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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

※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、多色用オーダーシートにご記入ください。

土手レースの巻き方

A. ホワイト

キャッチャー/ファーストミットは選択不可

キャッチャー/ファーストミットは選択不可

キャッチャー/ファーストミットは選択不可

A. 指カバー B.  指あて C. クロスロックレース

D. 背面紐 E. コロナカット

B.ブラック C. エアフロー

A. 

B. 

刺しゅう位置

裏平部

部

部

左
センター
右

上）

下）

文字 書 体 本体カラー 影カラー

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

無料オプション

受球面刻印

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

＊デュアルグラブは「D. 背面紐」を選べません。

・

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

　グラブ オーダーシート〔単色用〕
（デュアルグラブ共通）

ゴムソフト革ソフト硬  式 軟  式

2019 Wilson Baseball & SoftballカタログP.39～50をご参照のうえ、ご記入ください。

カ
ラ
ー

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.

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

年　　月　　日

レースカラー

と

じ

刺しゅう位置

裏平部

書 体 本体カラー 影カラー

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

切りはみ
玉はみ

部

上）

下）

カラー・素材をご記入ください

部
左

センター
右

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

①②

③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

⑬

受球面カラー

文字 注）親指・背面指部分の刺しゅうには
スペースの制限がありますのでご注意ください。

＊デュアルグラブは「D. 背面紐」を選べません。

　

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

デュアルグラブ オーダーシート〔多色用〕

D1・DP・S5・S6
硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

順とじ 逆とじ

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.
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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

刺しゅう位置

裏平部

書 体 本体カラー 影カラー

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

切りはみ
玉はみ

部

上）

下）

カラー・素材をご記入ください

部
左

センター
右

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭ ①②

③

④
⑤⑥⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫
⑬

⑭

受球面カラー

文字 注）親指・背面指部分の刺しゅうには
スペースの制限がありますのでご注意ください。

レースカラー

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

年　　月　　日

DU・S1・SU・S7
D5・DL・D7・D8

※S1型は小指掛け紐を選択できません。

デュアルグラブ オーダーシート〔多色用〕

　硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

と

じ
順とじ 逆とじ

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.

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

年　　月　　日

D6・DK

裏平部

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

切りはみ
玉はみ

部

上）

下）

カラー・素材をご記入ください

部
左

センター
右

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

⑧
⑮

①②

③

④
⑤

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑬
⑭

受球面カラー

⑮

刺しゅう位置 書 体 本体カラー 影カラー文字 注）親指・背面指部分の刺しゅうには
スペースの制限がありますのでご注意ください。

＊デュアルグラブは「D. 背面紐」を選べません。

レースカラー

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

デュアルグラブ オーダーシート〔多色用〕

　硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.

と

じ
順とじ 逆とじ
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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

刺しゅう位置

裏平部

書 体 本体カラー 影カラー

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

切りはみ
玉はみ

部

上）

下）

カラー・素材をご記入ください

部
左

センター
右

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

文字 注）親指・背面指部分の刺しゅうには
スペースの制限がありますのでご注意ください。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
①②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩
⑪

⑫

受球面カラー

＊デュアルグラブは「D. 背面紐」を選べません。

レースカラー

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

年　　月　　日

DO

デュアルグラブ オーダーシート〔多色用〕

硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.

と

じ
順とじ 逆とじ

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

年　　月　　日

※　は指出し部の周り（スーパースキン、スネークレザーは不可）

＜4Y型 ＞

刺しゅう位置

裏平部

文字 書 体 本体カラー 影カラー

丸型抜き加工

（1段目）

（2段目）

切りはみ
玉はみ

部

上）

下）

カラー・素材をご記入ください

部
左

センター
右

重ね文字（　　）
ベアマーク

ベアカラー：

［　　  　 ］
台カラー：

［　　  　 ］

番号または文字

レースカラー

価

格
　 オプション

合　　計

本　　体

¥

¥

納  期 予  定

¥

グラブ オーダーシート〔多色用〕

硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

と

じ
順とじ 逆とじ

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.
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年　　月　　日

ファーストミット オーダーシート〔多色用〕

硬式　/　軟式　/　革ソフト　/　ゴムソフト 

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.

年　　月　　日

キャッチャーミット オーダーシート〔多色用〕

＜2B型 ＞

＜2Z型 ＞＜2P型 ＞

＜ST・2S・2L型 ＞

　　Wilson Staff
　　  　（素焼き刻印）    
A. 

　女子ソフトボール専用
       Wilson Queen
　　　（素焼き刻印）              

　　  Bear
       　（インク刻印）
B.
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DeMARINI TECHNOLOGYDeMARINI TECHNOLOGYDeMARINI TECHNOLOGY
ディマリニ  テクノロジーディマリニ  テクノロジーディマリニ  テクノロジー

DeMARINI MATERIALDeMARINI MATERIALDeMARINI MATERIAL
ディマリニ  マテリアルディマリニ  マテリアルディマリニ  マテリアル

DeMARINI CAPDeMARINI CAPDeMARINI CAP
ディマリニ  キャップディマリニ  キャップディマリニ  キャップ

HALF & HALF TM  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。

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、ボールが当た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。

ハーフアンドハーフ

PARAFLEXTM  PLUS
   コンポジット
打球部、ハンドル部のどちらに使用し
ても安定したパフォーマンスをもたらす
ように最適温度で一定時間成型された
ディマリニ独自のコンポジット素材。

パラフレックス

3FUSIONTM   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緩和し、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。

スリーフュージョン

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。

DIVERGENCETM   バレル
ディバージェンス

TT TM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

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。

エスシーフォー

内管
外管

空間

3FUSIONTM   キャップ
打撃時の力の分散を抑え、
衝撃を緩和し爽快な打感を
実現。

スリーフュージョン

3FUSION   DISH キャップ
従来品より約13%軽量化されたキャップ。
キャップの凹みと相まって更なる振り
抜きやすさをもたらす。また硬質の素材
がインパクト時の力の分散を抑えるた
め、ボールに最大限のパワーを伝える
ことができる。

スリーフュージョン 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。

ディッシュ

DISHTM   WEB キャップ
キャップの凹みが振り抜き
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
を抑えるため、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

n2mTM  キャップ
バットの振動を削減しバット
本来の性能を増大させる。

エヌツーエム

TT TMテクノロジーWIDE加工
「TTテクノロジー」がバージョンアップ。「TTテクノ
ロジー」適用範囲をより広く、肉厚をより薄くする
ことでたわみ量が増し、スウィートスポットが更に
拡大。反発性能も同時に向上。

ティーティー ワイド

NEW

JX14

強度と打感の良さを兼ね備
えた超々ジュラルミン。柔ら
かくバットに吸い付くような
打感が特徴。

ジェイエックスプラス

NEW

[コンポジット トレーニングバット ]

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、打撃面を変えて打ってください。また、使用した後は、土、砂、石灰などを
　きれいに拭いてください。
③ バットに表示された用途にあったボールを使用してください。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ください。
    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ください。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。

金属製/コンポジットバットには寿命があります。ご使用方法によっては耐久期間を縮める原因となりますので十分ご注意ください。

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ください。
④ グリップエンドと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ください。

DeMARINI バットご使用上の注意

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、癌のため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ため、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。

WE VALUE 
AN INSANE DEDICATION 
TO PERFORMANCE.

[金属製 /コンポジットバット ]

従来品より約22%強度をアッ
プしたコンポジット素材。硬く
弾く打感が特徴。

PARAFLEXTM

　コンポジット

パラフレックス

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
を引き出す。

エックス
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WTDXJHSVM
ディマリニ・ヴードゥ MP19
一般硬式用

　　¥30,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　 82590（82.5cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　83590（83.5cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　84590（84.5cm-900g 以上）※Dブラックのみ
■カラー：Bシルバー、Dブラック　
■素　材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

WTDXJHSVT
ディマリニ・ヴードゥ TS19
一般硬式用

　　¥30,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　8390（83cm -900g 以上）
　　　　　　　　　　8490（84cm-900g 以上）
■カラー：Dブラック、イエローゴールド　
■素　材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ
■日本製　
■グリップテープ：WTA7751

HARDBALL BATS｜一般硬式用バット

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
振り抜けるトップバランスモデル。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
パワーヒッター向けミドルバランスモデル。

