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14 ラベル　

※タテとじを選択の場合、（C）裏平土手部には刺繍できません。

15 刺 繍　

1 位 置
(A）親指　(B）裏平部（二段まで）　（C）裏平土手部　(D) 小指部（薬指側）

2 ネーム書体

3 カラー

4 丸型切り抜き加工（親指付け根部分）を選ぶ

グリーン パープル

刺繍入れ価格表（P.57）をご参考ください。

・影付き文字も指定できます。
　※1カ所につき、¥1,500（税抜）が加算されます。

・重ね文字も指定できます。
　※1カ所につき、¥1,500（税抜）が加算されます。
　※重ね文字は影付き文字にはできません。

左重ね文字

センター重ね文字

右重ね文字

記入例 ) 上：Nakamura（オールドイングリッシュ体 /ネイビー）
            下：36（ブラッシュ体 /サックス）

記入例 ) 上：Tsuruoka（筆記体 /ブラック）
           下：S（活字体 /ライトゴールド）

記入例 ) 上：Tanaka（筆記体 /レッド）
            下：K（ブラッシュ体 /ライトシルバー）

※指定文字・特殊マークの場合は見積もり上、別途価格を
　加算させて頂きますのでご了承願います。

B 

710魂3
（2桁まで）

または
文字（1文字）

レッド イエロー サックス Lグリーン ピンク

    

ロイヤル ×レッド スカイ ×ロイヤル

レッド ×グリーン サックス ×ネイビー ピンク ×ブルー ブラック×ブラック ネイビー×レッド スカイ×グリーン レッド×レッド レッドゼブラ×ブラック

［WS-1］ ［WS-3］ ［WS-5］ ［WS-7］ ［WS-8］ ［WS-9］ ［WS-10］

［WS-12］ ［WS-13］ ［WS-14］ ［WS-26］ ［WS-27］ ［WS-29］ ［WS-30］

［WS-32］

ブルー×オレンジ

［WS-33］ ［WS-34］ ［WS-35］ ［WS-36］ ［WS-37］ ［WS-38］

［WP-1］ ［WP-2］ ［WP-3］ ［WP-4］ ［WP-5］ ［WP-6］ ［WP-7］ ［WP -8］

レッド×ブラック オレンジ ×ブラック パープル ×ブラック グリーン ×ブラック ブルー ×ブラック エンジ ×ネイビー

ブラック シルバー イエロー ピンク サックス レッド グリーン ロイヤル

［WS-39］ ［WS-40］

ブルー×イエロー スカイ×ブラウン パープル×サックス ロイヤル×ホワイト

［WS-41］ ［WS-42］ ［WS-43］ ［WS-44］ ［WS-45］ ［WS-46］
ピンクゼブラ×ブラック イエローゼブラ×ブラック サックスゼブラ×ブラック グリーンカモ×ブラック レッドカモ×ブラック ブルーカモ×ブラック ピンクカモ×ブラック

ネイビー×ピンク ブラック×イエロー レッド×ホワイト ブラック×ホワイト

［WS-6］

［WS-31］

［WS-25］

※ラベル番号は連番ではありませんのでご注意ください。

※大文字・小文字をご指定ください。
※刺繍の位置、文字数によって刺繍の大きさは異なります。
　大きさの指定はできません。

オールドイングリッシュ体

（活字体・大文字）
※色は黒のみ

無料特殊マーク（刺繍カラーをご指定ください）

（フチのみ）

9 芯の仕様

10 土手レースの巻き方 11 ベロ裏　

12 無料オプション　

指あて コロナカットA CB

A ホワイト B ブラック

タテとじ（改良） ヨコとじダブル

13 受球面刻印

Wilson Queen（素焼き刻印） Bear（インク刻印）　

注）

5 レースカラー

7 バインディング（へり革）

6 ウエルティング（はみだし）

8 縫い糸

※ミットは選択できません。

ブラウンライト
ゴールド グレーグリーン パープルブロンド

グレー D
ブラウン パープル

ヒンジスタイルは
基本モデルに準じます。

グレー

ゴールド シルバー

パープル ブロンド

D
ブラウン

M
グリーン

F
グリーン ライム

［タテとじ（改良）］
土手芯の小指つけ根部
をセパレートにして握り
やすく改良しました。

※ミットは選択できません。

※ミットは選択できません。

※指定のない場合は付きません。

順とじ 逆とじ

※ゴムソフト用では選択できません。

C エアフロー 吸汗性の高い
特殊成型スポンジ素材

※キャッチャーミットは対応できません。

選択の場合、
￥1,500（税抜）
が加算されます。

NEW

NEW

NEW

B
レッド

C
グレー

NEW

NEW

玉はみ切りはみ

1.　 はみだしをお選びください。 

グレー

ゴールド シルバー

パープル ブロンド

D
ブラウン

M
グリーン

F
グリーン ライム B

レッド
C

グレー

NEW

NEW

2.  カラーをお選びください。

エアフロー

ORDER  GLOVESORDER  GLOVES ｜ウイルソンクイーン  カスタムオーダーグラブ ｜ウイルソンクイーン  カスタムオーダーグラブ
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完成品の画像使用許諾欄　完成品の画像使用（弊社カタログ・WEBサイト・ソーシャルメディア）について以下の選択肢からひとつお選びください。
□ 全て承諾します　□ 氏名・チーム名以外は承諾します　□ 承諾しません

グラブ・ミットオーダーシート〔多色用〕

完成品の画像使用許諾欄　完成品の画像使用（弊社カタログ・WEBサイト・ソーシャルメディア）について以下の選択肢からひとつお選びください。
□ 全て承諾します　□ 氏名・チーム名以外は承諾します　□ 承諾しません

グラブ・ミットオーダーシート〔単色用〕

O
R

D
E

R
 G

L
O

V
E

S

※多色カラーグラブ/ミット、メタリックレザー、スネークレザー、
スーパースキンをご希望の場合、別紙（P.62）にご記入ください。

土手レースの巻き方

A. ホワイト

キャッチャーミットは選択不可

キャッチャーミットは選択不可

A.  指カバー B.  指あて C.  コロナカット

C.  エアフローB. ブラック

　ゴムソフト用は　   　 ブラックは選択不可

刺しゅう位置

裏平部

文　字 書 体 本体カラー 影カラー

（1段目）

（2段目）

革ソフト ゴムソフト

A.  Wilson Queen（素焼き刻印） B.  Bear（インク刻印）

上）

下）

丸型抜き加工

部

部
左

センター
右

重ね文字（　　）

キャッチャー/ファーストミットは選択不可

A. B. 

ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

2017 Wilson Baseball & Softballカタログ
P.56~60をご参照のうえ、ご記入ください。

キャッチャーミットは選択不可
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Ray DeMARINI (1946-2001)
レイ      ディマリニ

DeMARINI社の創始者にして、高性能バットの父。小柄なスローピッチソフトボールプレーヤー
だったレイ・ディマリニは、1980 年代当時のバットメーカーが大柄な選手に合わせたバット
しか作っていないことに不満を持ち、1989年アメリカ オレゴン州 ヒルズボロにて自らの欲求
を満たす機能的なバットの製造に乗り出す。これがDeMARINI の起源となる。

1993年、世界初のダブルウォール（二重管）バットを発売。プロ並みのバッティングを可能に
する画期的なバットとして爆発的な販売を記録した。2000年DeMARINI はWilsonと合併。
その翌年、癌の為ポートランド北西の自宅にて死去。55歳だった。

DeMARINI は彼の意志を受け継いだ技術者たちにより、その後も業界発の「HALF &HALFTM」
テクノロジーや「F2」「Vexxum」など、大ヒットシリーズをたて続けに生み出す。

「全てのプレーヤーにパフォーマンスをもたらす高性能バットを作り続ける、その目的の為に
我々は存在する。Insane Dedication to Performance （パフォーマンスの徹底追求）」を
ミッションとし、DeMARINIは現在もなお進化を遂げている。

[ 金属製 /コンポジットバット ]

[コンポジットバット トレーニングバット ]

[ 木製バット ]

① バッティングセンターやバッティングマシンでの打撃練習には適していません。
② より長くご使用いただくために、打球点が集中することを避け、打撃面をかえて打って下さい。また、使用した後は、土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。
③ バットに表示された用途にあったボールを使用して下さい。用途以外のボールに使用したり、石や地面をたたいたりしないで下さい。
    また、タイヤをたたくような練習も早期に破損等を招く原因となります。
④ 打音、打感、反発については、本体強度等の微妙な変化によって変わってくる可能性があります。
⑤ 打球部で打つように心がけて下さい。打球部を外して打つと、早期に亀裂や凹みを招くことになります。  また、先端キャップでの打撃が重なるとキャップが破損する場合があります。
⑥ コンポジットバットは構造上、一本ごとに打音の高低がありますが品質上問題はありません。

① 打球部は天然素材のため、凹んだり、割れる場合があります。
② 打球部先端やテーパー部での打撃が重なるとバットの寿命を縮める一因となります。
③ 構造上、グリップエンドに負荷がかかると取れる場合がありますのでグリップエンドで地面を叩かないで下さい。
④ グリップとの間に隙間が生じた場合は商品寿命ですので安全のためご使用をお控え下さい。

① 天然素材のため、使用頻度に関係なく凹んだり、折れる場合があります。また環境により重量が変化する場合もございます。

DeMARINI バットご使用上の注意

〔超々ジュラルミン〕

〔コンポジット〕

DeMARINI BATS TECHNOLOGY ｜ディマリニ バットテクノロジー

DeMARINI CAP ｜ディマリニ キャップ

DeMARINI MATERIAL ｜ディマリニ マテリアル

HALF & HALFTM  テクノロジー

DIVERGENCETM  バレル

TTテクノロジー

打球部とハンドル部に異素材（あるいは同素材）を組み合わせたコンポジットバット。
しなりを生み自分の限界を越える飛距離を可能にする。

D-FUSIONTM  2.0ハンドル
打球部とハンドル部のつなぎ目に取り付けることにより、ミスヒット時のしびれを軽減する効果をもたらす。
これによりヘッドスピードを落とさず最後まで振り切ることができる。

性質の異なる2つの層からなる二重管構造。各層の間にわずかな空間があり、ボールの衝撃で外管が
たわんだ瞬間に内管と接触。二重の壁の反発力で、強力なトランポリン効果を生み出す。

ダブルウォール（二重管）
管と管の間にディマリニフレックスシートを挟み込むことによりボールが当った瞬間に打球部全体がたわみ
抜群のトランポリン効果を発揮。

打球部の先端と手元の肉厚をより薄くすることにより、ボールが当たった瞬間に打球部全体がたわみ
広いスウィートスポットと高反発を実現。

LOW PRO TM    キャップ
軽量かつ硬質な素材を採用。振り抜きやすさを実現するとともに、ボールに最大限のパワーを伝えることができる。

ディッシュ

DISHTM    キャップ
インパクト時に打球部先端にかかるエネルギーをキャップの凹みで閉じ込め、芯に跳ね返す効果を与える。これに
より広いスウィートスポットと心地よい打感を生み出す。

