


レギュラーポジションをめざし、チームの勝利をめざし、
頂上をめざし、汗と泥にまみれて白球を追い続けるプレイヤーたち。
最強のパフォーマンスと、限りないクオリティを追求した
ベースボール・ギアが、そんな彼らをさらなる高みへと導く。
限界のその先で、グラブがボールを捕らえた時。
自分のバットから目の覚めるような強烈な打球が放たれた時。
彼らはベースボールを愛した者にしかわからない、
大きな喜びを勝ち取るはずだ。

流した汗は、決して彼らを裏切らない。
プロプレイヤーという夢をかなえる者もいれば、
鍛えあげた体と精神を駆使して、異なる世界で活躍する者もいる。
やがて大人になった彼らは一人残らず、ベースボールを通じて、
想像以上のものを勝ち取ったことを知るだろう。
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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
背年月日：1981 年 5月 20 日
年　齢：30 歳
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）
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Advisory
     Staff in JAPAN



　
　　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：30 歳
出　身：鹿児島県
投　打：右投右打

　
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 9月 13 日
年　齢：29 歳
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～）

［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）
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バッターボックスに立った瞬間に、すべてのプレイヤーが思い描くのは、
自分の打球が快音とともに青空のかなたに消えていく光景。
もっと強く、遠くまで飛ばしたいという夢は、少年野球の子どもたちも、
メジャーリーガーも同じだろう。
野球大国アメリカで、最も多くのプレイヤーが選び取ったバットDeMARINI。
“かっ飛ばす”ことを異常なまでに追い求めた最強のバットが、
プレイヤーのバッティングを“夢”へと近づけてゆく。

もっと強く、もっと遠くまで。
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「ディマリニは、僕にとって
  奇跡の出会いだったと
  思えるんです。」

2010年にシーズン193安打、打率0.335という自己最高を

マークした田中賢介選手。首位打者を目前にさらなる活躍が期待

された2011年は無念のケガに泣いた。しかし、田中賢介の打

撃が大きく覚醒したことに間違いはなく、来シーズンはその証を

見せてくれるはずだ。そんな田中賢介に、ディマリニを愛用する

理由を聞いてみた。

●ディマリニを使いはじめたきっかけは？

僕がウイルソンのバットを使い始めたのは、今から6年ぐらい前。

ちょうどレギュラーになった年でした。他社のいろんなバットと打

ち比べをしたんですが、その中で一番気に入ったのがディマリニ

でした。決め手はバットの硬さ。僕は硬いバットが好きなので、そ

こに一番惹かれましたね。

●バットに対するこだわりは？

僕のバットはすごく芯が長いというか、当たる範囲が広いのが特

徴です。グリップエンドなどはごく普通の形。でも、全体の重さや

長さ、太さ、バランスなどには結構こだわっていて、ウイルソン

に対していろいろ難しい要望をするんですが、それに対して一

つひとつ、こと細かく応えてくれるんです。バットに対して何を求

めるかというのは、僕のプレイヤーとしての感触なので、言葉で

は的確に表現できないものですが、それをうまく理解して、僕の

スタイルや好みを踏まえて、納得できるバットを作ってくれるの

がうれしいですね。

●なぜディマリニを選ぶのか？

たとえば、グラブの場合だと、僕は土手の部分にこだわりがある

んです。ポケットでボールを捕るのは当たり前ですが、僕は土手

でも捕りたい。捕れない球をいかに捕るかが重要なんです。その

ためには、グラブはやはり自分の手のように使えるものでなけれ

ばならない。自分の感覚に合わないグラブでは厳しいですね。そ

れと同じで、僕がディマリニを愛用しているのも、まず感覚が合

うというところなんです。理屈じゃなくて。

ディマリニを使うようになって6年。そして、ここに来て“首位打

者”という目標を口にできるほど、自分の打撃理論に手ごたえを

感じているんですが、そこにはディマリニという存在が大いに関

わっている。そう考えると、数あるメーカーの中でウイルソンの

アドバイザリースタッフになったことが、僕にとって奇跡の出会

いだったと思えるんです。

Kensuke Tanaka

田中賢介 (北海道日本ハムファイターズ）
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Kazuhiro Hatakeyama　

2011年、プロ11年目にして、ついに4番打者として大ブレイク

した畠山和洋選手。チームの開幕ダッシュの立役者となり、東京

ヤクルトスワローズを球団初のクライマックスシリーズ、ファイナ

ルステージ進出へと導いた。畠山選手のバッティングは、何をき

っかけに、どう進化したのか。ディマリニへのこだわりとともに、

話を聞いた。

●バットに対するこだわりは？

僕のバットは特殊なんです。タイカップ型をさらに削って、グリッ

プエンドのふくらみをほとんどなくしています。グリップエンドが

あると、そこを支点に手首を利かせて打つというか、すごく“ひ

っかかる”感じがするから。僕は“ひっかける”のではなく“運び”

たいので、むしろグリップエンドはじゃまなんです。もう5年ぐら

いはこの形で、まったく変えていませんね。

●なぜディマリニを選ぶのか？

僕のバットを他の人に貸すと「打感が悪い」と言われることがあ

ります。それは、芯が広くて、ポイントがぼやけているからでしょ

うね。僕はそのぼやけてる感じがすごく好きなんです。確かに芯

が狭いバットのほうが打感がいいかもしれませんが、そのワン

ポイントに当てないと勢いのない打球になってしまう。僕はそう

いうのは嫌なんです。詰まっても、先っぽでも、振りぬいて運び

たい。また、それとは矛盾するかもしれないけど、ディマリニは

硬くて強いので、当たればよく飛ぶという一面もある。自分のバ

ッティングスタイルには、ディマリニが一番合っている気がしま

すね。

●前シーズンは4番として活躍されましたが、どんな変化があっ

たのですか？

1軍と2軍を行ったり来たりするうちに、バッティングがどんど

ん保守的になって。1軍で生き残るためには、ホームランを1本

打つより、ヒットを3本打つほうが有利だと思って、アウトコース

の球を狙ってミートするようになったんです。ところがそれはす

ぐに相手チームにばれて、苦手のインサイドを攻められ続け、全

く打てなくなってしまいました。もうインサイドを克服する以外

に道がないと思って、思いきってバッティングを変え、一生懸命

練習していくうちに、少しずつ感覚がつかめてきたんです。イン

サイドが克服できて、ピッチャーと有利に戦えるようになったの

が大きな収穫だったと思います。

●では、来シーズンに向けての抱負を。

このオフにしっかり体を鍛えて、来シーズンは1年を通して活

躍したいですね。自分が4番の役割をしっかり果たして、チー

ムが上位争いをして、ディマリニの良さをもっとアピールした

いですね。

畠山和洋(東京ヤクルトスワローズ）

「自分のバッティングスタイルには、
  ディマリニが一番合っている気が
  しますね。」



Top
Share

ディマリニ製バットが選ばれる理由。

トップシェアを誇る
ディマリニ。

ディマリニ・バットはアメリカ国内でトップシェアを誇る。
サンディリーグ、カレッジプレイヤーそしてリトルリーガー…。

多重管構造を活かした「飛ぶ」バットは
選手たちの心強い武器になっている。

　ミネソタ州セントポール。西岡剛が入団したツインズが本拠地と

するツインシティ（＝双子町）の１つには有名な高校がある。

　クレティン・ダーラム・ハイスクール。

　野球強豪校として有名なこの学校はツインズのスター選手ジョ

ー・マウアーの母校としても知られている。ここの野球部は専用フィ

ールドを持ち将来のメジャーリーガーたちがボールを追いかけてい

る。ライト後方に校舎がそびえ立つ姿はボルチモアのカムデンヤー

ズを彷彿させる。この日、おこなわれていた練習試合。両チームの

選手たちが手にしていたバットの多くはディマリニ製だった。

「ディマリニはやっぱり飛ぶと思う。それにバランスが良いから振り

抜きやすいんだ。多重管構造？　それもあってバランスが良いの

かな。他にもいろいろバットはあるけど僕はディマリニしか使わな

いね」

この日、最初のタイミリーヒットを放った選手は早口で話すとレフト

の守備に走り去った。

ディマリニしか使わないよ。
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　一二三慎太（タイガース）、島袋洋奨（中央大）など近年トップクラ

スの選手層を誇った10年高校日本選抜チーム。ロサンゼルス郊外

コンプトンでおこなわれたアメリカ選抜チームとの親善試合におい

てアメリカチームの多くの選手がディマリニ製を手にした。この試

合ではいくつかのバットメーカーが商品提供をおこなった。しかし選

手たちがその中から選んで使用したのはディマリニ製。

「いろいろ試してみたんだけどやっぱりディマリニがフィットするん

だ。リトルリーグの試合で始めてホームランを打ったバットがこれ。

それ以来ずっと使っているよ」

　契約選手ではない高校生が自分の感覚で選んだということに説

得力がある。

　技術で巧みに打つヒットも気持ち良い。だがそれよりも強く遠くへ

飛ばせれば打撃がもっともっと面白くなる。それに強い打球が打て

れば野手の間を抜く確率も高い。打者の満足を高めるとともに結果

にもつなげる。ディマリニ製バットは最高のクオリティを約束する。

初めてホームランを打った
バットがディマリニ。
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2012 DeMARINI ブランドコンセプト

［シリーズ別コンセプト］

［金属製、カーボン製、コンポジットバット］
①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。

②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。また使用された後は、土、砂、石灰などをきれいにふいて下さい。

③バットに表示された用途にあったボールを使用して下さい。用途以外のボールに使用したり、石や地面をたたいたりしないで下さい。

　また、タイヤをたたくような練習も早期に破損等を招く原因となります。

④打音、打感、反発については、本体強度等の微妙な変化によって変わってくる可能性はあります。

⑤コンポジットバットは、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。

　また、打球部で打つように心がけ下さい。打球部を外して打つと早期にき裂、凹みを招くことになります。

［木製バット］

①天然素材の為、使用頻度に関係なく凹んだり、折れる場合がございます。

　また環境により重量が変化する場合もございます。

［コンポジットトレーニングバット］

①打球部は天然素材の為、凹んだり、割れる場合もございます。

ヴードゥ、CF5、フェニックスを
中心としたMADE IN USAシリーズ

“飛距離へのこだわり”
MORE 

DISTANCE

イノベーションスタッフシリーズ

“抜群の振り抜き、
パワフルな打球を実現”

MORE
SPEED

プロスタッフシリーズ

“物作り、
素材へのこだわり”

MORE
HARD

D-MAXシリーズ

“最新テクノロジーを搭載しつつ
お求めやすい価格を実現”

MORE
VALUE

［DeMARINIバットご使用上の注意］
BASE BALL BATS

ディマリニ　バット　テクノロジー
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ピッチブラックプラスST/TR3コンポジット
　　　　　　　　　　　  /4.ONE コンポジット

BASE BALL BATS
ディマリニ　バット　テクノロジー
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Geoキャップ
●２重構造で成型され非常に高密度。打撃時の力の分散を抑え、衝撃を緩和、爽快な打感を実現。

