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※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

あこがれのメジャーの逸品
NEWシリーズ登場

A2KDW5

■レトロ/ダークブラウン　■内野手用

■素　材：プロストックレザー
■日本製

¥31,500（本体価格￥30,000）

New
A2K-86
BRANDON PHILLIPS MODELDAVID WRIGHT MODEL

TONY WOMACK MODEL

ANIBAL SANCHEZ MODEL JONATHAN PAPERBON MODEL

VLADIMIR GUERRERO MODEL

CURT SCHILLING MODEL MIKE SWEENEY MODEL

KERRY WOOD MODEL

IVAN RODRIGUEZ MODEL

ALEX GONZALEZ MODEL

■レトロ　■内野手用

New

A2K-87

■レトロ　■内野手用

New
A2K-88

■レトロ/ダークブラウン　■内野手用

New

A2KPUG

■レトロ/ダークブラウン　■捕手用

New

A2K-92

■レトロ　■外野手用　■左投げあり

New

A2K-96

■レトロ　■投手用　■左投げあり

New
A2K-33

■ダークブラウン　■投手用　■左投げあり

New
A2KASO

■レトロ　■投手用　■左投げあり

New

A2K-XL

■レトロ　■投手用　■左投げあり

New
A2K-28

■レトロ/ダークブラウン　■一塁手用　■左投げあり

New

※選手の使用するグローブは変更となる場合があります。 ※公認野球規則における用具制限により、日本国内の公認試合等では使用できません。※オンリーワン・オーダー対象外です。



グラブ

¥49,350（本体価格¥47,000）

¥29,400（本体価格¥28,000）

¥29,400（本体価格¥28,000）

¥18,900（本体価格¥18,000）

¥25,200（本体価格¥24,000）

¥31,500（本体価格¥30,000）

¥31,500（本体価格¥30,000）

¥52,450（本体価格¥49,000）

ミット
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BaseBall Gloves 高校野球用具の使用制限について

高校野球ではグラブ・ミットについて以下の使用制限があります。内容をご確認の上、ご発注の際にはご注意願います。

カラーグラブ、ミットは使用できない。正し黒色については使用しても構わない。
グラブ、ミットに表示する商標は、布片、刺繍または樹脂の成型物のほか、連盟が認めたものとし、これを表示する箇
所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指の付け根の部分のうちいずれか1カ所とし、その大きさは縦4センチ、
横7センチ以内とする。
また投手用グラブで本体と異なる色のしめひもについては、公認野球規則1・15通り規制する。ただし、しめひもが
本体と同系色で目立たないものについては差し支えない。
投手用グラブのはみだし部の色彩は、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
糸の色彩については、特に制限を定めない。
投手用グラブに商標を布片または刺繍によって表示する場合、その色は文字の部分を含み、全て白色または灰色以
外の色でなければならない。品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の
自然色でなければならない。
野手のグラブのしめひもは、本体色と同系色とする。ただし、黒色と茶系色のしめひもに限っては本体色にかかわら
ず使用できる。
このほか刺繍で選手個人名、番号、その他の文字を入れるなどしてはならない。

（日本高等学校野球連盟用具使用制限より一部抜粋　平成15年11月28日改正版）

グラブ・ミットについて

■野球用グラブ、ミットの当社カラーによる、本体カラーとレースカラーの組み合せ

■オーダーグラブ価格表

レースカラー ウエルティング

バインディング本体カラー

（注）グラブ、ミットの場合、上記使用制限以外に「ウエルティング」と「バインディング」についても制限がありますので
ご注意ください。
1.ウエルティング 投手用・野手用に関係なくハミダシは本体と同系色または革の自然色のみ使用可能。
（ハミダシ） 玉ハミの場合は本体と同色のみ使用可能。
2.バインディング 本体と同色のみ使用可能。
（へり革）

※硬式A2000Jネーム入れのみ…グラブ￥44,100（本体価格￥42,000）、ミット￥45,150（本体価格￥43,000）
※但し、基本モデルと異なる場合は見積りの上、別途価格を加算させて頂きますのでご了承願います。

レースカラー
本体カラー

（しめひも） （ハミダシ）

（へり革）

硬式・革ソフト

軟　式

ソフト

HGP62L

HGP65L

□その他の用品についての用具使用制限内容は「日本高等学校野球連盟のホームページ」をご参照ください□

日本高等学校野球連盟ホームページアドレス http://www.jhbf.or.jp/

ブラック ナチュラル タン オレンジ

ブラック ○ × ○ ×

ナチュラル ○ ○ ○ ×

タン ○ × ○ ×

オレンジ ○ × ○ ○



Onl One Order
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a）芯の硬さ 硬め ふつう やわらかめ

b）手入れの型　　　　広め ふつう 狭め

ベア－マーク 番号マーク 番号マーク 番号マーク

②〈スタンプ〉ブラック・アルファベット活字のみ

③〈刺繍スタイル〉
英字ブロック 英字筆記体　漢字 ひらがな カタカナ

①〈位置〉

オンリーワン・オーダー対象MODELよりお選びください。

〈トレーニングミット・グラブ〉

右投げ用　左投げ用

タテトジ ヨコトジ ヨコトジダブル

Aつける

Bつけない

※ファーストミットを除く

バスケット デュアルヒンジ ダイヤバスケット ツーピース Vレースド

Wレースド

ASO

ワンピース T H プロレースド HV

マイクロバスケット

デュアルバーチャル プロレースドT-Ⅱ

プロレースドT-Ⅱ YT

④〈刺繍カラー〉

投手用

投手用

プロレースドT プロレースドⅡ

外野手用

内野手用

内野手用

ツーピース スリーピース

捕手用 一塁手用

A親指　B裏平部

1 基本モデルを選ぶ

ブラック オレンジナチュラル

A2000Jプレミアムステアハイド（硬式・革ソフト）

グレータン ネイビーブラック

プロストックレザー（硬式・革ソフト）

ブラックタン

キップ（硬式・革ソフト）

ホワイト ブラック タン オレンジ

イエロー

ブラック ネイビー ブルー

レッド オレンジ

W - 2W - 1 W - 3 W - 5W - 4 W - 6
ステア（軟式・ソフト）
ブラック レッド ブルー オレンジ ホワイト

2 左右投

3 表革とカラーを選ぶ

5 レースカラーを選ぶ

6 ウエルティングのカラーを選ぶ

8 ウエブを選ぶ

9 トジを選ぶ

10 指カバー

11 ラベルを選ぶ

12 ネーム入れの指定（10文字以内）

14 その他

ステア（硬式・革ソフト）

※カラーは印刷技術上、現物とは異なる場合があります。

※但し本体と同色の選択でも、若干色が異なる事がありますのでご了承ください。

7 バインディングカラーを選ぶ

13 ベアーマーク、番号マークの指定（親指つけ根部）
※日本高等学校野球連盟公認試合では使用できません。

※番号刺繍カラーをご指定ください。

※「通常文字」ネーム…11文字以上の
オンネームは別途￥1,050（本体価
格￥1,000）プラスになります。

※但し、指定文字・特種マークの場合は見積りの上、別途価格を加算させ
て頂きますのでご了承願います。

※「影付文字」ネーム…10文字以内の
場合別途￥1 , 0 5 0（本体価格
￥1,000）プラスに、11文字以上の
場合は別途￥2,100（本体価格
￥2,000）プラスになります。

W - 2W - 1 W - 3 W - 5W - 4 W - 6

硬 式

硬 式用 A2000J（P.5）

A2000J（P.8）

A2000J（P.13）

軟式用

ソフト用

HGP62L（P.6）

HGP65L（P.6）

軟 式

ソフト

y

A通常文字 B影付文字

ネイビー台黒台赤台

Aディアスキン（ブラック）Bソフトレザー（ブラック）C共革（本体同色）

4 裏革を選ぶ※軟式・ソフト用にはAディアスキンは選択できません。

タン ブラック レッド ブルー オレンジ ライトタン ホワイト

タン ブラック グレー レッド ブルー オレンジ ネイビーライトタン ホワイト

ナチュラル ブラック タン オレンジ レッド ブルー ネイビー ホワイトライトタン グレー

ナチュラル ブラック タン オレンジ レッド ブルー ネイビー ホワイトライトタン グレー

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。



フィット感と強靱さを併せ持つ
軽量ボディでさらに進化。

池山隆寛共同企画グラブ第3弾
池山氏のグラブに対する思い
・ 自然のままに近い革
・ フィット感
・ 適度な重さとバランス
・ シャープさ

ポケットの型崩れを防ぐ新構造
『ダブルパーム』を採用

裏革はフィット感のある
ディアスキン採用



BaseBall Gloves
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HG701L.HG701R（左投）
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■投手用　■指カバー付き

New

HG705L
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■三塁手用

HG704L
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■二塁・遊撃手用

New New

HG707L.HG707R（左投）
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■外野手用

HG706L
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■遊撃手用　

New New

HG703L.HG703R（左投）
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■一塁手用　

HG702L
■ナチュラル・ブラック・オレンジ　■捕手用　

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

軽さとフィット感の実現。
抜群の操作性。
グラブ ¥40,950（本体価格￥39,000）

■素　材：表革＝A2000Ｊプレミアムステアハイド
裏革＝ディアスキン

■日本製
■オンリーワン・オーダー対象商品

ミット ¥42,000（本体価格￥40,000）

グラブ袋付

小指2本入れ
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BaseBall Gloves A1000J硬式シリーズ