DISH TM   WEB  キャップ
キャップの凹みで振り抜きやすさをもたらす。硬質な素材がインパクト時の力の分散を抑えることで、ボールに
最大限のパワーを伝えることができる。

GEO  キャップ
2 重構造で成型された硬度の高いキャップ。打撃時の力の分散を抑え衝撃を緩和し、振り抜きやすさと爽快な
打感を実現。

EX7 PLUS
EX7に比べ約3.3%強度をアップした素材。
肉薄設計が可能となり、たわみ量が約 5.1%アップ。
抜群のトランポリン効果と縦研磨加工との相乗効果で
強く弾く打球を生み出す。

X14TM 
バットに求められる強度と打感の良さを兼ね備えた超々
ジュラルミン。肉薄設計が可能で最高のパフォーマンス
を引き出してくれる。

EX7
強度と耐久性を兼ね備えた超々ジュラルミン。
硬く弾く打球感が特徴。 

FF2
粘りと耐久性に優れた超々ジュラルミン。
しなやかで柔らかい打感を生み出す素材。

SC4TM  
USA 大学スラッガーたちに人気がある素材。
強度と耐久性を兼ね備えた超々ジュラルミン。

n2m  キャップ
バットの振動を削減しバット本来の性能を増大。

PARAFLEXTM  コンポジット
従来品より22%強度をアップした新コンポジット素材。
硬く弾く打感が特徴。

PARADOXTM  コンポジット
硬いのにすぐ馴染み、柔らかい打感を与えつつも頑丈。
一見相反する要素を併せ持つコンポジット素材。

ロー         プロ

ディッシュ  　　　　ウェブ

ジオ

エヌツーエム

パラフレックス

イーエックスセブン プラス

イーエックスセブン

パラドックス

エックス

エフエフツー

エスシーフォー

ハーフアンドハーフ

ディーフュージョン

ディバージェンス

ティーティー

内管
外管

空間
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トップバランスながら振りやすい理想のモデル。

操作性に優れたミドルバランスモデル。

独自素材により柔らかめの打感を実現。

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

WTDXJHQVO

WTDXJHQVE

WTDXJHQVX
ディマリニ・ヴードゥ
一般硬式用

ディマリニ・ヴァーサス
一般硬式用

ディマリニ・ベクサム
一般硬式用

　　¥30,000（税抜）

　　¥30,000（税抜）

　　¥30,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）
                              8490（84cm-900g 以上）
■カラー：ブラック　
■素   材：EX7 PLUS（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■トップバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7751

■サイズ：φ67mm　82590（82.5cm-900g 以上） 
                               83590（83.5cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　84590（84.5cm-900g 以上）
■カラー：シルバー　
■素　材：EX7 PLUS（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■ミドルバランス　
■日本製
■グリップテープ：WTA7746

■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　8490（84cm-900g 以上）
■カラー：イエローゴールド　
■素   材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■セミトップバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

日米共同開発

NEW

NEW

NEW

打球部両端の肉厚をわずかに薄くしてボールが当たった際に
たわみやすくしたのが「TTテクノロジー」。
たわむことでボールの反発力が大きくなり飛距離
が出る、ディマリニ独自のテクノロジーです。
これを改良し、17年モデルの一般・
中学硬式ワンピースバットでは、
打球部の肉厚に更なる調整を加える
ことでよりたわみやすくなる範囲を
拡大。つまり、スウィートスポットを
拡大することに成功しました。
高速変化球に対応したパフォー
マンスを実感してください。

BASEBALL
BATS

KENJI
MAEMURA

ウイルソン ・チームスポーツ/バット開発担当   前村   健司

打球部両端の肉厚をわずかに薄くしてボールが当たった際に
たわみやすくしたのが「TTテクノロジー」。
たわむことでボールの反発力が大きくなり飛距離
が出る、ディマリニ独自のテクノロジーです。
これを改良し、17年モデルの一般・

打球部の肉厚に更なる調整を加える
ことでよりたわみやすくなる範囲を

スウィートスポットを

KENJI
MAEMURA

バット開発担当   前村   健司

WTDXJHQVO

ディマリニ・ヴードゥ
一般硬式用

スウィートスポットが拡大して反発性能もアップ！
更なる進化を遂げたディマリニ・ヴードゥ。

イーエックスセブン プラス

EX7  PLUS
EX7に比べ約3.3％強度アップした素材。肉薄設計が可能となり、たわみ量が
約 5.1％アップ。抜群のトランポリン効果と縦研磨加工との相乗効果で強く弾く
打球を生み出す。

ティーティー

TTテクノロジー
打球部の先端と手元の肉厚をより薄くすることにより、ボールが当たった瞬間に
打球部全体がたわみ、広いスウィートスポットと高反発を実現。
従来の TTテクノロジーがバージョンアップしてパフォーマンスが更に向上。

ディッシュ　ウェブ

DISHTM WEB キャップ
キャップの凹みで振り抜きやすさをもたらす。硬質な素材がインパクト時の力の
分散を抑えることで、ボールに最大限のパワーを伝えることができる。
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70HARDBALL BATS｜一般硬式用バットHARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バットHARDBALL BATS ｜中学硬式用バット

ツーピース構造が生み出す最大級の飛び。
ディマリニが誇る中学硬式用最高位モデル。

飛び過ぎ注意!! 新素材X14　TM（超々ジュラルミン）採用で
最大級の飛びが可能に。

飛び過ぎ注意 !! 新素材PARAFLEXTMコンポジット採用の
試合専用モデル。

独自素材により柔らかめの打感を実現。

操作性に優れたミドルバランスモデル。

日米共同開発

日米共同開発

WTDXJBQDR

WTDXJLQCF

WTDXJHQVP

WTDXJHQVM

WTDXJHQVS
ディマリニ・ヴードゥ　ボーイズリーグ小学部用

ディマリニ・CF  ZEN　リトルリーグ用

ディマリニ・ヴードゥ
中学硬式用

ディマリニ・ベクサム
中学硬式用

ディマリニ・ヴァーサス
中学硬式用 　　¥32,000（税抜）

　　¥38,000（税抜）

　　¥32,000（税抜）

　　¥29,000（税抜）

　　¥29,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　7669（76cm-690g 平均）　7972（79cm-720g 平均）
 　　　　　 8275（82cm-750g 平均）
■カラー：オレンジ
■素　材：打球部／X14（超々ジュラルミン） 　
 　ハンドル部／ PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製
■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ57mm　7659（76cm-590g 平均） 　7962（79cm-620g 平均）
                              8265（82cm-650g 平均）
■カラー：ブルー　
■素　材：打球部／ PARAFLEXコンポジット　
           　 ハンドル部／ PARAFLEXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ67mm　8281（82cm-810g 平均）
　　　　　　　　　　8382（83cm-820g 平均）
　　　　　　　　　　8483（84cm-830g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：打球部／EX7（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
　　　　　ハンドル部／PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7746

■サイズ：φ67mm　8382（83cm-820g 平均）
　　　　　　　　　　8483（84cm-830g 平均）
■カラー：イエローゴールド　
■素　材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■セミトップバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

■サイズ：φ67mm　81578（81.5cm -780g 平均）
　　　　　　　　　　82579（82.5cm-790g 平均）
　　　　　　　　　　83580（83.5cm-800g 平均）
■カラー：シルバー　
■素　材：EX7 PLUS（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■ミドルバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

HARDBALL BATS ｜リトルリーグ用バット

数量限定商品

数量限定商品

NEW NEW
NEW

NEW
NEW

発売予定
2017年2月

今年の改良ポイントは、より反発性能が高い
新アルミ素材を採用した打球部と、しなり
戻りがより早くなったコンポジットハン
ドルです。
ハーフ＆ハーフ構造はハンドル部のしなり効果
で飛距離が出る反面、球威に押されて負ける
ことがあるという声もありました。
そこで、しなり戻りを早くすることで、
インパクト時にボールを押し込める
「パワフルに弾くバット」へと進化
させました。打感、飛距離とも
過去最高レベル間違いなしです。

ウイルソン ・チームスポーツ/ 営業担当   中田   五

反発性能が高い
しなり

戻りがより早くなったコンポジットハン

ハーフ＆ハーフ構造はハンドル部のしなり効果
で飛距離が出る反面、球威に押されて負ける

そこで、しなり戻りを早くすることで、
インパクト時にボールを押し込める

中田   五

飛びの新素材X14 TM（超々ジュラルミン）を採用。
進化したNEWヴードゥ。

HALF &HALFTMテクノロジーが生み出すしなりが
限界を超える飛距離を可能にする。

エックス

X14TM

バットに求められる強度と打感の良さを兼ね備えた超々ジュラルミン。肉薄設計が
可能で最高のパフォーマンスを引き出してくれる。

イーエックスセブン

EX7 
強度と耐久性を兼ね備えた超々ジュラルミン。硬く弾く打球感が特徴。縦研磨
加工によりボールに強烈なスピンをかける事ができる。

ティーティー

TTテクノロジー
打球部の先端と手元の肉厚をより薄くすることにより、ボールが当たった瞬間に
打球部全体がたわみ、広いスウィートスポットと高反発を実現。

ティーティー

TTテクノロジー
打球部の先端と手元の肉厚をより薄くすることにより、ボールが当たった瞬間に
打球部全体がたわみ、広いスウィートスポットと高反発を実現。

ロー     プロ

LOW PROTM キャップ
軽量かつ硬質な素材を採用。振り抜きやすさを実現するとともに、ボールに最大
限のパワーを伝えることができる。

ディッシュ　ウェブ

DISHTM WEB キャップ
キャップの凹みで振り抜きやすさをもたらす。硬質な素材がインパクト時の力の
分散を抑えることで、ボールに最大限のパワーを伝えることができる。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に異素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に異素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。WTDXJHQVP

ディマリニ・ヴードゥ
中学硬式用

WTDXJBQDR

ディマリニ・ヴードゥ
ボーイズリーグ小学部用

　　　　　ハーフ　　　　  アンド　　　   　 ハーフ エックス

エックス

パラフレックス
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■サイズ：φ69mm　8358（83cm-580g 平均）8459（84cm-590g 平均）
　　　　　　　　　 8560（85cm-600g 平均）
■カラー：オレンジゴールド（8358）、ブラック（8459）
　　　　　Bブラック（8560）　
■素  材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■トップバランス　■日本製　■グリップテープ：WTA7750