TR3コンポジット
●分子レベルまで見事に組み合わさった高強度のコンポジット素材。

4.ONEコンポジット
●ソフトボール専用に開発された硬さと強度を兼ね備えたコンポジット素材。

ION-Vキャップ
●２重構造で成型され衝撃を緩和し爽快な打感を実現。

●２重構造で成型され衝撃を緩和します。

BASE BALL BATS

ディマリニ　バット　テクノロジー
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Geo
キャップ

ION-V
キャップ

イノベーションスタッフ 一般硬式

イノベーションスタッフ 一般硬式

イノベーションスタッフ 一般硬式

ヴードゥブラック 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

イノベーションスタッフ 中学硬式

CF5 リトルリーグ

CF４ ST リトルリーグ

F5 リトルリーグ　

ヴードゥブラック リトルリーグ

M2M 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

ヴードゥブラック ボーイズリーグ小学部

M2M ボーイズリーグ小学部

フェニックス 軟式　

フェニックス 軟式　

イノベーションスタッフ 軟式

プロスタッフ賢介モデル 軟式（カーボン）

プロスタッフ 軟式 （サイズ追加）

D-MAX 軟式

イノベーションスタッフ 少年軟式

プロスタッフ賢介モデル 少年軟式（カーボン）

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 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）(サイズ追加)

CF4 ソフトボール（革・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）

D-MAX ソフトボール（2号）

BASE BALL BATS
ディマリニ　バット　テクノロジー



HARD BALL BATS

一般硬式用バット

﹇
硬
式
用
﹈

15

ハブキャップ装着。抜群の振り抜きと
TTテクノロジーの相乗効果で
パワフルな打球を実現。

WTJHLIS ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ67mm　8390（83cm-900g 以上） 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：ブラック、 イエローゴールド　
■素　材 : FF2（超々ジュラルミン）　■セミトップバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ 一般硬式

セミトップバランス

ハブキャップ装着。抜群の振り抜きと
TTテクノロジーの相乗効果で
パワフルな打球を実現。（振り抜き重視）

WTJHLIF ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ67mm　82590（82.5cm-900g 以上） 83590（83.5cm-900g 以上）
■カラー：ブラック、 シルバー
■素　材 : FF2（超々ジュラルミン）　■ミドルバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ 一般硬式

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。

WTJHIIS ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ67mm　8290（82cm-900g 以上） 8390（83cm-900g 以上） 
　　　　 8490（84cm-900g 以上）
■カラー：ブラック、 シルバー
■素　材 : FF2（超々ジュラルミン）　■ミドルバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ 一般硬式

ミドルバランス

こだわりの82.5cm、83.5cmの展開

ミドルバランス



HARD BALL BATS
中学硬式用バット

﹇
硬
式
用
﹈
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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。

WTJHKVD ¥28,350（本体価格：￥27,000）
■サイズ：φ67mm　8384（83cm-840g平均） 8486（84cm-860g平均）
■カラー：ブラック　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6745

ヴードゥブラック 中学硬式

トップバランス

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。

WTJHAIJ ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ67mm　8384（83cm-840g 平均） 8486（84cm-860g 平均）
■カラー：イエローゴールド　■素　材：FF2（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　■日本製

イノベーションスタッフ 中学硬式

ミドルバランス

最高素材・テクノロジーを駆使した
高反発モデル。

WTJHIVD ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ67mm　8278（82cm-780g平均） 8380（83cm-800g平均） 8482（84cm-820g平均）
■カラー：ブラック　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6745

ヴードゥブラック 中学硬式

トップバランス

リニューアル。ハブキャップ装着で抜群の
振り抜きを可能に。

WTJHLIJ ¥25,200（本体価格：￥24,000）
■サイズ：φ67mm　8279（82cm-790g 平均） 8380（83cm-800g 平均）
　　　　　　　　　　8481（84cm-810g 平均）
■カラー：シルバー　
■素　材 : FF2（超々ジュラルミン）　■ミドルバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ 中学硬式

ミドルバランス



リトルリーグ用バット

新素材TR3コンポジット使用。
２重管、ハーフ&ハーフ構造で
より強く、より遠くへ。（試合専用モデル）

WTJLLFL ¥37,800（本体価格：￥36,000）
■サイズ：φ57mm　7658（76cm-580g 平均） 7961（79cm-610g 平均） 
　　　　　　　　　 8264（82cm-640g 平均）
■カラー：ゴールド×ホワイト
■素　材 : 打球部／TR3コンポジット（2管ともに） ハンドル部／TR3コンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　

CF5  リトルリーグ

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

WTJLKFL ¥37,800（本体価格：￥36,000）
■サイズ：φ57mm　7658（76cm-580g平均） 7961（79cm-610g平均）
　　　　　　　　　8264（82cm-640g平均） 
■カラー：シルバー　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

CF４ ST  リトルリーグ

トップバランス

トップバランス

ダブルウォ－ルの高反発モデル。
（試合専用モデル）

WTJLLDD ¥30,450（本体価格：￥29,000）
■サイズ：φ57mm　7965（79cm-650g 平均） 8268（82cm-680g 平均） 
■カラー：ブラック×ホワイト
■素　材 : 打球部／SC4（超々ジュラルミン） （2管ともに） ハンドル部／TR3コンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

F5 リトルリーグ

新素材を駆使した高反発モデル。
（試合専用モデル）

WTJLLDL ¥28,350（本体価格：￥27,000）
■サイズ：φ57mm　7654（76cm-540g 平均） 7958（79cm-580g 平均）
■カラー：ブラック×ホワイト
■素　材 : 打球部／SC4（超々ジュラルミン） ハンドル部／TR3コンポジット
■ミドルバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

ヴードゥーブラック リトルリーグ

トップバランス

ミドルバランス
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リトルリーグ用バット

ボーイズリーグ小学部用バット

（本体価格：￥24,000）

ワンピースフィーリングで力強い打球を可能に。
（試合専用モデル）

WTJLLM2 ¥25,200
■サイズ：φ57mm　7963（79cm-630g 平均） 8266（82cm-660g 平均）
■カラー：シルバー
■素　材 : 打球部／SC4（超々ジュラルミン）ハンドル部／SC4（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7746

M2M  リトルリーグ

（本体価格：￥23,000）

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。

WTJLIIS ¥24,150
■サイズ：φ57mm　7965（79cm-650g平均） 8266（82cm-660g平均）
■カラー：シルバー　
■素　材： FF2（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　■日本製

イノベーションスタッフ リトルリーグ

（本体価格：￥18,000）

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。

WTDJLJXL ¥18,900
■サイズ：φ57mm　7151（71cm-510g平均） 7354（73cm-540g平均）
■カラー：ホワイト×ブラック　
■素　材： DX1（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA6746

DX2  リトルリーグ

ミドルバランス

トップバランス

ミドルバランス

（本体価格：￥25,000）

ワンピースフィーリングで
力強い打球を可能に。 

WTJBLM2 ¥26,250
■サイズ：φ67mm　7974（79cm-740g 平均） 8277（82cm-770g 平均）
■カラー：シルバー
■素　材 : 打球部／SC4（超々ジュラルミン）ハンドル部／SC4（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7746

M2M ボーイズリーグ小学部

（本体価格：￥28,000）

新素材を駆使した高反発モデル。

WTJBJDR ¥29,400
■サイズ：φ67mm　7366（73cm-660g平均） 7669（76cm-690g平均）
　　　　　　　　　 7972（79cm-720g平均） 8275（82cm-750g平均） 
■カラー：ブラウン×ゴールド　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7746

ヴードゥブラック ボーイズリーグ小学部

HARD BALL BATS

﹇
硬
式
用
﹈
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トップバランス

2012年4月
発売予定

トップバランス



一般軟式用バット

RUBBER BALL BATS

﹇
軟
式
用
﹈
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軽量化。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。

WTJRLPW ¥34,650（本体価格：￥33,000）
■サイズ：φ67mm　8471（84cm-710g 平均） 
■カラー：ワインレッド×ホワイト
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

フェニックス  軟式

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。

WTJRLLT ¥15,225（本体価格：￥14,500）
■サイズ：φ69mm　8458（84cm-580g 平均） 
■カラー：ブラック、イエローゴールド
■素　材 : SCX（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ  軟式

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。

WTJRKPW ¥34,650（本体価格：￥33,0000）
■サイズ：φ67mm　8473（84cm-730g平均） 
■カラー：ホワイト×ブラック　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA7746　

フェニックス  軟式

トップバランス

トップバランス

2012年3月
発売予定

トップバランス

2012年4月
発売予定



一般軟式用バット RUBBER BALL BATS
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2011年使用モデルをリアルに再現。
北海道日本ハムファイターズ 
田中賢介モデル

WTJRLTK ¥14,175（本体価格：￥13,500）
■サイズ：φ67mm　8470（84cm-700g 平均）  
■カラー：ブラック　
■素　材 : ハイコンポジット
■トップバランス　■中国製　

プロスタッフ賢介モデル  軟式（カーボン）

飛びすぎ注意！！
クラッチキャップ装着で
抜群の振り抜きを追求。

WTJRLDM ¥10,290（本体価格：￥9,800）
■サイズ：φ69mm　8368（83cm-680g 平均） 8469（84cm-690g 平均）
■カラー：ゴールド(8368)、ブラック(8469)　
■素　材 : DM1（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA7746

D-MAX  軟式

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。
NEW サイズ 追加

WTJRAPS ¥13,440（本体価格：￥12,800）
■サイズ：φ68mm　8264（82cm-640g平均） 8365（83cm-650g平均） 8466（84cm-660g平均）
　　　　　　　　　 8376（83cm-760g平均）/NEW ※  8478（84cm-780g平均）/NEW ※  
■カラー：シルバー (8264)、ゴールド(8365)、ブラック(8466)、ツヤ消しシルバー (8376)、
　　　　 ツヤ消しゴールド(8478)　
■素　材： DX1（超々ジュラルミン）　■トップバランス　■中国製

プロスタッフ  軟式

トップバランス

2012年2月
発売予定

トップバランス

トップバランス

※ 2012年2月 発売予定



少年軟式用バット

21

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。

WTJRLLJ ¥14,910（本体価格：￥14,200）
■サイズ：φ69mm　7852（78cm-520g 平均） 8054（80cm-540g 平均） 
■カラー：イエローゴールド（7852）、ブラック（8054）　
■素　材 : SCX（超々ジュラルミン）　■トップバランス　■日本製　

イノベーションスタッフ  少年軟式

北海道日本ハムファイターズ 
田中賢介モデル

WTJRLTJ ¥13,125（本体価格：￥12,500）
■サイズ：φ67mm　7858（78cm-580g 平均） 8060（80cm-600g 平均）
■カラー：ブラック×Fブルー　
■素　材 : ハイコンポジット　■トップバランス　■中国製　

プロスタッフ賢介モデル　少年軟式（カーボン）

飛びすぎ注意！！ クラッチキャップ装着で
抜群の振り抜きを追求。

WTJRLDJ ¥9,870 （本体価格：￥9,400）

■サイズ：φ69mm　7858（78cm-580g 平均） 8059（80cm-590g 平均）
■カラー：シルバー（7858）、ブルー（8059）　
■素　材 : DM1（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA7746

D-MAX  少年軟式　

トップバランス

トップバランス

トップバランス

2012年3月
発売予定

2012年2月
発売予定

RUBBER BALL BATS
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ソフトボール用バット（革・ゴム 3 号）