がっちり設計で、
激しい練習を乗り越えろ！

A1000Jトレーニングシリーズ

地道な練習が確実な捕球を生む。

HG714L
■タン・ブラック　■内野手用

New
HG715L.HG715R（左投）
■タン・ブラック　■オールラウンド用

New
HG717L.HG717R（左投）
■タン・ブラック　■外野手用

New

HGP03L

■表革＝Ｕ・Ｓステアハイド　■タン・ブラック　
■捕球の基礎トレーニング用　■中国製

¥6,825（本体価格￥6,500）

New
HGP62L

■表革＝Ｕ・Ｓステアハイド　■タン・ブラック　
■トレーニング用ミット　■日本製　■オンリーワン・オーダー対象商品

¥18,900（本体価格￥18,000）

New
HGP65L

■表革＝Ｕ・Ｓステアハイド　■タン・ブラック　
■トレーニング用グラブ　■日本製　■オンリーワン・オーダー対象商品

¥13,440（本体価格￥12,800）

New

■素　材：表革＝プロストックレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥26,250（本体価格￥25,000）

グラブ袋付



BaseBall Gloves
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HGJ57L.HGJ57R（左投）
■タン・ブラック　■オールラウンド用（大）

HGJ55L.HGJ55R（左投）
■タン・ブラック　■オールラウンド用（中）

New New

HGJ75L.HGJ75R（左投）
■ブラック　■オールラウンド用（大）

HGJ74L.HGJ74R（左投）
■ブラック　■オールラウンド用（小）

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

メジャーレザー仕様MODELで
目指すはメジャーリーガー

A1000J少年硬式シリーズ

低学年向け硬式入門グラブ

■素　材：表革＝プロストックレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥19,950（本体価格￥19,000）

■素　材：表革＝Ｕ・Ｓステアハイド
裏革＝Ｕ・Ｓステアハイド

■中国製

¥10,290（本体価格￥9,800）
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RubberBall Gloves A2000J軟式シリーズ

RG701L.RG701R（左投）
■タン　■投手用　■指カバー付き　■ベトナム製

New

RG705L
■タン　■内野手　■ベトナム製

RG704L
■タン　■内野手　■ベトナム製

New New

RG707L.RG707R（左投）
■タン　■外野手　■ベトナム製

RG706L
■タン　■内野手　■ベトナム製

New New

RG703L.RG703R（左投）
■タン　■一塁手用　■日本製

RG702L
■タン　■捕手用　■日本製

New New

メジャーレザー仕様の
軟式ハイグレードシリーズ

■素　材：表革＝プロストックレザー
裏革＝プロストックレザー

■オンリーワン・オーダー対象商品

¥17,850（本体価格￥17,000）

小指2本入れ逆とじ



RubberBall Gloves

09

G
l
o

v
e

sA1000J軟式シリーズ

RG714L
■ライトタン・ブラック　■内野手用

RG711L.RG711R（左投）
■ライトタン・ブラック　■投手用　■指カバー付き

New New

RG717L.RG717R（左投）
■ライトタン・ブラック　■外野手用

RG715L.RG715R（左投）
■ライトタン・ブラック　■内野手用（大）

New New

RG725L.RG725R（左投）
■ネイビー／レッド・ブルー／レッド　■内野手用（大）

RG724L
■ネイビー／レッド・ブルー／レッド　■内野手用

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

革にオイル感とボリューム感、
しっかり仕上げ設計

A1000J軟式パフォーマンスシリーズ

グラブで目立ち、プレーで目立て！

■素　材：表革＝TJレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）

■素　材：表革＝パフォーマンスレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）
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RubberBall Gloves A700J軟式シリーズ

RG742L
■オレンジ・ブラック　■内野手用

New

RG744L.RG744R（左投）
■オレンジ・ブラック　■外野手用

RG743L.RG743R（左投）
■オレンジ・ブラック　■オールラウンド用

New New

RG752L.RG752R（左投）
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用（大）

RG751L.RG751R（左投）
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用

New New

手にした瞬間、
ゲームに突入

A500J軟式シリーズ

コストパフォーマンスモデル

フレックスヒル構造
グラブの開閉をさまたげる土手
部の硬さを軽減。独自のヒル構
造にすることでグラブの開閉が
スムーズに。グラブの即使用を
可能にしました。

フレックス・バックセパレート
グラブの開閉がスムーズになる
ように背面小指部を改良。バン
ド部・小指部をセパレートにす
ることで、小指を動きやすくして
います。

PROPLEAT
小指部をとじやすくするプロプ
リート構造を採用することで、簡
単にキャッチできます。

W.フレックスウエブ
捕球時に曲がるウエブの先端
部を改良。よりグラブのフレック
ス性を向上させました。

簡単キャッチ
親指・小指の折れる箇所をセパ
レートにすることで、簡単にグラブ
の縦使いを実現。しっかり打球
をつかむことができます。

■素　材：表革＝Sソフトレザー
裏革＝Sソフトレザー

■中国製

¥8,925（本体価格￥8,500）

■素　材：表革＝オイルドソフトレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥11,550（本体価格￥11,000）



RubberBall Gloves
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RGJ75L.RGJ75R（左投）
■オレンジ・ブラック　■オールラウンド用（大）

RGJ74L.RGJ74R（左投）
■オレンジ・ブラック　■オールラウンド用（中）

New New

RGJ77L.RGJ77R（左投）
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用（大）

RGJ76L.RGJ76R（左投）
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用（中）

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

手の小さい・握力の弱い少年たちの
秘密兵器！

A700J少年軟式シリーズ

しっかり掴める簡単キャッチグラブ

フレックス・バックセパレート
グラブの開閉がスムーズになる
ように背面小指部を改良。バン
ド部・小指部をセパレートにす
ることで、小指を動きやすくして
います。

ホールド・フィットバンド
手口の大きさを調整するとともに、
手をしっかりとホールドする構造に
なっているため、手の小さい少年で
も手入れの安定感が向上し、グラ
ブにしっかりと力が伝わります。

PROPLEAT
小指部をとじやすくするプロプ
リート構造を採用することで、簡
単にキャッチできます。

W.フレックスウエブ
捕球時に曲がるウエブの先端
部を改良。よりグラブのフレック
ス性を向上させました。

簡単キャッチ
親指・小指の折れる箇所をセパ
レートにすることで、簡単にグラブ
の縦使いを実現。しっかり打球
をつかむことができます。

■素　材：表革＝オイルドソフトレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥9,975（本体価格￥9,500）

■素　材：表革＝Sソフトレザー
裏革＝Sソフトレザー

■中国製

¥7,875（本体価格￥7,500）
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RubberBall Gloves A500J少年軟式シリーズ

RGJ79L.RGJ79R ■表革＝CJソフトレザー、裏革＝CJソフトレザー　
■ブルー・ブラック　■オールラウンド用（小）
■中国製¥6,300（本体価格￥6,000）

New

RGJ10L.RGJ10R（左投）
■スーパーソフトレザー　■グレー・ブラウン　■中国製¥3,150（本体価格￥3,000）

RGJ70L.RGJ70R（左投）
■受球面＝CJソフトレザー、背面＝PU
■スカイ・ピンク・イエロー　■中国製¥3,360（本体価格￥3,200）

New

RGJ60L.RGJ60R（左投）
■シンセティックレザー　■ブラウン　■中国製¥2,100（本体価格￥2,000）

RGJ30L.RGJ30R（左投）
■スーパーソフトレザー　■ブラック　■中国製¥3,675（本体価格￥3,500）

細部まで天然皮革、
少年グラブ

キッズシリーズ

PROPLEAT
小指部をとじやすくするプロプ
リート構造を採用することで、簡
単にキャッチできます。
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SG704L
■タン　■内野手用　■ベトナム製　

SG701L.SG701R（左投）
■タン　■投手用　■指カバー付き　■ベトナム製

New New

SG707L.SG707R（左投）
■タン　■外野手用　■ベトナム製　

SG705L
■タン　■内野手用　■ベトナム製　

New New

SG703L.SG703R（左投）
■タン　■捕手用（小型タイプ）■日本製　

SG702L.SG702R（左投）
■タン　■捕手・一塁手兼用　■日本製　

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

メジャーレザー仕様の
ソフトハイグレードシリーズ ■指のシャープさを実現。

■手の平に吸い付く様な抜
群のフィット感。

■新しいヒール構造により
安定した捕球を実現。

■素　材：表革＝プロストックレザー
■オンリーワン・オーダー対象商品

¥17,850（本体価格￥17,000）

小指2本入れ
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SoftBall Gloves A1000Jソフトボールシリーズ

SG714L
■ライトタン・ブラック　■内野手用

SG711L.SG711R（左投）
■ライトタン・ブラック　■投手用　■指カバー付き

New New

SG717L.SG717R（左投）
■ライトタン・ブラック　■外野手用

SG715L.SG715R（左投）
■ライトタン・ブラック　■内野手用（大）

New New

SG727L.SG727R（左投）
■ネイビー／ホワイト　■オールラウンド用

SG726L.SG726R（左投）
■ネイビー／ホワイト　■オールラウンド用

New New

大きなボールに負けない
タフなボディ

A1000Jソフトボールベアーシリーズ

ベアーはあなたの守り神、
本格派ベアーシリーズ

■素　材：表革＝TJレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）

■素　材：表革＝パフォーマンスレザー
裏革＝ソフトバックレザー

■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）

（ベアーマスコット付）
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SG779L.SG779R（左投）■表革＝Sソフトレザー、裏革＝Sソフトレザー　
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用（大）
■中国製¥8,400（本体価格￥8,000）

SG778L ■表革＝Sソフトレザー、裏革＝Sソフトレザー　
■ライトタン・ブラック　■オールラウンド用　■中国製　

¥8,400（本体価格￥8,000）

New New

※現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元 の々色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。

ゲームを楽しむための個性派グラブ

A700Jソフトボールベアーシリーズ

プレーをもっと輝かせるベアーシリーズ

A500Jソフトボールシリーズ

コストパフォーマンスモデル

SG724L
■表革＝パフォーマンスレザー、裏革＝ソフトバックレザー
■ネイビー／ホワイト・ブルー／ホワイト　■内野手用　■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）

