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田中賢介
The Power of Dreams 

「夢の原点」



かなわない夢はない。

野球ばかりしていた少年時代、

誰もがプロ野球選手に憧れた。

海の向こうのメジャーリーグに憧れた。

いまでは多くの日本人選手が海を渡って活躍している。

D r e am s  C om e  T r u e-かなわない夢はない。

少年だった頃の夢や思いはいまも生き続けている。



ウイルソン 
「夢の原点」
田中賢介インタビュー



■本名　田中 賢介 （タナカ ケンスケ） 
■在籍球団　北海道日本ハムファイターズ
■背番号　3
■生年月日　1981年05月20日 
■年齢　29歳
■身長/体重　176cm/78kg
■出身　福岡県
■投打　右投左打

〈経歴〉 東福岡高-北海道日本ハムファイターズ
　　　　（ドラフト2位・00～）
〈獲得タイトル〉
ベストナイン（06．07．09．10）
ゴールデングラブ賞（06．07．08．09．10）



■本名　鶴岡 慎也 （ツルオカ シンヤ） 
■在籍球団　北海道日本ハムファイターズ
■背番号　22
■生年月日　1981年04月11日 
■年齢　29歳
■身長/体重　176cm/77kg
■出身　鹿児島県
■投打　右投右打

〈経歴〉 樟南高-三菱重工横浜硬式野球クラブ
　　　　 -北海道日本ハムファイターズ
　　　　（ドラフト8巡目・03～）
〈獲得タイトル〉 ゴールデングラブ賞（09）

■本名　畠山 和洋 （ハタケヤマ カズヒロ） 
■在籍球団　東京ヤクルトスワローズ
■背番号　33
■生年月日　1982年09月13日 
■年齢　28歳
■身長/体重　180cm/96kg
■出身　岩手県
■投打　右投右打

〈経歴〉 専修大学北上高
　　　　-東京ヤクルトスワローズ
　　　　（ドラフト5位・00～）
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「
夢
の
原
点
」
　2010年の北海道日本ハムファ
ターズは、前年の優勝から一転し
てペナントレース4位。パ・リーグに
クライマックスシリーズが導入さ
れた20 0 7年以降初めて、第2ス
テージはおろか第1ステージへの
進出も叶わなかった。田中選手に
とっては、2006年にレギュラーの
座を獲得して以来初めての屈辱
を味わう1年となった。
「選手会長として責任も感じてい
ますし、あらためて、やっぱり野球
は10月、11月までするものだなぁ
と実感しています。」
　打者としては惜しくも首位打者
のタイトルには届かなかったもの
の、. 3 3 5の高打率でリーグ2位。
シーズン193安打と共に自己最高
をマークしたが、決して満足はし
ていない。
「数字的に見ればすごくいい成

績だと思います。でも、首位打者
という目標を掲げて1年間やって
きて獲れなかったというのは、非
常に悔しいです。」
　プロ入りして1 1年。田中選手
の言葉や表情からは、常に“上”
を狙うことへの妥協のなさを感じ
る。一軍と二軍を行き来した屈辱
やケガによる離脱を乗り越え、今
や確固たるものとなったレギュ
ラーの座。そのモチベーションの
ルーツとなっているのは、いった
い何なのだろうか。

「野球を始めたのは、9歳離れた
兄の影響ですね。小学校の低学
年の頃に兄が高校球児で、よく
試合を観に行ったんですが、そ
の姿がカッコよくて、僕もやりたい

なと。小学校は軟式で、ポジション
は、最初はセカンドだったかな。
左打ちは、チームに入って1年ぐ
らい経ってから変わったように思
いますけど、小さすぎて記憶があ
まりないですね（笑）。」
　中学では、“お遊びでやるよりは
真剣に”と、中学校の軟式野球部
ではなくボーイズリーグを選んだ。
ただ、まだまだ野球に対する意識
が高いとは言えなかったようだ。
「まだ中学生ですからね。もっと
上を目指そうとか、そんなことは
まったく考えていなかったです。
野球が楽しかった。それだけで
すね。」

高橋晃浩（プライマル・スウィッチ）●取材・文
今井七生●写真

PHOTO/道新スポーツ
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　野球で身を立てていくことなど
まだ思いもしなかった中学時代。
しかし3年生の時、後に進学する
ことになる東福岡高校の野球部
監督・葛谷修氏との出会いが、そ
の後の彼の夢の原点となる。
「野球を続ける上で、最も影響を
受けましたね。中3の時に監督が
スカウトに来てくれて、“君は将来
何になりたいんだ？　プロになり
たいのか？”と聞かれたので、“は
い”と。そう答えたらそれが最後、
入学してからは、“プロになりたい
のにそんなことでいいのか！”と連
発されました（笑）。コイツならプ
ロになれるんじゃないか、と監督
は思っていたのかもしれませんけ
ど、背中を押してくれたのは間違
いないですね。」

　高校の1学年上には、今やプロ
野球界では貴重とも言える右の
長距離砲・村田修一選手がいた。
高いレベルで切磋琢磨できる環
境であったことも、モチベーション
を維持することの後押しになった
ようだ。
「具体的な進路としてプロを意識
し始めたのは高2ぐらいからです
ね。村田さんがいたというのもあ
るし、身近にそういう存在の人が
いることで、プロに行けるレベルと
いうのがなんとなくわかるように
なって、もしかしたら行けるかもし
れないなぁ、と。」
　東福岡高校では、春1回夏2回
の計3回、甲子園に出場。春の大
会では3回戦で松坂大輔投手擁

する横浜高校と対戦し敗れてい
るが、後にプロ野球やメジャーで
活躍することになる選手達と全
国の舞台で戦うことで、夢への思
いはより鮮明になったはずだ。

　そして19 9 9年の秋、ドラフト2
位指名ながら日本ハム・中日・西
武の3球団競合という高い評価
を受け、クジを引き当てた日本ハ
ムに入団する。しかし、高卒の野
手が一軍でレギュラー争いに名
乗りを挙げるまでの道のりは、決
して短いものではなかった。
「高校生までは、プロに入ること
が目的でしたけど、入ってしまう
と、今度は選手として、レギュラー
として、少しでも長くやらなければ
いけない。でも最初は、なかなか

田中 賢介 Kensuke Tanaka

「夢の原点」

背中を押した恩師の一言

入団7年目でレギュラーへ

プロのレベルを体感した
高校時代

プロになりたいのか？”
と聞かれたので、“はい”と



うまくいきませんでしたね。一軍と
二軍を行き来している時というの
は、いつ落とされるかわからない
という不安もありますし、精神的
にキツいんです。できればもう少
し早く定着したかったですけど、
ただ、それもいい回り道だったの
かなと、今となっては思います。」
　ケガなどの影響もあり、レギュ
ラー定着まで要したシーズンは6
年。しかし、7年目に正二塁手の
座を獲得して以降は、それまでの
鬱憤を晴らすかのような目覚しい
活躍を続けている。とりわけ安打
数は、初めてシーズン100安打に
到達した2006年以降、5シーズン
連続で自身の最多記録を更新し
続けている。2010年は193本。ひ
とつの大台であるシーズン200安
打も現実味を帯びてきた。これ
も、妥協のない、プロとしてのスト
イックな努力の賜物である。

　そんな田中選手のこだわりは、
もちろん道具選びにも通じている。
「道具に関しては、僕は子供の頃
から強いこだわりがありましたね。
技術と共にこだわり方も成長して

いくもので、例えばグローブでも、
やっぱり小学生や中学生の時代
は“カッコいいものを持ちたい”と
いう気持ちがありましたし、そうい
うものは大事にもしますしね。グ
ローブは手作りですから、完璧に
フィットするものもあれば、そうで
ないものもある。湿気の状態に
よっても違うでしょうし、革の状態
によっても違ってくると思います
が、グローブをはめた時の土手の
感覚が、僕にとっては一番大事
ですね。
グローブは、2年に1回程度替え
ています。他の選手よりも短いほ
うかもしれないですね。バットは、
打てなくなったら変えますね
（笑）。」

　国内フリーエージェント権を獲
得した2010年。その去就が注目
されたが、チームへの残留を表
明し、新たにファイターズと3年の
契約を結んだ。今まで通り背番
号3のユニフォームに身を包み、
雪辱の2011年を戦うことになる。
「ファイターズに育ててもらいまし
たし、愛着もあります。特に北海

道に来てからは優勝もできて、
ファンの皆さんの力の大きさとい
うものを強く感じるようになりまし
た。ファイターズ・ファンは、とにか
くマナーがよくて暖かいんです。
北海道も大好きですし、そんな思
いから3年契約ということになりま
した。」
　いつもの年とは違う、試合のな
い秋。あらためて4位の悔しさ、
優勝できない寂しさを味わったと
いう田中選手。その思いを胸に
抱いた彼の意識は、もう次のシー
ズンと向き合っている。
「もちろん、まずは優勝を目指して
頑張ることが第一。そして個人的
な目標として、今度こそ首位打者
を狙いたいと思います。」

　こだわりをもち妥協なく野球に
取り組むことで、夢を現実のもの
にしてきた田中選手。自身初の
シーズン200安打、そして首位打
者へ。屈辱とファンの声援を力に
して、きっとまた、北の大地で大暴
れしてくれるに違いない。

道具へのこだわり

残留、そして雪辱へ

田中賢介インタビュー（2010.11.5）





ディマリニ バットテクノロジー＿ P11～14

硬式用

 ［一般・中学・少年］＿ P15～16

 ［少年］＿ P16～18

軟式用

 ［一般］＿ P19～20

 ［少年］＿ P21

ソフトボール用＿ P22～24

木製硬式用＿ P25～27

木製軟式用＿ P28

トレーニング用＿ P29

 ラミ / 竹 / ノック用＿ P30

アクセサリー＿ P30



ディマリニ バット テクノロジー

バットシリーズ

ヴードゥ シリーズ イノベーションスタッフ シリーズ

■ ハーフ＆ハーフテクノロジー

■ ＴＴテクノロジー

■ IONキャップ採用
　 （一部品番除く）

シーエフフォー シリーズ

■ ハーフ＆ハーフテクノロジー

■ DOUBLEWALLテクノロジー

■ ハブキャップ採用

フェニックス シリーズ

■ ハーフ＆ハーフテクノロジー

■ 多重管テクノロジー

■ ハブ・クラッチキャップ採用

ディーマックス シリーズ

■ TTテクノロジー

■ n2mキャップ採用

プロスタッフ シリーズ

■ TTテクノロジー

■ ハブ・クラッチキャップ採用
　 （一部品番除く）

■ TTテクノロジー

■ ハブ・クラッチキャップ採用
　 （一部品番除く）

（一部品番除く）

（一部品番除く）



ディマリニ バット テクノロジー

よりヘッドスピードを上げる為に。

ハーフ＆ハーフテクノロジー
●打球部とハンドル部に異素材、あるいは同素材を組み合わせたコン
　ポジットバット。
●しなりを生み、自分の限界を越える飛距離を可能にする。
●しびれを軽減。

最大限のトランポリン効果を発揮する為に。

TTテクノロジー
●打球部の肉厚を調整し、広いスウィートスポットと高反発を実現。

ダブルウォール（二重管）・トリプルウォール（三重管）
クワトロウォール（四重管）

ダブルウォール（二重管）

●カーボンとカーボンの間にＤＦシートを挟み込むことによりボールが当った
　瞬間に打球部全体がたわみ、抜群のトランポリン効果が得られます。

樹脂層

DFシート

DFシート

樹脂層

ピッチブラックプラスST

ピッチブラックプラスST

※イラストはイメージです。実際の製品とは異なります。

樹脂層

DFシート

N1スペックコンポジット・ピッチブラックプラスST
トリプルウォール（三重管）

クワトロウォール（四重管）



ディマリニ バット テクノロジー

より振り抜きを良くする為に。

最高のパフォーマンスを発揮する為の
“DeMARINI Exclusive Material”