HARDBALL BATS｜一般硬式用バットRUBBERBALL BATS ｜一般軟式用バットHARDBALL BATS ｜硬式用木製バット

グリップエンドが大きめで全体的に太く、操作性を重視したモデル。（先端くり抜きタイプ）

全体的に細めのトップバランスモデル。

やや太めグリップでトップバランスのスラッガータイプ。（先端くり抜きタイプ）

好バランスで操作性重視タイプ。

全体的に細めで好バランス。

フレアグリップで小指を引っ掛けやすい。トップバランスでスラッガータイプ。

打球部の平行部分がやや長いのが特徴。握りやすさ、操作性を追求したフレアグリップ採用。

グリップが太めの好バランス設計。（先端くり抜きタイプ）

トップバランスながら操作性、振り抜きも追求。（先端くり抜きタイプ）

滑らかなテーパー部の形状が特徴。操作性重視タイプ。

WTDXJHQ24
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（24M型）

■サイズ： 8490（84cm-900g 平均）　
              8591（85cm-910g 平均）　
　　　　　8692（86cm-920g 平均）
■ミドルバランス

WTDXJHP12
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（12T型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）　
　　　　　8591（85cm-910g 平均）
■トップバランス

WTDXJHP13
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（13T型）

■サイズ：8389（83cm-890g 平均）　   
              8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）　
              8692（86cm-920g 平均）
■トップバランス

WTDXJHP14
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（14M型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）
■ミドルバランス

WTDXJHP16
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（16T型）

■サイズ：8389（83cm-890g 平均）
              8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）       
              8692（86cm-920g 平均）
■トップバランス

WTDXJHP19
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（19T型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）　
　　　　  8591（85cm-910g 平均）　
　　　　  8692（86cm-920g 平均）
              ※ NEWサイズ （2017年2月発売予定）
■トップバランス

WTDXJHP20
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（20T型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）  
             8692（86cm-920g 平均） 
                ※NEWサイズ （2017年2月発売予定）
■トップバランス

WTDXJHP21
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（21M型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）
■ミドルバランス

WTDXJHP22
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（22T型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）  
              8591（85cm-910g 平均）  
              8692（86cm-920g 平均） 
                ※NEWサイズ （2017年2月発売予定）
■トップバランス

WTDXJHP23
ディマリニ・プロメープル　硬式用木製（23M型）

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）
              8591（85cm-910g 平均）  
             8692（86cm-920g 平均） 
                ※NEWサイズ （2017年2月発売予定）
■ミドルバランス

☆人気モデル

☆人気モデル

☆人気モデル

☆人気モデル

☆人気モデル

☆人気モデル

高校軟式野球対応モデル

軟式ボール用に開発された独自の二重管と
ツーピース構造が「運ぶ」打撃を可能にする。

高速スイングを可能にする軽量トップバランスモデル。
硬式素材FF2（超々ジュラルミン）採用。

WTDXJRQPW WTDXJRQVS
ディマリニ・フェニックス　一般軟式用 ディマリニ・ヴァーサス　一般軟式用

ディマリニ・ベクサム　一般軟式用

　　¥38,000（税抜） 　　¥16,800（税抜）
■サイズ：φ67mm　8370（83cm-700g 平均）   8471（84cm-710g 平均）
　　　　　　　　　 8572（85cm-720g 平均）
■カラー：ダークグレー　
■素  材：打球部／PARADOXコンポジット　
　　　 ハンドル部／PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7752

■サイズ：φ67mm　82565（82.5cm-650g 平均）
                             83566（83.5cm-660g 平均）
■カラー：シルバー（82565）、ブラック（83566　）　
■素  材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■ミドルバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

硬式素材FF2（超々ジュラルミン）を採用した高反発モデル。

日米共同開発

日米共同開発

NEW 発売予定
2017年2月

¥17,000（税抜）
■素　材：プロメープル
■中国製

超硬質の打感、抜群の弾き。
原木から厳選した、バラつきのないクオリティ。
ディマリニ・プロメープル。

WTDXJRQVX 　　¥15,800（税抜）

NEW
NEW

NEW

社会人及び大学野球における着色バット（黒）について（全日本野球協会アマチュア野球規則委員会）
メイプル等の散孔材のバットについてはグリップ部分（端から四五・七センチ）で木目が目視できること。なお、これまで認めていたメイプルブラックについては、2018 年から原則として使用を認めない。（すでに各チーム・選手が所持しているものに限って使用を認める。）

HALF &HALFTMテクノロジーが生み出すしなりと
軟式専用設計の二重管構造が「運ぶ」打撃を実現。

ダブルウォール（二重管）
管と管の間にディマリニフレックスシートを挟み込むことによりボールが
当った瞬間に打球部全体がたわみ、抜群のトランポリン効果を発揮。

ディッシュ

DISHTM キャップ
インパクト時に打球部先端にかかるエネルギーをキャップの凹みで閉じ
込め、芯に跳ね返す効果を与える。これにより広いスウィートスポットと
心地よい打感を生み出す。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に同素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。WTDXJRQPW

ディマリニ・フェニックス
一般軟式用

　　　　　 ハーフ　　　　    アンド　　　           ハーフ

　　　　　 エフエフツー

エフエフツー



DeM
ARINI BATS 

73

DeM
ARINI BATS 

74HARDBALL BATS｜一般硬式用バットHARDBALL BATS｜一般硬式用バット RUBBERBALL BATS ｜少年軟式用バットRUBBERBALL BATS ｜軟式用木製バット

グリップエンドが大きめで全体的に太く、操作性を重視したモデル。（先端くり抜きタイプ）

やや太めグリップでトップバランスのスラッガータイプ。（先端くり抜きタイプ）

全体的に細めで好バランス。

フレアグリップで小指を引っ掛けやすい。トップバランスでスラッガータイプ。

打球部の平行部分がやや長いのが特徴。握りやすさ、操作性を追求したフレアグリップ採用。

軟式ボール用に開発された独自の二重管と
ツーピース構造が優れた反発力を可能にする。

高速スイングを可能にする軽量トップバランスモデル。
硬式素材FF2（超々ジュラルミン）採用。

WTDXJRQPJ WTDXJRQVJ
ディマリニ・フェニックス　少年軟式用 ディマリニ・ヴァーサス　少年軟式用

　　¥36,000（税抜） 　　¥16,500（税抜）
■サイズ：φ67mm　7657（76cm-570g 平均）  7859（78cm-590g 平均）
　　　　　　　　　 8061（80cm-610g 平均）
■カラー：ブルー　
■素　材：打球部／PARADOXコンポジット　
　　　 　ハンドル部／PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7752

■サイズ：φ67mm　7956（79cm-560g 平均）  
　　　　　　　　　　8158（81cm-580g 平均）
■カラー：シルバー（7956）、ブラック（8158）　
■素　材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■ミドルバランス　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

硬式素材FF2（超々ジュラルミン）を採用した高反発モデル。

日米共同開発

日米共同開発

WTDXJRQ24
ディマリニ・プロメープル　軟式用木製（24M型）

■ミドルバランス

WTDXJRP13
ディマリニ・プロメープル　軟式用木製（13T型）

■トップバランス　

WTDXJRP16
ディマリニ・プロメープル　軟式用木製（16T型）

■トップバランス

WTDXJRP19
ディマリニ・プロメープル　軟式用木製（19T型）

■トップバランス

WTDXJRP20
ディマリニ・プロメープル　軟式用木製（20T型）

■トップバランス

■サイズ：φ69mm　7651（76cm-510g 平均） 7853（78cm-530g 平均）
　　　　　　　　　 8055（80cm-550g 平均）
■カラー：ネイビー（7651）、ブラック（7853）
              オレンジゴールド（8055）
■素　材：FF2（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■トップバランス　■日本製　■グリップテープ：WTA7750

WTDXJRQXJ
ディマリニ・ベクサム　少年軟式用

　　¥15,500（税抜）

NEW
NEW

NEW

NEW 発売予定
2017年2月

打球部のくり抜きなし！
素材が違う、弾きが違う、硬式仕様。

HALF &HALFTMテクノロジーが生み出すしなりと
少年軟式専用設計の二重管構造が優れた反発力を実現。

ダブルウォール（二重管）
管と管の間にディマリニフレックスシートを挟み込むことによりボールが
当った瞬間に打球部全体がたわみ、抜群のトランポリン効果を発揮。

ディッシュ

DISHTM キャップ
インパクト時に打球部先端にかかるエネルギーをキャップの凹みで閉じ
込め、芯に跳ね返す効果を与える。これにより広いスウィートスポットと
心地よい打感を生み出す。

ハーフアンドハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に同素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。

¥9,800（税抜）
■サイズ：8476（84cm-760g 平均）
■素　材：プロメープル
■中国製

一般的な軟式用木製バットは、打球部がくり抜かれ、空洞になっているものがほとんど。
ディマリニ・プロメープル軟式用木製バットは、独自の流通により原木の状態で確保した
上質な木材の中から選んで製作しているのでくり抜きがなくて弾きが良い。

ディマリニ・プロメープル　 一般的な軟式用木製

WTDXJRQPJ

ディマリニ・フェニックス
少年軟式用

　　　　　 ハーフ　　　　    アンド　　　           ハーフ

エフエフ ツー

エフエフツー
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■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均）  8574（85cm-740g 平均）
                              8676（86cm-760g 平均）
■カラー：ブラック
■素　材：打球部／ PARADOXコンポジット　
            　ハンドル部／ PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用（革・ゴム3号）バット　〔反発基準対応モデル〕

■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均）  8574（85cm-740g 平均）
                              8676（86cm-760g 平均）
■カラー：レッド　
■素　材：打球部／ PARADOXコンポジット　
           　 ハンドル部／ PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均）   8574（85cm-740g 平均）
　　　　　　　　　 8676（86cm-760g 平均）
■カラー：グリーン
■素　材：打球部／ PARADOXコンポジット  
           　 ハンドル部／ PARADOXコンポジット　
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

ツーピース構造とDIVERGENCETMバレルの
相乗効果で飛距離と弾きのよさを高い次元で両立。
（打球部がやや長くしなりを抑えたタイプ）

ハイテクノロジーを結集させたDIVERGENCETMバレル採用。
更なる進化を遂げたディマリニ・フェニックス。
（打球部がやや長くしなりを抑えたタイプ）

ハイテクノロジーを結集させたDIVERGENCETMバレル採用。
更なる進化を遂げたディマリニ・フェニックス。
（打球部がやや短く適度にしなるタイプ）

WTDXJSQPW WTDXJSQPF

WTDXJSOPF

　　¥45,000（税抜） 　　¥45,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均）   8574（85cm-740g 平均）
　　　　　　　　　 8676（86cm-760g 平均）
■カラー：ホワイト
■素　材：打球部／ PARADOXコンポジット  
            　ハンドル部／ PARADOXコンポジット　
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