New
SG725L.SG725R（左投）
■表革＝パフォーマンスレザー、裏革＝ソフトバックレザー　■ネイビー／
ホワイト・ブルー／ホワイト　■オールラウンド用　■ベトナム製

¥14,700（本体価格￥14,000）

New
SG722L.SG722R
■表革＝パフォーマンスレザー　■ネイビー／ホワイト・ブルー／ホワ
イト　■捕手・一塁手兼用（小型タイプ） ■日本製

¥15,750（本体価格￥15,000）

New

SG774L.SG774R（左投）
■表革＝SCソフトレザー、裏革＝Sソフトレザー　■ブルー
■オールラウンド用　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

New
SG775L
■表革＝SCソフトレザー、裏革＝Sソフトレザー　■ブルー・レッド
■内野手用　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

New
SG776L.SG776R（左投）
■表革＝SCソフトレザー、裏革＝Sソフトレザー　■ブルー・レッド
■オールラウンド用　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

New

PROPLEAT
小指部をとじやすくするプロプリー
ト構造を採用することで、簡単にキ
ャッチできます。

（ベアーマスコット付）



Baseball Bats

ハーフ & ハーフ
カーボン素材とアルミ合金を組み合
わせたコンポジットバット。スイング
開始時よりカーボン素材が適度にし
なり、インパクトにあわせてヘッドが

DX・1 アロイ
アルミ合金としての高耐久性能と、
インパクトの瞬間にねばりを発揮
するディマリ二・オリジナルアルミ
合金素材。

SC3
新たに開発された新素材。
DX-1以上の高耐久性能のオリジ
ナルアルミ合金。

TTテクノロジー
インパクトの瞬間、打球部が全体的
にたわむよう打球部の肉厚を調整。
広いスイートスポットと高飛距離を実
現させます。

ダブルウォールフライ
内管と外管を接着させないディマ
リ二独自の二重管構造。インパク
トの瞬間により大きなトランポリン
効果を発揮します。

DF1 VD
ボーイズリーグ用
IONエンドキャップ2層構造
によるエンドキャップが衝
撃を緩和します。

ハーフ＆ハーフバットで
ラインアップ充実！！
バランスと硬さで
最適なバットをチョイス

IONエンドキャップ

ダブルウォール

HALF & HALF

品番：JLGF3
品名：DF3

品番：JBGVD
品名：DF1 VD

品番：JHGV4
品名：DF1 ベクサム

TTテクノロジー

（財）日本リトルリーグ野球協会認可
（財）日本少年野球連盟認可
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DF3日本上陸！

JLGF3  品名：DF3（リトルリーグ用）

■7661（76㎝/610g平均）、7963（79㎝/630g平均）、8265（82㎝/670g平均） ■φ57mm ■SC3／C405FLi・WS10カーボン　■アメリカ製

¥25,200（本体価格￥24,000）

New

操作抜群！飛距離抜群！スタイル抜群！

JLGRV  品名：DF1レーベン（リトルリーグ用）

■7659（76㎝/590g平均）、7962（79㎝/620g平均）、8265（82㎝/650g平均） ■φ57mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製

¥23,100（本体価格￥22,000）

New

ニュータイプ登場。スラッガーモデル

JBGVD  品名：DF1 VD（ボーイズリーグ小学部用）

■7972（79㎝/720g平均）8274（82㎝/740g平均） ■φ67mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製

¥25,200（本体価格￥24,000）

New

話題沸騰のボーイズリーグハーフ＆ハーフコンポジット

DXJV5  品名：DF1べクサム（ボーイズリーグ小学部用）

■7671-6（76㎝/710g平均）、7974-6（79㎝/740g平均）、8277-6（82㎝/770g平均） ■φ67mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製

¥23,100（本体価格￥22,000）

中学硬式の最新兵器、ハーフ＆ハーフ　DF1 ベクサム

JHGV4 品名：DF1 ベクサム（中学硬式）

■8278（82㎝/780g平均）、8380（83㎝/800g平均）、8482（84㎝/820g平均） ■φ67mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製

¥25,200（本体価格￥24,000）

New

少年・中学硬式用バット ―ハンドルの硬さとバランス―

DF3 リトルリーグ

DF1 ベクサムボーイズリーグ

DF1レーベンリトルリーグ
DF1 VD ボーイズリーグ

DF1 ベクサム中学硬式

バッティング練習に最適

DXJWL  品名：コンポジットバット（リトルリーグ用）

■7968-6（79㎝/680g平均）、8270-6（82㎝/700g平均） ■φ57mm ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

中学硬式



（財）全日本軟式野球連盟公認

Rubberball Bats

ハーフ & ハーフ
カーボン素材とアルミ合金を組み合
わせたコンポジットバット。スイング
開始時よりカーボン素材が適度にし
なり、インパクトにあわせてヘッドが

K-Point 軟式用
CLUTCHデザイン
（エンドキャップ・グリップエンド）
リブを立て面積を広げることにより、面で衝
撃を受け振動を緩和させます。

DX・1 アロイ
アルミ合金としての高耐久性能と、
インパクトの瞬間にねばりを発揮
するディマリ二・オリジナルアルミ
合金素材。

SC3
新たに開発された新素材。
DX-1以上の高耐久性能のオリジ
ナルアルミ合金。

TTテクノロジー
インパクトの瞬間、打球部が全体的
にたわむよう打球部の肉厚を調整。
広いスイートスポットと高飛距離を実
現させます。

K-Point 少年軟式用
CLUTCHデザイン
（エンドキャップ・グリップエンド）
リブを立て面積を広げることにより、面で衝
撃を受け振動を緩和させます。

業界最長の
ヒッティングエリアで

最高のパフォーマンスを目指せ！

CLUTCHデザイン
エンドキャップ

ヒッティングエリア

HALF & HALF

品番：JRGKR
品名：K-POINT

品番：JRGKB
品名：K-POINT Jr.
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最新鋭FOAMBATでK点を超えろ！スウィートスポットの大きさはNo.1！

JRGKR  品名：K-POINT

■8472（84㎝/720g平均）、8574（85㎝/740g平均） ■φ67mm ■WKPカーボン／PU・DX-1 ■アメリカ製　■専用バットケース付

¥33,600（本体価格￥32,000）

スイングタイプ別SRシャフト。新球に打ち負けしないハードヒッターモデル

JRGSR  品名：DF1 SR シャフト

■8371（83㎝/710g平均）、8473（84㎝/730g平均）、8575（85㎝/750g平均） ■φ67mm ■DX-1・WSRカーボン　■アメリカ製　■バットケース付

¥26,250（本体価格￥25,000）

スイングタイプ別Rシャフト。飛距離を求めるリードオフマンモデル

DXJRG  品名：DF1 Rシャフト

■8371-6（83㎝/710g平均）、8473-6（84㎝/730g平均）、8575-6（85㎝/750g平均） ■φ67mm ■DX-1・WRカーボン　■アメリカ製　■バットケース付

¥26,250（本体価格￥25,000）

スイングタイプ別Sシャフト。本格派スラッガーモデル

DXJST  品名：DF1 Sシャフト

■8476-6（84㎝/760g平均）、8578-6（85㎝/780g平均） ■φ67mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製　■バットケース付

¥26,250（本体価格￥25,000）

ディマリニ軟式バットの元祖。

DXJRA  品名：D-MAX Ⅲ

■8471-6（84㎝/710g平均）、8573-6（85㎝/730g平均） ■φ67mm ■DX-1 ■アメリカ製　■バットケース付

¥25,200（本体価格￥24,000）

軟式用バット ―ハンドルの硬さとバランス―

K-POINT

D110

D243
メープルコンポジット

DF1（S）
DF1（SR）

DF1（R）
D-MAX III

New

New



木製軟式用メープルバット

メープルとカーボンの核・命・児！

JRGWN  品名：メープルコンポジットD110

■8474（84㎝/740g平均）、8576（85㎝/760g平均） ■φ65mm ■メープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

New

メープルとカーボンの核・命・児！

JRGWR  品名：メープルコンポジットD243

■8474（84㎝/740g平均）、8576（85㎝/760g平均） ■φ65mm ■メープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

New

操作性抜群！飛距離抜群！スタイル抜群！

JRG10  品名：ウイルソンプロスタッフ（Sモデル）

■8476（84㎝/760g平均）、8578（85㎝/780g平均） ■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）

New

JRG23  品名：ウイルソンプロスタッフ（Oモデル）

■8476（84㎝/760g平均）、8578（85㎝/780g平均） ■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）

New

JRG52  品名：ウイルソンプロスタッフ（Hモデル）

■8476（84㎝/760g平均）、8578（85㎝/780g平均） ■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）

New
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RubberBall Bats 軟式用バット

金属バット、特に硬式バットに使用されている材料は耐久性をめざして、宇宙航
空開発に利用されている高張力のアルミニウム合金です。しかし、使用頻度によ
っては、きれつが発生したり折れたりすることがあります。その破損の多くは、
バットの表面にきずが発生し、そこから疲労破壊へと進むケースです。そこで、
お客様にご理解いただきたいことは次の点です。

金属バットにも寿命があります。

石灰粉が付着した金属バットをそのまま放置すると、水分と反応して付着部分の着色層
が侵され、色落ちしたように見えることがあります。練習・試合後は、金属バット表面に石灰
粉が残らないよう布で拭くようにしてください。

