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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

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

デュアルポスト ※他のウェブは選択できません。

※親指パッド、背面紐仕様のモデルです。

ヨコとじ ※仕様の変更はできません。
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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

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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DeMARINI MATERIAL  ｜ディマリニ  マテリアル

パワーヒッターのために開発された硬く
弾く打感が特徴のディマリニオリジナルコン
ポジット素材。　

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。

強度と打感の良さを兼ね備えた超々ジュラ
ルミン「JX14」の内面にショットピーニング
加工を施した素材。より薄くすることが可能
になり、たわみ量が増し抜群のトランポリン
効果を発揮。

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。

JX14
ジェイエックス

PARAFLEXTM  PLUS
   コンポジット

パラフレックス プラス

PARASTACK
   　コンポジット

パラスタック

JX14S
ジェイエックス

DeMARINI CAP  ｜ディマリニ  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。

硬く軽いのが特徴。振り抜きが
良く打球部本来の性能を最大限
に発揮することができる。

衝撃を緩和し振り抜きやすさを
追求した硬質なキャップ。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。

3FUSION  DISH　キャップ
スリーフュージョン ディッシュ

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。

DISHTM    キャップ
ディッシュ

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。

DISHTM   WEB キャップ
ディッシュ ウェブ

REACTION    キャップ
リアクション

 BIG DTM    キャップ
ビッグディー

DeMARINI  TECHNOLOGY｜ディマリニ  テクノロジー

ダブルウォール（二重管）
カーボンコンポジット管を二重に組み合わせた打球部
構造。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生み出す。

性質の異なる二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

内管
外管

空間

3FUSIONTM  コネクション
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

金属製打球部の先端と手元の肉厚を薄く加工する
技術が「TTテクノロジーWIDE」加工。その加工
適用範囲を従来モデルより更に薄くすることでス
ウィートスポットの更なる拡大と、反発性能の向上
を実現。

TT TM テクノロジーWIDE PLUS加工
ティーティー ワイド プラス

WTDXJHTHP
ディマリニ・ヴードゥ MP20 一般硬式用　

￥30,000（税抜）

￥30,000（税抜）

■φ67mm　■カラー：Dブラック、ゴールド　■素材：JX14S（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■日本製　

■φ67mm　■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　
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7746　■日本製　

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。柔らかく乗せて運べるパワーヒッター向けミドルバランスモデル。

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

HARDBALL BATS｜一般硬式用バット

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。
 　※打球部とは、先端から5cm～25cmの位置です。
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。

[ コンポジット トレーニングバット]
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

[ 金属製 /コンポジットバット]

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。

WTDXJHTHT
ディマリニ・ヴードゥ TS20 一般硬式用　 トップバランス

ミドルバランス

8390（83cm -900g 以上）　
8490（84cm -900g 以上）

8390（83cm -900g 以上）　
8490（84cm -900g 以上）

WTDXJHTHL
ディマリニ・ヴードゥ ML20 一般硬式用　　

￥30,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：Dブラック　■素材：JX14S（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■日本製　

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。しっかり弾く打感の操作性重視ミドルライトバランスモデル。

ミドルライトバランス82590（82.5cm-900g  以上）　
83590（83.5cm-900g 以上）

Dブラック

Bシルバー

Dブラック

Dブラック

ゴールド

テクノロジー｜キャップ｜マテリアル

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。

ハーフアンドハーフ
クワトロレイヤー（四層構造）

極薄のカーボンコンポジットシートを四層重ね合わせ、
それを筒状に成型して作られた打球部構造。層と層の
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
インパクト時に適度なたわみと弾性のあるしっかりと
した打感を生みだすと共に、優れたトランポリン効果
を発揮。 BASEBALL BATS

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

ワイド

ワイド

ワイド

プラス

プラス

プラス



57 58

EQUIPM
ENT

EQUIPM
ENT

LOUISVILLE SLUGGER BATS

LOUISVILLE SLUGGER BATS 

BALL GLOVES 

BALL GLOVES 

DeM
ARINI BATS

DeM
ARINI BATS

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

HARDBALL BATS｜リトルリーグ用バット　〔反発基準対応モデル〕

HARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バット　

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。柔らかい打感が特徴の操作性重視ミドルライトバランスモデル。

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。重さを感じさせないバランスが抜群の飛距離を可能に。

HARDBALL BATS｜中学硬式用バット

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

「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。

パラフレックス プラス

シーエフ

DブラックDブラック

Dブラック

Dブラック

WTDXJHTJT ￥32,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：D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
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■日本製

トップバランス8279（82cm -790g 平均）   8380（83cm-800g 平均）
8481（84cm-810g 平均）

WTDXJLTFX

WTDXJBTDR

ディマリニ・CFリトルリーグ用　　

ディマリニ・ヴードゥ TS20  H&Hボーイズリーグ小学部用　

￥45,000（税抜）

￥32,000（税抜）

■φ67mm　■カラー：ネオングリーン 
■素材：打球部・ハンドル部／ PARAFLEX PLUSコンポジット
■エンドキャップ：REACTIONキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■アメリカ製　

■φ67mm　■カラー：オレンジ 
■素材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 　ハンドル部／HMコンポジット
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

トップバランス

トップバランス

2030（76cm-590g 平均）　 2131（79cm-600g 平均）
2232（81cm-620g 平均）

7670（76cm-700g 平均）　7972（79cm-720g 平均）
8274（82cm-740g 平均）

WTDXJHTJP
ディマリニ・ヴードゥ MP20  H&H中学硬式用　　

ディマリニ・ヴードゥ TS20  H&H中学硬式用　　　

￥32,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：D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
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7746　■日本製　

ミドルバランス8282（82cm-820g 平均）　8383（83cm-830g 平均）
8484（84cm-840g 平均）

WTDXJHTJL
ディマリニ・ヴードゥ ML20中学硬式用　　　 ￥29,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：Dブラック　■素材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■日本製　

ミドルライトバランス81578（81.5cm-780g 平均）　 82579（82.5cm-790g 平均）
83580（83.5cm-800g 平均）

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

ワイド プラス

ワイド プラス

ワイド プラス

ワイド プラス

『TTテクノロジーWIDE PLUS加工』採用。
“広反発バット*” ディマリニ・ヴードゥ ハーフ&ハーフ。

* 広反発バットとは高反発エリアが拡大し、
　より広いスウィートスポットを実現させた
　バットを指します。

VOODOO TS20
ヴードゥ

WTDXJHTJT

振り抜けるトップバランスモデル。

VOODOO MP20
ヴードゥ

WTDXJHTJP

パワーヒッター向けミドルバランスモデル。

スリーフュージョン ディッシュ

3 FUSION 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。

ティーティー

TTTM テクノロジーWIDE PLUS加工
金属製打球部の先端と手元の肉厚を薄く
加工する技術が「TTテクノロジーWIDE」
加工。その加工適用範囲を従来モデルより
更に薄くすることでスウィートスポットの
更なる拡大と、反発性能の向上を実現。

ワイド　 　プラスジェイエックス

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。

ハーフ アンド ハーフ
HALF ＆ HALFTM テクノロジー
ハンドル部にHMコンポジットを採用する事
でしなり戻りが早くなり、より効率的な
パワー伝達が実現。ウレタン素材を挟む
ことで、しびれがさらに軽減。

『PARAFLEX PLUS コンポジット』採用。
 ハーフ＆ハーフ構造との相乗効果で過去最高の飛びを実現。

パラフレックスワイド プラスプラス

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM テクノロジー
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。

リアクション

REACTION キャップ
硬く軽いのが特徴。振り抜
きが良く打球部本来の性能
を最大限に発揮することが
できる。

ダブルウォール（二重管）
カーボンコンポジット管を二重に組
み合わせた打球部構造。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生み出す。

パラフレックス　　 プラス

PARAFLEX 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。　

スリーフュージョン

3 FUSION コネクション
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
ことが出来る。

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。

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

ネオングリーン

オレンジ

スリーフュージョン ディッシュ

3 FUSION 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。

ティーティー

TTTM テクノロジーWIDE PLUS加工
金属製打球部の先端と手元の肉厚を薄く
加工する技術が「TTテクノロジーWIDE」
加工。その加工適用範囲を従来モデルより
更に薄くすることでスウィートスポットの更
なる拡大と、反発性能の向上を実現。

ワイド　 　プラスハーフ アンド ハーフ
HALF ＆ HALFTM テクノロジー
ハンドル部にHMコンポジットを採用する事
でしなり戻りが早くなり、より効率的なパ
ワー伝達が実現。ウレタン素材を挟むこと
で、しびれがさらに軽減。