ツーピース構造とDIVERGENCETMバレルの
相乗効果で飛距離と弾きのよさを高い次元で両立。
（打球部がやや短く適度にしなるタイプ）

ディマリニ・フェニックス
ソフトボール用（革・ゴム３号）　・反発基準対応モデル

ディマリニ・フェニックス
ソフトボール用（革・ゴム３号）　・反発基準対応モデル

ディマリニ・フェニックス
ソフトボール用（革・ゴム３号）　・反発基準対応モデル

WTDXJSOPW 　　¥45,000（税抜）

ディマリニ・フェニックス
ソフトボール用（革・ゴム３号）　・反発基準対応モデル

DIVERGENCETMバレルとは？
ディバージェンス

NEW NEW

ディバージェンス

ディバージェンス

ディバージェンス

ディバージェンス

SOFTBALL
BATS

 打音について
このバットは、打撃時にはじけたような打音がします。これは打球部
の内管と外管が、ボールの球圧により接触して生じるものであり、
「DIVERGENCETM バレル」の特色でもあります。品質に問題はござい
ませんので安心してご利用ください。

重さを感じさせない抜群の振り抜き。

インパクト時に外管が大きく
たわみ、内管に接触。

〈インパクト時〉

二重の壁の反発力で強力な
トランポリン効果を生み出す。

〈インパクト後〉

外管と内管の間にわずかな
空間がある。

〈二重管構造〉

内管

外管

空間性質の異なる2つの層からなる二重管構造。各層
の間にわずかな空間があり、ボールの衝撃で外管
がたわんだ瞬間に内管と接触。
二重の壁の反発力で、強力なトランポリン効果を
生み出す。
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■サイズ：φ57mm　8470（84cm-700g 平均）
　　　　　　　　　　8572（85cm -720g 平均）
■カラー：シルバー　
■素  材：SC4（超々ジュラルミン）　
■トップバランス　
■中国製　
■グリップテープ：WTA7747

■サイズ：φ57mm　8365（83cm-650g 平均）  
                              8467（84cm-670g 平均）
■カラー：ホワイト　
■素   材：SC4（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　
■中国製　
■グリップテープ：WTA7747

■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均）   8574（85cm-740g 平均）
　　　　　　　　　 8676（86cm-760g 平均）
■カラー：レッド
■素　材：打球部／PARADOXコンポジット　
           　 ハンドル部／PARADOXコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

■サイズ：φ50mm　7657（76cm-570g 平均）   7858（78cm-580g 平均）
　　　　　　　　　　8059（80cm-590g 平均）
■カラー：ブルー　
■素  材：SC４（超々ジュラルミン )
■ミドルバランス　■中国製　
■グリップテープ：WTA7747

■サイズ：φ57mm　8368（83cm-680g 平均）    8469（84cm-690g 平均）
■カラー：ダークグレー　
■素　材：打球部／PARAFLEXコンポジット　
　　　 　ハンドル部／PARADOXコンポジット
■セミトップバランス　■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7751

HARDBALL BATS｜一般硬式用バットHARDBALL BATS｜一般硬式用バット

新素材PARAFLEXTMコンポジット採用の、
しなり戻りを早くしたハイパフォーマンスモデル。（中高女子～高校男子向け）

DIVERGENCETMバレルとハーフ&ハーフの相乗効果で
ボールを力強く弾き返す。（高校男子～一般向け）

SC4（超々ジュラルミン）採用のコストパフォーマンスモデル。
（ジュニア用ボトルタイプ）

SC4（超々ジュラルミン）採用のコストパフォーマンスモデル。
（スタンダードタイプ）

SC4（超々ジュラルミン）採用のコストパフォーマンスモデル。
（ボトルタイプ）

WTDXJSQFIWTDXJSQPR

WTDXJSQDJWTDXJSQDS WTDXJSQDL

ディマリニ・CF9　ソフトボール用（ゴム3号）
ディマリニ・フェニックス　ソフトボール用（ゴム３号）

ディマリニ・ディスタンス　ソフトボール用（2号）
ディマリニ・ディスタンス　ソフトボール用（ゴム３号） ディマリニ・ディスタンス　ソフトボール用（ゴム３号）

¥45,000（税抜）¥45,000（税抜）

¥12,000（税抜）¥13,000（税抜） ¥13,000（税抜）

新モデル

従来モデル

素早いしなり戻りで
最高の弾きと抜群の
飛距離を生み出す。

しなり戻りが遅く、
ボールにパワーが
伝わらない。

しなり戻りイメージ

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用（2号）バット

NEW NEW

NEW

発売予定
2017年2月

NEW

発売予定
2017年2月

NEW

発売予定
2017年2月

パラフレックスディバージェンス

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用（ゴム3号）バット　 SOFTBALL BATS｜ソフトボール用（ゴム3号）バット　

ウイルソン ・チームスポーツ/ 営業・販促担当　板屋   莉奈板屋   莉奈

17年モデルを打ってみてすぐに感じるのが、打感に硬さが出て
弾きが良くなったということです。ボヤけた感じが全くなく、
打ちごたえを感じるバットになっています。
しっかりした打感とハーフ＆ハーフによる適度なしなり、
そしてDIVERGENCEバレルが相まって確実に
飛距離が伸びています。このバットを使いこなせば
パフォーマンスが格段にアップすること間違い
ありません。試打をした選手は一言「ヤバい」。
力のある一般男子には特におすすめです。

WTDXJSQFI

ディマリニ・CF9
ソフトボール用（ゴム3号）

WTDXJSQPR

ディマリニ・フェニックス
ソフトボール用（ゴム3号）

新素材PARAFLEXTMコンポジット採用。
素早いしなり戻りでCFシリーズ最高の弾きを実現。（中高女子～高校男子向け）

DIVERGENCETMバレルとHALF&HALFTMの相乗効果で、
ボールを力強く弾き返す。（高校男子～一般向け）

ディッシュ

ディバージェンス

DISHTM キャップ

DIVERGENCETM バレル

インパクト時に打球部先端にかかるエネルギーをキャップの凹みで閉じ
込め、芯に跳ね返す効果を与える。これにより広いスウィートスポットと
心地よい打感を生み出す。

性質の異なる2 つの層からなる二重管構造。各層の間にわずかな空間が
あり、ボールの衝撃で外管がたわんだ瞬間に内管と接触。二重の壁の
反発力で、強力なトランポリン効果を生み出す。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に同素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM
打球部とハンドル部に異素材を組み合わせたコンポジットバット。しなりを
生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。

ダブルウォール（二重管）
管と管の間にディマリニフレックスシートを挟み込むことによりボールが
当った瞬間に打球部全体がたわみ、抜群のトランポリン効果を発揮。

　ロー 　プロ

LOW PROTM キャップ
軽量かつ硬質な素材を採用。振り抜きやすさを実現するとともに、ボール
に最大限のパワーを伝えることができる。

パラフレックス

PARAFLEXTM コンポジット
従来品より22%強度をアップした新コンポジット素材。硬く弾く打感が特徴。

ディバージェンス ハーフ　　　　アンド　　　　ハーフ パラフレックス

エスシーフォー

エスシーフォーエスシーフォー
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■サイズ：8410（84cm-1,000g 平均）　■カラー：ブラック
■素　材：打球部／カナディアンメープル＋コンポジット　
　　　　　ハンドル部／ウレタン＋コンポジット
■日本製

■サイズ：8382（83cm-820g 平均）　8483（84cm-830g 平均）
■カラー：バーガンディ（8382）、ブラック（8483）　
■素　材：バンブー貼り合わせ
■中国製

■サイズ：8490（84cm-900g 平均）、8592（85cm-920g 平均）　■カラー：ナチュラルレッドリング（8490）、ブラック（8490）、ナチュラルシルバーリング（8592）、ブラウン（8592）
■素　材：打球部／カナディアンメープル＋コンポジット　 ハンドル部／ウレタン＋コンポジット　■日本製

打撃時のしびれを解消するために生まれた
コンポジット・トレーニングバット。
毎日の練習に最適 !

打撃時のしびれを解消するために生まれた
コンポジット・トレーニングバット。
毎日の練習に最適 !（重量タイプ）

実打撃可能。
振り抜き重視の好バランス設計。

実打撃可能な
軽量トレーニングバット。

太めグリップのコストパフォーマンスモデル。
（硬式・軟式・ソフトボール可）

WTDXJTQWC

WTDXJTQWB

ディマリニ・プロメープルコンポジット トレーニング

ディマリニ・プロメープルコンポジット トレーニング ディマリニ・ トレーニング

　　オープンプライス

オープンプライス

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）
■素　材：バンブー・メープル貼り合せ
■中国製

WTDXJHNLM
ディマリニ・ ラミバット

　¥8,500（税抜）

WTDXJHQTR 　　¥8,000（税抜）

ディマリニ・ ファンゴ

■サイズ：8663（86cm-630g 平均）　89645（89cm-645g 平均）　9166（91cm-660g 平均）
■カラー：ブラック×Pレッドロゴ（8663）、ブラック× Pシルバーロゴ（89645）
　　　　　ブラック×ゴールドロゴ（9166）
■素　材：DX1（超々ジュラルミン）　■中国製　■グリップテープ：WTA7751

WTDXJTMFN 　　¥9,500（税抜）

BAT  ACCESSORIES ｜バットアクセサリー

■サイズ： 長さ／99cm　幅／25mm　厚さ／1.8mm
■ハードタッチタイプ　■出荷単位：6個　■台湾製
※高校野球公式戦には使用できません。

WTA7750
リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）
■サイズ： 長さ／99cm　幅／25mm　厚さ／1.8mm
■ソフトタッチタイプ　■出荷単位：6個　■台湾製
※高校野球公式戦には使用できません。

WTA7752
リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）

ブラック×オレンジ シルバーブラック×イエロー

摩擦に強く、
しっとりとした握り心地が長持ち。

肉厚のウエットタイプで
フィット感抜群。

■サイズ：長さ／99cm　幅／25mm　厚さ／1.5mm　 
■ソフトタッチタイプ　 ■出荷単位：6個　 ■台湾製
※ホワイト(01)は、高校野球公式戦には使用できません。

WTA7746
リプレースメントグリップ

　¥800（税抜）

ブラック（00） ホワイト（01） タン（02）

クッション性、すべりにくさ、グリップ力を兼ね備えた人気モデル。

■サイズ： 長さ／104cm　幅／23mm　厚さ／1.3mm
■ハードタッチタイプ　■出荷単位：6個　
■台湾製

WTA7751
リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）

ブラック タン

薄め、幅狭で握りやすい。
人気のエンボス調グリップ。

■サイズ：長さ／99cm　幅／25mm　厚さ／1.8mm
■ソフトタッチタイプ　■出荷単位：6個　■台湾製
※高校野球公式戦には使用できません。

WTA7747
リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）

ゴールド

肉厚で凸凹があり、
握りやすいゴールドグリップ。

NEW

NEW
NEW

FUNGO BATS ｜ノック用バット

WTDXJTQWC

ディマリニ・プロメープルコンポジット
トレーニング

打撃時のしびれを解消するために生まれたコンポジット・トレーニングバット。
毎日の練習に最適 !