IONキャップ
●2層構造で成型され衝撃を緩和します。

N1スペックコンポジット　
●耐久性がありインパクトの瞬間”ゴムまり”のような弾む感覚のトランポリン効果を
　可能にするコンポジット素材。

ピッチブラックプラスＳＴ　
●ピッチブラックプラスに含まれる耐震補強の役割を果す“シルバートレース”の量を
　２倍にし更に強度をアップさせたコンポジット素材。

SC4
●ディマリ二最強の超々ジュラルミン。ＵＳＡ大学スラッガー達に人気がある素材。

FF2　
●粘りと耐久性に優れた超々ジュラルミン。好打感、好感触を生み出す素材。

DM1　
●柔らかい打球感としなやかさを持ち合わせた超々ジュラルミン。

DX1　　
●アルミ合金としての高耐久性能とインパクトの瞬間に粘りを発揮する超々ジュラルミン。

SCX　
●強度と耐久性を兼ね備えた超々ジュラルミン。好感触で鋭い打球を可能にする素材。

クラッチキャップ
●軽量(当社比約10g軽量化)の為、抜群の振り抜きを実現。
●衝撃吸収、緩和（約10%程度緩和）

ハブキャップ
●軽量(当社比約10g軽量化)の為、抜群の振り抜きを実現。
●衝撃吸収、緩和（約10%程度緩和）
●くぼみを設定することで一段と軽量化。

n2mキャップ
●バットの振動を削減しバット本来の性能を増大させます。

※イラストはイメージです。実際の製品とは異なります。



ディマリニ バット テクノロジー

ディマリニ バット テクノロジー

バットモデル
TT

テクノロジー
ダブル
ウォール

トリプル
ウォール

クワトロ
ウォール

ION
キャップ

クラッチ
キャップ

ハブ
キャップ

n2m
キャップ

ハーフ＆
ハーフ

硬
式
用
バ
ッ
ト

軟
式
用
バ
ッ
ト

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
バ
ッ
ト

イノベーションスタッフ 硬式

ヴードゥブラック 中学硬式

イノベーションスタッフ 中学硬式

ヴードゥブラック 中学硬式

イノベーションスタッフ 中学硬式

ヴードゥブラック ボーイズ小学部

CF4 ST リトルリーグ

CF4 ブラック リトルリーグ

ヴードゥブラック ダブルウォール リトルリーグ

ヴードゥブラック リトルリーグ

イノベーションスタッフ リトルリーグ

DX2 リトルリーグ

フェニックス 軟式

K-POINT プラス 軟式

カナディアンメープルコンポジット 軟式

プロスタッフLT400 軟式 

プロスタッフ賢介モデル 軟式

プロスタッフ 軟式 

D-MAX 軟式 

プロスタッフLT400 少年軟式

プロスタッフ賢介モデル 少年軟式

D-MAX 少年軟式

フェニックス ソフトボール（革・ゴム3号）

フェニックスLB ソフトボール（革・ゴム3号）

CF4 ソフトボール（革・ゴム3号） 

CF3 ソフトボール（革・ゴム3号） 

CF3 ソフトボール（ゴム3号）

D-MAX ソフトボール（ゴム3号）

D-MAX LB ソフトボール（ゴム3号）

ヴードゥブラック ソフトボール（2号） 

イノベーションスタッフ ソフトボール（2号） 

D-MAX ソフトボール（2号）



中学硬式用

硬式用バット

硬式用

PHOTOダミー

　
イノベーションスタッフ 中学硬式用

【8384】83cm（840g平均）【8486】84cm（860g平均）

■φ67mm　■ カラー：イエローゴールド　■ ミドルバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 FF2（超々ジュラルミン）

　
イノベーションスタッフ 硬式用

【8290】82cm（900g以上）【8390】83cm（900g以上）【8490】84cm（900g以上）

■φ67mm　■ カラー：ブラック、シルバー　■ ミドルバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 FF2（超々ジュラルミン）

FF2（超々ジュラルミン）

　
イノベーションスタッフ 中学硬式用

【8277】82cm（770g平均）【8379】83cm（790g平均）【8481】84cm（810g平均）

■φ67mm　■ カラー：シルバー　■ ミドルバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

スイング時のバットのしなりをわずかにUP。
TTテクノロジーが
トランポリン効果をさらに発揮。

ハブキャップ装着。抜群の振り抜きで
パワフルな打球を実現。

バランス重視。
抜群の振り抜きの良さを追求。
クラッチキャップで
シビレ緩和。（約10%）

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意



中学硬式用

少年硬式用

硬式用バット

　
ヴードゥブラック 中学硬式用

【8384】83cm（840g平均）【8486】84cm（860g平均）

■φ67mm　■ カラー：ブラック　■ トップバランス　■ アメリカ製　■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部］ SC4（超々ジュラルミン）　［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

最高素材を駆使した
高反発モデル。

新素材を駆使した高反発モデル。

　
ヴードゥブラック 中学硬式用

【8278】82cm（780g平均）【8380】83cm（800g平均）【8482】84cm（820g平均）

■φ67mm　■ カラー：ブラック　■ トップバランス　■ アメリカ製　■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部］ SC4（超々ジュラルミン）　［ハンドル部］ ピッチブラックコンポジット

　
ヴードゥブラックプラス

【7366】73cm（660g平均）

【8275】（82cm-750g平均）

【7669】76cm（690g平均）【7972】79cm（720g平均）

■φ67mm　■ カラー：ブラウン ×ゴールド　■ トップバランス　■ アメリカ製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部］ SC4（超々ジュラルミン）　［ハンドル部］ ピッチブラックプラスコンポジット

最高素材・テクノロジーを駆使した
高反発モデル。スラッガー仕様。

サイズ（2011年3月発売予定）

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意



硬式用バット

少年硬式用

　
CF4ST

【7658】76cm（580g平均）【7961】79cm（610g平均）【8264】82cm（640g平均）

■φ57mm　■ カラー：シルバー　■ トップバランス　■ アメリカ製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部］ ピッチブラックプラスST（2管ともに）
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

［打球部・ハンドル部］ ピッチブラックプラスコンポジット

　
CF4ブラックプラス

【7658】76cm（580g平均）【7961】79cm（610g平均）【8264】82cm（640g平均）

■φ57mm　■ カラー：ゴールド　■ トップバランス　■ アメリカ製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ￥ ）

サイズ

素　材

新素材ピッチブラックプラスST使用。（試合専用モデル）
２重管、ハーフ＆ハーフ構造でより強く、より遠くへ。

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。

※構造の特性上、打音に関して多少の高低はありますが、品質上問題はありません。

※構造の特性上、打音に関して多少の高低はありますが、品質上問題はありません。

ご使用上の注意

ピッチブラックプラスでより強く。
試合専用コンポジットバット。
09年WSモデル。



硬式用バット

少年硬式用

　
イノベーションスタッフ

【7965】79cm（650g平均）【8266】82cm（660g平均）

■φ57mm　■ カラー：シルバー　■ ミドルバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 FF2（超々ジュラルミン）

DX-1（超々ジュラルミン）

　
DX2

【7151】71cm（510g平均）【7354】73cm（540g平均）

■φ57mm　■ カラー：ホワイト×ブラック　■ ミドルバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材

　
ヴードゥブラックプラス ダブルウォール

【7963】79cm（630g 平均） 【8266】82cm（660g 平均）

■φ57mm　■ カラー：ブラウン ×ブラック　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材
［打球部］ SC4（超々ジュラルミン）/C405Fｌi
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスコンポジット

［打球部］SC4（超々ジュラルミン）　［ハンドル部］ピッチブラックプラスコンポジット

　
ヴードゥブラックプラス シングルウォール

【7654】76cm（540g 平均） 【7958】79cm（580g 平均）

■φ57mm　■ カラー：ブラウン ×ゴールド　■ ミドルバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

からだに合ったバットが一番。
低学年用リトルリーグバット。

耐久性の向上と振り抜きやすさを同時に達成。
クラッチキャップでしびれ軽減。

より遠くへ。低学年～高学年向け
高反発モデル。

より遠くへ。ダブルウォール（二重管）
高反発モデル。



軟式用バット

軟式用

反発係数6.0%ＵＰ。
スウィートスポットの広さ♯1！（34.3cm）
ハイパフォーマンスバット。

　
K-POINTプラス 軟式用

【8471】84cm（710g平均）

■φ67mm　■ カラー：ホワイト ×レッド　■ トップバランス　■ アメリカ製　■ 専用バットケース付

（本体価格 ）

サイズ

素　材
［打球部］ DX-1（超々ジュラルミン）/ウレタン
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスコンポジット

復活！ カナディアンメープルコンポジット。
弾き抜群。80cm中学生サイズ対応。

　
プロメープルコンポジット 軟式用

【8072】80cm（720g平均）【8474】84cm（740g平均）

■φ65mm　■ カラー：ナチュラル、ブラウン　■ トップバランス　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

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

より軽く。より強く。
フルスイング爆裂タイプ。

　
プロスタッフ LT400軟式用

【8357】83cm（570g平均）【8458】84cm（580g平均）

■φ69mm　■ カラー：チタンブラック 【8357】83cm（570g 平均）、
ライムゴールド 【8458】84cm（580g 平均）　■ トップバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 SCX（超々ジュラルミン）

　
フェニックス 軟式用

【8473】84cm（730g平均）

■φ67mm　■ カラー：パールホワイト×ブラック　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材
［打球部］ ピッチブラックプラスST（4管全て）
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

新素材ピッチブラックプラスST使用。
極薄４重管、ハーフ＆ハーフ構造で
より強く、より遠くへ。

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年3月発売予定）



軟式用バット

軟式用

　
田中 賢介モデル 軟式用

【8470】84cm（700g平均）

■φ67mm　■ カラー：ブラック　■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 コンポジット

　
プロスタッフ 軟式用

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

■φ68mm　■ カラー：シルバー 【8264】82cm（640g 平均）、ゴールド 【8365】83cm（650g 平均）、
ブラック 【8466】84cm（660g 平均）　■ トップバランス　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DX1（超々ジュラルミン）

　
D-MAX 軟式用

【8370】83cm（700g平均）【8471】84cm（710g平均）

■φ69mm　■ カラー：ブラック 【8370】83cm（700g 平均）、ゴールド 【8471】84cm（710g 平均）
■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DM1（超々ジュラルミン）

2010年使用モデルをリアルに再現。

クラッチキャップでシビレ緩和
（約１０％程度）と抜群の
振り抜きを追求。

飛びすぎ注意!! ＴＴテクノロジー
Ｎ２Ｍキャップ採用。　

［ 田中 賢介モデル ］

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）



少年軟式用バット

少年軟式用

　
プロスタッフ LT400 少年軟式用

【7852】78cm（520g平均）【8054】80cm（540g平均）

■φ69mm　■ カラー：チタンブラック 【7852】78cm（520g 平均）、
ライムゴールド 【8054】80cm（540g 平均）　■ トップバランス　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 SCX（超々ジュラルミン）

　
田中 賢介モデル 少年軟式用

【7858】78cm（580g平均）【8060】80cm（600g平均）

■φ67mm　■ カラー：ブラック　■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 コンポジット

　
D-MAX 少年軟式用

【7860】78cm（600g平均）【8062】80cm（620g平均）

■φ69mm　■ カラー：ダークブルー 【7860】78cm（600g 平均）、シルバー 【8062】80cm（620g 平均）
■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DM1（超々ジュラルミン）

