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SB KBB B1 フラット OY MC UW投 投 投 投 投 投 投

MS TU PA バスケット※ MB※ PBⅡ

T

投 投 投 ツーピースⅡ投 投 投 内 内

内 TⅡ TⅢ TV TW TY US-H内 内 内 内 内 内

H VH内 内 HⅡ内 内 内 内 内

内 DF

HS

DV

HW

シャープ

KFⅡ

ダブルシャープ

916F

ダブルT ダブルTⅡワンピース

W7

内 外 内 外 内 外 外 外 外

外 CF外 SF外WF外 デュアルポスト外GTⅡ外GT外

※D1型のみ対応

ウェブヘリ革ウェブヘリ革

ウェブヘリ革 ウェブヘリ革

ウェブヘリ革

ウェブヘリ革 ウェブヘリ革
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B 受球面と同色C

※ウェブカラー（Ⓐ〜Ⓓ）を変更の場合は特記事項にご記入ください。※ウェブカラー（Ⓐ〜Ⓓ）を変更の場合は特記事項にご記入ください。

A

BC

A

B BC

A

B

A

B

A A A

B

BB BK SS NM TC VTB AB投 投 投 投 投 投 投

※D1、1W、1B、S1型のみに対応

　

注：野手のグラブの色の制限について、アマチュア野球では次のとおり対応する。
     本規則はすべての硬式用グラブに適用する。

野くな係関に置位備守）１（  　 手（投手を含む）はPANTONEの色基準１４番より明るい色のグラブを使用することはできない。
　　   　 この規則は、グラブ本体、パーツ（紐革、ヘリ革、玉ハミ）に適用するが、ハミ出し（切ハミ）についてはこの限りでない。
　　（２）投手を除く野手のグラブの縫い糸、刺繍の色および商標の色についても現行どおり制限はない。

ソフトフィットレザー 牛革を裏専用レザーとして独自加工。
ソフトな手入れ感と耐久性を実現しました。

共革 表革と同素材。使いこむほど手に馴染んできます。

ソフトフィットレザー ＋ 共革
（投手用のみ）

投手専用設計。リリース時にしっかりと引き手に力が加わるように
硬く仕上げ、また型くずれを防ぐ耐久性を実現しました。

※色指定がない場合、本体同色になります。
表革カラーよりお選びください。

D
ブラウン

D
ブラウン

シリアスキップレザー

プロストック ステアレザー

和  牛

素 材 特 徴 カラー

（硬式グラブのみ対応）

（硬式グラブのみ対応）

牛革表面部に特殊加工を施し、メタリック調に仕上げたレザー。
受球面には使用できません。
背面部・ウェブ・パーツのみに使用できます。メタリックレザー M

ブラック ゴールド シルバー

厳選された日本牛革を国内の熟練された技術でなめし加工。
ミットに適した耐久性があり、軽量化も実現できます。

（日本アマチュア野球規則委員会）

ブリックライム

牛革の表面にスネーク柄を型押ししたレザー。
受球面には使用できません。
背面部・ウェブ・パーツのみに使用できます。
※対応できないウェブもあります。（P.46参照）スネークレザー

Lタンブラック Wオレンジ
オレンジ
タン ブリックオレンジタン

ブリック

ブロンド D
ブラウン

ブリック

C
グレー

グレー パープル F
グリーン ライム

T
ブルー

K
グリーン Sタン

T
オレンジ

オレンジ
タン

選択可能なグラブのポジションを表示しています。

基本モデルにより、取付可能なウェブが限られます。
投 投手用 内 内野手用 外 外野手用

硬
式
・
軟
式
・
革
ソ
フ
ト
・
ゴ
ム
ソ
フ
ト
用

2L型、ST型、2Z型、2S型、2B型、
3F型のミットのみ対応（　　　　　　　　）

牛革よりも耐久性に優れ、軽量化も実現。
受球面には使用できません。
背面部のみに使用できます。
ベロ部には選べません。
ブラック : 高校野球対応

ブラック : 高校野球対応

牛革の1/2 の軽さで約 2倍の耐久性を持つWilson 独自の素材。雨（水分）、
汚れが浸透しないため重くなりにくい。グラブに耐久性を持たせつつ、軽量
化も実現でき、さらにはグラブの型つけも牛革よりも簡単にできる。

ホワイト グレー ネイビー ロイヤル スカーレットブラック

 スーパースキン
（グラブ、2P型、36型、39型のみ対応）

硬式・革ソフト

軟式・ゴムソフト

※メタリックレザー、スネークレザー及びスーパースキンを選択の場合、使用する背面部パーツをご指定ください。
※ウイルソンクイーンの投手用グラブについては、オフィシャル・ソフトボール ・ルール　3～3項より 投手が使用するグラブは、グラブのひもを含め、多色でもよいが球以外の色でなければならない。
※皮革の色はなめし及び染色工程上、生産ロットにより多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

生後1年未満のヨーロッパ産子牛レザー。きめが細かく、しなやかさ
に定評があり、グラブの軽量化も実現できる最高級レザー。

密度の細かい北米産原皮を厳選し、独自のなめし加工を経て、仕上
げに特殊油脂加工を施した軟式最高級レザー。

厳格な基準で選び抜かれた密度の細かい北米産原皮を国内の独自
の加工を経て特別なフィーリングに仕上げた、Wilson Gloveの 
象徴とも言えるレザー。耐久性もあり、はめた瞬間から手に馴染む
レザー。

●表革カラー（ウェブ・パーツ含む）2色以上選択の場合、1色につき￥1,650（税抜￥1,500 ）が加算されます。
　メタリックレザー、スネークレザーを2か所以上選択の場合、1か所につき￥1,650（税抜￥1,500 ）が加算されます。

表革カラーと別のカラーも選択できます。その場合、¥1,650（税抜¥1,500）が加算されます。

グレー

スカーレットロイヤル

表革・カラー2

裏 革3

　ウェブ4 ※キャッチャーミット、ファーストミットは決められたウェブしか
　対応できません。

注）※・・・スネークレザーでの作成はできません。

ブリックD
ブラウン

※特殊加工がまれに剥がれる場合がありますが、特性上やむを得ない現象で
　ある旨あらかじめご了承ください。

※生産ロットにより型押し加工条件が異なるため、柄の濃淡に多少差が出る
　場合がございますが不良ではありません。
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玉はみ切りはみ

高校野球公式大会では、本体カラーとレースカラーの組み合わせに制限があります。詳しくはP.42「高校野球用具の使用制限について」をご参照ください。

※グレー、ホワイト、シルバーの3色は、上記の規則に抵触します。

（日本アマチュア野球規則委員会）

2. カラーをお選びください。

1.はみだしをお選びください。 

（日本アマチュア野球規則委員会）

※投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色以外のものでなければならない。審判員の判断によるが、どんな方法であっても幻惑させるものであってはならない。
   【注】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体（捕球面、背面、網）は1色でなければならない。

（日本高等学校野球連盟用具使用制限より抜粋）

※ 投手のグラブは、縁取りを除き白色、灰色以外のものでなければならない。審判員の判断によるが、どんな方法であっても幻惑させるものであってはならない。
   【注】アマチュア野球では、投手のグラブについては、縁取り、しめひも、縫い糸を除くグラブ本体（捕球面、背面、網）は1色でなければならない。
※ 投手用グラブははみだし部の色は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もしくは革の自然色とする。また縫い糸の色については特に制限を定めない。

投手用グラブの縫い糸の色について

C
グレー

ライト
ゴールド グリーン パープルブロンド

オレンジ
タン

D
ブラウン パープル F

グリーン

ライム T
ブルー

K
グリーン Sタン

D
ブラウン

F
グリーン ブリックオレンジ

タン
ライム K

グリーン
T

ブルー Sタン

ノーガードとじタテとじ（改良） ヨコとじダブル

注）

　

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

［ノーガードとじ　］
ヨコとじダブルの
中レースを抜きま
した。 ヒンジスタイル

は基本モデルに
準じます。

ブリックライム K
グリーン

ブロンド C
グレー グレー パープル

ブロンド C
グレー グレー

ブリック

ブラウン グレー

レースカラー5

バインディング（へり革）7

縫い糸8

芯の仕様　9

ウエルティング（はみだし）6 ※基本モデルに『はみだし』が付いているモデルのみ選択可能です。

※ミットは選択できません。

ブリック

高校野球公式大会では、はみだしは投手用・野手用に関係なく本体と同系色、または革の自然色のみ使用可能。
玉はみの場合は本体と同色のみ使用可能。

高校野球公式大会では、本体と同色のみ使用可能。

指あて

コロナカット

A 

 A

D E

B クロスロックレースC

※1B型・5FS型・キャッチャーミット・36型・3SZ型は対応
　できません。
※ファーストミットの場合、ウェブ周りもコロナカットになります。

<グラブ >

※基本モデルで指カバー、指あてが選択できるモデルのみ対応可能です。 ※ウェブ先端のレースをクロスに通します。

とじ とじ

注 意 !