VOODOO TS20
ヴードゥ

WTDXJBTDR

『TTテクノロジーWIDE PLUS加工』採用。
“広反発バット*” ディマリニ・ヴードゥ ハーフ&ハーフ。

* 広反発バットとは高反発エリアが拡大し、
　より広いスウィートスポットを実現させた
　バットを指します。

ジェイエックス

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。

CF
シーエフ

WTDXJLTFX

ワイド プラス
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「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。柔らかい打感が特徴の操作性重視ミドルライトバランスモデル。

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「K-POINT」。（軽量トップバランス）

RUBBERBALL BATS｜一般軟式用バット　

“下がれ！外野手”
飛ばすために生まれてきたK点を越えるバット。

K-POINT
ケーポイント

WTDXJRTKL

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。初速にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

WTDXJRTRTWTDXJRTKL
ディマリニ・ヴードゥ TS20  H&H一般軟式用　

ディマリニ・ケーポイント H&H 一般軟式用　　 ￥32,000（税抜）￥45,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：ガンメタルグレー
■素材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 　ハンドル部／HMコンポジット
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

■φ69mm　■カラー：ブラック×レッド
■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
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

トップバランス
トップバランス

8368（83cm-680g 平均）　 
 8469（84cm-690g 平均）8367（83cm-670g平均）

8468（84cm-680g平均 ）

ガンメタルグレー
ブラック×
レッド

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

Dブラック
（8366）

Bシルバー
（8265）

Dブラック
（8467）

WTDXJRTRL
ディマリニ・ヴードゥ ML20 一般軟式用　　　　

￥16,800（税抜）
■φ67mm　■カラー：Bシルバー（8265）、 Dブラック（8366）、Dブラック（8467）　
■素材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■日本製　

ミドルライトバランス8265（82cm -650g 平均）　8366（83cm-660g 平均）
8467（84cm-670g 平均）

RUBBERBALL BATS｜一般軟式用バット

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「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「K-POINT」。（ミドルバランス）

WTDXJRTKP

WTDXJRTKM

ディマリニ・ケーポイント H&H 一般軟式用　　

ディマリニ・ケーポイント H&H 一般軟式用　　

￥45,000（税抜）

￥45,000（税抜）

■φ69mm　■カラー：ブラック×シルバー
■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
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

■φ69mm　■カラー：ブラック×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
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

トップバランス

ミドルバランス

8370（83cm-700g平均）   8471（84cm-710g平均）
8474（84cm-740g平均 ） 8572（85cm-720g平均 ）

8372（83cm-720g平均）
8474（84cm-740g平均 ）

ブラック×
シルバー

ブラック×
ゴールド 高校軟式野球対応モデル

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

ワイド プラス

ワイド プラス

スリーフュージョン ディッシュ

3 FUSION 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。

ティーティー

TTTM テクノロジーWIDE PLUS加工
金属製打球部の先端と手元の肉厚を薄く
加工する技術が「TTテクノロジーWIDE」
加工。その加工適用範囲を従来モデルより
更に薄くすることでスウィートスポットの
更なる拡大と、反発性能の向上を実現。

ワイド　 　プラスジェイエックス

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。

ハーフ アンド ハーフ
HALF ＆ HALFTM テクノロジー
ハンドル部にHMコンポジットを採用する事
でしなり戻りが早くなり、より効率的なパ
ワー伝達が実現。ウレタン素材を挟むこと
で、しびれがさらに軽減。

VOODOO TS20
ヴードゥ

WTDXJRTRT

『TTテクノロジーWIDE PLUS加工』採用。
“広反発バット*” ディマリニ・ヴードゥ ハーフ&ハーフ。　

* 広反発バットとは高反発エリアが拡大し、
　より広いスウィートスポットを実現させた
　バットを指します。

振り抜けるトップバランスモデル。

新軟式ボール対応ウレタンバレル
重く、硬くなった新軟式ボールに対応するため、ウレタンの調合
を一から研究し最適な硬さに設定。従来の高機能バットより硬い
「ウレタン」を使用することで、新軟式ボールに負けない反発力
を実現。

ハーフ アンド ハーフ

HALF ＆ HALFTM テクノロジー
新軟式ボールに合わせハンドル部にHMコンポジットを
採用。しなり戻りが早くなり、より効果的なパワー伝達が
実現。アルミを挟むことで、しびれがさらに軽減。

ディッシュ　ウェブ

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。

ワイド プラス
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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〕

広いスウィートスポットと柔らかい打感が特徴。
「PARAFLEX PLUS コンポジット」採用のディマリニ・B52。

パラフレックス プラス

83cm・84cm

85cm・86cm

新素材「PARASTACK 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）
パラスタック

新素材「PARASTACK 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）
パラスタック

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。柔らかい打感が特徴の操作性重視ミドルライトバランスモデル。

RUBBERBALL BATS｜少年軟式用バット

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「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「K-POINT」。（ミドルバランス）

WTDXJRTKJ

WTDXJRTKH

ディマリニ・ケーポイント H&H 少年軟式用　　

ディマリニ・ケーポイント H&H 少年軟式用　

￥43,000（税抜）

￥43,000（税抜）

■φ69mm　■カラー：ブラック×シルバー
■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
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

■φ69mm　■カラー：ブラック×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
■エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

トップバランス

ミドルバランス

7657（76cm-570g平均）　7858（78cm-580g平均 ）
8059（80cm-590g平均 ）

7759（77cm-590g 平均）　
7960（79cm-600g平均 ）

ブラック×
シルバー

ブラック×
ゴールド

「TTテクノロジーWIDE PLUS加工」採用。初速にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

WTDXJRTJT
ディマリニ・ヴードゥ TS20  H&H少年軟式用　

■φ67mm　■カラー：ブラック
■素材：打球部／JX14（超々ジュラルミン） 　ハンドル部／HMコンポジット
■エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■日本製　

￥31,000（税抜）トップバランス7657（76cm - 570g 平均）　7858（78cm- 580g平均）
8059（80cm- 590g平均）

ブラック

WTDXJSTPF

WTDXJSTPW

WTDXJSS52

ディマリニ・フェニックス  H&Hソフトボール用（革・ゴム3号）　

ディマリニ・フェニックス  H&Hソフトボール用（革・ゴム3号）　

ディマリニ・B52ソフトボール用（革・ゴム3号）　　

■φ57mm　■カラー：パールホワイト× シルバー
■素材：打球部・ハンドル部／PARASTACKコンポジット　
■エンドキャップ：DISHTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製　

■φ57mm　■カラー：レッド× シルバー
■素材：打球部・ハンドル部／PARASTACKコンポジット　
■エンドキャップ：DISHTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製　

■φ57mm　■カラー：ダークグリーン
■素材：PARAFLEX PLUS コンポジット　
■エンドキャップ：BIG DTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製　

￥45,000（税抜）トップバランス

￥45,000（税抜）トップバランス

セミトップバランス

8472（84cm -720g 平均）   8574（85cm-740g 平均）
8676（86cm-760g 平均）

8472（84cm -720g 平均）   8574（85cm-740g 平均）
8676（86cm-760g 平均）

8369（83cm-690g平均）　8471（84cm- 710g平均）
8573（85cm- 730g平均）　8675（86cm- 750g平均）

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

WTDXJRTJL
ディマリニ・ヴードゥ ML20 少年軟式用　　　　

￥16,500（税抜）
■φ67mm　■カラー：ブルー（7452）、Dブラック（7654）、Dブラック（7856）、Bシルバー（8058）　■素材：JX14（超々ジュラルミン） 縦研磨加工　
■エンドキャップ：３FUSION  DISH キャップ　■グリップテープ：日本未発売　■日本製　

ミドルライトバランス7452（74cm -520g 平均）　7654（76cm-540g 平均）
7856（78cm-560g 平均）　8058（80cm-580g 平均）

ブルー
（7452）

Dブラック
（7654）

Dブラック
（7856）

Bシルバー
（8058）

トップバランス ￥45,000（税抜）

ダークグリーン

レッド×
シルバー

パールホワイト×
シルバー

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

ワイド プラス

ワイド プラス
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新素材「PARASTACK コンポジット」採用。
抜群のトランポリン効果と振り抜きやすさを実現したハイパフォーマンスモデル。（高校男子～一般向け）