スパイクでけったり、バットケースからの出し入れなどで表面にきずをつけないよう
にしてください。

練習や試合の開始前に、きずやきれつの有無をよく調べてから使用するようにして
ください。

ボールは打球部で打つように心がけてください。打球部をはずして打てば、きれつ
を早め寿命を縮めることになります。

木製バットとちがって、円周方向の一定箇所で打撃することをできるだけさけて、い
わゆる回し打ちをしてください。

（製品安全協会「製品と安全　昭和61年10月号」より抜粋）全日本野球バット工業会

1

2

3

4ご
注
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少年軟式用バット

RB621  品名：ウイルソンプロスタッフ（Kモデル）

■8476-6（84㎝/760g平均）、8578-6（85㎝/780g平均） ■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）

RB622  品名：ウイルソンプロスタッフ（Sモデル）

■8476-6（84㎝/760g平均）、8578-6（85㎝/780g平均） ■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）

JRGKB  品名：K-POINT 少年軟式用

■7863（78㎝/630g平均）、8065（80㎝/650g平均） ■φ67mm ■WKPカーボン／PU・DX-1 ■アメリカ製　■専用バットケース付

¥29,400（本体価格￥28,000）

New

バットの進化が飛距離をつくる

JRGVB  品名：DF1 MACH 10 少年軟式用

■7658（76㎝/580g平均）、7860（78㎝/600g平均）、8063（80㎝/630g平均） ■φ67mm ■DX-1・WRカーボン　■アメリカ製　■バットケース付

¥21,000（本体価格￥20,000）

New

ディマリニ元祖のTTテクノロジーで差をつけろ

JRGRY  品名：D-MAX GT 少年軟式用

■7860（78㎝/600g平均）、8063（80㎝/630g平均） ■φ67mm ■DX-1 ■アメリカ製

¥16,800（本体価格￥16,000）

New

木目調少年用カーボンバット

JRGNB  ウイルソンプロスタッフ 少年用カーボン

■8061GW（80㎝/610g平均）、8061SW（80㎝/610g平均） ■φ69mm ■カーボン製　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）

New

最新鋭FOAMBATでK点を超えろ！スウィートスポットの大きさはNo.1！



Softball Bats
ハードヒッター専用ハーフ＆ハーフ登場！
EVO AX 登場！

ハーフ & ハーフ
カーボン素材とアルミ合金を組み合
わせたコンポジットバット。スイング
開始時よりカーボン素材が適度にし
なり、インパクトにあわせてヘッドが

DX・1 アロイ
アルミ合金としての高耐久性
能と、インパクトの瞬間にね
ばりを発揮するディマリ二・オ
リジナルアルミ合金素材。

SC3
新たに開発された新素材。
DX-1以上の高耐久性能の
オリジナルアルミ合金。

TTテクノロジー
インパクトの瞬間、打球部が
全体的にたわむよう打球部の
肉厚を調整。広いスイートス
ポットと高飛距離を実現させ
ます。

ダブルウォールフライ
内管と外管を接着させないディマ
リ二独自の二重管構造。インパク
トの瞬間により大きなトランポリン
効果を発揮します。

（財）日本ソフトボール協会検定

CLUTCHデザイン
エンドキャップ

DX-1 アルミハンドル

ダブルウォール

品番：JSGAX
品名：EVO AXファストピッチ

品番：DXJEV
品名：EVOファストピッチ



SoftBall Bats

23

B
a

t
sハーフ＆ハーフ ソフトボールバット

バット操作が自由自在

DXJVF  品名：DF1 ベクサムファストピッチ

■8368-6（83㎝/680g平均）、8472-6（84㎝/720g平均）、8575-6（85㎝/750g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥26,250（本体価格￥25,000）

2号バットの革命児

DXJGL  品名：DF1（2号・1号ゴム用）

■7955-6（79㎝/550g平均）、8158-6（81㎝/580g平均） ■ボトル　■φ50mm ■DX-1・WSカーボン　■アメリカ製　■検定2号、ゴムボール用

¥23,100（本体価格￥22,000）

最高コンポジット トップヘビーモデル
＜3号、革・ゴムボール用＞

＜2号、ゴムボール用＞

JSGAX  品名：EVO AXファストピッチ

■8474（84㎝/740g平均）、8576（85㎝/760g平均）、8678（86㎝/780g平均） ■φ57mm ■WEカーボン・DX-1 ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥37,800（本体価格￥36,000）

New

ハーフ＆ハーフテクノロジー

DXJEV  品名：EVOファストピッチ

■8472-6（84㎝/720g平均）、8574-6（85㎝/740g平均）、8676-6（86㎝/760g平均） ■φ57mm ■カーボン・DX-1 ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥35,700（本体価格￥34,000）

しなりで飛ばす新構造

DXJ6F  品名：DF2ダブルウォール FLi

■8471-6（84㎝/710g平均）、8574-6（85㎝/740g平均）、8677-6（86㎝/770g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1／C405 FLi・WSカーボン　■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥29,400（本体価格￥28,000）

ハーフ＆ハーフ ソフトボールバット ―ハンドルの硬さとバランス―

DF2

DF1

DF1（＃2）

EVO AV

EVO



トッププレイヤーに大人気！ダブルウォールの基本モデル

DXJMX  品名：525MXダブルウォール FLi

■8474-5（84㎝/740g平均）、8577-5（85㎝/770g平均）、8680-5（86㎝/800g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1／C405 FLi ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥27,300（本体価格￥26,000）

使いやすさ抜群 メドゥーサシリーズ

DXJMB  品名：メドゥーサロングバレル

■8365-6（83㎝/650g平均）、8468-6（84㎝/680g平均）、8571-6（85㎝/710g平均） ■ボトル　■φ57mm ■DX-1 ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥21,000（本体価格￥20,000）

DXJMG  品名：メドゥーサファストピッチ

■8468-6（84㎝/680g平均）、8572-6（85㎝/720g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1 ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥21,000（本体価格￥20,000）

ゴムボール専用バット新登場。スウィング重視、軽量モデル

JSGNL  品名：ナイトロロングバレル

■8263（82㎝/630g平均）、8365（83㎝/650g平均）、8468（84㎝/680g平均） ■ボトル　■φ57mm ■超々ジュラルミン　■中国製　■検定3号、ゴムボール用

¥10,290（本体価格￥9,800）

New

SB315  品名：ウェポン（2号・1号ゴムボール用）

■75㎝/560g平均、78㎝/580g平均、81㎝/610g平均　■ホワイト／レッド　■セミボトル　■φ50mm ■アルミ合金　■日本製　■検定2号、ゴムボール用

¥6,615（本体価格￥6,300）
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＜3号、革・ゴムボール用＞

＜3号、ゴムボール用＞

＜2号・1号ゴムボール用＞

オリジナルプロファイル復活！

JSGBP  品名：B52ダブルウォール FLi

■8472（84㎝/720g平均）、8574（85㎝/740g平均）、8676（86㎝/760g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1／C555 FLi ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥34,650（本体価格￥33,000）

New

やわらかい打感で飛距離を追求！

JSGBY  品名：B52ディスタンスダブルウォール FLi

■8474（84㎝/740g平均）、8576（85㎝/760g平均）、8678（86㎝/780g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1／DM-1 FLi ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥34,650（本体価格￥33,000）

New

耐久力アップ

DXJ6W  品名：B52 ダブルウォール FLi

■8472-6（84㎝/720g平均）、8574-6（85㎝/740g平均）、8676-6（86㎝/760g平均） ■セミボトル　■φ57mm ■DX-1／C555 FLi ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥34,650（本体価格￥33,000）

耐久力アップ

DXJ6L  品名：B52 ロングバレルダブルウォール FLi

■8371-6（83㎝/710g平均）、8474-6（84㎝/740g平均）、8577-6（85㎝/770g平均） ■ボトル　■φ57mm ■DX-1／C405 FLi ■アメリカ製　■検定3号、革・ゴムボール用

¥31,500（本体価格￥30,000）



BaseBall Bats
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プロがこだわる最高級

MX2K1  品名：サムバットプロモデル（BB25モデル）＜SAMBATシリーズ＞

■8489-6（84㎝/890g平均）、8591-6（85㎝/910g平均）、8692-6（86㎝/920g平均） ■カナディアンメープル　■カナダ製

¥26,250（本体価格￥25,000）

MXKIY  品名：サムバットプロモデル（Kモデル）＜SAMBATシリーズ＞

■8489-6（84㎝/890g平均）、8591-6（85㎝/910g平均）、8692-6（86㎝/920g平均） ■カナディアンメープル　■カナダ製

¥26,250（本体価格￥25,000）

カナディアンメープルバットの元祖

MXCD1  品名：サムバット＜SAMBATシリーズ＞

■84㎝/880g平均、85㎝/910g平均　■ダークブラウン（K）／ブラック＋ウォーク（K/WA） ■カナディアンメープル　■カナダ製

¥24,150（本体価格￥23,000）

MXKB1  品名：サムバット＜SAMBATシリーズ＞

■84㎝/880g平均、85㎝/910g平均　■ナチュラル（N）／ブラック＋ウォーク（K/WA） ■カナディアンメープル　■カナダ製

¥24,150（本体価格￥23,000）

弾き抜群ウイルソンスプロタッフモデル！

JHG06  品名：ウイルソンプロスタッフ（Oモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8490（84㎝/900g平均）、8592（85㎝/920g平均） ■ウォーク＋ナチュラル　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

JHG07  品名：ウイルソンプロスタッフ（Sモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8490（84㎝/900g平均）、8592（85㎝/920g平均） ■ブラック　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

JHG08  品名：ウイルソンプロスタッフ（Hモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8490（84㎝/900g平均）、8592（85㎝/920g平均） ■ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

New

New

New



ビックバレル設計ロングヒッターモデル

HB602  品名：ウイルソンプロスタッフ（Kモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8388-6（83㎝/880g平均）、8490-6（84㎝/900g平均）、8592-6（85㎝/920g平均） ■ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

