを奪いたい時に必要とされるパワーと、
タッチショットの時に必要とされるフィーリングを併せ持ったストリング。M・ラオニック、A・ペトコビッチなどが使用。

かつてないパワーとスピンショットを可能にする、
ハードヒッター向け

多角形ポリエステル・ストリング
「SAVAGE」

柔らかく、弾力性の高い、そして制振性に優れた LUXILON 独自のリキッド・クリスタライン・
ポリマーを、六角形のハニカム形状に成形。ハニカム形状は自然界で最も強度が高いと言われ、
これによってストリングの変形＆回復までの時間が短縮され、強力なパワーを生み出すこと
ができる。またボールへの引っかかりが増すので、スピン力も大幅にアップ。さらに、マルチ・
モノ構造にすることで、パワーショット時でも快適なソフト感も向上している。

POWER & TOUCH の M2
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ALU POWER 125
¥2,940   

 単張
（本体価格 ¥2,800）

WRZ9951 BL アル・パワー アイス・ブルー

WRZ9951 SI アル・パワー  シルバー

¥49,980  
 REEL
（本体価格 ¥47,600）WRZ9901 SI アル・パワー  シルバーリール

パワー ……………………★★★★★
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★

● ゲージ（mm）：1.25  
● 長さ（m）：単張12.2/REEL220
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル＋アルミ・ファイバー
● カラー：アイス・ブルー/シルバー

最も多くのツアープレーヤーに支持されるモデル。LUXILON独特のパワーとスピードを生み出す
史上最強のツアーモデル。F・M・デルポトロ、E・グルビス、D・ハンチェコバ、P・クビトワなどが使用。

ALU POWER ROUGH 125
¥2,940    単張（本体価格 ¥2,800） WRZ9952 アル・パワー・ラフ

¥49,980   REEL（本体価格 ¥47,600） WRZ9902 アル・パワー・ラフ リール

パワー ……………………★★★★★
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★ 

● ゲージ（mm）：1.25  
● 長さ（m）：単張12.2/REEL220
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル＋アルミ・ファイバー
● カラー：シルバー

ALU POWERに凹凸をつけることで、スピン性能を高めたモデル。ALU POWERよりも打球感がマイルドで
コントロール性能も向上されたモデル。R・フェデラー、G・ディミトロフなどが使用。

ALU POWER FLUORO 123
¥3,150    単張（本体価格 ¥3,000） WRZ9991 アル・パワー・フローロ

¥53,550   REEL（本体価格 ¥51,000）WRZ9908 アル・パワー・フローロリール

パワー ……………………★★★★★
ソフトフィーリング …………★★ ★★
スピン ……………………★★★★★ 

● ゲージ（mm）：1.23
● 長さ（m）：単張12.2/REEL220
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル＋アルミ・ファイバー＋フローロ・カーボン
● カラー：シルバー

“フローロ・カーボン”を採用することで、パワーの中にも、ボールを包み込むしなやかなフィーリングを実現した ALU POWER。
ポリの硬さを和らげることに成功したモデル。錦織圭、K・カネピなどが使用。

ORIGINAL 130
¥2,835    単張（本体価格 ¥2,700） WRZ9962 AMB オリジナル

¥42,525   REEL（本体価格 ¥40,500）WRZ9909 AMB オリジナル リール

パワー ……………………★★ ★★
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★ 

● ゲージ（mm）：1.30 
● 長さ（m）：単張12.2/REEL200
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル＋フローロ・カーボン
● カラー：ナチュラル

LUXILON史上最も歴史のあるモデルで、そのパワーもさることながら、総合力に秀でており、
フィーリングを重視するプレーヤーに愛されるモデル。D・フェレール、J・C・フェレーロ、N・アルマグロ、V・トロイツキなどが使用。

パワー ……………………★★ ★★
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★ 

● ゲージ（mm）：単張1.10 /REEL1.17  
● 長さ（m）：単張12.2/REEL220
● 素材：モリブデン・ファイバー＋チタン・ファイバー＋フローロ・カーボン
● カラー：ライト・シルバー

TIMO 110/117
¥3,045   単張（本体価格 ¥2,900）

WRZ9957 ティモ110

WRZ9953 ティモ117

¥51,765   REEL（本体価格 ¥49,300） WRZ9904 ティモ  リール110

モリブデン・ファイバーとチタン・ファイバーが可能にした弾き感抜群の極細超高反発モデル。
世界 No.1ダブルプレーヤーのブライアン兄弟やM・フィッシュ、L・ロブソン、M・ウダンなどが使用。

パワー ……………………★★★★★
ソフトフィーリング …………★★★★★
スピン ……………………★★★★★ 

● ゲージ（mm）：1.25
● 長さ（m）：単張12.2/REEL200
● 素材：ポリ・エーテル・エーテル
● カラー：ホワイト

XP 125
¥2,310    単張（本体価格 ¥2,200） WRZ9966 NA XP 

¥34,650   REEL（本体価格 ¥33,000）WRYZ9914 NA XP リール

LUXILONスタンダードモデル。
初めてのポリエステル・ストリングスとして推奨。

LUXILON STRING
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一般プレーヤーには「耐久性があり、
切れにくい」という面が評価されている
ポリエステルだが、一球一球に生活、名
誉などさまざまなものがかかっているプ
ロ選手が選ぶのには、耐久性以上の “ わ
け ” がある。
それが、現代テニスには欠かせない「パ

ワー」という要素だ。一昔前は、スピン
回転をかけるとボールのスピードは遅く
なるのが当たり前だったが、最近はフレー
ムに高性能な素材が使われるようになり、
軽くてパワーもあるラケットが続々と出
現してきた。それによりプロ選手のスイ
ングスピードが格段に速くなり、スピン
回転がかかっていても速さのあるボール
を連続して打つことができるようになっ
たのだが、従来のナチュラル・ストリン
グやシンセティック・ストリングでは、

そうした選手が生み出すスイング・パワー
をサポートしきれなくなったのだ。そん
なときに出てきたのが、ルキシロンの『オ
リジナル』(発売開始は1987年 )。鋭く振
り抜くスイング・パワーを確実にサポー
トし、相手からのスピードボールに対し
ても負けない強いフェース面を維持でき
るのだという。ルキシロンの『オリジナル』
を使って、それまでほぼ無名に近かった
クエルテンが1992年のフレンチオープン
で優勝すると、その性能の高さがプロ選
手の間で話題になり、愛用する選手が一
気に広がっていったのだ。
こうしてルキシロンのポリエステルが

注目され出したのをキッカケに、現在で
はいろいろなメーカーからポリエステ
ル・ストリングが発売されている。しか
しプロ選手の使用率を見ると、グランド

スラムに出場するクラスの選手では男子
で80％以上、女子でも50％以上の選手
がルキシロンを愛用している。これには、
ルキシロンが作っているのは、＜単なる
ポリエステル・ストリングではない＞と
いう秘密がある。さらに微妙な味付けが
可能なことも選手に支持され続ける理由
だ。例えば、＜パワーとスピード＞を求
める選手は、『アル・パワー』を使用し、
＜パワーとフィーリング＞を求める選手
は『オリジナル』を使用するというよう
に、同じポリエステルといっても微妙に
味付けを変えて、色々なタイプの選手の
リクエストに応えられるようにストリン
グを展開。1000分の６秒と言われる一
瞬のインパクトの瞬間までこだわる選手
に支持されるのは、やはりそれだけの理
由があったのだ。

1000分の６秒にこだわる選手に支持される
パワーとスピード、そしてフィーリング

フェデラーは、アル・パワー・ラフを横糸に張ってコントロール性を強化。
錦織は、パワー + しなやかな打感のアル・パワー・フローロを縦糸に採用。

デルポトロとハンチュコワは、
圧倒的なパワーのアル・パワー
を使用。
フィーリングを求めるフェレー
ル、ロペスをはじめ、多くのトッ
プ選手がオリジナルを愛用。
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フェデラーは横糸に『アル・パワー・ラフ』、縦糸に『ナチュラル』
を張り、錦織圭は縦糸に『アル・パワー・フローロ』、横糸に『ナチュ
ラル』を張っているが、今年からウイルソン・チームの仲間入りを
果たした伊藤竜馬は縦糸に『アル・パワー』、横糸に『ナチュラル』
を張っている。その伊藤は昨年初優勝を飾ったブラジリアン・チャ
レンジャーの勝因を「ルキシロンのおかげ」と話したが、なぜそこ
まで言い切れるのか、そうした気になるところをインタビューした。

――これまで、いろいろなストリングを使
用してきたと思うのですが、その中で現在、
ルシキロンに行き着いたのはなぜですか？

伊藤　2010年の後半から、テニスの幅
を広げたいと思い、道具にももっとこ
だわりと言うか、考えてみようと思っ
たのがきっかけです。そんな時にルキ
シロンと出会ったんです。打ったとた
んに、衝撃を受けましたね。世界のトッ
プ選手が買ってまで使う理由がわかり
ました。

――今までのストリング と何が違ったので
すか？

伊藤　普通のポリエステルは、ボール
を打ったとき “ ガツン ” というような硬
い打球感なんです。それがルキシロン
だと“グワッ”という柔らかい打球感で、
ボールがパワーとスピードを持ったま
ま飛んでいってくれるんです。それで
いて、すごくスピンがかけやすいので、
ボールの伸びがいいまま、最後のベー
スラインでググッと落ちてくれるんで
す。ストリングを変えるだけでこんな
に違うんだな、と思いました。

――では、なぜルキシロンの中でもアル・
パワーを選んだのですか？

伊藤　いろいろ試したんですが、アル・

パワーが一番「もっと打てる」って感じ
がします。もっと言うと、アル・パワー
にすると “ しばける ” んです。適度な
球離れと適度なホールド感があるので、
ボールを叩いて打つような感じでスイ
ングするとボールが落ちてくれます。
安心してフル・スイングができるため、
ボールにも重さが出てきます。かなり、
僕のプレースタイルに合っていると思
います。
――打球感がいいと、コントロールもつけ
やすくなりますね？

伊藤　フィーリングは、すごくいいで
す。自分の手で打っているような感じ
なので、いろいろな回転量のスピンを
打ち分けられますし、コントロールも
つけやすいですね。
――テンションは、どれくらいですか？

伊藤　縦が58ポンド、横が55ポンドで
す。こうして３ポンドほど横を落とし
たほうが、スイートスポットが広くなっ
た感じがするので気に入ってます。
――打球感が柔らかくて、スピンがかかる
のであれば、一般プレーヤーにも合いそう
ですね？

伊藤　実際に打つと、手にしっくり残
る打球感があるので、一般の方も好き

になると思いますし、自分から振って
いく方やジュニアにはかなり合うと思
います。
――ボレーのときは、どんな感じですか？

伊藤　ボレーの感触もすごくいいです。
インパクトの情報がしっかり伝わって
くるので、狙った所に打つことができ
ます。サーブに関してもスピードを出
すことができて、回転もしっかりかか
るため、コントロール性がアップして
いると思います。今は、このストリン
グが僕のプレーのレベルを上げてくれ
ると思っています。実際、アル・パワー
を使っていきなりブラジリアン・チャ
レンジャーで初優勝できましたからね

（笑）。

LUXILON STRING 
with 伊藤竜馬

ALU POWER　アル・パワー

「ボールを思い切り
“しばける”ので、
スピードがありベースラインで
ググッと落ちるボールが打てます」
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新進気鋭の選手も
ルキシロンの『パワー&スピード』を選択!

男子選手だけでなく、女子選手も愛用!!