プロメープル木製バレル
コンポジット芯の周りにメープル材を張り合わせ、堅くて丈夫な打球部を
形成。

②

コンポジット芯
バットの骨格部分に強くてしなやかなコンポジット素材を使用。

①

テーパー部からグリップエンドまでの全面をウレタンで成形。
振動を遮断して、しびれを緩和する。

ウレタングリップ③

②

①

③
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素手感覚。汗をかくほどすべらない。
ノンストレス設計＆特殊素材採用の進化版FITTEモデル。

ヒラ側裏面に二重加工を施した、元祖「すべらない」手袋。
コロナカットでデザイン性も追求。

フィッテ

レッド×ネイビー
（WTAFG0303）

ホワイト
（WTAFG0301）
高校野球対応モデル

ブラック×レッド
（WTAFG0302）

元祖 すべらない手袋

ノンストレス設計

Non Stress & Fitの秘密

ヒラ面に使用した超
極細「ナノフロントⓇ」
素材が、繊維表面の
凸凹で水分を吸収し、
滑り止めの効果を発
揮。汗を味方につけて、
グラブとの一体感を高
める。

甲側にストレッチ素材
を一枚仕立てで使用。
生地の重ね合わせや
ベルクロがなく、厚み
が均一で縫い目もなし。
甲側が皮膚のように
自然に伸縮し動きを
妨げない。
だから「ノンストレス」

※「ナノフロントⓇ」は、帝人 
   株式会社の登録商標 
   および商品名です。

■左手用 / 右手用
■サイズ： JM、JL（ジュニアサイズ）
　　　　　S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（WTAFG0201）
　　　　　ブラック（WTAFG0202）
　　　　　ホワイト×ブラック（WTAFG0203）
　　　　　ブラック×レッド（WTAFG0204）
　　　　　ホワイト×ネイビー（WTAFG0205）
■素　材：合成皮革、ポリエステル
■ウォッシャブル　
■中国製　

ウイルソン   守備用グラブ（片手用）
ジュニアサイズ対応モデル

WTAFG0201-0205 ¥2,300（税抜）

■左手用 /右手用
■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（WTAFG0301）
　　　　　ブラック×レッド （WTAFG0302）　
　　　　　レッド × ネイビー （WTAFG0303）
■素　材：合成皮革、ポリエステル　
■ウォッシャブル　
■インドネシア製

WTAFG0301-0303
ウイルソン   守備用グラブ（片手用）

¥2,500（税抜）

EQUIPMENT ｜守備用グラブ

ホワイト×ネイビー
（WTAFG0205）

ブラック×レッド
（WTAFG0204）

ホワイト×ブラック
（WTAFG0203）

ホワイト
（WTAFG0201）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTAFG0202）
高校野球対応モデル

元祖 すべらない手袋
フィット力最重視設計

ヒラ側内面に粘着性の高い
合皮を縫い付けた。これに
より、すべりを抑えると共に、
最も破れやすい箇所を補強
する役割を果たす。

BATTING &
FIELDING GLOVES

※右手用は数量限定商品です。

※右手用、ジュニアサイズは数量限定商品です。

ブラック×レッド レッド×ネイビーブラック×レッド レッド×ネイビーレッド×ネイビー

ブラック×レッド
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甲側の伸縮性を高めたノンストレス設計。
ヒラ側表裏にすべらない工夫を凝らした進化版GRITEモデル。

「フローティング構造」で手の甲のつっぱり感なし。
フィット感と高いグリップ力を備えたモデル。

グリテ

ブラック× レッド
（WTABG0703）

ブラック×レッド
（WTABG0603）

ホワイト
（WTABG0701）
高校野球対応モデル

レッド× ネイビー
（WTABG0704）

ホワイト
（WTABG0601）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG0702）
高校野球対応モデル

ネイビー× レッド
（WTABG0705）

ブラック
（WTABG0602）
高校野球対応モデル

元祖 すべらない手袋

ノンストレス設計

Non Stress & Gripの秘密

甲側にストレッチ素材を一枚
仕立てで使用。生地の重ね
合わせがなく、厚みが均一で
縫い目もなし。甲側が皮膚の
ように自然に伸縮し動きを
妨げない。
だから「ノンストレス」

ヒラ側内面に粘着性の高い
合皮を縫い付けた。これに
より、すべりを抑えると共に、
最も破れやすい箇所を補強
する役割を果たす。

■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（WTABG0601）、ブラック（WTABG0602）、ブラック ×レッド （WTABG0603）、
               レッド×ネイビー（WTABG0604）、ネイビー ×レッド（WTABG0605）
■素　材：合成皮革、ポリエステル　■シングルベルト　■ウォッシャブル　■インドネシア製

■サイズ：S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（WTABG0301）、ブラック（WTABG0302）、ホワイト×ゴールド（WTABG0303）、
               ブラック×ゴールド（WTABG0304）、レッド×ゴールド（WTABG0305）
               ネイビー ×レッド（WTABG0306）、ブラック×レッド（WTABG0307）
■素　材：合成皮革、ポリエステル　■ダブルベルト　■ウォッシャブル　■インドネシア製

WTABG0601-0605

WTABG0301-0307

ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

¥4,200（税抜）

¥3,900（税抜）

EQUIPMENT ｜バッティンググラブ EQUIPMENT ｜バッティンググラブ

レッド×ネイビー
（WTABG0604）

ネイビー×レッド
（WTABG0605）

ブラック×レッド
（WTABG0307）

ネイビー×レッド
（WTABG0306）

優れたグリップ力でパワフルなスイングを実現。
ヒラ側裏面に二重加工を施した、元祖「すべらない」手袋。

ホワイト
（WTABG0301）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG0302）
高校野球対応モデル

ホワイト×ゴールド
（WTABG0303）

ブラック×ゴールド
（WTABG0304）

レッド×ゴールド
（WTABG0305） 元祖 すべらない手袋

グリップ力最重視設計

ヒラ側内面に粘着性の高い
合皮を縫い付けた。これに
より、すべりを抑えると共に、
最も破れやすい箇所を補強
する役割を果たす。

■サイズ：JM、JL（ジュニアサイズ）
　　　　　S、M、L、XL
■カラー： ホワイト（WTABG0701）
　　　　　ブラック（WTABG0702）
　　　　　ブラック× レッド（WTABG0703）
　　　　 レッド× ネイビー（WTABG0704）
　　　　 ネイビー× レッド（WTABG0705）
■素　材： 合成皮革、ポリエステル　
■シングルベルト
■ウォッシャブル
■インドネシア製

WTABG0701-0705
ディマリニ  バッティンググラブ（両手用）
ジュニアサイズ対応モデル

¥3,000（税抜）

サイズ

cm 21-22cm19-20cm17-18cm 23-24cm 25-26cm 27cm

JM JL S M L XL

バッティング・守備用グラブのサイズについて
数値はあくまで目安となるものです。素材、カッティングの違い、モデル等によって使用感に違いがあります。
購入する際には、試着されることをお勧めいたします。

サイズの計り方

2/3

1/3

耐久性に優れ、
水洗いが可能。

手の形状に合わせて、独
自の立体裁断、立体縫製
することにより手のひらの
シワやたるみを解消。

手の甲を締めることで
さらにフィット感が高まる
ダブルベルトタイプ。

手首で止めるシングル
ベルトタイプ。

アイコンのご説明

サイズの計り方

NEW

※ジュニアサイズは数量限定商品です。

甲側フローティング構造
つっぱらない秘密

甲側本体に伸縮性の
高いストレッチ素材を
使用。それを覆う表面
生地は本体と縫い付
けず、あえて浮かせる
「フローティング構造」
を採用。これにより、 
グリップを握った際の
つっぱり感をなくし、
自由な手の動きを可能
にする。

レッド× ネイビー

ホワイト

レッド×ネイビー

ブラック
（WTABG0702）

ネイビー× レッド

ブラック

ネイビー×レッド

ブラック× レッド

ブラック×レッド

ホワイト

レッド× ネイビー

ホワイト

レッド×ネイビー

ブラック
（WTABG0702）

ネイビー× レッド

ブラック

ネイビー×レッド

ブラック× レッド
（WTABG0703）

ブラック×レッド

ホワイト ホワイト×ゴールド ブラック×ゴールドホワイト ブラック ホワイト×ゴールド ブラック×ゴールド

レッド×ゴールド ネイビー×レッド ブラック×レッドレッド×ゴールド ネイビー×レッド ブラック×レッド

甲側エンボス加工

レッド ×ネイビー 

WTABG0704
ホワイト

WTABG0701
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WTABA62
バットケース

¥4,300（税抜）
■サイズ：L92×W14（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリウレタン、ポリエステル
■中国製 

WTABA61
バットケース

¥3,500（税抜）
■サイズ：L92×W9（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリウレタン、ポリエステル
■中国製 

WTABA75
バットケース

¥5,900（税抜）
■サイズ：L92×W19（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリウレタン、ポリエステル
■中国製 

ソフトボールバット2本入可

ソフトボールバット7本入可

ソフトボールバット3本入可

1本入れ

1本入れ

5本入れ

2本入れ

2本入れ

ジュニア用 ジュニア用

ジュニア用

バット2本入れ フェンスフック付き

ネイビー（NA）

EQUIPMENT EQUIPMENT｜バットケース ｜ディマリニ / ウイルソンバッグ

WTABJ61
ジュニア用バットケース

¥3,200（税抜）
■サイズ：L84×W9（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリウレタン、ポリエステル
■中国製 

WTABJ62
ジュニア用バットケース

¥3,900（税抜）
■サイズ：L84×W14（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリウレタン、ポリエステル
■中国製 

NEW

発売予定
2017年2月

キャスター付き ポケットカバー取り外し可

WTD9105 WTD9408
DEMARINI VOODOO REBIRTH バックパック DEMARINI SPECIAL OPS バックパック

¥6,800（税抜） ¥12,800（税抜）
■サイズ：L33×W31×H52（cm）
■カラー：ブラック、ネイビー、ロイヤル、スカーレット
■素　材： ポリエステル　
■中国製 

■サイズ：L31×W37×H55（cm）
■カラー：ブラック、チャコール、ネイビー
■素　材： ポリエステル
■中国製 

WTD9104 WTA9031BL
ジュニア用  DEMARINI UPRISING バックパック Wilsonキャスターバッグ

¥3,900（税抜） ¥12,500（税抜）
■サイズ：L31×W17×H44（cm）
■カラー：ブラック、ネイビー、ロイヤル、スカーレット
■素　材： ポリエステル、PVC 　
■中国製 

