SQUASH
TENNIS

2 021
TENNIS

SOFT TENNIS

PADEL

SQUASH

SOFT TENNIS

ンバー
チームメ 介
の紹
在）

現
1年 2 月
（2 02

キャプテン

大槻 三喜

濱谷 杏奈 選手

清水 麻美 選手

森合 弥代 選手

小松﨑 茉代 選手

武藤 和果奈 選手

監督

小山 舞 選手

（2021年 全日本U-20チーム） （2021年 全日本U-20チーム）

SOFT TENNIS

TEAM DUNLOP

SOFT TENNIS

岡村 葵 選手

こんな時だからこそ笑顔を大切に。
頂点をめざし、私たちに出来ないはずはない！
「チームダンロップ」は、2009年に福島県で活動を開始した女子ソフトテニス
実業団チームです。
2012年には日本リーグに昇格、2016年には初の準優勝に輝き、その翌年も2
年連続で準優勝を果たしました。
チームメンバーは、団体戦だけではなく、個人戦でもハイレベルな競技活動を
続ける一方で、ソフトテニスの振興と活性化に向けて、地域イベントなどにも積
極的に参加。
今季も笑顔を力に、日本リーグの頂点をめざし、
「私たちに出来ないはずはない」
を合言葉に彼女たちの挑戦が始まります。

◆チームダンロップの歩み
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2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

●福島県白河市にて
女子実業団チーム
として発足。

●日本実業団リーグ
初優勝。

●日本実業団リーグ
2連覇。

●日本リーグに昇格し、
5位入賞。

●日本リーグ7位、
入れ替え戦1位。

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

●日本リーグ5位入賞。

●3選手がU-20を含む
ナショナルチームの
メンバーに選出。
●日本リーグ4位入賞。

●2選手がナショナルチームの
メンバーに選出。
●日本リーグ準優勝。

●アジアカップ
ひろしま国際大会初優勝。
●全日本実業団選手権3位入賞。
●日本リーグ準優勝。

●全日本実業団選手権
3位入賞。
●日本リーグ3位入賞。

●全日本実業団選手権
準優勝。
●日本リーグ4位入賞。

●全日本インドア選手権大会
優勝。
●日本リーグ4位入賞。
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2ヶ入

ダース箱

2ヶ入

10ダース入バスケット
出荷時のボールの入り方は
写真と異なります。

ダンロップ ソフトテニスボール 公認球

数多くの大会使用球に採用される一方で、

球
習
練

2019年より伝統あるブランド名を冠した公認球「ダンロップ」は、

10ダース入バスケット
出荷時のボールの入り方は
写真と異なります。

ダンロップ ソフトテニスボール 公認球〈イエロー〉

1ヶ 385円（税抜価格 350円）

支え、応える
公認球「ダンロップ」。

ダース箱

1ヶ 385円（税抜価格 350円）

2ヶ入

770円（税抜価格 700円）

商品コード：DSTB2TIN

2ヶ入

770円（税抜価格 700円）

商品コード：DSTBYL2TIN

1ダース

4,620円（税抜価格 4,200円）

商品コード：DSTB2DOZ

1ダース

4,620円（税抜価格 4,200円）

商品コード：DSTBYL2DOZ

10ダース入バスケット

46,200円（税抜価格 42,000円）

商品コード：DSTB2CS120

10ダース入バスケット

46,200円（税抜価格 42,000円）

商品コード：DSTBYL2CS120

カラー：ホワイト／素材：天然ゴム／（公財）
日本ソフトテニス連盟公認
●10ダース以上でオウンネームサービス
（P42〜43をご覧ください）

カラー：イエロー／素材：天然ゴム／（公財）
日本ソフトテニス連盟公認
●10ダース以上でオウンネームサービス
（P42〜43をご覧ください）

MADE IN THE PHILIPPINES

MADE IN THE PHILIPPINES

※バスケット：素材＝ポリプロピレン／MADE IN JAPAN

※バスケット：素材＝ポリプロピレン／MADE IN JAPAN

安心して使える高品質な練習球。

学生や社会人たちのクラブ・部活動を支え、
コストパフォーマンスに優れた高品質な公認球として、
高い評価を頂きました。

2ヶ入

公認球「ダンロップ」は、つねに改良を重ねながら、

10ダース入バスケット
出荷時のボールの入り方は
写真と異なります。

より良い品質と性能を追求し、
これからも日本のソフトテニスを支え、

ダンロップ ソフトテニスボール 練習球

これまで以上にみなさまの信頼に応え続けます。

ダ ンロップ

2021年1月〜12月

公認球『DUNLOP』使用予定大会

（全国規模大会）

指定球

3月

第46回 全日本高校選抜大会
日本スポーツマスターズ 2021

9月

第76回 国民体育大会

第38回 全日本小学生選手権大会＜男女団体戦＞

8月

第52回 全国中学校大会（全中）＜男子個人戦＞

9月

JOCジュニアオリンピックカップ大会
第28回 全日本ジュニア選手権大会

9月

第25回 全日本シニア選手権大会＜女子個人戦＞

12月

日本リーグ入替戦

DST-001
ソフトテニスボールバスケット

39,600円（税抜価格 36,000円）

2ヶ入

660円 (税抜価格 600円）

商品コード：DSTBPRA2TIN

10ダース入バスケット

1ダース

3,960円（税抜価格 3,600円）

商品コード：DSTBPRA2DOZ

10ダース入バスケット

39,600円（税抜価格 36,000円）

商品コード：DSTBPRA2CS120

カラー：イエロー／素材：天然ゴム
●10ダース以上でオウンネームサービス
（P42〜43をご覧ください）

商品コード：DSTBYLPRA2CS120

MADE IN THE PHILIPPINES

※バスケット：素材＝ポリプロピレン／MADE IN JAPAN

MADE IN THE PHILIPPINES

男子第66回・女子第65回 全日本実業団選手権大会

8月

選択制

ダンロップ ソフトテニスボール 練習球〈イエロー〉

カラー：ホワイト／素材：天然ゴム
●10ダース以上でオウンネームサービス
（P42〜43をご覧ください）

7月

第20回 全国小学生大会

10ダース入バスケット
出荷時のボールの入り方は
写真と異なります。

1ヶ 330円（税抜価格 300円）

9月

3月

練習球〈イエロー〉は
10ダース入バスケットのみ
となります。

ダース箱

SOFT TENNIS

球
認
公

優れた品質を実現した公認球。

10月

第76回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会

10月

第35回 日本実業団リーグ

10月

第28回 全日本クラブ選手権大会

12月

第39回 日本リーグ

※バスケット：素材＝ポリプロピレン／MADE IN JAPAN

ご注意

DST-002
ボールバッグ

●ご使用前にボールの空気量を調整してお使いください。
●本ボールはソフトテニス専用です。本来の目的以外の使用や、強く握りしめるなど無理な力を加えると変形する場合がありますので、
ご注意ください。
●本ボールの空気調整は、必ず専用ポンプでおこなってください。他社製のポンプは、空気漏れの原因になりますので、使用しないでください。
●本ボールはご使用前に表面にキズなどが無いかご確認ください。キズがある場合はパンクする恐れがありますので、
ご使用を中止してください。
●本ボールの空気調整時には、
ソフトテニスボール用のシリコーンオイルのご使用を推奨いたします。
●本ボールのジョイント部跡が見えることもありますが、性能に影響はありません。

TAC-949

DST-003

ソフトテニスボールホルダー

エアポンプ

DST-004
エアポンプ補充用オイル

1,650円（税抜価格 1,500円）

4,950円（税抜価格 4,500円）

770円（税抜価格 700円）

605円（税抜価格 550円）

495円（税抜価格 450円）

商品コード：DST001
カラー：グレー
素材：ポリプロピレン
サイズ：50.5×35×24cm
重さ：約650g

商品コード：DST002
カラー：ブラック
素材：ナイロン
サイズ：52×27×37cm
重さ：約1.1kg

商品コード：TAC949
カラー：シルバー
素材：鉄
※泥除け付きボールホルダー

商品コード：DST003
カラー：ブルー
素材：ポンプ＝ゴム
ピン＝ステンレス
（直径＝0.9mm）

商品コード：DST004
素材：シリコーンオイル
内容量：6g

MADE IN JAPAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN JAPAN

MADE IN CHINA

MADE IN TAIWAN

ご注意

持ち運びが便利な
リュック機能を採用。
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ボールバスケットを
そのまま収納可能。

●この専用ポンプは、従来の針式ポンプで空気を入れるボールには使用できません。
●ソフトテニスボールの空気調整以外の目的には使用しないでください。
●専用ポンプのピンを傷つけたり、異物が付着したままですと正常に空気調整が行え
ないだけでなく、
ボールの空気漏れの原因になる場合があります。専用ポンプの使
用後は、必ずキャップを付けて保管してください。
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用途や目的に合わせて選べる ダンロップのオウンネームサービス

STAMP

LASER

OWN NAME

フで
ル
セ

に！
単
に！簡
軽
手

プ
ン
スタ

オウンネーム用スタンプ提供サービス

これまでのオウンネームサービスに代わり、
オウンネーム用の「ダンロップソフトテニスボール専用スタンプ」をご提供。
スタンプ化による数々のメリットを実現し、
ダンロップのオウンネームサービスが、
より使いやすく、
より便利なサービスになりました。

必要な数だけ
オウンネームが可能。

当社における通常のオウンネームは、
10ダース以上のオーダーが必要。スタ
ンプを使用すると、必要な時に必要な数
だけオウンネームでき、
ボールの補充な
どにもセルフで素早く対応できます。

薄くなったら
再オウンネームが可能。

未使用のボールでは約2,000回のス
タンプが可能。薄くなった場合も再びオ
ウンネームできます。

黒

●フォントは、ゴシック1書体のみ。
●記号は、パソコンで打てる文字なら可。

青

ただし環境依存文字
［機種依存文字］
については、
ご相談ください。

●納期は、
ご注文後15日〜18日後の出荷（ボールと同送）。
●印字して乾くまでに、5分以上必要。
約5分間は、
スタンプした所が他のものと接触しないようにしてください。スタンプした所を
指で強くこするとインクの特性上、
にじみますのでご注意ください。衣服などにインクが付
着しますと洗濯をしても落ちにくいため、
扱いには十分ご注意ください。