22

新素材4.ONEコンポジット使用。
2重管セミロングバレル、
ハーフ＆ハーフ構造で
抜群の振り抜きと弾きを実現。

WTJSLPW ¥44,100（本体価格：￥42,000）
■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g 平均） 8574（85cm-740g 平均） 
　　　　　　　　　 8676（86cm-760g 平均）   
■カラー：ブラック×ホワイト
■素　材 : 打球部 /4.ONEコンポジット（2管ともに）　ハンドル部 /4.ONEコンポジット　
■セミトップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6745

フェニックス  ソフトボール（革・ゴム3号）

2012年4月
発売予定

トップバランス

（本体価格：￥42,000）

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。

WTJSKPW ¥44,100
■サイズ：φ57mm　8472（84cm-720g平均） 8574（85cm-740g平均） 
■カラー：ブラック×イエロー　
■素　材： 打球部／N1スペックコンポジット・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 ■トップバランス ■アメリカ製 ■グリップテープ：WTA6746

フェニックス  ソフトボール（革・ゴム3号）

（本体価格：￥42,000）

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。
NEWサイズ追加

WTJSKLW ¥44,100
■サイズ：φ57mm　8370（83cm-700g平均）/NEW ※  8472（84cm-720g平均）  8574（85cm-740g平均）
■カラー：イエロー×ブラック　
■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
■ミドルバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

フェニックスLB  ソフトボール(革・ゴム3号）

ソフトボール用バット（革・ゴム3号） SOFT B
ALL BATS

﹇
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
﹈

セミトップバランス

※ 2012年4月発売予定
ミドルバランス



ソフトボール用バット（ゴム 3 号）

ソフトボール用バット（革・ゴム3号）

SOFT BALL BATS

﹇
ソ
フ
ト
ボ
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用
﹈

（本体価格：￥42,000）

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－ル（６層構造）バランス重視。

WTJSJCF ¥44,100
■サイズ：φ57mm　8469（84cm-690g平均） 8471（84cm-710g平均） 
■カラー：ブルー×ホワイト　■素　材： 打球部／ピッチブラックプラスコンポジット  
ハンドル部／ピッチブラックプラスコンポジット
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6746

CF4  ソフトボール（革・ゴム3号）

トップバランス

23

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。

WTJSLDM ¥10,290（本体価格：￥9,800）
■サイズ：φ57mm　8470（84cm-700g 平均） 8572（85cm-720g 平均） 
■カラー：ブラック×ホワイト　
■素　材 : DX1（超々ジュラルミン）
■トップバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA6746

D-MAX  ソフトボール（ゴム3号）

飛びすぎ注意！！
ＴＴテクノロジー・Ｎ２Ｍキャップ採用。

WTJSLDL ¥10,290（本体価格：￥9,800）
■サイズ：φ57mm　8365（83cm-650g 平均） 8467（84cm-670g 平均）
■カラー：ホワイト×レッド　
■素　材 : DX1（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA6746

D-MAX LB  ソフトボール（ゴム3号）

トップバランス

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

ミドルバランス



SOFT B
ALL BATS
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ソフトボール用バット（2 号）

トップバランス

24

飛びすぎ注意！！
ＴＴテクノロジー・Ｎ２Ｍキャップ採用。

WTJSLDJ ¥10,290（本体価格：￥9,800）
■サイズ：φ50mm　7657（76cm-570g 平均） 7858（78cm-580g 平均） 
　　　　　　　　　 8059（80cm-590g 平均）
■カラー：ホワイト×ブルー
■素　材 : DX1（超々ジュラルミン）
■ミドルバランス　■中国製　■グリップテープ：WTA6746

D-MAX  ソフトボール（2号）

最高素材・テクノロジーを駆使した
高反発モデル。

WTJSKGL ¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：φ50mm　7955（79cm-550g平均） 8158（81cm-580g平均）
■カラー：ワインレッド×ホワイト　
■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
■トップバランス　■アメリカ製　■グリップテープ：WTA6745

ヴードゥブラック  ソフトボール（2号）

2012年2月
発売予定

ミドルバランス



硬式用木製バット

HARD BALL BATS

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

WTJHL10T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　 8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（10T型）

2012年2月
発売予定

グリップが特徴の振り抜き重視タイプ。

WTJHL11M ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　 8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（11M型）

2012年2月
発売予定

メイプル素材のバットに関しては2014年1月からバット全体に渡り、木目が目視にて確認できないものは公式戦では使用で
きません。ただし、2012年、2013年の2年間はこれまでのグリップ側、または打球面側のどちらかは塗装をしていないタイ
プ（半塗り）のどちらかで木目が確認できれば公式戦でご使用いただけます。　　　　　 　（日本アマチュア野球規則より）



HARD BALL BATS
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硬式用木製バット
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全体的に細めのトップバランスモデル。

WTJHL12T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　 8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（12T型）

2012年2月
発売予定

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。（先端くり抜きタイプ）

WTJHL13T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　　8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（13T型）

2012年2月
発売予定

好バランスで操作性重視タイプ。

WTJHL14M ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　　8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（14M型）

2012年2月
発売予定

打球部がやや太めのスラッガータイプ。

WTJHL15M ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　 8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（15M型）

2012年2月
発売予定



硬式用木製バット

HARD BALL BATS
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全体的に細めで好バランス。
人気モデル。

WTJHL16T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　 8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（16T型）

2012年2月
発売予定

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。

WTJHL17T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　  8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（17T型）

2012年2月
発売予定

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。

WTJHL18M ¥14,700（本体価格：￥14,000）

■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　  8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（18M型）

2012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。人気モデル。

WTJHL19T ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■サイズ：8388（83cm-880g 平均） 8490（84cm-900g 平均） 
　　　　  8591（85cm-910g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  硬式用（19T型）

2012年2月
発売予定



軟式用木製バット（弾きが違う硬式仕様。打球部くりぬきなし。）
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WTJRL11M ¥8,400（本体価格：￥8,000）
■サイズ：8476（84cm-760g 平均） 8578（85cm-780g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  軟式用（11M型）

WTJRL16T ¥8,400（本体価格：￥8,000）

■サイズ：8476（84cm-760g 平均） 8578（85cm-780g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  軟式用（16T型）

WTJRL17T ¥8,400（本体価格：￥8,000）
■サイズ：8476（84cm-760g 平均） 8578（85cm-780g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  軟式用（17T型）

WTJRL19T ¥8,400（本体価格：￥8,000）
■サイズ：8476（84cm-760g 平均） 8578（85cm-780g 平均） 
■素　材 : Wプロメープル
■中国製　

プロスタッフ  軟式用（19T型）

グリップが特徴の振り抜き重視タイプ。

全体的に細めで好バランス。
人気モデル

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。

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。人気モデル。

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

RUBBER B
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ラミ、竹バット

トレーニング用バット
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WTJHI817 ¥8,400（本体価格：￥8,000）
■サイズ：8492（84cm-920g平均） 
■素　材： バンブー貼り合せ
■中国製

竹バット

NEWサイズ追加

WTJHI816 ¥8,925（本体価格：￥8,500）
■サイズ：8489（84cm-890g平均） 8590（85cm-900g平均）NEW ※  
■素　材： バンブー・メープル貼り合せ
■中国製

ラミバット

リニューアル。
コンポジットトレーニングバット。

WTDJTJWB ¥15,750
■サイズ：8410（84cm-1000g平均） 
■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
■中国製

カナディアンメープルコンポジット  トレーニング

リニューアル。
コンポジットトレーニングバット。
NEW サイズ 追加

WTDJTJWC ¥15,750（本体価格：￥15,000）

（本体価格：￥15,000）

■サイズ：8385（83cm-850g平均）NEW ※  
　　　　 8490（84cm-900g平均） 8592（85cm-920g平均）
■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
■中国製

カナディアンメープルコンポジット  トレーニング

WTJHI815 ¥7,875（本体価格：￥7,500）
ディマリニトレーニング

■サイズ：8511（85cm-1100g平均） 8512（85cm-1200g平均）
■素　材： メープル
■中国製



KNOCK BATS&
BAT ACCESSORIES

バットアクセサリー

ノック用バット
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WTJTIMR ¥7,560（本体価格：￥7,200）

■サイズ：9158（91cm-580g平均） 
■素　材： メープル
■中国製　■硬式、軟式、ソフトボール可　

ファンゴトラッドメープル

太めグリップでらくらくファンゴ。

WTJTIFN ¥9,975（本体価格：￥9,500）
■サイズ：8659（86cm-590g平均） 8962（89cm-620g平均） 9165（91cm-650g平均）
■カラー：ブラック(8659)、シルバー (8962)、ゴールド(9165)　
■素　材： DX1（超々ジュラルミン）
■中国製　■硬式、軟式、ソフトボール可　■グリップテープ：WTA6745

ファンゴ

WTA6746 ¥1,050
■サイズ：長さ/92cm　幅 /25mm　
　　　　 厚さ/1.8mm
■カラー：シルバー×ブラック　■ソフトタッチタイプ　
■出荷単位：6　■台湾製

リプレースメントグリップ

WTA6745 ¥1,050（本体価格：￥1,000） （本体価格：￥1,000）

■サイズ：長さ/97cm　幅 /25mm
　　　　  厚さ/1.5mm
■カラー：ブラック　■ハードタッチタイプ
■出荷単位：6　■台湾製

リプレースメントグリップ

WTBA7040 ¥1,260
■容　　量：140ml
■出荷単位：12　■日本製　

バットすべり止め

WTA7746 ¥840（本体価格：￥800） （本体価格：￥1,200）

■サイズ：長さ/99cm　幅 /25mm　厚さ/1.5mm
■カラー：ブラック、ホワイト　■ソフトタッチタイプ
■出荷単位：6 /各カラー　■台湾製

リプレースメントグリップ

2012年2月
発売予定
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限りなく自由に、
本物の手のように。
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プレイヤーがグラブに求めるものは、
グラブをはめていることを忘れさせるほどの軽やかさと、
プレイヤーの意思を感じとって動いているかのような自由さ、
そして手のひらに吸いついてくるようなフィット感だ。
理想のグラブを形にするため、素材となる革と語り、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。
職人の魂が注ぎ込まれたそのグラブに手を入れた瞬間、
プレイヤーはWilson のプライドを知るだろう。

限りなく自由に、本物の手のように。
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極 
素材を生かして仕上げることに、
難しさと価値がある。
ウイルソン品質は、
革づくりのひとつの基準。