< ファーストミット>

※デュアルグラブは選択できません。

A ホワイト
B ブラック
C エアフロー

吸汗性の高い特殊成型スポンジ素材
エアフロー

Wilson Staff

※選択の場合、￥1,650（税抜¥1,500）が加算
     されます。

※1B型・5FS型・キャッチャーミット・　
        ファーストミット（39型以外）は対応できません。

ウイルソンスタッフ オーダー用刻印　

 B Bear
ベア オーダー用刻印　

 CWilson Queen
ウイルソンクイーン オーダー用刻印　

土手レースの巻き方10 ※ミットは選択できません。

無料オプション12 ※指定のない場合つきません。

受球面刻印13

ベロ裏11

※紐の通し方は基本モデルに準じます。

※D9型、75型は背面レース仕様となっています。
※キャッチャーミット・ファーストミットは選択できません。

アーチフィッターF 親指フィット構造G バンドフィット調節H

女性専用機能

手首の動きを妨げることなく、手の甲を
しっかりと押さえつけることで、手との
一体感を向上。

親指の内側・外側をそれぞれレースで
固定することで親指のフィット感を向上。
（ミットを除く）

手の小さい選手も簡単に手首の調節を
することができ、グラブとのフィット感が
向上。
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ローマ字活字体 ローマ字筆記体

ブラッシュ体

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

B 

710魂3
（2桁まで）

または
文字（1文字）

レッド イエロー サックス Lグリーン ピンク

グリーン パープル ブリック ネオン
グリーン ブロンド

・影付き文字も指定できます。

・重ね文字も指定できます。

※重ね文字は影付き文字にはできません。

 上：norichika

 下：23（ブラッシュ体/サックス）

上： （筆記体/ブラック）
 下： S（ブラッシュ体/パープル）

上：Azuma（ブラッシュ体 /ブルー）
 下：11（ブラッシュ体 /パープル）

※色は黒のみ。スーパースキン、スネークレザー、
　メタリックレザーは対応できません。

オールドイングリッシュ体

インク（活字体・大文字）

（フチのみ）

無料特殊マーク（刺繍カラーをご指定ください）

左重ね文字/ 記入例

センター重ね文字/ 記入例

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

　※1カ所につき、¥1,650（税抜¥1,500）が加算されます。

　※1カ所につき、¥1,650（税抜¥1,500）が加算されます。

オールドイングリッシュ体

※丸型切り抜き加工を選択した場合、親指の刺繍に関しては重ね文字は対応できません。
※刺繍カラーを上記「3）カラー」の選択肢からご指定ください。

（オールドイングリッシュ体/ネイビー）

Tonosaki

ネーム書体2

カラー3

丸型切り抜き加工（親指付け根部分）を選ぶ4

［WS-1］ ［WS-3］ ［WS-5］ ［WS-6］ ［WS-7］ ［WS-8］ ［WS-9］ ［WS-10］

［WS-12］ ［WS-13］ ［WS-14］ ［WS-25］ ［WS-26］ ［WS-27］ ［WS-29］ ［WS-30］

［WS-31］ ［WS-32］

サックスゼブラ ブラック グリーンカモ ブラック レッドカモ ブラック ブルーカモ ブラック ピンクカモ ブラック

ブルー オレンジ

［WS-33］ ［WS-34

ネイビーカモ ブラック

［WS-47 ］］ ［WS-35］ ［WS-36］ ［WS-37］

［WS-38］

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

ブラック シルバー イエロー ピンク サックス レッド グリーン ロイヤル

ネイビー ピンク

［WS-39］　　　　　［WS-40］

ブルー イエロー サックス ブラウン パープル サックス レッド ホワイト ブラック ホワイト

［WS-41］ ［WS-42］ ［WS-43］ ［WS-44］ ［WS-45］

※　　のラベルのグラブは野球・ゴムソフトボールの公式試合で投手用として使用できません。

ラベル14 ※ラベル番号は連番ではありませんのでご注意ください。

刺繍15

※グラブの構造上、下記の部位におきまして刺繍に制限があります。 

※文字が小さくなります。

デュアルグラブ刺繍について

10文字まで
10文字まで10文字まで

バンド部分

※文字の大きさはスペースに対しての文字数により異なります。
　特にローマ字9文字以上は小さくなりますので、ご了承ください。

※D6型は薬指側
　部分の対応不可

10文字まで
6文字まで

8

※最大文字数は選択する型、書体により異なります。
　記載の文字数制限よりも少なくなる場合がございます。

位置

（A）親指　 （B）裏平部（二段まで）　 （C）裏平土手部　 （D）小指部（薬指側）　（E）バンド部分（右下）
※内野手用・外野手用の背面紐選択の
　場合は対応できません。

※WP-1～WP-8のラベルを選択の
　場合は対応できません。

※39型はプロスリーブ付きのため
　対応できません。

※タテとじを選択の場合は
　対応できません。

デュアルグラブの場合、下記［デュアルグラブ刺繍について］をご参照ください。

刺繍入れ価格は　、P.39・P.42［刺繍入れ価格表］をご参照ください。

1
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バットご使用上の注意

 ［金属製 / コンポジットバット］
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。

 ［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。

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。
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ジェネシス

GENESIS PLUS（USAアルミ）

強度と粘りを兼ね備えたアメリカ大学生にも人気の高い
超々ジュラルミン。打球音が高いのも特徴。 
 

一般硬式用バット 一般硬式用バット

高打球音が備わった
“広反発バット”*

ルイスビルスラッガー・
ティーピーエックス

ディマリニ・ヴードゥ TS21

日米共同開発

パワーヒッター向けミドルバランスモデルに高打球音がプラス。

操作性重視ミドルライトバランスモデルに高打球音がプラス。

●サイズ：φ67mm　8390（83cm -900g 以上）、8490（84cm -900g 以上）
●カラー：ブラック　●素材：JX14S（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　●グリップテープ：日本未発売　●日本製

●サイズ：φ67mm　8390（83cm -900g 以上）、8490（84cm -900g 以上）
●カラー：Dブラック　●素材：JX14S（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　●グリップテープ：日本未発売　●日本製

ディマリニ・ヴードゥ MP21  一般硬式用

WTDX JHUHP ¥33,000（税抜¥30,000）

ディマリニ・ヴードゥ ML21  一般硬式用

WTDX JHUHL ¥33,000（税抜¥30,000）

飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデルに高打球音がプラス。

ディマリニ・ヴードゥ TS21  一般硬式用

WTDX JHUHT ¥33,000（税抜¥30,000）

●サイズ：φ67mm　8390（83cm -900g 以上）、8490（84cm -900g 以上）
●カラー：ブラック　●素材：JX14S（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　●グリップテープ：日本未発売　●日本製

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

JX14S

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。

●サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g以上）、8490（84cm-900g以上）※8490はブラックのみ
●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
●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　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）、8490（84cm-900g 以上）※8490はブラックのみ
●カラー：ブラック、シルバー　●素材：ST+20（USAアルミ）縦研磨加工
●ミドルバランス　●エンドキャップ：ルイスビル SBCキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上）、8490（84cm-900g 以上）　
●カラー：ブラック　●素材：ST+20（USAアルミ）縦研磨加工　
●トップバランス　●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