日米共同開発日米共同開発

新軽量キャップ「3FUSION DISH キャップ」を採用し
更なる振り抜きを追求したディマリニ・ヴードゥ。

スリーフュージョン ディッシュ

「TTテクノロジー」と「TTW」反発係数比較

VOODOO TS19
ヴードゥ

WTDXJHSVT

VOODOO MP19
ヴードゥ

WTDXJHSVM

　打球部の両端とスウィートスポットで金属の厚
みを変えることで、より大きな反発力を生み出す
「TTテクノロジー」。ディマリニ・ヴ―ドゥはさらに
スウィートスポット幅を広げた「TTW」を採用する
など、常に進化を続けている。2019年モデルでは、
アメリカ DeMARINI 工場が開発した約 27g の
超軽量キャップ「3FUSION DISH キャップ」と
「 TTW 」により、振り抜き感が格段にアップ
した。
　この「 3FUSION DISH キャップ」は従来より硬
い素材を使用しており、打球部の「たわみ」をより
速く戻す効果も生み出す。振り抜きの良さと広い
スウィートスポットを同時に実現したのが、2019
年版ディマリニ・ヴ―ドゥの大きな特徴だ。

 振り抜ける
トップバランスモデル。

パワーヒッター向け
ミドルバランスモデル。
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WTDXJHSVL
ディマリニ・ヴードゥ ML19
中学硬式用

　　¥29,000（税抜）
■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：Dブラック
■素　材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■ミドルライトバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

WTDXJHSVP WTDXJHSVD
ディマリニ・ヴードゥ TS19  H&H 
中学硬式用

ディマリニ・ヴードゥ MP19  H&H
中学硬式用

　　¥32,000（税抜） 　　¥32,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　8279（82cm -790g 平均）　8380（83cm-800g 平均）
　　　　　　　　　　8481（84cm-810g 平均）
■カラー：Dブラック×ゴールド　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
　　　　　ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

■サイズ：φ67mm　8282（82cm-820g 平均） 8383（83cm-830g 平均）
　　　　　　　　　　8484（84cm-840g 平均）
■カラー：Bシルバー×ブラック　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　　　　　
               ハンドル部／HMコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

米国野球パフォーマンス基準を満たしていることを意味する米国野球のロゴを
貼付しなければならない。またバットの直径は2 5/8（67mm）以下の規定となる。
（すべてのBPF1.15バットは使用禁止）

〔新基準適合マーク〕

USA BASEBALLの試合専用モデル。
打球部PARAFLEXコンポジット、HALF & HALFテクノロジー採用。

WTDXJLRFX
ディマリニ・CF ZEN リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥42,000（税抜）

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。

■サイズ：φ67mm　  2030（76cm-590g 平均）　2131（79cm-600g 平均）
　　　　　　　　　　2232（81cm-620g 平均）
■カラー：シルバー×オレンジ
■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　■エンドキャップ：3FUSIONキャップ　
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7753

ゼン

USA BASEBALLの試合専用モデル。
HALF & HALFテクノロジー採用。

WTDXJLRUD
ディマリニ・ヴードゥ　リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥32,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　  2030（76cm-600g 平均）   2131（79cm-630g 平均）
                              2232（81cm-650g 平均）
■カラー：シルバー×オレンジ
■素　材：打球部／X14（超々ジュラルミン）
              ハンドル部／PARAFLEXコンポジット
■トップバランス　■エンドキャップ：3 FUSIONキャップ　
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7753
本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。

USA BASEBALLの試合専用モデル。

WTDXJLRUO
ディマリニ・ヴードゥ ONE　  リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥25,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　  1929（74cm-590g 平均）　2030（76cm-600g 平均）
　　　　　　　　　　2131（79cm-630g 平均）
■カラー：シルバー×オレンジ
■素　材：X14（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■エンドキャップ：3 FUSIONキャップ　
■アメリカ製　
■グリップテープ：WTA7753
本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。

ワン

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
振り抜けるトップバランスモデル。
しなりで飛ばす中学硬式最上位モデル。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
パワーヒッター向けミドルバランスモデル。
しなりで飛ばす中学硬式最上位モデル。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
操作性重視ミドルライトバランスモデル。

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発
 　
ハー

フ＆ハーフ構造

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
振り抜けるトップバランスモデル。
しなりで飛ばすボーイズリーグ小学部用モデル。

WTDXJBSDR
ディマリニ・ヴードゥ  TS19  H&H  ボーイズリーグ小学部用

　　¥32,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　 7670（76cm-700g 平均）　7972（79cm-720g 平均）
　　　　　　　　　　8274（82cm-740g 平均）
■カラー：Bブラック×ゴールド　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン）縦研磨加工　
              ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　
■日本製　■グリップテープ：WTA7753

日米共同開発

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」採用の
ハイパフォーマンスモデル。
しなりで飛ばすリトルリーグ試合専用モデル。

WTDXJLSFX
ディマリニ・CF ZENリトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥45,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　2030（76cm-590g 平均）　2131（79cm-600g 平均）
　　　　　　　　　　2232（81cm-620g 平均）   
■カラー：ブラック　
■素　材：打球部／PARAFLEX   PLUSコンポジット
　　　　　ハンドル部／ PARAFLEX  PLUSコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：3 FUSIONキャップ
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7753

ゼン

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。

VOODOO TS19 H&H
ヴードゥ

WTDXJHSVP

ハーフ＆ハーフ

VOODOO MP19 H&H
ヴードゥ

WTDXJHSVD

ハーフ＆ハーフ

ハーフ＆ハーフ ハーフ＆ハーフ

ハーフ＆ハーフ

　接合部のしなりで圧倒的な飛距離と
打球スピードを生み出すハーフ＆ハーフ
構造。打球部とハンドル部の間にウレタ
ンを挟んだ3層構造でしびれも緩和する。
2019年モデルでは超軽量の「3FUSION 
DISHキャップ」を採用し、高い振り抜き
感も備えるバットに進化した。
　将来、高校のみならず、その先のレベル
で木製バットを使う時のためにも、高い意
識で野球に取り組む中学生にぜひ使って
ほしい一本だ。

新軽量キャップ「3FUSION DISH キャップ」を採用し
更なる振り抜きを追求したディマリニ・ヴードゥ ハーフ＆ハーフ。

スリーフュージョン ディッシュ

 振り抜ける
トップバランスモデル。

パワーヒッター向け
ミドルバランスモデル。

HARDBALL BATS｜中学硬式用バット HARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バット

HARDBALL BATS｜リトルリーグ用バット 〔反発基準対応モデル〕
パラフレックス プラス
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日米共同開発

WTDXJRSVT
ディマリニ・ヴードゥ TS19  一般軟式用

　　¥16,800（税抜）
■サイズ：φ67mm　8266（82cm -660g 平均）
　　　　　　　　　　8367（83cm- 670g 平均）
　　　　　　　　　　8468（84cm- 680g 平均）
■カラー：イエローゴールド（8266）
               Bブラック（8367）
               Dブラック（8468）
■素　材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応の振り抜けるトップバランスモデル。

WTDXJRSKP WTDXJRSKM
ディマリニ・ケーポイント 一般軟式用 ディマリニ・ケーポイント 一般軟式用

　　¥45,000（税抜） 　　¥45,000（税抜）
■サイズ：φ69mm　8370（83cm -700g 平均）   8471（84cm- 710g 平均）
                              8474（84cm- 740g 平均） 8572（85cm- 720g 平均）
■カラー：レッド×ゴールド　
■素　材：打球部／ポリウレタン＋JX14（超々ジュラルミン）
　　　　 ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス   
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

■サイズ：φ69mm　8372（83cm -720g 平均）
　　　　　　　　　　8474（84cm- 740g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック
■素　材：打球部／ポリウレタン＋JX14（超々ジュラルミン）
　　　　 ハンドル部／HMコンポジット
■ミドルバランス 
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

日米共同開発 日米共同開発

WTDXJRSVP WTDXJRSVM
ディマリニ・ヴードゥ TS19  H&H 一般軟式用 ディマリニ・ヴードゥ MP19  H&H 一般軟式用

　　¥32,000（税抜） 　　¥32,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　8368（83cm -680g 平均）  
　　　　　　　　　　8469（84cm-690g 平均）
■カラー：Bブラック×ゴールド　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
              ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

■サイズ：φ67mm　82571（82.5cm-710g 平均）
　　　　　　　　　　83572（83.5cm-720g 平均）
■カラー：Bシルバー×ブラック
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
              ハンドル部／HMコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応の振り抜けるトップバランスモデル。
ハーフ&ハーフ構造との相乗効果で抜群の初速が可能に。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応のパワーヒッター向けミドルバランスモデル。
ハーフ&ハーフ構造との相乗効果で抜群の初速が可能に。

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

高反発の硬いウレタンとハーフ＆ハーフ構造との相乗効果で
“K点超え”の飛距離を可能にした新軟式ボール対応「K-POINT」 。
〈トップバランス〉

高反発の硬いウレタンとハーフ＆ハーフ構造との相乗効果で
“K点超え”の飛距離を可能にした新軟式ボール対応「K-POINT」 。
〈ミドルバランス〉

ハーフ＆ハーフ ハーフ＆ハーフ

飛ばすために生まれてきた。
　K点を超えるバット“K-POINT”