ハブキャップ装着。抜群の振り抜きで
パワフルな打球を実現。

2010年使用モデルをリアルに再現。

飛びすぎ注意!! ＴＴテクノロジー
Ｎ２Ｍキャップ採用。

［ 田中 賢介モデル ］

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年3月発売予定）

（2011年2月発売予定）



ソフトボール用バット

ソフトボール用

　
CF4ブラックプラス

【8469】84cm（690g平均）【8471】84cm（710g平均）

■φ57mm　■ カラー：ブルー ×ホワイト　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部・ハンドル部］ ピッチブラックプラスコンポジット

　
フェニックス LB

【8472】84cm（720g平均）【8574】85cm（740g平均）

■φ57mm　■ カラー：イエロー ×ブラック　■ ミドルバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材
［打球部］ ピッチブラックプラスST（2管ともに）
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

　
フェニックス

【8472】84cm（720g平均）【8574】85cm（740g平均）

■φ57mm　■ カラー：ブラック ×イエロー　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材
［打球部］ N1スペックコンポジット（1管）×ピッチブラックプラスST（2管）
［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

新素材“Ｎ１スペックコンポジット”使用。
３重管、ハーフ＆ハーフ構造で
抜群のトランポリン効果を発揮。

新素材ピッチブラックプラスST使用。
２重管ロングバレル、
ハーフ＆ハーフ構造で
振り抜いて弾け。

Pプラスでもっと遠くへ。高機能、高反発モデル。
ダブルウォール（6層構造）バランス重視。

［ 革・ゴムボール3号用 ］

［ 革・ゴムボール3号用 ］

［ 革・ゴムボール3号用 ］

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年3月発売予定）

（2011年3月発売予定）



ソフトボール用バット

ソフトボール用

　
CF3ブラック（－8）ファストピッチ

【8471】84cm（710g平均）【8573】85cm（730g平均）【8676】86cm（760g平均）

■φ57mm　■ カラー：ホワイト ×ホワイト　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部・ハンドル部］  ピッチブラックコンポジット

　
CF3ブラック（－10）

【8364】83cm（640g平均）【8466】84cm（660g平均）【8568】85cm（680g平均）

■φ57mm　■ カラー：ホワイト ×レッド　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部・ハンドル部］ ピッチブラックコンポジット

　
D-MAX

【8470】84cm（700g平均）【8572】85cm（720g平均）

■φ57mm　■ カラー：ブラック　■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DX1（超々ジュラルミン）

　
D-MAX LB

【8365】83cm（650g平均）【8467】84cm（670g平均）

■φ57mm　■ カラー：ホワイト　■ ミドルバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DX1（超々ジュラルミン）

飛びすぎ注意!! ＴＴテクノロジー
Ｎ２Ｍキャップ採用。
スタンダード型。

ゴムボールに最適。DeMARINI♯1
ダブルウォール（二重管）で
最高のパフォーマンスを。

DeMARINI♯1
クワトロウォール（四重管）で
最高のパフォーマンス。

飛びすぎ注意!! ＴＴテクノロジー
Ｎ２Ｍキャップ採用。

［ 革・ゴムボール3号用 ］

［ ゴムボール3号用 ］

［ ゴムボール3号用 ］

［ ゴムボール3号用 ］

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）



ソフトボール用バット

ソフトボール用

　
イノベーションスタッフ

【8160R】81cm（600g平均） 【8163B】81cm（630g平均）

■φ50mm　■ カラー：シルバー ×レッド 【8160R】81cm（600g 平均）、
シルバー×ブルー 【8163B】81cm（630g平均）　■ トップバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DX-1（超々ジュラルミン）

　
ヴードゥブラック

【7955】79cm（550g平均）【8158】81cm（580g平均）

■φ50mm　■ カラー：ワインレッド ×ホワイト　■ トップバランス　■ アメリカ製
■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材 ［打球部］ SC4（超々ジュラルミン）　［ハンドル部］ ピッチブラックプラスST

　
D-MAX

【7858】78cm（580g平均）【8160】81cm（600g平均）

■φ50mm　■ カラー：ホワイト　■ ミドルバランス　■ 中国製　■ グリップテープ：WTA6746

（本体価格 ）

サイズ

素　材 DX1（超々ジュラルミン）

最高素材・テクノロジーを駆使した
高反発モデル。

飛びすぎ注意!! ＴＴテクノロジー
Ｎ２Ｍキャップ採用。

硬式材を使用した
スラッガーモデル。

［ 2号用 ］

［ 2号用 ］

［ 2号用 ］

・バッティングセンター、バッティングマシーンでの打撃練習には適していません。
・打球点が集中する事を避け、いわゆる回し打ちをして下さい。ご使用上の注意

（2011年3月発売予定）

（2011年2月発売予定）



硬式用木製バット

硬式用木製

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

弾き抜群。硬質メープルバット。

※硬式用木製バットは、使用状況により凹んだり、折れる場合もございます

手元バランスで
ミート中心タイプ。

ややフレアーグリップでトップバランス
ながら振りぬき抜群。
(先端くりぬきタイプ）

グリップが特徴の振りぬき
重視タイプ。



硬式用木製バット

硬式用木製

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

弾き抜群。硬質メープルバット。

※硬式用木製バットは、使用状況により凹んだり、折れる場合もございます

全体的に細めのトップ
バランスモデル。

やや太めグリップのトップバランスで
スラッガータイプ。人気モデル。
（先端くりぬきタイプ）

好バランスで操作性
重視タイプ。

打球部がやや太めの
スラッガータイプ。

全体的に細めで好バランス。
人気モデル。



硬式用木製

硬式用木製バット

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 硬式用

【8388】83cm（880g平均）【8490】84cm（900g平均）【8591】85cm（910g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

弾き抜群。硬質メープルバット。

※硬式用木製バットは、使用状況により凹んだり、折れる場合もございます

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

全体的に太く包み込めるグリップエンドで
小指を引っ掛けやすい。
トップバランスでスラッガータイプ。

2010年 田中賢介使用モデル。
打球部がやや太めの
スラッガータイプ。

グリップが特徴でバットの重みを
あまり感じさせないタイプ。



軟式用木製バット

軟式用木製 弾きが違う硬式仕様。打球部くりぬきなし。

※軟式用木製バットは、使用状況により凹んだり、折れる場合もございます

Wプロメープル

　
プロスタッフ 軟式用

【8476】84cm（760g平均）【8578】85cm（780g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

（2011年2月発売予定）

2010年 田中賢介使用モデル。

Wプロメープル

　
プロスタッフ 軟式用

【8476】84cm（760g平均）【8578】85cm（780g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 Wプロメープル

　
プロスタッフ 軟式用

【8476】84cm（760g平均）【8578】85cm（780g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

Wプロメープル

　
プロスタッフ 軟式用

【8476】84cm（760g平均）【8578】85cm（780g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材 Wプロメープル

　
プロスタッフ 軟式用

【8476】84cm（760g平均）【8578】85cm（780g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材



トレーニング用バット 

実打撃可能！

トレーニング用

リニューアル！ コンポジットトレーニングバット

［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

　
コンポジットトレーニング

【8490】84cm（900g平均）【8592】85cm（920g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

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

　
コンポジットトレーニング

【8410】84cm（1,000g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

メープル

　
ディマリニトレーニング

【8511】85cm（1,100g平均） 【8512】85cm（1,200g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

メープルの打感をそのまま生かした、耐久性の高いトレーニングバット。

シビレ緩和で冬場のマシン練習OK！ ［軽量モデル］ ［重量モデル］

サイズ（2011年2月発売予定）

サイズ



バットアクセサリー

ノック用

ラミバット 竹バット

ラミ、竹バット・ノック用バット・アクセサリー

リプレースメントグリップ

■ サイズ：92cm　■ カラー：シルバー
■ ソフトタッチタイプ　■ 中国製
■ 出荷単位：6

（本体価格 ）

リプレースメントグリップ

■ サイズ：97cm　■ カラー：ブラック
■ ハードタッチタイプ　■ 中国製
■ 出荷単位：6

（本体価格 ）

バットすべり止め

■ 容量：140ml　■ 日本製
■ 出荷単位：6

（本体価格 ）

リプレースメントグリップ

■ サイズ：120cm
■ カラー：グリーン、ブルー、タン、
ブラック、ホワイト
■ ソフトタッチタイプ　■ 中国製
■ 出荷単位：6 / 各カラー

（本体価格 ）

DX-1（超々ジュラルミン）

　
ディマリニファンゴバット

【86B】86cm（590g平均） 【89S】89cm（620g平均） 【91G】91cm（650g平均）

■ カラー：ブラック 【86B】86cm（590g平均）、シルバー 【89S】89cm（620g平均）、
ゴールド 【91G】91cm（650g平均）　■ 中国製  ■ 硬式、軟式、ソフトボール可  ■ グリップテープ：WTA6745

（本体価格 ）

サイズ

素　材

バンブー・メープル貼り合わせ

　
ラミバット

【8489】84cm（890g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

メープル

　
ファンゴトラッドメープルノックバット

【91】91cm（580g平均）

■ 中国製　■ 硬式、軟式、ソフトボール可

（本体価格 ）

サイズ

素　材

バンブー貼り合わせ

　
竹バット

【8492】84cm（920g平均）

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ

素　材

太めグリップで
らくらくファンゴ

・無駄なく経済的

・環境に優しいムースタイプ

・松やにを配合していない
　新発想のすべり止め



〈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お願いします。

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ホームページ」をご参照ください。

カラーグラブ、ミットは使用できない。ただし黒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、または親指のつけ根の部分のうちいずれか1箇所とし、その大きさは縦4センチ、横7センチ以内とする。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の通りとする。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、すべて白または灰
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。しめひもは、長すぎないこと。親指の長さ程度にすること。また、グラブ、ミットの表面（受球面・背面）に氏名、番号、
その他の文字を表記することを禁止する。（日本高等学校野球連盟用具使用制限より一部抜粋） 



硬式用

Wilson Staff コンセプト＿ P33～34

硬式オーダーグラブ＿ P35～36

Wilson Staff＿ P37～40

少年硬式グラブ＿ P41

トレーニンググラブ＿ P41

MLB シリーズ＿ P42

軟式用

軟式・ソフトオーダーグラブ＿ P43～44

Pro Staff＿ P45～46

VEXXUM COLOR＿ P47

Wilson Bear / VEXXUM＿ P48

D・max＿ P49

Diablo＿ P49

少年軟式用

Legendary Staff 田中賢介モデル＿ P50

ソフトボール用

Pro Staff＿ P51～52

 Lady Bear / Nitro＿ P52

メンテナンス / アクセサリー＿ P53

●野手用グラブ・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わせ

レースカラー
（しめひも）

バインディング
（へり革）

本体カラー

ウェルティング
（はみだし）

〈野手用使用可能カラー〉
レースカラー

ブラック

ブラック

Lタン

Lタン

タン

タン

Eオレンジ Wオレンジ

Eオレンジ

Wオレンジ

本
体
カ
ラ
ー

（注）グラブ、ミットの場合、「ウェルティング」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.ウェルティング（はみだし）…
投手用・野手用に関係なくはみだしは本体と同系色ま
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。