次世代を担うエース

ルキシロンは、それまで無名に近
かったクエルテンが使って頭角を

現してきたため、注目を集めるようになっ
たストリング。その後、フェデラーやフェ
レールといったトップ選手も愛用し始め
たことで、特に男子選手の中での使
用率は他のストリングを圧倒する勢いと
なった。
　その傾向は現在でも続いており、錦
織をはじめ、デルポトロ、ディミトロフ、
ラオニック、ドルゴポロフといった20
歳前後の次代のエースと目されている

選手もルキシロンを使用している。た
だ面白いのは、全員がルキシロンの顔
である『アル・パワー』を使っているわ
けではないこと。錦織は打球感が柔ら
かい『アル・パワー・フローロ』、ラオニッ
クは速いスイング時はパワーが出て、
ゆっくりスイングするボレー時にはソフト
なフィーリングとなる『M2』、天才型の
ディミトロはボールに食いつく『アル・
パワー・ラフ』を愛用している。
　また最近では、ルキシロン・ストリン
グの最大の特徴である“パワー&スピー
ド”を求める女子選手も多くなり、ク
ビトワやギョルゲスは飛んで行くボー
ルにスピードを伝えやすい『アル・パ
ワー』を選択。そしてロブソンや男子
№1ダブルスプレーヤーのブライアン
兄弟が使うのは、シャープな打球感

で反発力の強い『ティモ』。パワーとス
ピードといったプロが求める軸を外すこ
となく、自分のフィーリングに合ったモ
デルを選べるからこそ、ここまでルキシ
ロンが支持されているのだ。

錦織 圭
世界からも注目される日本人

全豪３回戦、デルレイビーチ・ベスト４と、ツアーで上位進出すること
も珍しくなくなってきた。今年もまた日本のファンをびっくりさせるニュー
スをもたらしてくれそうだ

▶ アル・パワー・フローロ×ナチュラルガット

G.ディミトロフ
フェデラーを継ぐ天才

そのプレーを少し見るだけで、才能あふれる選手であることは
誰の目にも明らか。ジュニア時代から『天才』と評価されてき
たその能力が、雌伏の時を経て開花し始めた

▶ アル・パワー・ラフ×ナチュラルガット

J.ギョルゲス

お手本にしたくなるスマートなスイングで、オー
クランドでベスト４、全豪で３回戦進出。取
りこぼしが少ないので、着実にランキングを
上げてくるはずだ

▶ アル・パワー
A.ペトコビッチ

男子のようなスピードとパワーのあるプレース
タイルで、ブリスベンで準優勝すると全豪
ではヴィーナス・ウイリアムズやシャラポワを
破りベスト８。まだまだ伸びてくる可能性大

▶ Ｍ２×ナチュラルガット

L.ロブソン
▶ ティモ110×ナチュラルガット

J.M.デルポトロ
デルレイビーチで復活優勝

デルレイビーチで、09年ＵＳオープン以来となるツアー優勝。
これで手首の手術を受けた不安は完全になくなった。グラン
ドスラムの優勝候補選手に挙げられる存在に浮上した

▶ アル・パワー

P.クビトワ
№１を狙えるサウスポー

速くて重いサーブとフォアを武器に、全豪でベスト
16入りすると、サンノゼではツアー初優勝。続くメン
フィスは準優勝。半年前はランキング250位だった
が一気にトップ50入り

▶ Ｍ２プロ
M.ラオニック

驚異のサーブ＆フォア 全豪ではツォンガ、ソダーリンといった強豪
を下してベスト８入り。スピード感があるトリッ
キーなプレーは、曲者ぞろいの男子ツアー
の中でもひときわ光っている

▶ ナチュラルガット×エース（日本未発売）
A.ドルゴポロフ
目を引かれるプレースタイル

左利きから放つサーブとストロークはパンチ力抜群で、年
頭のブリスベンで優勝すると、続く全豪ではベスト８に入
り、パリではクリスターズを下して優勝。№１を狙えるサウ
スポーだ

▶ アル・パワー

K.ムラデノビッチ
▶ アル・パワー×ナチュラルガット
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WILSON STRING

ナイロン ポリエステル

ポリウレタン

NXT CONTROL

インターナル・ハイブリッド・ストリング

NXT CONTROL
“ナチュラルを超えるフィーリングを”というコンセプトのもと開
発され、今やウイルソン・ストリングの代表的モデルとなっている
『NXT』。ポリウレタンをレジン（接着剤）とコーティングに採用し、
極上のソフトフィーリングを味わえるのが特徴で、その構造を世に
広めたパイオニアとしても広く知られている。

その柔らかい打感を求め、クラブプレーヤーから選手に至るまで
幅広いプレーヤーから高い人気を獲得。さらに“より弾力性のある
ものを”“よりパワーのあるものを”というプレーヤーの嗜好に合せ、
『OS』や『TOUR』など『NXT』に味付けをしたモデルも展開してきた。

極上のソフトフィーリングを味わえる
ウイルソン・ストリングの代表モデル『NXT』

ポリウレタンのソフトフィーリングに、ポリエステルのパワー、スピードを
高次元で融合させた『NXT CONTROL』
一方で昨今人気が高まっているのが、ルキシロンを代表とするポ

リエステル・ストリング。パワーとスピードを出せるのが特徴だが、
ある程度のパワーがないとそのストリングの特性を引きだすのが難
しく、またポリエステルを使用しているプレーヤーから、もう少し
ソフトな打感がほしい、という声も聞かれることも多かった。
そこで、ルキシロンを扱うことでポリエステル・ストリング

のノウハウを蓄積したウイルソンが新たに開発したのが、『NXT 

CONTROL』だ。最大の特徴は、一本のストリング内にナイロン、ポ
リエステル、ポリウレタンと３種の素材をハイブリッドしているこ
と。これによって、『NXT』の性能を維持しながら、ポリエステルの
パワーとスピードをプラスさせることに成功している。
ソフトな打感、パワー＆スピードが高次元で融合し、これまでに

ない新感覚を味わえる一本なので、ぜひトライしてみたい。

『NXT CONTROL』は、“ナイロン”
“ポリエステル”“ポリウレタン”
の中間に位置し、それぞれの素
材が持ついい部分を引きだして
いる。また、ポリエステルから
ナイロンへ、など他のタイプへ
の橋渡しとしての存在価値もあ
るのだ。

ストリング３種の
いいとこ取り

一旦ボールをストリングでしっかり捕えるソフト
なホールド感と、初速のスピード感がとても印象
に残るストリング。スピード感に加え飛びとタッ
チ感が最高。相手サーブもしっかりブロックして
狙っていけるので、コントロール志向のダブルス
プレーヤーにも最適だろう。

テニスクラシック編集長〈チーフ高〉

NXT CONTROL

スピード感あふれる正確な飛びで
コースを確実に狙える

ナイロン、ポリエステル、ポリウレタ
ンを1本のストリング内にハイブリッ
ド。これによって、『NXT』が持つソ
フトな打感を維持しながら、パワーと
スピード感、コントロール性能をプラ
スさせている。

1本のストリング内に
３種の素材をハイブリッド

ポリエステル

ナイロン

ポリウレタン

ナイロン素材

ナイロン素材（左）に比べ、高い伸縮性を発揮するポリウレタン素材（右）

ポリウレタン素材

試打ツイート

『NXT』とポリエステルの組み合わせ！
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世界のトッププレーヤーが選ぶ、
余計な加工をしない最高級品質ナチュラル。
使用選手：R・フェデラー、錦織圭、S・ウイリアムズ、
V・ウイリアムズ

NATURAL 16/17
¥8,925     単張（本体価格 ¥8,500）

WRZ9246 ナチュラル 16
WRZ9247 ナチュラル 17

● ゲージ：NATURAL 16 1.30 /NATURAL 17 1.25mm
● 長さ：12.2m
● タイプ：ナチュラル・ストリング
● カラー：ナチュラル

ストリングのコアにエアーを採用。エアークッションの
ような衝撃吸収性能、エアーガンのような
パワーを発揮する「柔らかく弾ける」ストリング。

HOLLOW CORE 16
¥2,835   

 単張
（本体価格 ¥2,700） WRZ9370 ホロー・コア16

¥42,525
 REEL
（本体価格 ¥40,500） WRZ9025 ホロー・コア16

リール

¥34,020 
 15 in BOX
（本体価格 ¥32,400） WRZ93600015PK ホロー・コア16

BOX（15）

● ゲージ（mm）：1.33
● 長さ（m）：単張・BOX 12.2/REEL 200
● タイプ：モノ・マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

エアーの力（衝撃吸収性能＆パワー）を利用し、
更にフローロ・カーボン織り込むことで、打球時の
情報をクリアに伝える、ツアープレーヤー向けモデル。

HOLLOW CORE PRO 16/17
¥2,835   

 単張
（本体価格 ¥2,700）

WRZ937800 ホロー・コア・プロ16

WRZ2937300ホロー・コア・プロ17

¥42,525
 REEL
（本体価格 ¥40,500）

WRZ902400 ホロー・コア・プロ16 リール

WRZ902600 ホロー・コア・プロ17 リール

● ゲージ（mm）：HOLLOW CORE PRO 16 1.30/HOLLOW CORE PRO 17 1.27  
● 長さ（m）：単張 12.2/REEL 200
● タイプ：モノ・マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

ポリウレタン・レジンを採用した
モノ・マルチ・フィラメント・ストリング。
柔らかいフィーリングの中にもしっかりとした打球感と
耐久性能を感じ取れるモデル。

REACTION 16/17
¥2,310   

 単張
（本体価格 ¥2,200）

WRZ9322 リアクション16

WRZ9323 リアクション17

¥27,720
 BOX
（本体価格 ¥26,400）

WRZ9534 リアクション16 BOX（15）

WRZ9535 リアクション17 BOX（15）

● ゲージ（mm）：REACTION 16 1.30/REACTION 17 1.25   
● 長さ（m）：12.2
● タイプ：モノ・マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

ナチュラルフィーリングを再現するために生み出され
たNXTよりも、フィラメント数50%UP、ポリウレタン・
レジン量20%UPすることで、シリーズ中最もソフト
フィーリングで、高反発なモデル。

NXT TOUR 16/17
¥3,780      単張（本体価格 ¥3,600）

WRT0510L NXTツアー 16
WRT0450M NXTツアー 17

● ゲージ（mm）：NXT TOUR 16 1.30 /NXT TOUR 17 1.26 
● 長さ（m）：13.4
● タイプ：マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

ポリエステル（パワーとスピード）×
ポリウレタン（ソフトフィーリングと高い伸縮性能と
衝撃吸収性能）の異素材の組み合わせにより
生まれた、ウイルソンの新提案モデル。

NXT CONTROL
¥2,835     単張（本体価格 ¥2,700）WRZ920600  NXTコントロール

● ゲージ（mm）：1.32  ● 長さ（m）：12.2
● タイプ：マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

ナチュラルフィーリングを再現するために生み出され
たNXTシリーズの中でも、「最もナチュラルに近い」
と言われ、また最も耐久性能が高いモデル。

NXT OS 16
¥4,095     単張（本体価格 ¥3,900） WRZ9297 OS   NXT OS

● ゲージ（mm）：1.28 ● 長さ（m）：12.2
● タイプ：マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

ウイルソンの代名詞とも言えるストリング。
従来とは異なる編みこみ方法“エックス・ボンディッド・テ
クノロジー”とポリウレタン・レジンを採用することで類を見
ないマイルドな打球感と弾力性能を発揮するモデル。

NXT 16/17
¥3,150    

 単張
（本体価格 ¥3,000）

WRT1228I NXT16

WRT0760I NXT17

¥40,950
 BOX
（本体価格 ¥39,000）

WRT1228B NXT16 BOX（15）

WRT0760B NXT17 BOX（15）

● ゲージ（mm）：NXT 16 1.28 /NXT 17 1.24 
● 長さ（m）：13.4
● タイプ：マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

NEW

NEW

PU FAMILY
高い伸縮性能を発揮するポリウレタンを使用した、プレミアムストリング群。
ソフトなフィーリングを好むプレーヤー向け。
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WILSON STRING

錦織圭が更なる高みのために選んだセッティング。
「世界 TOPレベルのライバルたちのパワーとスピードは
想像以上の高い次元にあります。
そのライバルたちとの連戦を戦うために、
パワーとスピードを向上させることを考え選んだセッティングです。
これにより得意のフォアハンドがより攻撃的になっていると感じています。
僕はメインにアルパワーフローロ、クロスにナチュラルを張ります。」

２種類のストリングをセッティングしたパッケージ。
それぞれのストリングが持つ優れた特性を活かしつつ、
+αの性能を向上させている。

KEI'S CHOICE PREMIER
¥5,775       単張（本体価格 ¥5,500）WRZ993500 ケイズ・チョイス・プレミア

● ゲージ（mm）：Wilsonナチュラル 1.30  /Luxilonアル・パワー・フローロ 1.23 
● 長さ（m）：6.5
● タイプ：ナチュラル /ポリモノ
● カラー：ナチュラル /シルバー

ツアープレーヤーも採用しているセッティング。
ウイルソンが得意とするポリウレタン・ストリングの
NXTツアーと、Luxilonで最も多くのプレーヤーに
選ばれているAlu Powerのセッティング。

ULTIMATE DUO
¥3,360       単張（本体価格 ¥3,200）WRZ9295 ウルティメイト・デュオ

● ゲージ（mm）：Wilsonナチュラル 1.30  /Luxilonアル・パワー 1.25  
● 長さ（m）：6.5
● タイプ：マルチ・フィラメント /ポリモノ
● カラー：ナチュラル /シルバー

世界 No.1プレーヤー、R・フェデラーの
セッティング。2002年までは Natural を100%使用して
いたが、コントロール性能を向上させるために
選ばれたセッティング。（Federerセッティング：縦
Natural 16×横 Alu Power Rough）

CHAMPION'S CHOICE
¥5,775       単張（本体価格 ¥5,500）WRZ9978 チャンピオンズ・

チョイス

● ゲージ（mm）：Wilsonナチュラル 1.30  /Luxilonアル・パワー・ラフ 1.25
● 長さ（m）：6.5
● タイプ：ナチュラル /ポリモノ
● カラー：ナチュラル /シルバー

情報伝達性能の高さから「釣り糸」などに
使用されるフローロ・カーボンを採用することで、
最も打球感をクリアに感じることの出来るモデル。
プレーヤーのコントロール能力をUP。

[K] GUT PRO 16/17
¥3,150      単張（本体価格 ¥3,000）

WRZ9293 [K]ガット・プロ16
WRZ9294 [K]ガット・プロ17

● ゲージ（mm）：[K] GUT PRO16 1.33 /[K] GUT PRO17 1.28
● 長さ（m）：12.2
● タイプ：マルチ・フィラメント・ストリング
● カラー：ナチュラル

コア・フィラメントに“X-BAND”を巻きつけることで、
打球時のストリングの変形を抑制し、
ボールを弾き出すパワーを確保したモデル。
パワー向上モノ・フィラメント・ストリング。