ダンロップの「公認球」および「練習球」
10ダースご購入につきスタンプ１個。

ソフトテニスボール初の
レーザーによるオウンネーム。
実用新案（第3206971）登録済

レーザー・オウンネームの留意点

オウンネーム用スタンプの留意点

●印字内容は、1行7文字×2行まで。

※本製品はダンロップソフトテニスボール専用スタンプです。
※スタンプや、付属の専用クリーナーをなめたり、口のなかに入れないでください。また目に入れたりすることは絶
対におやめください。
※使用中のボールにスタンプする場合は、乾いた布でボール表面の砂やほこりを取り除き、表面が乾燥しているこ
とを確かめてください。
※マーク及びネームに関する商標・版権等についての責任は全てお客様に帰属しますので予めご了承ください。イ
ンターネットからダウンロードする場合も著作権にご注意ください。また明らかに権利関係で問題の生じるものに
ついてはお断りする場合があります。
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レーザー・オウンネームサービス

レーザー・オウンネームのメリット

●カラーは、赤、青、黒の3色から選択可能。

ご提供条件

！
明
鮮
り
！
い
き
く
っ
に
く
え
消
も
か
し

赤

文字やマークも細部まで鮮明に※印字でき、
オウンネームの耐久性が大幅に向上。

疫病退散

オウンネームはボールにスタンプする
だけで完了。10ダース（120球）分の
オウンネームも10分程度でおこなえ
ます。

ー
ザ
ー
レ

ソフトテニスボール初のレーザーによるオウンネームサービスは、
文字やマークも細部まで鮮明に印字が可能。
しかもオウンネームの耐久性が大幅に向上し、印字した文字やマークが消えにくく、
用途や目的に合わせてダンロップならではの一歩進んだサービスもご活用ください。

スタンプ化によるメリット

セルフで簡単に
オウンネーム。

or

SOFT TENNIS

OWN NAME

※イエローボールに印字した場合は、文字やマークの色がボールと同系色のダーク
イエローとなり、
ホワイトボールと比べて不鮮明な仕上がりとなりますので予めご
了承ください。

【 通常書体の場合 】

【 校章などのマークの場合 】

●オウンネームの文字は、下記書体見本のゴシック体か明
朝体のどちらかを選択。
●文字の色は、ホワイトボールの場合はグレー1色のみ
（指定色不可）、イエローボールの場合はダークイエ
ロー1色のみ（指定色不可）。
●文字が入るスペースは、直径35mm以内。
レーザーは微小な文字も印字できますが、
小さすぎると読みにくく
なりますので文字数にはご注意ください。

校章や大会ロゴなどのマークを自由に指定できます。
ただし以下の条件を満たす版下データが必要となりますので、
ご注意ください。
●版下データは、Adobe illustrator ファイル（バージョンCS5以下）。
●マークの大きさは、直径35mm以内。
●データはスミ
（K）1色。
ホワイトボールはグレー1色、
イエローボールはダークイエロー1色の仕上がりとなります。

●文字はすべてアウトライン化。
●スキャニングデータは不可。

●納期は、申込受付後約2週間。
受注状況により、
多少納期が前後する場合もございます。

●写真データは不可。
●納期は、マーク確定後約3週間。
受注状況により、
多少納期が前後する場合もございます。

ダンロップスポーツ杯
ソフトテニス選手権大会
SHINAGAWA

ダンロップスポーツ杯
ソフトテニス選手権大会
SHINAGAWA

〈ゴシック体 見本〉

〈明朝体 見本〉

直径
35mm
以内

ボールスタンプ専用クリーナー
（スタンプ面が汚れた場合にご使用ください）

オウンネーム用スタンプについて
詳しくは弊社ホームページを
ご確認ください。

受付数量

ダンロップの「公認球」および「練習球」
10ダース以上1ダース単位。
※「練習球」イエローは10ダース以上10ダース単位。

※文字が潰れそうな場合は弊社で調整する場合があります。
※マーク及びネームに関する商標・版権等についての責任は全てお客様に帰属し
ますので予めご了承ください。インターネットからダウンロードする場合も著作
権にご注意ください。また明らかに権利関係で問題の生じるものについてはお
断りする場合があります。

直径
35mm
以内

〈オリジナルマーク 見本〉

レーザー・オウンネームについて
詳しくは弊社ホームページを
ご確認ください。
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ATHLETE MODEL

GALAXEED

SERIES

しなる。だから喰いつく、振り抜ける。

次代を担うコントロール系
「ギャラクシード」シリーズ。
ダンロップのコントロール系競技モデル
「ギャラクシード※」
シリーズは、
昨今の競技シーンにおけるプレーの高速化に対応。
「しなる」
「喰いつく」
「振り抜ける」をコンセプトに、
硬式ラケットで培ったキーテクノロジーの数々を応用し、
対象プレーヤーに最も適したプレーアビリティーを追求。
ダンロップブランドのもと、中上級者の要望と期待に、
SOFT TENNIS

これまで以上に応え、
次代を担うコントロール系モデル4機種をお届けします。
※壮大な銀河系を意味する「GALAXY」からの造語

GALAXEED

100S/100V

GALAXEED

上級者に適した性能を材料面から追求し、
より安定した飛びとコントロールを実現。

中級者に適した性能を設計面から追求し、
鋭い振り抜きに加え、飛びとコントロールを両立。

実績のボックス形状フレームを継承し、フレーム剛性を約8％ソフトに設定※。
しなりと安定性に優れ、
実績のあるボックス形状フレーム。

フレーム剛性を
約

8％ソフト化

※

300S/300V

従 来モデル（SRIXON X 100S/100V）の後継 機種
として、しなりと安定性に優れ、実績のあるボックス形
状フレームを継承。材料から見直し、フレーム剛性を約
「しなり」
「喰いつき」に
8％ソフト化 ※することにより、
加え、
「振り抜き」も向上。

しなりと振り抜きに優れたボックス形状フレームを採用。
正面厚を薄く設定し、シャフト部もシャープに絞り込み、
「振り抜き」を追求。さらに
フェイス面の4時と8時部にはパワーアシスト機能を持たせ、対象プレーヤーに適
した反発性を実現。

※当社従来品比

共通機能
「ソニックコア」をアップデート。

しっかりと喰いつき、リカバリーが効く
「シンクロチャージシステム」。
高 伸 縮 グラファイトをフレ ームに 応 用した「シンクロチャージシステム
（Synchro Charge System）」を採用。インパクト時におけるフレームとス
トリングの同調性をより高め（synchronize）、パワーを蓄える（charge）適
度なパワーアシストを実現し、ボールへの喰いつきとオフセンターショット
におけるリカバリー性を向上しました。

ソニックコアの素材に、高反発素材「Infinergy ®（インフィナジー）」を採用。十分な
飛びを確保し、ボールへの「喰いつき」もさらに向上。トップ部のソニックコアには、
「制振ゴム」を採用し、振動減衰性が約10％向上※。優れた面安定性を実現し、打球
感もより柔らかに。
イメージ図

※当社従来品比

イメージ図

ドイツのBASF社が開発した高反発ウレタン発泡体
材料（E-TPU）。ランニングシューズをはじめ、様々
な製品の高性能化に応用されています。

熱エネルギー変換技術を応用したヒート・コンバート設計を採用。インパク
ト時の衝撃や振動を熱エネルギーに変換し、高い振動吸収性を確保しなが
ら、より攻撃的な弾きを実現しました。
※特許： 3970865、4041031
イメージ図

パワーグリッドストリングテック（特許出願中）
先端部のマス目を16％※、
中央部は2％※拡大した独自のストリングパターンを採用。
これにより先端方向への反発性が向上し、スイートエリアも拡大。

※特許： 6053539

高い振動吸収性を実現する
「ヒート・コンバート設計」。

「Infinergy®（インフィナジー）」とは

シャープなフォルムに
パワーアシスト機能を付加

先端部のマス目

16 ％拡大

※

中央部のマス目

2 ％拡大

※

中央部の最大パワーを落とすことなく、
先端方向への反発性を向上。

イメージ図

※当社従来品比
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●上級者（実業団選手、学生競技者など）に、
より安定した飛びとコントロールを。

パワーと喰いつきを両立した
コントロール系競技モデル。

軽快な打球感で、飛びに優れた
コントロール系競技モデル。

喰いつきに優れ、扱いやすく軽快な
コントロール系競技モデル。

SOFT TENNIS

しなりと喰いつきを強化した
コントロール系競技モデル。

●中級者（中高生の部活プレーヤーなど）に、飛びとコントロールを両立し、
より鋭い振り抜きを。

24mm

25mm

安定性に優れ、
より攻撃的な
飛びを実現。

24mm

25.5mm

柔らかな打球感で、
ネットでの
決定力を向上。

25mm

ストローク主体

19mm

290mm

平均バランスポイント

275mm

18mm

フルレングスカバー付

290mm

100S

フルレングスカバー付

平均バランスポイント

10 mm long

275mm

（フレームのみ）

DUNLOP GALAXEED

22mm

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

しなりとパワーを重視した90平方インチ・フェイスのボックス形状フレー
ムを採用。軽くて柔らかな打球感を実現し、鋭い振り抜きと確かな喰いつ
きで、
ネットプレーの決定力を向上します。

100V

90 sq.in.
690 mm

20mm

22mm

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

しなりを重視し、剛性を柔らかく設定した85平方インチ・フェイスのボック
ス形状フレームを採用。鋭い振り抜きと確かな喰いつきで、
より高精度な
ボールコントロールを可能にします。

ネットプレー主体

90 sq.in.
700 mm

平均バランスポイント
（フレームのみ）

22mm

鋭い振り抜きで、
ネットプレーの
攻撃力を強化。

26.5mm

ストローク主体

（フレームのみ）

22mm
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90 sq.in.
690 mm

21mm

（フレームのみ）

DUNLOP GALAXEED

10mmロング・ボディを
採用し、
飛びを強化。

25mm

ネットプレー主体

85 sq.in.
690 mm

平均バランスポイント

26mm

フルレングスカバー付

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

鋭く振り抜ける90平方インチ・フェイスのボックス形状フレームを採用。
軽くて柔らかな打球感を実現し、広いスイートエリアで、
コントロールとリ
カバリーも効く扱いやすい後衛用モデルです。

DUNLOP GALAXEED

300S

フルレングスカバー付

鋭く振り抜ける90平方インチ・フェイスのボックス形状フレームを採用。
軽快な打球感を実現し、優れた飛びと喰いつきで、
より攻撃的なネットプ
レーを可能にする扱いやすい前衛用モデルです。