RUBBERBALL BATS｜一般軟式用バット

　以前は木製を使っていたんですが、新しい軟式球に合わせてバットを変えました。
ウレタンは柔らかい打感で苦手だったんですが、新しいK- POINTはウレタンなのに
打感が硬くて、まるでカーボンで打っている感じ。非常に振り抜きやすいし、しなり
のおかげで多少差し込まれても打球が飛んでくれるので、木製の時に比べてボールを
呼び込んで打てるようになりました。新しいボールとは一番相性がいいんじゃないかと
思っています。
　今までセンターライナーだった当たりがセンターオーバーになることも実際にあります
し、ホームランも木製の時に比べて4～5倍ぐらい出ています。「今までより5m先に飛ば
したい」選手にぜひ使ってほしいですね。

K-POINT（ケーポイント）を使ってます！

野球歴40年以上のベテラン一般軟式プレーヤー

　スキージャンプ競技で「これ以上飛ん
だら危険」とされる極限点「K点」からその
名がつけられたバット、K-POINT。
　「とにかく飛ばしたい」「飛距離では誰
にも負けたくない」――そんな軟式プレー
ヤーのために生まれたこのバットが、より
遠くへ、より確実に飛ぶバットへと生まれ
変わった。その進化を実現した4つの先進
的な特徴を紹介しよう。

①ウレタンが硬い！

② ウレタンがへたりにくい！

③ スウィートスポットが広い！

④ ハーフ＆ハーフでしびれない！

これまでのボールよりも硬く、また重くなった
新軟式球。従来の柔らかいウレタンバットで
打つと、打球の衝撃を吸収して反発力が低下
してしまう。そこで、新しいK-POINTはウレ
タンの調合を一から研究。新たに開発した硬
いウレタン素材を採用することで、新軟式球に
打ち負けることのない硬さを実現している。

K-POINTの新ウレタンは車のパーツを製造
する工場で開発された独自の素材だ。5万～
10万kmの走行距離にも耐えうる特別なパーツ
を生み出す開発力はバット作りにも生かされ
ている。実際、K-POINTは数千回打席に立っ
ても硬度はほとんど落ちることはなく、他社の
ウレタンバットの追随を許さない品質を誇って
いる。

一般的なウレタンバットに比べてウレタン部
分が長く、バット両端までウレタンの厚みが
確保されている。そのためスウィートスポット
が格段に広く、手元や先端に当たったボール
もしっかりとらえて遠くまで運んでくれる。
飛距離に加えてアベレージの向上にも貢献
するバットと言えるだろう。

ハーフ＆ハーフ構造によりしなりを生み出
し、高いヘッドスピードで打球を飛ばす
K-POINT。さらに最新モデルでは、ハンドル部
のカーボン（HMコンポジット）とウレタン部
のアルミ（超々ジュラルミンJX14）の間にさら
にアルミを挟んだ3層構造を採用。硬い新軟式
球でもしびれにくいバットが誕生した。

打球部断面図

ハーフ&ハーフ断面図：3層構造

JX14（超 ジ々ュラルミン）硬いウレタン素材

第1層：HMコンポジット
（カーボン）

第2層：JX14
（超 ジ々ュラルミン）

第3層：JX14
（超 ジ々ュラルミン）
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WTDXJRSDJ
ディマリニ・ヴードゥ TS19  少年軟式用

　　¥16,500（税抜）
■サイズ：φ67mm　7451（74cm -510g 平均）　
                              7653（76cm-530g 平均）
　　　　　　　　　　7855（78cm-550g 平均）　
                              8057（80cm-570g 平均）
■カラー：ブルー（7451）
               Bブラック（7653）
                    Dブラック（7855）
                    イエローゴールド（8057）　
■素　材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■トップバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7746

WTDXJRSKJ
ディマリニ・ケーポイント 少年軟式用

　　¥43,000（税抜）
■サイズ：φ69mm　7657（76cm -570g平均）  
　　　　　　　　　　 7858（78cm- 580g平均）
                              8059（80cm- 590g平均）
■カラー：ブルー×ゴールド　
■素　材：打球部／ポリウレタン＋JX14（超々ジュラルミン）
　　　　 　ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

高反発の硬いウレタンとハーフ＆ハーフ構造との相乗効果で
“K点超え”の飛距離を可能にした新軟式ボール対応「K-POINT」 。

■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×オレンジ
■素　材：打球部／ PARAFLEX  PLUSコンポジット　
            　ハンドル部／ PARAFLEX  PLUSコンポジット
■トップバランス　■エンドキャップ：DISHTM キャップ
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7751

WTDXJSSPW WTDXJSSPF　　¥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：ブラック×ブルー
■素　材：打球部／ PARAFLEX  PLUSコンポジット　
            　ハンドル部／ PARAFLEX  PLUSコンポジット
■トップバランス　■エンドキャップ：DISHTM キャップ
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7751

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〕

日米共同開発

WTDXJRSVD
ディマリニ・ヴードゥ MP19  H&H 少年軟式用

　　¥31,000（税抜） 　　¥31,000（税抜）
■サイズ：φ67mm　7657（76cm -570g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
                             8059（80cm-590g 平均）
■カラー：Bブラック×ゴールド　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
　　　　　ハンドル部／HMコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

■サイズ：φ67mm　7760（77cm-600g 平均）
　　　　　　　　　　7961（79cm-610g 平均）
■カラー：Bシルバー×ブラック　
■素　材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
　　　　　ハンドル部／HMコンポジット
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　
■日本製　
■グリップテープ：WTA7753

WTDXJRSVJ
ディマリニ・ヴードゥ TS19  H&H 少年軟式用

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応の振り抜けるトップバランスモデル。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応の振り抜けるトップバランスモデル。
ハーフ&ハーフ構造との相乗効果で抜群の初速が可能に。

新軽量キャップとTTW　　（TTテクノロジーWIDE加工） を　採用した
新軟式ボール対応のパワーヒッター向けミドルバランスモデル。
ハーフ&ハーフ構造との相乗効果で抜群の初速が可能に。

ハーフ＆ハーフ ハーフ＆ハーフ

Short
Column 少年野球にハーフ＆ハーフを薦める理由
　小中高と金属バットを使ってきた選手が上のレベルの野球に進んだ時、木製バットのしなりに適応できずに苦労するケースが
見られる。ディマリニのハーフ＆ハーフは、　木製バットの感覚に近いしなりを持ちつつ、しなり負けしない反発力も兼ね備えた機能だ。
　しかも、　手のしびれを軽減する3層構造により小学生でも安心して使用できる。　将来、　高いレベルでプレーすることを見据える
なら、10代前半から「しなりで打つ」技術を磨くために必須のバットだと言えるだろう。

RUBBERBALL BATS｜少年軟式用バット

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」採用の
ハイパフォーマンスモデル。（打球部がやや長いタイプ）

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」採用の
ハイパフォーマンスモデル。（打球部がやや短いタイプ）

SOFTBALL BATS ｜ソフトボール用バット （革・ゴム3号）〔反発基準対応モデル〕
パラフレックス パラフレックスプラス プラス
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■サイズ：φ57mm　8471（84cm -710g 平均）　8573（85cm- 730g 平均）
                              8675（86cm- 750g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■素　材：打球部／PARAFLEX PLUSコンポジット
　　　　　ハンドル部／PARAFLEX PLUSコンポジット　
■セミトップバランス　■エンドキャップ：DISHTMキャップ　
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7751

■サイズ：φ57mm　8368（83cm -680g 平均）
　　　　　　　　　   8469（84cm-690g 平均）
■カラー：ホワイト×ブルー　
■素　材：打球部／PARAFLEX  PLUSコンポジット　
　　　　　ハンドル部／PARAFLEX  PLUSコンポジット
■セミトップバランス　■エンドキャップ：DISHTMキャップ　
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7751　

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」　採用。
抜群のトランポリン効果、振り抜きを可能にしたハイパフォーマンスモデル。
（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）

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」　採用。
抜群のトランポリン効果、振り抜きを可能にしたハイパフォーマンスモデル。
（中学女子～高校女子向け）

新素材「PARAFLEX PLUSコンポジット」　採用。
抜群のトランポリン効果、振り抜きを可能にしたハイパフォーマンスモデル。
（高校女子～高校男子向け）

WTDXJSSPE
ディマリニ・フェニックス　ソフトボール用（ゴム３号）

¥45,000（税抜） ¥45,000（税抜）

■サイズ：φ57mm　8365（83cm -650g 平均）　8466（84cm-660g 平均）
■カラー：ホワイト×オレンジ　
■素　材：打球部／PARAFLEX PLUSコンポジット　
　　　　　ハンドル部／PARAFLEX PLUSコンポジット
■トップバランス　■エンドキャップ：DISHTMキャップ
■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7751