パラスタック

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）
エスシーフォー

新素材「PARASTACK コンポジット」採用。
抜群のトランポリン効果と振り抜きやすさを実現したハイパフォーマンスモデル。（高校女子～高校男子向け）

パラスタック

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）
エスシーフォー

新素材「PARASTACK コンポジット」採用。
抜群のトランポリン効果と振り抜きやすさを実現したハイパフォーマンスモデル。（中学女子～高校女子向け）

パラスタック

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）

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いて下さい。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

ブラック×
ネオングリーン

WTDXJSTPR

WTDXJSTDS

ディマリニ・フェニックス H&H 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）

￥13,000（税抜）

■φ57mm　■カラー：ブラック×ホワイト
■素材：打球部・ハンドル部／PARASTACKコンポジット
■エンドキャップ：DISHTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製　

■φ57mm　■カラー：ブラック×ネオングリーン
■素材：SC4（超々ジュラルミン）
■エンドキャップ：n2mTMキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■中国製

セミトップバランス

トップバランス

8471（84cm -710g 平均）   8573（85cm- 730g 平均）
8675（86cm- 750g 平均）

8470（84cm -700g 平均）
8572（85cm- 720g 平均）

ブラック×
ネオンオレンジ

ブラック×
ネオンオレンジ

WTDXJSTPE

WTDXJSTDL

WTDXJSTDJ

WTDXJSTPH

ディマリニ・フェニックス H&H 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）　　　

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・フェニックス H&H ソフトボール用（ゴム3号）　

￥45,000（税抜）

￥13,000（税抜）

￥12,000（税抜）

￥45,000（税抜）

■φ57mm　■カラー：レッド×ホワイト
■素材：打球部・ハンドル部／PARASTACKコンポジット
■エンドキャップ：DISHTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製

■φ57mm　■カラー：ブラック× ネオンオレンジ
■素材：SC4（超々ジュラルミン）
■エンドキャップ：n2mTMキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■中国製　

■φ50mm　■カラー：ブラック× ネオンオレンジ
■素材：SC4（超々ジュラルミン）
■エンドキャップ：n2mTMキャップ　■グリップテープ：WTA7753　■中国製　

■φ57mm　■カラー：パールホワイト× レッド
■素材：打球部・ハンドル部／PARASTACKコンポジット
■エンドキャップ：DISHTMキャップ　■グリップテープ：WTA7751　■アメリカ製　

セミトップバランス

ミドルバランス

ミドルバランス

トップバランス

8368（83cm -680g 平均） 　
8469（84cm-690g 平均）

8365（83cm -650g 平均）　
8467（84cm-670g 平均）

7657（76cm-570g 平均） 　7858（78cm-580g平均）
8059（80cm-590g平均）

8365（83cm -650g 平均）  
8466（84cm-660g 平均）

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）
エスシーフォー

VALERIE ARIOTO 
（バレリー・アリオート）

新素材『PARASTACKコンポジット』採用のディマリニ・フェニックス。
DISHキャップとの相乗効果で抜群のトランポリン効果と振り抜きが可能に。

PHENIX
フェニックス

WTDXJSTPR

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 テクノロジー
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。

ダブルウォール（二重管）
カーボンコンポジット管を二重に組み合わせ
た打球部構造。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生み出す。

パラスタックス

ディッシュ

パラスタック

PARASTACKコンポジット
パワーヒッターのために開発された硬く弾く
打感が特徴のディマリニオリジナルコンポ
ジット素材。

ブラック×
ホワイト

レッド×
ホワイト

パールホワイト×
レッド

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用バット（ゴム3号）
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FUNG0 BATS｜ノック用バット

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）

ゴールド（8663）

ネイビー（8385）

ブラック（89645）

オレンジ（8390）

ブラック（8490）

シルバー（9166）

シルバー（8495）

レッド（8592）

TRAINING BATS｜トレーニング用バット

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

オープンプライス

■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

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）

WTDXJTRFN
ディマリニ・ファンゴ　　　

￥10,000（税抜）
■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）　■グリップテープ：WTA7751　■中国製　

8663（86cm-630g 平均）   89645（89cm-645g 平均）
9166（91cm-660g 平均）

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。

CHRISTIAN YELICH
（クリスチャン・イエリッチ）

Milwaukee  Brewers

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

BBCOR対応
「BBCOR」とは木製バットと同等の反発係数バット。2011年シーズンよりNCAA（全米大学野球）で採用がスタートし2012年シーズンからは
NFHS（全米州立高校野球）を中心に各世代のアマチュア野球でも採用。現在では、WBSC（国際野球連盟）主催の国際大会（U-15）でも
BBCOR 基準のバットを使用することとなっている。
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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

オパ

BASEBALL
BATS

HARDBALL BATS｜一般硬式用バット

HARDBALL BATS｜中学硬式用バット

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。〈ミドルライトバランス〉

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〉

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〉

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〉

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〉

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。

WTLJBB20L

WTLJBB20M

WTLJSL20T

WTLJBB20T

WTLJSL20M

WTLJSL20X

ルイスビルスラッガー  TPX 20-L 一般硬式用　　　

ルイスビルスラッガー  TPX 20-M 一般硬式用　　　

ルイスビルスラッガー  TPX 20 -T 中学硬式用　　　

ルイスビルスラッガー  TPX 20-T 一般硬式用　　　

ルイスビルスラッガー  TPX 20-M 中学硬式用

ルイスビルスラッガー  OPA 中学硬式用　

￥30,000（税抜）

￥30,000（税抜）

￥29,000（税抜）

￥30,000（税抜）

￥29,000（税抜）

￥32,000（税抜）

■φ67mm　■カラー：ブラック、シルバー、イエローゴールド　■素材：GENESIS PLUS（USA アルミ）縦研磨加工　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ67mm　■カラー：ブラック、シルバー　■素材：ST+20（USAアルミ）縦研磨加工　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ67mm　■カラー：ブラック、シルバー　■素材：GENESIS PLUS（USAアルミ）縦研磨加工　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ67mm　■カラー：ブラック　■素材：ST+20（USAアルミ）縦研磨加工　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ67mm　■カラー：ブラック　■素材：GENESIS PLUS（USAアルミ）縦研磨加工　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ67mm　■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　
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

ミドルライトバランス

ミドルバランス

トップバランス

トップバランス

ミドルバランス

ミドルバランス

8290（82cm-900g 以上） ※8290はブラックのみ
8390（83cm-900g 以上） 8490（84cm-900g 以上）

8390（83cm-900g 以上） 
8490（84cm- 900g 以上）

8276（82cm -760g 平均）　
8380（83cm-800g 平均）

8390（83cm-900g 以上）
8490（84cm-900g 以上）

8281（82cm-810g 平均）　8384（83cm-840g 平均）
8486（84cm-860g 平均）

8280（82cm-800g 平均）　8381（83cm- 810g 平均） 
8483（84cm-830g平均）

シルバー

イエロー
ゴールド

ブラック

シルバー

ブラック

シルバー

ブラック

ブラック

ブラック

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。 

[ 金属製 /コンポジットバット ]　　    ※打球部とは、先端から5cm～25cmの位置です。
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。

ブラック×
ゴールド

LOUISVILLE SLUGGER バットご使用上の注意

[ 木製バット ]
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。

　中学硬式バット３モデルの中で特徴的なのが「20X」。ツーピース
構造でしびれが軽減されるため、芯を外した際のしびれを気にせず
バットを振り切ることができる。ミドルバランスで振り抜きやすい点も
注目だ。
　「20T」と「20M」は同構造のバランス違い。トップバランスの「20T」
は比較的軽量なので、まだ力が備わっていないバッターでも鋭く振り
抜けるモデル。
　「20M」は飛ばす力が備わってきた２～３年生のパワー
ヒッターに勧めたいモデルだ。いずれも先端に超軽量の
「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。

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。

2020 
中学硬式用バット ラインナップ

WTLJSL20X

ミドルバランス

WTLJSL20T

トップバランス

WTLJSL20M

ミドルバランス
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HARDBALL BATS｜リトルリーグ用バット    ［反発基準対応モデル］

HARDBALL BATS｜ボーイズリーグ小学部用バット 

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。使用後は土、砂、石灰などをきれいに拭いてください。塗装の特性上、水と反応し打球部素材が腐食し塗装剥がれが生じる可能性がございます。

プライム

CODY BELLINGER
（コディ・ベリンジャー）

Los Angeles Dodgers

ツーピース構造によりミスヒット時のしびれが軽減。AVC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。

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。

WTLUBP920

WTLUBS720

ルイスビルスラッガー  PRIME 9 リトルリーグ用　　

ルイスビルスラッガー  SELECT 7 リトルリーグ用　　

￥45,000（税抜）

￥35,000（税抜）

■φ67mm　■カラー：ガンメタルグレー
■素材：打球部・ハンドル部／AVCマイクロフォームコンポジット
■エンドキャップ：ルイスビル RTXキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■中国製