DUNLOP GALAXEED

300V

ダンロップ ギャラクシード 100S

ダンロップ ギャラクシード 100V

ダンロップ ギャラクシード 300S

ダンロップ ギャラクシード 300V

24,200円（税抜価格 22,000円）

24,200円（税抜価格 22,000円）

20,900円（税抜価格 19,000円）

20,900円（税抜価格 19,000円）

カラー：ブラック×レッド
（商品コード：DS41900）

カラー：ブラック×レッド
（商品コード：DS41901）

カラー: ブラック×ブルー（商品コード：DS41902）

カラー: ブラック×ブルー（商品コード：DS41903）

素材: グラファイト、高伸縮グラファイト、
ダイポルギー エポキシ、制振ゴム、高反発ウレタン

素材: グラファイト、高伸縮グラファイト、
ダイポルギー エポキシ、制振ゴム、高反発ウレタン

素材: グラファイト、制振ゴム、高反発ウレタン

素材: グラファイト、制振ゴム、高反発ウレタン

平均重量：USL＝238g（フレームのみ）

平均重量：USL＝238g（フレームのみ）

平均重量: UXL＝223g（フレームのみ）

平均重量: UXL＝223g（フレームのみ）

USL＝238g（フレームのみ）

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

SL＝253g（フレームのみ）

SL＝253g（フレームのみ）

グリップサイズ：USL＝0・1、SL＝1

グリップサイズ: USL＝1・2、SL＝2

グリップサイズ: 0・1

グリップサイズ: UXL＝0・1、USL＝1・2

USL＝238g（フレームのみ）

ストリングパターン：メイン16本×クロス16本

ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

推奨ストリングテンション：23〜35ポンド

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。
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ATHLETE MODEL

JETSTORM

SERIES

弾ける。だからショットが飛び抜ける。

JETSTORM

200S/200V

上級者が求める弾きを徹底追求。
圧倒的な飛びで、より攻撃的なショットが可能に。
フレーム剛性を強化したラウンド形状フレームを採用。
正面厚を薄く設定し、振り抜きに優れたラウンド形状フレームを採用。フレーム剛
性を強化し、上級者が求める弾きと飛びを追求。

●正面厚を薄く設定。
●フレーム剛性を強化。

500S/500V

中級者に適した飛びと弾きを実現。
操作性に優れた軽量バージョンもラインナップ。
フレーム剛性をソフトに設定したラウンド形状フレームを採用。
正面厚を薄く設定し、振り抜きの良いラウンド形状フレームを採用。フレーム剛性
は上級者モデル（200S/200V）に比べ、ソフトに設定し、中級者に適した飛びと
弾きを実現。

SOFT TENNIS

JETSTORM

●正面厚を薄く設定。
●フレーム剛性は上級者モデル
（200S/200V）に比べ、
ソフトに設定。

軽くて扱いやすいラケットを求めるプレーヤーにも対応。
238g（平均）の標準モデルに加え、223g（平均）の軽量バージョンもラインナップ。
ステップアップの際に、2本目も軽くて扱いやすいラケットを求めるプレーヤーに。

飛び抜けるパワー系
「ジェットストーム」シリーズ。
ダンロップのパワー系競技モデル「ジェットストーム」シリーズは、
ゲームの高速化に対応し、飛びと弾きを徹底的に追求。
振り抜きに優れた高反発なラウンド形状フレームを採用するとともに、

共通機能
シリーズ全機種に硬式ラケットのキーテクノロジーを応用。
「ソニックコア」をアップデート。
フェイスの3時と9時部分に搭 載されているソニックコアの素材に、高
反発素材「Infinergy®（インフィナジー）
」を採用し、飛びと弾きをさらに
向上。スロート部のソニックコアには、振動吸収性に優れた素材（高反
発スチレン系エラストマー）を採用し、打球感もよりマイルドに調整。

パワーグリッドストリングテック（特許出願中）
先端部のマス目を16％※、中央部は2％※ 拡大した独自のストリングパ
ターンを採用。これにより先端方向への反発性が向上し、スイートエリ
アも拡大。

硬式ラケットで培ったキーテクノロジーを応用し、
対象プレーヤーに最も適したプレーアビリティーを実現。

先端部のマス目

多様化するプレースタイルにより的確に対応し、
あらゆるショットが飛び抜けるパワー系モデル4機種を展開します。

16 ％拡大
イメージ図

「Infinergy®（インフィナジー）」とは
ドイツのBASF社が開発した高反発ウレタン発泡体
材料（E-TPU）。ランニングシューズをはじめ、様々
な製品の高性能化に応用されています。

※

中央部のマス目

2 ％拡大

※

中央部の最大パワーを落とすことなく、
先端方向への反発性を向上。
イメージ図
※当社従来品比
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●上級者（実業団選手、学生競技者など）に、一層強化された飛びと弾きで、
より攻撃的なショットを。

弾きと振り抜きに優れた
パワー系競技モデル。

飛びと弾きに優れた
パワー系競技モデル。

優れた飛びと弾きを実現した
パワー系競技モデル。

SOFT TENNIS

弾きを一層強化した
パワー系競技モデル。

●中級者（中高生の部活プレーヤーなど）に、飛びと弾きに優れ、扱いやすい軽量バージョンもラインナップ。

25.5mm

26mm

振り抜きに優れ、
より攻撃的な
ショットが可能。

25mm

25.5mm

優れた弾きで、
ボレーやスマッシュの
威力を向上。

26.5mm

ストローク主体

19mm

290mm

平均バランスポイント

275mm

200S

290mm

90 sq.in.
690 mm

21mm
平均バランスポイント

10 mm long

275mm

（フレームのみ）

24mm

フルレングスカバー付

200V

24mm

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

弾きを一層強化した90平方インチ・フェイスのラウンド形状フレームを採
用。軽快な打球感を実現し、振り抜きやすく、
より攻撃的なネットプレーを
可能にする前衛用モデルです。

DUNLOP JETSTORM

ネットプレー主体

90 sq.in.
700 mm

平均バランスポイント
（フレームのみ）

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

上級者が求める弾きと飛びを追求した90平方インチ・フェイスのラウンド
形状フレームを採用。
パワフルなのにコントロールも効く扱いやすい後衛
用モデルです。
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19mm

24mm

フルレングスカバー付

操作性に優れた
軽量バージョンも
ラインナップ。

26.5mm

ストローク主体

（フレームのみ）

24mm

DUNLOP JETSTORM

90 sq.in.
690 mm

21mm

10 mm long

（フレームのみ）

10mmロング・フレームを
採用し、
軽量バージョンも用意。

25mm

ネットプレー主体

90 sq.in.
700 mm

平均バランスポイント

26mm

フルレングスカバー付

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

飛びと弾きに優れた90平方インチ・フェイスのラウンド形状フレームを採
用。
パワフルで扱いやすく、
より攻撃的なストロークが自在に打てる後衛用
モデルです。

DUNLOP JETSTORM

500S

フルレングスカバー付

飛びと弾きに優れた90平方インチ・フェイスのラウンド形状フレームを採
用。
パワフルで振り抜きやすく、
ボレーやスマッシュの決定力を向上する前
衛用モデルです。

DUNLOP JETSTORM

500V

ダンロップ ジェットストーム 200S

ダンロップ ジェットストーム 200V

ダンロップ ジェットストーム 500S

ダンロップ ジェットストーム 500V

24,200円（税抜価格 22,000円）

24,200円（税抜価格 22,000円）

20,900円（税抜価格 19,000円）

20,900円（税抜価格 19,000円）

カラー：ブラック×ホワイト
（商品コード：DS42000）

カラー：ブラック×ホワイト
（商品コード：DS42001）

カラー: ブラック×マゼンタ
（商品コード：DS42002）

カラー: ブラック×マゼンタ
（商品コード：DS42003）

素材: グラファイト、高反発ウレタン、高反発スチレン系エラストマー

素材: グラファイト、高反発ウレタン、高反発スチレン系エラストマー

素材: グラファイト、高反発ウレタン、高反発スチレン系エラストマー

素材: グラファイト、高反発ウレタン、高反発スチレン系エラストマー

平均重量：238g（フレームのみ）

平均重量：238g（フレームのみ）

平均重量: UXL＝223g（フレームのみ）

平均重量: UXL＝223g（フレームのみ）

グリップサイズ：0・1

グリップサイズ: 1・2

ストリングパターン：メイン16本×クロス16本

ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

グリップサイズ: 0・1

グリップサイズ: 1・2
ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

USL＝238g（フレームのみ）

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

USL＝238g（フレームのみ）

推奨ストリングテンション：23〜35ポンド

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

ストリングパターン: メイン16本×クロス16本

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

推奨ストリングテンション: 23〜35ポンド

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。
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ENTRY & SUPER LIGHT MODEL
入門用に適した軽量オールラウンドモデルと軽量ハイパワーモデルをラインナップ。
その快適な飛びと扱いやすさで、
初心者から経験者まで、 誰もが無理なくプレーを楽しめます。

ミスショットを抑え、上達を加速する
軽量オールラウンドモデル。

快適な飛びで、入門用に適した
軽量オールラウンドモデル。

どんなボールも楽に飛ばせる
軽量ハイパワーモデル。

SOFT TENNIS

ACCESSORIES

飛びに優れた
扱いやすい
10mmロングの
オープンスロート。

28mm

パワフルな
10mmロングの
セミオープン
スロート。

26mm

ストリング
張上げモデル

平均バランスポイント

21mm

305mm

28mm

オールラウンド

ストリング
張上げモデル

TC-517S

8,580円（税抜価格 7,800円）

1,760円（税抜価格 1,600円）

商品コード：TC518
素材：ボード部＝木、脚部＝スチール、

軽量モデル

95 sq.in.
700 mm
19.5mm

TC-518

ストロークボード

軽量モデル

95 sq.in.
700 mm
10 mm long

パワフルな
20mmロングの
オープンスロート。

オールラウンド

ブラック×ピンク

軽量モデル

ブラック×グリーン

ネイビー×ブルー

ホワイト×ライム

ホワイト×ブルー

オールラウンド

SOFT TENNIS

ストローク練習の決定版！
誰にでも簡単に正確な
ボール出しが行えます。

サイズ：60×25cm

100 sq.in.
710 mm

平均バランスポイント

360mm

10 mm long

シート＝ゴムスポンジ

ストロークボード スペアシート
商品コード：TC517S
素材：ゴムスポンジ
サイズ：35×20×0.5cm
MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