●グラブの革について教えてください。

　グラブの革は、牛の天然皮から作られています。私たちの製

革所では、世界の産地の中でも、主に北米産の牛の原皮を使用

しています。牛革にもさまざまな種類がありますが、グラブに適

しているのはステアハイドと呼ばれる、生後２年以上経過した雄

牛からできる革です。一頭の牛の中では、腹の部分に比べて背

の部分の革のほうが繊維が緻密で美しく、グレードの高いグラ

ブには背の部分の革がぜいたくに使用されています。

●良い革とは？

　「皮」をなめして「革」にするのが、我々タンナーの仕事です

が、タンナーの技術と、加工をする前の「原皮」の質、両方が優

れていなければ良い革はできません。また、グラブ用の革の良

し悪しは、原皮にかかる比重が大きいため、我々がどんなにが

んばっても、常に一定の品質に仕上げることはほとんど不可能

です。逆にタンナーにとっては、素材を生かして仕上げることに、

難しさと価値があるのがグラブ用の革です。

●ウイルソンのグラブは革がいいと言われるのですが、本当で

しょうか。

　確かにウイルソンの革がいいという評価はよく耳にします。私

たちも長年グラブ・ミットの革を専門に技術を蓄積してきました

が、最初に作った革はウイルソンを基本にしており、今もウイル

ソン品質というのがひとつの基準になっています。

●ものづくりのポリシーは？

　すばらしいグラブを作りたいという情熱と、作り手の技術、そ

して上質な革素材。これらがすべて揃わないといいグラブは生

まれません。そして、私たちは、その一翼を担っているというプ

ライドを持って、グラブのための革づくりに打ち込んできました。

　ウイルソンの革の良さは言葉では表現しにくいものですが、

ウイルソンの高い理想とそれに何とか応えようという、グラブ

職人や私たちタンナーの努力の結晶であることは間違いない

ですね。

取材を終えて。

100軒のタンナーがあれば100通りに、秘伝の技術
とノウハウがあるという。グラブは型や縫製の前に、素
材選び・革づくりから始まっていることを痛感する。
「皮」を「革」へと磨き上げるのに約3週間、過酷な作業
が続く。グラブの向こうには、革と語り、革を見つめ、革
の命に対して真摯に向き合う人々がいることを忘れな
いでほしい。

「ウイルソンのグラブは革がいい。」巷ではそんな言葉をよく耳

にする。「革がいい」とはどういうことなのか。何が違うのだろう

か。長年に渡ってグラブ・ミット用の革づくりに携わり、ウイルソン

スタッフの素材となる革を製作する、兵庫県たつの市のタンナー

を訪ね、話を聞いた。
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匠
高校生の使った汗と
土にまみれたグラブが、
本物のグラブとは何かを
教えてくれる。

●いいグラブとはどのようなものでしょうか。

　メジャーの選手が求めるグラブと、日本の選手が求めるグラ

ブはまるで違います。日本の選手が求めるのは完璧なフィット感。

私もフィット感こそがグラブの命だと思います。手を入れた時に、

手のひらが吸い付くようにグラブ全体とすきまなくぴたっとフィ

ットする。そしてぐっと握ったときにパーム部にシワが出ないの

がいいグラブだと思います。また、素材となる革の質が良くなけ

れば、いいグラブは作れません。タンナーさんがいい仕事をして

くれると、私たちもそれにふさわしいグラブを作ろうと情熱が湧

きますね。

●グラブへの想いは？

　ごく普通の高校の野球部で一生懸命に野球をしている。そん

な子どもたちが満足できるグラブを作りたいと思っています。な

ぜかというと、そういう子たちはあまり技術がないから、使いに

くいグラブでプレーするとエラーをしてしまう。すると彼らはそ

れを、自分の技術が足りないせいだと考えます。でも、本当はそ

うじゃない。いいグラブを持たせてやれば、それなりにグラブも

いい型に仕上がっていく。本当にいいグラブは選手を育てる力

を持っているんです。

●“匠”と呼ばれる方は、プロのスター選手のグラブづくりに情

熱を燃やされるものと思っていました。

　メジャーリーグや日本のプロ野球選手のグラブを作るのも大

きなやりがいですが、プロ選手のグラブは、ぴったりの型ができ

あがっているし、さらに何度でも手直しができます。しかし、たい

ていの高校生は一つグラブを買えばずっと使い続けます。使い

にくいと思っても簡単に買い換えたりできません。だからこそ、

いいグラブと出会ってほしい。彼らが喜んで使えるグラブを作っ

てあげたい。そして彼らの笑顔が見られたら、職人冥利につきる

と思うんです。

●どんなふうにすれば、高校生にとっていいグラブが作れるの

でしょうか？

　彼らが練習で使ったグラブを見ると、いいグラブとはどういう

ものかがわかるんです。つまり、グラブが身を持って、何が足り

ないのか、何が間違っているのかを教えてくれる。その声に真

摯に耳を傾けて、問題の本質を見極めることができるのが「匠」

というものだと私は思うんです。

取材を終えて。

50年以上にわたってグラブづくり一筋に生き、数々の
名グラブを生み出してきたウイルソンのグラブ工場社
長。そんな熟練のグラブ職人が「まだまだ匠と呼ばれる
には遠い」と言う。グラブづくりは、なんと奥深いのか。
たいそうな肩書きで呼ばれることを拒んでいるように
も聞こえる。本物の職人気質とはそういうものだろう。

「ウイルソンスタッフ」。まるで本物の手のようにフィットすること

から、またの名を「Real Glove（リアルグラブ）」という。この傑

作を生み出したグラブ工場は、鹿児島県阿久根市にある。メジャ

ーリーグの名だたるスタープレイヤーのグラブを数多く手がける

ことでも知られるウイルソンのグラブ工場だ。社長に話を聞いた。



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。

ポジションごとに設計した「適材適所」グラブ。これが、Wilson Staffの最大の特徴で

ある。右記の説明を参考としてほしい。

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。

～ Real selection ～
適 材 適 所 設 計
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For the Pitcher

For the Infielder

For the Outfielder

For the Mitt

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。
革：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

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。
革：表革 / プロストック ステアレザー（　  Quick action Ver.） 
　　表革 / センシティブ ステアレザー（　  Grow up Ver.）
　　裏革 / 共革　　
芯材：親指 / ウールH＋ウールS　小指 / 化繊＋ウールH　指 / ウールH

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。
革：表革 / プロストック ステアレザー（　  Quick action Ver.） 
　　表革 / センシティブ ステアレザー（　  Grow up Ver.）　
　　裏革 / 共革　　
芯材：親指 / 化繊＋ウールS　小指 / 化繊＋化繊　指 / ウールH

※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。

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。
革：表革 / 和牛　裏革 / 共革（和牛）
芯材：化繊

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）
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誰も持っていない。今まで見たこともない。自分
だけのオリジナル。そんな夢のグラブを、熟練の
匠が職人魂を込めて、あなたのためにひとつずつ
ていねいに製作します。ずっと大切に使いたい、
大事にすればするほど愛着がわく、かけがえの
ない価値あるグラブを手にすることができます。

高校野球用具の使用制限について
　

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）

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

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。　　　http://www.jhbf.or.jp/

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。

（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。

［ 野手用使用可能カラー ］

1.ウェルディング（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



ORDER GLOVE

ウイルソンスタッフ　オーダーシステム

［オーダーグラブ価格表］

［刺繍入れ価格表］ （加算例）

﹇
オ
ー
ダ
ー
グ
ラ
ブ
﹈

ポジション 素  材 価  格

グラブ シリアスキップレザー /プロストックレザー
センシティブレザー

シリアスキップレザー /センシティブレザー /和牛

プロストックレザー /ステアレザー

ステアレザー

¥ 55,650 
硬 式・革ソフト

軟式・ゴムソフト

ミット

グラブ

ミット

(本体価格 ¥53,000）

¥ 57,750 (本体価格 ¥55,000）

¥ 31,500 (本体価格 ¥30,000）

¥ 33,600 (本体価格 ¥32,000）

38

基本 MODEL（右投げ・左投げ）

1

1

¥1,575

2か所目
  1,575 … ①
+1,575 … ②
¥3,150

= ¥1,575

= ¥3,150

= ¥4,725

+

+

…

（      ）
1か所目
サービス … ①
+1,575 … ②
¥1,575（      ）

2か所目
  1,575 … ①
+1,575 … ②
¥3,150

+（      ）

［投手用］

［内野手用］

［外野手用］

［ソフトボール用ミット］

［ミット］
※C2型よりやや小さめ

本体カラー（ウェブ含む）2色以上選択の場合、1色につき￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。
スーパースキンを選択の場合￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。

※グラブサイズ表記については P43をご参照ください。



ウイルソンスタッフ　オーダーシステム

ORDER GLOVE

﹇
オ
ー
ダ
ー
グ
ラ
ブ
﹈
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表革・カラー

裏革

レースカラー

バインディング（へり革）

ウエルティング（はみだし）※ファーストミットを除く

シリアスキップレザー

プロストックレザー
（グラブのみ）

和 牛
（ミットのみ）

 スーパースキン
（グラブのみ）

センシティブレザー

硬
式

・

革
ソ
フ
ト
用

素 材　 特 徴 カラー

牛革よりも耐久性に優れ、軽量化も実現。
背面部分のみに使用可能。
高校野球ルール対応。

プロストックレザー
（グラブのみ）

 スーパースキン
（グラブのみ）

ステアレザー

軟
式

・

ゴ
ム
ソ
フ
ト
用

素 材　 特 徴 カラー

縫い糸

ゴールド

ブラウン

ゴールド

グレー

※軟式 /ゴムソフト用では Dディアスキン（ブラック）は選択できません。

グレー

グレー

グレー

牛革よりも耐久性に優れ、軽量化も実現。
背面部分のみに使用可能。
高校野球ルール対応。

E

軟式

（投手用のみ）

本体カラー（ウェブ含む）2色以上選択の場合、1色につき￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。
スーパースキンを選択の場合￥1,575（本体価格￥1,500）が加算されます。

グレー



ORDER GLOVE

﹇
オ
ー
ダ
ー
グ
ラ
ブ
﹈

40

　ウェブ

芯の仕様

ベロ裏

TC VT 

A ホワイト

硬式用

B エアーフロー

軟式・ソフト用

吸汗性の高い
特殊成型スポンジ素材

オプション　

受球面刻印

（素焼きのみ） （インクのみ）

指あて

Wilson staff BEAR

投手用 内野手用 外野手用

　　

A CB D



ウイルソンスタッフ　オーダーシステム

ORDER GLOVE

﹇
オ
ー
ダ
ー
グ
ラ
ブ
﹈

41

ラベル　

オンネーム

     

［WS-1］

ピンク×ブラックレッド ×ブラック

［WS-2］

オレンジ×ブラック

［WS-3］

イエロー×ブラック

［WS-4］

パープル×ブラック

［WS-5］

グリーン×ブラック

［WS-6］

ブルー×ブラック

［WS-7］

エンジ×ネイビー

［WS-8］

［WS-9］

ロイヤル×レッド

［WS-10］

スカイ×ロイヤル

［WS-11］

ブラウン×D.ブラウン

［WS-12］

レッド×グリーン

［WS-13］

サックス×ネイビー

［WS-14］

ピンク×ブルー

［WS-15］

レッド×ブラウン

［WS-16］

ブラウン×L.グリーン

［WS-17］

パープル×オレンジ

［WS-18］

ゼブラ×ブラック

［WS-19］

シルバー×ブラック

ブラック シルバー イエロー ピンク サックス レッド グリーン ロイヤル

［WS-20］

シルバー×ピンク

［WS-21］

パープル×ホワイト

［WS-22］

エンジ×シルバー

［WS-23］

ホワイト×レッド

［WS-24］

シルバー×レッド

1 位 置

(A）親指　(B）裏平部　(C) 小指部（薬指側）

2 ネーム書体

3 カラー

4 丸型切り抜き加工（親指付け根部分）を選ぶ

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

※　　のラベルのグラブは公式試合に投手用として使用できません。

オールド
イングリッシュ体





﹇
硬
式
用
﹈

HARD BALL GLOVES

硬式用グラブ

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。

43

WTAHWK1SL
投手用［右投げ］

WTAHWK1SR
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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
■指カバー／背面紐
■日本製　