SGX 16
¥2,100      単張（本体価格 ¥2,000）

WRZ921700/SGXシルバー

WRZ921800/SGXピンク

● ゲージ（mm）：1.30 ● 長さ（m）：12.2
● タイプ：モノ・フィラメント・ストリング
● カラー：シルバー/ピンク

ソフトフィーリングでありながら耐久性を持った、
食いつき感抜群のモノ・フィラメント・ストリング。

ULTRA 16
¥1,470     

 単張
（本体価格 ¥1,400） WRT0260M ウルトラ

¥29,400
 Pack
（本体価格 ¥28,000） WRT0260S ウルトラ BOX（24）

● ゲージ（mm）：1.30 ● 長さ（m）：12.2
● タイプ：モノ・フィラメント・ストリング
● カラー：ホワイト

ウイルソン独自のテンション維持性能、対磨耗耐久
性に優れる“テンシラスト”を、形状持強度が高い
三角形に加工したモデル。パワーを併せ持った、長
時間使用可能モノ・フィラメント・ストリング。

RED ALERT 16
¥1,575      単張（本体価格 ¥1,500） WRZ921400レッド・アラート

¥18,900  REEL（本体価格 ¥18,000）WRZ902700レッド・アラート 
リール

● ゲージ（mm）：1.32 
● 長さ（m）：単張 12.2 /REEL 200
● タイプ：モノ・フィラメント・ストリング
● カラー：レッド

ウイルソン独自のテンション維持性能、
対磨耗耐久性に優れる“テンシラスト”を採用した、
スタンダード・モノ・フィラメント・ストリング。

STAMINA 16
¥1,575     

 単張
（本体価格 ¥1,500） WRT0560L WH スタミナ

¥18,900
 BOX
（本体価格 ¥18,000） WRT0560B スタミナ BOX（15）

● ゲージ（mm）：1.32 ● 長さ（m）：13.4
● タイプ：モノ・フィラメント・ストリング
● カラー：クリスタル

NEW

NEW

NY FAMILY

HYBRID 
PACKAGE

ナイロン素材のスタンダードストリング群。
マイルドなフィーリングと弾き感を求めるプレーヤー向け。
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フェデラー、錦織をはじめ、
トップ選手から絶大な支持を受ける

他のオーバーグリップを使うなんてありえない　－フェデラー－

ウイルソン・プロオーバー・
グリップ・ホワイト

世界のトップで戦う選手は、パワーの強弱、打ち分けるコー
ス、スピンの回転量などを手に伝わる微妙な感覚で繊細にボー
ルをコントロールする。それは、フェデラーや錦織のように、
観客をくぎづけにするようなテニスを展開する選手であればな
おさらだ。

そのフェデラー、錦織とも、グリップに選んだのが『ウイルソ
ン・プロオーバー・グリップ・ホワイト』。ツアーで戦う多くの
選手から支持されている、ウエットタイプのグリップだ。特記す
べきは、両者とも、そのモデルのホワイトを選んでいること。他
にもブラック、オレンジ、チャコールやピンクなど多くのカラー
がそろう中で、前者以外にもデルポトロ、セリーナ、ほかＡＴＰ、
ＷＴＡで戦う選手の多くが、このホワイトを使用している。

ホワイトは他のカラーに比べてヨゴレが目立つので一般プ
レーヤーは敬遠しがちだが、トップ選手がこのカラーを選ぶ理
由はその感触。錦織はこのグリップを手にし、『ウイルソン・プ
ロオーバー・グリップ・ホワイト』はフィット感がいい。しっと
りしている」と称賛。フェデラーも「信じられない、他のオーバー
グリップを使うなんてありえない。感触？う～ん、“ 素晴らしい ”
の一言だね」と絶賛している。

ラケットやバイオメカニズム等の進化により、よりパワフル
で速いテニスが主流となった今、更なる高みを目指すにはボー
ルを意図的にコントロールする創造性が必要となってくる。『ウ
イルソン・プロオーバー・グリップ・ホワイト』は、そんな時代
に求められたオーバーグリップなのかもしれない。
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R・フェデラー、錦織圭など、多数の世界トップ選手も愛用する信頼のオーバーグリップ。

ウエット 　PRO OVERGRIP
1PK ¥315（本体価格 ¥300） 3PK ¥840（本体価格 ¥800）

12PK ¥2,835（本体価格 ¥2,700） 30PK ¥6,930（本体価格 ¥6,600）

● 厚さ：0.50mm ● サイズ：30×1,050mm ● MADE IN JAPAN

1PK 3PK 12PK 30PK
ブラック WRT0640L K WRT0630L K WRT0635L K WRT0640S K
ホワイト WRT0640L W WRT0630L W WRT0635L W WRT0640S W
オレンジ WRT0640L DY WRT0630L DY ─ ─
チャコール WRT0640L CH WRT0630L CH ─ ─
ピンク WRT0640L LR WRT0630L LR ─ ─

全色ミックス ─ ─ ─ WRT0640S MIX

ウイルソン独自のモイスチュア製法により、ドライグリップにタックフィーリン グを加えることが可能
となった。手の平に汗を掻く方でもベトつき過ぎず にいつも快適な使用感を得ることができます。

セミウエット 　PRO SOFT OVERGRIP
1PK ¥315（本体価格 ¥300）

● 厚さ：0.50mm ● サイズ：27×1,100mm ● MADE IN CHINA
1PK 1PK

ブラック WRT0641L BK レッド WRT0641L RD
ライム WRT0641L LI ホワイト WRT0641L WH

ウイルソンプレーヤーが愛用するプロ・オーバーグリップにエアーポケットを搭載したモデル。プレー
ヤーの中でも、若干汗を気にする選手に好まれています。

ウエット   穴開き 　PRO OVER PERFORATED
1PK ¥315（本体価格 ¥300） 3PK ¥840（本体価格 ¥800）

● 厚さ：0.50mm ● サイズ：30×1,050mm ● MADE IN CHINA

1PK 3PK
ブラック WRZ476800BK WRZ476400BK
ホワイト WRZ476800WH WRZ476400WH

表裏両面使用可能グリップ。一方はウェットでもう一方はドライ。

ウエット   ドライ 　PRO OVERGRIP FLIP
¥882（本体価格 ¥840）

● 厚さ：0.50mm ● サイズ：27×1,100mm ● MADE IN CHINA

3PK
ホワイト WRZ470100

ウエット   薄手 　X-TRA WET OVERGRIP
1PK ¥262（本体価格 ¥250） 3PK ¥630（本体価格 ¥600）

● 厚さ：0.45mm ● サイズ：25×1,100mm ● MADE IN TAIWAN
1PK 3PK 1PK 3PK

ブラック WRZ4728 BK WRZ4727 BK レッド WRZ4728 RD WRZ4727 RD
オレンジ WRZ4728 OR WRZ4727 OR ホワイト WRZ4728 WH WRZ4727 WH

ウエット 　BEAR OVERGRIP
¥315（本体価格 ¥300）

● 厚さ：0.50mm ● サイズ：30×1,100mm ● MADE IN TAIWAN
1PK 1PK 1PK

ブラック WRT0660 BK ピンク WRT0660 PK ホワイト WRT0660 WH
チャコール WRT0660 CH レッド WRT0660 RD イエロー WRT0660 YE
オレンジ WRT0660 OR

NEW

MADE
IN

JAPAN

超極薄モデルにより、元グリップのサイズを変えることなくフィーリング向上が可能に。

ウエット   穴開き   超薄 　AIRE OG
1PK ¥262（本体価格 ¥250） 3PK ¥630（本体価格 ¥600）

● 厚さ：0.40mm ● サイズ：27×1,100mm ● MADE IN CHINA
1PK 3PK 1PK 3PK

ブラック WRZ472000 WRZ478200 ホワイト WRZ472300 WRZ478400
イエロー WRZ472100 WRZ478300 ピンク WRZ472200 WRZ478500

NEW

OVER GRIP
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耐震素材である ISO ZORB を搭載することで、1.8mmの薄さでも高い衝撃吸収性能を持つ

SHOCK SHIELD HYBRID
¥1,785（本体価格 ¥1,700）

● 厚さ：1.8mm ● サイズ：27×1,100mm ● ISO ZORB＋PU ● MADE IN JAPAN

ブラック WRZ481300

①快適性能 ②衝撃吸収性能 ③ソフトフィーリング

COMFORT HYBRID
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

● 厚さ：2.0mm ● サイズ：27×1,100mm ● AIR FORM＋PU ● MADE IN TAIWAN

ブラック WRZ486300

Soft PU を含浸したソフトフィーリンググリップ

[K] GRIP
¥1,575（本体価格 ¥1,500）

● 厚さ：2.0mm ● サイズ：27×1,100mm ● PREMIUM GRIP ● MADE IN TAIWAN

ブラック WRZ4837

①打球感のダイレクトな伝達 ②硬めのフィーリング

PRO HYBRID
¥1,785（本体価格 ¥1,700）

● 厚さ：1.6mm ● サイズ：27×1,100mm ● LEATHER＋PU ● MADE IN TAIWAN

ブラック WRZ486000

①快適性能 ②打球感を感じ取れる ③吸汗速乾を実現

PERFORMANCE HYBRID
¥1,365（本体価格 ¥1,300）

● 厚さ：1.8mm ● サイズ：27×1,100mm ● COTTON＋PU ● MADE IN TAIWAN

ブラック WRZ486100

レザー・フィーリング

PREMIUM LEATHER
¥2,100（本体価格 ¥2,000）

● 厚さ：1.7mm ● サイズ：27×1,100mm ● LEATHER ● MADE IN TAIWAN

タン WRT0270M

NEW

REPLACEMENT GRIP



あなたがバッグに求める要素はなんだろうか？ ブランド？ デザ
イン？ 容量？ 大切なラケットを入れるバッグに求めるものはそ
れだけでいいのだろうか？そんな問いかけに真っ向から向き合
い、作り上げられたバッグがウイルソンのツアー・ケース達だ。
バッグ内の気温上昇を防ぐための “ サーモ・ガード ” 機能。水分

を吸収しない “ モイスチャー・ガード ” などのハイテク機能が搭
載されている。またウイルソンはデザインにもこだわり、選手
が選んだラケットのカラーリングにマッチしたカラーを提案し
ている。あなたも大切なラケットをウイルソンバッグに預けて
はいかがだろうか？

ラケットのカラーリングにベストマッチした

ウイルソンの進化系ラケットバッグ

ギアのベストコンディションをキープ。
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SUPER 6
スーパー 6

¥10,500  （本体価格 ¥10,000）

WRZ812900 レッド
WRZ828900 ブラック×イエロー
WRZ824900 ブラック×ゴールド
WRZ837900 ブラック×ピンク
WRZ829900 ブルー×ホワイト

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：360×760×410
● シューズバッグ付

ROGER FEDERER SUPER 6
ロジャー・フェデラー  スーパー 6

¥11,550  （本体価格 ¥11,000） WRZ801900 レッド

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：360×760×410
● シューズバッグ付

逆側

モイスチャー・ガード

サーモ・ガード
バッグ内面に張られたシルバーの
特殊素材によりバッグ内の温度上昇を
防ぎ、ストリングのテンションへの
悪影響を抑えます。

バック内面の防水素材により、
水分を含んだウェアなどを
入れてもバッグ内を
清潔に保つことができます。

シューズバッグ

BLXツアー
MADE IN CHINA

BLX TOUR

ブラック×ゴールド

ブラック×ピンク

ブルー×ホワイト

レッド

ブラック×イエロー

4月発売
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SIX PLUS
シックス・プラス

¥9,030  （本体価格 ¥8,600） WRZ812200 レッド

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：360×760×330
● シューズバッグ付 ● 収納可能バックストラップ付
● ショルダーストラップ ● センター収納スペース

SIX
シックス

¥9,030  （本体価格 ¥8,600）

WRZ828200 ブラック×イエロー
WRZ824200 ブラック×ゴールド
WRZ837200 ブラック×ピンク
WRZ829200 ブルー×ホワイト

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：360×760×270
● シューズバッグ付

センター収納スペース↑

ブラック×イエロー

ブラック×ピンク

ブラック×ゴールド

ブルー×ホワイト

4月発売
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BLXツアー
MADE IN CHINA

BLX TOUR
Bag

BACKPACK
バックパック

¥7,140  （本体価格 ¥6,800）
WRZ824500 レッド
WRZ805500 ブラック×ゴールド
WRZ837500 ブラック×ピンク

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：350×470×220
● ラケット2本収納可能　

ROLLING BAG
ローリング・バッグ

¥14,700  （本体価格 ¥14,000） WRZ812700 レッド

● 素材：ポリエステル＋ EVA＋ EPE ● サイズ：380×890×380
● キャスター付

MINI SHOULDER BAG
ミニ・ショルダー・バッグ

¥3,465  （本体価格 ¥3,300）
WRZ604100 ブラック
WRZ604200 レッド
WRZ604300 ホワイト

● 素材：PU ● サイズ：280×195×115

SHOULDER BAG
ショルダー・バッグ

¥5,775  （本体価格 ¥5,500）
WRZ603100 ブラック
WRZ603200 レッド
WRZ603300 ホワイト

● 素材：PU ● サイズ：460×310×210
● ラケット2本収納可能　

レッド

ブラック×ゴールド ブラック×ピンク

ブラック

ブラック

レッド

レッド

ホワイト

ホワイト
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BLXクラブ
MADE IN CHINA

BLX CLUB

PREMIUM RACKET BAG
プレミアム・ラケット・バッグ

¥7,140  （本体価格 ¥6,800） WRZ823900 ブラック

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：350×760×240
● シューズバッグ付 ● 収納可能バックストラップ
● ショルダーストラップ

BACKPACK
バックパック

¥5,565  （本体価格 ¥5,300） WRZ821500 ブラック

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：470×350×250
● ラケット2本収納可能 ● サーモウォーターボトルスペース
● 圧縮ストラップ