■φ67mm　■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
■エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■中国製　　

トップバランス

トップバランス

2030（76cm-600g 平均）　2131（79cm-620g 平均）
2232（81cm-640g 平均）

2030（76cm-600g 平均）　2131（79cm-630g 平均）
2232（81cm-650g 平均）

ガンメタルグレー

ブラック

セレクト

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反発力を実現。

WTLJBY20T
ルイスビルスラッガー  カタリストⅡTi ボーイズリーグ小学部用

■φ67mm　■カラー：ブラック
■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　■グリップテープ：WTLGT01　 ■中国製

￥32,000（税抜）トップバランス7666（76cm-660g 平均）　7970（79cm-700g 平均）
8274（82cm-740g 平均）

ツーティーアイ

ブラック

アメリカ五大湖東部産ホワイトアッシュ。製材に「ハンドスプリット」
を採用。本場メジャーリーグでも多数使用。強い粘りが特徴で、押し込
むタイプの打者に向いている。

東ヨーロッパ産ビーチ。次世代の木製バット素材としてメジャーでも注目
されている。原木のまま仕入れ、製材・乾燥まで一貫生産。バラツキが
少なく、プロメープルより粘りがあるのが特徴。

アメリカ五大湖東部産メープル。原木のまま仕入れ製材、乾燥まで一貫
生産。バラツキが少ないため、日本のトッププロと全く同じ材の販売
が実現。硬度が魅力で、強い弾きを求めるプレーヤーに向いている。

アメリカ五大湖東部産メープル。極寒の偏西風に鍛え上げられた、筋肉
質で良質な材が魅力。製材に「ハンドスプリット」を採用。本場メジャー
リーガーがその良さを認める材。粘りがあり少し柔らかい打感が特徴。

LOUISVILLE SLUGGER

LOUISVILLE SLUGGER

LOUISVILLE SLUGGER

LOUISVILLE SLUGGER

フレイム（焼き）仕上げ

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。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）

 WOOD
BATS
硬式用木製バットモデル比較

  好みに合わせて選べる4種の木材

PRIME  MLBメープル

PRIME プロメープル

PRIME MLBアッシュ

SELECT GENUINEビーチ
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※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。

LOUISVILLE SLUGGER PRIME MLBメープル LOUISVILLE SLUGGER PRIME プロメープル

LOUISVILLE SLUGGER PRIME MLBアッシュ

■素　材：MLBメープル（北米材）　
■中国製

■素　材：MLBアッシュ（北米材）　
■中国製

■素　材：プロメープル（北米材）
■中国製

プライム プライム

プライム

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

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）

やや太めのテーパー部形状が特徴の操作性重視タイプ。（先端くり抜きタイプ）

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。

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。

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）

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）

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）

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

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（26M型）

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

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

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

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

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

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

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

トップバランス

トップバランス

トップバランス

セミトップバランス

トップバランス

セミトップバランス

トップバランス

セミトップバランス

セミトップバランス

トップバランス

トップバランス

ミドルバランス

ミドルバランス

ミドルバランス

WTLNAMT07

WTLNAHT26
WTLNAMT08

WTLNAMT09

WTLNAMT10

WTLNAMT11

WTLNAAT01

WTLNAAT03

WTLNAAT04

プライム

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（13T型）

WTLNAHR13

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（16T型）

WTLNAHS16

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（20T型）

WTLNAHR20

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（22T型）

WTLNAHR22

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（23M型）

WTLNAHR23

プライム

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（25S型）

WTLNAHS25

プライム

プライム

プライム

プライム

プライム

プライム

プライム

プライム

製材に「ハンドスプリット」を採用。
本場メジャーリーガーが品質の良さを認めるPRIME MLBメープル。

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。

製材に「ハンドスプリット」を採用。
強い粘りが特徴のPRIME MLBアッシュ。

8489（84cm-890g 平均）　
8590（85cm-900g 平均）
8691（86cm-910g 平均）

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

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

8489（84cm-890g 平均）　
8590（85cm-900g 平均）
8691（86cm-910g 平均）

8489（84cm-890g 平均）　 
8590（85cm-900g 平均）
8691（86cm-910g 平均）

8489（84cm-890g 平均）　
8590（85cm-900g 平均）
8691（86cm-910g 平均）

8489（84cm-890g 平均）　
8590（85cm-900g 平均）
8691（86cm-910g 平均）

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
良い木目の部分のみ製材

 1本の原木から
無駄なく製材

〈一般的な工法〉 〈ルイスビル旧工法〉

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

〈ルイスビル新工法〉

 〈イメージ図〉

プライム

プライム

プライム

8488（84cm-880g 平均）        
8590（85cm- 900g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8590（85cm- 900g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8590（85cm- 900g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8590（85cm- 900g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8590（85cm- 900g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8589（85cm- 890g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8589（85cm- 890g 平均）

8488（84cm-880g 平均）        
8589（85cm- 890g 平均）

￥22,000（税抜）

￥20,000（税抜）

￥17,000（税抜）
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EQUIPM
ENT

EQUIPM
ENT

BALL GLOVES 

BALL GLOVES 

DeM
ARINI BATS

DeM
ARINI BATS

LOUISVILLE SLUGGER BATS 

LOUISVILLE SLUGGER BATS

LOUISVILLE SLUGGER SELECT GENUINE ビーチ

8487（84cm-870g 平均）   
8588（85cm-880g 平均）

8487（84cm-870g 平均）   
8588（85cm-880g 平均）

8487（84cm-870g 平均）   
8588（85cm-880g 平均）

8487（84cm-870g 平均）   
8588（85cm-880g 平均）

8487（84cm-870g 平均）   
8588（85cm-880g 平均）

セレクト ジェニュイン

全体的に細めで好バランス。（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）

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）

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）

ルイスビルスラッガーSELECT　　
GENUINEビーチ 硬式用木製（16T型）

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（20T型）

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（22T型）

ルイスビルスラッガーSELECT　
GENUINEビーチ 硬式用木製（23M型）

ルイスビルスラッガーSELECT　　
GENUINEビーチ 硬式用木製（25S型）

トップバランス

トップバランス

トップバランス

セミトップバランス

ミドルバランス

WTLJBT16T

WTLJBT20T

WTLJBT22T

WTLJBT23M

WTLJBT25S

セレクト

セレクト

セレクト

セレクト

セレクト

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。

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。RTXキャップ採用で更なるパフォーマンスアップを実現。

薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。〈トップバランス〉

WTLJRB20N

WTLJRB20T

ルイスビルスラッガー  ニュートロン  一般軟式用　　

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  一般軟式用　

￥40,000（税抜）

￥36,000（税抜）

■φ67mm　■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　
■エンドキャップ：ルイスビル RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

■φ67mm　■カラー：ブラック
■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 RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

セミトップバランス

トップバランス

8368（83cm-680g平均）   8471（84cm-710g 平均）
8474（84cm-740g 平均）   8574（85cm-740g 平均）

8470（84cm-700g 平均）  8474（84cm-740g平均）
8572（85cm-720g 平均）

ホワイト

ブラック

薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。〈ミドルバランス〉

WTLJRB20M
ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  一般軟式用　

■φ67mm　■カラー：シルバー　
■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 RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

￥36,000（税抜）ミドルバランス8365（83cm-650g 平均）
8468（84cm-680g 平均）

シルバー

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

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。

ブラック

ブラック

WTLJRB20P

WTLJRB20A

ルイスビルスラッガー  PRIME C271  一般軟式用　　　

ルイスビルスラッガー  AC21  一般軟式用　　　

￥36,000（税抜）

￥14,000（税抜）

■φ62mm　■カラー：ブラック　■素材：100% パフォーマンスコンポジット
■グリップテープ：日本未発売　■中国製

■φ67mm　■カラー：ブラック　■素材：AC21（USA アルミ）縦研磨加工
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