Lタン ブラック

Eオレンジ

EオレンジLタン

ブラック

WTAHWK17L
投手用［右投げ］

WTAHWK17R
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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
■指カバー　
■日本製　

size：9

size：9

伝統の魂と妥当を許さぬ匠の技、
Wilson の粋を集めた “真”のグラブこそが、

プレイヤーの“本物” の手となる。
～ 適 材 適 所 設 計 ～

投手用

投手用



HARD BALL GLOVES/M
ITTS

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。

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。

Eオレンジ

Eオレンジブラック

硬式用グラブ・ミット

﹇
硬
式
用
﹈

捕手用 一塁手用

外野手用外野手用

44

WTAHWKC2L
捕手用［右投げ］

¥47,250（本体価格：￥45,000）
■素　材：［表革］ 和牛  ［裏革］ 共革（和牛）  ［芯材］ 化繊
■指カバー　
■日本製　

WTAHWKF3L
一塁手用［右投げ］

WTAHWKF3R
［左投げ］

¥47,250（本体価格：￥45,000）
■素　材：［表革］ 和牛  ［裏革］ 共革（和牛）  ［芯材］ 化繊　
■日本製　

WTAHWKW7L
外野手用［右投げ］

WTAHWKW7R
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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 S  小指／化繊＋化繊  指／ウールH　
■背面紐　■日本製　

WTAHWKW8L
外野手用［右投げ］

WTAHWKW8R
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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 S  小指／化繊＋化繊  指／ウールH　

■背面紐／逆とじ／小指2本入れ　■日本製　

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）

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）

ブラック

size：11 size：13

Lタン

ブラック

Eオレンジ

Wオレンジ

Lタン



﹇
硬
式
用
﹈

硬式用グラブ

45

WTAHWK57L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■背面紐　
■日本製　

size： 7

WTAHWK69L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■逆とじ　
■日本製　

size： 5

WTAHWKK6L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■逆とじ　
■日本製　

size： 6

Wオレンジ

Lタン

Wオレンジ

Lタン

Wオレンジ

Lタン

内野手用

内野手用

内野手用

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。

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）

HARD BALL GLOVES



HARD BALL GLOVES
硬式用グラブ

﹇
硬
式
用
﹈

46

WTAHWK46L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■背面紐／逆とじ
■日本製　

size： 6

WTAHWKW5L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■背面紐 / 逆とじ　
■日本製　

size： 7

WTAHWK64L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■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H＋ウール S　小指／化繊＋ウールH　
　　　　　　　 指／ウールH
■背面紐／逆とじ
■日本製　

size： 7

Eオレンジ

ブラック

Lタン

Lタン

ブラック

Eオレンジ

内野手用

内野手用

内野手用

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。

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

ブラック

Eオレンジ



硬式用グラブ / スーパースキンシリーズ

投手用

内野手用 内野手用

外野手用
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WTAHWK1SL
投手用［右投げ］

WTAHWK1SR
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■素　材 : ［表革］ シリアスキッブレザー＋SUPER SKIN
　　　　［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
■指カバー／背面紐　
■日本製　

WTAHWKK6L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■素　材：［表革］ プロストック ステアレザー＋SUPER SKIN　［裏革］ プロストック ステアレザー
               ［芯材］ 親指／ウールH＋ウールS　小指／化繊＋ウールH　指／ウールH　 
■逆とじ　■日本製　

WTAHWKW8L
外野手用［右投げ］

WTAHWKW8R
［左投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■素　材：［表革］ センシティブ ステアレザー＋SUPER SKIN　［裏革］ センシティブ ステアレザー
               ［芯材］ 親指／化繊＋ウールS　小指／化繊＋化繊　指／ウールH
■背面紐／逆とじ／小指 2 本入れ　
■日本製　

﹇
硬
式
用
﹈

HARD BALL GLOVES

ブラックSS

WTAHWKW5L
内野手用［右投げ］

¥45,150（本体価格：￥43,000）
■素　材：［表革］ センシティブ ステアレザー＋SUPER SKIN　［裏革］ センシティブ ステアレザー 
               ［芯材］ 親指／ウールH＋ウールS　小指／化繊＋ウールH　指／ウールH　 
■日本製　

ブラックSS

ブラックSS

［エアーフロー］

［スーパースキン］
▶牛革よりも２倍の耐
久性があり、1/2 の軽さ
を実現。水分を含まず、
汚れも簡単にとれ、重く
なりにくい。

▶バンド裏に吸汗性の
高い特殊成型スポンジ
素材を使用。

size：6 size：7

size：9

size：13

ブラックSS



少年硬式用グラブ

トレーニング用グラブ／ミット

オールラウンド用 オールラウンド用
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WTAHBGSVL87
オールラウンド用［右投げ］

 WTAHBGSVL87R
［左投げ］

¥11,550（本体価格：￥11,000）
■素　材：［表革］ ソフトレザーＨＶ  ［裏革］共革  
■ベトナム製　

WTAHBGSVL88
オールラウンド用［右投げ］

¥11,550（本体価格：￥11,000）
■素　材：［表革］ ソフトレザーＨＶ  ［裏革］共革
■ベトナム製　

WTAHBGTRLT6
トレーニング用グラブ［右投げ］

¥14,490（本体価格：￥13,800）
■素　材：［表革］ プロストックＲＧ（＋スーパースキン）
　　　　  ［裏革］ プロストックＲＧ
■逆とじ　
■ベトナム製　

WTAHPK92L
トレーニング用ミット［右投げ］

¥19,425（本体価格：￥18,500）
■素　材：［表革］ USステアハイド  
　　　　  ［裏革］ USステアハイド
■日本製　

HARD BALL GLOVES/TRAINING

﹇
硬
式
用
﹈

少年硬式入門編！
～これで十分、少年用設計低価格硬式グラブ～

プラクティスアイテム！
～基本を忠実に、技術を磨け～

-ベクサム-

ブラック

-ベクサム・トレーニング-
Training2012年2月

発売予定

ブラック

Ｐオレンジ

size：3J size：3J

［フレックス ウェブ］ ［ピンキー &サム ホールド］ ［ノット フリー］ ［アジャスト ホールド］

&

ブラック

ブラック

Wオレンジ×ブラックSS

ウェブに切りこみを入れ、弱
い握力でも曲がりやすくし
ています。

親指・小指が外側に向くことを抑え
ることで、小さい手でもしっかりボー
ルを捕えます。

レースを結ぶことが難しい少
年のためにレースの結び目
を無くしました。

小さい手も簡単に調整して手
首部を締めることができます。



軟式用グラブ

投手用

内野手用
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WTARBGWSL1S
投手用［右投げ］

WTARBGWSL1SR
［左投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ
　　　　［裏革］ ソフトフィットレザー
　　　　［芯材］ 親指／化繊＋化繊　小指／化繊＋化繊　指／ウールＨ
■指カバー／背面紐
■ベトナム製　

WTARBGWSL69
内野手用［右投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ　
　　　　 ［裏革］ 共革　
　　　　 ［芯材］ 親指／ウール S＋ウール S　小指／化繊＋ウール S　指／ウール H
■逆とじ
■ベトナム製　

﹇
軟
式
用
﹈

RUBBER BALL GLOVES
Eオレンジ

Wオレンジ

ブラック

Eオレンジ
ブラック

Wオレンジ

For the Pitcher

size：9

size：5

軟式野球は日本独自のベースボールである。
ベースボール発祥の地アメリカには、軟式ボールさえ存在しない。
ゆえに、グラブに “軟式用” なるものが存在するのは日本だけである。しかし、軟式グラブと硬式グ
ラブの境界線は定かではない。あえて言うなら、軟式用グラブは、性能においてもクオリティにおい
ても、硬式用グラブの下位に位置づけられてきたのではなかっただろうか。
そんな、これまでの常識を覆し誕生したのが、Wilson Staff 軟式MODELである。
軟式野球と硬式野球の違いは、用いるボールが違うという１点のみである。つまり、軟式用ボール
の特性を踏まえることで、軟式用グラブは硬式用グラブ同様に、どこまでも高みを目指すことがで
きる。そもそも、軟式グラブのレザーや芯材に贅を尽くす必要はないと、誰が決めたのだろうか。
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、熟練の技術
で完成されるWilson Staff。 その最大の特徴である「適材適所設計」を伝承し、ポジションの特性
に合わせて芯材を改良。弾性と反発性の高い軟式用ボールに配慮し、オイル感のある柔軟性の高
いレザーを使用。軟式用/硬式用の境界線を越え、既存の軟式用グラブのクオリティをはるかに
凌駕する軟式グラブが完成した。
プレイヤーの体の一部として分身し、各ポジションの最高のパフォーマンスを引き出すこのグラ
ブが、軟式野球においても最強の布陣を作るキーアイテムとなるのは間違いない。

これはもはや軟式用ではない。
軟式用/ 硬式用の概 念を覆す、
絶世の軟式グラブ
W i l s on  S t a ff  軟式MODE L



軟式用グラブ・ミット

内野手用 内野手用

内野手用 外野手用

一塁手用捕手用
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WTARBGWSLW5
内野手用［右投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ　［裏革］ 共革　
　　　　 ［芯材］ 親指／ウール S＋ウール S　小指／化繊＋ウール S　指／ウール H
■背面紐　■ベトナム製　

WTARBGWSL57
内野手用［右投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ　［裏革］ 共革　
　　　　 ［芯材］ 親指／ウール S＋ウール S　小指／化繊＋ウール S　指／ウール H
■背面紐／逆とじ ■ベトナム製　

WTARBGWSLK6
内野手用［右投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ　［裏革］ 共革　
　　　　 ［芯材］ 親指／ウール S＋ウール S　小指／化繊＋ウール S　指／ウール H
■逆とじ　■ベトナム製　

WTARBGWSLC3
捕手用［右投げ］

¥23,100（本体価格：￥22,000）
■素　材：［表革］プロストックMTレザー 
　　　　　［裏革］ 共革  
　　　　［芯材］ 化繊
■日本製　

¥23,100（本体価格：￥22,000）
■素　材：［表革］プロストックMTレザー 
　　　　　［裏革］ 共革  
　　　　［芯材］ 化繊
■日本製　

WTARBGWSLW8
外野手用［右投げ］

WTARBGWSLF3
一塁手用［右投げ］

WTARBGWSLF3R
［左投げ］

WTARBGWSLW8R
［左投げ］

¥21,000（本体価格：￥20,000）
■素　材 : ［表革］ プロストックＲＧ　［裏革］ 共革
　　　　［芯材］ 親指／化繊＋ウール H　小指／化繊＋化繊　指／ウール H
■背面紐／逆とじ　■ベトナム製　

RUBBER BALL GLOVES/M
ITTS

﹇
軟
式
用
﹈

For the outfielder

For the Mitt For the Mitt

size：7

Eオレンジ

ブラック

Wオレンジ

size：7

size：6 size：13

Eオレンジ

Eオレンジ

ブラック

Wオレンジ

ブラック

Wオレンジ

Eオレンジ

Wオレンジ

ブラック

Eオレンジ

ブラック
Eオレンジ

ブラック



軟式用グラブ

オールラウンド用

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

内野手用

外野手用

2012年2月
発売予定
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WTARBGVCLW5
オールラウンド用［右投げ］