DUFFLE LARGE
ラージ・ダッフル

¥7,350  （本体価格 ¥7,000） WRZ821000 ブラック

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：380×760×330
● ラケット2本収納可能 ● サイドラケットスペース
● シューズスペース ● ショルダーストラップ

DUFFLE SMALL
スモール・ダッフル

¥5,775  （本体価格 ¥5,500） WRZ823300 ブラック

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：300×500×230
● ラケット2本収納可能 ● サイドラケットスペース
● ショルダーストラップ

SUPER SLING
スーパー・スリング

¥4,410  （本体価格 ¥4,200） WRZ823400 ブラック

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：720×310×140
● ラケット2本収納可能 ● 左右付替え可能バックストラップ

BACKPACK

DUFFLE LARGE

DUFFLE SMALL SUPER SLING

PREMIUM 
RACKET BAG
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BLXチーム ll
MADE IN CHINA

BLX TEAM II
Bag

6X
6X

¥5,670  （本体価格 ¥5,400）

WRZ804800 レッド
WRZ811900 ブラック
WRZ815900 ホワイト×ネイビー
WRZ826900 チャコール×ピンク

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：330×760×260~360
● シューズバッグ付 ● ラケット6～ 12本収納可能
● エクスパンダブル機能 ● バックストラップ
● ショルダーストラップ

BACKPACK
バックパック

¥5,250  （本体価格 ¥5,000）

WRZ804500 レッド
WRZ811500 ブラック
WRZ815500 ホワイト×ネイビー
WRZ828500 チャコール×ピンク

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM ● サイズ：470×350×200~250
● ラケット2本収納可能 ● エクスパンダブル機能

エクスパンダブル機能

エクスパンダブル機能

ホワイト×ネイビー

ホワイト×ネイビー

ブラック

ブラック

レッド　

レッド　

チャコール×ピンク

チャコール×ピンク
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RACKET SACK
ラケット・サック

¥1,365  （本体価格 ¥1,300）

WRZ623600 レッド
WRZ811300 ブラック
WRZ813300 ホワイト×ネイビー
WRZ828300 チャコール×ピンク

● 素材：ポリエステル ● サイズ：760×330
● ラケット2本収納可能

COURT BAG
コート・バッグ

¥2,100  （本体価格 ¥2,000）

WRZ621300 レッド
WRZ622300 ブラック
WRZ625300 ホワイト×ネイビー
WRZ627300 チャコール×ピンク

● 素材：ポリエステル ● サイズ：180×320×140
● ショルダーストラップ

RACKET TOTE BAG
ラケット・トートバッグ

¥5,040  （本体価格 ¥4,800）

WRZ623700 レッド
WRZ811600 ブラック
WRZ813600 ホワイト×ネイビー
WRZ828600 チャコール×ピンク

● 素材：ポリエステル ● サイズ：470×410×130
● ラケット2本収納可能 ● シューズスペース
● ボトルスペース

ホワイト×ネイビー

ホワイト×ネイビー

ホワイト×ネイビー

ブラック

ブラック

ブラック

レッド　

レッド　

レッド　

チャコール×ピンク

チャコール×ピンク

チャコール×ピンク

2011 WILSON FREE MAGAZINE 69



Bag

6PK
6PK

¥8,190  （本体価格 ¥7,800） WRZ850000 ブラック

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：325×745×205
● シューズスペース ● 収納可能バックストラップ

2PK
2PK

¥5,775  （本体価格 ¥5,500） WRZ850100 ブラック

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：745×330×235
● 左右付替え可能バックストラップ

SHOULDER BAG
ショルダー・バッグ

¥3,675  （本体価格 ¥3,500）
WRZ850500 ブラック
WRZ850600 ラズベリー
WRZ850700 オレンジ

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：305×370×150

RACKET TOTE BAG
ラケット・トート・バッグ

¥5,460  （本体価格 ¥5,200） WRZ850200 ブラック
WRZ850300 ラズベリー

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：345×440×115
● ラケット1本収納可能 ● シューズスペース
● ボトルスペース
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MINI TOTE BAG
ミニ・トート・バッグ

¥2,310  （本体価格 ¥2,200）
WRZ850800 ブラック
WRZ850900 ラズベリー
WRZ851000 オレンジ

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：180×300×135

MOON BAG
ムーン・バッグ

¥2,100  （本体価格 ¥2,000）
WRZ851100 ブラック
WRZ851200 ラズベリー
WRZ851300 オレンジ

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：135×250×95

RACKET SACK
ラケット・サック

¥1,680  （本体価格 ¥1,600）
WRZ851400 ブラック
WRZ851500 ラズベリー
WRZ851600 オレンジ

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：780×365
● ラケット2本収納可能

BOSTON BAG
ボストン・バッグ

¥5,040  （本体価格 ¥4,800） WRZ850400 ブラック

● 素材：ナイロン＋ポリエステル ● サイズ：240×475×240
● ショルダーストラップ
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ジュニア
MADE IN CHINA

JUNIOR
Bag

SHOPPING BAG 
ショッピング・バッグ

¥1,155 （本体価格 ¥1,100） WILSON WRZ615700 レッド
BEAR      WRZ651500 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：430×340×120

BLX TEAM ll SMALL BACKPACK
BLXチーム ll・スモール・バックパック

¥4,725  （本体価格 ¥4,500） WRZ803500 レッド

● 素材：ポリエステル＋ EPE FOAM● サイズ：450×350×170
● ラケット2本収納可能

EZ BACKPACK
イージー・バックパック

¥3,675  （本体価格 ¥3,500） WRZ651100 ブラック×レッド

● 素材：ポリエステル ● サイズ：410×290×145
● 26センチまでのラケット収納可能

WILSON COOLER BAG
ウイルソン・クーラー・バッグ

¥2,520 （本体価格 ¥2,400） WRZ615500 レッド

● 素材：シャイニング PU ● サイズ：180×240×170

THERMO BOTTLE BAG
サーモ・ボトル・バッグ

¥1,470 （本体価格 ¥1,400） WILSON  WRZ615600 レッド
BEAR       WRZ651300 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：140×230×130
● 500ｍｌペットボトル4本収納可能

WILSON DRUM BAG
ウイルソン・ドラム・バッグ

¥1,995  （本体価格 ¥1,900） WRZ615300 レッド
WRZ615400 ブラック

● 素材：ナイロン
● サイズ：270×560×270（収納時200×200×50）
● 収納バッグ付

SOFT CASE 2PK
ソフト・ケース 2PK

オープンプライス
WRZ8356 RD レッド
WRZ8356 BK ブラック
WRZ8356 BKPKブラック×ピンク

● 素材：ポリエステル ● サイズ：760×340
● ラケット2本収納可能

EZ BACKPACK

THERMO BOTTLE BAG

BLX TEAM II SMALL
BACKPACK

WILSON
DRUM
BAG

WILSON 
COOLER BAG

SHOPPING BAG 

レッド ネイビー

SOFT CASE
ソフト ケース
MADE IN CHINA

レッド　
ブラック

レッド　

ネイビー

レッド　ブラック×ピンクブラック
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BEAR SHOES CASE
ベア・シューズ・ケース

¥1,260  （本体価格 ¥1,200） WRZ651400 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：140×320×220

BEAR PEN POUCH
ベア・ペン・ポーチ

¥840  （本体価格 ¥800） WRZ651600 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：80×230×70

BEAR FLAT POUCH
ベア・フラット・ポーチ

¥525  （本体価格 ¥500） WRZ651800 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：80×140

BLX KEY CHAIN
BLXキー・チェーン

¥525  （本体価格 ¥500）

WRZ545900 レッド
WRZ544100 ブラック×イエロー
WRZ544200 ブラック×ゴールド
WRZ544300 ブルー×ホワイト

● 素材：ポリエステル ● サイズ：50×110×30

BLX PEN POUCH
BLXペン・ポーチ

¥1,050  （本体価格 ¥1,000） WRZ810300 レッド
WRZ810400 ブラック×イエロー

● 素材：ポリエステル ● サイズ：90×200×60

POUCH
ポーチ

¥840  （本体価格 ¥800） WILSON  WRZ615800 ブラック
BEAR       WRZ651700 ネイビー

● 素材：ナイロン ● サイズ：100×170×60

BLX SHOES CASE
BLXシューズ・ケース

¥1,260  （本体価格 ¥1,200）

WRZ831900 レッド
WRZ831200 ブラック×イエロー
WRZ831300 ブラック×ゴールド
WRZ831400 ブルー×ホワイト

● 素材：ポリエステル ● サイズ：390×220×170

POUCH

BLX 
PEN POUCH

BEAR SHOES 
CASE

BEAR PEN POUCH

BLX SHOES CASE

BLX KEY CHAIN

BEAR FLAT POUCH

MINI COLLECTION
ミニ コレクション

MADE IN CHINA

レッド ブラック×イエロー

レッド
ブラック×イエロー

ブラック ネイビー

ブラック×ゴールド ブルー×ホワイト

レッド　 ブラック×イエロー ブラック×ゴールド

ブルー×ホワイト
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主催：日本女
子テニス連盟

特別協賛：アメ
ア スポーツ ジ

ャパン（株）

2003年にスタ
ートし、今年

で９回目を迎
える「Pink Rib

bon Ladies Te
nnis Tournam

ent」。

2010年大会は
１万人を超え

る参加者が集
まった。

手作りのウェアーやリストバンドなどを身に付ける参加者が見られ、

大会会場は華やかな雰囲気

大会参加料の一部によって、マンモグラフィの購入・寄贈を実施している

Pink Ribbon 

日本女子テニス連盟により、2003年にスタートした「Pink 
Ribbon Ladies Tennis Tournament」。これは大会を通じ、乳がん
の早期発見を呼びかけるために開催されているもので、今年で9回
目を迎える。その主旨は広く賛同され、参加人数は年々増加して
おり、昨年は1万人を超える日本で最も大きい大会の1つになって
いる。
また、実際に大会会場を覗いてみると、その大会の雰囲気は一
味違っている。もちろん県大会で優勝して全国大会に出場し、そ
してそこでも優勝を目指すという、勝利にこだわる空気は漂って
いる。しかし、そこにはベストドレッサー賞などの特別賞が設け
られていることもあるだろうが、参加者がお揃いのウエアを着用
していたり、手作りのピンクリボンリストバンドを着けていたり
と、非常に華やかな雰囲気なのである。
またこの大会の参加料の一部は、同運動の基金として集められ、
マンモグラフィ（乳がん検診機器）を島津製作所の協力のもと購入・
寄贈している。もちろん、参加者への検診も推し進めており、毎
年行っているアンケート調査の結果でも検診率が年々向上してい
るのだ。
この大会は、女性であれば誰でも参加を歓迎されているので、
ぜひ挑戦してみてはどうだろうか？

【問い合わせ先】

日本女子テニス連盟各県支部

【マンモグラフィ寄贈施設】

財団法人島根県環境保険公社
京都ブレストセンター沢井記念乳腺クリニック
葵鐘会　フォレストベルクリニック
（2011年6月開業予定）

乳がん早期発見
啓発キャンペー

ン大会

参加者１万人を超える
日本最大級の全国大会
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デ杯の優勝トロフィー

1900年、アメリカ・ハーバード大学の
学生だったドワイト・デビスたちのアイ
デアで、アメリカとイギリスの対抗戦と
してスタートしたのがデビスカップ、通
称＜デ杯＞。テニス界では最古の大会の
一つだ。個人ベースのテニス競技が、世
界的なスポーツとして確立してきた過程
において国別対抗の団体戦であるデ杯が
果した役割は大きい。今日では125 ヵ国
が参加する大会に成長し、グランドスラ
ムと並ぶ重要な大会として位置づけられ
ている。

そのデ杯において10年の世界一を勝ち
取ったのは、06年に建国を果したばかり
のセルビアだった。エースのジョコビッ
チを筆頭に、ダブルスの世界的プレーヤー
であるジモニッチ、単複共に高い実力を

持つティプサレビッチとトロイツキを擁
するセルビアは、アメリカ、クロアチア、
チェコ、そしてフランスという強豪国を
次々と下して初優勝を果したのだ。

テニスの社会的なステータスが高い欧
米文化圏では、デ杯の価値は非常に高い。
それゆえファンの熱狂度や、代表選手た
ちが背負う重圧は個人戦の比ではない。
勝っても負けてもすべて自分の責任とし
て処理できるのが個人戦だが、デ杯では
国の代表として出場する以上、求められ
るのは勝利のみ。命に関わるほどのトラ
ブルでもなければ、途中で棄権すること
など絶対に許されない正真正銘の真剣勝
負。猛烈なプレッシャーのもとでの５セッ
トマッチが３日間続く。これは並大抵の
負担と消耗ではない。

10年のデ杯でロディックや
フェデラーが代表を辞退したの
は、エースとして勝利を期待され
る中で、その特有の厳しさと個人
戦の両立ができないと彼らが判断
したことの現れであり、また選手
層の厚いスペインは、よほど絶好
調でなければ、ナダルといえども
ハードコートでの対戦では代表を
外すこともある。国の代表として
コートに立つこと。それは自分の
持つすべてを捧げられるかどうか
が問われていると言ってもいい。

また、個人戦を犠牲にしてでもデ杯に
賭ける選手もいる。その代表格は、オー
ストラリアにかつての栄光を取り戻そう
と目の色を変えているヒューイットと、
代表選手としてのプライドを人一倍強く
持つアルゼンチンのナルバンディアン。
10年の両者は、デ杯に合わせて自分のス
ケジュールを調整し、その能力のすべて
をデ杯に捧げた。