トップバランス

トップバランス

8468（84cm-680g平均） 
8671（86cm- 710g平均）

8264（82cm-640g平均）　 8365（83cm-650g平均）
8466（84cm-660g平均）

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

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。

＊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。

セレクト ジェニュイン

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

■素　材：GENUINEビーチ（ヨーロピアンビーチ）　
■中国製

￥14,000（税抜）

DIDI GREGORIUS
（ディディ・グレゴリウス）

New York Yankees
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EQUIPM
ENT

EQUIPM
ENT

BALL GLOVES 

BALL GLOVES 

DeM
ARINI BATS

DeM
ARINI BATS

LOUISVILLE SLUGGER BATS 

LOUISVILLE SLUGGER BATS

ルイスビル・プロメープル 一般的な軟式用木製

WTLNARS16

WTLNARR20

WTLNARS22

WTLNARR23

WTLNARS25

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル  軟式用木製（16T型）　　　

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル  軟式用木製（20T型）　　　

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル  軟式用木製（22T型）　　

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル  軟式用木製（23M型）　　　

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル  軟式用木製（25S型）　　　

全体的に細めで好バランス。（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）

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）

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）

8477（84cm-770g 平均）  

8477（84cm-770g 平均）  

8477（84cm-770g 平均）  

8477（84cm-770g 平均）  

8477（84cm-770g 平均）  

プライム

プライム

プライム

プライム

プライム

ミドルバランス

RUBBERBALL BATS｜軟式用木製バット    RUBBERBALL BATS｜少年軟式用バット    

軟式用木製 LOUISVILLE SLUGGER PRIME プロメープル
プライム

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。

トップバランス

トップバランス

トップバランス

セミトップバランス

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。RTXキャップ採用で更なるパフォーマンスアップを実現。

薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。〈トップバランス〉

WTLJJR20N

WTLJJR20T

ルイスビルスラッガー  ニュートロン  少年軟式用　　

ルイスビルスラッガー  カタリストⅡTI  少年軟式用　

￥36,000（税抜）

￥32,000（税抜）

■φ67mm　■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　
■エンドキャップ：ルイスビル RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

■φ67mm　■カラー：ブラック
■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 RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

セミトップバランス

トップバランス

7654（76cm-540g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
8060（80cm-600g 平均）

7654（76cm-540g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
8060（80cm-600g 平均）

ホワイト

ブラック

薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。〈ミドルバランス〉

WTLJJR20M
ルイスビルスラッガー  カタリストⅡTI  少年軟式用　

■φ67mm　■カラー：シルバー　
■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 RTXキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

￥32,000（税抜）ミドルバランス7654（76cm-540g 平均）　7858（78cm-580g 平均）
8060（80cm-600g 平均）

シルバー

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。

ブラック

WTLJJR20A
ルイスビルスラッガー  AC21  少年軟式用　　　 ￥13,000（税抜）
■φ67mm　■カラー：ブラック　■素材：AC21（USA アルミ）縦研磨加工
■エンドキャップ：ルイスビル プロカップエンドキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

トップバランス7652（76cm- 520g 平均）　7855（78cm-550g 平均）
8058（80cm-580g 平均）

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。

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。

■素　材：プロメープル（北米材）　
■中国製

￥9,800（税抜）
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EQUIPM
ENT

EQUIPM
ENT

BALL GLOVES 

BALL GLOVES 

DeM
ARINI BATS

DeM
ARINI BATS

LOUISVILLE SLUGGER BATS 

LOUISVILLE SLUGGER BATS

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〉

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〉

WTLJKS20T

WTLJKS20S

WTLJKS19T

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）　　　

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）　　　

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）　　　

■φ57mm　■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　
■エンドキャップ：ルイスビル Xキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■中国製　

■φ57mm　■カラー：レッド×ホワイト　
■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 Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ57mm　■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　
■エンドキャップ：ルイスビルエンドキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■中国製　

トップバランス

セミトップバランス

トップバランス

8468（84cm-680g 平均）    8471（84cm-710g 平均）
8571（85cm- 710g 平均）     8574（85cm-740g 平均）
8671（86cm- 710g 平均）    8674（86cm-740g 平均）

8368（83cm-680g 平均）   
8471（84cm-710g 平均）

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）

ホワイト×
レッド

ホワイト×
シルバー

ツーティーアイ

ツーティーアイ

ツーティーアイ

￥45,000（税抜）

￥45,000（税抜）

￥45,000（税抜）

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。

WTLJKS20M
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）　

￥45,000（税抜）
■φ57mm　■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
■エンドキャップ：ルイスビル Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

ミドルバランス8468（84cm-680g 平均）   
8471（84cm-710g 平均）

レッド×
ホワイト

ブラック×
ホワイト

ホワイト×
ゴールド

ツービーティー

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。

WTLJKS20X
ルイスビルスラッガー  LXT  ソフトボール用（革・ゴム3号）　

■φ57mm　■カラー：ホワイト×ゴールド　
■素材：打球部・ハンドル部／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 Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

￥45,000（税抜）セミトップバランス8369（83cm-690g 平均）
8472（84cm-720g 平均）

エルエックスティー

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。

SOFTBALL
BATS

WTLJKS20T

トップバランス

WTLJKS20S

セミトップバランス

WTLJKS20M

ミドルバランス

WTLJKS20X

セミトップバランス

2020 
革・ゴム3号用バットラインナップ
　「20T」、「20S」は同じ構造のバランス違い。「20T」はトップ
バランス、「20S」はややミドルよりのセミトップバランス。
「20T」は一番ヘッドが効いているスラッガータイプ向けで、
豊富なサイズ展開であらゆるバッターに対応できる。一方、
「20S」はトップバランスだと少し重く感じる選手向けで、ほど良
いヘッドの重みを残しつつ振り抜きの良さを追求したモデルだ。
　「20M」はテーパー部にカーボンベルトを装着した、硬い打感
が特徴のミドルバランスモデル。振りやすさと操作性を重視
したモデルだ。
　　「20X」は唯一のツーピース構造モデル。ツーピースならでは
の弾きの良さと、重さを感じさせない爽快な打感が特徴だ。

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］    
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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　（ゴム3号）

SOFTBALL BATS｜ソフトボール用バット　（2号）

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〉

CICコンポジット採用。振り抜きやすいボトルタイプ。

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反発力を実現。

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〉

WTLJGS20S

WTLJGS20L

WTLJYS20M

WTLJGS20T

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）　　　

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

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）　　　

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）　　　

■φ57mm　■カラー：レッド×ホワイト　
■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 Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ57mm　■カラー：シルバー×オレンジ　
■素材：C1Cコンポジット
■エンドキャップ：ルイスビル Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ50mm　■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
■エンドキャップ：ルイスビル エンドキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

■φ57mm　■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
■エンドキャップ：ルイスビル Xキャップ　■グリップテープ：日本未発売　■中国製

セミトップバランス

ミドルバランス

ミドルバランス

トップバランス

8368（83cm-680g 平均）   
8471（84cm-710g 平均）

8364（83cm-640g 平均）

7655（76cm -550g 平均） 7858（78cm -580g 平均）  
8060（80cm-600g 平均）

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）
8671（86cm- 710g 平均）　 8677（86cm- 770g 平均）

ツーティーアイ

シーワンシー　リナ

ツーティーアイ

ツーティーアイ

￥45,000（税抜）

￥27,000（税抜）

￥32,000（税抜）

￥45,000（税抜）

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。振りぬきやすいミドルバランスモデル。

WTLJGS20M
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）
■φ57mm　■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
■エンドキャップ：ルイスビル Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製　

ミドルバランス8468（84cm-680g 平均）   
8471（84cm-710g 平均）

レッド×
ホワイト

シルバー ×
オレンジ

ブラック×
ホワイト

ホワイト×
レッド
（8281）

ホワイト×
ブルー
（8382）

ホワイト×
ブラック
（8483）

ホワイト×
レッド

ブラック×
ホワイト

ホワイト×
シルバー

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。

WTLJGS20X
ルイスビルスラッガー  LXT  ソフトボール用（ゴム3号）　

■φ57mm　■カラー：ホワイト×シルバー　
■素材：打球部・ハンドル部／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 Xキャップ　■グリップテープ：WTLGT01　■中国製

￥45,000（税抜）セミトップバランス8468（84cm-680g 平均）　
8471（84cm-710g 平均）

ツービーティー

エルエックスティー

TRAINING BATS｜トレーニング用バット    

実打撃可能な軽量トレーニングバット。

WTLJBBTTR
ルイスビルスラッガー  トレーニング　　　 ￥8,000（税抜）
■カラー：ホワイト×レッド（8281）、ホワイト×ブルー（8382）、ホワイト×ブラック（8483）
■素材：バンブー貼り合せ　■中国製　

8281（82cm- 810g 平均）　8382（83cm- 820g 平均）
8483（84cm-830g 平均）

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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WTLJMBT25