操作性の優れたロングヒッターモデル

HB603 品名：ウイルソンプロスタッフ（Sモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8388-6（83㎝/880g平均）、8490-6（84㎝/900g平均）、8592-6（85㎝/920g平均） ■ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

しなりを活かす細いグリップ

HB604 品名：ウイルソンプロスタッフ（Iモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8490-6（84㎝/900g平均）、8592-6（85㎝/920g平均） ■ウォーク＋ナチュラル　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

コントロール性を重視したロングヒッターモデル

HB605  品名：ウイルソンプロスタッフ（Nモデル）＜プロメープルシリーズ＞

■8490-6（84㎝/900g平均）、8592-6（85㎝/920g平均） ■ブラック＋ナチュラル　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）

厳選されたプロ仕様

HB508  品名：ウイルソンプロスタッフメープル ＜プロメープルシリーズ＞

■84㎝/870g平均、85㎝/900g平均　■ナチュラル／ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）

厳選されたプロ仕様。ミドルヒッター向けカウンターバランス

HB509  品名：ウイルソンプロスタッフメープル ＜プロメープルシリーズ＞

■84㎝/880g平均、85㎝/900g平均　■ナチュラル／ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■Wプロメープル　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）

トレーニングに最適！高級仕上げバンブーバット

HB606  品名：ウイルソンプロスタッフ（バンブー）

■8492-6（84㎝/920g平均） ■ブラック＋ウォーク　■φ64mm ■竹（合板） ■中国製

¥8,190（本体価格￥7,800）
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重量タイプトレーニングバット

DXJWB  品名：ハーフ＆ハーフトレーニングバット(重量）

■8410-6（84㎝/1000g平均）、8411-6（84㎝/1100g平均） ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

ゲームバットの感覚に近い軽量タイプトレーニングバット

DXJWC  品名：コンポジットトレーニングバット（軽量）

■8490-6（84㎝/900g平均）、8592-6（85㎝/920g平均） ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

高校生に最適！中量タイプトレーニングバット

DXJWH  品名：コンポジットトレーニングバット（中量）

■8395-6（83㎝/950g平均）、8495-6（84㎝/950g平均） ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

ソフトボール用トレーニングバット

DXJWF  品名：コンポジットトレーニングバット（ソフト用）

■8478-6（84㎝/780g平均）、8580-6（85㎝/800g平均） ■φ57mm ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

バッティング練習に最適

DXJWL  品名：コンポジットバット（リトルリーグ用）

■7968-6（79㎝/680g平均）、8270-6（82㎝/700g平均） ■φ57mm ■カナディアンメープル＋PU／カーボンシャフト　■中国製　■打撃可

¥12,600（本体価格￥12,000）

長尺トレーニングバット

TB680  品名：ウイルソンプロメープルトレーニング（長尺）

■1095-6（100㎝/950g平均）、9590-6（95㎝/900g平均） ■Wプロメープル　■中国製　■打撃不可

¥8,400（本体価格￥8,000）

高校生に最適！Wプロメープル使用トレーニングバット

HB510  品名：ウイルソンプロメープルトレーニング

■8496-6（84㎝/960g平均）、8410-6（84㎝/1000g平均）、8450-6（84㎝/1050g平均） ■Wプロメープル　■中国製　■打撃可

¥7,350（本体価格￥7,000）



S iked Shoes スパイク

片手用トレーニングバット

TB681  品名：ウイルソンプロメープルトレーニング（短尺）

■5778-6（57㎝/780g平均）、6280-6（62㎝/800g平均） ■Wプロメープル　■中国製　■片手用

¥3,990（本体価格￥3,800）

アメリカンスタイルファンゴ（ノックバット）、日本上陸！

JTGFN  品名：ウイルソンファンゴ

■89㎝/620g平均　■超々ジュラルミン　■中国製　■硬式・軟式・ソフト可

¥9,975（本体価格￥9,500）

New

HB511  品名：ウイルソンプロメープルノックバット

■91㎝／580g平均　■ブラック・レッド　■Wプロメープル　■中国製　■硬式・軟式・ソフト可

¥7,350（本体価格￥7,000）
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BS5010 品名：D-MAX

■甲材 ＝ 天然皮革、底材 ＝ 天然皮革
■ブラック×ブラック　■25.5～29.0㎝　■中国製

¥18,900（本体価格￥18,000）
BS5020 品名：DARK

■甲材 ＝ 天然皮革・人工皮革、底材 ＝ 天然皮革
■ブラック×ブラック　■25.5～29.0㎝　■中国製

¥15,540（本体価格￥14,800）
BS5030 品名：VEXXUM

■甲材 ＝ 人工皮革、底材 ＝ 天然皮革
■ブラック×ブラック　■25.5～29.0㎝　■中国製

¥11,550（本体価格￥11,000）

g

p
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グリップ重視

耐久性重視

フィット感重視

A2000Jバッティンググローブ

■エチオピアンシーブ、ポリエステル　■S・M・L・XL ■ダブルベルト、吸水速乾性、抗菌、ウォッシャブル　■中国製

両手用：¥5,145（本体価格￥4,900） 左手用：¥2,625（本体価格￥2,500）

バッティンググローブ

■合成皮革、ポリエステル　■S・M・L・XL ■吸水速乾性、抗菌、ウォッシャブル　■中国製

両手用：¥4,830（本体価格￥4,600） 左手用：¥2,415（本体価格￥2,300）

A2000Jバッティンググローブ

■ゴーストスキン、ポリエステル　■S・M・L・XL ■吸水速乾性、抗菌、デジタルゴート　■中国製

両手用：¥4,095（本体価格￥3,900） 左手用：¥2,100（本体価格￥2,000）

BG6001 / BG6011
（両手用） （片手用）

BG5005 / BG5015
（両手用） （片手用）

BG5001 / BG5011
（両手用） （片手用）

BG5002 / BG5012
（両手用） （片手用）

高校生対応
BG5006 / BG5016
（両手用） （片手用）

高校生対応
BG5007 / BG5017
（両手用） （片手用）

BG5003 / BG5013
（両手用） （片手用）

BG5004 / BG5014
（両手用） （片手用）

BG5101 / BG5111
（両手用） （片手用）

BG5102 / BG5112
（両手用） （片手用）

BG5103 / BG5113
（両手用） （片手用）

高校生対応
BG5106 / BG5116
（両手用） （片手用）

高校生対応
BG5107 / BG5117
（両手用） （片手用）

BG5104 / BG5114
（両手用） （片手用）

BG5105 / BG5115
（両手用） （片手用）



守備用グローブ

■合成皮革、ポリエステル、フィットセルα　■S・M・L・XL ■吸水速乾性、抗菌、ウォッシャブル、衝撃吸収パット　■中国製

左手用：¥1,995（本体価格￥1,900） 右手用：¥1,995（本体価格￥1,900）

New

ウイルソンバッティンググローブ

■合成皮革、ポリエステル、フィットセルα　■S・M・L・XL ■高校生対応　■吸水速乾性、抗菌、ウォッシャブル　■中国製

両手用：¥3,675（本体価格￥3,500） 左手用：¥1,890（本体価格￥1,800）

A1000Jバッティンググローブ

■合成皮革、ポリエステル　■JM・JL・S・M・L・XL ■吸水速乾性、抗菌、ウォッシャブル　■中国製

両手用：¥3,150（本体価格￥3,000） 左手用：¥1,575（本体価格￥1,500） 右手用：¥1,575（本体価格￥1,500）

ジュニアサイズ対応モデル

当て革補強で耐久性をUP

多機能守備用グローブ新登場

BG5203 / BG5213（左手用）
（両手用） BG5223（右手用）

BG5201 / BG5211（左手用）
（両手用） BG5221（右手用）

BG5301 / BG5311
（両手用） （片手用）

BG5302 / BG5312
（両手用） （片手用）

BG7011 / BG7021
（左手用） （右手用）

BG5202 / BG5212（左手用）
（両手用） BG5222（右手用）

高校生対応
BG5206 / BG5216（左手用）
（両手用） BG5226（右手用）

高校生対応
BG5207 / BG5217（左手用）
（両手用） BG5227（右手用）

BG5204 / BG5214（左手用）
（両手用） BG5224（右手用）

BG5205 / BG5215（左手用）
（両手用） BG5225（右手用）
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Battin & Fieldin   Gloves バッティング・守備グローブg g

BG7012 / BG7022
（左手用） （右手用）

当て革フィットセルα

当て革フィットセルα

幅広設計



Wilson Bags
最高のイクイップメントで個性を主張
ウイルソン ベースボール＆ソフトボールバッグ
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BA7021

■セカンドバッグ ■W44×H32×D23

¥6,090（本体価格￥5,800）
BA7022

■ボストンバッグ　■W70×H34×D32

¥7,875（本体価格￥7,500）

BA7023

■セロテクター＆ヘルメットバッグ　■W85×H37×D36

¥9,975（本体価格￥9,500）

BA7025

■バットケース（5本入れ） ■W100×D20

¥5,775（本体価格￥5,500）

BA7024

■ボールケース　■W36×H32×D36 ■硬式ボール5dz・ソフトボール3dz入れ

¥5,040（本体価格￥4,800）

New New

New

New

New

ウイルソン スポンジレザーバッグ
■素　材：ポリウレタン　■カラー：ブラック／ネイビー／レッド　■ポケット取り外し可　■中国製

キャスター付



Ba s

33

B
a

g
sウイルソン バッグ g

BA7011

■ショルダーバッグ　■W45×H32×D17 ■ポケット取り外し可

¥4,725（本体価格￥4,500）

BA7012

■バットケース（1本入れ） ■W92×D9

¥2,625（本体価格￥2,500）

BA7013

■バットケース（5本入れ）■W95×D19 ■ポケット取り外し可

¥5,040（本体価格￥4,800）

BA7014

■シューズケース　■W22×H32×D13

¥1,890（本体価格￥1,800）

New

New

New

New

ウイルソン エナメルバッグ（軽量タイプ）
■素　材：PUエナメル　■カラー：ブラック／ネイビー／ホワイト×シルバー／ホワイト×レッド　■中国製
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オンネーム・システム対象商品