高打球音。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〉

WTL JBB21M ¥33,000（税抜¥30,000）

ルイスビルスラッガー TPX21- M  一般硬式用
ティーピーエックス

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〉

WTL JBB21T ¥33,000（税抜¥30,000）

ルイスビルスラッガー TPX21-T  一般硬式用
ティーピーエックス

高打球音。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〉

WTL JBB21L ¥33,000（税抜¥30,000）

ルイスビルスラッガー TPX21- L  一般硬式用
ティーピーエックス

高打球音。ルイスビルスラッガー史上、
最軽量のSBCキャップ採用。

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

＊「広反発バット」とは高反発エリアを拡大し、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。

エスビーシー

SBCキャップ

従来より40%軽いカーボンコンポ
ジット製キャップがシャープな振り
抜きを実現。

打球部先端と手元の肉厚を薄く加工するテクノロジー
「TTW+」を採用し、スウィートスポットの拡大と反発
力アップを実現させたバットです。
前モデルとの違いは打球音が高くなり、更に振り抜き
が良くなった点です。
ぜひ高速変化球に対応したパフォーマンスを実感して
みてください。

開発担当コメント

プラス

ブラックDブラック

ブラック

ブラック

シルバー

ブラック

ブラック

シルバー

イエローゴールド
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ツーピース構造

しびれ軽減を最優先に開発したルイスビルスラッガー独自の 
ツーピース構造。  

ツーピース構造

中学硬式用バット 中学硬式用バット

重さを感じさせないバランスが抜群の飛距離を可能に。

操作性重視ミドルライトバランスモデルに高打球音がプラス。

●サイズ：φ67mm　8282（82cm-820g 平均）、8383（83cm-830g 平均）、8484（84cm-840g 平均）
●カラー：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　●グリップテープ：WTA7746　●日本製

●サイズ：φ67mm　8278（82cm -780g 平均）、8379（83cm-790g 平均）
●カラー：Dブラック　●素材：JX14S（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　●グリップテープ：WTA7751　●日本製

ディマリニ・ヴードゥ MP21  H＆H 中学硬式用

WTDX JHUJP ¥35,200（税抜¥32,000）

ディマリニ・ヴードゥ ML21  中学硬式用

WTDX JHUJL ¥31,900（税抜¥29,000）

飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

ディマリニ・ヴードゥ TS21  H＆H 中学硬式用

WTDX JHUJT ¥35,200（税抜¥32,000）

●サイズ：φ67mm　8279（82cm -790g 平均）、8380（83cm-800g 平均）、8481（84cm-810g 平均）
●カラー：ブラック　●素材：打球部／JX14S（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　●グリップテープ：WTA7751　●日本製

●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　●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　
●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ67mm　8276（82cm -760g 平均）、8380（83cm-800g 平均）
●カラー：ブラック、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　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ67mm　8281（82cm-810g 平均）、8384（83cm-840g 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　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製　

高打球音。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〉

WTL JSL21T ¥31,900（税抜¥29,000）

ルイスビルスラッガー TPX21- T  中学硬式用
ティーピーエックス

高打球音。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〉

WTL JSL21M ¥31,900（税抜¥29,000）

ルイスビルスラッガー TPX21-M 中学硬式用
ティーピーエックス

ハーフ アンド ハーフ

HALF & HALF TM テクノロジー

ハンドル部にHMコンポジットを採用すること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。

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。

芯を外した時のしびれを気にせず
バットを振り切れる。

日米共同開発

日米共同開発

日米共同開発

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

しなり戻りが早い“広反発バット”*
極薄打球部が飛距離に差を生む。

このバットは体の小さな選手でも長打が打てるよう
に開発しました。ただ当てるだけでは飛びません。
下半身主導の正しいスイングを身につけることが
できればこのバットは自分の限界を超える飛距離が
実現できます。
またそのスイングは高校野球から次のステージ、
「木製バット」の対応にも必ず生かされるはずです。

開発担当コメント

ルイスビルスラッガー・オパ

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。

WTL JSL21X ¥35,200（税抜¥32,000）

ルイスビルスラッガー OPA  中学硬式用
オパ

エスビーシー

SBCキャップ

従来より 40%軽いカーボンコンポ
ジット製キャップがシャープな振り
抜きを実現。

＊「広反発バット」とは高反発エリアを拡大し、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。

ディマリニ・ヴードゥ TS21 H&H

日米共同開発

Dブラック ブラック

ブラック

ブラック

シルバー

ブラック

ブラック
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ボーイズリーグ小学部用バット

リトルリーグ用バット〔反発基準対応モデル〕

飛距離にこだわった振り抜けるトップバランスモデル。

ディマリニ・ヴードゥ TS21  H＆H ボーイズリーグ 小学部用

WTDX JBUDR ¥35,200（税抜¥32,000）

コディ・ベリンジャー［ロサンゼルス・ドジャース］  モデル。

ルイスビルスラッガー  PRIME   MLB メープル 硬式用木製    （CB35型）

WTL NAMU01 ¥24,200（税抜¥22,000）

「 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。

ディマリニ・CF  リトルリーグ用

WTDX JLTFX ¥49,500（税抜¥45,000）

ロナルド・アクーニャJr［アトランタ・ブレーブス］  モデル。（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    （RA13型）

WTL NAMU03 ¥24,200（税抜¥22,000）

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。

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

WTL JBY21T ¥35,200（税抜¥32,000）

クリスチャン・イエリッチ［ミルウォーキー・ブルワーズ］  モデル。（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    （CY22型）

WTL NAMU02 ¥24,200（税抜¥22,000）

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。

ルイスビルスラッガー PRIME 9 リトルリーグ用

WTL UBP920 ¥49,500（税抜¥45,000）

ルイスビルスラッガー SELECT 7リトルリーグ用

WTL UBS720 ¥38,500（税抜¥35,000）

●サイズ：φ67mm　 7670（76cm-700g 平均）、7972（79cm-720g 平均）、8274（82cm-740g 平均）
●カラー：オレンジ×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
●トップバランス　●エンドキャップ：3 FUSION DISHキャップ　●グリップテープ：日本未発売　●日本製

●サイズ：33.0インチ（84cm-880g 平均）、33.5インチ（85cm-890g 平均）
●カラー：ナチュラル、ブラック×ナチュラル　●素材：ハンドスプリットMLBメープル（北米材）
●トップバランス　●中国製

●サイズ：φ67mm　2030（76cm-590g 平均）、2131（79cm-600g 平均）、2232（81cm-620g 平均）   
●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　●トップバランス
●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

●サイズ：33.0インチ（84cm-880g 平均）、33.5インチ（85cm-890g 平均）
●カラー：ナチュラル、ナチュラル×ダークブラウン　●素材：ハンドスプリットMLBメープル（北米材）
●ミドルバランス　●中国製

●サイズ：φ67mm　7666（76cm-660g 平均）、7970（79cm-700g 平均）、8274（82cm-740g 平均）
●カラー：ネイビーブルー　●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　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：33.0インチ（84cm-880g 平均）、33.5インチ（85cm-890g 平均）
●カラー：ナチュラル、ブラック×ナチュラル　●素材：ハンドスプリットMLBメープル（北米材）
●セミトップバランス　●中国製

●サイズ：φ67mm　2030（76cm-600g 平均）、2131（79cm-620g 平均）、
2232（81cm-640g 平均）　●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　
●トップバランス　●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

ツーティーアイ

プライム

プライム セレクト

パラフレックス プラス

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。

シーエフ

プライム

●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　
●グリップテープ：日本未発売　●中国製

プライム

WOOD BATS
CHRISTIAN YELICH
（クリスチャン・イエリッチ）

Milwaukee  Brewers

CODY BELLINGER
（コディ・ベリンジャー）

Los Angeles Dodgers

RONALD ACUÑA JR.
（ロナルド・アクーニャ・ジュニア）

Atlanta Braves

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。

硬式用木製バット

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。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。