20 mm long

（フレームのみ）

平均バランスポイント

295mm

（フレームのみ）

（フレームのみ）

21mm
24mm

22mm

24mm

フルレングスカバー付

フルレングスカバー付

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

95平方インチ・フェイスと10mmロング・フレームを採用し、優れた飛びを実現。
ボールへの喰いつきを向上するウェーバーシステムの搭載により、優れたリカバ
リー性を発揮し、初心者でも無理なく扱える軽量オールラウンドモデルです。

DUNLOP AEROSTAR

700

ダンロップ エアロスター 700

オープン価格

※ストリング張上げ

カラー：ホワイト×ブルー（商品コード：DS42004WHBL）
ホワイト×ライム（商品コード：DS42004WHLM）
素材：グラファイト
平均重量：213g（フレームのみ）

95平方インチ・フェイスと10mmロング・フレームを採用し、快適な飛びを実
現。初心者でもボールがよく飛び、扱いやすく、入門用に適した軽量オールラウ
ンドモデルです。

DUNLOP AEROSTAR
優れたリカバリー性や喰いつきを実現す
る
「ウェーバーシステム」
フェイス上部に2重構造のグロメットを搭載。従
来のグロメットよりストリングが大きく動き、
オフ
センターショットにおけるリカバリー性の向上や
優れたボールへの喰いつきを実現します。

800

フルレングスカバー付

SRIXON

F 950

ダンロップ エアロスター 800

スリクソン F 950

オープン価格

19,800円（税抜価格 18,000円）

※ストリング張上げ

カラー：ネイビー×ブルー（商品コード：DS42005NVBL）
ブラック×グリーン
（商品コード：DS42005BKGR）
ブラック×ピンク
（商品コード：DS42005BKPK）

カラー：ホワイト×ゴールド（商品コード：SR11706WHGD）
素材：グラファイト、高伸縮グラファイト、
ダイポルギー エポキシ
平均重量：170g（フレームのみ）
グリップサイズ：0

グリップサイズ：0

平均重量：213g（フレームのみ）

ストリングパターン：メイン16本 × クロス17本

ストリングパターン：メイン16本 × クロス16本

グリップサイズ：0

推奨ストリングテンション：20〜30ポンド

推奨ストリングテンション：20〜30ポンド

ストリングパターン：メイン16本 × クロス16本

MADE IN CHINA

推奨ストリングテンション：20〜30ポンド

※ソフトテニス用のラケットです。

※ソフトテニス用のラケットです。

イメージ図

MADE IN CHINA

※ソフトテニス用のラケットです。

（公財）日本ソフトテニス連盟公認

飛びを最重視した20mmロング・フレームを採用。
パワフルな弾きと操作性に
優れた170g（平均）のスーパーライトモデルです。

素材：グラファイト

MADE IN CHINA
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（公財）日本ソフトテニス連盟公認

適度なパワーアシストを実現し、
喰いつき
も向上する
「シンクロチャージシステム」
通常のグラファイトの4倍の伸縮性がある高伸
縮グラファイトをフェイス部のキーセクションに
応用。オフセンターショットにおける適度なパ
ワーアシストを実現し、
ボールへの喰いつきとリ
カバリー性を向上しました。

イメージ図
※特許：6053539

高い振動吸収性を実現する
「ヒート・コンバート設計」
熱エネルギー変換技術を応用したヒート・コン
バート設計を採用。
インパクト時の衝撃や振動
を熱エネルギーに変換し、高い振動吸収性を確
保しながら、
より攻撃的な弾きを実現しました。

イメージ図
※特許：3970865、4041031
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SHOES
その切り返しに、さらなる鋭さと確かさを。

LAUNCHARGE

TM

フットワークにおける安定性の要となるシャンクに、

足の動きに対し、シューズの内側と外側で異なる働きをするツインシャンクの「デュオエッジ」を新たに採用。
競技者の要望に応え、その激しいフットワークを支えるために、
安定性、サポート性、そして耐久性を追求したハイエンドな高安定系モデル「ランチャージ」が新登場。

DUOEDGE

TM

TECHNOLOGY

優れた安定性を実現するツインシャンク「デュオエッジ」。

安定性の要となるシャンクを内側と外側に分離。それぞれ異なる働きをするツインシャンク構造を採用し、切り返しと蹴り出しのシューズの変形量を最適化。

●切り返しにおける「デュオエッジ」の働き

●蹴り出しにおける「デュオエッジ」の働き
捻 挫 の 原 因 に なりや す い
シューズの外側へのネジれ
（外回転）
も抑制。

蹴り出し時に、内側シャンクと外側シャンクが相互に大きく変
形。シューズを内側にネジれやすくすることで、拇指球部におけ
るコートへのより効率的なパワー伝達を実現。

右足

右足

内側TPUシャンク

外側TPUシャンク

変形なし

変形なし

OTHER

内側

外側

外側への
ネジレを抑制

TECHNOLOGY

インナーブラストやヒールカウンターなど、
素材面や構造面からも
安定性とサポート性を追求。

ALL COURT

内側TPUシャンク

外側TPUシャンク

変形大

変形大

内側

外側

●外付けヒールカウンター

優れたスプリング効果を発揮する
高剛性・高弾性プレートを
前足部に内蔵し、
蹴り出しや切り返しの
動きをサポート。

しっかりとしたヒールカウンターを外付けし、
安定性とサポート性を
構造面から強化。

TM

OMNI® & CLAY

従来よりもパワーのあるプレーヤーを想定。
耐久性を強化するとともに、サポート性の向上も図り、より激しいフットワークに対応。

新しいオムニ®パターンを採用。
グリップ＆スライド性能の最適化を図り、オムニ®＆クレーにおけるコートパフォーマンスを向上。

独自のヘリンボーンパターンを採用し、
前後左右方向へのグリップ力を
偏りなく向上。
蹴り出し方向への
グリップ力を向上。

矢印（➡）方向の蹴り出しに高いグリップ力を発揮。
アウトソールに屈曲溝を配置。
左右方向への屈曲性を高め、
フットワークをサポート。
ップ
グリ

蹴り出し方向への
グリップ力を向上。

アウトソールに屈曲溝を配置。
左右方向への屈曲性を高め、
フットワークをサポート。

前方向の
動きに対して
高いグリップ力を
発揮。

しっかり
グリップ

OMNI ® & CLAY

グリップ

従来よりもブロックを
大きく厚くして耐久性を向上。

グリップ
拡大図

DUNLOP

横方向への
スライド時には
グリップし過ぎず、
蹴り出し方向への
グリップ力を向上。

グリップ
拡大図

傾斜 急

適度な
スライド

傾斜 緩

イメージ図

オムニ®＆クレーで、優れたコートパフォーマンスを発揮する高安定系モデル。
レッド 24.0〜29.0cm

ブラック 22.5〜29.0cm

NEW

図
拡大

後方への動きに
グリップ力を発揮。
ストップ時も
高いグリップ力。

拡大図

ランチャージ オールコート DTS-1061
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ALL COURT

横方向へのスライド時には
グリップし過ぎず、
前方向へは高いグリップ力を発揮。

ハイレベルな安定性を実現し、激しいフットワークを支える高安定系モデル。

LAUNCHARGE ALL COURT

NEW OUTSOLE

内側への
ネジレを促進

●インナーブラスト（InnerBlastTM）

レッド 24.0〜29.0cm

DUNLOP

シューズの内側へのスムー
ズなネジれ（内回転）により、
安定性の向上にも寄与。

SHOES

切り返しなどでシューズの外側に荷重がかかる時に、外側シャ
ンクがシューズの変形を抑制。より確かな切り返しを可能にし、
安定性を向上。

LAUNCHARGE OMNI ® & CLAY
TM

ブラック 22.5〜29.0cm

NEW

ランチャージ オムニ®＆クレーコート用 DTS-1063

15,950円（税抜価格 14,500円）

15,950円（税抜価格 14,500円）

●カラー：レッド
（商品コード：DTS1061RD）、
ブラック
（商品コード：DTS1061BK）●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝EVA+TPU、
インソール＝EVA、
アッパー＝合成樹脂+合成繊維

●カラー：レッド
（商品コード：DTS1063RD）、
ブラック
（商品コード：DTS1063BK）●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝EVA+TPU、
インソール＝EVA、
アッパー＝合成樹脂+合成繊維

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA
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先進の、さらに一歩先へ。

ア ク ティベ ク タ ー

Progressive Edition

ダンロップの名を冠し、バージョンアップにより、
その完成度をさらに高めた
スピード系モデル「アクティベクター」。
アウトソールの耐久性を強化するとともに、
シューズ内の足の動きに対する追随性や一体感を大幅に向上。
よりタフに、より快適になったスピード系モデルで、
先進の、さらに一歩先へ。

SOLE SYSTEM

SOLE STRUCTURE

先進のソールシステムで、フットワークの俊敏性を追求。

独自のソール構造で、サポート性とフィット性を向上。

Vertical Flexion Sole

VECTOR CARBON Kick Assist

INTEGRATED SHANK

Fit Select Insole

前後だけでなく横方向への屈曲性も確保。
グリップ性を向上し、パワーロスも軽減。

高弾性の「ベクターカーボン」を内蔵。
切り返しや蹴り出しのレスポンスを向上。

シャンクを足裏にリフトアップ。
足との一体感を高め、サポート性を強化。

スリム or コンフォート。
選べるインソールで、フィット性のカスタマイズが可能。

スリム

ALL COURT

OMNI® & CLAY

イメージ図

●縦方向のグルーブ

●切り返しの動き

切り返しに適した屈曲性を確保。

足の動きに対する追従性を高め、
「ベクターカーボン」の
復元力が切り返しのレスポンスを向上。

●アウトソールの耐久性を強化。

シャンクの小型化も同時に実現。

UPPER DESIGN
存在感を強く印象づける斬新なアッパーデザイン。

3D Bi-Face Upper

バージョンアップのポイント

見る方向によって色が変化する独自のグラデーションデザインを採用。

●より快適な履き心地を実現。

シューズ内の部材を適度に柔らかくし、足の
動きに対する追随性や一体感を向上。アッ
パーは足あたりの良いラストの採用などによ
り、ソフトで快適な履き心地を実現。

●ホールド性と安定性も向上。

ダブルアイレットの採用やシューズの履き口
を改良。足入れの良さとフィット感を高め、
ホールド性と安定性も向上。

ALL COURT

OMNI® & CLAY

イメージ図

●横方向のグルーブ

●蹴り出しの動き

蹴り出しに適した屈曲性を実現。

つま先部の自然な屈曲性を実現し、
「ベクターカーボン」の
復元力でより強い蹴り出しが可能に。

ホワイト

レッド

ブルー

イエロー

ピンク

パープル

SHOES

アウトソールラバーの耐摩耗性を向上し、
競技者の激しいフットワークに応えるハイ
レベルな耐久性を発揮。

コンフォート

ALL COURT

バージョンアップで、耐久性と快適性を大幅に向上。より俊敏なフットワークを可能にするスピード系モデル。
ホワイト×レッド 22.5〜29.0cm

OMNI ® & CLAY

ホワイト×レッド 22.5〜29.0cm

ブルー×イエロー 24.0〜29.0cm

ピンク×パープル 22.5〜25.5cm
コンフォート

スリム

コンフォート

フィット感をカスタマイズ。2種類のインソールを標準装備。

フィット感をカスタマイズ。2種類のインソールを標準装備。

※工場出荷時はコンフォートタイプが装着されています。

※工場出荷時はコンフォートタイプが装着されています。

ACTIVECTOR ALL COURT

アクティベクター オールコート DTS-1041
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ブルー×イエロー 24.0〜29.0cm