WTDXJSSPH
ディマリニ・フェニックス　ソフトボール用（ゴム３号）

¥45,000（税抜）

WTDXJSSPR
ディマリニ・フェニックス　ソフトボール用（ゴム３号）

■サイズ：φ57mm　8470（84cm -700g 平均）
　　　　　　　　　　8572（85cm- 720g 平均）
■カラー：ブラック　
■素　材：SC4（超々ジュラルミン）
■トップバランス　
■エンドキャップ：n2mキャップ
■中国製　
■グリップテープ：WTA7753

■サイズ：φ57mm　8365（83cm -650g 平均）
　　　　　　　　　　8467（84cm-670g 平均）
■カラー：レッド　
■素　材：SC4（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：n2mキャップ
■中国製　
■グリップテープ：WTA7753　

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）

WTDXJSSDL
ディマリニ・ディスタンス　ソフトボール用（ゴム３号）

¥13,000（税抜） ¥13,000（税抜）WTDXJSSDS
ディマリニ・ディスタンス　ソフトボール用（ゴム３号）

■サイズ：φ50mm　7657（76cm-570g 平均）　
                              7858（78cm-580g 平均）
　　　　　　　　　　8059（80cm-590g 平均）
■カラー：レッド　
■素　材：SC４（超々ジュラルミン )
■ミドルバランス　
■エンドキャップ：n2mキャップ　
■中国製　
■グリップテープ：WTA7753

WTDXJSSDJ
ディマリニ・ディスタンス　
ソフトボール用（2号）

¥12,000（税抜）

しなりを体感するために生まれたコンポジット・トレーニングバット。
打撃時のしびれを解消し毎日の練習に最適。

■サイズ：8385（83cm-850g 平均）　8390（83cm-900g 平均）
　　　　 8490（84cm-900g 平均）   8495（84cm- 950g 平均）
　　　　 8592（85cm- 920g 平均）
■カラー：ネイビー（8385）
　　　 　オレンジ（8390）
　　　　　ブラック（8490）
　　　　　シルバー（8495）
　　　　　レッド（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

WTDXJTSWC 　　オープンプライス

ディマリニ・プロメープルコンポジット 　
トレーニング

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）

WTDXJTRFN
ディマリニ・ ファンゴ

¥10,000（税抜）
■サイズ：8663（86cm-630g 平均）   
　　　　 89645（89cm-645g 平均）
              9166（91cm-660g 平均）　
■カラー：ゴールド（8663）
              ブラック（89645）
               シルバー（9166）
■素　材：SC4（超々ジュラルミン）　
■中国製　
■グリップテープ：WTA7751

■サイズ：8385（83cm-850g 平均）　8390（83cm-900g 平均）
　　　　 8490（84cm-900g 平均）   8495（84cm- 950g 平均）
　　　　 8592（85cm- 920g 平均）
■カラー：ネイビー（8385）

■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

JTSWC オープンプライス

ディマリニ・プロメープルコンポジット 　

■サイズ：8385（83cm-850g 平均）　8390（83cm-900g 平均）
　　　　 8490（84cm-900g 平均）   8495（84cm- 950g 平均）

　　オープンプライス

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

③ ① ②

SOFTBALL BATS ｜ソフトボール用バット （ゴム3号） SOFTBALL BATS ｜ソフトボール用 （2号）バット
パラフレックス パラフレックスプラス プラス

パラフレックス プラス

TRAINING BATS｜トレーニング用バット

FUNGO BATS｜ノック用バット



LOUISVILLE SLUGGER BATS

73

LOUISVILLE SLUGGER BATS

74

BATS
CHRISTIAN YELICH 
（クリスチャン・イエリッチ）

MILWAUKEE BREWERS
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■サイズ：φ67mm　8290（82cm-900g 以上） ※8290はブラックのみ
　　　　　　　　　　 8390（83cm-900g 以上） 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：シルバー、イエローゴールド、ブラック　
■素　材：GENESIS PLUS（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 SBCキャップ　
■中国製　■グリップテープ：WTLGT01

軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で
更なる振り抜きの良さを追求。〈ミドルバランス〉

WTLJBB19M
ルイスビルスラッガー  TPX 19-M　一般硬式用

　　¥30,000（税抜）

ティーピーエックス

[金属製 /コンポジットバット ]

[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  
   変えて打ってください。また、使用した後は、土、砂、石灰などをきれいに
　 拭いてください。
③ バットに表示された用途にあったボールを使用してください。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ください。
    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ください。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。

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。

LOUISVILLE SLUGGERバットご使用上の注意

HARDBALL BATS｜一般硬式用バット

軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で
更なる振り抜きの良さを追求。〈トップバランス〉

WTLJBB19T
ルイスビルスラッガー  TPX 19-T　一般硬式用

　　¥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：GENESIS PLUS（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 SBCキャップ　
■中国製　■グリップテープ：WTLGT01

ティーピーエックス

■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）
　　　　　　　　　　 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：ブラック　
■素　材：GENESIS PLUS（USA アルミ）縦研磨加工
■ミドルライトバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　　
■中国製　■グリップテープ：WTLGT01

軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で
更なる振り抜きの良さを追求。〈ミドルライトバランス〉

WTLJBB19L
ルイスビルスラッガー  TPX 19-L　一般硬式用

　　¥30,000（税抜）

ティーピーエックス

BASEBALL
BATS 金属製/コンポジットバットには寿命があります。ご使用方法によっては

耐久期間を縮める原因となりますので十分ご注意ください。

19-M 19-T

ミ
ド
ル
ラ
イ
ト
バ
ラ
ン
ス

ミ
ド
ル
バ
ラ
ン
ス

ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

2019 一般硬式用バット
ラインナップ

WTL JBB19L WTL JBB19M WTL JBB19T
19-L

　ヘッド部分に従来より約40%軽い「SBCキャップ」
を採用することで、振り抜き感を向上。また柔らかい
アルミ素材「GENESIS PLUS（ジェネシスプラス）」を
使うことで打感のアップを実現している。
　「19L」は新バランスのミドルライトバランス設計で、
規定の「900g以上」という重さを感じさせない高い
操作性が特徴。　「19M」 は緩急で勝負されるパワー
ヒッターに使ってほしいモデル。「19T」はトップバラ
ンスでありながら振り抜き感が良いのでアベレージ
ヒッターでも強く鋭い打球を生み出すことが可能な
バットだ。
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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
抜群の反発力を実現。

■サイズ：φ67mm　7666（76cm-660g 平均） 7970（79cm-700g 平均）
　　　　 　　　　　 8274（82cm-740g 平均）
■カラー：シルバー×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　■グリップテープ：WTLGT01

WTLJBY19T
ルイスビルスラッガー  カタリストⅡ Ti　ボーイズリーグ小学部用

　　¥32,000（税抜）

ツー  ティーアイ

■サイズ：φ67mm　2030（76cm-600g 平均） 2131（79cm-630g 平均）
                              2232（81cm-650g 平均）　
■カラー：ブラック　
■素　材：打球部／ST7U1＋ALLOY（USA アルミ）   
              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 SBCキャップ　
■中国製　■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ67mm　1829（74cm-540g 平均） 1930（76cm-570g 平均）
                              2031（79cm-600g 平均）　 2132（81cm- 640g 平均）
■カラー：ホワイト×シルバー　
■素　材：SL HYPER ALLOY（USAアルミ）
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　
■台湾製　■グリップテープ：日本未発売

WTLUBS719

WTLUBS618

ルイスビルスラッガー SELECT 719 リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

ルイスビルスラッガー SOLO 618　リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥35,000（税抜）

　　¥23,000（税抜）

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。軽量コンポジット
キャップ（SBCキャップ）採用のリトルリーグ試合専用モデル。

USA BASEBALLの試合専用モデル。

セレクト

ソロ

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。

■サイズ：φ67mm　2030（76cm-600g 平均） 2131（79cm-620g 平均）
                              2232（81cm-640g 平均）　
■カラー：シルバー　
■素　材：打球部・ハンドル部 /マイクロフォームコンポジット
■トップバランス　
■エンドキャップ：ルイスビル RTXキャップ　
■中国製　
■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ67mm　2030（76cm-600g 平均） 2131（79cm-630g 平均）
                            2232（81cm-650g 平均）　 
■カラー：シルバー×ブラック
■素　材：打球部／ST7U1＋ ALLOY（USAアルミ）
　　　　　ハンドル部／100％パフォ-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 SBCキャップ　
■中国製　■グリップテープ：日本未発売

WTLUBP919

WTLUBS718

ルイスビルスラッガー PRIME 919 リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

ルイスビルスラッガー SELECT 718　リトルリーグ用〔反発基準対応モデル〕

　　¥45,000（税抜）

　　¥35,000（税抜）

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。
マイクロフォームコンポジット採用のリトルリーグ試合専用モデル。　

USA BASEBALLの試合専用モデル。
ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。　

プライム

セレクト

HARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バット

HARDBALL BATS｜リトルリーグ用バット〔反発基準対応モデル〕

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。
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。