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。

                      ブラック×
ナチュラル

                      ブラック×
ナチュラル

ナチュラル×
ダークブラウン

  ナチュラル

  ナチュラル

  ナチュラル

  ネオングリーン

  ネイビーブルー

オレンジ×
ブラック

日米共同開発

ガンメタルグレー   ブラック
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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。

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）

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）

滑らかなテーパー部の形状が特徴。操作性重視タイプ。

グリップエンド小さめ、緩やかな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）

●サイズ：8489（84cm-890g 平均）
              8590（85cm-900g 平均）　
              8691（86cm-910g 平均）
●ミドルバランス

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）

全体的に細めで好バランス。

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）

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） WTLNAHT26

ルイスビルスラッガー PRIME プロメープル　
硬式用木製（26M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）
●トップバランス

WTLNAHS16

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）
●トップバランス

WTLNAHR20

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）
●トップバランス

WTLNAHR22

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）
●ミドルバランス

WTLNAHR23

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）
●セミトップバランス

WTLNAHS25

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

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）

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 

［ 一般的な工法 ］ ［ ルイスビル工法］

⇨

 1本の原木から
無駄なく製材

若い細めの原木から
外側の良い木目の部分のみ製材

〈イメージ図〉

インクドット （Ink Dot）

メープルバットが危険な角度で折れる
ことを防ぐため、2009年からMLBで
導入された木目検査方法。日本国内
ではルール上、認められていないため
丸棒の段階で板目面にインクを落
とし、直材であることを確認する。

⇨
〈イメージ図〉

●素　材：プロメープル（北米材）
●中国製

¥18,700（税抜¥17,000）

ルイスビルスラッガー PRIME  プロメープル
プライム

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。

WTL NAHR13

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：8388（83cm-880g 平均）　   
              8489（84cm-890g 平均）
              8590（85cm-900g 平均）　
              8691（86cm-910g 平均）
●トップバランス

●トップバランス

WTL JBU22T

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

セレクト

●ミドルバランス

WTL JBU23M

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

セレクト

●セミトップバランス

WTL JBU25S

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

セレクト

●セミトップバランス

WTL JBU27S

ルイスビルスラッガー SELECT 　
GENUINEビーチ硬式用木製（27S型）

セレクト

●サイズ：8487（84cm-870g平均）        
             8588（85cm-880g 平均）
●素　材：GENUINEビーチ（ヨーロピアンビーチ）
●中国製

¥15,400（税抜¥14,000）

ルイスビルスラッガー SELECT  GENUINE ビーチ
ジェニュインセレクト

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）

WTL JBU20T

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

セレクト

●トップバランス

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。

ジェニュインセレクト

硬式用木製バット硬式用木製バット
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一般軟式用バット 一般軟式用バット

打球部ラバー素材の反発力アップで更なる進化を遂げた「ニュートロンⅡ」。

ルイスビルスラッガー ニュートロンⅡ  一般軟式用

WTL JRB21N ¥44,000（税抜¥40,000）

●サイズ：φ67mm　8470（84cm-700g 平均）、8572（85cm-720g 平均）　●カラー：ネイビーブルー　
●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 RTXキャップ　
●グリップテープ：日本未発売　●中国製

●サイズ：φ67mm　8365（83cm-650g 平均）、8468（84cm-680g 平均）　●カラー：チャコールブラック　
●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 RTXキャップ　
●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

ウレタンの厚みが増した1ピース構造『K-POINT STRONG』。

ディマリニ・ケーポイント ストロング 一般軟式用

WTDX JRUKS ¥49,500（税抜¥45,000）

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「K-POINT」。（軽量トップバランス）

ディマリニ・ケーポイント  H＆H 一般軟式用

WTDX JRTKL ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ69mm　8367（83cm-670g 平均）、8468（84cm-680g 平均 ）●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　●トップバランス　
●エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　●グリップテープ：WTA7753　●日本製

日米共同開発

操作性重視ミドルライトバランスモデル。

ディマリニ・ヴードゥ ML21  一般軟式用

WTDX JRURL ¥18,480（税抜¥16,800）

●サイズ：φ67mm　8366（83cm-660g 平均）、8467（84cm-670g 平均）　●カラー： Dブラック×シルバーロゴ（8366）、
Dブラック×ゴールドロゴ（8467）●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：３FUSION  DISH キャップ　●グリップテープ：WTA7751　●日本製

高校軟式野球対応モデル 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。

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〉

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  一般軟式用

WTL JRB21T ¥39,600（税抜¥36,000）

ツーティーアイ

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〉

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  一般軟式用

WTL JRB21M ¥39,600（税抜¥36,000）

ツーティーアイ

日米共同開発

ブラック×シルバー

ブラック×レッド

Dブラック×
シルバーロゴ（8366）

Dブラック×
ゴールドロゴ（8467）

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「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）

ディマリニ・ケーポイント  H＆H 一般軟式用

WTDX JRTKP ¥49,500（税抜¥45,000）
ディマリニ・ケーポイント  H＆H 一般軟式用

WTDX JRTKM ¥49,500（税抜¥45,000）

●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：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　●トップバランス　●エンドキャップ：DISHTM　
WEBキャップ　●グリップテープ：WTA7753　●日本製

●サイズ：φ69mm　8372（83cm-720g平均）、   8474（84cm - 740g平均 ）
●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　●ミドルバランス　
●エンドキャップ：DISHTM WEBキャップ　●グリップテープ：WTA7753　
●日本製　

ブラック×シルバー   ブラック×ゴールド

USオリジナル木製モデル「C271型」の打球部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.

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。超々ジュラルミン採用の高反発モデル。

ルイスビルスラッガー P
プライム

RIME C271 一般軟式用

WTL JRB21P ¥39,600（税抜¥36,000）

ルイスビルスラッガー A
エーシー

C21  一般軟式用

WTL JRB21A ¥16,500（税抜¥15,000）

●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　●グリップテープ：日本未発売　
●中国製

●サイズ：φ67mm　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 SBC キャップ　●グリップ
テープ：WTLGT01　●中国製

ブラック   ブラック

●サイズ：φ69mm　8372（83cm-720g平均）、8473（84cm-730g平均 ）、8574（85cm-740g平均 ）　
●カラー：ブラック×シルバー　●素材：ポリウレタン＋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　●グリップテープ：WTA7753　●日本製

ウレタン1層目

ウレタン2層目

HMコンポジットを打球部先端まで使用した1ピース構造

密度の異なるウレタンを2層構造にすることで
ウレタンの厚みをアップ。
インパクト時の打球部変形率が更に大きくなり
最大級の飛びを実現。

肉厚ウレタン2層構造 その飛び、規格外！ 肉厚ウレタン単層構造と2層構造の反発係数
※単層構造を100とした場合の比較

単層構造 2層構造

反
発

99％

100％

101％

103％

104％

2.1％UP！
102％

●サイズ：φ67mm　8368（83cm-680g平均）、8471（84cm-710g
平均）、8574（85cm-740g平均）　●カラー：プロセスブラック×レッド　
●素材：打球部／ 100%パフォーマンスコンポジット＋高反発ラバー、
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 RTXキャップ　
●グリップテープ：日本未発売　●中国製

64％

ラバー材反発弾性率変比較

旧モデル 21SSモデル

反
発
弾
性
率

0％

10％

20％

40％

50％

60％

70％ 64％

30％
20％

反発弾性とは？
ゴムに力を加えた時、跳ね返る力が生まれます。加えた力と跳ね返る力の比をパーセントで表した
ものを「反発弾性」といいます。
例えば、反発弾性率が100％のゴムがあったとして、そこにおもりを落としたら、おもりは元の位置
まで跳ね返ります。反発弾性率が０％なら、少しも跳ね返らず、その場に静止します。

プロセスブラック×レッド

ネイビーブルー

チャコールブラック
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軟式用木製バット 少年軟式用バット

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。

ルイスビル・プロメープル 一般的な軟式用木製

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

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）

●ミドルバランス

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）

●セミトップバランス

グリップエンド小さめ、緩やかな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）

●セミトップバランス

●トップバランス

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）

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

¥10,780（税抜¥9,800）

ルイスビルスラッガー PRIME  プロメープル
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（27S型）