ピンク×パープル 22.5〜25.5cm
スリム

DUNLOP

俊敏性を追求し、耐久性と快適性を大幅に向上。高速化する現代テニスに対応したスピード系モデル。

DUNLOP

ACTIVECTOR OMNI ® & CLAY

アクティベクター オムニ®＆クレーコート用 DTS-1043

オープン価格

オープン価格

●カラー：ホワイト×レッド
（商品コード：DTS1041WR）、
ブルー×イエロー（商品コード：DTS1041BY）、
ピンク×パープル
（商品コード：DTS1041PP）

●カラー：ホワイト×レッド
（商品コード：DTS1043WR）、
ブルー×イエロー（商品コード：DTS1043BY）、
ピンク×パープル
（商品コード：DTS1043PP）

●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝EVA＋TPU、
インソール＝EVA、
アッパー＝人工皮革＋合成樹脂

●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝EVA＋TPU、
インソール＝EVA、
アッパー＝人工皮革＋合成樹脂

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

57

CARPET

BAGS

優れたホールド性で、切り返しの安定性が向上。
より機能的にバージョンアップしたカーペットコート用モデル。

履き口をアップグレード
履き口のスポンジを2重構造にすることで、
ワンランク上のフィット性を実現し、足首のホールド性を向上。

ダブルアイレットを採用
必要に応じて紐をしっかり締めることができ、
ホールド性を重視する競技者のニーズにも対応。

PRO LINE

OWN NAME
対象商品

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

CX series

TPUシャンクを搭載
一般用モデルながら
TPUシャンクを搭載した競技仕様。

アッパーサイドを補強
しっかりとした人工皮革でアッパーサイドを補強し、
切り返しにおけるサポート性や安定性を向上。

ホワイト×ブルー 22.5〜29.0cm

ホワイト×ピンク 22.5〜25.5cm

SPEEZA 3 CARPET
スピーザ3 カーペットコート用 DTS-1055

7,150円（税抜価格 6,500円）
●カラー：ホワイト×ブルー（商品コード：DTS1055WB）、
ホワイト×ピンク
（商品コード：DTS1055WP）●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝EVA、
インソール＝EVA、
アッパー＝人工皮革
MADE IN CHINA

SHOES

※ご注意：本製品はカーペットコート専用テニスシューズです。カーペットコート以外で使用しないでください。

白をベースに、
アクセントとして6色のカラープレートを標準装備。

New

ラケットバッグ（ラケット12本収納可）

17,600円（税抜価格 16,000円）

履きやすさや成長する子供の足に配慮した基本設計。

天面

商品コード：DTC2180
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W46×H34cm（約95ℓ）
重さ：約2kg

底面

BAGS

JUNIOR

DTC-2180

選べるカラーでカスタマイズ。
成長する子供の足に配慮したジュニア用シューズ。

MADE IN CHINA

DTC-2180
DTC-2181

カスタマイズは付属のカラープレート
を差し替えるだけでOK。

履 い たり脱 い だりが 容 易 な 面ファス
ナーを採用。

ショルダーベルトは背負ったままで
長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、
背中・肩・胸に荷重が分散し、
背負い心地が向上。

サイズの微調整が可能なサイズアップ
インソールが付属。
インソールを交換す
るだけで、
ワンサイズアップ。
（22.0cm
の場合22.5cmのインソールが付属）

共通機能

壊れやすい小物類の収納に適した
成型タイプのアクセサリーポケット。

SIZE 17.0〜22.0cm（1cmきざみ）

SIZE 17.0〜22.0cm（1cmきざみ）

折りたたみ式の仕切り
（1枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。

DTC-2181

J-FLICK ALL COURT
ジェイ・フリック オールコート DTS-1031

J-FLICK CARPET
6,820円（税抜価格 6,200円）

●カラー：ホワイト
（商品コード：DTS1031WH）

●カラー：ホワイト
（商品コード：DTS1035WH）

●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝ＥＶＡ、
インソール＝ＥＶＡ
（サイズアップインソール付属）、

●素材：アウトソール＝ゴム底、
ミッドソール＝ＥＶＡ、
インソール＝ＥＶＡ
（サイズアップインソール付属）、

アッパー＝人工皮革＋合成繊維
MADE IN CHINA

14,300円（税抜価格 13,000円）

ジェイ・フリック カーペットコート用 DTS-1035

6,820円（税抜価格 6,200円）

New

ラケットバッグ（ラケット8本収納可）

シューズポケット。

折りたたみ式仕切りと
メッシュオープンポケット付き。

天面

底面

商品コード：DTC2181
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W35×H34cm（約70ℓ）
重さ：約1.9kg
MADE IN CHINA

アッパー＝人工皮革＋合成繊維
MADE IN CHINA

※ご注意：本製品はカーペットコート専用テニスシューズです。カーペットコート以外で使用しないでください。
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PRO LINE

CX series

DTC-2180

PRO LINE

FX series

OWN NAME
対象商品

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

ラケット収納部から
飛び出すタイプの
グリップカバー付き。

DTC-2182

折りたたみ式の仕切り
（1枚）
を設け、
衣類やシューズなどの
分別収納が可能。
折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。

DTC-2084
ラケットバッグ（ラケット12本収納可）

16,500円（税抜価格 15,000円）
DTC-2180
DTC-2181
DTC-2182
サイズ比較

DTC-2182

New

ラケットバッグ（ラケット2本収納可）

DTC-2084
DTC-2085

商品コード：DTC2084
カラー：ブラック×ブルー
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W46×H34cm
重さ：約1.9kg
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。

共通機能

ショルダーベルトは背負ったままで
長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、
背中・肩・胸に荷重が分散し、
背負い心地が向上。

MADE IN CHINA

12,100円（税抜価格 11,000円）
76.5cm

DTC-2181
DTC-2182
（ラケット8本収納可） （ラケット2本収納可）

MADE IN CHINA

BAGS

DTC-2180
（ラケット12本収納可）

商品コード：DTC2182
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L60×W29×H32cm（約45ℓ）
重さ：約1.2kg

60cm

内側にメッシュオープンポケット付き。

DTC-2085
前面のポケット内側には、
小物の収納に便利な
ファスナーポケット付き。

DTC-2183

New

ロングバックパック（ラケット2本収納可）

11,000円（税抜価格 10,000円）
商品コード：DTC2183
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L34×W19×H72cm（約40ℓ）
重さ：約0.9kg

折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。

ラケットバッグ（ラケット8本収納可）

13,200円（税抜価格 12,000円）
商品コード：DTC2085
カラー：ブラック×ブルー
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W35×H34cm
重さ：約1.7kg
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

背面

シューズポケット。

快適性を重視し、
背面とショルダーベルトに、
厚手のクッションと
メッシュ素材を使用。

DTC-2184

New

バックパック（ラケット2本収納可）

7,700円（税抜価格 7,000円）
ラケット収納部には、
ラケットを固定するストラップ付き。

商品コード：DTC2184
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L38×W25×H49cm（約40ℓ）
重さ：約0.8kg
MADE IN CHINA

背面

前面のポケット内側には、
小物の収納に便利なオープンポケットと
ファスナーポケット付き。

60

前面ポケット内側には、
小物の収納に便利な
オープンポケットと
ファスナーポケットを配置。

DTC-2086

DTC-2087

ダッフルバッグ

バックパック（ラケット2本収納可）

7,700円（税抜価格 7,000円）

7,700円（税抜価格 7,000円）

商品コード：DTC2086
カラー：ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L55×W29×H28cm
重さ：約0.6kg
●前面と両サイドにファスナーポケット付き。
●内側にオープンポケット付き。

商品コード：DTC2087
カラー：ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L34×W24×H48cm
重さ：約0.7kg
●快適性を重視し、背面とショルダーベルトに、
厚手のクッションとメッシュ素材を使用。
●両サイドにオープンポケット付き。
●ラケット収納部には、
ラケットを固定するストラップ付き。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA
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SX series

PRO LINE

OWN NAME
対象商品

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

DTC-2080
ラケットバッグ（ラケット12本収納可）

16,500円（税抜価格 15,000円）
商品コード：DTC2080
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W46×H34cm
重さ：約1.9kg
ブラック×イエロー

ブラック×ブラック

MADE IN CHINA

ブラック×イエロー

天面

底面

天面
ブラック×ブラック

内側にオープンポケット付き。

DTC-2082
ダッフルバッグ

7,700円（税抜価格 7,000円）

ラケットバッグ（ラケット8本収納可）

13,200円（税抜価格 12,000円）

ブラック×イエロー

ブラック×ブラック

商品コード：DTC2081
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L76.5×W35×H34cm
重さ：約1.7kg

商品コード：DTC2082
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材：ポリエステル
サイズ：L55×W29×H28cm
重さ：約0.6kg
MADE IN CHINA

裏側
前面と両サイドにファスナーポケット付き。

MADE IN CHINA

天面

底面

前面

BAGS

DTC-2081

天面

DTC-2080
DTC-2081
共通機能

ブラック×イエロー

内側にオープンメッシュポケット付き。

折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。

快適性を重視し、
背面とショルダーベルトに、
厚手のクッションと
メッシュ素材を使用。
内側にオープンポケット付き。
ショルダーベルトは背負ったままで
長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、
背中・肩・胸の荷重が分散し、背負い心地が向上。