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。
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。

本商品は、米国野球パフォーマンス基準を満たしておりますが、使用頻度に関わらず打球部に亀裂や凹みが生じる可能性がございます。
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。

HARDBALL BATS｜中学硬式用バット

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。
軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で操作性がアップ。

■サイズ：φ67mm　8280（82cm-800g 平均） 8381（83cm- 810g 平均） 
              　　　　　 8483（84cm- 830g 平均）
■カラー：ブラック×ゴールド　
■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 SBCキャップ　
■中国製　■グリップテープ：WTLGT01

WTLJSL19X
ルイスビルスラッガー  OPA　中学硬式用

¥32,000（税抜）

オパ

軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で
更なる振り抜きの良さを追求。 〈軽量トップバランス〉

WTLJSL19T
ルイスビルスラッガー  TPX 19-T　中学硬式用

　　¥29,000（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：GENESIS PLUS（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 SBCキャップ
■中国製　
■グリップテープ：WTLGT01

ティーピーエックス

■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：GENESIS PLUS（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 SBCキャップ　
■中国製　
■グリップテープ：WTLGT01

軽量コンポジットキャップ（SBCキャップ）採用で
更なる振り抜きの良さを追求。 〈ミドルバランス〉

WTLJSL19M
ルイスビルスラッガー  TPX 19-M　中学硬式用

　　¥29,000（税抜）

ティーピーエックス

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。

19-T 19-M

ミ
ド
ル
バ
ラ
ン
ス

ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

ミ
ド
ル
バ
ラ
ン
ス

19-X（OPA）

2019中学硬式用バット
ラインナップ

オパ

WTL JSL19MWTL JSL19TWTL JSL19X

　3モデルの中で特に大きな特徴を持つのは「19X
（OPA）」。ツーピース構造でしびれが圧倒的に軽減
される。
　トップバランスの「19T」は軽量タイプで、まだ力が
備わっていない1～2年生でも強く鋭く振り抜け
る。「19M」は力が備わってきた2～3年生のパワー
ヒッターにお勧めしたい。いずれも先端には超軽量の
「SBCキャップ」を採用し、振り抜きやすさを追求
した設計となっている。
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より木目の良いバランスのとれたバットを生産するための
ルイスビルスラッガーこだわりの製材方法。

⇨ ⇨

 1本の原木から
無駄なく製材

1本の原木から
良い木目の部分のみ製材

従来より若い細めの原木から
外側の良い木目の部分のみ製材

〈一般的な工法〉 〈ルイスビル旧工法〉 〈ルイスビル新工法〉

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。
PRIMEプロメープル。

プライム

〈イメージ図〉

■素　材：プロメープル（北米材）
■中国製

¥17,000（税抜）

プライム

硬式用木製ルイスビルスラッガー   
PRIME プロメープル 

やや太めの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。

細めのテーパー部形状でヘッドが走りやすいモデル。太めのグリップで操作性も追求。（先端くり抜きタイプ）

HARDBALL BATS｜硬式用木製バット HARDBALL BATS｜硬式用木製バット

ルイスビルスラッガー PRIME MLBメープル　
硬式用木製（C271型）

■セミトップバランス

WTLNAMS09

グリップ太めのフレアタイプ。操作性重視モデル。（先端くり抜きタイプ）

フレアグリップで握りやすく、ヘッドが走りやすいモデル。（先端くり抜きタイプ）

メジャーで最も人気があるモデル。フレアグリップで打球部がやや細めの操作性重視モデル。（先端くり抜きタイプ）

グリップがやや太めのスラッガータイプ。（先端くり抜きタイプ）

グリップがやや太めの好バランスタイプ。（先端くり抜きタイプ）

ルイスビルスラッガー PRIME MLBメープル　
硬式用木製（M110型）

■ミドルバランス

WTLNAMS07

■サイズ：8488（84cm-880g 平均）        
             8590（85cm-900g 平均）
■素　材：MLBメープル（北米材）　
■中国製

¥22,000（税抜）

プライム

硬式用木製ルイスビルスラッガー   
PRIME MLBメープル 

メジャーで最も人気があるモデル。フレアグリップで打球部がやや細めの操作性重視モデル。（先端くり抜きタイプ）

フレアグリップで握りやすく、ヘッドが走りやすいモデル。（先端くり抜きタイプ）

グリップがやや太めのスラッガータイプ。（先端くり抜きタイプ）

※素材の特性上、打球部の木目に沿って剥がれが生じる可能性がございます。

米国MLBモデルと同じアメリカ北東部産ホワイトアッシュ材を使用。
製材に「ハンドスプリット」製法を取り入れた完全メジャー仕様。

フレイム（焼き）仕上げ
※NAAS01/ NAAS03のみ

打球部表面をあぶることで木目
の美しさを際立たせる加工。

■サイズ：8488（84cm-880g 平均）        
             8589（85cm-890g 平均）
■素　材：MLBアッシュ（北米材）　
■中国製

¥20,000（税抜）

プライム

硬式用木製ルイスビルスラッガー   
PRIME MLBアッシュ 

原木の輪切り面から杭を差し
込み、裂け目を広げることで
縦方向に裁断する製材方法。
木筋に沿って切り出すため、
ねじれのない高品質なバットが
生まれる。

ハンドスプリット
（Hand Split）

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。

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。

グリップ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）

CODY BELLINGER
（コディ・ベリンジャー）

LOS ANGELES DODGERS

米国MLBモデルと同じアメリカ北東部産メープル材を使用。
製材に「ハンドスプリット」製法を取り入れた完全メジャー仕様。

原木の輪切り面から杭を差し
込み、裂け目を広げることで
縦方向に裁断する製材方法。
木筋に沿って切り出すため、
ねじれのない高品質なバットが
生まれる。

ハンドスプリット
（Hand Split）

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBメープル　
硬式用木製（C243型）

■トップバランス

WTLNAMS08

プライム

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBメープル　
硬式用木製（T141型）

■トップバランス

WTLNAMS10

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBメープル　
硬式用木製（JP12型）

■セミトップバランス

WTLNAMS11

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBアッシュ　
硬式用木製（C271型）

■セミトップバランス

WTLNAAS01

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBアッシュ　
硬式用木製（C243型）

■トップバランス

WTLNAAS03

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME MLBアッシュ　
硬式用木製（T141型）

■トップバランス

WTLNAAS04

プライム

■サイズ：8388（83cm-880g 平均）　   
              8489（84cm-890g 平均）
              8590（85cm-900g 平均）　
              8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHS16

■トップバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（16T型）

プライム

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）　   
              8590（85cm-900g 平均）
　　　　　8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHS25

■セミトップバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（25S型）

プライム

■サイズ：8388（83cm-880g 平均）　   
              8489（84cm-890g 平均）
              8590（85cm-900g 平均）　
              8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHR13

■トップバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（13T型）

プライム

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）　   
              8590（85cm-900g 平均）
　　　　　8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHR20

■トップバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（20T型）

プライム

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）　   
              8590（85cm-900g 平均）
　　　　　8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHR22

■トップバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（22T型）

プライム

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）　   
              8590（85cm-900g 平均）
　　　　　8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHR23

■ミドルバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（23M型）

プライム

■サイズ：8489（84cm-890g 平均）　   
              8590（85cm-900g 平均）
　　　　　8691（86cm-910g 平均）

WTLNAHR24

■ミドルバランス

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（24M型）

プライム
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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
■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ67mm　8264（82cm-640g 平均）　8365（83cm-650g 平均）
　　　　　　　　　　  8466（84cm-660g 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　■グリップテープ：WTLGT01

■サイズ：φ67mm　8470（84cm-700g 平均）　8474（84cm-740g 平均）
　　　　　　　　　　8572（85cm- 720g 平均）
■カラー：シルバー×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　■グリップテープ：WTLGT01

■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　■グリップテープ：WTLGT01

USオリジナル木製モデル「C271型」の先端形状をより忠実に再現。
トップバランスながら振り抜き感アップ。BLACK MONSTER.