WTARBGVCLW5R
［左投げ］

¥15,750（本体価格：￥15,000）

¥15,750（本体価格：￥15,000）

¥15,750（本体価格：￥15,000）

■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー＋スーパースキン
　　　　［裏革］ ソフトフィットレザー
■ベトナム製　

WTARBGVCL619
内野手用［右投げ］

■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー＋スーパースキン
　　　　［裏革］ ソフトフィットレザー
■逆とじ
■ベトナム製　

WTARBGVCLW7
外野手用［右投げ］

WTARBGVCLW7R
［左投げ］

■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー＋スーパースキン
　　　　［裏革］ ソフトフィットレザー
■ベトナム製　

﹇
軟
式
用
﹈

RUBBER BALL GLOVES

size： 8

size：

size：11

7

ブラック

Wオレンジ×ブラック

レッド×ホワイト

ブラック

Wオレンジ×ブラック

レッド×ホワイト

ブラック

Wオレンジ×ブラック

レッド×ホワイト

スーパースキン仕様の軽量ＭＯＤＥＬ．

Super Skinシリーズ
２ｘ stronger than cowhide leather but only 1/2 the weight

-ベクサム・カラー
COLOR

［エアーフロー］［スーパースキン］
▶牛革よりも２倍の耐久性があり、1/2 の
軽さを実現。水分を含まず、汚れも簡単にと
れ、重くなりにくい。

▶バンド裏に吸汗性の高い特殊成
型スポンジ素材を使用。



一般用グラブ

オールラウンド用

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

内野手用

外野手用
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WTARBGWBL67
オールラウンド用［右投げ］

WTARBGWBL67R
［左投げ］

¥15,750（本体価格：￥15,000）
■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー
　　　　［裏革］ パフォーマンスレザー
■逆とじ
■ベトナム製　

WTARBGWBLW5
内野手用［右投げ］

¥15,750（本体価格：￥15,000）
■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー
　　　　［裏革］ パフォーマンスレザー
■ベトナム製　

WTARBGWBLW8
外野手用［右投げ］

WTARBGWBLW8R
［左投げ］

¥15,750（本体価格：￥15,000）
■素　材 : ［表革］ パフォーマンスレザー
　　　　［裏革］ パフォーマンスレザー
■逆とじ
■ベトナム製　

BASEBALL GLOVES

﹇
一
般
用
﹈

ピンク×ブラック

サックス×ブラック

size：7

size：13

ピンク×ブラック

サックス×ブラック

サックス×ブラック

size：7

ピンク×ブラック

ウェブ部Bear刻印-Bearシリーズ-



軟式用グラブ

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

内野手用

2012年2月
発売予定

外野手用
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WTARBGDML69
内野手用［右投げ］

¥12,600（本体価格：￥12,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］ 共革  
■ベトナム製

WTARBGDML58
オールラウンド用［右投げ］

WTARBGDML58R
［左投げ］

¥12,600（本体価格：￥12,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］ 共革  
■ベトナム製

﹇
軟
式
用
﹈

RUBBER BALL GLOVES

WTARBGDMLW7
外野手用［右投げ］

WTARBGDMLW7R
［左投げ］

¥12,600（本体価格：￥12,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］ 共革  
■ベトナム製

size：5 size：9

size：11

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

オールラウンド用

ブラック

イエロー ブラック　※ラベル注意

イエロー

ブラック

イエロー

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。

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。

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。

DML58DML69

DMLW7

joint1 PATTERN FLEX ZONE

joint2 SNAP ACTION

joint3 FLEX BANK



少年軟式用グラブ

少年・キッズ用グラブ

2012年2月
発売予定

ブラック
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WTARJKTKL
内野手用［右投げ］

WTARJKTKR
［左投げ］

¥9,975（本体価格：￥9,500）
■素　材 : ［表革］ ソフトレザーＶ
　　　　［裏革］ 共革　　　
■ベトナム製　

WTARBGSNL87
オールラウンド用［右投げ］

WTARBGSNL87R
［左投げ］

¥9,450（本体価格：￥9,000）

¥3,150（本体価格：￥3,000）

■素　材 : ［表革］ ソフトレザーＶ　［裏革］ 共革　■ベトナム製　

WTARJK600BK105
オールラウンド用［右投げ］

WTARJK600BK110
［右投げ］

オープンプライス
■素　材 : ［表革］CCソフトレザー 　［裏革］ピッグスキン
■中国製　

RUBBER BALL GLOVES

﹇
少
年
軟
式
用
﹈

捕球時に曲がるようにウェブのパーツに
フレックス性を実現しました

W.フレックスウェブ

WTARJK450
キッズ用［右投げ］

■素　材 : ［表革］ ピッグスキン 　［裏革］Coolmaxトリコット
■中国製　

ブラック

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

少年のための機能グラブ
～フィット感、フレックス性アップ～

野球入門編。本体、
レース、天然レザー
仕様！

親子で
キャッチボール !!
 ピッグスキン仕様！

オールラウンド用

size：3J
ブラック イエロー

-ナイトロ-

size：3J

&

フレックス ウェブ

ピンキー &サム ホールド

ノット フリー アジャスト ホールド

size：10.5インチ size：11インチ size：10 インチ

衝撃吸収剤入り
(Pro-teck  Padding)

ブラック×ピンク
（BKPK） ブラック×ホワイト

（BKWH)

ブルー×ホワイト
（BLWH)

※機能の詳細はP.48参照



ソフトボール用グラブ

投手用 内野手用

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

内野手用

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

外野手用
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WTASBGPSL18 
投手用［右投げ］

WTASBGPSL18R  
［左投げ］

¥14,700（本体価格：￥14,000） ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■素　材：［表革］ タヒィレザー  ［裏革］ソフトフィットレザー  
■指カバー　　■ベトナム製　

WTASBGPSL67
内野手用［右投げ］

■素　材：［表革］ タヒィレザー  ［裏革］ソフトフィットレザー  
■ベトナム製　

WTASBGPSL57
内野手用［右投げ］

¥14,700（本体価格：￥14,000） ¥14,700（本体価格：￥14,000）
■素　材：［表革］ タヒィレザー  ［裏革］ソフトフィットレザー  
■ベトナム製

WTASBGPSL71
外野手用［右投げ］

WTASBGPSL71R
［左投げ］

■素　材：［表革］ タヒィレザー  ［裏革］ソフトフィットレザー  
■ベトナム製　

﹇
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
﹈

SOFT BALL GLOVES

size：8 size：7

size：7 size：11

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～

親指、ひとさし指、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。

ひとさし指と中指の先端レースを工夫。

ワイド・ストロングレース(野手用のみ) パワーフィンガー

グレー×ブラック ブラック グレー×ブラックブラック

グレー×ブラック ブラック グレー×ブラックブラック



ソフトボール用ミット

ソフトボール用グラブ ( レディース用 )

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

捕手 /一塁手兼用 捕手 /一塁手兼用

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

内野手用

2012年2月
発売予定
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WTASBGLBL57
オールラウンド用［右投げ］

WTASBGLBL57R
［左投げ］

¥11,500（本体価格：￥11,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］共革 
■ベトナム製　

WTASBGLBL67
オールラウンド用［右投げ］

WTASBGLBL67R
［左投げ］

¥11,500（本体価格：￥11,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］共革 
■ベトナム製　

WTASBGLBL619
内野手用［右投げ］

¥11,500（本体価格：￥11,000）
■素　材：［表革］ オイリーソフトレザー  ［裏革］共革 
■ベトナム製　

SOFT BALL M
ITTS/GLOVES

﹇
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
﹈

レディース設計。
~握力の弱いレディースのために開発～

グレー×ブラックブラックグレー×ブラック ブラック

スカーレット×ブラックブラック

¥18,900（本体価格：￥18,000）

WTASBGPSLZ5
捕手/一塁手兼用［右投げ］

WTASBGPSLZ5R
［左投げ］

■素　材：［表革］ プロストック MTレザー  ［裏革］共革  
■日本製　

¥18,900（本体価格：￥18,000）

WTASBGPSLZ3
捕手/一塁手兼用［右投げ］

WTASBGPSLZ3R
［左投げ］

■素　材：［表革］ プロストックMTレザー  ［裏革］共革  
■日本製　

size：7S

size：7S

size：8S
スカーレット×ブラック ブラック

ブラック スカーレット×ブラック

オールラウンド用

オールラウンド用

ウェブ部Bear刻印

ピンキー&サム ホールド

&

※機能の詳細はP.48参照







バッティング用グローブ

2012年2月
発売予定

59

WTABG030x
¥4,095（本体価格：￥3,900）
■サイズ： S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（BG0301）  
　　　　  ブラック（BG0302）  
■素　材 : 合成皮革、ポリエステル
■Wベルト
■インドネシア製　

ディマリニバッティンググローブ（両手用）

WTABG010x
¥5,145（本体価格：￥4,900）
■サイズ： S、M、L、XL
■カラー：ホワイト×ピンク（BG0101）  
　　　　  ホワイト×ブラック（BG0102）  
　　　　  ホワイト×ネイビー（BG0103）  
　　　　  ホワイト（BG0104）  
　　　　  ブラック（BG0105）  
■素　材 : エチオピアンシープ、ポリエステル
■Wベルト
■インドネシア製　

ディマリニバッティンググローブ（両手用）

﹇
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
用
グ
ロ
ー
ブ
﹈

BATTING GLOVES
ブラック

（WTABG0302）

ホワイト
（WTABG0301）

手袋内部で滑らないから
抜群のグリップ力で
パワフルな打球を実現

❶内面に滑り止め効果の高い合成皮革
　を縫い付け。（補強効果もあり）
❷ヒラ側にも滑り止め効果の高い
　合成皮革を採用。グリップとの
　一体感を向上させます。
❸日本人の手に合ったサイズ設計。

グリップ力最重視設計の3つの秘密

手の形状に合わせて、独自の
立体裁断、立体縫製すること
により手のひらのシワやた
るみを解消。

耐久性に優れ、水洗
いが可能。

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
（WTABG0101）

ホワイト×ブラック
（WTABG0102）

ホワイト×ネイビー
（WTABG0103）

ホワイト
（WTABG0104）

ブラック
（WTABG0105）

高校野球対応モデル高校野球対応モデル

高校野球対応モデル

高校野球対応モデル



バッティング用グローブ

守備用グローブ

2012年2月
発表予定
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BATTING GLOVES &
 FIELDING GLOVES

﹇
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
＆
守
備
用
グ
ロ
ー
ブ
﹈

丸洗いＯＫ。  タフ＆グリップ
NEWカラー追加

WTAFG010x
¥1,995（本体価格：￥1,900）
■サイズ： S、M、L、XL
■カラー：ホワイト（FG0101）
　　　　　ブラック（FG0102）
　　　　　ホワイト×ブラック（FG0103）
　　　　　ブラック×レッド（FG0104）
　　　　　ブラック×ピンク（FG0105）
　　　　　ホワイト×サックス（FG0106）
■素　材 : 合成皮革、ポリエステル
■インドネシア製　