ブラック×ブラック

両サイドにオープンポケット付き。
前面ポケット内側には、
小物の収納に便利な
オープンポケットと
ファスナーポケットを配置。

DTC-2083
バックパック（ラケット2本収納可）

7,700円（税抜価格 7,000円）
商品コード：DTC2083
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材：ポリエステル
サイズ：L34×W24×H48cm
重さ：約0.7kg

ラケット収納部には、
ラケットを固定するストラップ付き。

MADE IN CHINA

62

63

CASUAL SPORTY

LINE

OWN NAME
対象商品

ブラック×レッド
模様部分

サイドからメイン収納部に
アクセスできるファスナー付き。

DTC-2070
ロングバックパック（ラケット2本収納可）

商品コード：DTC2070
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L35×W23×H70.5cm
重さ：約1.2kg
●外側に4つのファスナーポケット付き。
●両サイドにオープンポケット付き。
●チェストストラップ付き。

DTC-2076

ショルダーバッグ

サコッシュ

4,400円（税抜価格 4,000円）

2,200円（税抜価格 2,000円）

商品コード：DTC2074
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L32×W13×H28cm
重さ：約0.3kg
●外側にファスナーポケットと
オープンポケット付き。

商品コード：DTC2076
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル
サイズ：L28×H21cm
重さ：約0.1kg
●外側にファスナーポケット付き。
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

12,100円（税抜価格 11,000円）

シューズポケット。

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

ネイビー×グレー
模様部分

DTC-2074

メイン収納部は巾着仕様。

オウンネーム対象商品

ブラック×レッド

内側にファスナーポケット付き。

ネイビー×グレー

MADE IN CHINA

専用スペースにラケット2本収納可。
背面とショルダーベルトに
厚手のクッションを使用。

DTC-2077

ネイビー×グレー

ブラック×レッド

DTC-2075

ポーチ

1,650円（税抜価格 1,500円）

ボディバッグ

3,300円（税抜価格 3,000円）

DTC-2071
バックパック（ラケット2本収納可）

9,900円（税抜価格 9,000円）

専用スペースにラケット2本収納可。
背面とショルダーベルトに
厚手のクッションを使用。
シューズポケット。

ネイビー×グレー

ブラック×レッド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

商品コード：DTC2071
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L35×W23×H54cm
重さ：約0.9kg
●外側に3つのファスファーポケット付き。
●両サイドにオープンポケット付き。
●チェストストラップ付き。
MADE IN CHINA

ネイビー×グレー

LADIES’

商品コード：DTC2077
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L26×W10×H17cm
重さ：約0.1kg
●持ち手付き。
●内側にオープンポケット付き。
●外側にファスナーポケット付き。

LINE

BAGS

メイン収納部は巾着仕様。

ブラック×レッド

商品コード：DTC2075
カラー：ブラック×レッド
素材：ポリエステル
サイズ：L35×W9×H15cm
重さ：約0.2kg
●外側にファスナーポケット付き。

DTC-2060

レディス

バックパック（ラケット2本収納可）

7,700円（税抜価格 7,000円）

DTC-2072

商品コード：DTC2060
カラー：ネイビー、
レッド
素材：ポリエステル
サイズ：L28×W15×H46cm
重さ：約0.5kg
●外側に2つのファスナーポケット付き。
●両サイドにオープンポケット付き。

トートバッグ（ラケット2本収納可）

8,800円（税抜価格 8,000円）

専用スペースに
ラケット2本収納可。

商品コード：DTC2072
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L42×W18×H44cm
重さ：約0.6kg
●内側にファスナーポケットとオープンポケット付き。
●両サイドにオープンポケット付き。
●外側にファスナーポケットとオープンポケット付き。

MADE IN CHINA

専用スペースに
ラケット2本収納可。
（当社モデルCS8.0/
10.0は1本）

MADE IN CHINA

ネイビー×グレー

ブラック×レッド

レッド

ネイビー

内側にポケット付き。

専用スペースに
ラケット1本収納可。

DTC-2061
DTC-2073

6,600円（税抜価格 6,000円）

ダッフルバッグ

8,800円（税抜価格 8,000円）

内側にオープンポケット付き。

DTC-2062

商品コード：DTC2073
カラー：ブラック×レッド、
ネイビー×グレー
素材：ポリエステル
サイズ：L56×W29×H25cm
重さ：約0.7kg
●2WAY仕様（ショルダー付き）。
●内側にオープンポケット付き。
●外側にファスナーポケット2つ、
オープンポケット1つ付き。
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ネイビー×グレー

シューズポケット。

レディス

ラケットケース（ラケット1本収納可）

2,200円（税抜価格 2,000円）
商品コード：DTC2062
カラー：ネイビー、
レッド
素材：ポリエステル
サイズ：L34×H78cm
重さ：約0.2kg
●外側にファスナーポケット付き。

MADE IN CHINA

ブラック×レッド

レディス

トートバッグ（ラケット1本収納可）

商品コード：DTC2061
カラー：ネイビー
素材：ポリエステル
サイズ：L36×W19×H43cm
重さ：約0.5kg
●2WAY仕様（ショルダーベルト付き）。
●内側にオープンポケットと
ファスナーポケット付き。
●両サイドにオープンポケット付き。
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

ネイビー

レッド
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TOUR

CLUB

LINE

OWN NAME

LINE

対象商品

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

DTC-2030
ラケットバッグ（ラケット6本収納可）

ブラック×グレー

7,700円（税抜価格 7,000円）

DTC-2110

商品コード：DTC2030
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク
素材：ポリエステル
サイズ：L75×W27×H33cm
重さ：約1.1kg
●外側にファスナーポケット付き。

New

キャスターバッグ（ラケット収納可）

20,900円（税抜価格 19,000円）
商品コード：DTC2110
カラー：ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L44×W35×H78cm（約95ℓ）
重さ：約5kg
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

ブラック×イエロー

ファスナーポケット付き。

New

DTC-2111

2WAYボストンバッグ（ラケット収納可）

11,000円（税抜価格 10,000円）

シューズポケット。
外側に大きなファスナーポケット付き。

商品コード：DTC2111
カラー：ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L69×W35×H33cm（約65ℓ）
重さ：約1.5kg
ネームカードホルダー付き。 前面のポケット内側に、
小物の収納に便利なファスナーポケット付き。

MADE IN CHINA

グレー×ピンク
天面

底面

収納例。

両側にラケットを3本ずつ収納可。

高さの違う2枚の仕切りは、倒すことができ、内部をフラットにして使用可能。

下部にはラケットが入る大きな収納部、
上部は3つのコンパートメントに分かれており、荷物を分割して収納可能。

バックパック（ラケット2本収納可）
収納例。

6,600円（税抜価格 6,000円）

シューズポケット。

背面

BAGS

DTC-2032
商品コード：DTC2032
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L37×W19×H45cm
重さ：約0.6kg
●外側にファスナーポケット付き。
MADE IN CHINA

ブラック×グレー

ブラック×ブルー

専用スペースに
ラケット2本収納可。

グレー×ピンク

ブラック×イエロー

背面には、
キャスターバッグに
セットアップできるベルト付き。

DTC-2033
ロングバックパック（ラケット2本収納可）

5,500円（税抜価格 5,000円）

DTC-2112

New

DTC-2113

New

ボストンバッグ

メッセンジャーバッグ（パソコン収納可）

7,700円（税抜価格 7,000円）

7,700円（税抜価格 7,000円）

商品コード：DTC2112
カラー：ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L55×W29×H28cm（約35ℓ）
重さ：約0.8kg

商品コード：DTC2113
カラー：ブラック
素材：ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ：L18×W40×H30cm（約２０ℓ）
重さ：約0.7kg

ファスナーポケット内には、
小物の整理に便利なポケット付き。

MADE IN CHINA

商品コード：DTC2033
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L32×W16×H71cm
重さ：約0.7kg
●2WAY仕様（サイドハンドル付き）。
●外側にファスナーポケット付き。

中身を見せない
ファスナーカバー付き。
ファスナーポケット内には、
小物の整理に便利なオープンポケット付き。

MADE IN CHINA

背面

MADE IN CHINA

ノートパソコン収納スペース。
ブラック×グレー

内側にオープンポケット付き。
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ブラック×イエロー

ブラック×ブルー

グレー×ピンク

メイン収納部に
ラケット2本収納可。

67

CLUB

OWN NAME

LINE

対象商品

ブラック×グレー

天面

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

DTC-2031
3WAYボストン

DTC-2036

7,150円（税抜価格 6,500円）

保冷バッグ

商品コード：DTC2031
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク
素材：ポリエステル
サイズ：L61×W30×H34cm
重さ：約1.5kg
●3WAY仕様。
●外側にファスナーポケット付き。

ブラック×イエロー

2,750円（税抜価格 2,500円）

内側に保冷素材を使用。
500㎖ペットボトル4本収納可。

MADE IN CHINA

ブラック×グレー

ブラック×イエロー

グレー×ピンク

商品コード：DTC2036
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L31×W10×H24cm
重さ：約0.2kg
MADE IN CHINA

ブラック×ブルー

シューズポケット。
折りたたみ時

折りたたみ時

折りたたみ時

折りたたみ時

グレー×ピンク

DTC-2039
レジャーシート

ブラック×グレー

1,650円（税抜価格 1,500円）
商品コード：DTC2039
カラー：イエロー、
ブラック、
ピンク、
ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L70×W60cm
重さ：約0.2kg

ブラック×イエロー

MADE IN CHINA

イエロー

ブラック

ピンク

BAGS

ブラック×ブルー

ブルー

グレー×ピンク

ブラック×グレー

DTC-2038

ブラック×イエロー

シューズケース

イエロー

1,650円（税抜価格 1,500円）

DTC-2035
3,850円（税抜価格 3,500円）

ブラック×ブルー

商品コード：DTC2035
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L35×W10×H22cm
重さ：約0.3kg
●外側にファスナーポケット付き。

ブラック

商品コード：DTC2038
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L39×W23×H16cm
重さ：約0.2kg

ショルダーバッグ

グレー×ピンク

DTC-2041

ブラック×イエロー

クッション

MADE IN CHINA

1,100円（税抜価格 1,000円）
商品コード：DTC2041
カラー：イエロー、
ブラック、
ピンク、
ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L36.5×W29×H1.5cm
重さ：約0.1kg

MADE IN CHINA

ピンク

MADE IN CHINA

ブルー

ブラック×グレー

グレー×ピンク

DTC-2037
ペンケース

DTC-2034

1,980円（税抜価格 1,800円）

トートバッグ（ラケット1本収納可）

商品コード：DTC2037
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク
素材：ポリエステル
サイズ：L20×W6×H9cm
重さ：約0.1kg