WTLJRB19P
ルイスビルスラッガー PRIME C271  一般軟式用

　　¥36,000（税抜）

超々ジュラルミン採用の高反発モデル。
新軟式ボールに負けないトップバランス。

WTLJRB19A
ルイスビルスラッガー AC21  一般軟式用

　　¥14,000（税抜）

薄型カーボンコンポジット素材が、
新軟式ボールで更なるパフォーマンスアップを実現。
〈トップバランス〉

薄型カーボンコンポジット素材が、
新軟式ボールで更なるパフォーマンスアップを実現。
〈ミドルバランス〉

WTLJRB19T WTLJRB19M
ルイスビルスラッガー カタリストⅡ TI　一般軟式用 ルイスビルスラッガー カタリストⅡ TI　一般軟式用

　　¥36,000（税抜） 　　¥36,000（税抜）

ツー  ティーアイ ツー  ティーアイ

プライム エーシー

高校軟式野球対応モデル

RUBBERBALL BATS｜一般軟式用バット

原木から厳選した、バラツキのないクオリティ。
SELECT GENUINEビーチ。

ジェ二ュインセレクト

■サイズ：8488（84cm-880g 平均）   
　　　　　8589（85cm-890g 平均）
■素　材：GENUINEビーチ（ヨーロピアンビーチ）　
■中国製

¥14,000（税抜）

セレクト

硬式用木製ルイスビルスラッガー   
SELECT GENUINEビーチ 

ジェニュイン

グリップ、打球部ともに細めのトップバランス。

全体的に細めのフレアグリップタイプ。

グリップ太めのバランス重視設計モデル。

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。（先端くり抜きタイプ）

フレイム（焼き）仕上げ　※JBS06Mのみ
打球部表面をあぶることで木目の美しさを際立たせる加工。

※素材の特性上、少し青みがかった材が含まれていますが、品質上問題はありません。

HARDBALL BATS｜硬式用木製バット

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（01T型）

■トップバランス

WTLJBS01T

セレクト

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（03T型）

■トップバランス

WTLJBS03T

セレクト

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（06M型）

■ミドルバランス

WTLJBS06M

セレクト

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（07T型）

■トップバランス

WTLJBS07T

セレクト

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（08M型）

■ミドルバランス

WTLJBS08M

セレクト

SELECT
YOUR
WOOD
SPECIES

ADAM JONES
（アダム・ジョーンズ）

BALTIMORE ORIOLES

プ
ロ
メー
プ
ル

GENUINEビ
ー
チ

MLBメープル

MLBアッシュ

内管・外管のコンポジット材の厚みを調整し、
新軟式ボールに対応。

■サイズ：φ67mm　8368（83cm-680g平均）　8471（84cm-710g 平均）
　　　　 　　　　　 8474（84cm-740g 平均） 8574（85cm-740g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■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　■グリップテープ：WTLGT01

ルイスビルスラッガー ニュートロン　一般軟式用

WTLJRB19N 　　¥40,000（税抜）

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。

打球部にラバー素材を装着したハイパフォーマンスモデル。

（薄め）

（厚め）

　新軟式ボールに適応した独自の打球部 3 層構造を持つ「NEUTRON（ニュー
トロン）」。2層のカーボンコンポジット素材の間にラバー素材を挟むことに
よって打球部のたわみ量を大きくするとともに、ボールを極力つぶさずに反発
させることで、打球の伸びとスピードアップ
を実現した。
　また外側のコンポジット材を厚めにする
ことで、硬くて重い新軟式ボールに負ける
ことなく速く鋭い打球を飛ばすことがで
きる。ウレタンバットとカーボンバット
それぞれのパフォーマンスを兼ね備えた
バットだ。
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打球部内部のくり抜きなし！
素材が違う、弾きが違う、硬式仕様。
一般的な軟式用木製バットは、打球部内部がくり抜かれ、空洞になっているものがほとんど。
ルイスビル・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。

全体的に細めで好バランス。（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）

細めのテーパー部形状でヘッドが走りやすいモデル。太めのグリップで操作性も追求。（先端くり抜きタイプ）

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。（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。（先端くり抜きタイプ）

RUBBERBALL BATS｜軟式用木製バット

ルイスビル・プロメープル 一般的な軟式用木製

■サイズ：8477（84cm - 770g 平均）        
■素　材：プロメープル（北米材）　
■中国製

¥9,800（税抜）

プライム

軟式用木製ルイスビルスラッガー   
PRIME プロメープル 

■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　■グリップテープ：WTLGT01　

■サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g平均）　7858（78cm-580g平均）
　　　　 　　　　　 8060（80cm-600g 平均）
■カラー：シルバー×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　■グリップテープ：WTLGT01

■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　■グリップテープ：WTLGT01

内管・外管のコンポジット材の厚みを調整し、
新軟式ボールに対応。

超々ジュラルミン採用の高反発モデル。
新軟式ボールに負けないトップバランス。

WTLJJR19A
ルイスビルスラッガー AC21  少年軟式用

　　¥13,000（税抜）

薄型カーボンコンポジット素材が、
新軟式ボールで更なるパフォーマンスアップを実現。
〈トップバランス〉

薄型カーボンコンポジット素材が、
新軟式ボールで更なるパフォーマンスアップを実現。
〈ミドルバランス〉

WTLJJR19T WTLJJR19M
ルイスビルスラッガー カタリストⅡ TI　少年軟式用 ルイスビルスラッガー カタリストⅡ TI　少年軟式用

　　¥32,000（税抜） 　　¥32,000（税抜）

■サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g平均）　7858（78cm-580g平均）
　　　　 　　　　　 8060（80cm-600g 平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■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　■グリップテープ：WTLGT01

ルイスビルスラッガー ニュートロン　少年軟式用

WTLJJR19N 　　¥36,000（税抜）

ツー  ティーアイ ツー  ティーアイ

エーシー

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。

打球部にラバー素材を装着したハイパフォーマンスモデル。

（薄く）

（厚く）

内管コンポジット材を薄く、外管コンポジット
材を厚くすることで硬くなった新軟式ボールを
弾き返すためのたわみと強度を調整。

RUBBERBALL BATS｜少年軟式用バット

ルイスビルスラッガーPRIME プロメープル　
軟式用木製（16T型）

■トップバランス

WTLNARS16

プライム

ルイスビルスラッガーPRIME プロメープル　
軟式用木製（22T型）

■トップバランス

WTLNARS22

プライム

ルイスビルスラッガーPRIME プロメープル　
軟式用木製（25S型）

■セミトップバランス

WTLNARS25

プライム

ルイスビルスラッガーPRIME プロメープル　
軟式用木製（20T型）

■トップバランス

WTLNARR20

プライム

ルイスビルスラッガーPRIME プロメープル　
軟式用木製（23M型）

■ミドルバランス

WTLNARR23

プライム
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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
抜群の反発力を実現。硬い打感が特徴の振りぬきやすいミドルバラ
ンスモデル。

最新テクノロジーが凝縮された打球部が、広いスウィートスポットと
抜群の飛距離を実現。痺れにくく、心地よい打感が特徴。振り抜き
やすいバランスでトッププレーヤーにも人気。

WTLJKS19T

WTLJKS19M

WTLJKS19S

WTLJKS19X

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）〔反発基準対応モデル〕

ルイスビルスラッガー カタリストⅡBT　ソフトボール用（革・ゴム３号）〔反発基準対応モデル〕

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）〔反発基準対応モデル〕

ルイスビルスラッガー LXT PLUS　ソフトボール用（革・ゴム３号）〔反発基準対応モデル〕

　　¥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）    8677（86cm-770g 平均）
■カラー：ホワイト×シルバー　
■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　■グリップテープ：日本未発売

■サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）   
                              8471（84cm-710g 平均）
■カラー：シルバー　
■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　
■グリップテープ：WTLGT01

■サイズ：φ57mm　8368（83cm-680g 平均）
              　　　　　 8471（84cm-710g 平均）
■カラー：ホワイト×ネイビー　
■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　
■グリップテープ：WTLGT01

■サイズ：φ57mm　8369（83cm-690g 平均）
　　　　　　　　　　 8472（84cm-720g 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　
■グリップテープ：WTLGT01

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

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

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抜群の
飛距離を可能に。
〈トップバランス〉

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抜群の
飛距離を可能に。
〈セミトップバランス〉

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。

SOFTBALL
BATS 19-M 19-X

セ
ミ
ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

ミ
ド
ル
バ
ラ
ン
ス

セ
ミ
ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

WTL JKS19SWTL JKS19T WTL JKS19M WTL JKS19X
19-S19-T

2019革・ゴム３号用バット
ラインナップ
　「19T」は４種類の中で１番ヘッドが効いているスラッガータイプ
向けモデル。展開サイズが豊富なのであらゆるバッターに対応で
きる。19年モデルは旧モデルより打感が硬く仕上がっているの
が特徴。
　「19S」は「19T」と同じ構造のバランス違い。振り抜きの良さを感
じつつ、ほど良いヘッドの重みを残しているので、「トップバランス
だと少し重たい」と感じる選手に最適。19年モデルは83cm680g
の軽量サイズが登場。
　「19M」はテーパー部にカーボンベルトを装着しているので、硬く
て打ち応えのあるバット。振りやすさと操作性を重視したモデルだ。
　「19X」は唯一のツーピース構造モデル。重さを感じさせない振り
ぬきやすさと爽快な打感が特徴。19年モデルは肉厚をより薄く改良
したことにより、旧モデル以上の打球の伸びが期待できる。
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更に薄くなった打球部がチタンベルトとの相乗効果でシリーズ最大
級の飛距離を可能に。 〈トップバランス〉