自分の勝利がチームの勝利に貢献し、
会場を埋めるサポーターたちと共に得ら
れるカタルシスと一体感は、テニスでは
デ杯、そして女子のフェド杯にしかない。
団体戦特有のムードは時に、大番狂わせ
の原因ともなる。「何が起きるかわからな
い」。デ杯とフェド杯には必ずつけられる
この枕詞は、過去に多くのドラマを生ん
で来たことの証でもある。

日本代表は今、男女ともにアジア・オ
セアニアゾーンの１部。男女でフォーマッ
トはやや異なるが、ここを勝ち抜けば最
短で男子は12年に、女子は13年には世
界一を争うワールドグループ入りが可能
となる。

テニス界のもう一つの頂点。それがデ
杯とフェド杯であり、国の期待を背負っ
て戦うそのデ杯、フェド杯をオフィシャ
ルボールとしてサポートしているのがウ
イルソンのボールなのだ。

国の代表として戦うデ杯、フェド杯を
オフィシャルボールとしてサポートする

ウイルソンのテニスボール
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US OPEN EXTRA DUTY
USオープン・エクストラ・デューティ

オープンプライス WRT1000J

●パッケージ：2球 ● カラー：イエロー
●公認：I.T.F. / U.S.T.A. / J.T.A. ● MADE IN CHINA
●使用大会：US OPEN MEN / SENBATSU BOY / Inter-High BOY

US OPEN REGULAR DUTY
USオープン・レギュラー・デューティ

オープンプライス WRT1005J

●パッケージ：2球 ● カラー：イエロー
●公認：I.T.F. / U.S.T.A. / J.T.A. ● MADE IN CHINA
● 使用大会：US OPEN WOMEN / SENBATSU GIRL / Inter-High GIRL

US OPEN EXTRA DUTYプラクティス
USオープン・エクストラ・デューティ・プラクティス

オープンプライス WRT1071

● パッケージ：3球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. / U.S.T.A. ● MADE IN CHINA

US OPEN REGULAR DUTY プラクティス
USオープン・レギュラー・デューティ・プラクティス

オープンプライス WRT1073

● パッケージ：3球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. / U.S.T.A. ● MADE IN CHINA

US OPEN BALL KEY CHAIN
USオープン・ボール・キーチェーン

¥420 （本体価格 ¥400） WR5700 A

●パッケージ：1個 ● カラー：イエロー
●直径：4cm ● MADE IN TAIWAN

LOGO BALL  ロゴ・ボール
すべてのボールにオリジナルロゴのプリ
ントが可能です。詳しい内容がお知り
になりたい方は、アメア スポーツ ジャ
パン ウイルソン ラケットスポーツ事業
部までお問合せください。

US OPEN
 BALL KEY CHAIN

US OPEN 
REGULAR DUTY

 プラクティス

US OPEN 
EXTRA DUTY

 プラクティス

US OPEN 
EXTRA DUTY

US OPEN 
REGULAR 
DUTY 
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AUSTRALIAN OPEN BALL
オーストラリアン・オープン・ボール

オープンプライス WRT1070A

● パッケージ：2球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. / J.T.A. / TENNIS AUSTRALIA ● MADE IN CHINA
● 使用大会：AUSTRALIAN OPEN

TOUR WITH AQUA-SHIELD
ツアー・ウィズ・アクア・シールド

オープンプライス WRT1209

● パッケージ：2球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. / J.T.A. ● MADE IN THAILAND
● 使用大会：DAVIS CUP / Pink Ribbon Ladies

DOUBLE O
ダブル・オー

オープンプライス WR3310 N

● パッケージ：60球 ● カラー：イエロー
● ボールバッグ付 ●ノン・プレッシャー・ボール
● MADE IN CHINA

TOUR CLUB
ツアー・クラブ

オープンプライス T1146

● パッケージ：4球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. ● MADE IN THAILAND

CHAMPIONSHIP EXTRA DUTY
チャンピオンシップ・エクストラ・デューティ

オープンプライス T1001E

● パッケージ：3球 ● カラー：イエロー
● 公認：I.T.F. ● MADE IN CHINA

JUMBO BALL
ジャンボ・ボール

¥2,625  （本体価格 ¥2,500）
X2096U US OPEN
WRT1411U DAVIS CUP
X2097U Fed Cup

● パッケージ：1球 ● カラー：イエロー
● 直径22cm　 ● MADE IN TAIWAN

MINI JUMBO BALL
ミニ・ジャンボ・ボール

¥1,312  （本体価格 ¥1,250）
WRT1415U US OPEN（イエロー）
T1413W DAVIS CUP（ホワイト）
T1419 Fed Cup（ピンク）

● パッケージ：1球 ● 直径12.5cm　
● MADE IN TAIWAN

AUSTRALIAN 
OPEN 
BALL

DOUBLE O

JUMBO BALL

MINI JUMBO BALL

TOUR WITH 
AQUA-SHIELD

TOUR CLUB

CHAMPIONSHIP 
EXTRA DUTY

濡れた状態のボール表面（イメージ）

従来のボール アクア・シールド
※ ウイルソン独自のアクア・シールド加工によ
り、水分による毛羽立ちを軽減させ、ボー
ルのウエイト増を約2割改善。（当社比）

JUMBO

GAME BALL

MINI
JUMBO
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STARTER MARKER CONES
スターター・マーカー・コーン

オープンプライス
WRZ2594 GR　グリーン
WRZ2594 OR　オレンジ
WRZ2594 PK　ピンク

● サイズ：（高さ）5.5×（幅）18cm ● パッケージ：同色6
● MADE IN CHINA

SPONGE BALL S
スポンジボールS

オープンプライス WRT1262P　3球

FOAMボールより直径2cm小さく、約25g軽いスポンジボール。
●カラー：イエロー ● サイズ：20g / 直径7cm
●MADE IN CHINA

STARTER FOAM BALL
スターター・フォーム・ボール

オープンプライス WRZ258900　3球
WRZ259300　6球

直径約9cmのスポンジボール
●カラー：イエロー×レッド ● サイズ：45g / 直径9cm
●MADE IN CHINA

STARTER EASY BALL
スターター・イージー・ボール

オープンプライス WRT137100　12球

通常のボールより直径約1cm大きく、約17g軽く、75%減
速するボール。
● カラー：イエロー×レッド ● サイズ：40g /直径7.5cm
●MADE IN CHINA

STARTER GAME BALL
スターター・ゲーム・ボール

オープンプライス WRT137300　3球
WRT137200　12球

通常のボールと同等サイズで約17g軽く、50%減速するボー
ル。
● カラー：イエロー×オレンジ ● サイズ：40g / 直径6.5cm
●MADE IN CHINA

STARTER PLAY BALL
スターター・プレー・ボール

オープンプライス WRT137400　4球

通常ボールと同等のサイズで、約7g軽く、25%減速するボー
ル。
● カラー：イエロー×グリーンドット ● サイズ：50g /直径6.5cm
●MADE IN CHINA

STAGE-3 STAGE-3 STAGE-2

STAGE-1

STARTER
FOAM BALL

STARTER 
EASY BALL

STARTER 
GAME BALL

STARTER 
MARKER CONES

STARTER 
PLAY BALL

SPONGE 
BALL S

Stage-3に適したボール
・Starter Form Ball
・Starter Easy Ball
（屋外コートの場合）

Stage-2に適したボール
・Starter Game Ball

Stage-1に適したボール
・Starter Play Ball

対象年齢：4～8歳、大人初心者
推奨ラケット：21～23in.
推奨コート：11╳5～6m
推奨NETの高さ：80㎝

対象年齢：7～11歳、大人初心者
推奨ラケット：23～25in.
推奨コート：18╳6.5～8.23m
推奨NETの高さ：80～91㎝

対象年齢：8歳以上、大人初心者
推奨ラケット：25～27in.
推奨コート：フルコート
推奨NETの高さ：91㎝

＋
PLAY＋STAYプログラムはI.T.F.（国際テニス連盟）が開発した、初心者及びキッズ向けの指導方法です。
レベルやキッズの年齢にあわせた適正なラケットと適正なボール、コートサイズを世界基準で定めることで、
よりスムーズにレベルアップすることができます。
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ROGER FEDERER 23
ロジャー・フェデラー 23

オープンプライス WRT228200

●素材：アルミニウム
　※通常のボールはご使用いただけません。
● フレーム形状：フラット・ビーム
● ストリング・パターン：16×17
● 使用グリップ：GS Grip
● ハーフラケットケース　● MADE IN CHINA

Best Match Strings 張り上がり

フェイス面積 /レングス 95inch / 23.0inch

フレーム厚 19mm

Av.ウェイト /Av.バランス ※  205g / 28.5cm

Jr. ROGER FEDERER 19
ロジャー・フェデラー 19

オープンプライス WRT228000

●素材：アルミニウム
　※通常のボールはご使用いただけません。
● フレーム形状：フラット・ビーム
● ストリング・パターン：16×15
● 使用グリップ：GS Grip
● ハーフラケットケース　● MADE IN CHINA

Best Match Strings 張り上がり

フェイス面積 /レングス 80inch / 19.0inch

フレーム厚 19mm

Av.ウェイト /Av.バランス ※  175g / 23.5cm

Jr.ROGER FEDERER 21
ロジャー・フェデラー 21

オープンプライス WRT228100

●素材：アルミニウム
　※通常のボールはご使用いただけません。
● フレーム形状：フラット・ビーム
● ストリング・パターン：16×17
● 使用グリップ：GS Grip
● ハーフラケットケース　● MADE IN CHINA

Best Match Strings 張り上がり

フェイス面積 /レングス 95inch / 21.0inch

フレーム厚 19mm

Av.ウェイト /Av.バランス ※  180g / 26.0cm

Jr.

STARTER TENNIS NET 5.5m
スターター・テニス・ネット5.5m

オープンプライス WRZ2590　レッド

● サイズ：（長さ）500×（高さ）94×（幅）135cm ● 軽量折りたたみ式
● 軽量アルミポスト使用 ● 耐候性ネット
● バッグ付き ● MADE IN CHINA

STARTER TRAINNING LADDER
スターター・トレーニング・ラダー

オープンプライス WRZ2542　ブラック×レッド

● サイズ：40×910cm ● バッグ付き
● MADE IN CHINA

STARTER DOTS
スターター・ドット

オープンプライス WRZ2574　イエロー、グリーン、レッド

● サイズ：直径25cm ● パッケージ：6（各色2）
● MADE IN CHINA

STARTER SAFETY CONES
スターター・セーフティ・コーン

オープンプライス
WRZ2595 GR　グリーン
WRZ2595 OR　オレンジ
WRZ2595 PK　 ピンク

● サイズ：（高さ）22×（幅）13cm ● パッケージ：同色4
● MADE IN CHINA

STARTER COURT LINE
スターター・コート・ライン

オープンプライス WRZ2573　イエロー

● サイズ（cm）：①35②7③26.5④7⑤26.5
● パッケージ：（コーナー）4、（直線）12 ● MADE IN CHINA

STARTER TENNIS NET 3m
スターター・テニス・ネット3m

オープンプライス WRZ2571　レッド

● サイズ：（長さ）305×（高さ）90～163×（幅）135cm 
● 高さ調節可能、バドミントンネットとしても使用可能
● バッグ付き ●MADE IN CHINA

STARTER 
SAFETY CONES

STARTER 
COURT LINESTARTER 

TENNIS NET 3m

STARTER DOTS
STARTER 

TRAINNING 
LADDER

STARTER 
TENNIS 

NET 5.5m

①

②

④

⑤

③
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①プロフィール・プラス
¥525 （本体価格 ¥500）

WRZ527800RD レッド×クリスタル
WRZ527800BK ブラック×クリスタル

● 振動吸収材（1個入り）

⑯ボウル・オ・ファン
¥15,750 （本体価格 ¥15,000）

WRZ534800

● 振動吸収材　全75個入りセット　
＜内訳＞aピース（12個）bクローバー
（12個）cインヤン（12個）d○フェ
イス（11個）eグリッター・ハート /レッ
ド（7個）fグリッター・ハート /シルバー
（7個）g炎 /レッド（7個）h炎 /イエ
ロー（7個）

⑮ビブラ・ファン
　スカル /クロスボーン
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ534000 ブラック×ホワイト

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑭ビブラ・ファン
　ダンプナー II
¥472 （本体価格 ¥450）

WRT0680M
（ハート）レッド
（クローバー）グリーン

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑬ビブラ・ファン  炎
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ535400 レッド /イエロー

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑫ビブラ・ファン
　クローバー / 
　ブロークン・ハート
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ535300
（クローバー）グリーン
（ハート）レッド

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑪ビブラ・ファン
　インヤン /ピース
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ535200

（インヤン）
ブラック×イエロー
（ピース）
オレンジ×ブラック

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑩ビブラ・ファン 
　グリッター・ハート
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ535100 レッド /シルバー

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑨ビブラ・ファン ダンプナー
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ5241 イエロー