4,400円（税抜価格 4,000円）
商品コード：DTC2034
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×グレー、
グレー×ピンク、
ブラック×ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L38×W20×H45cm
重さ：約0.5kg
●ショルダーの長さ調節可。
●外側にファスナーポケット付き。

MADE IN CHINA

DTC-2040
ランドリーバッグ

MADE IN CHINA

1,430円（税抜価格 1,300円）
商品コード：DTC2040
カラー：イエロー、
ブラック、
ピンク、
ブルー
素材：ポリエステル
サイズ：L45×H35.5cm
重さ：約0.1kg
MADE IN CHINA

ブラック×イエロー
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ブラック×グレー

グレー×ピンク

ブラック×ブルー

メイン収納部にラケット1本収納可。

イエロー

ブラック

ピンク

ブルー
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TUNE-UP GEAR
OVERGRIPS
ウェット

グリップ力と吸水性、耐久性に優れたオーバーグリップ。

ダンロップ契約プロ 使用モデル

日本製

日本製
オーバーグリップ ウェットタイプ（3本入）

オーバーグリップ ウェットタイプ（30本入）

TOUR-TAC 1PC

TOUR-TAC 3PC

TOUR-TAC 30PC

ツアータック 1PC

TO U R-TAC

ホワイト

ブラック

レッド

イエロー

ブルー

日本製

オーバーグリップ ウェットタイプ（1本入）

ツアータック 3PC

ツアータック 30PC

385円（税抜価格 350円）

990円（税抜価格 900円）

8,800円（税抜価格 8,000円）

商品コード：DTA2011
カラー：ホワイト、
ブラック、
レッド、
イエロー、
ブルー
素材：ウレタン布
サイズ：厚さ＝0.6mm
長さ＝1,050mm
幅＝29mm

商品コード：DTA2010
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ウレタン布
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,050mm、幅＝29mm

商品コード：DTA2012
カラー：ホワイト
素材：ウレタン布
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,050mm、幅＝29mm

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

ホワイト

MADE IN JAPAN

ブラック

ホワイト

グリップ力に優れたオーバーグリップ。
オーバーグリップ ウェットタイプ（1本入）

オーバーグリップ ウェットタイプ（3本入）

オーバーグリップ ウェットタイプ（12本入）

GECKO-TAC 1PC

GECKO-TAC 3PC

GECKO-TAC 12PC

ゲコタック 1PC

G EC KO -TAC

ゲコタック 3PC

825円（税抜価格 750円）

2,860円（税抜価格 2,600円）

商品コード：DTA2030
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード：DTA2031
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード：DTA2032
カラー：ホワイト
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

ホワイト

ゲコタック 12PC

308円（税抜価格 280円）

ホワイト

ブラック

ブラック

ホワイト

オーバーグリップ セミドライタイプ（1本入）

オーバーグリップ セミドライタイプ（3本入）

VIPER-DRY 1PC

VIPER-DRY 3PC

バイパードライ 1PC

V I P E R- D RY

バイパードライ 3PC

308円（税抜価格 280円）

825円（税抜価格 750円）

商品コード：DTA2020
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード：DTA2021
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

MADE IN CHINA

DTA-1200
ステンシルマーク（1枚入）

880円（税抜価格 800円）
商品コード：DTA1200
カラー：ホワイト
素材：PVC

MADE IN CHINA

ホワイト
ホワイト

STENCIL MARK

TUNE-UP GEAR

速乾性に優れたオーバーグリップ。

ブラック

MADE IN TAIWAN

ブラック

吸水性に優れたソフトなオーバーグリップ。
オーバーグリップ ドライタイプ（1本入）

オーバーグリップ ドライタイプ（3本入）

U-SWEAT 1PC

U-SWEAT 3PC

ユースウェット 1PC

U -S W E AT

ユースウェット 3PC

308円（税抜価格 280円）

825円（税抜価格 750円）

商品コード：DTA2040
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン、
レーヨン
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝28mm

商品コード：DTA2041
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン、
レーヨン
サイズ：厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝28mm

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

ホワイト

ドライ

ホワイト

REPLACEMENT GRIP

ブラック

ブラック

速乾性に優れたリプレイスメントグリップ。
リプレイスメントグリップ セミドライタイプ（1本入）

VIPER-DRY 1PC

CX / SX / F X
SE R I E S
ラケット
標準装備

バイパードライ 1PC

1,210円（税抜価格 1,100円）
商品コード：DTA2022
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリウレタン
サイズ：厚さ＝1.8mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

VIBRATION ABSORBER
STA-1900

DTA-1910

ストリング振動止め（1個入）

ストリング振動止め（2個入）

440円（税抜価格 400円）

660円（税抜価格 600円）

商品コード：STA1900
カラー：ホワイト
素材：シリコンラバー
※ストリングの不快な振動をカット。

商品コード：DTA1910
カラー：ブラック×レッド、
イエロー×ブラック
素材：シリコンラバー
※ストリングの不快な振動をカット。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

ホワイト
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ブラック

ブラック×レッド

イエロー×ブラック
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C APS & V I S ORS

UV C UT

ACCESSORIES

つば芯に穴が開いており軽く、
折りたたんで持ち運ぶことができます。

TAC-8003W

レディス

ファスナー付きで楽に着脱できます。

UVカット アンダーウエア
（長袖ハイネック）
アジャスター

アジャスター

ホワイト
ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

TPH-5002

TPH-5003

キャップ

キャップ（軽量タイプ）

5,500円（税抜価格 5,000円）

商品コード：TAC8003W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：身生地＝ポリエステル80％
＋ポリウレタン20％
メッシュ生地＝ポリエステル100％
サイズ：S〜M
（バスト 76〜87cm）
M〜L（バスト 79〜90cm）
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。

商品コード：TAC8005W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：身生地＝ポリエステル80％
＋ポリウレタン20％
メッシュ生地＝ポリエステル100％
サイズ：S〜M（バスト 76〜87cm）
M〜L（バスト 79〜90cm）
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

TPH-5005
アメリカンキャップ

2,640円（税抜価格 2,400円）

3,300円（税抜価格 3,000円）

2,530円（税抜価格 2,300円）

商品コード：TPH5002
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100％
サイズ：フリー（頭囲 約56〜60cm）

商品コード：TPH5003
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約55〜60cm）

商品コード：TPH5005
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約56〜60cm）

MADE IN VIETNAM

MADE IN VIETNAM

MADE IN CHINA

ネイビー

ホワイト

ネイビー

ホワイト

身頃・脇下メッシュで通気性良好

TAC-8004W

つば芯に穴が開いており軽く、
折りたたんで持ち運ぶことができます。

身頃・脇下メッシュで通気性良好

レディス

インナーにもおすすめ。

UVカット アンダーウエア
（長袖ハイネック／ハーフ丈）

ホワイト

商品コード：TAC8004W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：身生地＝ポリエステル80％
＋ポリウレタン20％
メッシュ生地＝ポリエステル100％
サイズ：S〜M
（バスト 76〜87cm）
M〜L（バスト 79〜90cm）
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。

アジャスター

アジャスター

ホワイト

ホワイト

レディス

UVカット ボレロ

4,400円（税抜価格 4,000円）

4,400円（税抜価格 4,000円）

アジャスター

TAC-8007W

商品コード：TAC8007W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：身生地＝ポリエステル80％
＋ポリウレタン20％
メッシュ生地＝ポリエステル100％
サイズ：レディスフリー
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。
ネイビー

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

ネイビー

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

TPH-4000

TPH-4001

TPH-4002W

バイザー

バイザー（軽量タイプ）

レディスバイザー

丈が短いので締めつけが少なく楽に着用できます。

レディス

3,080円（税抜価格 2,800円）

3,080円（税抜価格 2,800円）

2,750円（税抜価格 2,500円）

商品コード：TPH4000
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100％
サイズ：フリー（頭囲 約54〜59cm）

商品コード：TPH4001
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約54〜59cm）

商品コード：TPH4002W
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：ポリエステル100%
サイズ：レディスフリー（頭囲 約52〜57cm）

MADE IN VIETNAM

MADE IN VIETNAM

MADE IN VIETNAM

ACCESSORIES

ホワイト

レディス

UVカット アンダーウエア
（長袖ハイネック）

4,950円（税抜価格 4,500円）

アジャスター

TAC-8005W

バックスタイル

身頃・脇下メッシュで通気性良好

手の甲もカバー
ホワイト

背面にメッシュ地を採用し通気性良好。
ハイネックが苦手な方におすすめ。

背面ファスナー付きで楽に着脱できます。

TAC-8008W

レディス

UVカット ネックカバー

3,520円（税抜価格 3,200円）
アジャスター

正面

ブルー×ホワイト

アジャスター

アジャスター

正面

正面

グリーン×ブラック

ネイビー

ブラック

ホワイト

裾をウエアの中に収納。
首元や背中の汗を取る効果もあります。

商品コード：TAC8008W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：ポリエステル80％＋ポリウレタン20％
サイズ：レディスフリー
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。

TAC-8006W

4,950円（税抜価格 4,500円）
ボールポケット付き

正面

正面

正面

ブラック×レッド

ネイビー

ブルー×ネイビー

正面

ネイビー×イエロー

TPH-5006

レディス

UVカット レギンス（10分丈）

MADE IN CHINA

商品コード：TAC8006W
カラー：ネイビー
素材：ポリエステル80％＋ポリウレタン20％
サイズ：S〜M
（ウエスト 58〜70cm）
M〜L（ウエスト 64〜77cm）
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。
MADE IN CHINA

TAC-8009W

レディス

TPH-5007

TPH-5008

アメリカンキャップ

2,640円（税抜価格 2,400円）

アメリカンキャップ

2,640円（税抜価格 2,400円）

3,080円（税抜価格 2,800円）

商品コード：TPH5007
カラー：グリーン×ブラック、
ブルー×ネイビー
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約56〜60cm）

商品コード：TPH5008
カラー：ブラック、
ネイビー
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約56〜60cm）

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

商品コード：TAC8009W
カラー：ネイビー、
ホワイト
素材：身生地＝ポリエステル80％
＋ポリウレタン20％
メッシュ生地＝ポリエステル100％
サイズ：レディスフリー（長さ45cm）
※吸水速乾、
ストレッチ生地使用。