更に薄くなった打球部がカーボン2重装着との相乗効果で
抜群の反発力を実現。
振り抜きやすいミドルバランスモデル。

程よいヘッドの重みを感じられるセミトップバランスモデルが
ゴム用で待望の新登場。

最新テクノロジーが凝縮された打球部が、広いスウィートスポットを
実現。痺れにくく、心地よい打感が特徴。
振り抜きやすいセミトップバランス。

WTLJGS19X
ルイスビルスラッガー LXT PLUS　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥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　■グリップテープ：WTLGT01

■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）    8679（86cm-790g 平均）
■カラー：ホワイト×パープル　
■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　■グリップテープ：日本未発売

WTLJGS19T
ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥45,000（税抜）

ツー  ティーアイ

エルエックスティー　プラス

実打撃可能な軽量トレーニングバット。

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
抜群の反発力を実現。

WTLJYS19M
ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI　ソフトボール用（２号）

　　¥32,000（税抜）
■サイズ：φ50mm　7858（78cm -580g 平均）
　　　　　　　　　　8060（80cm-600g 平均）
■カラー：シルバー　
■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　
■グリップテープ：WTLGT01

ツー  ティーアイ

WTLJBBSTR
ルイスビルスラッガー トレーニング

　　¥8,000（税抜）
■サイズ： 8382（83cm-820g 平均）
               8483（84cm-830g 平均）
■カラー：ブラウン（8382）
              ブラック（8483）　
■素　材：バンブー貼り合せ　
■中国製

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。

WTLJGS19S
ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥45,000（税抜）
■サイズ：φ57mm　8368（83cm-680g 平均）　
              　　　　　 8471（84cm- 710g 平均）
■カラー：ホワイト×レッド　
■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　
■グリップテープ：WTLGT01

ツー  ティーアイ

WTLJGS19M
ルイスビルスラッガー カタリストⅡBT　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥45,000（税抜）
■サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）　
                              8470（84cm-700g 平均）
■カラー：シルバー　
■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　
■グリップテープ：WTLGT01

ツー  ビィーテイー

C1Cコンポジット採用。
振り抜きやすいボトルタイプ。

WTLJGS19L
ルイスビルスラッガー C1C LINA　ソフトボール用（ゴム３号）

　　¥27,000（税抜）
■サイズ：φ57mm　8364（83cm-640g 平均）　
■カラー：ホワイト　
■素　材：CIC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
■グリップテープ：WTLGT01

シーワンシー  リナ

シーワンシー

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用バット （ゴム3号） SOFTBALL BATS｜ソフトボール用バット （2号） 

実打撃可能。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）

実打撃可能。全体的に細めで好バランス。

実打撃可能。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。

実打撃可能。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）

実打撃可能。滑らかなテーパー部の形状が特徴。操作性重視タイプ。

ルイスビルスラッガー　ラミバット（13T型）

WTLJMBS13

ルイスビルスラッガー　ラミバット（16T型）

WTLJMBS16

ルイスビルスラッガー　ラミバット（20T型）

WTLJMBS20

ルイスビルスラッガー　ラミバット（22T型）

WTLJMBS22

ルイスビルスラッガー　ラミバット（23M型）

WTLJMBS23

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

¥8,900（税抜）
ルイスビルスラッガー

ラミバット 

TRAINING BATS｜トレーニング用バット 
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「すべらない手袋」がバージョンアップ。
ヒラ側表裏両面にすべりにくい素材を採用し、グリップ力を格段に向上させた新モデル。

ホワイト
（WTABG0601）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG0602）
高校野球対応モデル

レッド×ネイビー
（WTABG0604）

ネイビー×レッド
（WTABG0605）

「ノンストレス設計」により甲側の伸縮性が大幅アップ。
手袋内部がすべらない「GRITE」シリーズの進化版モデル。

グリテ

ホワイト×レッド
（WTABG0612）

「ノンストレス設計」
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
ないため、甲側が皮膚の
ように自然に伸縮する。

甲側エンボス加工

Non Stress & Gripの秘密
「すべらない手袋」

ヒラ側裏面に縫い付けた
素材が手袋内部のすべり
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）、レッド×ネイビー（WTABG0604）
　　　　　ネイビー ×レッド（WTABG0605）、ホワイト×レッド （WTABG0612）
■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

WTABG0601/0602/0604/0605/0612
ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

　　¥4,200（税抜）

グリップ力最重視設計
「表も裏もすべらない」

ヒラ側裏面にグリップ力
の高い素材を縫い付け
ることにより手が滑る
のを抑え、耐久性も向上
させた「すべらない手袋
『GRITE（グリテ）』」シ
リーズ。
BG10 モデルでは、すべ
りにくい素材をヒラ側
表面にも採用すること
で、握ったバットと手が
ピッタリ密着する一体感
を実現。

BATTING GLOVES ｜バッティンググラブ

ホワイト×ゴールド
（WTABG1006）

ホワイト
（WTABG1001）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG1002）
高校野球対応モデル

ブラック×レッド
（WTABG1003）

レッド
（WTABG1004）

ネイビー×レッド
（WTABG1005）

BATTING GLOVES ｜バッティンググラブ

■サイズ：S、M、L、XL
■カラー： 　ホワイト（WTABG1001）、ブラック（WTABG1002）、ブラック×レッド（WTABG1003）
　　　　 レッド（WTABG1004）、ネイビー×レッド（WTABG1005）、ホワイト×ゴールド（WTABG1006）
■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

WTABG1001-1006
ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

　　¥4,300（税抜）

ヒラ側裏面

ヒラ側表面

ヒラ側裏面

ホワイト
（WTABG0701）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG0702）
高校野球対応モデル

ブラック× レッド
（WTABG0703）

レッド× ネイビー
（WTABG0704）

ネイビー× レッド
（WTABG0705）

「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。

■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　　¥3,000（税抜）

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

※ジュニアサイズは数量限定商品です。

つっぱらない秘密
「甲側フローティング構造」

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。

手の形状に合わせた独自
の立体断裁、立体縫製が
手の平のシワやたるみを
解消。
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ホワイト×ブラック
（WTAFG0403）

ホワイト
（WTAFG0401）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTAFG0402）
高校野球対応モデル

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。

「すべらない手袋」がバージョンアップ。
指甲側にもすべらない素材を採用し、グラブに吸いつくフィーリングを実現。

フィッテ

ホワイト×ネイビー
（WTAFG0405）

ブラック×レッド
（WTAFG0404）

■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（WTAFG0401）
　　　　　ブラック（WTAFG0402）　
　　　　　ホワイト×ブラック （WTAFG0403）
               ブラック×レッド （WTAFG0404）
                ホワイト×ネイビー  （WTAFG0405）
■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

WTAFG0401-0405
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

※右手用、ジュニアサイズは数量限定商品です。

■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　　¥2,500（税抜）
ウイルソン  守備用グラブ（片手用）

※右手用は数量限定商品です。

　　¥2,500（税抜）

FIELDING GLOVES｜守備用グラブ

GRIPS ｜グリップテープ

■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
※ゴールド（GO）、シルバー（SI）、レッド（RD）は、　高校野球公式戦には使用できません。

WTA7753
ディマリニ リプレースメントグリップ

　¥1,200（税抜）

■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
ディマリニ リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）

肉厚のウェットタイプでしっとりとした握り心地が長持ち。

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。 薄め、幅狭で握りやすい。人気のエンボス調グリップ。

ブラック（BL） シルバー（SI）

■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
※シルバー（SI）は、　高校野球公式戦には使用できません。

WTLGT01
ルイスビルスラッガー  リプレースメントグリップ

　¥1,000（税抜）

ブラック（BL） タン（TN）

肉厚のウェットタイプでフィット感抜群。

ブラック（BL） ゴールド（GO） シルバー（SI） レッド（RD）

ブラック（00） ホワイト（01） タン（02）

■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
ディマリニ リプレースメントグリップ

　¥800（税抜）

ホワイト
（WTAFG0301）
高校野球対応モデル

ブラック×レッド
（WTAFG0302）

「ノンストレス設計」

Non Stress & Fitの秘密
「すべらない手袋」

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。
生地の重ね合わせが
なく、厚みが均一で縫
い目もないため、甲側
が皮膚のように自然に
伸縮する。

※「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。

レッド×ネイビー
（WTAFG0303）

「甲側にもすべらない工夫」
指甲側にも粘着性の高い
素材を使用。グラブとの接着
面にすべり止め効果を与え
ることで一体感を更に向上。

フィット力最重視設計
「すべらない手袋」

ヒラ側裏面に縫い付けたグリッ
プ力の高い素材が手袋内部
の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。

ヒラ側裏面
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UMPIRE GEAR ｜アンパイアギア（チェストプロテクター・レッグガード・フェイスマスク）
THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 
2018-2020