ウイルソンフィールディンググローブ（片手用）素手感覚。
滑らないからグローブとの
一体感を可能に。

ピンク×ゴールド
（2011年田中賢介使用モデル）

（WTABG0208）

ネイビー×サックス
（WTABG0207）

ブラック×レッド
（WTABG0209）

2011年
田中賢介
使用モデル

ホワイト×サックス
（WTAFG0106）

ホワイト
（WTAFG0101）

ブラック×レッド
（WTAFG0104）

ブラック
（WTAFG0102）

ブラック×ピンク
（WTAFG0105）

ホワイト×ブラック
（WTAFG0103）

WTABG020x
¥3,150（本体価格：￥3,000）
■サイズ： JM、JL、S、M、L、XL
■カラー：ホワイト×ピンク（BG0201）  
　　　　  ホワイト×ブラック（BG0202）  
　　　　  ホワイト×ネイビー（BG0203）  
　　　　  ホワイト（BG0204）  
　　　　  ブラック（BG0205） 
　　　　  ブラック×ピンク（BG0206）
　　　　  ネイビー×サックス（BG0207）/NEW ※
　　　　  ピンク×ゴールド（BG0208）/NEW ※  
　　　　  ブラック×レッド（BG0209）/NEW ※  
■素　材 : 合成皮革、ポリエステル　■S ベルト　
■インドネシア製　

ディマリニバッティンググローブ（両手用）
ジュニアサイズ対応モデル

ホワイト×ピンク
（WTABG0201）

ホワイト×ブラック
（WTABG0202）

ブラック×ピンク
（WTABG0206）

ホワイト×ネイビー
（WTABG0203）

ホワイト
（WTABG0204）

ブラック
（WTABG0205）

高校野球対応モデル 高校野球対応モデル

❶内面に滑り止め効果の高い合成皮革
　を縫い付け。
❷ヒラ側にも滑り止め効果の高い
　合成皮革を採用。グラブとの
　一体感を向上させます。
❸日本人の手に合ったサイズ設計。

フィット力最重視設計の3つの秘密

※2012年2月発売予定

高校野球対応モデル

高校野球対応モデル







ディマリニバットケース

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定
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WTABA11
¥3,045（本体価格：￥2,900）
■サイズ：W92×D9
■カラー：ブラック×ホワイト、レッド×ブラック、ホワイト×レッド、
              ネイビー×ホワイト
■素　材：PUエナメル
■中国製

WTABA15
¥5,775（本体価格：￥5,500）
■サイズ：W92×D19
■カラー：ブラック×ホワイト、レッド×ブラック、ホワイト×レッド、
　　　　  ネイビー×ホワイト
■素　材：PUエナメル
■中国製

WTABA12
¥3,990（本体価格：￥3,800）
■サイズ：W92×D14
■カラー：ブラック×ホワイト、レッド×ブラック、ホワイト×レッド
              ネイビー×ホワイト
■素　材：PUエナメル
■中国製

﹇
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DeM
ARINI BAT CASE 1本入れ ソフトボールバット2本入可

ブラック×ホワイト

レッド×ブラック

ホワイト×レッド

ネイビー×ホワイト

ブラック×ホワイト

ホワイト×レッド

レッド×ブラック

ネイビー×ホワイト

2本入れ ソフトボールバット3本入可

ホワイト×レッド
レッド×ブラック

ネイビー×ホワイト

5本入れ

ブラック×ホワイト

ソフトボールバット7本入可



ディマリニバットケース

2012年2月
発売予定

2012年2月
発売予定
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WTABJ11
¥2,625（本体価格：￥2,500）
■サイズ：W84×D9
■カラー：ブラック×ホワイト、レッド×ブラック、ホワイト×レッド、
　　　　  ネイビー×ホワイト
■素　材：PUエナメル
■中国製

WTABJ12
¥3,675（本体価格：￥3,500）
■サイズ：W84×D14
■カラー：ブラック×ホワイト、レッド×ブラック、ホワイト×レッド、
              ネイビー×ホワイト
■素　材：PUエナメル
■中国製

WTBA9034
¥1,890（本体価格：￥1,800）
■サイズ：W84×D9　■カラー：ブラック、ブルー　
■素材：ナイロン
■中国製

WTBA9031
¥2,100（本体価格：￥2,000）
■サイズ：W92×D9　■カラー：ブラック
■素　材：ナイロン　　
■中国製

Jr.用バットケース

Jr.用バットケース

Jr.用バットケース

DeM
ARINI BAT CASE

﹇
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2本入れ

ブラック×ホワイト

レッド×ブラック

ホワイト×レッド

ネイビー×ホワイト

ジュニア用

ジュニア用

ジュニア用

1本入れ

ブラック×ホワイト

レッド×ブラック

ホワイト×レッド

ネイビー×ホワイト

ブラック

ブラック

ブルー

1本入れ 1本入れソフトボールバット2本入可



ウイルソンバッグ
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WTBA9033
¥3,990（本体価格：￥3,800）
■サイズ：W27×H40×D14　
■カラー：ブルー、ブラック、レッド
■素　材：ナイロン　■バット収納可　■中国製

バッグパック

WTBA8011
¥1,260（本体価格：￥1,200）
■サイズ：W37×H35
■素　材：ポリエステル
■中国製

BEARグラブケース

WTBA8010
¥1,050（本体価格：￥1,000）

（本体価格：￥1,800）

■サイズ：W37×H35
■素　材：ポリエステル
■中国製

グラブケース

WTBA35
¥1,890
■サイズ：W40×H55　
■カラー：ブラック、レッド、ブルー、ピンク、グリーン、オレンジ　
■素　材：表／ポリエステル　内側／ポリエステルタフタ　
■中国製

2層式ランドリーバッグ

﹇
ウ
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ル
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ン
バ
ッ
グ
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W
ILSON BAGS

ブルー

ブラック
レッド

パット収納可

レッド ブルー

ピンク グリーン オレンジ

ブラック

汚れてしまったものなどを分けて
収納したいものを入れるポケット。

通常の荷物をしまう

二層式になっているので、きれいなものと
汚れたものを分けて収納が可能！

アクティブバッグ

グラブケース

ランドリーバッグ



軽量でフィット感に優れており、動きやすい。また保護性能が高く、

当たっても痛くない。防具をつけているという違和感をほとんど感

じないので、ジャッジがしやすい。（東氏）

恐怖心があってはジャッジに集中できない。強いボールを肩に受け

骨にひびが入った経験から、保護性能を最重視してウイルソンを選

んだ。3年間使ってきたが、もうウイルソン以外は使えない。（吉本氏）

プロテクター、マスクを愛用しており、信頼に値するブランドだと

思っている。防具に限らず野球に関わるものは、ウイルソンが最高

だと思う。（真鍋氏）

長年プロテクターを愛用している。海外、国内のあらゆるメーカー

を試したが、衝撃吸収性能はウイルソンが最も優れている。特に鎖

骨の部分の保護性能が高いのがポイントだ。何よりも安全性を追求

した製品だと思う。（丹波氏）

アメリカの審判学校で学んだ時、メジャーの審判が使っているウイ

ルソンの防具に出会った。分厚くがっしりとして、衝撃にもびくと

もしないので安心感がある。また、最近のモデルは、日本人の体に

もしっかりフィットしてくれる。日々研究され、進化していること

を実感する。（木内氏）

究極のテクノロジーで審判員を護る。
MLB、NPB（（社）日本野球機構）から公認された、
最も信頼されるアンパイアギア。

The best gear trusted by M LB& NPB

UMPIRE GEAR
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NPB 仕様アンパイア ギア

NPB仕様フェイスマスク

NPB仕様ヘルメットマスク NPB仕様パッド ハーネス
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WTA3009TBNPB
¥36,750（本体価格：￥35,000）
■カラー：ブラック
■重　量：630g 平均
■素　材：フレーム部 / チタン
　　　　 パッド部 / 天然皮革
■中国製

審判用マスク（チタンフレーム）

WTA3009TSNPB
¥36,750（本体価格：￥35,000）

■カラー：シルバー
■重　量：630g 平均
■素　材：フレーム部 / チタン
　　　　 パッド部 / 天然皮革
■中国製

審判用マスク（チタンフレーム）

WTA3009SBNPB
¥15,750（本体価格：￥15,000）

■カラー：ブラック
■重　量：580g 平均
■素　材：フレーム部 / スチール
　　　　 パッド部 /PU
■中国製

審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3077TBNPB
¥36,750（本体価格：￥35,000）

■カラー：ブラック
■重　量：560g 平均
■素　材：フレーム部 / チタン
　　　　 パッド部 / 天然皮革
■中国製

審判用マスク（チタンフレーム）

WTA3077TSNPB
¥36,750（本体価格：￥35,000）

■カラー：シルバー
■重　量：560g 平均
■素　材：フレーム部 / チタン
　　　　 パッド部 / 天然皮革
■中国製

審判用マスク（チタンフレーム）

WTA3077SBNPB
¥15,750（本体価格：￥15,000）

■カラー：ブラック
■重　量：570g 平均
■素　材：フレーム部 / スチール
　　　　 パッド部 /PU
■中国製

審判用マスク（スチールフレーム）

WTA5590BLNPB
¥39,900（本体価格：￥38,000）

■カラー：ブラック
■サイズ：L-XL（Fits 7-7 5/8 インチ）
■重　量：1100g 平均
■素　材：本体 /PE、チタンフレーム
　　　　 パッド部 / 天然皮革 +Dri-Lex
■中国製

WTA3839BLNPB(ブラック）
WTA3839TNNPB(タン）

¥6,300（本体価格：￥6,000）
■カラー：ブラック、タン
■素　材：天然皮革、ポリウレタン
■中国製

WTA3808BLNPB
¥5,040（本体価格：￥4,800）
■カラー：ブラック
■素　材：人工皮革（ヌバック加工）
　　　　 ポリウレタン
■中国製

WTA3927NP
¥1,260（本体価格：￥1,200）
■カラー：ブラック
■素　材：ポリエステル
■中国製

﹇
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UM
PIRE GEAR <NPB>

ハーネス部分
NPB マーク入り

ハーネス部分
NPB マーク入り

ブラック

タン

2012年 3月発売予定

[HIGH CAGE(ハイケージ）]

[LOW CAGE(ローケージ）]



NPB 仕様アンパイア ギア

NPB仕様レッグガード

バッグ
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UM
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NPB仕様チェストプロテクター

WTA3210NP
¥31,500（本体価格：￥30,000）

■サイズ：S-M(11インチ）
　　　　  M-L（12インチ）
■重　量：約1100g
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

プロゴールドチェストプロテクター

WTA3215NP
¥31,500（本体価格：￥30,000）

■サイズ：10 3/4 インチ
              12インチ
■重　量：約1500g
■素  材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

プロプラチナチェストプロテクター

WTA3209NP
¥26,250（本体価格：￥25,000）

■サイズ：12インチ
■重　量：約1900g
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

WEST VEST プロチェストプロテクター

WTAULG3NP
¥15,750（本体価格：￥15,000）

■サイズ：17インチ
            18.5 インチ
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製