WTLJMBS16

WTLJMBS20

WTLJMBS22

WTLJMBS23

ルイスビルスラッガー  ラミバット（25S型）

ルイスビルスラッガー  ラミバット（16T型）

ルイスビルスラッガー  ラミバット（20T型）

ルイスビルスラッガー  ラミバット（22T型）

ルイスビルスラッガー  ラミバット（23M型）

￥8,900（税抜）

￥8,900（税抜）

￥8,900（税抜）

￥8,900（税抜）

￥8,900（税抜）

実打撃可能。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）

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。

8489（84cm-890g 平均）

8489（84cm-890g 平均）

8489（84cm-890g 平均）

8489（84cm-890g 平均）

8489（84cm-890g 平均）

TRAINING BATS｜トレーニング用バット    

LOUISVILLE SLUGGER ラミバット
■素　　材：バンブー・メープル貼り合わせ　
■中国製

LOUISVILLE SLUGGER ラミバット
■素　　材：バンブー・メープル貼り合わせ　

CARLOS CORREA
（カルロス・コレア）

Houston Astros
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ABOUT US
ゲームで優位に戦うためのプロテクティブギアを提供。
プロテクティブギア専門ブランドとして2005年ジョージア州アセンズに誕生。創立者はプロ・
大学で競技に関わった複数の元アスリート。彼らは自らの経験から、従来の型押しタイプの
プロテクティブギアがパフォーマンスの妨げとなっていることに不満を感じていた。そこで、
自由に成型ができるテクノロジー（GEL-TO-SHELL テクノロジー）を開発し、これまでに
なかった軽くて強いカスタムフィット型プロテクティブギアを生み出した。選手に合わせて
ロッカールームで実演する地道な活動を重ねるうちに、そのギアは安全性と快適性を兼ね
備えた商品として、たちまち全米に広がることとなる。今日、エボシールドのプロテクティブ
ギアはパフォーマンスを重視する世界のトップアスリートに認められ、あらゆる国際大会の
場で使用されている。

THE VISION
チーム、プライド、勝利のために身を捧げるアスリートたちへ。
パフォーマンスに影響を与えることなく選手の身体を保護することを使
命とする。ゲームに集中できる安心感はゲームを優位に進めることに
つながる。革新的で信頼性の高い商品を提供することで、選手がゲーム
で最高のパフォーマンスを発揮できるようベストを尽くす。

EVOSHIELD [e·vo·shield (e-voh-sheeld)]

1.  選手、及びゲームを進化（Evolve）させるプロテクティブギア
2.  スポーツの進化（Evolution）
3.  業界の進化（Evolution）と発展
4.  その結果として発生する革新的商品
5.  漸進的変化や発展を成す過程
6.  集合体としてアクションを起こすもの（機械や軍隊のように）

THE MARK

1

2

3

1

2

3

BEHIND THE MARK 
矢印

要塞

スーパーヒーロー

外向きの３つの矢印は、体に受ける衝撃を消散させるエボシールド
のシグネチャーテクノロジー、「Dispersion Technology（ディスパー
ジョン テクノロジー）」を表す。

必要なとき常にそこに存在し、選手に安心感
を与える。要塞の形状はその強さと安定性を
表し、自信を持って戦えるギアを象徴する。

スーパーヒーローが強靭な防具を身に着けて戦うように、信頼できる
プロテクティブギアにより選手が最大のパフォーマンスを発揮できる
ことを目指す。

GEL-TO-SHELLテクノロジー
トゥー シェルジェル

DISPERSION 
ディスパージョン

テクノロジー

ジェル状の特殊素材が空気に触れることにより固まるテクノ
ロジー。アルミ製の袋から取り出し身体に当て、約30分待つ
ことでカスタム成型されたプロテクティブギアが完成。一度
成型するとその形状を永久に保持する。

何層もの極薄シートから成る独自開発素材。ボールが当
たった場合にもシートの層が衝撃を分散させるので、身体
へのダメージを最小限に抑えることができる。

ATHENS, GA

MLBプレーヤーに大人気のプロテクティブギアが日本オリジナル仕様で新登場。

EVOSHIELD STORY

［エボシールド］

THE TECHNOLOGY
小型で軽く、強くて丈夫な画期的プロテクティブギアを可能にしたテクノロジー。

EvoGeneral  Andrew Benintendi
Boston Red Sox®

1

2

3
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ブラック（BL）ホワイト（WH）ホワイト（WH） ブラック（BL）

ホワイト（WH） ブラック（BL）ホワイト（WH） ブラック（BL）

レッグガード成型方法  エルボーガード成型方法

PROTECTIVE GEAR｜エボシールド・レッグガード PROTECTIVE GEAR｜エボシールド・エルボーガード 

高校野球対応モデル

●サイズ： W23 ×H30（cm） 
●カラー： ホワイト（WH）、ブラック（BL）
●右打者用（RHH）/ 左打者用（LHH）
●素　材：PU布、PS、人工繊維、TPU  
●中国製　

￥8,000（税抜）
エボシールド カスタムフィット レッグガード

WTV12JP

●サイズ： W24 ×H17（cm） 
●カラー： ホワイト（WH）、ブラック（BL）
●右打者左打者兼用
●素　材：PU布、PS、人工繊維、TPU  
●中国製　

￥7,000（税抜）
エボシールド カスタムフィット エルボーガード

WTV62JP 高校野球対応モデル

①梱包物の確認
すねガード本体：１枚
足甲ガード：１枚
ストラップバンド：３本
（２インチ幅２本、 1.5 インチ幅１本）
連結バンド：１本
ガーゼ：２個

②開封する
打撃時と同じユニフォームパンツ・
スパイクシューズを身に着け、成
型の準備が整ったら、すねガードと
足甲ガードのアルミ製袋を開封し、
本体を取り出します。

③2つのガードをつなぐ
すねガード・足甲ガードを裏返し、
裏面から連結バンドでつなぎます。

④1.5インチバンドをつける
つないだ状態の２つのガードを
ひっくり返し、表面から足甲ガード
にストラップバンド（1.5 インチ幅）
をつけます。

⑤2インチバンドをつける
ストラップバンド（２インチ幅）
２本をそれぞれすねガードに図の
ように取りつけます。

①梱包物を確認
エルボーガード本体：1枚
ストラップバンド ：1本
（２インチ幅）
ガーゼ：1個

②開封する
打撃時と同じシャツを身に着け、
成型の準備が整ったらアルミ
製袋を開封し、本体を取り出し
ます。

③バンドをつける
ストラップバンドをエルボガード
本体につけます。

④ ひじにあてる
二の腕のカーブに合わせながら
ひじにあて、ストラップでとめ
ます。右打者は左ひじ、左打者は
右ひじにつけます。

⑤ ひじに装着
バッティングの体勢（ひじを曲げ
た状態）で、ひじの先端までしっ
かりカバーしていることを確認し
ます。曲げたひじの先端が◯印
あたりにくるように装着します。

⑥形を整える
すねの丸みに合うよう、滑らかに
形を整えます。

⑦すねにあてる
すねガードの凸部分（◯印）が内く
るぶしをカバーすることを確認し、
右打者は左足、左打者は右足に装
着します。すねガードを2本のスト
ラップバンドでとめます。

⑧足甲ガードをとめる
足甲の真上より少し内側に傾ける
ようにあて、ストラップバンドで
とめます。

⑩ ガーゼを巻く（1）
上から下に巻きます。端がめくれ
ないよう、手で押さえながら固定
します。

⑥ガーゼを巻く
肩側からひじに向かってガーゼを
巻きます。

⑦動きの確認
ひじを曲げ伸ばして腕の動きを
妨げないことを確認します。

⑧約30分待つ
ガーゼで固定したまま約30分待ち
ます。完全に固まるまできるだけ動
かさないでください。

⑨ 約30分後
完全に固まったら取り外します。

⑩ 完成（画像は左打者）⑨裏面から形を整える
裏面から滑らかに形を整えます。
表面を強く押さないように注意して
ください。

⑪ガーゼを巻く（2）
内くるぶし部分が浮かないように
注意しながら、足甲までガーゼを
巻きつけます。

⑫約30分待つ
ガーゼで固定したまま約30分待ち
ます。完全に固まるまできるだけ
動かさないでください。

⑬ 約30分後
完全に固まったら足から取り外し
ます。

⑭ 完成

※気温により固まるまでに30分以上を要する場合があります。完全に
　固まったことを確認してから取り外してください。

空気に触れると固まる特殊素材を使用したカスタムフィットのレッグガード。  空気に触れると固まる特殊素材を使用したカスタムフィットのエルボーガード。

ブラック（BL）ブラック（BL）

プロテクター本体は、空気に触れてから約10分で硬化が開始します。銀色のアルミ製袋は成型直前まで開封しないでください。 プロテクター本体は、空気に触れてから約10分で硬化が開始します。銀色のアルミ製袋は成型直前まで開封しないでください。