軟式用軟式用

WTA3210NP

WTA3450NP WTA3410NP

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

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）
■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

■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　

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

NPB仕様NPB仕様

NPB仕様 NPB仕様

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

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

WTA6011RB
軟式用マスク（スチールフレーム）

¥12,000（税抜）

  取り替え用パッド : WTA61RBPD ¥4,500（税抜）

（ 公財）全日本軟式野球連盟

J.S.B.B.仕様

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

※ハーネス部
   J.S.B.Bマーク入り

 

UMPIRE GEAR ｜アンパイアギア（フェイスマスク・アクセサリー）

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL
2018-2020

Wilsonは2018-2020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

■カラー：ブラック　
■重　量：600g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）

  取り替え用パッド : WTA39TBNP ¥7,500（税抜）

SGマーク合格品※SG基準非対応
（対人賠償責任保険付）

NPB仕様

¥26,000（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）

ハーネス部
NPBマーク入り

ハーネス部
NPBマーク入り

  取り替え用パッド : WTA39SPPD ¥5,500（税抜）

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

高校野球対応

■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

WTA3019SA
審判用マスク（スチールフレーム）

¥26,000（税抜）

  取り替え用パッド : WTA39SAPD ¥5,500（税抜）

※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）

■カラー：ブラック
■素　材：ポリエステル
■ベトナム製
※WTA3210NP、WTA3215NP用

チェストプロテクター用取り替えハーネス

WTACSTHNS ¥3,000（税抜）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリエステル
■ベトナム製

■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
※マスク全品番に使用可能

WTA3927ABWTA3817PU
フェイスマスク用取り替えハーネスフェイスマスク用取り替えマスクパッド

¥1,500（税抜）¥5,500（税抜）

※NPBマークは入っていません。
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BAGS｜ルイスビルスラッガー・バットケース

BAGS｜ルイスビルスラッガー・バッグ

WTLBA91RD
ルイスビルスラッガー  バットケース 1本入れ

　　¥3,000（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

ソフトボールバット   2本入れ1本入れ

WTLBJ91RD
ルイスビルスラッガー  ジュニア用バットケース 1本入れ

　¥2,800（税抜）
■サイズ：L84×W9 (cm）
■カラー：ブラック×レッド
■素　材：PU、ポリエステル　
■中国製

1本入れ

ジュニア用

WTLBA94RD
ルイスビルスラッガー  バットケース 4本入れ

　　¥5,500（税抜）
■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   5本入れ4本入れ

WTL9504
ルイスビルスラッガー OMAHA バックパック

¥4,900（税抜）
■サイズ：W32×D20×H48（cm）
■カラー：ブラック（BL）、ネイビー（NA）、ロイヤル（RO）、スカーレット（SC）
■素　材：合成皮革（PVC）、PU　
■中国製

数量限定商品数量限定商品WTLM901
ルイスビルスラッガー M9 バックパック

¥8,900（税抜）
■サイズ：W33×D23×H61（cm）
■カラー：ブラック（BL）、ネイビー（NA）、ロイヤル（RO）、スカーレット（SC）
■素　材：合成皮革（PVC）、PU　
■中国製

ジュニア用ルイスビルスラッガー  GENUINE  バックパック

数量限定商品WTL9302 ¥3,900（税抜）
■サイズ：W28×D23×H43 (cm）
■カラー：ブラック (BL)、ネイビー (NA)、ロイヤル (RO)、スカーレット(SC)
■素　材：合成皮革（PVC）　
■中国製

ジェニュイン

オマハ

WTL9701
ルイスビルスラッガー SELECT キャリーバッグ

¥14,800（税抜）
■サイズ：L96×W35×H34 (cm）
■カラー：ブラック(BL)、  スカーレット(SC)
■素　材：合成皮革（PVC）、ターポリン　
■中国製

セレクト

数量限定商品

バット4本入れ フェンスフック バット2本入れ フェンスフック

シューズ入れ

キャッチャーギア収納可 フロントハンドルフェンスフック

バット2本入れ

ジュニア用

スカーレット（SC）

ネイビー（NA） ロイヤル（RO）

ブラック（BL）

スカーレット（SC）

ブラック（BL）

バット4本入れ フェンスフック 刺繍パネル

背板・底板付き

内部仕切り刺繍パネル

ネイビー（NA）ブラック（BL）

ブラック（BL）ロイヤル（RO） ロイヤル（RO）スカーレット（SC）

スカーレット（SC）ネイビー（NA）

発売予定
2019年2月

発売予定
2019年2月

シューズ入れ

携帯電話ポケット
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BAGS｜ディマリニ・バットケース BAGS｜ディマリニ・バッグ / ウイルソン・バッグ

WTD9411WTD941 0
ディマリニ SABOTAGE バックパックディマリニ SPECIAL OPS SPECTER バックパック

¥5,900（税抜）¥13,900（税抜）
■サイズ：L33×D23×H52（cm）
■カラー：ブラック（BL）、ネイビー（NA）、ロイヤル（RO）、スカーレット（SC）
■素　材： 合成皮革（PVC）、PU　
■中国製 

■サイズ：L34×D21×H61（cm）
■カラー：ブラック（BL）、ネイビー（NA）、シルバー（SI）
■素　材：  合成皮革（PVC）、PU
■中国製  

数量限定商品数量限定商品

ウイルソン キャスターバッグ

WTA9032BL ¥14,800（税抜）
■サイズ：L68×W35×H35(cm)
■カラー：ブラック
■素　材：合成皮革（PVC）、ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製 

サボタージュスペシャル オプス スペクター

WTD9105
ディマリニ VOODOO REBIRTH バックパック

¥6,800（税抜）
■サイズ：W33×D31×H52（cm）
■カラー：ホワイト（TW）、USA（US）、ブラック（BL）、ネイビー（NA）、ロイヤル（RO）、スカーレット（SC）
■素　材： 合成皮革（PVC）、ターポリン、PU
■中国製

数量限定商品

キャスター付き

ポケットカバー取り外し可

YKKジッパー使用

バット2本入れ

刺繍パネル 撥水素材

バット2本入れ フェンスフック シューズ入れ

キャスター付きアーム部

ネイビー（NA）

ホワイト（TW）

ブラック（BL）

ロイヤル（RO） スカーレット（SC）

ブラック（BL）

ロイヤル（RO） スカーレット（SC）

ネイビー（NA）

USA（US）

COLOR

2019年2月
発売予定

COLOR

2019年2月
発売予定

発売予定
2019年2月

発売予定
2019年2月

ロイヤル（RO）

ブラック（BL）

ネイビー（NA）
スカーレット（SC）

オプス スペクター

ブラック（BL）

シルバー（SI）

ネイビー（NA）

ディマリニ
全バットケース共通
本体生地（撥水加工）

はっすい

WTABJ91GO
ディマリニ ジュニア用バットケース 1本入れ

　　¥3,200（税抜）
■サイズ：L84×W9（cm）
■カラー：ゴールド
■素　材：ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製 

WTABJ92GO
ディマリニ ジュニア用バットケース 2本入れ

　　¥3,900（税抜）
■サイズ：L84×W14（cm）
■カラー：ゴールド 
■素　材：ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製

1本入れ

ジュニア用

2本入れ

ジュニア用

WTABA91GO
ディマリニ バットケース 1本入れ

　　¥3,500（税抜）
■サイズ：L92×W9（cm）
■カラー：ゴールド
■素　材：ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製

WTABA92GO
ディマリニ バットケース 2本入れ

　　¥4,300（税抜）
■サイズ：L92×W14（cm）
■カラー：ゴールド
■素　材：ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製

ソフトボールバット   7本入れ5本入れ

WTABA95GO
ディマリニ バットケース 5本入れ

　　¥5,900（税抜）
■サイズ：L92×W19（cm）
■カラー：ゴールド
■素　材：ナイロン、PU、ポリエステル
■中国製

ソフトボールバット   2本入れ1本入れ ソフトボールバット   3本入れ2本入れ

ヴードゥ リバース

撥水素材 内部仕切り

バット4本入れ フェンスフック シューズ入れ

刺繍パネル

シューズ入れ

フェンスフック

携帯電話ポケット
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公式試合球 公式試合球

ソフトボール試合球 ソフトボール練習球

WTA1078R
全日本少年硬式野球連盟   （ヤングリーグ）試合球

¥930（税抜）
■素　材：天然皮革
■出荷単位：1ダース
■中国製

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

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

6COLORS

13COLORS

22COLORS WTPT100 ¥2,800（税抜）
［大人用］

WTPT100J ¥2,200（税抜）
［ジュニア用］

BASEBALLS & SOFTBALLS｜硬式野球ボール（試合球）/ソフトボール（試合球・練習球）

日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球 日本少年硬式野球連盟   （ヤングリーグ）試合球

APPAREL ｜チームウェア　※受注生産品（納期2週間～）