プロゴールドレッグガード

WTA3417NP
¥13,650（本体価格：￥13,000）

■サイズ：17インチ
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製

プロプラチナレッグガード

Winged wrap
（WTA3210NP）
鎖骨の周りをしっかりと
プロテクトします。

Extra side protection
（WTA3210NP）
体をしっかりと
プロテクトします。

Extra neck padding
（WTA3215NP）
首周りをしっかりと
プロテクトします。

Washable
（WTA3210NP/WTA3215NP）
インナーパッドを取り外し、
洗うことができます。

Added shouder plate
（WTA3209NP）
二の腕をしっかりと
プロテクトします。

バックルスタイル

Removable toe cap

バックルスタイル

2012年 3月発売予定

マスク・チェストプロテクター
レッグガードをしっかり収納

（本体価格：￥8,500）

WTBA9030
¥8,925
■サイズ：W61×H32×D31　■素　材：ナイロン
■ポケット取り外し可　■キャスター付き　■中国製

キャスターバッグ

キャスター付き



MLB 仕様アンパイア ギア

MLB仕様フェイスマスク
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WTA3291
¥18,900（本体価格：￥18,000）

■サイズ：11 3/4 インチ
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

GERRY DAVISチェストプロテクター

WTA3077BLTI
¥36,750（本体価格：￥35,000）
■重　量：580g 平均
■素 材：フレーム部 /チタン
　　　　 パッド部 /PU+天然皮革
■中国製　

審判用マスク（チタンフレーム）
ローケージ ローケージ

WTA3077BLA
¥15,750
■重　量：750g 平均
■素 材：フレーム部 /スチール
　　　　  パッド部 / 天然皮革
■中国製　

審判用マスク（スチールフレーム）

WTA3490
¥12,600（本体価格：￥12,000）

■サイズ：15 インチ
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製

GERRY DAVISレッグガード

WTA3210
¥31,500（本体価格：￥30,000）
■サイズ：S-M(11インチ）
　　　　  M-L（12インチ）
■重　量：約1600g
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

プロゴールドチェストプロテクター
WTA3215
¥31,500 （本体価格：￥30,000）

■サイズ：10 3/4 インチ
              12インチ
■重　量：約1500g
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

プロプラチナチェストプロテクター
WTA3209
¥26,250（本体価格：￥25,000）
■サイズ：12インチ
■重　量：約1900g
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

WEST VESTプロチェストプロテクター

（本体価格：￥15,000）

WTA3491
¥15,750（本体価格：￥15,000）

■サイズ：15 インチ
            17 1/2 インチ
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製

GERRY DAVISレッグガード

MLB仕様チェストプロテクター

MLB仕様レッグガード



少年硬式用

一般軟式用

防 具

少年硬式・一般軟式キャッチャー用防具・アクセサリー

ブラック ネイビーレッド ブルー

レッド

ブルー

ブラック

ネイビー
WTA3029
¥4,200 （本体価格：￥4,000）

■重　量：530g 平均
■素 材：中空フレーム、合成皮革、PU　■中国製　
■別売スロートガード（WTA3900J）装着可

少年硬式用マスク

WTA8315
¥8,925 （本体価格：￥8,500）

■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）　
■中国製　

少年硬式用プロテクター

ブラックレッドブルー

WTA3413
¥8,400 （本体価格：￥8,000）

■サイズ：［A］330mm  ［B］580mm
■素　材：PE、ナイロン、ポリウレタン
■中国製　

少年硬式用レガース
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CATCHER GEAR/ACCESSORIES
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WTA6000J
¥8,925（本体価格：￥8,500）
■重　量：665g 平均
■素 材：中空フレーム、合成皮革、PU　
■中国製　
■別売スロートガード（WTA3900J）装着可

一般軟式用マスク

ブラック

ネイビー

レッド

ネイビー

WTA6315J
¥8,190（本体価格：￥7,800）
■サイズ：［A］440mm  ［B］420mm
■素 材：ポリエステル、PU（形状記憶フォーム）　
■中国製　

一般軟式用プロテクター

ブラックレッド ブラック

ネイビー

ネイビー レッド

WTA6513J
¥10,290（本体価格：￥9,800）
■サイズ：［A］360mm  ［B］690mm　
■素 材：PE、ナイロン、ポリウレタン 
■中国製　

一般軟式用レガース

WTA3840
¥4,095（本体価格：￥3,900）
■素 材：ポリウレタン
■中国製　

ニーウェッジ

ブラック ネイビー

レッド

WTBA8510
¥7,980（本体価格：￥7,600）
■サイズ：S（155cm未満170g平均）、 M（155～175cm190g平均）
■素 材：ポリエステル、ポリウレタン、セラミックボール
■中国製

胸部保護パッド
WTA3900J
¥1,575（本体価格：￥1,500）
■カラー：レッド、ブラック、ネイビー　
■素 材：PE、ポリウレタン　
■中国製　
■WTA3029、WTA6000Jに装着可能

スロートガード

ブラック ブラック

ブラック

〈右足用〉 〈左足用〉

ブラック

ホワイト

ネイビー

ネイビーホワイト

ホワイトネイビー ホワイトネイビー

WTA3465J
¥5,040（本体価格：￥4,800）
■素 材：PE、ポリウレタン
■中国製　

打者用エルボーガードDX

WTA3460J
¥2,940（本体価格：￥2,800）
■素 材：PE、ポリウレタン
■中国製　

打者用エルボーガード

WTA3450J
¥3,675（本体価格：￥3,500）
■素 材：PE、ポリウレタン
■中国製　

バッティングフットガード



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

WTA1074R 
¥840（本体価格：￥800） ¥840（本体価格：￥800） ¥840（本体価格：￥800）
■素材：天然皮革
■リトルリーグ関西連盟マイナーの部試合球
■出荷単位：1ダース　■中国製

リトルリーグ試合球

WTA1076R

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

日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）試合球

WTA1078R 

■素材：天然皮革
■出荷単位：1ダース　
■中国製

全日本少年硬式野球連盟（ヤングリーグ）試合球

WTA9090J
¥1,155（本体価格：￥1,100）
■素材：天然皮革（ポリウレタン加工）
■（財）日本ソフトボール協会検定球　■コルクコア
■出荷単位：1ダース　■中国製

革ソフトボール試合球（イエロー）

WTA9611J 
¥840（本体価格：￥800）
■素材：天然皮革（ポリウレタン加工）
■JSA 規格　■コルクコア
■出荷単位：3ダース　■中国製

革ソフトボール練習球（イエロー）

WTA1012R 
オープンプライス
■素材：天然皮革
■出荷単位：5ダース　
■中国製

A1012硬式練習球

WTA1012P 
オープンプライス
■素材：天然皮革
■出荷単位：1バケツ　
■3ダース入り、バケツ付き　■中国製

A1012P硬式練習球

71
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限界を超えて自らを鍛えようとするプレイヤーを、
ウイルソンのテクノロジーが支える。
激しい動きにもしなやかに対応し、理想的なコンディションを保つ。
奇跡のマテリアルとメカニズムが、
プレイヤーのフィジカルとパフォーマンスを確実に高める。
さあ、もっと走れ。
汗と土にまみれた日々こそが、夢へと続いていくのだから。

MORE
PRACTICE
さあ、もっと走れ。



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×レッド

タワーネック

ネイビー

ブラック

ネイビー

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×レッド

ネイビー×レッド

ブラック

タワーネック

ジュニア用
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WTASA002
¥3,675（本体価格：￥3,500）

（本体価格：￥2,900） （本体価格：￥2,200）

■サイズ：M、L、O、XO
■素 材：テクノファイン＋セオアルファ　
■日本製

レッドボディ(長袖)

WTASA003
¥3,045
■サイズ：M、L、O、XO　
■素　材： ポリエステル（テクノファイン）　
■日本製

アンダーシャツ（長袖タワーネック）

WTASA043
¥2,310
■サイズ：M、L、O、XO　
■素　材： ポリエステル（テクノファイン）　
■日本製

アンダーシャツ（長袖タワーネック）

WTASA022
¥3,360（本体価格：￥3,200）
■サイズ：M、L、O、XO
■素 材：テクノファイン＋セオアルファ　
■日本製

レッドボディ(半袖)

WTASA062
¥3,150（本体価格：￥3,000）
■サイズ：M、L、O、XO
■素 材：テクノファイン＋セオアルファ　
■日本製

レッドボディ(二分袖)

WTASA004
オープンプライス
■サイズ：S、M、L、O、XO　
■素 材：ポリエステル 80%、ポリウレタン20%　
■日本製

ピタアンダーシャツ(長袖)

WTASA044
オープンプライス
■サイズ：S、M、L、O、XO
■素 材：ポリエステル 80%、ポリウレタン20%　
■日本製

ピタアンダーシャツ(ノースリーブ)

WTASJ004
オープンプライス
■サイズ：140、150、160
■素 材：ポリエステル 80%、ポリウレタン20%　
■日本製

ピタアンダーシャツ(長袖)

﹇
ア
ン
ダ
ー
シ
ャ
ツ
﹈

APPARELS



チームウェア・アパレルアクセサリー APPARELS

﹇
チ
ー
ム
ウ
ェ
ア/

ア
パ
レ
ル
ア
ク
セ
サ
リ
ー
﹈

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
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WTPT100［大人用］
¥2,940（本体価格：￥2,800）

■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）

WTPT100［ジュニア用］
¥2,310（本体価格：￥2,200）

WTAWW14
¥1,365（本体価格：￥1,300）
■サイズ：14cm　
■カラー：レッド×ブラック、
　　　　　ホワイト×レッド、
　　　　　ホワイト×ブラック、
　　　　　ホワイト×ピンク、
　　　　　ホワイト×L.ブルー　　
■素　材： 綿、アクリル、その他
■日本製

リストバンド
WTAWD12
¥1,050（本体価格：￥1,000）
■サイズ：12cm　
■カラー：ホワイト×ブラック、
　　　　　ブラック×レッド、
　　　　　ホワイト×レッド、
　　　　　ホワイト×ピンク、
　　　　　ホワイト×L.ブルー　　
■素　材： 綿、アクリル、その他
■日本製　

リストバンド

WTAKJ120

オープンプライス
■サイズ：21-24cm
■カラー：ホワイト
■素 材：綿、ポリエステル、PU
■中国製

アンダーソックス 先丸3足組

WTAKJ140

オープンプライス
■サイズ：21-24cm　
■カラー：ブラック、ネイビー、レッド　
■素 材：綿、ポリエステル、PU　
■中国製

カラーソックス 先丸3足組

WTAKJ150

オープンプライス
■サイズ：18cm-21cm
■カラー：ホワイト
■素 材：綿、ポリエステル、PU
■中国製

アンダーソックス 先丸3足組

WTAKA100

オープンプライス
■サイズ：25-28cm　
■カラー：ブラック、ネイビー、レッド
■素　材： 綿、ポリエステル、PU　
■中国製

カラーソックス 5本指2足組

WTAKA110

オープンプライス
■サイズ：25-28cm　
■カラー：ホワイト
■素　材： 綿、ポリエステル、PU　
■中国製

アンダーソックス 5本指2足組
WTAKA120

オープンプライス
■サイズ：25-28cm　
■カラー：ブラック、ネイビー、Pネイビー、レッド
■素　材： 綿、ポリエステル、PU
■中国製

カラーソックス  先丸3足組

WTAKA130

オープンプライス
■サイズ：25-28cm　
■カラー：ホワイト
■素　材： 綿、ポリエステル、PU
■中国製

アンダーソックス 先丸3足組

WTPP200
¥3,675（本体価格：￥3,500）
■サイズ：150~3L
■素　材：ポリエステル100％（ドライ）

ポロシャツ

アウトフィールドチームウェア

アパレルアクセサリー

¥4,725
WTPB300

（本体価格：￥4,500）

■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＞