2.バインディング（へり革）…本体と同色のみ使用可能。



ウイルソン スタッフ コンセプト

「古い」という言葉を強調する時に「older than 

baseball」と表現されるほど、長い歴史を持つアメ

リカのベースボール。そして、その歴史とともに歩ん

できたWilson。野球の神様と言われたベーブルース

の時代から今日に至るまで、メジャーリーガーの手

にはいつもWilsonの「　 」のマークがあった。その

背景には、メジャーリーガーたちの飽くなき要求に

応え、それまでの常識を覆し「生きたグラブ」を追求

する、たゆまぬ技術革新の歴史がある。メジャーリー

グのトッププレイヤーによってWilsonは磨かれ鍛え

られ、彼らのプレーもまたWilsonによって進化して

きたと言っていいだろう。Wilsonの伝統とは、そうし

た革新の積み重ねに他ならない。そして今、Wilson

がシリアスな日本人プレイヤーのために挑んだ革

新、 “Wilson Staff”。既存の概念を打ち破るこのグ

ラブがまた、Wilsonの伝統を未来へと受け継ぐ。

「本物」という名を持つ   
伝統の魂と妥協を許さぬ匠の技。Wilsonの粋を集めた　　



ウイルソン スタッフ コンセプト

フィールドで激しく使い込まれたグラブは多くのこと

を語る。理想のグラブとは何かを身をもって教えてく

れる。その声に真摯に耳を傾け、粘り強く試行錯誤

を繰り返す。それがWilsonの誇る、妥協のないクラ

フトマンシップ。Wilsonにおける“匠技”とは、完成さ

れた技巧を言うのではなく、ものづくりの魂を指す。

なぜなら、グラブとは鑑賞のためにあるものではな

く、求められるグラブは時とともに変化していくから

だ。日本人クラフトマンならではの緻密で繊細な手

技を駆使して、ひたすらにプレイヤーのパフォーマン

スを最大限に高めるという目的に向かう。そこには、

野球というスポーツを熟知し、こよなく愛する日本人

ならではの精神と、完璧を目指す熱い情熱が宿る。

その匠技から生まれた“Wilson Staff”は、さらなる

進化を志すプレイヤーの手にはめられた瞬間、プレ

イヤー自身の“手”となり、その真価を発揮する。

 グラブ   Real Glove。
   “真”のグラブこそが、プレイヤーの“本物”の手となる。



オーダーグラブ価格表

刺繍入れ価格表

グラブ ミット
硬　式

※但し、指定文字・特殊マークの場合は見積もりの上、別途価格を加算させて頂きますので、
ご了承ください。

※1Ｓ型より+5mm

● か所はサービス
● か所目以上は、か所につき
￥ （本体価格￥ ）加算

1か所目
サービス

1か所目
サービス

か所目
サービス

2か所目

か所目

￥1,050… =￥1,050

● か所につき
￥ （本体価格￥ ）加算

オプション
本体カラー（ウェブ含む）２色以上の場合、１色につき￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。（例）本体カラー３色使用の場合、プラス￥3,150（￥1,575×2オプション）

（本体価格 ）（本体価格 ）

① 通常文字刺繍 ２か所とも通常文字の場合

※「投手用グラブについては、野球規則１，１５（ａ）投手用のグラブは縫い目、締め紐、網 （ウェブ）を含む全体が一色であることが必要で、しかもその色は、白色、灰色以外のものでなければならない。（b）投手は、そのグラブと
　異なった色のものをグラブにつけることはできない。」をルール通り適用する。（日本アマチュア野球規則委員会） 

※グラブサイズ表記についてはP37をご参照ください。

ソフトフィットレザー（ブラック）

２か所目通常文字で、
２か所目影付き文字の場合

２か所目影付き文字で、
２か所目も影付き文字の場合

（加算例）

② 影付き文字刺繍
￥

￥

=￥2,625

=￥4,200
か所目

￥

〈投手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

シリアスキップレザー

型

〈投手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉 型

〈投手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈外野手用〉 型 型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

ポ

ケッ
トポイント ポ

ケッ
トポイント ポ

ケッ
トポイント

型

〈外野手用〉

〈外野手用〉 型 〈捕手用〉 型 〈捕手用〉 型 〈一塁手用〉 型

4. レースカラー

生後1年未満の子牛レザー。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。原皮産地も厳選
された最高級レザー。

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。

センシティブレザー
厳選されたテキサスレザーを使用し、日本国内で独自のなめ
し加工。耐久性が高く、使いこむほど手に馴染んできます。適
度な革の張りを残し、使いながら型を作り上げていく仕上げ。

和 牛 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。

素　材 特　徴 カ　ラ　ー

E
オレンジ Lタン

Lタン

Lタン

Lタン

Lタン

ブラック

プロストックレザー
密度の細かいカルフォルニアレザーを厳選し、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最高級レザー。
はめた瞬間から手に馴染み、即使用をイメージさせる仕上がり。

W
オレンジ ブラック タン

レッドブルー ネイビー

E
オレンジ ブラック

E
オレンジ ブラック

レッドブルー ネイビー ホワイト

タン ブラック レッド ブルー ネイビー オレンジ ホワイト E
オレンジ

ウイルソン スタッフ 硬式オーダーシステム

1. 基本MODEL（右投げ・左投げ）

2. 表革・カラー

3. 裏革

（グラブのみ）

（ミットのみ）

A

ソフトフィットレザー（ブラック）+共革 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、また型崩れを防ぐ耐久性を実現しました。

C ディアスキン（ブラック） 吸汗性に優れ、手入れがやさしく、手にしっとりと馴染
みます。D

共革（本体同色） 表革と同素材。使いこむほど手に馴染んできます。B

（投手のみ）

Quick action Ver. … はめた瞬間から手に馴染み、即使用をイメージさせる仕上げ Grow up Ver. … 適度な革の張りを残し、使いながら型を作り上げていく仕上げ。



切りはみ

※ファーストミットを除く。

※但し、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。

※番号刺繍カラーを
（3）よりご指定下さい。

赤台 黒台 ネイビー台

※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々の色が鮮やかなため、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。
※皮革の色は印刷技術上、現状とは異なる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

玉はみ

親指 裏平部

ベアーマーク
（ネイビー台）

番号

小指部（薬指側）（１）位置

（3）カラー

（4）丸型切抜き加工（親指付け根部分）を選ぶ。

（2）ネーム書体

5. ウエルティング（はみだし）

6. バインディング（へり革）

7. 縫い糸

9. 芯の仕様  　土手芯 　 土手とじ

11. ラベル

12. オンネーム／丸型切抜き加工

Lタン

Lタン

ブラックホワイト
（自然色） タン タン

タン

ブラック

ブラック

ブラック 金茶

レッド

レッド

レッド

ブルー

ブルー

サックス

サックス

ブルー

ネイビー

ネイビー

ネイビーオレンジ

ホワイト

ホワイト

ピンクブラック レッド ブルーネイビー オレンジ ライト
ゴールド

ライト
シルバー ホワイト

W
オレンジ

E
オレンジ

本体
同色

ホワイト

ピンク

ピンク

ピンク

W
オレンジ

E
オレンジ

ウイルソン スタッフ 硬式オーダーシステム

※ミットは選択できません。

※指定のない場合つきません。

指カバー 背面紐

投手用
（ひとさし指～薬指）

内野手用
（中指～小指）

外野手用
（ひとさし指～小指）

※ウェブ先端のレースを
　クロスに通します

10. オプション クロスロックレース

※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。ご了承ください。8. ウェブ

内野手用

投手・内野手用投手用 投手・内野手用 投手・内野手用

内野手・投手用

投手用

内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用

内野手用

内野手用

ASO バスケット ダイヤバスケット ツーピース WB 901B

915F
※Y5型のみ対応※Y5型のみ対応※K6型のみ対応※K6型のみ対応

916F ワンピース

ショックワンピース

プロレースド

WB721

YT

WF

UTレースド デュアルバーチャル

投手用

NM

投手・内野手用

マイクロバスケット

内野手用

KF

内野手用

Eレースド

外野手用

GT

内野手用

T

内野手用

内野手用

H

投手用

Vレース

投手用 投手用

内野手用内・外野手用

タテトジ 順トジ 逆トジヨコトジ ヨコトジダブル

W-1　ブラック

WS-1

W-2　シルバー W-3　イエロー W-4　ピンク W-5　サックス W-6　レッド W-7　グリーン W-8　ロイヤル

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

イエロー

※影付き文字も指定できます。

※写真は影付き例 ※色は黒のみ
ローマ字活字体 ローマ字筆記体 漢字 インク（活字体）ブラッシュ体

刺繍入れ価格表をご参考ください。

T- プロレースドT- プロレースド

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

A A

A

B 土手芯 B

B C

土手とじ

※投手用グラブに個人名を入れる場合は、その色はグラブ本体と同色とし、場所は親指の付け根部分の一箇所に限定する。（日本アマチュア野球規則委員会）
※高校野球公式大会では、グラブ、ミットの表面（受球面・背面）に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。



硬式用グラブ

投手用

投手用

適材適所設計 ～ Real selection ～

プレイヤー個々の能力・特性を見極め、最もふさわしいポジションに
配置することで、チーム力は最大限に発揮される。適材適所こそが
最強の布陣を作る鍵となる。グラブにおいても同様に、ポジション
ごとに違うグラブの役割を踏まえ、特性の違う素材を適材適所に
用いて作製すれば、プレイヤーの体の一部として分身する最強の
アイテムとなるに違いない。これまで、同一シリーズのグラブは、
ポジションにかかわらず同じ素材を使用し作製することが当たり前
であった。しかし、“投げる”ためのピッチャー用グラブと“捕る”ための

キャッチャーミットでは、グラブに要求されるものがまるで違う。労を
惜しまず極限まで追求していけば、型はもちろん素材にいたるまで、
それぞれのポジションに適したこだわりが必要となってくる。業界初の
「適材適所設計」グラブ。これが、Wilson Staffの最大の特徴である。
Wilsonの長きにわたるTradition（伝統）とInnovation（革新）の
テクノロジーを融合し、日本の匠技で完成されるWilson Staff。
各ポジションの最高のパフォーマンスを引き出し、最強の布陣を
実現することだろう。

投げるためのグラブ。
はめた時からストレスなく手に馴染み、引き手にしっかり力が入る投手専用設計。
投球時にしっかりと力が入る硬さと、腕の疲労を軽減する軽さをバランス良く融合。

■ ブラック■ Lタン

■ Eオレンジ

■ Lタン■ Eオレンジ

■ ブラック 投手用（右投げ）

　
投手用（左投げ）

（本体価格 ）

■ 指カバー  ■ 背面紐

素　材
［表革］  シリアスキップレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー＋共革（ダブルライニング）

［芯材］ 親指 / 化繊＋化繊　小指 / 化繊＋化繊　指 / 化繊

「本物」という名を持つグラブ　Real Glove。〈MADE IN JAPAN〉

For the Pitcher

投手用（右投げ）

　
投手用（左投げ）

■ 指カバー

（本体価格 ）

素　材
［表革］  シリアスキップレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー＋共革（ダブルライニング）

［芯材］ 親指 / 化繊＋化繊　小指 / 化繊＋化繊　指 / 化繊

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

はポケットポイントを表しています。

●カタログでのグラブサイズ表記について
カタログでは、グラブの大きさを比較できるように統一のサイズ表記をつけています。
ただし、天然皮革のため革の伸び、およびポケットの深さにより同サイズであっても仕上がりの大きさ（見た目の大きさ）は各モデルにより異なります。



硬式用グラブ

投球、送球をしっかり捕球するためのミット。
軽快なミットさばきを可能にする軽量化と、ミットに求められる耐久性を同時に実現。
革と芯が一体化したポケット形状で手にぴたりと馴染み、捕球の確実性が格段に向上。

捕手用

飛球、ゴロを的確に捕球するグラブ。
球際の強さを発揮する大きく開く深いポケット設計。
主導となる親指、小指を強化することで指先までしっかりと力が伝わり、操作性が大幅に向上。
また、軽量化により走力の負担を軽減することで守備範囲の拡大を実現。