WTLNARU27

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）

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（22T型）

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（23M型）

WTLNARR23

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）

WTLNARS25

プライム

ウレタンの厚みが増した1ピース構造『K-POINT STRONG』。

ディマリニ・ケーポイント ストロング 少年軟式用

WTDX JRUKR ¥47,300（税抜¥43,000）

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「K-POINT」。（トップバランス）

ディマリニ・ケーポイント  H＆H 少年軟式用

WTDX JRTKJ ¥47,300（税抜¥43,000）

●サイズ：φ69mm　7657（76cm-570g平均）、7858（78cm-580g平均 ）、8059（80cm-590g平均 ）
●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
●トップバランス　●エンドキャップ：DISHTM　 WEB キャップ　●グリップテープ：WTA7753　●日本製

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「K-POINT」。（ミドルバランス）

ディマリニ・ケーポイント  H＆H 少年軟式用

WTDX JRTKH ¥47,300（税抜¥43,000）

●サイズ：φ69mm　7759（77cm-590g 平均）、7960（79cm-600g平均 ）
●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
●ミドルバランス　●エンドキャップ：DISHTM　 WEB キャップ　●グリップテープ：WTA7753　●日本製　

日米共同開発

操作性重視ミドルライトバランスモデル。

ディマリニ・ヴードゥ ML21 少年軟式用

WTDX JRUJL ¥18,150（税抜¥16,500）

●サイズ：φ67mm　7452（74cm-520g 平均）、7654（76cm-540g 平均）、7856（78cm-560g 平均）、8058（80cm-580g 
平均）　●カラー：ブルー（7452）、Dブラック×シルバーロゴ（7654）、Dブラック×ゴールドロゴ（7856）、ゴールド（8058）
●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：３FUSION  DISH キャップ　
●グリップテープ：日本未発売　●日本製　

日米共同開発

   打球部内部：くり抜きなし    打球部内部：空洞

ブラック×シルバー

ブラック×ゴールド

ブルー（7452）

Dブラック×
シルバーロゴ（7654）

Dブラック×
ゴールドロゴ（7856）

ゴールド（8058）

ブラック×シルバー

●サイズ：φ69mm　7860（78cm -600g 平均）、8061（80cm-610g 平均）
●カラー：ブラック×シルバー　●素材：ポリウレタン＋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　●グリップテープ：WTA7753　●日本製　

ウレタン1層目

ウレタン2層目

HMコンポジットを打球部先端まで使用した1ピース構造

密度の異なるウレタンを2層構造にすることで
ウレタンの厚みをアップ。
インパクト時の打球部変形率が更に大きくなり
最大級の飛びを実現。

肉厚ウレタン2層構造 その飛び、規格外！ 肉厚ウレタン単層構造と2層構造の反発係数
※単層構造を100とした場合の比較

単層構造 2層構造

反
発

99％

100％

101％

103％

104％

2.1％UP！
102％
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少年軟式用バット

打球部ラバー素材の反発力アップで更なる進化を遂げた「ニュートロンⅡ」。

ルイスビルスラッガー ニュートロンⅡ   少年軟式用

WTL JJR21N ¥39,600（税抜¥36,000）

●サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）、7858（78cm-580g 平均）、8060（80cm-600g 平均）　
●カラー：ネイビーブルー ●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 RTXキャップ ●グリップテープ：日本未発売　●中国製

●サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）、7858（78cm-580g 平均）、8060（80cm-600g 平均）　
●カラー：チャコールブラック　●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 RTXキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ67mm　7652（76cm-520g 平均）、7855（78cm-550g 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SBCキャップ
●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

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。超々ジュラルミン採用の高反発モデル。

ルイスビルスラッガー AC21  少年軟式用

WTL JJR21A ¥15,400（税抜¥14,000）

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。

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〉

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  少年軟式用

WTL JJR21T ¥35,200（税抜¥32,000）

ツーティーアイ

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〉

ルイスビルスラッガー カタリストⅡTI  少年軟式用

WTL JJR21M ¥35,200（税抜¥32,000）

ツーティーアイ

●サイズ：φ67mm　7654（76cm-540g 平均）、7858（78cm-580g
平均）、8060（80cm-600g平均）　●カラー：プロセスブラック×レッド　
●素材：打球部／ 100%パフォーマンスコンポジット＋高反発ラバー、
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 RTXキャップ　
●グリップテープ：日本未発売　●中国製

64％

ラバー材反発弾性率変比較

旧モデル 21SSモデル

反
発
弾
性
率

0％

10％

20％

40％

50％

60％

70％ 64％

30％
20％

反発弾性とは？
ゴムに力を加えた時、跳ね返る力が生まれます。加えた力と跳ね返る力の比をパーセントで表した
ものを「反発弾性」といいます。
例えば、反発弾性率が100％のゴムがあったとして、そこにおもりを落としたら、おもりは元の位置
まで跳ね返ります。反発弾性率が０％なら、少しも跳ね返らず、その場に静止します。

プロセスブラック×レッド

ネイビーブルー

チャコールブラック

ブラック

SOFTBALL
BATS
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WILSON 
2020
A2000 MA14

DeMARINI
Custom 2020 
FNX Rising［- 9］

Louisville Slugger 
Custom  
LXT Bat［- 9］

DeMARINI
Custom 2020 
FNX Rising［- 9］

WILSON 
Custom 2020  
A2000 P12

WILSON
Custom 2020  
A2K  1787

WILSON
Custom 2020  
A2000 FPH12

WILSON
Custom 2020  
A2000 FPBM

WILSON
Custom 2020  
A2000 MC24

WILSON
Custom 2020  
A2000 KS7 GM

WILSON
Custom 2020  
A2000 FPCM

Louisville Slugger 
Custom  
LXT Bat ［- 9］

DeMARINI
Custom 2020 
FNX Rising［- 9］

Louisville Slugger 
Custom  
LXT Bat［-10］

KELSEY STEWART
UTILITY

AUBREE MUNRO
CATCHER

DELANEY 
SPAULDING
INFIELD

AMANDA 
CHIDESTER
CATCHER

VALERIE  ARIOTO
INFIELD

CAT OSTERMAN
PITCHER

ALI AGUILAR
INFIELD

MONICA ABBOTT
PITCHER

オリンピック3連覇を含む、まさに世界の王座として君臨するTEAM　USA. 
日本チーム最大のライバルであるアメリカの選手たちは一体どんな「武器」を使っているのだろうか？
主要メンバーの気になるギアを要チェック！

米国ソフトボール代表チーム

W I L S O N L O U I S V I L L E  S L U G G E RD e M A R I N I

モニカ ・ アボット【投手】
BIRTHDAY     : July 28, 1985
HOMETOWN : Salinas, CA 
HEIGHT          : 190cm  

キャット ・ オスターマン【投手】
BIRTHDAY     : April 16, 1983
HOMETOWN : Houston, TX 
HEIGHT          : 188cm  

アリ ・ アギラール【内野手】
BIRTHDAY     : August 28, 1995
HOMETOWN : Orangevale, CA 
HEIGHT          : 170cm  

アマンダ・ チデスター【捕手】
BIRTHDAY     : April 11, 1990
HOMETOWN : Allen Park, MI 
HEIGHT          : 175cm  

オーブリー ・ ムンロ【捕手】
BIRTHDAY     : October 4, 1993
HOMETOWN : Brea, CA 
HEIGHT          : 178cm  

ディレイニー・スポールディング【内野手】
BIRTHDAY     : May 9, 1995
HOMETOWN : Rancho Cucamonga, CA 
HEIGHT          : 170cm  

ケルシー・スチュワート【ユーティリティ】
BIRTHDAY     : August 15, 1994
HOMETOWN : Witchita, KS 
HEIGHT          : 168cm  

バレリー ・ アリオート【内野手】
BIRTHDAY     : April 10, 1989
HOMETOWN : Pleasanton, CA 
HEIGHT          : 170cm  