● 振動吸収材（2個入り）
※両タイプともに、表裏同デザイン

⑦ベア・
　バイブレーション・
　ダンプナー
¥472 （本体価格 ¥450）

WRT0680L クリスタル

● 振動吸収材（1個入り）

⑥  ボール・
　バイブレーション・
　ダンプナー
¥420 （本体価格 ¥400）

WRYZ5230EYE イエロー

● 振動吸収材（1個入り）

⑤ショックシールド・
　ダンプナー
¥630 （本体価格 ¥600）

WRZ535500 ブルー

● 振動吸収材（1個入り）

④ショック・トラップ
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ5216 BK クリスタル

● 振動吸収材（1個入り）

②プロフィール
¥525 （本体価格 ¥500）

WRZ527500 レッド /シルバー
WRZ527700 ゴールド /イエロー

● 振動吸収材（2個入り）

③ハイパー・ストリング・
　ダンプナー
¥472 （本体価格 ¥450）

WRT0190L CR クリスタル

● 振動吸収材（1個入り）

NEW

NEW

⑧ HOPEダンプナー
¥472 （本体価格 ¥450）

WRZ5232 ピンク

● 振動吸収材（1個入り）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

⑯ボウル・オ・ファン

⑧8 HOPE 
ダンプナー

⑦ベア・バイブレーション・
　ダンプナー

⑮ビブラ・ファン スカル /クロスボーン⑥ボール・ 
バイブレーション・ 
ダンプナー

⑭ビブラ・ファン ダンプナー II

⑨ビブラ・ファン ダンプナー

⑫ビブラ・ファン クローバー /ブロークン・ハート

⑤ショックシールド・
　ダンプナー

④ショック・トラップ ⑬ビブラ・ファン  炎

③ハイパー・ 
ストリング・ 
ダンプナー

⑪ビブラ・ファン インヤン /ピース

⑩ビブラ・ファン グリッター・ハート

①プロフィール・プラス

②プロフィール

a d

g

b

e h

c

f

表 裏
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グランドスラムをはじめとした大会会場で多く見かける
のが、ウイルソンの振動止め。ウイルソン契約選手やル
キシロンストリングを使用している選手を中心に、ツアー
での愛用者は多い。選手御用達の振動止めを、一度試し
てみてはいかが？

大会会場で目を引く
ウイルソンの振動止め

ツアー
選手も

お気に
入り！

㉔ウォーター・ボトル
¥2,730 （本体価格 ¥2,600）

WRZ543100 レッド

● 容量：750m / アルミニウム

㉓ジャグ・ボトル
¥2,415 （本体価格 ¥2,300）

WRZ5471RD レッド

● 内容量：1.8ℓ

㉒ステンシルマーク 小
¥735 （本体価格 ¥700）

WRYX0016B レッド

● Wサイズ：115×146mm /Ｗマー
キング用抜き型 バドミントン・ラケット
専用

㉑ステンシルマーク 大
¥735 （本体価格 ¥700）

WRZ7415 レッド

● Wサイズ：132×168mm/Ｗマーキ
ング用抜き型

⑳ステンシルインク
¥1,260 （本体価格 ¥1,200）

WRZ7426 BK ブラック
WRZ7426 RD レッド
WRZ742500 ホワイト

● マーキング用インク5oz（142g）

⑲バランサー
¥735 （本体価格 ¥700）

WR4440 ブラック

● 3gx8枚入り

⑱ストリング・グライド
¥840 （本体価格 ¥800）

Z5226 ブルー

● 140個入り ノッチング防止チップ

⑰バナナ・ウェイト
¥2,520 （本体価格 ¥2,400）

WRT0290M GREEN バナナイエロー×グリーン
WRT0290M RED バナナイエロー×レッド

● 素振り、トレーニング、ストレッチン
グ用器具
素材：合成ラバー　重さ：200g（グリー
ン）・160g（レッド）

㉕  US OPEN  AUTHENTIC 
ON-COURT TOWEL   
(BLUE)

¥4,200（本体価格 ¥4,000）

WRZ527200 ブルー

● 2010/2011 US OPEN オフィシャルタオル
● サイズ：890×620mm

㉖  US OPEN ON COURT 
TOWEL   (WHITE)

¥2,100（本体価格 ¥2,000）

WRZ527600 ホワイト

● 2010/2011 US OPEN オフィシャルタオル
● サイズ：1070×610mm

NEW

⑰バナナ・ウェイト

⑱ストリング・
グライド

⑲バランサー

⑳ステンシルインク

㉑ステンシルマーク 大

㉒ステンシルマーク 小

㉓ジャグ・ボトル ㉔ウォーター・ボトル

㉖ US OPEN ON COURT TOWEL   (WHITE)

㉕  US OPEN 
AUTHENTIC ON-COURT  
TOWEL   (BLUE)
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怪我や故障の可能性が高まるのは、①疲れ
ている時、②負荷の量・質に変化が生じた時、
③過去に故障をしている（部位）時です。でも
自分が疲れているかどうか正確に把握するこ
とは難しい。その上テニスと言うスポーツで
は、急激に量や質が変化する。また、怪我が
完治していれば、その部位を保護している人
も少ないと言うのが現状ではないだろうか？
だからウイルソンは、装着が簡易なテーピン
グタイプのサポーターの使用を勧めている。
ウイルソンが展開するサポーターの特徴は、
適度に硬度を調整したシリコンを、ハニカム
（六角形）に配備することで、360度すべての
方向への伸縮対応が可能だ。また、血行促進
と疲労軽減が期待できる天然ラジウムとレア
メタルチタンを配合した。
ぜひウイルソンの「必要に
なる前の必需品」を装備し
て、テニスライフを快適
に過ごしてほしい。

ウイルソンからの提案

「必要になる前
  の必需品」

手首用
¥1,680 （本体価格 ¥1,600）

SS 11-16cm WRZ900300SS
S 14-19cm WRZ900300SM
M 17-22cm WRZ900300MD
L 20-25cm WRZ900300LG

※手首関節より10cmひじよりの位置の寸法

● リピュアライト＋ポリエステル（84%）＋ポリウレタン（16%）
● カラー：ブラック ● MADE IN JAPAN

ひじ用
¥2,310 （本体価格 ¥2,200）

SS 18-22cm WRZ900400SS
S 20-24cm WRZ900400SM
M 23-27cm WRZ900400MD
L 26-32cm WRZ900400LG

※前腕部の最も太い部分の寸法

● リピュアライト＋ポリエステル（84%）＋ポリウレタン（16%）
● カラー：ブラック ● MADE IN JAPAN

ひざ用
¥3,675 （本体価格 ¥3,500）

SS 27-31cm WRZ900500SS
S 29-33cm WRZ900500SM
M 32-36cm WRZ900500MD
L 35-39cm WRZ900500LG

※ひざの皿の下5cmの部分の寸法

● リピュアライト＋ポリエステル（84%）＋ポリウレタン（16%）
● カラー：ブラック ● MADE IN JAPAN

ふくらはぎ用
¥2,835 （本体価格 ¥2,700）

SS 27-32cm WRZ900600SS
S 30-35cm WRZ900600SM
M 34-39cm WRZ900600MD
L 38-43cm WRZ900600LG

※ふくらはぎの最も太い部分の寸法

● リピュアライト＋ポリエステル（84%）＋ポリウレタン（16%）
● カラー：ブラック ● MADE IN JAPAN

腰用
¥6,930 （本体価格 ¥6,600）

SS 55-75cm WRZ900700SS
S 65-85cm WRZ900700SM
M 75-95cm WRZ900700MD
L 85-105cm WRZ900700LG

※腰の最も太い部分の寸法

● リピュアライト＋ポリエステル（84%）＋ポリウレタン（16%）
● カラー：ブラック ● MADE IN JAPAN

¥2,625 （本体価格 ¥2,500）

ブラック×ライト・グレー M 45cm WRZ900800MD
L 55cm WRZ900800LG

レッド×ライト・グレー M 45cm WRZ900900MD
L 55cm WRZ900900LG

オレンジ×ライト・グレー M 45cm WRZ901000MD
L 55cm WRZ901000LG

ピンク×ライト・グレー M 45cm WRZ901100MD
L 55cm WRZ901100LG

※首の最も太い部分の寸法

●  特殊 TWO - WAY トリコット＋エステル（90％）＋ポリウレタ
ン（10％）
● MADE IN JAPAN

Ra-Ti  テーピング・サポーター

Ra-Ti ネック・パワー 
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ツアー・グローブ  フル
¥3,150 （本体価格 ¥3,000）

シルバー×ブラック
M 21cm WRR4014 2
L 23cm WRR4014 3

XL 25cm WRR4014 0

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋合成皮革
● MADE IN JAPAN

イオン・グローブ  フル（手のひら開き）
¥3,045 （本体価格 ¥2,900）

グレー ネイビー×ブラック
S 19cm WRZ549700SM WRZ549800SM
M 21cm WRZ549700MD WRZ549800MD
L 23cm WRZ549700LG WRZ549800LG

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋マイナスイオン放射人工皮革
● MADE IN JAPAN

イオン・グローブ DX（ショート）
¥2,100 （本体価格 ¥2,000）

ホワイト ネイビー×ブラック
S 19cm WRZ549500SM WRZ549600SM
M 21cm WRZ549500MD WRZ549600MD
L 23cm WRZ549500LG WRZ549600LG

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋マイナスイオン放射人工皮革
アテ部：マイナスイオン放射超薄人工皮革・ヘビーヘキサゴンシリコン
● MADE IN JAPAN

イオン・グローブ  フル
¥3,045 （本体価格 ¥2,900）

グレー ピンク ホワイト ネイビー×ブラック
S 19cm WRT0611L S WRT0613L S WRT0610L S WRT0410M S
M 21cm WRT0611L M WRT0613L M WRT0610L M WRT0410M M
L 23cm WRT0611L L WRT0613L L WRT0610L L WRT0410M L

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋マイナスイオン放射人工皮革
● MADE IN JAPAN

Ra-Ti  イオン・グローブ  フル
¥3,150 （本体価格 ¥3,000）

グレー ブラック
S 19cm WRZ549100SM WRZ549200SM
M 21cm WRZ549100MD WRZ549200MD
L 23cm WRZ549100LG WRZ549200LG

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋超薄人工皮革
アテ部：マイナスイオン放射超薄人工皮革・ヘビーヘキサゴンシリコン
● MADE IN JAPAN

Ra-Ti  イオン・グローブ  ネイルスルー
¥3,150 （本体価格 ¥3,000）

グレー ブラック
S 19cm WRZ549300SM WRZ549400SM
M 21cm WRZ549300MD WRZ549400MD
L 23cm WRZ549300LG WRZ549400LG

● ポリウレタン＋ナイロントリコット＋超薄人工皮革
アテ部：マイナスイオン放射超薄人工皮革・ヘビーヘキサゴンシリコン
● MADE IN JAPAN

GLOVE
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MORE
 LOVE

山口佳織
（岡山大学）

上月マリアンヌ美夏子
（上智大学）

福田千秋
( 日本女子大学 )

清水りにい
（京都大学）

榎本 聖
（京都大学）

黒須智子
（東京女子大学）

市川亜佑美
（大妻女子大学）
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大学テニス同好会・サークルのミス
“ミス・ウイルソン”

日本全国の大学テニス同好会・サークルに所属する女子学生から、
テニスへの愛情や姿勢、ライフスタイルなど、ウイルソンブラン
ドを表現するのにふさわしいと選出された女性、ミス・ウイルソ
ン。毎年4000名もの応募が寄せられ、書類審査、インタビュー審
査、さらに５万件もの投票が寄せられるインターネットでの公開

投票を経て、最終選考パーティー “Miss.W Party” でその年のミス
が選ばれる。選ばれたミスたちは、ウイルソンのカタログや広告
のモデル、またキャンペーンガールとして商品ＰＲやデモンスト
レーションなど、幅広い分野で活躍している。６年目を迎えた今年、
ますます元気で華やかな彼女達の活躍から目が離せない！

Miss. Wilson

江 あき
（東京大学）

岩佐由布子
（甲南女子大学）

瀬戸山結衣
（東京大学）

梶村知衣
（早稲田大学）

川原佑香
（西南学院大学）

永吉友香
（上智大学）

Miss Wilson

Miss. W公式 HP　wilson-tennis.jp/misswcontest/
　　　 　twitter　http://twitter.com/misswjapan
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今季、新たにウイルソンとの契約を締結した伊藤竜馬が、
“世界で勝つ”ためのウエア開発に参画。
プロがウエアに求める要素とは一体何か。

全ては“世界で勝つ”ために！
ポテンシャルを最大限に引き出す

 ウイルソンの最新
〈ウエア〉テクノロジー

-　開発担当者　「伊藤竜馬選手のウエアに対
する要望をお聞かせください」

-　伊藤選手　「僕がウエアに求めるものは、汗
をかいても、気にせずにプレーに集中できるも
のです。一番困るのは、汗を吸って重くなるもの。
タイなど暑いところでプレーすると、20分ぐらい
で汗が滝のように出てきます。その汗を吸って、
ウエアが重くなりプレーしにくくなるのでＮＧで
すね。かといって、汗を吸わないと体中がベタ
ベタする。理想のウエアは、汗を吸いながら、
軽さをキープできるものです。
　また、最近は汗を吸ってもすぐに乾くウエア
も増えていますが、僕の場合かなり汗をかくの
で、ドライ系のウエアでも汗が残り、べたつき
が残るのが悩みです。汗が残ってもウエアがい
つもサラサラしている、そんなウエアが理想的
ですね。
　そしてもう一つ大事なのが、体の動きを制限
しないものです。ボディーにフィットしたウエア
などは、体を回転させにくくなるのであまり好き
ではないですね。特に肩甲骨周りの動きがス
ムーズであることは、パワーを出すうえで欠か
せないことです。そのため、僕は今まで少しゆっ
たり目のものを着ていました」

-　開発担当者　「ウォームアップなどに対する
要望はありますか？」

-　伊藤選手　「アップする時しか着ていないの
で、あまり考えたことはないですね。でも、温まっ
た体温を逃がさないものがいいですね。せっか
くウォーミングアップしても、すぐに冷えてしまう
と意味がないですから。あと、やっぱり動きや
すいものがいいですね。」

世界で戦える
“ウエアの資質”とは？

Tournament
with 

8月登場！！
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快適性、パワー、保温性…。
プレーヤーが求めるウエアがここにある！

最先端素材をふんだんに採用。

プロの要望に応えた
理想のウエアが完成 !!