※内野手用、外野手用は2種類の表革を採用することで、仕上がりに違いを持たせています。

Quick action Ver. 
はめた瞬間から手に馴染み、即使用をイメージさせる仕上げ。
（プロストック ステアレザー仕様）

Grow up Ver.
適度な革の張りを残し、使いながら型を作り上げていく仕上げ。
（センシティブ ステアレザー仕様）

捕手用（右投げ）

（本体価格 ）

素　材 ［表革］  和牛　［裏革］ 共革（和牛）　［芯材］ 化繊

一塁手用

一塁手用（右投げ） 一塁手用（左投げ）

　 （本体価格 ）

素　材 ［表革］  和牛　［裏革］ 共革（和牛）　［芯材］ 化繊

■ Eオレンジ ■ ブラック

■ Eオレンジ■ ブラック

外野手用（右投げ）

　
外野手用（左投げ）

（本体価格 ）

■ 背面紐

素　材
［表革］ プロストック ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / 化繊＋ウール　小指 / 化繊＋化繊　指 / ウール

外野手用

■ Lタン

■ Wオレンジ

外野手用（右投げ）

　
外野手用（左投げ）

（本体価格 ）

■ 背面紐　■ 逆とじ　■ 小指 2本入れ

素　材
［表革］ センシティブ ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / 化繊＋ウール　小指 / 化繊＋化繊　指 / ウール

外野手用

■ Lタン

■ Eオレンジ

■ ブラック

For the Mitt

For the Outfielder

■ 指カバー



硬式用グラブ

内野手用

内野手用

内野手用

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

■ 背面紐

素　材
［表革］ プロストック ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

Quick action Ver. 　はめた瞬間から手に馴染み、即使用をイメージさせる仕上げ。（プロストック ステアレザー仕様）

打球をさばくためのグラブ。
様々なプレースタイルに対応できるよう捕球ポイントの異なる幾多のパターンを採用。
手のように自由に動く柔軟性と、軽快な守備を可能にする軽さ、高い耐久性の最強コンビネーション。

For the Infielder

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

素　材
［表革］ プロストック ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

■ 逆とじ

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

素　材
［表革］ プロストック ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

■ 逆とじ

■ Lタン

■ Wオレンジ

■ Wオレンジ

■ Lタン

■ Wオレンジ

■ Lタン

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

〈MADE IN JAPAN〉 「本物」という名を持つグラブ　Real Glove。

はポケットポイントを表しています。



硬式用グラブ

内野手用

内野手用

内野手用

※内野手用、外野手用は2種類の表革を採用することで、仕上がりに違いを持たせています。

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

■ 背面紐　■ 逆とじ

素　材
［表革］ センシティブ ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

■ 背面紐　■ 逆とじ

素　材
［表革］ センシティブ ステアレザー　［裏革］ 共革

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

内野手用（右投げ）
（本体価格 ）

■ 背面紐　■ 逆とじ

素　材
［表革］ センシティブ ステアレザー　［裏革］ 共革　　　 

［芯材］ 親指 / ウール＋ウール　小指 / ウール＋化繊　指 / ウール

Grow up Ver.  　適度な革の張りを残し、使いながら型を作り上げていく仕上げ。（センシティブ ステアレザー仕様）

■ Lタン

■ Lタン

■ Eオレンジ

■ ブラック

■ ブラック■ Eオレンジ

■ Eオレンジ■ Lタン

■ ブラック



少年硬式用グラブ・トレーニング用ミット / グラブ

オールラウンド（右投げ）

　
オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ソフトレザーHV　［裏革］ ソフトレザーHV

オールラウンド（右投げ）

　
オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ソフトレザーHV　［裏革］ ソフトレザーHV

トレーニング用ミット トレーニング用グラブ

少年硬式入門編! ～これで十分！低価格少年用（小学生向き）～

オールラウンド オールラウンド

プラクティス アイテム !  ～基本を忠実に、技術を磨け！～

■ ブラック ■ ブラック

■ Pオレンジ ■ Pオレンジ

■ ブラック ■ ブラック

　
トレーニング用ミット

■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ USステアハイド　［裏革］ USステアハイド

（2011年2月発売予定）

■ 日本製

素　材 ［表革］ USステアハイド　［裏革］ USステアハイド

　
トレーニング用グラブ

（本体価格 ）

（2011年2月発売予定）

（ジュニア用のため、手入れを小さくしています）グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。



【展示会受注限定品】硬式用 MLB シリーズ

■ 日本製

素　材 プロストックレザー

（本体価格 ）

〈MADE IN JAPAN〉
メジャーリーガーの活躍を支える、日本の技術。

硬式用MLBシリーズ

Vlidimir Guerrero

外野手用

Marlon Byrd

外野手用

Ivan Rodriguez

捕手用

Lance Berkman

一塁手用

Mike Lowell

内野手用

David Wright

内野手用

Rickie Weeks

内野手用

Brett Myers

投手用

Kerry Wood

投手用

Jonathan Papelbon

投手用

Javier Lopez

投手用

Trevor Hoffman

投手用



オーダーグラブ価格表

刺繍入れ価格表

グラブ ミット

軟式・ゴムソフト

※但し、指定文字・特殊マークの場合は見積もりの上、別途価格を加算させて頂きますので、
ご了承ください。

● か所はサービス
● か所目以上は、か所につき
￥ （本体価格￥ ）加算

か所目
サービス

か所目
サービス

か所目
サービス

か所目

か所目

￥
￥

● か所につき
￥ （本体価格￥ ）加算

オプション
本体カラー（ウェブ含む）２色以上の場合、１色につき￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。
（例）本体カラー３色使用の場合、プラス￥3,150（￥1,575×2オプション）

（本体価格 ）（本体価格 ）

① 通常文字刺繍 ２か所とも通常文字の場合

切りはみ

※ファーストミットを除く。

玉はみ

ソフトフィットレザー（ブラック） 共革（本体同色）

２か所目通常文字で、
２か所目影付き文字の場合

２か所目影付き文字で、
２か所目も影付き文字の場合

（加算例）

② 影付き文字刺繍
￥

￥

￥

￥

か所目

￥

〈投手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈捕手用〉

プロストックレザー
（グラブのみ）

ステアレザー

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈一塁手用〉 型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈外野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈捕手・一塁手兼用〉 型

〈内野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈外野手用〉

ポ

ケッ
トポイント

サイズ

型

〈捕手・一塁手兼用〉 型

5. ウエルティング（はみだし）

密度の細かいカルフォルニアレザーを厳選し、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最高級レ
ザー。多くのメジャーリーガーに愛用されています。

日本国内の熟練された技術でなめし加工を施し、革本来の
風合いをそのまま生かした高級レザー。

素　材 特　徴 カ　ラ　ー

W
オレンジ Lタン ブラック

ブラック

タン

レッドブルー サックスネイビー

ホワイト
（自然色）

ホワイト ピンク

タン

P
オレンジ

タン ブラック レッド ブルー サックスネイビーLタン ホワイト
W

オレンジ
P

オレンジ ピンク

プロスタッフ 軟式・ソフト オーダーシステム

1. 基本MODEL（右投げ・左投げ）

2. 表革・カラー

3. 裏革

※「投手用グラブについては、野球規則１，１５（ａ）投手用のグラブは縫い目、締め紐、網 （ウェブ）を含む全体が一色であることが必要で、しかもその色は、白色、灰色以外のものでなければならない。（b）投手は、そのグラブと
　異なった色のものをグラブにつけることはできない。」をルール通り適用する。（日本アマチュア野球規則委員会） 

※グラブサイズ表記についてはP46をご参照ください。

4. レースカラー タン ブラック レッド ブルー ネイビー オレンジ Lタン ホワイト P
オレンジ



※手口部の紐の巻き方は、基本MODELに準じます。
変更する場合、順とじ・逆とじをご指定下さい。

※但し、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。

※番号刺繍カラーを
（3）よりご指定下さい。

赤台 黒台 ネイビー台

※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々の色が鮮やかなため、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。
※皮革の色は印刷技術上、現状とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

親指 裏平部

ベアーマーク
（ネイビー台）

番号

小指部（薬指側）（１）位置

（3）カラー

（4）丸型切抜き加工（親指付け根部分）を選ぶ。

（2）ネーム書体

6. バインディング（へり革）

7. 縫い糸

9. 芯の仕様

11. ラベル

13. オンネーム／丸型切抜き加工

14. その他

タン ブラック

ブラック 金茶

レッド

レッド

ブルー サックス

ブルー

ネイビー

オレンジホワイト

ピンクブラック レッド ブルーネイビー オレンジ ライト
ゴールド

ライト
シルバー ホワイト

本体
同色

ホワイト ピンク

ピンク

芯の硬さ

12. 受球面刻印

硬め ふつう やわらかめ

W
オレンジLタン

P
オレンジ

プロスタッフ 軟式・ソフト オーダーシステム

※ミットは選択できません。

※【5】で選択のはみだしと同仕様になります。 ※P46の説明をご覧ください。
指カバー指カバー WフィットシステムWフィットシステム

10. オプション

※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。ご了承ください。8. ウェブ

投手用 内野手用投手・内野手用 投手・内野手用 投手・内野手用

内野手用 内野手・投手用 内野手・投手用 内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用 内・外野手用内野手用内野手用

投手用

ASO 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 Wレースド WB Vレース 901B 915F
※Y5型のみ対応※Y5型のみ対応

※K6型のみ対応※K6型のみ対応

916F ワンピース

ショックワンピース H HV T プロレースド マイクロバスケット YT WF UTレースド デュアルバーチャル

投手用 投手用 投手用 投手用 内野手用 内・外野手用

内野手用 内野手用

タテトジ ヨコトジ ヨコトジダブル

W-1　ブラック W-2　シルバー W-3　イエロー W-4　ピンク W-5　サックス W-6　レッド W-7　グリーン W-8　ロイヤル

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

イエロー

※影付き文字も指定できます。

※写真は影付き例 ※色は黒のみ
ローマ字活字体 ローマ字筆記体 漢字 インク（活字体）ブラッシュ体

ProStaf f Bear

刺繍入れ価格表をご参考ください。

プロレースドT-II プロレースドII

※投手用グラブに個人名を入れる場合は、その色はグラブ本体と同色とし、場所は親指の付け根部分の一箇所に限定する。（日本アマチュア野球規則委員会）
※高校野球公式大会では、グラブ、ミットの表面（受球面・背面）に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。

ネイビー



軟式用グラブ

　
捕手用

■ 指カバー　■ 日本製

■ Lタン

■ Wオレンジ

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ プロストックレザーRJ

■ 日本製

■ Lタン

■ Wオレンジ

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

投手用（右投げ）

　
投手用（左投げ）

■ 指カバー　■ ベトナム製

■ Lタン

（本体価格 ）

一塁手用（右投げ）

　
一塁手用（左投げ）

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

■ Wオレンジ

軟式シリアスプレーヤーが求める高品質設計。
〈Pro Stockレザー仕様〉

投手用

捕手用 一塁手用



軟式用グラブ

　
内野手用

■ 逆とじ　■ ベトナム製

■ Lタン
■ Wオレンジ

■ Lタン
■ Wオレンジ

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

　
内野手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

レザー

密度の細かいカルフォルニアレザーを厳選し、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最高級レザー。

多くのメジャーリーガーに愛用されています。

Wフィットシステム

バンド部分にはみだしをあしらうことで、

捕球の際、外に逃げる力を抑え、無駄

なく力をグラブに伝えます。

内野手用

内野手用 外野手用

内野手用

　
内野手用

■ 逆とじ　■ ベトナム製

■ Lタン

■ Wオレンジ

■ Lタン
■ Wオレンジ

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

■ 小指 2本入れ　■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

●カタログでのグラブサイズ表記について
カタログでは、グラブの大きさを比較できるように統一のサイズ表記をつけています。
ただし、天然皮革のため革の伸び、およびポケットの深さにより同サイズであっても仕上がりの大きさ（見た目の大きさ）は各モデルにより異なります。