*2020年11月30日時点

*



69 70

B
A

TS

B
A

TS

G
LO

VES

G
LO

VES

EQ
U

IPM
EN

T

EQ
U

IPM
EN

T

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

更なるパフォーマンスアップを実現した「カタリストⅢ」。カタリストの進化は止まらない。〈セミトップバランス〉

ルイスビルスラッガー  カタリストⅢTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）

WTL JKS21S ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8368（83cm-680g 平均）、8471（84cm-710g 平均）
●カラー：ネイビーブルー　●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 Xキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

更なるパフォーマンスアップを実現した「カタリストⅢ」。カタリストの進化は止まらない。〈ミドルバランス〉

ルイスビルスラッガー  カタリストⅢBT　ソフトボール用（革・ゴム３号）

WTL JKS21M ¥49,500（税抜¥45,000）広いスウィートスポットと柔らかい打感が特徴。「PARASTACKコンポジット」採用のディマリニ・B52。

ディマリニ・B52 ソフトボール用（革・ゴム3号）

WTDX JST5K ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）、8471（84cm-710g 平均）
●カラー：ブラック×レッド　●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 Xキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ57mm　8369（83cm-690g平均）、8472（84cm-720g平均 ）、8574（85cm-740g平均 ）、8676（86cm-760g
平均 ）　●カラー：ブラック　●素材：PARASTACK コンポジット　● 83cm / セミトップバランス、84cm・85cm・86cm/
トップバランス　●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

広いスウィートスポットと抜群の飛距離を実現。しびれにくく、心地よい打感が特徴の振り抜きやすいセミトップバランスモデル。

ルイスビルスラッガー  LXT  ソフトボール用（革・ゴム３号）

WTL JKS21X ¥49,500（税抜¥45,000）

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。

ディマリニ・B52 ソフトボール用（革・ゴム3号）

WTDX JSS52 ¥49,500（税抜¥45,000）

●φ57mm　8369（83cm-690g 平均）、8472（84cm-720g 平均）
●カラー：パールホワイト×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
●セミトップバランス　●エンドキャップ：COPATMパフォーマンスエンドキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

●サイズ：φ57mm　8369（83cm-690g 平均）、8471（84cm-710g 平均）、8573（85cm-730g 平均）、8675（86cm-750g
平均）●カラー：ダークグリーン　●素材：PARAFLEX PLUS コンポジット　● 83cm・84cm ／セミトップバランス、
85cm・86cm／トップバランス　●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

スリーティーアイ

スリー ビーティー

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。

広いスウィートスポットと柔らかい打感にしなりがプラス。「PARASTACKコンポジット」採用のディマリニ・フェニックス。

●サイズ：φ57mm　8471（84cm- 710g平均）、8573（85cm- 730g平均）、8675（86cm- 750g平均）
●カラー：シルバー×ブラック　●素材：打球部・ハンドル部／PARASTACK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　●グリップテープ：日本未発売　●アメリカ製

83cm

84cm・85cm・86cm

83cm・84cm

85cm・86cm

パラスタック

パラスタック

パラフレックス プラス

ディマリニ・フェニックス

発売予定
2021年3月

21T 21S 21M 21X

更なるパフォーマンスアップを実現した「カタリストⅢ」。カタリストの進化は止まらない。〈トップバランス〉

ルイスビルスラッガー  カタリストⅢTI　ソフトボール用（革・ゴム３号）

WTL JKS21T ¥49,500（税抜¥45,000）

ハーフ アンド ハーフ

HALF & HALF TM 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。

 広いスウィートスポットと柔らかい打感にしなりがプラス。
『PARASTACKコンポジット』採用。

パラスタック

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）

WTDX JSUPF ¥49,500（税抜¥45,000）

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。

ディバージェンスバレルを改め、B52と同様のクワ
トロレイヤー（四層構造）を採用することで、2014年
モデルのフェニックスいわゆる「赤フェニ」を彷彿
させるバットが完成しました。
あまり重さを感じさせないバランスで振り抜きも
良く、またしなりを使えるので、男子トップリーグ
選手への試打でも高い評価を頂いてます。

開発担当コメント

　2021　
革・ゴム3号用バットラインナップ
更なる進化を遂げた「カタリストⅢ」。旧モデルとの違いはカーボン繊維
のほぐれの早さ。早くほぐれることで圧倒的なパーフォーマンスを実現。
「21T」はトップリーグでの使用率が高いトップバランス。ヘッドが
効いていてサイズが豊富。「21S」のセミトップバランス、「21M」
ミドルバランスはトップバランスに比べ振り抜きやすくなって
いる。「21X」はツーピース構造で打感の良さと振り抜き
やすいのが特徴。

スリーティーアイ

ネイビーブルー

ブラック×レッド

パールホワイト×ゴールド

ブラック

ダークグリーン

シルバー×ブラック

●サイズ：φ57mm　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）●カラー：Lブラック×レッド　●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 Xキャップ　●グリップテープ：日本未発売　●中国製

Lブラック×レッド

ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス
　

セ
ミト
ッ
プ
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ル
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ソフトボール用バット（ゴム3号） ソフトボール用バット（ゴム3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〉

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）

WTL JGS21S ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8368（83cm-680g 平均）、8471（84cm-710g 平均）
●カラー：ネイビーブルー　●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 Xキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

薄型カーボンコンポジット素材とカーボン2重装着との相乗効果で抜群の反発力を可能に。振り抜きやすいミドルバランスモデル。

ルイスビルスラッガー  カタリストⅡBT　ソフトボール用（ゴム３号）

WTL JGS21M ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8468（84cm-680g 平均）、8471（84cm-710g 平均）
●カラー：ブラック×レッド　●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 Xキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

広いスウィートスポットと抜群の飛距離を実現。しびれにくく、心地よい打感が特徴の振り抜きやすいセミトップバランスモデル。

ルイスビルスラッガー  LXT  ソフトボール用（ゴム３号）

WTL JGS21X ¥49,500（税抜¥45,000）

●φ57mm　8468（84cm-680g 平均）、8471（84cm-710g 平均）
●カラー：パールホワイト×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
●セミトップバランス　●エンドキャップ：COPATMパフォーマンスエンドキャップ　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

ツーティーアイ

ツー ビーティー

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。

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

ディマリニ・B52 ソフトボール用（ゴム3号）

WTDX JST5G ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8364（83cm-640g平均）、8465（84cm-650g平均 ）、8468（84cm-680g平均 ）、8471（84cm-710g
平均）、8573（85cm-730g 平均）、8675（86cm-750g平均）　●カラー：ガンメタルグレー　●素材：PARASTACK コンポ
ジット　●トップバランス　●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

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）

ディマリニ・ディスタンス  ソフトボール用（ゴム3号）

WTDX JSUDL ¥14,300（税抜¥13,000）

●サイズ：φ57mm　8365（83cm -650g 平均）、8467（84cm-670g 平均）
●カラー：ホワイト　●素材：SC4（超々ジュラルミン）　●ミドルバランス
●エンドキャップ：n2mTMキャップ　●グリップテープ：WTA7751　●中国製　

エスシーフォー

広いスウィートスポットと柔らかい打感にしなりがプラス。「PARASTACKコンポジット」採用のディマリニ・フェニックス。（中学女子～高校女子向け）

●サイズ：φ57mm　8365（83cm -650g 平均）、8466（84cm-660g 平均）
●カラー：シルバー×レッド　●素材：打球部・ハンドル部／PARASTACK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　●グリップテープ：日本未発売　●アメリカ製

パラスタック

ディマリニ・フェニックス H＆H ソフトボール用（ゴム３号）

WTDX JSUPH ¥49,500（税抜¥45,000）

最新のテクノロジーが凝縮された打球部にしなりがプラス。「PARASTACKコンポジット」採用のディマリニ・フェニックス。（高校女子～高校男子向け）

●サイズ：φ57mm　8368（83cm -680g 平均）、8469（84cm-690g 平均）
●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　●トップバランス　
●エンドキャップ：REFRACTキャップ　●グリップテープ：日本未発売　●アメリカ製