■サイズ：L68×W35×H35（cm）
■カラー：ブラック
■素　材：PVC、ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製 

数量限定商品

数量限定商品

数量限定商品

撥水素材刺繍パネル

バット2本入れ 携帯電話ポケット フェンスフック付き

フェンスフック付き

バット6本入れ 刺繍パネル グラブ仕切り

ネイビー（NA）

ブラック（BL）

チャコール（CH）

ネイビー（NA）

ロイヤル（RO）

スカーレット（SC）

ブラック（BL）

キャスター付きアーム部

ブラック（BL）

ロイヤル（RO）

スカーレット（SC）

NEW

発売予定
2017年2月

NEW

発売予定
2017年2月

ネイビー（NA）

ロイヤル（RO）

スカーレット（SC）

ブラック（BL）

チャコール（CH）W
月

ネイビー（NA）

ブラック（BL）

ブラック（BL）

ネイビー（NA）

ロイヤル（RO）

スカーレット（SC）

WTD9408（ネイビー）
モデル身長178cm
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高校野球対応NPB仕様

NPB仕様

マスク全品番に使用可能

※NPBマークは入っていません。
※Wロゴが内側に入っています。
　（装着時には見えません）

J.S.B.B.仕様

※ハーネス部
   J.S.B.Bマーク入り

（ 公財）全日本軟式野球連盟

UMPIRE 
GEAR

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 2015-2017

EQUIPMENT ｜アンパイアギア（フェイスマスク・アクセサリー）

■カラー：ブラック　
■重　量：670g平均
■素　材：フレーム部／クロムモリブデン中空鋼
               パッド部／PU
■ベトナム製

■カラー：ブラック　
■重　量：650g平均
■素　材：フレーム部／中空フレーム
              パッド部／ポリエステルメッシュ布+PU
■ A、B号ボール対応　■ベトナム製　　　　　　

WTA3019SA WTA6011RB
審判用マスク（スチールフレーム） 軟式用マスク（スチールフレーム）

¥26,000（税抜） ¥26,000（税抜） ¥12,000（税抜）

■カラー：ブラック　
■重　量：620g平均
■素　材：フレーム部／チタン
　　　　　パッド部／ 天然皮革
■専用袋入り　■ベトナム製

WTA3009TBNPB
審判用マスク（チタンフレーム）

¥35,000（税抜）

■カラー：ブラック
■素　材：ポリエステル
■ベトナム製

フェイスマスク用取り替え ハーネス

WTA3927AB ¥1,500（税抜）

NEW

発売予定
2017年2月

NEW

発売予定
2017年2月

■カラー：ブラック
■素　材：形状記憶ポリウレタンパッド（内部）、
               ポリエステルメッシュ布+PU
■ベトナム製

WTA3817PU
交換用マスクパッド

¥5,500（税抜）

NEW

発売予定
2017年2月

NEW

発売予定
2017年2月

　取り替え用パッド ¥7,500（税抜）

　取り替え用パッド ¥5,500（税抜） 　取り替え用パッド ¥4,500（税抜）

■カラー：ブラック　
■重　量：670g平均
■素　材：フレーム部／クロムモリブデン中空鋼
　　　　　パッド部／ PU
■ベトナム製

WTA3019SP
審判用マスク（スチールフレーム）

NEW

発売予定
2017年2月

　取り替え用パッド ¥5,500（税抜）

ウイルソンのアンパイアギアとの出会いは24年前、アメリカの審判学校を訪れた時でした。
その訪問の際にウイルソンのチェストプロテクターと出会い、体を確実に保護してくれる
ものが大切だということを学び、使い始めました。それまでは遠征などに持ち運びがしや
すい軽いものを使っていたのですが、鎖骨に当たって酷い目にあった経験が
ありました。ウイルソンのギアはしっかりと体をサポートしてくれ、
安心感が違います。現在、チェストプロテクターはWTA3210NPを
レッグガードはWTA3450NPを使っています。
マスクは見やすさと装着感がとても大切です。
ウイルソンのマスクは視界が見やすく、きつすぎも緩すぎ
もなくちょうどいい。私はチタン（WTA3009TBNPB）を
使っていますが、ファールチップを弾いてくれる感覚があり
首への衝撃も少ないので気に入っています。
ウイルソンのギアに出会った当時日本では販売していなかったために
個人輸入していました。以来、ウイルソンのギアと共にアンパイア
人生を歩んでいます。 

日本野球機構審判員/クルーチーフ　丹波  幸一　

  NPBアンパイアインタビュー

すい軽いものを使っていたのですが、鎖骨に当たって酷い目にあった経験が
ありました。ウイルソンのギアはしっかりと体をサポートしてくれ、
安心感が違います。現在、チェストプロテクターはWTA3210NPを

ウイルソンのマスクは視界が見やすく、きつすぎも緩すぎ
もなくちょうどいい。私はチタン（WTA3009TBNPB）を
使っていますが、ファールチップを弾いてくれる感覚があり

ウイルソンのギアに出会った当時日本では販売していなかったために
個人輸入していました。以来、ウイルソンのギアと共にアンパイア

クルーチーフ　丹波  幸一　

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF 
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 
2015-2017

Wilsonは2015 -2017年NPB（日本野球
機構）アンパイアギアの公式サプライヤー
です。
安心のギアで審判員の正確なジャッジを
サポートします。

NPB仕様マスクにはハーネス部にNPB公式
マークが付いています。

※ハーネス部
   NPBマーク入り

※ハーネス部
   NPBマーク入り

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 
2015-2017

※ハーネス部
   NPBマーク入り

※ハーネス部
   NPBマーク入り

※ハーネス部
   J.S.B.Bマーク入り
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足甲カップ取り外し可 バックルスタイルバックサポート足甲カップ取り外し可 バックルスタイルバックサポート

軟式用

公式試合球 公式試合球

試合球 練習球

EQUIPMENTEQUIPMENT

APPAREL

｜硬式野球ボール（試合球）/ソフトボール（試合球・練習球）｜アンパイアギア（チェストプロテクター・レッグガード）

｜チームウェア

WTA3210NP

WTA3450NP WTA3410NP

WTA1078R

WTA3215NP
プロゴールド   チェストプロテクター

ニューゴールド   レッグガード プロゴールド   レッグガード

全日本少年硬式野球連盟   （ヤングリーグ）試合球

プロプラチナ   チェストプロテクター

¥30,000（税抜）

¥18,000（税抜） ¥15,000（税抜）

¥30,000（税抜）

¥930（税抜）

■サイズ：S-M  Ⓐ約 25cm Ⓑ約 30cm
　　　　  M-L  Ⓐ約 28cm Ⓑ約 33cm
■重　量：S-M 1100g 平均、M-L 1300g 平均
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■ベトナム製　

■サイズ：S -M　Ⓐ約 38cm Ⓑ約 53cm 
　　　　　M　-L　　Ⓐ約 41cm  Ⓑ約 57cm 
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
■ベトナム製

■サイズ：S-M（17インチ） 　 Ⓐ約 38cm 
                                         Ⓑ約 49cm
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
■ベトナム製

■素　材：天然皮革
■出荷単位：1ダース
■中国製

■サイズ：10 3/4 インチ　Ⓐ約 39cm 
                                    Ⓑ約 30cm              　
■重　量：1320g 平均
■素   材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■ベトナム製　

WTA1076R
日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球

¥930（税抜）
■素　材：天然皮革
■関東ボーイズリーグ大会、関東大会、東日本選抜大会使用球
■出荷単位：1ダース　
■中国製

WTA3250RB
軟式用アンパイアチェストプロテクター

¥18,000（税抜）
■サイズ：フリーサイズ　Ⓐ約29cm 
                                  Ⓑ約29cm
■重　量：810g 平均
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
■ベトナム製

WTA9090J WTA9611J
革ソフトボール試合球（イエロー） 革ソフトボール練習球（イエロー）

¥1,100（税抜） ¥850（税抜）
■素　材：天然皮革（ポリウレタン加工）
■（公財）日本ソフトボール協会検定球　
■ JSA規格　■コルクコア　
■出荷単位：1ダース　■中国製

■素　材：天然皮革（ポリウレタン加工）　
■ JSA規格　
■コルクコア　
■出荷単位：3ダース　■中国製

■サイズ：150 ～3L
■素　材：ポリエステル100％（ドライ）

WTPP200
ポロシャツ

¥3,500（税抜）
■サイズ：XS～XXL
■素　材：ダブルフェイス
　　　　　（表メッシュ：ポリエステル100％
　　　　　裏フラット：コットン100％）

WTPB300
ボタンダウンポロシャツ〈吸汗速乾〉

¥4,500（税抜）

■サイズ：大人用／SS～5L
　　　　　ジュニア用／120～150
■素　材：ポリエステル100％（ドライ）

アウトフィールドチームウェア

6 COLORS

13COLORS

22 COLORS WTPT100 ¥2,800（税抜）
［大人用］

WTPT100J ¥2,200（税抜）
［ジュニア用］

NPB仕様NPB仕様

NPB仕様 NPB仕様

※受注生産品（納期2週間～）

¥3,000（税抜）
取り替え用ハーネス

※WTA3210NP、
　 WTA3215NP用

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 
2015-2017

日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球

革ソフトボール練習球（イエロー）

日本少年硬式野球連盟   （ヤングリーグ）試合球

足甲カップ取り外し可 バックルスタイルバックサポート足甲カップ取り外し可 バックルスタイルバックサポート
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BATS 
&BAGS
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■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：ブラック　
■素　材：ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ67mm　8290（82cm-900g 以上）※ブラックのみ
　　　　　　　　　　 8390（83cm-900g 以上） 　8490（84cm-900g 以上）
■カラー：シルバー、ゴールド、ブラック　
■素　材：ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

TPX復活 ! 先端の肉厚を薄くして、
夏場でも振り抜きやすいバランスを実現。

TPX復活 ! 
先端の肉厚を薄くして、夏場でも振り抜きやすいバランスを実現。
フレアグリップ採用。

TPX復活 ! 先端の肉厚を薄くして、
夏場でも振り抜きやすいバランスを実現。

WTLJBB17T

WTLJBB17K

WTLJBB17M
ルイスビル  TPX 17-T　一般硬式用

ルイスビル  TPX 17-K　一般硬式用

ルイスビル  TPX 17-M　一般硬式用

　　¥30,000（税抜）

　　¥30,000（税抜）

　　¥30,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）
              　　　　　 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：シルバー、ブラック　
■素　材：ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