一般用グラブ

　
オールラウンド

■ 逆とじ　■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー

■ 小指２本入れ　■ ベトナム製

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー

オールラウンド（右投げ）

　
オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

外野手用（右投げ）

　
外野手用（左投げ）

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー

■ ピンクxホワイト

■ ピンクxホワイト■ レッドxホワイト■ ネイビー xサックス■ レッドxホワイト

■ ネイビー xサックス■ レッドxホワイト

■ ピンクxホワイト ■ ネイビー xサックス

楽しくプレーしよう！ 
カラーパフォーマンスグラブ。

オールラウンド

オールラウンド 外野手用

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）（2011年2月発売予定）



一般用グラブ

■ サックスxネイビー

■ サックスxネイビー

■ ピンクxネイビー

■ ピンクxネイビー

親指部Bearマーク 親指部Bearマーク

　 　
オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー

　
内野手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィットレザー

内野手用

■ 逆とじ　■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ ナチュラルスペリアレザー

［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

  
オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ ナチュラルスペリアレザー

［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

   
外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

■ 小指２本入れ  ■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ ナチュラルスペリアレザー

［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

Good Feeling！Good Action! ～適度な柔軟性が守備力を高める～

守り神 Wilson Bear 君臨！

■ オレンジ■ オレンジ■ オレンジ ■ ブラック■ ブラック■ ブラック

内野手用

内野手用 外野手用

オールラウンド

オールラウンド

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）



軟式用グラブ 即プレー！Quick Action仕様。
～３つのjointがフレックス性を実現～

■ ベトナム製

素　材 ［表革］ ソフトレザーV　［裏革］ ソフトレザーV

外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

■ ベトナム製

素　材 ［表革］ ソフトレザーV　［裏革］ ソフトレザーV

外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

（オープンプライス）（オープンプライス）

ソフト・軟式兼用Utility Glove! ～大きいポケットでしっかりキャッチ～

joint1：PATTERN FLEX ZONE joint2：SNAP ACTION ■ joint3：FLEX BANK

■ ブラック■ ブラック

内野手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ オイリーソフトレザー　

［裏革］ ソフトフィットレザー

　 　
オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ オイリーソフトレザー　

［裏革］ ソフトフィットレザー

  　 　
外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

 ■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材
［表革］ オイリーソフトレザー　

［裏革］ ソフトフィットレザー

■ ブラック■ イエロー ■ ブラック ■ ブラック■ イエロー■ イエロー

WTARDK46L WTARDK57L/R

（パターンフレックスゾーン） （スナップアクション） （フレックスバンク）

WTARDK71L/R　

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。

グラブのパターンにお

いて、ウェブ先端部の曲

がるポイントが違うので、

それぞれの型にあった

フレックス性を実現。

土手芯構造をフレックス性の高い

構造にすることでグラブの開閉を

スムーズにしました。

（2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定）

内野手用 オールラウンド 外野手用

オールラウンド 外野手用

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

（2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定）



少年軟式用グラブ

Wilson Staf f プロモデル!
～今、ここにプレーヤーのDNAが継承される～

■ ブラック

■ ベトナム製

素　材 ［表革］ ソフトレザーV　［裏革］ ソフトレザーV

内野手用（右投げ）

　
内野手用（左投げ）

（本体価格 ）

田中賢介モデル

■ イエロー 親指部
サイン刻印入り

少年用



ソフトボール用グラブ

ソフトボール専用設計。～大きなボールをしっかりキャッチ～

　 　
投手用（右投げ） 投手用（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ナチュラルスペリアレザー　［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

　
内野手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ナチュラルスペリアレザー　［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

ワイド・ストロングレース（野手用のみ）

　

　

内野手用

■ ベトナム製

■ ブラック ■ ブラック

■ ベージュｘブラック ■ ベージュｘブラック

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ナチュラルスペリアレザー　［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

外野手用（右投げ） 外野手用（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ナチュラルスペリアレザー　［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

ひと差し指と中指の先端レースを工夫。

１．ソフトボールに適した大きなポケットを設計。

２．大きなボールの衝撃にも負けない強度。

パワーフィンガー

親指、ひと差し指、小指の３本をDUAL設計

にすることで、大きなボールの衝撃からの

ヘタリを軽減します。

■ ブラック

■ ベージュｘブラック

■ ブラック

■ ベージュｘブラック

内野手用

内野手用

投手用

外野手用

以上グラブサイズ表示
※寸法はグラブの捕球面側のひとさし指の先端から捕球面に接触させ、土手部の下端までの大きさです。

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）



ソフトボール用ミット・グラブ

レディース設計。～手が小さく、握力の弱いレディースのために開発～

ソフトボール２号入門編！ 
～これで十分！低価格少年用（小学生向き）～

　 　
捕手・一塁手兼用（右投げ） 捕手・一塁手兼用（左投げ）

■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

　 　
捕手・一塁手兼用（右投げ） 捕手・一塁手兼用（左投げ）

■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ プロストックレザーRJ　［裏革］ ソフトフィットレザー

■ L ブラウン ■ ブラック xブロンド

■ ブラック

　
捕手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ パフォーマンスレザー　［裏革］ ソフトフィッﾄレザー

　 　
オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ オイリーソフトレザー　［裏革］ オイリーソフトレザー

　
内野手用

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ オイリーソフトレザー　［裏革］ オイリーソフトレザー

　 　

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ オイリーソフトレザー　［裏革］ オイリーソフトレザー

      
オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ［表革］ ソフトレザーV　［裏革］ ソフトレザーV

オールラウンド（右投げ） オールラウンド（左投げ）

■ ブラック

■ ブラック xピンク

■ ブラック xピンク■ ネイビー xレッド

■ L ブラウン■ ブラック xブロンド

■ ブラック

■ ブラック xピンク

■ ブラック ■ ブラック xピンク

オールラウンド

捕手・一塁手兼用 捕手・一塁手兼用

捕手用

オールラウンド

オールラウンド

内野手用

（2011年2月発売予定） （2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

（2011年2月発売予定）

親指部Bearマーク



メンテナンス・アクセサリー

■硬式用グラブオイル

 （本体価格 ）

・容　量：試合用 50g ／デイケア 65g
・日本製　※6個単位

■だ液エフェクト

  

・容　量：50ml
・日本製　※12本単位

■リプレースメントレース
・サイズ：150cm
・交換レース
・カラー：
　ブラック、タン、
　オレンジ
・中国製

■軟式用グラブオイル

  （本体価格 ）

・容　量：試合用 50g
　　　　　デイケア 65g
・日本製　※6個単位

■KEEP CONDITIONING OIL

■グラブバンド

 

・カラー：ブラック、レッド
・中国製

■クレンジングローション

  

・容　量：90ml
・日本製　※12本単位 スポンジヘッド

（本体価格 ）

（本体価格 ）

  

・容　量：60ml
・日本製　※6コ単位

（本体価格 ）

（本体価格 ） （本体価格 ）

■ロージンバック

 

・サイズ：ポケットサイズ（30g）
・素　材：炭酸カルシウム、
　　　　　炭化マグネシウム、松脂
・台湾製　
・出荷単位：12

（本体価格 ）

革に優しい
高級レザー専用ローション

グラブのお手入れが大好きなプレーヤーへ
使いやすい状態のグラブを維持するオイル。
重なりにくく、柔らかくもならない！！

オイルの浸透イメージ
「今の状態を維持したい。」
「でもオイルを塗るとグラブが重くなり、
  柔らかくなりすぎてしまう。」
そんなプレーヤーの悩みを解決するオイルです。

だ液効果（粘り成分／保湿成分）

■使いやすい状態のグラブを維持するオイル

オイル塗る前に
■汚れ落とし
■保湿効果

■しっとり感アップ→捕球性能アップ
■アミノ酸配合→皮革のケア
■ワンプッシュで捕球性能アップ

ブラック

ブラック

オレンジタン レッド

高品質スクワラン配合

グラブ使用後、革の表面についた土や埃をブラシや布で軽く落とします。
細部にまでローションを塗布し、布で汚れを拭き取ってください。

ボールの素材が革ということで・・・
受球面の革をしっとり仕上げることで、グラブの革とボールの革の
摩擦係数をたかめ、ボールの回転を止めます。しっとり仕上げるた
めに、スクワラン・ミンクオイルを主成分とする高品質オイルをバ
ランス良く配合しています。塗った時に非常に伸びがよく、また浸
透性も高くなっています。薄く塗ることができるため、グラブが重
くなることも防ぎます。

革にやさしいのが特徴です。汚れ落とし材は汚れだけでなく、
革の油分も拭き取ってしまいます。しかし、当商品には保革材も
含まれており、しっとり感も与えますので革をしっかりとケアします。

浸透性に優れ、非常に伸びが良いため薄く塗ること
ができますので、グラブが重くなることを防ぎます。

クレンジングローション（WTBA7030）

A）グラブがまだ硬い状態の場合　

〈硬式・革ソフト使用の場合〉

パフォーマンスオイル（DAY CARE)

硬式・革用パフォーマンスオイル（For GAME）（WTBA7010）

ボールの素材がゴムということで・・・
受球面の革にグリップ感を出し、すべり止め効果を発揮させること
でボールの回転を止めます。グリップ感を出すために、鉱石の微粒
子を固形オイル内に配合させ、この微粒子がグリップ力を発揮しま
す。塗ったすぐには、オイル独特のすべり感があると思いますが、
それはまだ微粒子およびオイルが革に付着していない状態です。
しばらくすると、効果があらわれます。

〈軟式・ゴムボール使用の場合〉
軟式・ゴム用パフォーマンスオイル（For GAME）（WTBA7020）

捕球ポイントにしっとり感を与え、ボールを的確に捕球します。
粘り成分／保湿成分配合により、しっとり感が得られます。
コラーゲン配合により、ゲーム中も革のケア効果が得られます。
多くのプロ選手も愛用しています。

だ液エフェクト（WTBA7060）キープコンディショニングオイル（WTBA7070)
使いやすいグラブを維持するオイルです。
繰り返しのお手入れでも、重くならず、ヘタリも
しません。

B）グラブが使いやすい状態になったら

〈特徴〉

グラブのお手入れ方法
〈WILSON流〉

日常のお手入れ 捕球の秘密兵器（for パフォーマンス）

①スキンリセット（普段の使用後）

普段は汚れを落とした後は、保革オイルの含んだ布で軽く拭くくらいでいいでしょう。
使用頻度が多く、表革がカサついてきましたら、オイルを塗布してあげます。
あくまで不足したオイル分を補ってあげることですので、塗り過ぎには注意して下さい。

②スキンサポート

ゲーム前

ゲーム中

まず、大切なことはグラブの状態を見極めて、お手入れをすることです。
使用したときの天候、グラブの状態によって、お手入れ方法が変わってきます。
グラブをしっかりと手にはめてグラブと会話しながらしっかりとお手入れしてあげましょう。
そうすることにより、愛着のあるグラブを末長くベストな状態で維持することができます。

■【10本組】リプレースメントレース

（本体価格 ）

ブラック オレンジ

・サイズ：約200cm
・業務用交換レース
・カラー：
　ブルー、オレンジ、
　パープル、ピンク、
　ホワイト、ブラック、
　タン
・日本製



バッティンググローブ＿ P55～56

守備用グローブ＿ P55

ウイルソンバッグオーダー / ウイルソンバッグ＿ P57～59

バットケース＿ P60

キャッチャー用防具 （硬式・少年・軟式）＿ P61～62

MLB アンパイアエクイップメント / 審判用防具＿ P63

アクセサリー / その他＿ P64

ボール （硬式・ソフトボール）＿ P65



・

バッティング・守備用グローブ

素　材 エチオピアンシープ、ポリエステル

バッティング用

守備用

フィット感抜群のスムースレザーグローブ。

■ ホワイト×ピンク（BG0101）

■ 左手用ブラック（BG0312）
■ 右手用ブラック（BG0322）

■ 左手用ホワイト（BG0311）
■ 右手用ホワイト（BG0321）

■ ホワイト×ブラック
（BG0102）

　
ディマリニバッティンググローブ [両手用 ]