レッグガード
フィッティング動画

エルボーガード
フィッティング動画

ブラック（BL）

ホワイト（WH）ホワイト（WH）

高校野球対応モデル 高校野球対応モデル

身体に完全フィット。小型で軽く、
強くて丈夫な画期的エルボーガード。

身体に完全フィット。小型で軽く、
強くて丈夫な画期的レッグガード。

エボシールド　レッグガード・エルボーガード用取り替えストラップ

※画像は右打者用（RHH）

※気温により固まるまでに30分以上を要する場合があります。完全に
　固まったことを確認してから取り外してください。

ホワイト（WH）

ブラック（BL）

●サイズ：  W3.8cm × L27.5.cm
●カラー： ホワイト（WH）
               ブラック（BL）  
●中国製　

￥1,400（税抜）
エボシールド  取り替え用ストラップ 1.5インチ

WTVST15

●サイズ：  W5cm × L30.5cm
●カラー： ホワイト（WH）
               ブラック（BL）  
●中国製　

￥1,500（税抜）
エボシールド  取り替え用ストラップ 2.0インチ

WTVST20

発売予定
2020年2月

発売予定
2020年2月
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●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

￥4,300（税抜）
ディマリニ バッティンググラブ（両手用）　

WTABG1001－1006

●サイズ：S、M、L、XL
●カラー： ホワイト（WTABG1201）
　　　　  ブラック（WTABG1202）
              ブラック  ×ゴールド（WTABG1203）
              レッド ×ゴールド（WTABG1204）
             ネイビー ×ゴールド（WTABG1205）
●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

￥4,300（税抜）
ディマリニ バッティンググラブ（両手用）　

WTABG1201－1205

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。

BATTING GLOVES｜バッティンググラブ 

BATTING GLOVES｜バッティンググラブ 

「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。

「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。

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）

※ジュニアサイズは数量限定商品です。

●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

￥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

WTABG0701－0705

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）

ホワイト
（WTABG1001）

ブラック
（WTABG1002）

ブラック×レッド
（WTABG1003）

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 ホワイト×ゴールドレッド
（WTABG1004）

ネイビー×レッド ホワイト×ゴールド

パンチング加工により甲側の伸縮性を更に高めたノンストレス設計。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進化版GRITE（グリテ）モデル。

ホワイト
（WTABG1201）
高校野球対応モデル

ブラック
（WTABG1202）
高校野球対応モデル

ブラック×ゴールド
（WTABG1203）

レッド×ゴールド
（WTABG1204）

ネイビー×ゴールド
（WTABG1205）

ホワイト レッド×ゴールドブラック ネイビー×ゴールドブラック×ゴールドホワイト ×ゴールドブラックブラック ネイビー×ゴールドネイビー×ゴールド×ゴールド

甲側にパンチング加工を
施したストレッチ素材を
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。パンチ
ング加工により通気性も
アップ。

「ノンストレス設計」

Non Stress & Gripの秘密

「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。
BG12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。

ヒラ側裏面

ヒラ側表面

つっぱらない秘密

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。

ヒラ側裏面

ヒラ側表面

BATTING &
FIELDING 
GLOVES



LOUISVILLE SLUGGER BATS 

89 90

BALL GLOVES 

BALL GLOVES 

DeM
ARINI BATS

DeM
ARINI BATS

LOUISVILLE SLUGGER BATS

EQUIPM
ENT

EQUIPM
ENT

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）

肉厚のウェットタイプでフィット感抜群。

GRIPS｜グリップテープ

ブラック（BL） ゴールド（GO） シルバー（SI） レッド（RD）

●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

￥1,200（税抜）
ディマリニ リプレースメントグリップ

WTA7753

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。

￥800（税抜）
ディマリニ リプレースメントグリップ

WTA7746

ブラック（BL） タン（TN）

●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

￥1,000（税抜）
ディマリニ リプレースメントグリップ

WTA7751

●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。

￥1,000（税抜）
ルイスビルスラッガー リプレースメントグリップ

WTLGT01

FIELDING GLOVES｜守備用グラブ 

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×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

ホワイト×ネイビー
（WTAFG0405）

ブラック×レッド
（WTAFG0404）

ホワイト
（WTAFG0301）
高校野球対応モデル

ブラック×レッド
（WTAFG0302）

レッド×ネイビー
（WTAFG0303）

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。

※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：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

￥2,500（税抜）
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

WTAFG0401－0405

※右手用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

￥2,500（税抜）
ウイルソン 守備用グラブ（片手用）

WTAFG0301－0303

GRIPS

フィット力最重視設計

Non Stress & Fitの秘密

「すべらない手袋」

「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

「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。

「ノンストレス設計」
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｜アンパイアギア

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）

UMPIRE GEAR

NPB仕様 高校野球対応
SGマーク合格品

（対人賠償責任保険付）

ハーネス部
NPBマーク入り

SGマーク合格品
（対人賠償責任保険付）

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL 
2018-2020

NPB仕様 NPB仕様

NPB仕様 NPB仕様

足甲カップ取り外し可

（ 公財）全日本軟式野球連盟

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

背面 背面

バックサポート

足甲カップ取り外し可

バックサポート

バックルスタイル バックルスタイル

軟式用軟式用

新ハーネス 新ハーネス

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）

UMPIRE GEAR｜アンパイアギア（フェイスマスク・アクセサリー）

●重　量：670g 平均　
●カラー：ブラック
●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
●取り替え用パッド：WTA39SPPD  5,500円（税抜）　

￥26,000（税抜）
審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3019SP

●カラー：ブラック
●素　材：人工皮革（ヌバック加工）
              ポリウレタンパッド
●ベトナム製
※マスク全品番に使用可能

￥5,500（税抜）
フェイスマスク用取り替えマスクパッド

WTA3817NA

●カラー：ブラック
●素　材：ポリエステル
●ベトナム製

￥1,500（税抜）
フェイスマスク用取り替え ハーネス

WTA3927AB
●重   量：650g 平均　
●カラー：ブラック
●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
● M号ボール対応　
●ベトナム製
●取り替え用パッド：WTA61RBPD 
                            4,500円（税抜）

￥12,000（税抜）
軟式用マスク（スチールフレーム）

WTA6011RB

●サイズ：フリーサイズ　
              Ⓐ約29cm
　　　　  Ⓑ約29cm
●重　量：810g 平均
●カラー：ブラック
●素　材：PE、ナイロン、
　　　　　ポリウレタン　
●ベトナム製

￥18,000（税抜）
軟式用アンパイア  
チェストプロテクター

WTA3250RB

●カラー：ブラック
●素　材：ポリエステル
●ベトナム製
※ WTA3211NP、WTA3216NP、WTA3210NP、 
    WTA3215NP用

￥3,000（税抜）
チェストプロテクター用取り替え ハーネス

WTA6796BL

●重　量：670g 平均　
●カラー：ブラック
●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
●取り替え用パッド：WTA39SAPD  5,500円（税抜）　

￥26,000（税抜）
審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3019SA

●サイズ：SM（17インチ） 　 
　　　　　Ⓐ約 38cm Ⓑ約 49cm
●カラー：ブラック
●素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
●ベトナム製

￥15,000（税抜）
プロゴールド   レッグガード

WTA3410NP

●サイズ：SM  Ⓐ約38cm Ⓑ約 53cm
　　　　  ML  Ⓐ約 41cm Ⓑ約 57cm 
●カラー：ブラック
●素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
●ベトナム製

￥19,000（税抜）
ニューゴールド   レッグガード

WTA3451NP

NPB審判の声を反映し改良しました。

ひざからひざ下内側の、最もボールが当たりやすい
部分を約3cm広げ、足の内側を大きくカバー。

〈旧モデル〉 〈新モデル〉

●サイズ：SM  Ⓐ約 25cm Ⓑ約 30cm
　　　　  ML  Ⓐ約 28cm Ⓑ約 33cm
●重　量：SM 1100g 平均、ML 1300g 平均
●カラー：ブラック
●素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
●ベトナム製　

￥30,000（税抜）
プロゴールド   チェストプロテクター

WTA3211NP

●サイズ：SM  
              Ⓐ約 25cm Ⓑ約 30cm              
●重　量：1320g 平均
●カラー：グレー
●素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン　
●ベトナム製　