WEAR TECHNOLOGY

「大量に汗を吸収してもウエアが重く
ならず、かつドライな状態が持続するも
の」という伊藤選手をはじめとしたトッ
ププロの要望を受け、ウイルソンが新た
に打ち出したのが“MORE DRY（モア・
ドライ）”というコンセプト。このコン
セプトのために採用したのが東洋紡社の
「MEGATECHDRY（メガテックドライ）」。
この素材は本来、高温多湿な日本市場を意
識して開発された素材で、その最大の特徴
は「物理的」と「化学的」側面から汗を制御
するというもの。
まず「物理的」アプローチとしては、汗
を素早く吸収する部分と、吸収せず拡散す
る部分にわけ、そのバランスを最適化する
ことで、ウエアが汗で重くなることを防止。
常に軽い状態をキープすることができる。

そして「科学的」アプローチでは、特殊
加工により、汗に含まれるベト付きの要因
物質をイオン交換することで、常にサラサ
ラの状態に保つことが出来るというもの。
今回開発されたゲームシャツでは、2タ

イプの「MEGATECHDRY」を組み合わせ、
また大量発汗する衿下、脇下、背中には通
気性に優れたメッシュタイプを採用する
ことで、大量に汗をかいても、常にサラサ
ラで軽い状態をキープするという、“MORE 
DRY”なウエアが誕生した。
さらに伊藤選手が「欠かせない」と触

れた“肩甲骨周りの動きをスムーズにす
る”ことに対しては、伸縮性に優れたメッ
シュ素材“パワー・メッシュ”を腕回りか
ら肩甲骨周辺にかけて配置した“MORE 
POWER CUTTING（モア・パワー・カッ

ティング）”デザインを採用することで、
肩甲骨の動きをスムーズにし、大きな筋肉
がもたらす強力なパワーをスイングに伝
えることを可能にしている。
また、ウォームアップに関しても、伊藤
選手の「保温性に優れたもの」という要望
を受け、“MORE HEAT（モア・ヒート）”
というコンセプトを立ち上げ、帝人社の
「HEAT ENERGY（ヒート・エナジー）」と
いう裏地素材を採用。特徴は糸に練りこ
まれた炭素系粒子が太陽熱を吸収し、熱
に交換して蓄えるというもの。この素材
を皮下脂肪の少ない背面に採用すること
で“MORE HEAT”なウォームアップが誕
生。更に、「動きやすいウォームアップを」
という要望にも、先の "MORE POWER 
CUTTING”を採用することで答えを出した。

ここがスムーズに
動かなければダメ！
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Game Shirt Unisex （JPNTM1001）

ゲームシャツ（ユニセックス）

¥5,775  （本体価格 ¥5,500） WRAJSTM21

ブラック（BLK）
シアン （CYN）
イエロー（YEL）
ホワイト（WHT）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ファスナー仕様 ● MADE IN CHINA

Game Shirt Women's （JPNTW2001）

ゲームシャツ（ウィメンズ）

¥5,775  （本体価格 ¥5,500） WRAJSTW31

ブラック（BLK）
シアン （CYN）
イエロー（YEL）
ホワイト（WHT）

● サイズ：S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ファスナー仕様 ● MADE IN CHINA

WOMEN'S

2011 WILSON FREE MAGAZINE88

TEAMで揃えて、PERSONAL（個性）を生かす。
MORE WILSON APPAREL。

UNI
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Game Pants Unisex （JPNTM1005）

ゲームパンツ（ユニセックス）

¥4,095  （本体価格 ¥3,900） WRAJSTM25
ブラック（BLK）
ネイビー（NVY）
ホワイト（WHT）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：QDストレッチ ミニリップ
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾 /ストレッチ
● 仕様（Lサイズ）：股下24cm ● MADE IN CHINA

Skirt Women's （JPNTW2005）

スカート（ウィメンズ）

¥4,725  （本体価格 ¥4,500） WRAJSTW34

ブラック（BLK）
マゼンタ（MGT）
ネイビー（NVY）
ホワイト（WHT）

● サイズ：S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：スパッツ付き ● MADE IN CHINA

Game Shirt Unisex （JPNTM1002）

ゲームシャツ（ユニセックス）

¥4,725  （本体価格 ¥4,500） WRAJSTM22

ブラック（BLK）
シアン （CYN）
レッド （RED）
イエロー（YEL）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ファスナー仕様 ● MADE IN CHINA

Game Shirt Unisex （JPNTM1003）

ゲームシャツ（ユニセックス）

¥4,095 （本体価格 ¥3,900）WRAJSTM23

ホワイト×ネイビー（WHNV）
ホワイト×シアン （WHCY）
ホワイト×レッド （WHRD）
ホワイト×イエロー（WHYL）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ボタン仕様 ● MADE IN CHINA

Game Shirt Women's （JPNTW2003/2004）

ゲームシャツ（ウィメンズ）

¥4,095 （本体価格 ¥3,900）
WRAJSTW33 ホワイト×マゼンタ（WHMG）

ホワイト×ネイビー（WHNV）

WRAJSTW34
シアン （CYN）
ホワイト×ネイビー（WHNV）

● サイズ：S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ボタン仕様 ● MADE IN CHINA

Game Shirt Women's （JPNTW2002）

ゲームシャツ（ウィメンズ）

¥4,725 （本体価格 ¥4,500）WRAJSTW32

ブラック×マゼンタ（BLMG）
シアン （CYN）
マゼンタ （MGT）
ホワイト （WHT）

● サイズ：S/M/L/XL ● 素材：クールファスト スム－ス
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：吸汗速乾
● 仕様：ファスナー仕様 ● MADE IN CHINA

UNI

UNI

UNI

WOMEN'S

WOMEN'S

WOMEN'S
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Team Wear

Warm Up Jacket Unisex
ウォーム アップ ジャケット（ユニセックス）

¥9,975  （本体価格 ¥9,500）WRAJ165

シアン （CY）
ライム （LI）
マゼンタ （MG）
レッド （RD）
ホワイトレッド（WR）
ホワイトライム（WL）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：ポリエステルピケ
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：撥水
● 左胸：ワッペン、起毛メッシュ付き裏地 ● MADE IN CHINA

Warm Up Long Pants Unisex
ウォーム アップ ロング パンツ（ユニセックス）

¥7,560  （本体価格 ¥7,200） WRAJ166 ブラック（BK）
WRAJ166 ホワイト（WH）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ● 素材：ポリエステルピケ
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：撥水
● 左腿：ワッペン、裾ファスナー付き（裾上げ可能タイプ）、起毛メッシュ付き裏地
● MADE IN CHINA

UNI

UNI

8月発売

8月発売

MORE GAME &  LOVE
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TEAM WEAR ORDER SIZE TABLE　単位（cm）

※サイズはあくまでも目安寸法です。
製品のデザイン・素材などにより多少異なります。

MEN'S

サイズ 身長  胸囲 ウエスト
XS 157～ 163 81 ～ 87 67 ～ 73
S 162 ～ 168 85 ～ 91 71～ 77
M 167～ 173 89 ～ 95 75～ 81
L 172 ～ 178 93 ～ 99 79～ 85
XL 177 ～ 183 97 ～ 103 83 ～ 89

Women's

サイズ 身長  胸囲 ウエスト
S 152 ～ 158 78 ～ 82 59～ 63
M 157～ 163 81 ～ 85 62～ 66
L 162 ～ 168 84 ～ 88 65 ～ 69
XL 167 ～ 173 87 ～ 91 68～ 72

1.ウエア選択
品番・カラー・サイズの決定

2.プリント・刺繍加工あり
a. アメアスポーツジャパンにて加工を行う場合⇒３へ
b. プリント・刺繍加工なし⇒４へ

3.デザインの決定
プリントの位置、プリントの大きさ、刺繍位置、書体、カラーを決定。
○デザイン作成  ［版下作成代 1版 14,700円］
プリント版をお持ちの方はデザインデータをご用意ください。
オリジナルデザインの作成、カラー 2色以上、サイズによっては、別途料金がかかります。

○プリント加工  ［プリント加工代 1色 1,050円］
カラー 2色以上の場合は別途料金がかかります。

○個人名刺繍  ［刺繍加工代（個人）7文字まで735円（8文字以上は1字105円）］
書体は1種類、カラーは1色を選択してください。
英字、漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
〈英字（ゴシック体、筆記体）、漢字・ひらがな・カタカナ（ゴシック体、明朝体）〉
個人名に対する品番、カラー、サイズを必ず記入してください。

○チーム名刺繍  ［刺繍加工代（チーム）7文字まで945円（8文字以上は1字105円）］

4. 発注数量を、販売店様にご注文ください

　※版下決定後、約2週間で完成いたします。但し、時期により2週間以上かかる場合があります。

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）プリント・刺繍加工の場合は、位置・書体・カラーを記入してください。
個人名刺繍がある場合は個人名に対する品番・カラー・サイズも記入してください。

Warm Up Jacket Unisex
ウォーム アップ ジャケット（ユニセックス）

¥10,290  （本体価格 ¥9,800） WRAJ164

シアン （CY）
ライム （ＬＩ）
マゼンタ（MG）
レッド （RD）
ホワイト（WH）

● サイズ：XS/S/M/L/XL ●素材：ポリエステルピケ
● 混率：ポリエステル100% ● 機能：撥水
● 左胸：ワッペン、WILSON:本体生地アップリケ、起毛メッシュ付き裏地
● MADE IN CHINA

UNI

8月発売
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メンズ・ソックス
①ロング　WRLS013
──────
¥1,260 （本体価格 ¥1,200）

● サイズ：25-27cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

①リストバンド　WRLB409
───────
¥525 （本体価格 ¥500）

● サイズ：フリー　● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭
●MADE IN JAPAN

③ショート　WRLS015
──────
¥1,050 （本体価格 ¥1,000）

● サイズ：25-27cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

②ヘアバンド　WRLB410
───────
¥840 （本体価格 ¥800）

● サイズ：フリー　● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭
●MADE IN JAPAN

①ハーフ　WRLS210
──────
¥1,155 （本体価格 ¥1,100）

● サイズ：23-25cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

②ハーフ　WRLS014
──────
¥1,155 （本体価格 ¥1,100）

● サイズ：25-27cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

③スポーツタオル　WRLT705
───────
¥1,050 （本体価格 ¥1,000）

● サイズ：90×34cm　● 素材：綿パイル
● 機能：プリント仕様
●MADE IN CHINA

②ショート　WRLS211
──────
¥1,050 （本体価格 ¥1,000）

● サイズ：23-25cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

④アンクル　WRLS016
──────
¥945 （本体価格 ¥900）

● サイズ：25-27cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

③アンクル　WRLS216
──────
¥945 （本体価格 ¥900）

● サイズ：23-25cm　
● 素材：コラックスパークリン32/1
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /肉厚クッション /
底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

⑤3Pショート　WRLS023
──────
オープンプライス
● サイズ：25-27cm　
● 素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン　
● 機能：底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN CHINA

④3P（ショート）　WRLS225
──────
オープンプライス 

● サイズ：23-25cm　
● 素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン
● 機能：底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN CHINA

ウィメンズ・ソックス

①リストバンド
・ブラック
・レッド
・シルバー
・ホワイト

③スポーツタオル
・ネイビー
・レッド

②ヘアバンド
・ブラック
・ホワイト
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Apparel Accessory

①
・ブラック
・ネイビー
・レッド

③
・ブラック
・ネイビー
・レッド
・シルバー

⑤
・ブラック
・ネイビー
・シルバー
（3足セット）

④
・ブラック
・ネイビー
・レッド
・シルバー

②
・ブラック
・ネイビー
・レッド

②
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
・シルバー

①
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
・サックス

・・

③
・ブラック
・ピンク
・サックス
・シルバー
・イエロー

④
・ブラック
・レッド
・シルバー
（3足セット）
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①ハーフ　WRLS213
──────
¥1,260（本体価格 ¥1,200）

● サイズ：23-25cm　● 素材：ドラロン綿混
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /底パイル /サポー
ター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

①リストバンド　WRLB404
──────
¥630 （本体価格 ¥600）

● サイズ：フリー　● 素材：ドラロン綿混
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭
●MADE IN JAPAN

②ショート　WRLS214
──────
¥1,155 （本体価格 ¥1,100）

● サイズ：23-25cm　
● 素材：ドラロン綿混
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭 /底パイル /サポー
ター /メッシュ
●MADE IN JAPAN

②スポーツタオル　WRLT706
───────
¥1,050 （本体価格 ¥1,000）

● サイズ：90×34cm　● 素材：綿パイル
● 機能：プリント仕様
●MADE IN CHINA

④キャップ　WRLC520
───────
¥3,360 （本体価格 ¥3,200）

● サイズ：フリー　● 素材：（本体）H2OFFミニリップストッ
プ、（切替）フィールドセンサーメッシュ
● 機能：（後部）マジックテープでサイズ調整可能
●MADE IN CHINA