パラスタック

ディマリニ・フェニックス H＆H ソフトボール用（ゴム３号）

WTDX JSUPE ¥49,500（税抜¥45,000）

●サイズ：φ57mm　8471（84cm -710g 平均）、8572（85cm- 720g 平均）
●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　●トップバランス　
●エンドキャップ：REFRACTキャップ　●グリップテープ：日本未発売　●アメリカ製　

パラスタック

最新のテクノロジーが凝縮された打球部にしなりがプラス。「PARASTACKコンポジット」採用のディマリニ・フェニックス。（高校男子～一般向け）

ディマリニ・フェニックス H＆H ソフトボール用（ゴム３号）

WTDX JSUPR ¥49,500（税抜¥45,000）

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。

発売予定
2021年3月

発売予定
2021年3月

発売予定
2021年3月

　2021　
ゴム3号用バットラインナップ
圧倒的な人気を誇る「カタリストⅡ」。「21T」と「21S」は同じ構造のバラ
ンス違い。テーパー部にチタンシートを巻くことでしなりを抑え打球
部のトランポリン効果を最大限に発揮することができる。
「21M」はテーパー部にカーボンベルトを巻き硬い打感と振り抜き
やすさを実現したモデル。
「21X」はセミトップバランスのツーピース構造。打感の柔らかさ
と振り抜きやすさが特徴。

ホワイト

ガンメタルグレー

シルバー×レッド

パールホワイト×シルバー

レッド×シルバー

ブラック×レッド

パールホワイト×ゴールド

ネイビーブルー

21T

ト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス
　

21S

セ
ミト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス
　

21M

ミド
ル
バ
ラ
ン
ス
　

21X

セ
ミト
ッ
プ
バ
ラ
ン
ス

●サイズ：φ57mm　8364（83cm-640g 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）、
8679（86cm-790g 平均）●カラー：Lブラック×レッド　●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 Xキャップ　●グリップテープ：日本未発売　●中国製

Lブラック×レッド

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〉

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）

WTL JGS21T ¥49,500（税抜¥45,000）

ツーティーアイ
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ソフトボール用バット（2号）

ノック用バット

トレーニング用バット

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。

●サイズ：φ50mm　7656（76cm -560g 平均）、7858（78cm -580g 平均）、8060（80cm-600g 平均）
●カラー：ブラック×イエロー　●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　●グリップテープ：WTLGT01　●中国製

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）

WTL JYS21M ¥35,200（税抜¥32,000）

実打撃可能な軽量トレーニングバット。

ルイスビルスラッガー  トレーニング

WTL JBBUTR ¥8,800（税抜¥8,000）

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） 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。

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）

●サイズ：φ50mm　7657（76cm-570g 平均） 、7858（78cm-580g平均）、8059（80cm-590g平均）
●カラー：ホワイト　●素材：SC４（超々ジュラルミン )　●ミドルバランス　
●エンドキャップ：n2mTMキャップ　●グリップテープ：WTA7751　●中国製

●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

●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）　●グリップテープ：WTA7751　●中国製

ディマリニ・ディスタンス  ソフトボール用（2号）

WTDX JSUDJ ¥13,200（税抜¥12,000）
ディマリニ・プロメープルコンポジット  トレーニング

WTDX JTSWC オープンプライス

ディマリニ・ファンゴ　

WTDX JTRFN ¥11,000（税抜¥10,000）

ツーティーアイ

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。

BBCOR対応

●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

¥9,790（税抜¥8,900）

ルイスビルスラッガー  ラミバット

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。

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。グリップエンド小さめ、緩やかな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）
ルイスビルスラッガー　ラミバット（27S型）

WTLJMBU27

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

ルイスビルスラッガー　ラミバット（25S型）

WTLJMBT25

●サイズ： 8281（82cm- 810g 平均）、8382（83cm- 820g 平均）、8483（84cm-830g 平均）　●カラー：レッド×ナチュラル
（8281） 、ブルー×ナチュラル（8382） 、ブラック×ナチュラル（8483）　●素材：バンブー貼り合せ　●中国製

ゴールド（8663）

シルバー（9166）

ブラック（89645）

ブラック×
イエロー

ホワイト
ネイビー（8385）　

オレンジ（8390）

ブラック（8490）

シルバー（8495）

レッド（8592）

レッド×
ナチュラル（8281）

ブルー×
ナチュラル（8382）

ブラック×
ナチュラル（8483）
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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

ブラック（BL）ホワイト（WH）

レッグガード成型方法

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　

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。

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。

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。
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

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。

※画像は右打者用（RHH）

ホワイト（WH） ブラック（BL）

 エルボーガード成型方法

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）

 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）

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）

※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。

ブラック（BL）

ホワイト（WH）ホワイト（WH）

ブラック（BL）

エボシールド・レッグガード エボシールド・エルボーガード

エボシールド カスタムフィット レッグガード

WTV 12JP ¥8,800（税抜¥8,000）

ホワイト（WH） ブラック（BL）

ホワイト（WH） ブラック（BL）

高校野球対応モデル

●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　

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。

エボシールド カスタムフィット エルボーガード

WTV 62JP ¥7,700（税抜¥7,000）

WTV ST20
¥1,650（税抜¥1,500）
●サイズ：  W5cm × L30.5.cm
●カラー： ホワイト（WH）、ブラック（BL）　●中国製

高校野球対応モデル 高校野球対応モデル

エボシールド 取り替え用ストラップ 1.5インチ

WTV ST15
¥1,540（税抜¥1,400）
●サイズ：  W3.8cm × L27.5.cm
●カラー： ホワイト（WH）、ブラック（BL）　●中国製　

※レッグガード（WTV12JP）  
   足甲ガード部専用。

※レッグガード（WTV12JP）すねガード部、及び  
   エルボーガード（WTV62JP）専用。

エボシールド 取り替え用ストラップ 2.0インチ
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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。

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。

ホワイト×ゴールド
（WTABG1006）

BATTING & FIELDING 
GLOVES

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。

ホワイト×ゴールド
（WTABG1206）

ホワイト×シルバー
（WTABG1207）

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

ノンストレス グリップ

グリップ力最重視設計

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
（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）

「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。

ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

WTA BG1001～ 1006 ¥4,730（税抜¥4,300）

ヒラ側裏面 ヒラ側表面

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

ホワイト×ゴールド×ゴールド×ゴールド ホワイト×シルバー×シルバー

ブラック×ゴールド×ゴールド

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

●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）
               ホワイト×ゴールド（WTABG1206）NEW
               ホワイト ×シルバー（WTABG1207）NEW
●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

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

「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。

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

WTA BG0701～0705 ¥3,300（税抜¥3,000）

●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

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。

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。

ディマリニ バッティンググラブ（両手用）

WTA BG1201～ 1207 ¥4,730（税抜¥4,300）

バッティンググラブ
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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。

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。

ブラック（BL） ゴールド（GO） シルバー（SI） レッド（RD）

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）

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×ブラック
（WTAFG0403）

ブラック×レッド
（WTAFG0404）

ホワイト×ネイビー
（WTAFG0405）

「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。

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　

WTA FG0401～0405 ¥2,750（税抜¥2,500）

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F

フィッテ

ITTEモデル。

ウイルソン 守備用グラブ（片手用）

WTA FG0301～0303 ¥2,750（税抜¥2,500）

守備用グラブ

フィット力最重視設計

すべらない手袋

すべらない手袋

甲側にもすべらない工夫

ノンストレス設計

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。

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。

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。

ヒラ側裏面

●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

●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

※右手用、ジュニアサイズは数量限定商品です。

※右手用は数量限定商品です。

Non Stress & Fitの秘密
ノンストレス フィット

※「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。

ディマリニ・グリップテープ

ルイスビルスラッガー・グリップテープ

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） 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