取り付けスタイル

刺繍カラー

書　体

価　格

平行型 アーチ型

①楷書

②行書

③ひらがな

④カタカナ

⑤KO

⑥フルブロック

⑦クラレンドン

⑧イタリック

⑨筆記体

⑩角型

⑪丸型

ブラック ネイビー ブルー レッド オレンジ イエロー ゴールド シルバー

チーム名

個 人 名

番　 号

縁取り刺繍

直接刺繍

苗字のみ

フルネーム

縁取り刺繍（5㎝）
直接刺繍（4㎝）

筆記体以外
筆記体
筆記体以外
筆記体
筆記体以外
筆記体
筆記体以外
筆記体

¥3,885（本体価格¥3,700）
別　途

¥4,305（本体価格¥4,100）
別　途

¥1,890（本体価格¥1,800）
¥2,205（本体価格¥2,100）
¥2,940（本体価格¥2,940）
¥3,465（本体価格¥3,300）
5,¥515（本体価格3,¥500）
¥1,050（本体価格¥1,000）

A B C D E F G H

BA7011

■ショルダーバッグ　■PUエナメル　■ブラック、ネイビー、ホワイト×シルバー、ホワイト×レッド ■W45×H32×D17 ■中国製 ■ポケット取り外し可

¥4,725（本体価格￥4,500）
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BA7031

■キャスターバッグ　■W61×H32×D31 ■ポケット取り外し可

¥8,925（本体価格￥8,500）

BA7033  品名：セカンドバッグ

■バックパック　■W27×H40×D14

¥3,675（本体価格￥3,500）

BA7035

■バットケース（1本入れ） ■W92×D9

¥2,100（本体価格￥2,000）

BA7037

■バットケース（5本入れ） ■W95×D19

¥4,200（本体価格￥4,000）

BA7032

■ロッカーバッグ　■W68×H29×D25

¥6,825（本体価格￥6,500）

BA7034

■ショルダーバッグ　■W40×H28×D17

¥3,675（本体価格￥3,500）

BA7036

■ジュニアバットケース（1本入れ） ■W84×D9

¥1,575（本体価格￥1,500）

BA7038

■マルチバック　■W33×D39

¥682（本体価格￥650）

New

New

New

New

New

New

New

New

ウイルソンアクティブバッグ
■素　材：ナイロン　■カラー：ブラック／ブラック×レッド　■中国製

キャスター付

バット収納可

バット収納可
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BA7001

■ショルダーバッグ　■W32×H37×D14

¥3,990（本体価格￥3,800）
BA7002

■ショルダーバッグ　■W40×H28×D17

¥5,040（本体価格￥4,800）

BA7003

■バットケース（1本入れ） ■W86×D9

¥2,625（本体価格￥2,500）

BA7004

■バットケース（3本入れ） ■W98×D14

¥3,990（本体価格￥3,800）

BA7005

■ボストンバッグ　■WW41×H23×D17

¥3,150（本体価格￥3,000）

New New

New

New

New

ウイルソン ベア－バッグ（軽量タイプ）
■素　材：PUエナメル　■カラー：ブルー／ネイビー／ホワイト×ピンク／ホワイト×レッド　■中国製
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BA5510

■グラブケース　■ポリエステル　■ブラック ■W36×H34 ■中国製

¥630（本体価格￥600）
BA5511

■グラブケース　■ポリエステル　■ブラック ■W36×H34 ■中国製

¥840（本体価格￥800）

A5512

■ウイルソンベア－・グラブケース　■ポリエステル　■ブラック ■W36×H34 ■中国製

¥840（本体価格￥800）
A3942

■バットバッグ（10本入れ） ■ナイロン　■ブラック ■中国製

¥5,565（本体価格￥5,300）

A3945

■ヘルメットバッグ（8本入れ） ■ナイロン　■ブラック ■中国製

¥5,775（本体価格￥5,500）
A3950

■ボールバッグ（3ダ－ス入れ） ■キャンパス　■ホワイト　■中国製

¥5,565（本体価格￥5.300）
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A4763

■A2000グラブケアキット

¥5,040（本体価格￥4,800）

BA700（硬式用）

■リプレースメントレース ■ブラック、タン　■約200㎝　
■業務用、10本セット　■日本製　

¥9,450（本体価格￥9,000）
BA702（軟式用）

■リプレースメントレース ■アソート、ブラック　■約200㎝　
■業務用、10本セット　■日本製　

¥7,350（本体価格￥7,000）
BA6010（軟式用）

■リプレースメントレース ■ブラック、タン、オレンジ　■150㎝
■ピン付き　■中国製

¥735（本体価格￥700）

BA6030

■グラブ保型ベルト　■ブラック、レッド　■中国製

¥1,050（本体価格￥1,000）

BA6031

■木製ハンマー　■ナチュラル　■中国製

¥840（本体価格￥800）
BA6032

■木製ハンマー＆スタンド　■ナチュラル　■中国製

¥1,575（本体価格￥1,500）

New

New
BA7050

■グラブバンド ■ブラック、レッド　■中国製

¥735（本体価格￥700）

New

BA7010

■硬式用グラブオイル ■日本製
■FOR GAME 50g DAY CARE 65g

¥2,625（本体価格￥2,500）

BA7010 ¥2,625（本体価格￥2,500）

BA7020 ¥2,100（本体価格￥2,000）

硬式ボール、ソフト革ボール用

軟式ボール、ソフトゴムボール用

BA7020

■軟式用グラブオイル ■日本製
■FOR GAME 50g DAY CARE 65g

¥2,100（本体価格￥2,000）

NewNew

ボールを止めるパフォーマンスオイル

FOR GAME
革と革の接触ということで、受球面の革を
しっとり仕上げ、ボールの食いつきをよくし
ます。

DAY CARE
日頃のお手入れ用定番オイル、失った油
分を補います。自好みのグラブに仕上げ
ていきます。

FOR GAME
革とゴムの接触ということで、受球面の革
にグリップ感をもたらし、ピタッとボールを
止めます。

DAY CARE
日頃のお手入れ用定番オイル、失った油
分を補います。自好みのグラブに仕上げ
ていきます。
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BA3743

■ロージン　■台湾製　■ポケットサイズ

¥210（本体価格￥200）
BA5700

■ドクターエルボー　■ブルー　■S、SS、M、L、LL

¥4,410（本体価格￥4,200）

BA6040

■バットソックス　■ブラック、レッド　

¥1,155（本体価格￥1,100）

BA5701

■ドクターエルボー　■ホワイト　■S、SS、M、L、LL

¥4,410（本体価格￥4,200）

＜ソフトタッチタイプ＞ ＜ハードタッチタイプ＞

BA7000

■ボールストラップ　■中国製

¥420（本体価格￥400）

BA6020

■リプレースメントグリップ　■グリーン、ブルー、タン、ブラック、ホワイト　
■120㎝　■中国製

¥840（本体価格￥800）
A6745

■リプレースメントグリップ　■ブラック　■120㎝　■中国製

¥1,050（本体価格￥1,000）

BA5600

■ボールキーチェ－ン ■中国製　

¥420（本体価格￥400）

A6741

■スティックグリップエンハウンサー

¥787（本体価格￥750）

A6742

■アイブラック

¥420（本体価格￥400）

New

New
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A1012

■硬式練習球　■中国製　■低反発仕様

¥オープンプライス
A1012P

■硬式練習球　■中国製　■低反発仕様、3ダース入り

¥オープンプライス

A1074L

■リトルリーグ公認球　■中国製　
■低反発仕様、デュラコア・テクノロジー

¥735（本体価格￥700）
A1076L

■ボーイズリーグ公認球　■中国製　■低反発仕様

¥735（本体価格￥700）

A1050C

■硬式練習球（マシン用） ■ホワイトレザー
■中国製　■ケブラー糸仕様

¥オープンプライス
A2010

■硬式練習球（マシン用） ■ホワイトレザー
■中国製　■ケブラー糸仕様

¥オープンプライス

A9011

■ソフトボール練習球　■オプティックイエロー
レザー　■中国製　■ポリコア

¥735（本体価格￥700）
A9061

■ソフトボール練習球　■ホワイトレザー　
■中国製　■コルクコア

¥735（本体価格￥700）

A1000

■回転チェック用ボール　■ホワイトレザー　
■中国製　■打撃使用不可

¥630（本体価格￥600）

A9000

■回転チェック用ソフトボール　■中国製　
■打撃使用不可

¥735（本体価格￥700）
BA1260

■スポンジボール　■中国製　
■直径90mm、40g平均

¥378（本体価格￥360）

BA1262

■スポンジボール　■中国製　
■直径70mm、20g平均

¥315（本体価格￥300）

New

NewNew

New

ポリバケツ入り

新規格適合練習球

新規格適合公認球

硬式練習球

ソフトボール練習球
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Protective キャッチャープロテクター

A6000J

■キャッチャー用マスク ■ブラック、ネイビー　■中国製
■中空フレーム、ニューマスクパットデザイン

¥8,925（本体価格￥8,500）
A3316J

■プロテクター ■M A 410×B 430mm ■ブラック、ネイビー
■中国製 ■ナイロン、ポリウレタン、Cool MAX

¥10,290（本体価格￥9,800）
A3318J

■プロテクター ■L A 450 B 480mm ■ブラック、ネイビー　
■中国製 ■ナイロン、ポリウレタン、Cool MAX

¥10,290（本体価格￥9,800）

A3515J

■レガース ■M A 390×B 630mm ■ブラック、ネイビー　
■中国製 ■ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、Cool MAX