⑦キャップ　WRLC521
───────
¥2,520 （本体価格 ¥2,400）

● サイズ：フリー　● 素材：フィールドセンサーメッシュ
● 機能：（後部）マジックテープでサイズ調整可能
●MADE IN CHINA

⑤サンバイザー　WRLC522
───────
¥2,835 （本体価格 ¥2,700）

● サイズ：フリー　● 素材：フィールドセンサーメッシュ
● 機能：（後部）マジックテープでサイズ調整可能
●MADE IN CHINA

⑥ウィメンズ・サンバイザー　WRLC507
───────
¥3,045 （本体価格 ¥2,900）

● サイズ：フリー　● 素材：（本体）ハイマルチポリエス
テルタフタ、（庇）ポリプロピレン
● 機能：吸汗速乾 / UVケア
●MADE IN JAPAN

③3P（アンクル）　WRLS226
──────
オープンプライス
● サイズ：23-25cm　
● 素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン
● 機能：底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN CHINA

③ウィメンズ・アームカバー　WRLB454
───────
¥2,100 （本体価格 ¥2,000）

● サイズ：M/L　● 素材：テクノファイン2WAY
● 機能：吸汗速乾 / UVケア /ストレッチ

④ウィメンズ・サンバイザー　WRLC519
───────
¥3,360 （本体価格 ¥3,200）

● サイズ：フリー　● 素材：エクスライブメッシュ
● 機能：吸汗速乾 /抗菌消臭
●MADE IN CHINA

⑤ウィメンズ・サンバイザー　WRLC512
───────
¥3,150 （本体価格 ¥3,000）

● サイズ：フリー　
● 素材：（本体）TCツイル、（庇）ポリプロピレン
● 機能：吸汗速乾 / UVケア
●MADE IN JAPAN

④3P（ショート）　WRLS221
──────
オープンプライス
● サイズ：23-25cm　
● 素材：綿、ポリエステル、ポリウレタン
● 機能：底パイル /サポーター /メッシュ
●MADE IN CHINA

BEAR

BEAR ウィメンズ・ソックス

⑤サンバイザー
・ブラック
・ネイビー
・レッド
・ホワイト

⑤ウィメンズ・
サンバイザー
・ブラック
・ネイビー
・ホワイト×ネイビー
・ホワイト×ピンク

②スポーツタオル
・ピンク
・サックス

①リストバンド
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
・ホワイト

⑥ウィメンズ・
サンバイザー
・チャコール
・ネイビー
・ホワイト

③ウィメンズ・
アームカバー
・ブラック
・ピンク
・ホワイト

④キャップ
・ブラック
・ホワイト

⑦キャップ
・ブラック
・ネイビー
・ホワイト
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④ウィメンズ・サンバイザー
・ブラック
・ピンク
・サックス
・ホワイト

①
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
・サックス

②
・ブラック
・ネイビー
・ピンク
・サックス

③
・ブラック
・ピンク
・サックス
（3足セット）

④
・ブラック
・ピンク
・サックス
（3足セット）



RG
軽量化を目的に、かかと・親指・拇
指球部に対してのみ、衝撃吸収と
反発力を発揮する形状で配備。

耐久性に優れた超微粒樹脂素材であるTPU
素材により軽量で弾性に富み、頻繁な使用
状況においても土踏まずをサポートします。

やわらかめのTPUを採用することで、
適度なサポート力を発揮します。

軽量化を図るために、メッシュアッパーを採用。

“TPU” Arch Bridge
Soft “TPU”Stable Wrap

“Mesh”Upper
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“勝つ”ための先端テクノロジー

最高のパフォーマンスのために、絶対に欠かすことができないのがシューズのサポート。
わずか一歩でもシューズによってエネルギーの蓄積、スタミナの消耗に大きな差が生ま
れるもので、ましてや１試合ともなるとその差は歴然としたものとなる。
ウイルソンのシューズは、先端“ジェル”など、次世代テクノロジーを適所に搭載。ベス
トパフォーマンスを生み出すための最適な衝撃吸収性、エナジーリターン性を有し、プ
レーヤーにエネルギーにあふれ、疲れにくい一歩をもたらしてくれる。次のステージを
目指すなら、あなたもその一歩を体験してはいかが？

衝撃吸収性能、エナジーリターン性能に優れた“ジェ
ル”。これが適度なクッション性と反発性を発揮し、ダ
イナミックな動きをサポートする。



TOUR VISION Men's
ツアー ビジョン

¥12,600（本体価格 ¥12,000）

WRS314460+ ブラック×ゴールド
WRS314890+ ユニオン・ゴールド×ブラック
WRS312110+ ホワイト×ネイビー×シルバー
WRS312910+ ホワイト×ブラック×レッド

● サイズ：25.0-29.0　　　　     　 中～上級プレイヤー  コンフォートラスト
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー＋メッシュ
　 ミッドソール：DST FOAM インソールボード＆ミッドソール＋ RGヒール＆トウインサート
　 アウトソール：デュララスト・スプリーム・ラバー

MADE IN CHINA

▶クッション性

DST FOAM
E.V.Aラバー粒子を混入した、クッション性と衝撃緩和性
に優れる素材。軽量で、反発性に優れます。

スティブル・ラップ
強度に優れるパーツで足を側面から包み込むことで、横ブレ
を軽減し、より安定したフットワークを生み出します。

デュララスト・スプリーム・ラバー
耐摩耗性に優れるラバー。アウトソールに使用しています。

WRS314460+
ブラック×ゴールド

WRS312110+
ホワイト×ネイビー×シルバー

WRS314890+
ユニオン・ゴールド×ブラック

WRS312910+
ホワイト×ブラック×レッド

MEN'S ALLCOURT
（オールコート用メンズ）

6月発売

6月発売

6月発売
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TOUR VISION OCUnisex
ツアー ビジョンOC

¥12,600（本体価格 ¥12,000） WRS314740+ ホワイト×ブラック×レッド
WRS314300+ ブラック×ホワイト×ブルー

● サイズ：22.5-29.0　　　　     　 中～上級プレイヤー  コンフォートラスト
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー＋メッシュ
　 ミッドソール：DST FOAM インソールボード＆ミッドソール＋ RGヒール＆トウインサート
　 アウトソール：デュララスト・スプリーム・ラバー

MADE IN CHINA

WRS314740+
ホワイト×ブラック×レッド

WRS314300+
ブラック×ホワイト×ブルー

UNISEX OMNICOURT
（オールコート用ユニセックス）

6月発売
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6月発売

TOUR VISION Women's
ツアー ビジョン

¥10,500（本体価格 ¥10,000）

WRS314480+ ホワイト×ユニオン・ゴールド
WRS312630+ ホワイト×シルバー×ブラック
WRS315950+ ホワイト×プール×ブラック
WRS313010+ ブラック×プール

● サイズ：22.5-25.0　    　　     　 中～上級プレイヤー  コンフォートラスト
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー＋メッシュ
　 ミッドソール：DST FOAM インソールボード＆ミッドソール＋ RGヒール＆トウインサート
　 アウトソール：デュララスト・スプリーム・ラバー

MADE IN CHINA

WRS312630+
ホワイト×シルバー×ブラック

WRS314480+
ホワイト×ユニオン・ゴールド

WRS313010+
ブラック×プール

WRS315950+
ホワイト×プール×ブラック

WOMEN'S ALLCOURT
（オールコート用ウィメンズ）

6月発売

6月発売
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TRANCE IMPACT CP Men's
トランス インパクトCP

オープンプライス WRS315700+ ホワイト×ブラック×レッド

● サイズ：25.0-29.0　    　　     　 初～中級プレイヤー  コンフォートラスト
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー
　 ミッドソール：DST FOAM インソールボード＆ミッドソール
　 アウトソール：レギュラー・ラバー

TRANCE IMPACT CP Women's
トランス インパクトCP

オープンプライス WRS314540+ ホワイト×シルバー

● サイズ：22.5-25.0　    　　     　 初～中級プレイヤー  コンフォートラスト
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー
　 ミッドソール：DST FOAM インソールボード＆ミッドソール
　 アウトソール：レギュラー・ラバー

TOUR VISON JR
ツアー ビジョン JR

¥5,460 （本体価格 ¥5,200）

WRS314140+ ホワイト×ネイビー×シルバー

● サイズ：21-23（1cm刻み）
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー＋メッシュ
　 ミッドソール： DST FOAM ヒール＆トウミッドソール
　 アウトソール：レギュラー・ラバー

TRANCE IMPACT JR
トランス インパクト JR

¥4,935 （本体価格 ¥4,700）

WRS985000+ ホワイト×ブラック×ライム
WRS985100+ブラック×レッド

● サイズ：21-23（1cm刻み）
● 素材：
　 アッパー：軽量シンセティックレザー
　 ミッドソール： DST FOAM ヒール＆トウミッドソール
　 アウトソール：レギュラー・ラバー

ADVANTAGE COURT IV Jr.
アドバンテージ コート IV Jr.

¥4,095 （本体価格 ¥3,900）

WRS0298+ ホワイト×コンフェデレート・ブルー×シルバー

● サイズ：18-22（1cm刻み）
● 素材：
　 アッパー：シンセティックレザー
　 ミッドソール：E.V.A
　 アウトソール：ラバー

ADVANTAGE COURT IV Jr. CP
アドバンテージ コート IV Jr. CP

¥4,095 （本体価格 ¥3,900）

WRS0299+ ホワイト×シアン・ブルー×グレー

● サイズ：18-22（1cm刻み）
● 素材：
　 アッパー：シンセティックレザー
　 ミッドソール：E.V.A
　 アウトソール：ラバー

ジュニアラスト ジュニアラスト ジュニアラストジュニアラスト

MADE IN VIETNAM

MADE IN VIETNAM

MADE IN CHINA MADE IN VIETNAM MADE IN CHINA MADE IN CHINA

WRS315700+
ホワイト×ブラック×レッド

WRS314540+
ホワイト×シルバー

WRS314140+
ホワイト×ネイビー×シルバー

WRS985100+
ブラック×レッド

WRS985000+
ホワイト×ブラック×ライム

WRS0299+
ホワイト×シアン・ブルー×グレー

WRS0298+
ホワイト×コンフェデレート・ブルー×シルバー

CARPET COURT
（カーペットコート用）

JUNIOR
（ジュニア用）

6月発売

6月発売
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ウイルソンのホームページでは、
さまざまな情報が手に入ります。
◆ ラケットやシューズなどのグッズを詳細に紹介
◆  W TEAMの試合結果などがすぐにわかる
　 “ウイルソン・ニュース”
◆ ここでしか見ることのできない動画や情報が満載
◆ ウイルソンスタッフが連載するブログ“W’s EYE”

W TEAMアドバイザリー・スタッフは全世界に12,000 名を超え、技術指導だけではなく、テニス
全般に関わる知識に精通しております。ウイルソン商品や技術等についてのご質問がございましたら、
お気軽にお問合せください。日本では約 900 名のアドバイザリー・スタッフが活躍しております。

商品に対するお問合せ先●保証制度

アメア スポーツ ジャパン株式会社
[カスタマーサービス]

アメア スポーツ ジャパンのテニスラケットは、お買い上げに
なった日より12ヶ月間、品質を保証するラケット保証が付
いています。商品によっては、保証書が付いてない場合が
ありますが、製品に何らかの不具合が生じた際には、お買
い求めのお店にご相談ください。それを受けて、アメア スポー
ツ ジャパン・カスタマーサービスが対応させていただきます。

〒135-0063
東京都江東区有明 3-5-7 TOC有明 ウエストタワー8F
℡ .03-3527-8731

●表示価格は消費税込みの価格、（　）内は消費税抜きの本体価格です。
●このカタログに記載されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、素材の価格変動ならびに諸般の事情により変更する場
合がございます。
●原産国について、諸般の事情により変更する場合がございます。
●このカタログの内容は 2011 年 3月現在のものです。
●製品のデザイン、仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●ラケットは、直射日光の当たる車内、炎天下のトランクなどに長時間放置しますと、フレームの変形
の原因となる事があります。

＊ウイルソン製品は米国ウイルソン社（Wilson Sporting Goods Co.）の品質基準に基づき、米国・
フランス・ドイツ・UK・ベルギー・オーストラリア・日本・台湾・中国・タイ・マレーシア・インドネシア・
ベトナム等で生産されています。

●アフターサービス

用具に関するトラブルが生じた時は、まず、お買い求めになっ
たお店にご相談ください。それを受けて、アメア スポーツ ジャ
パン・カスタマーサービスが迅速に対応いたします。

●品質を保証する3Dシール

ウイルソン・テニスラケットには、高い
品質で高性能をお約束する３Ｄシール
がフレームに貼付されています。

WILSON WEB MAGAZINE WILSON HP

W’s-EYE
　　　　 http://twitter.com/weye1

ウイルソンのスタッフによるツイッター“W's-EYE”。日々の活動やツアー情報を日々
ツイート中。こぼれ話や最新情報がつぶやかれているので、是非フォローしてみよう！

ここでしか入手できない
とっておきの情報をお届け
テニスを“MORE FUN”“MORE ENJOY”
“MORE INTEREST”“MORE EXCITE”
するために、ウイルソンがテニスクラシック
とのタイアップで発行している電子マガジン
─Wilson WEB Magazine ─。ウイルソン
×テニスクラシックならではの切り口で、最
新の情報をお届けします。毎月20日発行。

●メールマガジン購読
http://wilson-tennis.jp/
campaign/keitaimail/
※ウィルソンウェブマガジンの発行をお知らせします。

●Wilson Web Magazine は
モバイルでも同時に閲覧可能。

http://www.tennisclassic.jp/special/wilsonwebmagazine/ http://www.wilson-tennis.jp
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