¥1,100（税抜¥1,000）

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。

¥1,100（税抜¥1,000）

ルイスビルスラッガー リプレースメントグリップ

WTLGT01

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。

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。

¥880（税抜¥800）

ディマリニ リプレースメントグリップ

WTA7746

●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

¥1,320（税抜¥1,200）

ディマリニ リプレースメントグリップ

WTA7753

GRIPS
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UMPIRE GEAR

NPB仕様 NPB仕様

NPB仕様 NPB仕様

（ 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）

アンパイアギア

アンパイアギア

※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）

NPB仕様
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

高校野球対応
SGマーク合格品

（対人賠償責任保険付）

  硬式用ギア

●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  ¥6,050（税抜 ¥5,500）　

審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3019SP ¥28,600（税抜¥26,000）

●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

フェイスマスク用取り替えマスクパッド

WTA3817NA
¥6,050（税抜¥5,500）

●カラー：ブラック
●素　材：ポリエステル
●ベトナム製

フェイスマスク用取り替えハーネス

WTA3927AB
¥1,650（税抜¥1,500）

●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

チェストプロテクター用取り替え ハーネス

WTA6796BL
¥3,300（税抜¥3,000）

●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  ¥6,050（税抜 ¥5,500）

審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3019SA ¥28,600（税抜¥26,000）

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟式用ギア  

背面 背面

●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　

プロゴールド   チェストプロテクター

WTA3211NP
¥33,000（税抜¥30,000）

●サイズ：SM  Ⓐ約39cm Ⓑ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　

プロゴールド   チェストプロテクター

WTA3216NP
¥33,000（税抜¥30,000）

●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

ニューゴールド   レッグガード

WTA3451NP
¥20,900（税抜¥19,000）

●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

プロゴールド   レッグガード

WTA3410NP
¥16,500（税抜¥15,000）

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

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

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

●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

軟式用アンパイア 
チェストプロテクター

WTA3250RB
¥19,800（税抜¥18,000）

●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 
                            ¥4,950（税抜 ¥4,500）

軟式用マスク 
（スチールフレーム）

WTA6011RB
¥13,200（税抜¥12,000）

ハーネス部 
  J.S.B.Bマーク入り

THE OFFICIAL UMPIRE GEAR OF
NIPPON PROFESSIONAL BASEBALL
2021- 2023

Wilsonは2021-2023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。
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手袋ポケット
手袋ポケット

手袋ポケット手袋ポケット

手袋ポケット

手袋ポケット

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） USA（US）

キャスター付きアーム部

1本入れジュニア用 2 本入れジュニア用

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

携帯電話ポケットフェンスフック

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

1本入れジュニア用 2 本入れジュニア用

1本入れ ソフトボールバット2本入れ可 2本入れ ソフトボールバット3本入れ可 5 本入れ ソフトボールバット7本入れ可

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

アクセサリーポケット

撥水素材 内部仕切り

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）ロイヤル（RO）ブラック（BL）ブラック（BL）

ネイビー（06） スカーレット（10）ブラック（01） USA（12）

ディマリニ・バッグ

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

数量限定商品アクセサリーポケット

発売予定
2021年4月

●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

ウイルソン 
キャスターバッグ

WTA9032BL
¥16,280（税抜¥14,800）

スペシャル オプス スペクター

●サイズ：W34×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 

ディマリニ SPECIAL OPS SPECTRE
バッグパック

WTD9410
¥15,290（税抜¥13,900）

ヴードゥ

●サイズ：W31×D30× H 48（cm）
●カラー：ブラック（01）、ネイビー（06）、
              スカーレット（10）、USA（12）
●素　材： ポリエステル、合成皮革（PVC）   
●中国製・ミャンマー製 

ディマリニ VOODOOバッグパック

WB57117
¥8,690（税抜¥7,900）

ヴードゥ

●サイズ：W29×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  

ジュニア用 ディマリニ VOODOO
バッグパック

WTD9106
¥4,620（税抜¥4,200）

ウイルソン・バッグディマリニ・バットケース

ルイスビルスラッガー・バットケース

手袋ポケット

手袋ポケット

●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

ルイスビルスラッガー  バットケース 1本入れ

WTLBA11RD
¥3,850（税抜¥3,500）

●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

¥3,520（税抜¥3,200）

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

WTLBJ11RD

●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

ルイスビルスラッガー  バットケース 2本入れ

WTLBA12RD
¥4,730（税抜¥4,300）

●サイズ：L92×W19 (cm）
●カラー：ブラック×レッド
●素　材：PU、ポリエステル　●中国製

ルイスビルスラッガー  バットケース5本入れ

WTLBA15RD
¥6,490（税抜¥5,900）

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

ディマリニ  バットケース 1本入れ

WTDXBA11G
¥3,850（税抜¥3,500）

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

ディマリニ  ジュニア用バットケース 1本入れ

WTDXBJ11G
¥3,520（税抜¥3,200）

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

ディマリニ  バットケース2本入れ

WTDXBA12G
¥4,730（税抜¥4,300）

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

ディマリニ  ジュニア用バットケース2本入れ

WTDXBJ12G
¥4,290（税抜¥3,900）

●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

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

WTLBJ12RD
¥4,290（税抜¥3,900）

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月

発売予定
2021年2月
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T12COLORS
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

24 COLORS
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

グレー（GY）ブラック（BL）

ネイビー（NA）ブラック（BL） ネイビー（NA）ネイビー（NA） ロイヤル（RO）

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

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

バット4本入れ 刺繍パネルフェンスフック

撥水素材 サングラスポケット アクセサリーポケット

数量限定商品

ブラック（BL） グレー（GY）

ボール

チームウェア  ※受注生産品（納期約2週間～）

●素材：天然皮革　
●出荷単位：1ダース　 
●中国製

全日本少年硬式野球連盟   
（ヤングリーグ）試合球

WTA1078R
¥ 1,023（税抜¥930）

●素材：天然皮革　
●関東ボーイズリーグ大会、
   関東大会使用球
●出荷単位：1ダース　 
●中国製

日本少年野球連盟 
（ボーイズリーグ）試合球

WTA1076R
¥ 1,023（税抜¥930）

●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

革ソフトボール練習球 
（イエロー）

WTA9611J
¥935（税抜¥850）

●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

革ソフトボール試合球 
（イエロー）

WTA9090J
¥1,210（税抜¥1,100）

●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

WTPT100

WTPT100J

¥3,080（税抜¥2,800）

¥2,420（税抜¥2,200）

［ 大 人 用 ］

［ジュニア用］

●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

ボタンダウンポロシャツ

WTPB400
ドライポロシャツ

WTPP200
¥4,950（税抜¥4,500）¥3,850（税抜¥3,500）

アクセサリーポケット

プライム

ルイスビルスラッガー・バッグ

エボシールド・バッグ

ブラック（01）

発売予定
2021年4月

●サイズ：W35× D23×H61（cm）
●カラー：ブラック（01）、ネイビー（02）
　　　　　ホワイト（05）
●素　材：合成皮革（PVC）　
●中国製・台湾製

ルイスビルスラッガー PRIME 
バッグパック

WB57110
¥15,290（税抜¥13,900）

オマハ

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

●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

ルイスビルスラッガー OMAHA 
バッグパック

WTL9504
¥5,390（税抜¥4,900）

アクセサリーポケット

シューズ入れフェンスフックバット2本入れ

刺繍パネル

ショルダーストラップ

携帯電話ポケット アクセサリーポケット

底面防水素材 数量限定商品

●サイズ：L66×W33×H33（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

エボシールド プレーヤーズ ダッフル

WTV9301
¥9,790（税抜¥8,900）

グランドスタンド

●サイズ： W35×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

エボシールド  GRANDSTAND 
バッグパック

WTV9100
¥11,880（税抜¥10,800）

ロイヤル（RO）

ネイビー（NA）

ブラック（BL）

スカーレット（SC）

発売予定
2021年4月

スカーレット（SC）

ネイビー（02） ホワイト（05）
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ピッチングマシン

※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。

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

使い方手順

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

ブルーフレーム専用のスプリング。

ブルーフレーム紹介動画はこちらから

●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
●カ ラ ー：ブルー
●台湾製

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 ¥40,700（税抜¥37,000）

ブルー フレーム

交換用スプリング

WTLPARTS 1 ¥3,300（税抜¥3,000）

ブルーフレーム専用のスプリング。

YOUR IDENTITY.

WILSON       DEMARINI       LOUISVILLE SLUGGER       EVOSHIELD    