¥13,650（本体価格￥13,000）
A3517J

■レガース ■L A 430×B 680mm ■ブラック、ネイビー　
■中国製 ■ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、Cool MAX

¥13,650（本体価格￥13,000）

A3029

■フェイスマスク ■23㎝　
■ネイビー、レッド、ブラック、ブルー　■中国製 ■少年硬式用

¥4,200（本体価格￥4,000）
A3315

■少年用プロテクター　■S A 360×B 390mm
■ネイビー、レッド、ブラック、ブルー　■中国製 ■少年硬式用

¥8,925（本体価格￥8,500）
A3413

■レガース ■33㎝　■ネイビー、レッド、ブラック、ブルー　
■中国製 ■少年硬式用

¥8,400（本体価格￥8,000）

＜（財）全日本軟式野球連盟公認＞

＜少年用プロテクター＞

プロテクター・レガースの
サイズの見方

A

A

B

B

ウイルソンキャッチャー用防具を、安全に使用していただくために。＜使用上のご注意＞
●銅線マスク・プラスチックマスク

キャッチャーマスクは必ず使用球に応じたものをご使用ください。用
途外のものを使用すると、破損、怪我の原因になることがあります。

使用前にフレームの曲がり、溶接のはがれ、変形、ひび割れがないか確
認してください。異常のあるものは使用しないでください。

大きな衝撃をうけ、フレームが変形したり、表面に大きな傷がつきます
と強度が低下しますので、早めに交換してください。

プラスチックは、薬品類で拭いたり、ラッカー等の溶剤系塗料で塗装
しないでください。強度低下の原因となります。

プラスチックは紫外線により自然劣化（時の経過による（品質の低下）
が起こります。購入後、3年をめどに新品と交換してください。（素材メ
ーカー物性データより）

●プロテクター・レガース

使用球に合ったものをご使用ください。合わないものを使用されます
と、怪我や破損の原因となります。

使用前に、生地の大きな破れ、取付部品の破損、プラスチック部品の大
きな変形や割れ等の異常がないか確認してください。

末永くお使いいただくために
●汗等の汚れは、柔らかい布でから拭き、または水や中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼ
ってから拭いてください。
●マスクは重いものをのせる等、大きな力がかからないように保管してください。

末永くお使いいただくために
●汗等の汚れは、柔らかい布でから拭き、または水や中性洗剤に柔らかい
布を浸し、固くしぼってから拭いてください。

●雨天時使用後、濡れたまま放置されますと、強度低下の原因となります、
乾燥してから保管してください。

●プラスチック部品は油類、薬品類で拭かないでください。強度が低下す
る恐れがあります。

●保管は、重い物をのせる等、大きな力がかからないように保管してくだ
さい。また、自動車のトランクの中など、高温となる所で保管しないでく
ださい。
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A3840

■ニ－ウェッジ ■ブラック　
■2個入り、ナイロン、ポリウレタン　■中国製

¥5,250（本体価格￥5,000）

A3210

■アンパイアプロテクター　■A30㎝（12インチ） ■ブラック　
■1500g平均　■中国製

¥31,500（本体価格￥30,000）
A3215

■プラチナアンパイアプロテクター　■A34㎝（13 1/2インチ）
■チャコール　■1500g平均　■中国製

¥31,500（本体価格￥30,000）
A3290

■ジェリー・デイビス アンパイアプロテクター
■A30㎝（11 3/4インチ） ■ブラック　■700g平均　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）

A3409

■レッグガード ■A43㎝（17インチ） ■ブラック　■中国製

¥18,900（本体価格￥18,000）
A3417

■レッグガード ■A43㎝（17インチ） ■チャコール　■中国製

¥13,650（本体価格￥13,000）
A3490

■ジェリー・デイビス レッグガード ■A38㎝（15インチ）
■ブラック　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）

A3808

■リプレースメントパッド
■合成皮革、ポリウレタン　■ブラック　■中国製

¥5,250（本体価格￥5,000）
A3839

■リプレースメントパッド ■天然皮革、
ポリウレタン　■オフホワイト　■中国製

¥6,300（本体価格￥6,000）
A3927

■フェイスマスク用ハーネス ■ブラック　■中国製

¥1,260（本体価格￥1,200）

A3077

■フェイスマスク ■ブラック ■天然皮革パッド
■750g平均　■中国製

¥15,750（本体価格￥15,000）
A3009

■フェイスマスク ■ブラック ■天然皮革パッド
■860g平均　■中国製

¥12,600（本体価格￥12,000）
A3019

■フェイスマスク ■ブラック　■合成皮革パット
■1200g平均　■中国製

¥9,450（本体価格￥9,000）
A3190

■ヘルメットマスク　■ブラック　
■強化プラスチック ■810g平均　■中国製

¥23,100（本体価格￥22,000）

＜MLB審判用プロテクター＞

＜アクセサリー＞



Baseball Apparel
ウイルソンオーセンティック
ベースボール ＆ソフトボールウェア
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ユニフォーム

AUA100

■ユニフォームシャツ・パンツ（ヒザ補強付） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■S・M・L・O・XO

¥8,190（本体価格￥7,800）

New
AUJ100

■ジュニアユニフォームシャツ・パンツ（ヒザ補強付）
■ポリエステル100％　■ホワイト　■130・140・150・160

¥7,245（本体価格￥6,900）

New

AUA200

■ユニフォームメッシュシャツ（フルオープン） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■S・M・L・O・XO

¥4,620（本体価格￥4,400）

New
AUA210

■ユニフォームメッシュシャツ（2ボタン 襟付） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■S・M・L・O・XO

¥4,095（本体価格￥3,900）

New

AUA220

■ユニフォームメッシュシャツ（アメリカンタイプ フルオープン） ■ポリエステル100％
■ホワイト、ブラック、Pネイビー、ネイビー　■S・M・L・O・XO

ホワイト ブラック Pネイビー ネイビー

¥3,990（本体価格￥3,800）

New

パンツネーム
左後ろポケット上部にW
マークを付けています。

パンツネーム
左後ろポケット上部にW
マークを付けています。

エスビロン・アクアドライ
●ベタつきにくい
●優れた吸汗・速乾性
●高ストレッチ性

カルキュロ
●軽量感
●優れた吸汗・速乾性
●ベタつき感のないドライタッチ素材

上下セット Jr. 上下セット
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Uniforms ユニフォーム

AUA300

■レギュラーパンツ（ヒザ補強付） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■S・M・L・O・XO

¥4,830（本体価格￥4,600）

New
AUA310

■ロングパンツ（ヒザ補強付） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■S・M・L・O・XO

¥5,040（本体価格￥4,800）

New

AUA320

■アメリカンロングパンツ　■ポリエステル100％
■ホワイト　■M・L・O・XO

¥5,040（本体価格￥4,800）

New
AUA330

■ストレートパンツ　■ポリエステル100％
■ホワイト　■M・L・O・XO

¥5,250（本体価格￥5,000）

New

AUJ300

■ジュニアレギュラーパンツ（ヒザ補強付） ■ポリエステル100％
■ホワイト　■130・140・150・160

¥4,410（本体価格￥4,200）

New

パンツネーム
左後ろポケット上部にWマークを
付けています。

ジュニア
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アンダーシャツ

ASA001

■アンダーシャツ長袖　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■S・M・L・O・XO

¥2,940（本体価格￥2,800）

New
ASA021

■アンダーシャツ半袖　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■S・M・L・O・XO

¥2,625（本体価格￥2,500）

New
ASA041

■アンダーシャツノースリーブ　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■S・M・L・O・XO

¥2,100（本体価格￥2,000）

New

ASA002

■アンダーシャツ長袖（色切り替えタイプ） ■テクノファイン＋セオ
アルファ　■ブラック×R、ネイビー×R ■M・L・O・XO

¥3,675（本体価格￥3,500）

New
ASA022

■アンダーシャツ半袖（色切り替えタイプ） ■テクノファイン＋セオ
アルファ　■ブラック×R、ネイビー×R ■M・L・O・XO

¥3,360（本体価格￥3,200）

New
ASA062

■アンダーシャツニ分袖（色切り替えタイプ） ■テクノファイン＋セ
オアルファ　■ブラック×R、ネイビー×R ■M・L・O・XO

¥3,150（本体価格￥3,000）

New

ASJ001

■ジュニアアンダーシャツ長袖　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■140・150・160

¥2,520（本体価格￥2,400）

New
ASJ021

■ジュニアアンダーシャツ半袖　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■140・150・160

¥1,995（本体価格￥1,900）

New
ASJ041

■ジュニアアンダーシャツノースリーブ　■ポリエステル（アクアドライ）
■ブラック、ネイビー　■140・150・160

¥1,890（本体価格￥1,800）

New

ブラック

ネイビー

ブラック

ネイビー

ブラック

ネイビー

ブラック

ネイビー

ブラック×R

ネイビー×R

ブラック×R

ネイビー×R

ブラック×R

ネイビー×R

ブラック

ネイビー

ブラック

ネイビー

●ベタつきにくい
●サラッとした着心地
●体が冷えにくい

快適アンダーシャツ

●ベタつきにくい
●サラッとした着心地
●体が冷えにくい

快適Jr. アンダーシャツ



ATA201

■ベースボールＴシャツ　■ポリエステル・ポリウレタン　■ホワイト、シルバー、
ブラック、レッド　■S・M・L・XL

¥6,195（本体価格￥5,900）

New

ATA202

■ベースボールＴシャツ　■ポリエステル　■ホワイト、ネイビー、レッド
■S・M・L・XL

¥4,095（本体価格￥3,900）

New
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Power Under Shirts パワーアンダーシャツ