■ Wベルト　■ 中国製

（本体価格 ）

■ ホワイト×ネイビー
（BG0103）

■ ホワイト
（BG0104）

■ ブラック
（BG0105）

サイズ

サイズ

サイズ

素　材 合成皮革、ポリエステル

丸洗いOK　タフ＆グリップ。

■ ホワイト×ピンク（BG0201）

　
ディマリニバッティンググローブ [両手用 ]  

■ S ベルト　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 合成皮革、ポリエステル

　 　
ウイルソンフィールディンググローブ [左手用 ][ 右手用 ]

■ 中国製

（本体価格 ）

丸洗いOK　汗取り守備用グローブ。

■ ホワイト
（BG0204）

■ ホワイト×ブラック
（BG0202）

■ ブラック
（BG0205）

■ ホワイト×ネイビー
（BG0203）

ジュニアサイズ
対応モデル

当て革



バッティング・守備用グローブ
・

バッティング用

■ ブラック×ピンク（BG0206）

サイズ

素　材 合成皮革、ポリエステル

　
ディマリニバッティンググローブ [両手用 ]  

■ S ベルト　■ 中国製

（本体価格 ）

田中 賢介 2010年使用モデル。

洗える羊革。繊維
への特殊加工によ
り水洗いしても風
合いは変りません。

手の甲を締めるこ
とでさらにフィット
感が高まります。

雨に濡れても滑り
難く、グリップと
伸縮性に優れた
素材。

耐久性に優れ水洗
いが可能。

吸水速乾性に富ん
だ抗菌素材。

独自の立体裁断、立体裁
縫により、さらに手の形
状に合わせた手のひらの
皺や、たるみを解消。

ジュニアサイズ
対応モデル

■アイコンのご説明

（2011年2月発売予定）



ウイルソンバッグオーダー

形を選ぶ

バッグ刺繍システム

素材およびカラーを選ぶ

ふた付きショルダータイプ
サイズ：W（幅）44×H（高さ）32×D（まち）23cm

⑧　　　　ロゴ（刺繍）

⑥ショルダーパット

⑦ベルト

①本体

②ふた

③サイド部

④ポケット

⑤ふちどり

ふた付きショルダータイプ

ボストンタイプ
サイズ：W（幅）54×H（高さ）33×D（まち）26cm

ボストンタイプ

⑦　　　　ロゴ（刺繍）

⑤ショルダーパット

⑥ベルト

①本体

④ふちどり

②正面ポケット

③背面ポケット
エナメル

ポリエステル

ポリエステル

エナメル

〈オーダーバッグ本体価格表〉

タイプ／素材 ポリエステル エナメル

ふた付きショルダータイプ

ボストンタイプ

（本体価格 ）

（本体価格 ） （本体価格 ）

（本体価格 ）

〈A〉ポリエステル600D／PVC 〈A〉ポリエステル600D／PVC〈B〉エナメル 〈B〉エナメル

①本体

②ふた

③サイド部

④ポケット

⑤ふちどり

⑥ショルダーパット

⑦ベルト ⑥ベルト

⑧
　ロゴ（刺繍）

①本体

②正面ポケット

③背面ポケット

④ふちどり

⑤ショルダーパット

⑦
　ロゴ（刺繍）

①マーク取付位置 ③書体（個人ネーム・番号書体は、下記書体からお選びください。）

④カラー全12色（生地カラー・糸カラー）

②価格・サイズ

直接刺繍加工イメージ図 フチドリ刺繍加工イメージ図 取付可能位置

※1.5cm上に取付

※①チーム名フチドリ刺繍は、5個以上からご注文可能です。（オリジナルデザインOKです！）
※②個人ネーム直接刺繍・番号は、1個からご注文可能です。
※上記以外の加工方法につきましては別途見積りの上、対応させていただきます。



ウイルソンバッグ

サイズ W44×H32×D23

素　材 ポリウレタン■ レッド

■ レッド
■ レッド

■ ブラック

■ ブラック

■ ブラック

■ ネイビー

■ ネイビー

■ レッド

■ ブラック

■ ネイビー

■ ネイビー

　
セカンドバッグ

■ ポケット取り外し可　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ W70×H34×D32

素　材 ポリウレタン

　
ボストンバッグ

■ ポケット取り外し可　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ W85×H37×D36

素　材 ポリウレタン

　
プロテクター＆ヘルメットバッグ

■ ポケット取り外し可　■キャスター付き　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ W36×H32×D36

素　材 ポリウレタン

　 　　　
ボールケース

■ ポケット取り外し可　■硬式ボール 5dz 入れ　■ソフトボール 3dz 入れ　■ 中国製

（本体価格 ）

■ ホワイト ×レッド ■ ホワイト ×ネイビー ■ ホワイト ×ピンク

携帯クリーナー付

サイズ W24×H17×D60

素　材 PUエナメル

　
ミニショルダーバッグ

■ 携帯クリーナー付き　■ 中国製

（本体価格 ）

スポンジレザーバッグ

ウイルソンベアーバッグ

キャスター付き



ウイルソンバッグ

サイズ W27×H40×D14

素　材 ナイロン

■ レッド■ ブラック

■ ブルー

■ ホワイト ×レッド ■ ホワイト ×シルバー

■ ブラック ■ ネイビー

■ ブラック ■ ネイビー

　
バッグパック

■ バット収納可　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ W37×H35

素　材 ポリエステル

  
グラブケース

■ 中国製

■ ProStaff グラブケース
（WTBA9010）

■ BEARグラブケース
（WTBA8011）

■ グラブケース
（WTBA8010）

（本体価格 ）

  （本体価格 ）
  （本体価格 ）

サイズ W46×H33×D23

素　材 PUエナメル

　 　　　
チームショルダーバッグ

■ 刺繍入れ可　■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ W22×H32×D13

素　材 PUエナメル

　
シューズケース

■ 中国製

（本体価格 ）

バット収納可

キャスター付き

サイズ W61×H32×D31

素　材 ナイロン

　
キャスターバッグ

■ ポケット取り外し可　■キャスター付き　■ 中国製

（本体価格 ）

アクティブバッグ

グラブケース

チームスポルトバッグ



バットケース

■ ブラック ■ ネイビー

■ ホワイト ×レッド

■ ホワイト ×レッド

■ ホワイト ×レッド

■ ブラック

■ ブラック

■ ネイビー

■ ネイビー

サイズ W92×D9

素　材 PUエナメル

　
バットケース

■ 中国製

（本体価格 ）

1本入れ（ソフトボールバット2本入可）

サイズ W92×D14

素　材 PUエナメル

　
バットケース

■ 中国製

（本体価格 ）

2本入れ（ソフトボールバット3本入可）

サイズ W92×D19

素　材 PUエナメル

　
バットケース

■ ポケット取り外し可　■ 中国製

（本体価格 ）

5本入れ（ソフトボールバット7本入可）

■ ブラック
サイズ W92×D9

素　材 ナイロン

　
バットケース

■ 中国製

（本体価格 ）

1本入れ（ソフトボールバット2本入可）

■ ブラック

■ ブルー
サイズ W84×D9

素　材 ナイロン

　
Jr. バットケース

■ 中国製

（本体価格 ）

1本入れ ジュニア用

バットケース



硬式キャッチャー用防具

 プロテクター  レガース

サイズ A:360mm　B:690mm

素　材 PE、ナイロン、PU

　
硬式用レガース

■カラー：ブラック、ネイビー　■1,500g 平均　 ■ 中国製

■ ネイビー

■ ブラック （本体価格 ）

サイズ A:440mm　B:420mm

素　材 ポリエステル、PU（形状記憶フォーム）

　
硬式用プロテクター

■カラー：ブラック、ネイビー　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 中空フレーム、合成皮革、PU

　
硬式用マスク

■カラー：ブラック、ネイビー　■750g 平均　 ■ 中国製　
■ 別売スロートガード（WTA3900J）装着可

（本体価格 ）

■スロートガード一体型
■高校野球公式試合使用可

■形状記憶フォーム内蔵
　ボールのバウンドを抑えます

■トリプルカップ構造
■パットの位置は調整可能

■サイズの見方

一般硬式用



少年硬式・軟式キャッチャー用防具

素　材 PE、ポリウレタン

　
ユース2トーンEZギアキャッチャーマスク

■ 中国製　■ 別売スロートガード（WTA3900J）装着可

■ スカーレット×ブラック

■ ロイヤル×ブラック

■ シルバー ×ブラック
■ ブラック

■ レッド

■ レッド

■ ブルー

■ ネイビー

■ ネイビー ×ブラック

（本体価格 ）

素　材 中空フレーム、合成皮革、PU

　
少年硬式用マスク

■ 530g 平均　■ 中国製　■ 別売スロートガード（WTA3900J）装着可

（本体価格 ）

■ ブラック

■ ブラック ■ ブラック

■ ブラック

■ レッド

■ レッド
■ レッド

■ レッド

■ ブルー ■ ネイビー

■ ネイビー
■ ネイビー

■ ネイビー

サイズ A:330mm B:580mm

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン　

　
少年硬式用レガース

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ A:440mm　B:420mm

素　材 ポリエステル、PU（形状記憶フォーム）

　
一般軟式用プロテクター

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ A:360mm B:690mm

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

　

■ 1,400g 平均　■ 中国製

（本体価格 ）

■ ブラック

■ レッド

■ ブルー ■ ネイビー

サイズ A:500mm（370mm）　B:390mm

素　材 ポリエステル、PU（形状記憶フォーム）

　
少年硬式用プロテクター

■ 中国製　

（本体価格 ）

使用上のご注意 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。
●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。

大きな衝撃を受け、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、ラッカー等の溶接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。

■汗などの汚れは、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、固く絞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。

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〉

■汗などの汚れは、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、固く絞ってから拭いてください。
■雨天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。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。