￥30,000（税抜）
プロプラチナ   チェストプロテクター

WTA3216NP
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ブラック（BL） ネイビー（NA） シルバー（SI）ネイビー（NA） シルバー（SI）

スカーレット（SC）スカーレット（SC）

ネイビー（NA）ネイビー（NA） ロイヤル（RO）ロイヤル（RO）

USA（US）USA（US）ホワイト（TW）

スカーレット（SC） USA（US）

キャスター付きアーム部

バット2本入れ シューズ入れフェンスフック

刺繍パネル 撥水素材 携帯電話ポケット

1本入れジュニア用 2 本入れジュニア用

BAGS｜ウイルソン・バッグ

●サイズ：L33×D31×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）　　　
　　　　　ホワイト（TW）、USA（US）
●素　材： 合成皮革（PVC）、ターポリン、PU　
●中国製 

￥6,800（税抜）
ディマリニ VOODOO REBIRTH バックパック

WTD9105

●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 

￥13,900（税抜）
ディマリニ SPECIAL OPS SPECTRE バックパック

WTD9410

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

●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 

￥14,800（税抜）
ウイルソン キャスターバッグ

WTA9032BL

ヴードゥ

スペシャル

リバース

オプス スペクター

BAGS｜ディマリニ・バッグ

発売予定
2020年2月

●サイズ：L29×D23×H43（cm）
●カラー：ブラック（BL）、ロイヤル（RO）
              スカーレット（SC）、USA（US）
●素　材： 合成皮革（PVC）、PU　
●中国製 

￥4,200（税抜）
ジュニア用 ディマリニ VOODOO バックパック

WTD9106
ヴードゥ

携帯電話ポケットフェンスフック

ブラック（BL）

2本入れ ソフトボールバット3本入れ1本入れ ソフトボールバット2本入れ

●サイズ：L92×W14（cm）
●カラー：ゴールド（GO）
●素　材：ナイロン、PU、ポリエステル　●中国製

￥4,300（税抜）
ディマリニ バットケース 2 本入れ

WTABA92GO

●サイズ：L84×W14（cm）
●カラー：ゴールド（GO） 
●素　材：ナイロン、PU、ポリエステル　●中国製

￥3,900（税抜）
ディマリニ ジュニア用バットケース 2 本入れ

WTABJ92GO

●サイズ：L92×W9（cm）
●カラー：ゴールド（GO）
●素　材：ナイロン、PU、ポリエステル　●中国製

￥3,500（税抜）
ディマリニ バットケース 1本入れ

WTABA91GO

●サイズ：L84×W9（cm）
●カラー：ゴールド（GO）
●素　材：ナイロン、PU、ポリエステル　●中国製

￥3,200（税抜）
ディマリニ ジュニア用バットケース 1本入れ

WTABJ91GO

1本入れジュニア用 2 本入れジュニア用

●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

￥2,800（税抜）
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

WTLBJ91RD

●サイズ：L84×W14 (cm）
●カラー：ブラック×レッド
●素　材：PU、ポリエステル　●中国製

￥3,400（税抜）
ルイスビルスラッガー  ジュニア用バットケース 2 本入れ

WTLBJ92RD

BAGS｜ディマリニ・バットケース

1本入れ ソフトボールバット2本入れ 2本入れ ソフトボールバット3本入れ 4本入れ ソフトボールバット5本入れ

●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

￥3,000（税抜）
ルイスビルスラッガー  バットケース 1本入れ

WTLBA91RD

●サイズ：L92×W14 (cm）
●カラー：ブラック×レッド
●素　材：PU、ポリエステル　●中国製

￥3,900（税抜）
ルイスビルスラッガー  バットケース 2 本入れ

WTLBA92RD

●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

￥5,500（税抜）
ルイスビルスラッガー  バットケース 4 本入れ

WTLBA94RD

BAGS｜ルイスビルスラッガー・バットケース

LBA94RD

バット4本入れ シューズ入れフェンスフック

刺繍パネル 撥水素材 内部仕切り

数量限定商品

数量限定商品

ジュニア用

数量限定商品ロイヤル（RO）ロイヤル（RO）ブラック（BL）ブラック（BL）
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●サイズ：SS～5L
●素　材：ポリエステル100％
●吸汗速乾
● UVカット

●サイズ：SS～5L
●素　材：ポリエステル100％
●吸汗速乾
● UVカット

WTPB400WTPP200
ボタンダウンポロシャツドライポロシャツ

￥4,500（税抜）￥3,500（税抜）

●サイズ：大人用／SS～5L
　　　　　ジュニア用／100～150
●素　材：ポリエステル100％
●吸汗速乾
● UVカット

ドライTシャツ

12COLORS
ブラック グレー ホワイト イエロー レッドオレンジ

パープルピンク ロイヤル
ブルーネイビー グリーンターコイズ

12COLORS
ブラック ホワイト

ロイヤル
ブルー グリーンターコイズ

ダークグレー デイジー

レッドオレンジ バーガンディ

ピンク ネイビー

24COLORS
グレーダークグレーブラック ホワイト イエロー デイジー

レッドオレンジ バーガンディ パープル ライト
パープル

ライト
ピンクピンク

ホット
ピンク

サックス ロイヤル
ブルー ネイビー

ライムグリーン

ターコイズ

蛍光
イエロー

蛍光
ピンク

蛍光
オレンジオリーブ

WTPT100
￥2,800（税抜）

￥2,200（税抜）

［大人用］

WTPT100J
［ジュニア用］

グレー（GY）ブラック（BL）

ネイビー（NA）

ブラック（BL）

ブラック（BL）

ロイヤル（RO） スカーレット（SC）

ネイビー（NA）

オマハ

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

BAGS｜ルイスビルスラッガー・バッグ

BAGS｜エボシールド・バッグ

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

APPAREL｜チームウェア  ※受注生産品（納期約2週間～）

●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

￥930（税抜）
日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球

WTA1076R

●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

￥1,100（税抜）
革ソフトボール試合球（イエロー）

WTA9090J

●素材：天然皮革　
●出荷単位：1ダース　 
●中国製

￥930（税抜）
全日本少年硬式野球連盟   （ヤングリーグ）試合球

WTA1078R

●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

￥850（税抜）
革ソフトボール練習球（イエロー）

WTA9611J

●サイズ： L35×D20×H55（cm） 
●カラー： ブラック（BL）
              グレー（GY）
●素　材：合成皮革（PVC）、PU  
●中国製　

￥10,800（税抜）
エボシールド GRANDSTAND バックパック

WTV9100

●サイズ：W33×D23×H61（cm）
●カラー：ブラック（BL）
             ネイビー（NA）
●素　材：合成皮革（PVC）、PU　
●中国製

￥8,900（税抜）
ルイスビルスラッガー  M9バックパック

WTLM901

発売予定
2020年2月

バット4本入れ シューズ入れフェンスフック

刺繍パネル 内部仕切り 携帯電話ポケット

バット2本入れ 携帯電話ポケットフェンスフック

PC収納 数量限定商品

●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

￥4,900（税抜）
ルイスビルスラッガー  OMAHA バックパック

WTL9504

バット2本入れ シューズ入れフェンスフック

数量限定商品

数量限定商品

エボシールド・バッグ

ブラック（BL） グレー（GY）

グランドスタンド
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PITCHING MACHINE｜ピッチングマシン

組み立てカンタン、コントロール抜群のピッチングマシン
●使 用 球：硬式・軟式・ソフトボール
●最高球速：80km/h（軟式）　
●用　　途：打撃・守備練習（ゴロ・フライ可能）
●重　　　量：約 9kg（持ち運び可能）
●サ イ ズ：長さ80×幅 55×高さ100cm
　　　　 　（自動車トランクに収納可能）
●バネ交換以外はメンテナンスほぼ不要

ポータブルピッチッングマシン

BLUE FLAME（ブルーフレーム）

ブルーフレーム専用のスプリング。

交換用スプリング

WTLPARTS1

2  パワーペダルを踏む1  ボールをセットする 3  レバーを引く

●設置サイズ：L80×W55×H100（cm）
●カラー：ブルー
●重　量：約9kg　
●台湾製

￥37,000（税抜）
ルイスビルスラッガー ポータブルピッチッングマシン  BLUE FLAME

WTLBLUFLM

ブルーフレーム紹介動画

BLUE FLAME

※マシンを使用前、使用後に定期的に点検することをお薦めします。未然に故障や事故などの発生を防ぎ、いつも安全な状態でご使用いただけます。

使い方手順

ブルーフレーム

￥3,000（税抜）

発売予定
2020年3月