Baseball T-Shirts ベースボールTシャツ

APA001

■パワーアンダー長袖（丸首） ■ポリエステル81％、ポリウレタン19％
■ブラック、ネイビー、ロイヤル、レッド　■M・L・XL・XXL

¥3,780（本体価格￥3,600）

New
APA021

■パワーアンダー半袖（丸首） ■ポリエステル81％、ポリウレタン19％
■ブラック、ネイビー、ロイヤル、レッド　■M・L・XL・XXL

¥3,150（本体価格￥3,000）

New
APA041

■パワーアンダーノースリーブ（丸首） ■ポリエステル81％、
ポリウレタン19％　■ブラック、ホワイト　■M・L・XL・XXL

¥2,835（本体価格￥2,700）

New

ブラック

ホワイト シルバー ブラック

ホワイト ネイビー レッド

レッド

ロイヤル ホワイト

N R Bk Bu N R Bk Bu Bk W
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トレーニングウェア

ATA203

■ポロシャツ　■ポリエステル・ポリウレタン
■ホワイト×ブラック、ブラック、シルバー、ホワイト×レッド　■S・M・L・XL

¥6,825（本体価格￥6,500）

New

AJA351

■ハーフパンツ　※股下：24cm（Lサイズ） ■ポリエステル　
■ブラック、ネイビー、レッド　■S・M・L・XL

¥4,725（本体価格￥4,500）

New

AWA201

■ウィンドブレーカー（上）※裏地メッシュ付　■ポリエステル・ポリウレタン
■ブラック、ネイビー、レッド　■S・M・L・XL

¥10,290（本体価格￥9,800）

New

AWA301

■ウィンドブレーカー（下）※裏地メッシュ付　
■ポリエステル　■ブラック、ネイビー、レッド　■S・M・L・XL

¥8,295（本体価格￥7,900）

New

g

ホワイト×ブラック ブラック シルバー

ブラック
ネイビー レッド

ブラック ネイビー レッド

ブラック ネイビー レッド

ホワイト×レッド
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Accessories アクセサリー

ABA400

■ベルト　■クラリーノ　■ブラック、ネイビー　
■100㎝対応　■人工皮革、4㎝

¥1,680（本体価格￥1,600）
ABJ400

■ベルト（ジュニア） ■クラリーノ　■ブラック、ネイビー
■80㎝対応　■人工皮革、3.6㎝

¥1,155（本体価格￥1,100）
AKA500

■5本指カラーソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ブラック、ネイビー、レッド　■25～28㎝

¥892（本体価格￥850）

AKA510

■5本指ソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ホワイト　■25～28㎝

¥840（本体価格￥800）
AKA600

■先丸カラーソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ブラック、ネイビー、レッド　■25～28㎝

¥840（本体価格￥800）
AKA610

■先丸ソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ホワイト　■25～28㎝

¥735（本体価格￥700）

AKJ510

■5本指ソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ホワイト　■21～24㎝

¥787（本体価格￥750）
AKJ610

■先丸ソックス　■綿、ポリエステル、PP
■ホワイト　■21～24㎝

¥630（本体価格￥600）
AUP100

■ユニフォーム尻パット　■ポリエステル100％　
■ホワイト

¥840（本体価格￥800）

AUP200

■ユニフォームヒザパット　■ポリエステル100％　
■ホワイト

¥735（本体価格￥700）
AUP500

■ユニフォーム尻パット　■ポリエステル100％　
■ホワイト

¥735（本体価格￥700）
AUP600

■ユニフォームヒザパット　■ポリエステル100％　
■ホワイト

¥630（本体価格￥600）

NewNewNew

NewNewNew

NewNewNew

NewNewNew

5本指カラーソックス

5本指ソックス

5本指ソックス
Jr. & Women's

Jr. & Women's

ジュニア ジュニア
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アクセサリー

ACA700

■6方型ニットキャップ　■ポリエステル100％　
■ホワイト、ブラック、ネイビー　■S・M・L・O・XO

¥1,890（本体価格￥1,800）

New
ACA710

■6方型メッシュキャップ　■ポリエステル100％　
■ホワイト、ブラック、ネイビー　■フリー

¥2,100（本体価格￥2,000）

ARA800

■リストバンドロング　■ブラック、ネイビー、レッド　
■15㎝　■片手用、吸汗速乾、抗菌防臭

¥840（本体価格￥800）
ARA810

■リストバンドショート　■ブラック、ネイビー、レッド　
■11㎝　■片手用、吸汗速乾、抗菌防臭

¥630（本体価格￥600）

ACA760

■バイザー　■ポリエステル100％　
■ホワイト、ネイビー、レッド、Pネイビー　■フリー

¥1,680（本体価格￥1,600）

New

New

New New

Wristband リストバンド

ホワイト

ホワイト

ネイビー

ネイビーブラック レッド ネイビーブラック レッド

レッド Pネイビー

ブラック ネイビー

ホワイト

ブラック ネイビー

取扱い上のご注意
●塩素系漂白剤は、絶対に使用しないでください。
●カラー物と白い物は必ず別々に洗濯してください。同時に洗いますと白い物へ
の色移り等が発生する場合があります。

●濡れたまま長時間放置しないでください。早く洗濯するか風通しの良い場所で
干してください。放置しておくと色落ちする場合があります。

●突起物に引っかけたり、ザラついた所にこすりつけたりしない様、ご注意ください。

●製品の裏に縫い込まれている、洗濯表示ラベルに従って正しい取扱いにより、ご
使用ください。

●化学繊維は熱に弱いため十分注意してください。急激なスライディング等により
摩擦熱で穴があく場合がありますので、ヒザ当てやサポーターを上からつける
と安全です。

●洗濯後はハンガーにかけて陰干ししてください。直射日光での長時間の乾燥は
変色、縮み等の原因となります。

ご使用の際は、取扱説明書や注意表示などをよくお読みの上、正しくお使いください。
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AT0981 品名：ケーシープロ野球用

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約1200W ■重量：約50kg
■球速：48-145キロ

¥451,150（本体価格￥430,000）

New
AT2001 品名：アクシス野球用

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約600W ■重量：約42kg
■球速：48-110キロ

¥378,000（本体価格360,000）

New

AT9098 品名：ルーキー野球用

■ROOKIE BASEBALL ルーキー（硬式用） ■電源：約110V、1/4馬力、12Vバッテリー
■リカバリー時間：8秒　■発電機：600W ■重量：約31kg ■球速：32-100キロ

¥304,500（本体価格￥290,000）

New
AT0491 品名：ケーシー2コンボ野球用

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約600W ■重量：約29kg
■球速：32-95キロ

¥207,900（本体価格￥198,000）

New

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

可

可

可

可

可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

可

可

不可

可

不可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

不可

可

可

可

可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

不可

可

可

可

可

少年硬式・軟式B、C号対応

硬式球対応

硬式球対応

硬式・軟式A号対応

ベースボール
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ATEC

AT0982 品名：ケーシープロソフトボール用

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約1200W ■重量：約45kg
■球速：48-140キロ

¥451,150（本体価格￥430,000）

New
AT2002 品名：アクシスソフトボール用

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約600W ■重量：約38kg
■球速：48-100キロ

¥378,000（本体価格360,000）

New

AT8618 品名：ルーキーソフトボール用

■電源：110V、1/4馬力、12Vバッテリー　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約600W
■重量：約29kg ■球速：32-95キロ

¥304,500（本体価格￥290,000）

New
AT0120 品名：ケーシージュニアコンボ

■電源：110V、1/4馬力　■リカバリー時間：8秒　■発電機：約600W ■重量：約32kg
■球速：32-90キロ

¥231,000（本体価格￥220,000）

New

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

可

可

可

可

可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

可

可

不可

可

不可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

不可

可

可

可

可

速球

変化球

フライ

小フライ

ライナー及びゴロ

キャッチャー用フライ

可

不可

可

可

可

可

ソフトボール 革・ゴム3号ボール用 ソフトボール 革・ゴム3号ボール用

ソフトボール 革・ゴム3号ボール用 ソフトボール ゴム3、2号ボール用

ソフトボール
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AT7530

■ピッチャー用防護ネット　■サイズ：高さ195cm×幅180cm

¥65,100（本体価格￥62,000）

New

AT2074

■ターゲットスクリーン　■サイズ：高さ150cm×幅130cm
■素材：スチールスタンド（パウダーコート仕上げ）+二重縫いナイロン　■キャリーバッグ付き

¥25,200（本体価格￥24,000）

New
AT3020

■スポーツネット（特許取得済） ■サイズ：高さ220cm×幅260cm×奥行き128cm
■キャリーバッグ付き

¥22,050（本体価格￥21,000）

New

AT1060

■マシーン用カバー　■サイズ：長さ95cm×幅78cm×奥行き55cm ■素材：ナイロン
■引きひも、とめ具付き

¥6,615（本体価格￥6,300）

New
AW7028

■バッティングティ　■素材：ゴム

¥6,825（本体価格￥6,500）

New

AT0387

■タフィーイエローソフトボール　■中国製　■1ダース（12コ入り）

¥7,560（本体価格￥7,200）

New
AT0380

■タフィーイエローベースボール　■中国製　■1ダース（12コ入り）

¥6,300（本体価格￥6,000）

New

アクセサリー

（写真のホイールは付きません）



●掲載のメーカー希望小売価格には消費税を含んでおります。●商品のカラー、仕様、デザイン等は多少変更される場合がございます。
●写真のカラーは、印刷のため実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革（グローブ）の多少の色落ちは避けられませんので、ご了承ください。

アメアスポーツジャパン株式会社／〒151-0061 東京都渋谷区初台1-46-3   TEL.03-5302-4674（チームスポーツ事業部）

ウイルソン野球用品についてのお問い合わせは：