〈末永くお使いいただくために〉

素　材 中空フレーム、合成皮革、PU

　
一般軟式用マスク 一般軟式用レガース

■ 665g 平均　■ 中国製　■ 別売スロートガード（WTA3900J）装着可

（本体価格 ）

［ 限定品 ］

少年硬式用

一般軟式用



MLBアンパイアエクイップメント・審判用防具

素　材 中空フレーム、天然皮革パッド

MLB審判用マスク（チタンフレーム）

■580g 平均　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:30cm（12インチ）

プロゴールドプロテクター

■ 中国製　■ 約 1.6Kg　

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:43cm（17インチ）

レガース

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:43cm（17インチ）

レガース

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:41cm（16インチ）、A:43cm（17インチ）

ジェリーデービスレガース

■ 中国製　■ 2 サイズ展開

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:38cm（15インチ）

ジェリーデービスアンパイアレガース

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 中空フレーム、天然皮革パッド

MLB審判用マスク（中空フレーム）

■750g 平均　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 天然皮革パッド

MLB審判用マスク（天然皮革パッド）

■810g 平均　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 合成皮革パッド

MLB審判用マスク（合成皮革パッド）

■860g 平均　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:34cm（13インチ）

プロプラチナプロテクター

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:30cm（12インチ）

プロフェッショナルプロテクター

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:30cm（12インチ）、A:34cm（13インチ）

ジェリーデービスプロテクター

■ 中国製　■ 2 サイズ展開

（本体価格 ）

素　材 PE、ナイロン、ポリウレタン

サイズ A:30cm（12インチ）

ジェリーデービスアンパイアプロテクター

■ 中国製

（本体価格 ）

［ 限定品 ］

［ 限定品 ］

［ 限定品 ］

審判用マスク

審判用プロテクター

審判用レガース

最適なフィット性と屈曲性および耐久性を兼ね備えた、MLB公認アンパイアギア。



アクセサリー・その他
・

素　材 ポリエステル、ポリウレタン、セラミックボール

サイズ S（155cm未満170g平均）、 M（155～175cm190g平均）

　
胸部保護パッド

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 ポリエステル

　
フェイスマスク用ハーネス

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 天然皮革、ポリウレタン

　
リプレースメントパッド

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 合成皮革、ポリウレタン

　
リプレースメントパッド

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ポリウレタン

　
スロートガード

■ 中国製　■ WTA800J、WTA3062、WTA3029、WTA6000J に装着可能

（本体価格 ）

素　材 PE

サイズ 6インチ（WTA3901）、4インチ（WTA3902）

スロートプロテクター

■ 中国製

■ 6 インチ
■ 4 インチ

素　材 ポリウレタン

ニーウェッジ

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ポリウレタン

打者用エルボーガードDX

■ 中国製

■ ネイビー

■ ネイビー
■ レッド

■ ネイビー
■ ネイビー ■ ネイビー

〈右足用〉 〈左足用〉

■ ホワイト ■ ホワイト

■ ホワイト ■ ホワイト

■ ブラック

■ ブラック

■ ブラック

■ ブラック ■ ブラック

（本体価格 ）

素　材 PE、ポリウレタン

打者用エルボーガード

■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 PE、ポリウレタン

バッティングフットガード

■ 中国製

（本体価格 ）

　 （本体価格 ）

　   （本体価格 ）

防具

アクセサリー

膝関節をサポートする
フォームパッド



試合球・練習球

素　材 天然皮革

　
リトルリーグ試合球

■リトルリーグ試合球
※リトルリーグ関西連盟マイナーの部試合球

■全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）試合球

■ 出荷単位：1ダース　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 天然皮革（ポリウレタン加工）

　
革ソフトボール試合球（イエロー）

■( 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　

（本体価格 ）

素　材 天然皮革（ポリウレタン加工）

　
革ソフトボール練習球（イエロー）

■ コルクコア　■ 出荷単位：3ダース　■ 中国製　

（本体価格 ）

素　材 天然皮革

　
ヤングリーグ試合球

■ 出荷単位：1ダース　■ 中国製

（本体価格 ）

素　材 天然皮革

　 オープンプライス
A1012硬式練習球

■ 出荷単位：5ダース　■ 中国製

素　材 天然皮革

　 オープンプライス
A1012P硬式練習球

■ 出荷単位：1バケツ　■ 3 ダース入り、バケツ付き　■ 中国製

素　材 天然皮革

　
ボーイズリーグ試合球

■日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球
※関東ボーイズリーグ大会、関東大会、
　東日本選抜大会使用球

■ 出荷単位：1ダース　■ 中国製

（本体価格 ）

［硬式］ 試合球

［硬式］ 練習球

［ソフトボール］ 試合球 ［ソフトボール］ 練習球



ユニフォーム/ パッド＿ P67

アンダーシャツ＿ P68

アウトフィールドチームウェア/ タオル＿ P69

アパレルアクセサリー＿ P70



・

ユニフォーム・パッド

ユニフォーム

パッド

サイズ S、M、L、O、XO

素　材 ポリエステル100％

レギュラーパンツ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ S、M、L、O、XO

素　材 ポリエステル100％

ロングパンツ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ M、L、O、XO

素　材 ポリエステル100％

アメリカンロングパンツ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ M、L、O、XO

素　材 ポリエステル100％

ストレートパンツ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

素　材 ポリエステル100%

尻パッド

■ ニットキルト／縫製タイプ　■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ポリエステル100%

尻パッド

■ ニットキルト／縫製タイプ　■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ポリエステル100%

ヒザパッド

■ ニットキルト／縫製タイプ　■ 日本製

（本体価格 ）

素　材 ポリエステル100%

ヒザパッド

■ ニットキルト／縫製タイプ　■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 130、140、150、160

素　材 ポリエステル100％

　
ジュニアレギュラーパンツ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ S、M、L、O、XO

素　材 ポリエステル100％

　
ユニフォーム＆パンツ上下セット

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ 130、140、150、160

素　材 ポリエステル100％

　
ジュニアユニフォーム＆パンツ上下セット

■ ベトナム製

（本体価格 ）

ジュニア用 ジュニア用上下セット 上下セット

ジュニア用ジュニア用大人用 大人用

［ヒザ補強付］

［ヒザ補強付］

［ヒザ補強付］



アンダーシャツ

■ 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×レッド

■ ネイビー ×レッド

■ ブラック ■ ブラック■ ネイビー ■ ネイビー

■ ブラック×レッド

■ ネイビー ×レッド

■ ブラック×レッド

■ ネイビー ×レッド

■ ブラック　■ ネイビー

か
ら
だ
で
感
じ
ろ
、新
感
覚
。

伸縮率300％、超ハイスペック繊維使用

シームレス（縫い目の無い独自製法）
フィットアンダーシャツ

●全方向に伸びる自然なフィット感　●サイズフリーを実現（S～XO）

●無着用感覚　●ストレス ゼロ　●疲労軽減

ウイルソンファイバースキンは、伸縮性は300%を誇る
超ハイスペック繊維を使用しています。全ての方向に自在
に伸びる事で筋肉の様々な動きに素早く対応するととも
にサイズフリーを実現(S～XO)。また、無縫製(縫い目の
ない独自製法)で編み込む事により肌と一体化する自然
なフィット感は着ているというストレスを感じさせず、アス
リートのベストパフォーマンスを引き出します。

シームレス（無縫製）
繊細なウーリー繊維を縫
い目がない独自製法で編
み上げ、肌と一体化する
自然な着心地です。

ジャストフィット
300％を越す驚異の伸
縮により、サイズフリーを
実現。体のラインに自然
に馴染み、袖・脇などに
つっぱりによる抵抗感や
圧迫感をほとんど感じさ
せません。

エクセレントマテリアル
大きな凸凹を持たせて編
み上げた組織構造。肌に
点接触し、毛細血管現象で
速やかに汗を吸い上げ、急
速に拡散。優れたストレッ
チ性で密着し、汗冷えやべ
とつきを抑え快適な着心
地を保ちます。

アンダーシャツ

サイズ M、L、O、XO 素　材 テクノファイン＋セオアルファ

　
レッドボディ (長袖 )

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ M、L、O、XO 素　材 ポリエステル（テクノファイン）

　
アンダーシャツ（長袖タワーネック）

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ S、M、L、O、XO 素　材 ポリエステル80%、ポリウレタン20%

　 オープンプライス
ピタアンダーシャツ（長袖）

■ 日本製
サイズ S、M、L、O、XO 素　材 ポリエステル80%、ポリウレタン20%

　 オープンプライス
ピタアンダーシャツ ( ノースリーブ )

■ 日本製
サイズ 140、150、160 素　材 ポリエステル80%、ポリウレタン20%

　 オープンプライス
ピタアンダーシャツ (長袖 )

■ 日本製

サイズ M、L、O、XO 素　材 ポリエステル（テクノファイン）

　
アンダーシャツ（ノースリーブタワーネック）

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 140、150、160 素　材 ポリエステル（アクアドライ）

　
アンダーシャツ（長袖）

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ M、L、O、XO 素　材 テクノファイン＋セオアルファ

　
レッドボディ (半袖 )

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ M、L、O、XO 素　材 テクノファイン＋セオアルファ

　
レッドボディ (二分袖 )

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ フリー 素　材 ポリエステル、ポリウレタン

　
ファイバースキン

■ 日本製

（本体価格 ）

タワーネックタワーネック

ジュニア用

ジュニア用



・

アウトフィールドチームウェア・タオル

アウトフィールドチーム ウェア

タオル

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

Tシャツ （本体価格 ）

ジュニア用　 （本体価格 ）

サイズ 150～3L 素　材 ポリエステル100%（ドライ）

　
ポロシャツ

（本体価格 ）

サイズ S、M、L、XL、XXL 素　材 ポリエステル１００％

　
コンディショニング　Tシャツ

（本体価格 ）

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

　
ボタンダウンポロシャツ〈吸汗速乾〉

（本体価格 ）

サイズ 34×85cm 素　材 ポリエステル100%

　
フェイスタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 40×110cm 素　材 ポリエステル100%

　
スポーツタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 75×130cm 素　材 ポリエステル100%

　
バスタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 34×85cm 素　材 ポリエステル100%

　
フェイスタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 40×110cm 素　材 ポリエステル100%

　
スポーツタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

サイズ 75×130cm 素　材 ポリエステル100%

　
バスタオル

■ 日本製

（本体価格 ）

大人用　

■ ピンク
■ ピンク

■ ピンク

■ サックス ■ サックス ■ サックス

～ ～サイズ（大人用） ～サイズ

～サイズ ～サイズ

（ジュニア用）



アパレルアクセサリー

アパレルアクセサリー

サイズ 100cm対応、4cm幅

素　材 人工皮革（クラリーノ）

大人用ベルト

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

オープンプライス

カラーソックス 5本指2足組

■カラー：ブラック、ネイビー、レッド　■ 中国製　

サイズ 21-24cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

　 オープンプライス
カラーソックス 先丸3足組

■カラー：ブラック、ネイビー、レッド　■ 中国製

サイズ 21-24cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

　 オープンプライス
アンダーソックス 先丸3足組

■カラー：ホワイト　■ 中国製　

サイズ 18cm-21cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

　 オープンプライス
アンダーソックス 先丸3足組

■カラー：ホワイト　■ 中国製　

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

オープンプライス

アンダーソックス 5本指2足組

■カラー：ホワイト　■ 中国製

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

オープンプライス

カラーソックス  先丸3足組

■カラー：ブラック、ネイビー、Pネイビー、レッド　■ 中国製

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU

オープンプライス

アンダーソックス 先丸3足組

■カラー：ホワイト　■ 中国製　

サイズ 80cm対応、3.6cm幅

素　材 人工皮革（クラリーノ）

ジュニア用ベルト

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ フリー

素　材 ポリエステル100%

練習用キャップ

■ ベトナム製

（本体価格 ）

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス5本指

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス先丸

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス5本指

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ 25-28cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス先丸

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ 21-24cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス5本指

■ 中国製

（本体価格 ）

サイズ 21-24cm

素　材 綿、ポリエステル、PU 

アンダーソックス先丸

■ 中国製

（本体価格 ）

■ ブラック

■ ネイビー

■ ブラック

■ ブラック

■ ブラック

■ ブラック

■ ネイビー

■ ネイビー ■ レッド

■ ネイビー
■ レッド
■ Rエンジ

■ ネイビー■ ホワイト

ジュニア用

ジュニア用

ジュニア用 ジュニア用 ジュニア用

ジュニア用

大人用 大人用

大人用

大人用 大人用 大人用 大人用

大人用 大人用



 
・

●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。
●田中賢介・鶴岡慎也両選手の写真提供「道新スポーツ」●カタログ内の表示の数
値は概算となります。●発売時期は予定のため、変更になる場合がございます。

ウイルソン・ディマリニ野球用品についてのお問い合わせは

2011年1月発行

BELIEVE IN YOUR MOMENT.

MORE ATHLETES IN BASEBALL / SOFTBALL 
AROUND THE WORLD DEPEND ON OUR 
EQUIPMENT TO COMPETE AND WIN.

MORE WIN.

CELEBRATING OUR WINNING
MOMENTS IN BASEBALL / SOFTBALL

MORE WILSON

勝負に勝ち抜くエクイップメントを、
“もっともっと”アスリートのために提供し続けます。

アメアスポーツジャパン株式会社　
〒 東京都江東区有明 有明 ウエストタワー8F 

（カスタマーサービスセンター）