BATS
BASEBALL

NEW

NEW NEW

ティーピーエックス ティーピーエックス

ティーピーエックス

ティーピーエックス

ティーピーエックス

ティーピーエックス

HARDBALL BATS ｜一般硬式用バット

17T
トップバランス

17M
ミドルバランス

17K
ミドルバランス

ティーピーエックス

「現代に生まれ変わったTPX」
90年代後半、甲子園に出場した強豪チームの選手たちがこぞって使用していた
ことで注目を浴び、高校球界に一大ブームを巻き起こしたバット TPX。抜群に振
りやすくて弾きがよい、 あの TPX のパフォーマンスを再現すべく誕生したのが
17年モデル TPXシリーズです。打球部先端の肉厚をできる限り薄くし、同じ
重さとは思えない振りやすさを実現。実際に試打をした選手たちは、  
「めっちゃいい」「今日から使いたい」と好評価。どの選手も
試してすぐに違いを実感する仕上がりです。
「17Ｔ 」と「17M 」はバランス違い。
「Ｔ」は「トップバランス」、「M」は「ミドルバランス」を意味します。
「17K」は「17M」と設計的には同じミドルバランスですが、フレア
グリップを採用していることで「17M」よりもわずかに手元に
バランスを感じるモデルとなっています。

ウイルソン ・チームスポーツ/バット開発担当   前村   健司

WTL JBB17T

WTL JBB17M

  一般硬式バット比較

WTL JBB17K

ことで注目を浴び、高校球界に一大ブームを巻き起こしたバット TPX。抜群に振
りやすくて弾きがよい、 あの TPX のパフォーマンスを再現すべく誕生したのが
17年モデル TPXシリーズです。打球部先端の肉厚をできる限り薄くし、同じ

を実現。実際に試打をした選手たちは、  

「Ｔ」は「トップバランス」、「M」は「ミドルバランス」を意味します。
「17K」は「17M」と設計的には同じミドルバランスですが、フレア

前村   健司
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■サイズ：φ67mm　7867（78cm-670g 平均）　
　　　　　　　　　　8171（81cm-710g 平均）
　　　　　　　　　　8274（82cm-740g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ57mm　79595（79cm -595g 平均）　80610（80cm-610g 平均）
               　　　　　　81625（81cm- 625g 平均）
■カラー：レッド×ブラック　
■素　材：打球部・ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。 
振り抜きやすいミドルバランスモデル。

■サイズ：φ67mm　8281（82cm-810g 平均）　8384（83cm-840g 平均）
　　　　 　　　　　 8486（84cm-860g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ67mm　8382（83cm-820g 平均）　
　　　　　　　　　　8484（84cm-840g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：打球部／ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
　　　　　ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

中学硬式版TPX。
先端の肉厚を薄くして、夏場でも振り抜きやすいバランスを実現。
（軽量トップバランス）

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で反発力アップ。

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。 
100%パフォーマンスコンポジット素材採用の
高反発試合専用モデル。

中学硬式版TPX。
先端の肉厚を薄くして、夏場でも振り抜きやすいバランスを実現。

WTLJSL17T

WTLJBY17T WTLYBP917

WTLJSL17M

WTLJSL17X

ルイスビル  TPX 17-T　中学硬式用

ルイスビル  カタリストⅡ Ti　ボーイズリーグ小学部用 ルイスビル  Prime917　リトルリーグ用

ルイスビル   TPX 17-M　中学硬式用

ルイスビル  OPA　中学硬式用

　　¥29,000（税抜）

　　¥32,000（税抜） 　　¥36,000（税抜）

　　¥29,000（税抜）

　　¥32,000（税抜）

■サイズ：φ67mm　8276（82cm -760g 平均） 
              　　　　　 8380（83cm-800g 平均）
■カラー：シルバー　
■素　材：ST＋20（USA アルミ）縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

HARDBALL BATS HARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バット ｜リトルリーグ用バット  

グリップ太めで操作性を追求したモデル。（先端くり抜きタイプ）

全体に細身のストレート型トップバランスモデル。

打球部の平行部分がやや長め。トップバランスながらフレアグリップで操作性も追求。

全体的に太めの扱いやすいタイプ。（先端くり抜きタイプ）

フレア型のグリップ太めタイプ。スウィートスポットをワイド設計。（先端くり抜きタイプ）

¥13,500（税抜）〔 硬式用木製PRO STOCKシリーズ〕 次回入荷
2017年 2月予定

グリップ、打球部ともに細めのトップバランス。

グリップエンドが特徴的な、トップバランスながら振り抜きやすいモデル。

全体的に細めのフレアグリップタイプ。

グリップからテーパー部の形状が細身のトップバランスモデル。

グリップ太めのバランス重視設計モデル。

ルイスビル　硬式用木製（S318型）

■ミドルバランス

WTLNAMQ01

WTLNAMQ02
ルイスビル　硬式用木製（Y152 型）

■トップバランス

WTLNAMQ03
ルイスビル　硬式用木製（KT03型）

■トップバランス

WTLNAMQ04
ルイスビル　硬式用木製（M356型）

■セミトップバランス

WTLNAMQ05
ルイスビル　硬式用木製（MC67型）

■セミトップバランス

WTLJMP01T
ルイスビル　硬式用木製（01T型）

■トップバランス

WTLJMP02T
ルイスビル　硬式用木製（02T型）

■トップバランス

WTLJMP03T
ルイスビル　硬式用木製（03T型）

■トップバランス

WTLJMP05T
ルイスビル　硬式用木製（05T型）

■トップバランス

WTLJMP06M
ルイスビル　硬式用木製（06M型）

■ミドルバランス

NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

発売予定
2017年 1月

オパ

ティーピーエックス ティーピーエックス

ツー  ティーアイ プライム

ティーピーエックス ティーピーエックス

プロ 　　　　　　      ストック

社会人及び大学野球における着色バット（黒）について（全日本野球協会アマチュア野球規則委員会）
メイプル等の散孔材のバットについてはグリップ部分（端から四五・七センチ）で木目が目視できること。なお、これまで認めていたメイプルブラックについては、2018 年から原則として使用を認めない。（すでに各チーム・選手が所持しているものに限って使用を認める。）

HARDBALL BATS HARDBALL BATS｜中学硬式用バット ｜硬式用木製バット

■サイズ：8488（84cm-880g 平均）、8591（85cm-910g 平均）
■素　材：GENUINEメープル（北米材）　■台湾製

¥22,000（税抜）
■サイズ：8488（84cm-880g 平均）    8591（85cm-910g 平均）
■素　材：MLBメープル（北米材）　■中国製

NEW

発売予定
2017年2月

プライム

〔硬式用木製  PRIMEシリーズ〕 

米国MLBモデルと同じアメリカ北東部産メープル材。
伝統のレーザー刻印。
完全メジャー仕様の最高級木製バット。

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用を重ねる
うちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用
を重ねるうちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］
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■サイズ：φ62mm　8468（84cm-680g 平均）
                              8671（86cm- 710g 平均）
■カラー：ブラック　
■素  材：100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス　
■中国製

■サイズ：φ67mm　8365（83cm-650g 平均）　8466（84cm-660g 平均）
　　　　　　　　　　  8567（85cm-670g 平均）
■カラー：ブラック　
■素  材：AC21（USA アルミ）縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ
■中国製

■サイズ：φ67mm　8470（84cm-700g 平均）
　　　　　　　　　　 8572（85cm- 720g 平均）
■カラー：ブラック　
■素  材：100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ67mm　8365（83cm-650g 平均）
              　　　　　 8468（84cm-680g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■素  材：100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

RUBBERBALL BATS ｜少年軟式用バットRUBBERBALL BATS｜一般軟式用バット

打球部に装着した新開発のラバー素材が
ボールの変形を抑え、高反発を実現。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で反発力アップ。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトとの相乗効果で反発力アップ。

トップバランスながら軽量で操作性抜群。
超々ジュラルミン採用の高反発モデル。

WTLJJR17N WTLJJR17T

WTLJJR17A

ルイスビル　ニュートロン　少年軟式用

ルイスビル　カタリストⅡTI　少年軟式用

ルイスビル　カタリストⅡTI　少年軟式用

ルイスビル　AC21　少年軟式用

　　¥36,000（税抜）

WTLJJR17M 　　¥32,000（税抜）

　　¥32,000（税抜）

　　¥13,000（税抜）

■サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
               　　　　　 8060（80cm-600g 平均）
■カラー：レッド　
■素  材：打球部／100% パフォーマンスコンポジット＋ラバー
　　　　 ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■セミトップバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　■中国製

■サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
             　　　　　  8060（80cm-600g平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　　
■素 材：100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）　　7858（78cm-580g 平均）
              　　　　　 8060（80cm-600g平均）
■カラー：ブラック
■素  材：100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ67mm　7652（76cm-520g 平均） 7855（78cm-550g 平均）
　　　　  　　　　　 8058（80cm-580g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：AC21（USA アルミ）縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　
■中国製

打球部に装着した新開発のラバー素材が
ボールの変形を抑え、
高反発を実現。

■サイズ：φ67mm　8368（83cm-680g平均）　8471（84cm-710g 平均）
　　　　 　　　　　 8574（85cm-740g 平均）
■カラー：ホワイト　
■素  材：打球部／100% パフォーマンスコンポジット＋ラバー
　　　　  ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■セミトップバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

ルイスビル  ニュートロン　一般軟式用

WTLJRB17N 　　¥40,000（税抜）

BLACK MONSTER
アメリカで高い人気を誇るC271型採用の
ヘッドの効いた上級者向けハイスペックモデル。

WTLJRB17P
ルイスビル  Prime C271　一般軟式用

　　¥36,000（税抜）

トップバランスながら軽量で操作性抜群。
超々ジュラルミン採用の高反発モデル。

WTLJRB17A
ルイスビル　AC21　一般軟式用

　　¥14,000（税抜）

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で反発力アップ。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で反発力アップ。

WTLJRB17T WTLJRB17M
ルイスビル  カタリストⅡ TI　一般軟式用 ルイスビル  カタリストⅡ TI　一般軟式用

　　¥36,000（税抜） 　　¥36,000（税抜）

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW

コンポジット材ラバー材コンポジット材

ツー  ティーアイ ツー  ティーアイ ツー  ティーアイ

プライム ツー  ティーアイエーシー エーシー

ブラック                              モンスター

コンポジット材
ラバー材

コンポジット材

〈断面図イメージ〉

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用
を重ねるうちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］

高校軟式野球対応モデル

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用を重ねる
うちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］

少年軟式用バットを選ぶポイント

少年軟式用バットを選ぶポイント

少年軟式用バットを選ぶポイント

少年軟式用バットを選ぶポイント

少年軟式用バットを選ぶポイント

少年軟式用バットを選ぶポイント

17N

17T

17M

セミトップバランス

トップバランス

ミドルバランス

新構造の「ニュートロン」がすごい
まず注目すべきはやはり今年新発売のニュートロン「17Ｎ」 。打球部が
三層構造になっており、インパクトの際に中間層のゴム素材が
弾力ある軟式球の形状を保ったまま強力に弾くため、一言で言うと
「飛びます」。表面はコンポジットなのでバット自体は柔らかく
ありませんが、打感は柔らかめ。
他の２モデル「17Ｔ 」と「17Ｍ 」は同じ構造のバランス違いです。
打球部からハンドルにかけてのテーパー部にチタンベルトを巻き、
しなりを極力抑える設計になっています。自分の力をロスなく
ボールに伝えることができる、硬い打感のバットです。
ヘッドを効かせて飛ばすパワーヒッターには「17Ｔ」、
速球や変化球に対応しやすい、操作性と振りやすさを
重視するバッターには「17Ｍ」をおすすめします。

ウイルソン ・チームスポーツ /営業担当   志賀  雅仁

  一般用・少年用軟式コンポジットバット比較

まず注目すべきはやはり今年新発売のニュートロン「17Ｎ」 。打球部が
三層構造になっており、インパクトの際に中間層のゴム素材が

一言で言うと
。表面はコンポジットなのでバット自体は柔らかく

他の２モデル「17Ｔ 」と「17Ｍ 」は同じ構造のバランス違いです。
テーパー部にチタンベルトを巻き、

になっています。自分の力をロスなく

一
般
用

一
般
用

一
般
用

少
年
用

少
年
用

少
年
用

WTLJJR17N

WTLJJR17T

WTLJJR17M

WTLJRB17N

WTLJRB17T

WTLJRB17M
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BATS
SOFTBALL

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で飛距離アップ。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
カーボン 2 重装着の相乗効果で反発力アップ。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で飛距離アップ。

最新設計のバレルが
過去最大級のトランポリン効果を実現。
ミスヒット時のしびれを軽減 ! 

WTLJKS17T

WTLJKS17M

WTLJKS17S

WTLJKS17X

ルイスビル　カタリストⅡTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）

ルイスビル　カタリストⅡBT　ソフトボール用（革・ゴム３号）

ルイスビル　カタリストⅡTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）

■ルイスビル　LXT PLUS　ソフトボール用（革・ゴム３号）

　　¥45,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

■サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）    8471（84cm-710g 平均）
              　　　　　 8571（85cm- 710g 平均）    8574（85cm-740g 平均）
             　　　　　 8674（86cm- 740g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　■中国製

■サイズ：φ57mm　8471（84cm-710g 平均）   
             　　　　　 8572（85cm-720g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

■サイズ：φ57mm　8471（84cm-710g 平均）
              　　　　　 8474（84cm-740g 平均）
■カラー：ブラック×ホワイト　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■セミトップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ
■中国製

■サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）　8471（84cm-710g 平均）
　　　　　　　　　　 8474（84cm-740g 平均）
■カラー：ホワイト×パープル　
■素　材：打球部・ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■セミトップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　
■中国製

SOFTBALL BATS ｜ソフトボール用（革・ゴム3号）バット  〔反発基準対応モデル〕

NEW
NEW

NEW NEW

ツー  ティーアイ ツー  ティーアイ

ツー  ビィーティー エルエックスティー　プラス

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用
を重ねるうちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］

ソフトボール用（革・ゴム３号）バットを選ぶポイントソフトボール用（革・ゴム３号）バットを選ぶポイント17T
トップバランス

17S
セミトップバランス

17X
セミトップバランス

17M
ミドルバランス

４種４様「ピッタリ」の1本をさがして
まず「17Ｔ 」と「17Ｓ  」ですが、この２モデルは同じ構造のバランス違い。「17T」
はトップバランス、「17S」はセミトップバランス。
「17Ｔ」は16年モデルよりもヘッドが効いて少し重く感じるかもしれませんが、
スラッガータイプの選手であれば飛距離が期待できる魅力のバットです。
「17S」は今年チタンベルトを採用することで、よりカタさが出て
「頼りがい」のある打感へとバージョンアップ。
「17M」は私の一押しモデル。軽く感じて操作性と振りやすさ抜群。
大学生から社会人まであらゆるバッターに対応できるバットです。
扱いやすくてちゃんと飛ぶ。実は男子リーグにも支持者が多い
のです。迷ったらまずはこれから試して欲しい。
最後に「17X」。これは革ボール対応モデル初のツーピース構造で、
手のしびれを軽減してくれます。４モデルの中で最も軽く感じる
ので軽い感触を求める選手におすすめです。

ウイルソン ・チームスポーツ/ 営業・販促担当   板屋   莉奈

WTL JKS17T

WTL JKS17S

  革・ゴム３号用〔反発基準対応モデル〕バット比較

WTL JKS17X

WTL JKS17M

まず「17Ｔ 」と「17Ｓ  」ですが、この２モデルは同じ構造のバランス違い。「17T」

少し重く感じるかもしれませんが、
魅力のバットです。

「17S」は今年チタンベルトを採用することで、よりカタさが出て

。

革ボール対応モデル初のツーピース構造で、

板屋   莉奈
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最新設計のバレルが過去最大級のトランポリン効果を実現。
ミスヒット時のしびれを軽減。

ゴム専用「カタリストⅡ」がさらに進化。 
最新設計のバレルが過去最大級のトランポリン効果を実現。
グリップ細めのトップバランス。

最新の薄型カーボンコンポジット素材と
チタンベルトの相乗効果で反発力アップ。

C1Cコンポジット採用のコストパフォーマンスモデル。
振り抜きやすいボトルバレル。

ゴム専用「カタリストⅡ」がさらに進化。 
最新設計のバレルが過去最大級のトランポリン効果を実現。

WTLJGS17X

WTLJGS17T

WTLJYS17M

WTLJGS17L

WTLJGS17M

ルイスビル　LXT PLUS　ソフトボール用（ゴム３号）

ルイスビル　カタリストⅡTI　ソフトボール用（ゴム３号）

ルイスビル　カタリストⅡTI　ソフトボール用（２号）

ルイスビル　C1C　LINA　ソフトボール用（ゴム３号）

ルイスビル　カタリストⅡBT　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥45,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

　　¥32,000（税抜）

　　¥27,000（税抜）

　　¥45,000（税抜）

■サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均） 　8471（84cm- 710g 平均） 
■カラー：ホワイト　
■素　材：打球部・ハンドル部／100% パフォーマンスコンポジット
■セミトップバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ
■中国製

■サイズ：φ57mm　8362（83cm-620g 平均）　 8465（84cm-650g平均）
             　　　　　 8468（84cm-680g 平均）　 　8471（84cm-710g 平均）
              　　　　　 8571（85cm- 710g 平均）　 8574（85cm-740g 平均）
　　　　　　　　　　 8677（86cm- 770g 平均）　
■カラー：ブラック　■トップバランス　　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　■中国製

■サイズ：φ50mm　7858（78cm -580g 平均） 8060（80cm-600g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　■素材：100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　■中国製

■サイズ：φ57mm　8364（83cm -640g 平均）
■カラー：ホワイト　
■素　材：C1Cコンポジット
■ミドルバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ
■中国製

■サイズ：φ57mm　8470（84cm-700g 平均）
　　　　 　　　　　  8474（84cm-740g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■素　材：100% パフォーマンスコンポジット
■ミドルバランス
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ
■中国製

SOFTBALL BATS ｜ソフトボール用（2号）バット  

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

ツー  ティーアイ

エルエックスティー  プラス

ツー  ビーティー

シーワンシー　リナ

ツー  ティーアイ

ツーツー

シーワンシー

BAGS

打撃時の衝撃をより緩和するため、ジョイント（つなぎ目）は固定されておらず、若干の遊びを設けております。そのため使用
を重ねるうちに打音、打感に微妙な変化が生じることがありますが、品質上問題はありません。［ ］ BAGS ｜バッグ AN OFFICIAL EQUIPMENT BAG LICENSEE

OF MAJOR LEAGUE BASEBALL

WTLBA61RD WTLBA64RD
バットケース バットケース

　　¥3,000（税抜） 　　¥5,500（税抜）
■サイズ：L92×W9 (cm）
■カラー：ブラック×レッド
■素　材：PU、ポリエステル　
■中国製

■サイズ：L92×W15 (cm) 
■カラー：ブラック×レッド
■素　材：PU、ポリエステル　
■中国製

ソフトボールバット 2本入れ可 ソフトボールバット 5本入れ可1本入れ 4本入れ
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刺繍パネル キャッチャーギア収納可バット4本入れ フェンスフック付き

ブラック（BL）

スカーレット（SC）

WTL9502
シリーズ5　RIG WHEELED BAG

¥9,800（税抜）
■サイズ：L94×W45×H31（cm）　
■カラー：ブラック、スカーレット　
■素　材：ポリエステル　
■中国製

リグ ホイールド バッグ

数量限定商品

NEW

発売予定
2017年2月

WE MAKE EQUIPMENT THAT LET ATHLETES
PERFORM AT THE HIGHEST LEVEL POSSIBLE.

ブラック（BL）

スカーレット（SC）

スカーレット（SR）

ブラック（BK） ロイヤル（RL）ネイビー（NV）

フェンスフック付き 刺繍パネルバット2本入れ 保護ポケット付き

WTLEBS7SP6
シリーズ 7　STICK PACK

¥7,900（税抜）
■サイズ：L33×W23×H48（cm）　
■カラー：ブラック、ネイビー、ロイヤル、スカーレット　
■素　材：ポリエステル　
■中国製

数量限定商品

スカーレット（SR）スカーレット（SR）

ネイビー（NV） ブラック（BK） ロイヤル（RL）

スカーレット（SR）スカーレット（SR）ブラック（BL）

バット2本入れ フェンスフック付き

ロイヤル（RO） ネイビー（NA）スカーレット（SC）

〈使用例〉

数量限定商品WTL9501
シリーズ5　STICK PACK

¥5,800（税抜）
■サイズ：L31×W19×H45（cm）　
■カラー：ブラック、ネイビー、ロイヤル、スカーレット　
■素　材：ポリエステル　
■中国製

スティック   パック

NEW

発売予定
2017年2月

〈使用例〉 ブラック（BL）

スカーレット（SC） ロイヤル（RO） ネイビー（NA）

数量限定商品

バット2本入れ フェンスフック付き

ジュニア用

WTLEBS3SP6
シリーズ3　STICK PACK

¥3,900（税抜）
■サイズ：L29×W17×H42（cm）　
■カラー：ブラック、ネイビー、ロイヤル、スカーレット　
■素　材：ポリエステル　
■中国製

スティック   パック

ネイビー（NV）

スカーレット（SR） ロイヤル（RL）ブラック（BK）

ネイビー（NV）ネイビー（NV）ネイビー（NV）

スティック   パック