UVカット アームカバー（両腕セット）

MADE IN CHINA

アメリカンキャップ

2,640円（税抜価格 2,400円）
商品コード：TPH5006
カラー：ブルー×ホワイト、
ブラック×レッド、
ネイビー×イエロー
素材：ポリエステル100%
サイズ：フリー（頭囲 約56〜60cm）
MADE IN CHINA
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ネイビー

ホワイト

脇下メッシュで通気性良好

73

SOCK S
ホワイト×ブラック

ブラック

日本製

日本製

日本製

ブラック

ホワイト

MEN’S

厚手

ブラック

ホワイト

厚手

タイプ

タイプ

厚手

タイプ

SOCKS

日本製

ホワイト
ブラック

LADIES’

日本製

ホワイト
ブラック

厚手

タイプ

ブラック×ピンク
ホワイト×ブルー

厚手

タイプ

SOCKS
ホワイト

New

TPO-6050

メンズ

メンズソックス（厚手レギュラー）

TPO-6051

TPO-6052

メンズ

メンズソックス（厚手ハーフ）

TPO-6053W

メンズ

メンズソックス（厚手ショート）

レディス

レディスソックス（厚手ショート）

TPO-6054W

TPO-6141W

レディス

レディスソックス（厚手アンクル）

レディス

レディスソックス（ハーフ）

1,540円（税抜価格 1,400円）

1,540円（税抜価格 1,400円）

1,430円（税抜価格 1,300円）

1,540円（税抜価格 1,400円）

1,430円（税抜価格 1,300円）

オープン価格

商品コード：TPO6050
カラー：ブラック、
ホワイト
素材：綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード：TPO6051
カラー：ブラック、
ホワイト
素材：綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード：TPO6052
カラー：ブラック、
ホワイト
素材：綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード：TPO6053W
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：23〜25cm
※Yヒール、土踏まずサポート、ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード：TPO6054W
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：綿、ナイロン、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ：23〜25cm
※Yヒール、土踏まずサポート、ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

商品コード：TPO6141W
カラー：ホワイト×ブラック、
ブラック×ピンク、
ホワイト×ブルー
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：23〜25cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。
MADE IN CHINA

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

ホワイト×レッド
ホワイト×レッド

ホワイト×ブルー

ホワイト
（アソート）

ホワイト×ピンク

ホワイト×ブルー

ブラック

ホワイト×ブルー

ホワイト×ピンク
ネイビー

24パック箱

ホワイト×ブルー

24パック箱

24パック箱

ブラック
（アソート）

3足 組

New

New

TPO-6132

New

TPO-6133

メンズ

メンズソックス（レギュラー）

メンズ

メンズソックス（ハーフ）

New

TPO-6134

3足 組

1足ずつ包装してあります。

New

TPO-6142W

メンズ

メンズソックス（ハーフ）

レディス

レディスソックス（ショート）

1足ずつ包装してあります。

New

TPO-6143W

レディス

レディスソックス（アンクル）

New

TPO-6144W

TPO-6145W

レディス

レディスソックス（ハーフ）

レディス

レディスソックス（アンクル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

商品コード：TPO6132
カラー：ホワイト×レッド、
ホワイト×ブルー
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：25〜27cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6133
カラー：ホワイト×レッド、
ホワイト×ブルー
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：25〜27cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6134
カラー：ホワイト
（アソート）、
ブラック
（アソート）
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：25〜27cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6142W
カラー：ホワイト×ピンク、
ホワイト×ブルー、
ネイビー
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：23〜25cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6143W
カラー：ブラック、
ホワイト×ピンク、
ホワイト×ブルー
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：23〜25cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6144W
カラー：アソート
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：23〜25cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード：TPO6145W
カラー：アソート
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：23〜25cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

JUNIOR
SOCKS

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

甲メッシュ

底パイル

ACCESSORIES

3足 組

1足ずつ包装してあります。

TOWELS

New

TPO-610J

ジュニア

ソックス機能一覧

ジュニアソックス（ハーフ）

抗菌防臭加工

オープン価格

商品コード：TPO610J
カラー：ホワイト
素材：ポリエステル、綿、その他
サイズ：17〜20cm、20〜22cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。
MADE IN CHINA

甲メッシュ

繊維上に発生する菌の増殖を抑え、
不快な臭いを防止。
甲メッシュ

底パイル

New

ブラック

New

メッシュで甲部分の通気性を高め、
足のムレを防止。

TPT-7131

厚めのパイル編みで、
クッション性を高め、
衝撃から足を保護。

3,300円（税抜価格 3,000円）

2,200円（税抜価格 2,000円）

商品コード：TPT7131
カラー：ブラック
素材：綿100％
サイズ：約60×120cm

商品コード：TPT7132
カラー：ブラック、
ネイビー
素材：綿100％
サイズ：約34×110cm

TPT-7132

バスタオル

底パイル

スポーツタオル

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

日本製

日本製
ネイビー

WR ISTBA N DS

New
ネイビー

New

TPT-7133

TPT-7134

マフラータオル

日本製

日本製

TW-3002
リストバンド 1個入

ホワイト

ブラック

1,100円（税抜価格 1,000円）

リストバンド 2個入

商品コード：TPT7133
カラー：ネイビー、
ピンク
素材：綿100％
サイズ：約20×110cm

660円（税抜価格 600円）

880円（税抜価格 800円）

商品コード：TW3002
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：綿、
ポリエステル、
ポリウレタン

商品コード：TW3003
カラー：ホワイト、
ブラック
素材：綿、
ポリエステル、
ポリウレタン

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

ホワイト

74

TW-3003

ウォッシュタオル

770円（税抜価格 700円）
商品コード：TPT7134
カラー：ネイビー、
ピンク
素材：綿100％
サイズ：約34×36cm

ネイビー

MADE IN JAPAN

ピンク

日本製

MADE IN JAPAN

ピンク

日本製

ブラック
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G LOVES
NANOFRONT® GLOVES
UVカット率 ナノフロント 素材で
99%以上 強力
UPF50＋

グリップ

優れた 消臭機能
吸水速乾 プラス

SILICON PRINT GLOVES

グローブのサイズの測り方

指先部（手の甲側）を延長し、
着脱性と日焼け防止効果をアップ。
（ネイルスルータイプ／ハーフタイプ）

素手感覚

2／
3

帝人フロンティア株式会社の極細繊維「ナノフロント®」
を用いて、共同開発により、薄く、
しなやかに進化させた
機能素材「ナノレボ」を使用。薄くて素手のような感覚
で、強力なグリップ力と耐久性を両立しました。

旭化成アドバンス株式会社の生地「レイプロテクト®プラ
ス」
を使用し、ハイレベルなUVカット機能（UPF50＋）の
実現に加え、消臭機能も追加。汗のニオイを軽減します。

ナノフロントⓇは帝人フロンティア株式会社が開発した、直径
700ナノメートルの超ファインポリエステルナノファイバーで、表
面積が通常繊維の数十倍。繊維表面のナノサイズの凹凸による
摩擦力が強力グリップを生み出します。また、ナノ構造は通気・
透湿性に非常に優れ、手の蒸れを防ぎます。

イプで
ロングタ かりガード。
っ
手首もし

高レベルなUVカット機能
プラス消臭効果と
優れた吸水速乾性

生命線の
始点

素手のような感覚で
強力なグリップ力

高レベルなUVカット機能
プラス消臭効果と
優れた吸水速乾性

シリコンプリントで
優れたグリップ力

手の側
手の甲側

手のひら側

手の甲側

手のひら側

生命線の始まりの点と、小指の付
け根から手首までを3等分して手
首から3分の1の点を通る手のひら
の外周の長さがサイズになります。

S

M

L

レディス

18〜19cm

20〜21cm

22〜23cm

加工

UPF50＋

イプで
ロングタ りガード。
か
っ
し
も
）
手首
ィスのみ

優れた 消臭機能
吸水速乾 プラス

（レデ

※レイプロテクト は旭化成株式会社の登録商標です。
（承認番号： V40X207）

素材：手の甲側＝ポリエステル83％＋ポリウレタン17％
手のひら側＝ポリエステル100％

※レイプロテクト は旭化成株式会社の登録商標です。
（承認番号： V40X206）

手のひら側の内側には

UVカット率 手に優しい
99%以上 プロテイン

旭化成アドバンス株式会社の生地
「レイプロテクト®プラス」
を使用し、
ハイレベルなUVカット機能（UPF50
＋ ）の実 現に加え、消 臭 機 能も追
加。汗のニオイを軽減します。

1／
3

サイズ

手のひら側にはシリコンプリントを
施し、優れたグリップ力を発揮。内
側には手に優しいプロテイン加工。

サイズ

S

M

L

メンズ

−

23〜24cm

25〜26cm

レディス

18〜19cm

20〜21cm

22〜23cm

素材：手の甲側＝ポリエステル83％＋ポリウレタン17％
手のひら側＝ナイロン60％＋ポリウレタン40％
MADE IN VIETNAM/INDONESIA

MADE IN INDONESIA

New

TGG-0126

New

メンズ

シリコンプリントグローブ
〈ハーフタイプ〉
（両手セット）

TGG-0125

メンズ

シリコンプリントグローブ
（両手セット）

3,080円（税抜価格 2,800円）

3,410円（税抜価格 3,100円）

商品コード：TGG0126
カラー：ブラック
サイズ：M、L

商品コード：TGG0125
カラー：ブラック
サイズ：M、L

ブラック

手のひら側

数量限定

New

New

TGG-0118W

TGG-0116W

レディス

3,190円（税抜価格 2,900円）

商品コード：TGG0118W
カラー：ブラック、
ホワイト、
グレー、
サックス
サイズ：S、M、L

グレー

New

TGG-0119W

New

3,190円（税抜価格 2,900円）

手のひら側

穴あきタイプ
ネイルスルータイプ

手のひら側

シリコンプリント

レディス

グローブ（両手セット）

グローブ〈ネイルスルータイプ〉
（両手セット）

ホワイト

シリコンプリント
ハーフタイプ

ホワイト

ブラック

New

レディス

シリコンプリントグローブ
〈ハーフタイプ〉
（両手セット）

手のひら側

商品コード：TGG0116W
カラー：ブラック、
ホワイト
サイズ：S、M、L

TGG-0137W

穴あきタイプ

レディス

シリコンプリントグローブ
（両手セット）

2,860円（税抜価格 2,600円）

3,300円（税抜価格 3,000円）

商品コード：TGG0137W
カラー：ブラック
サイズ：M、L

レディス

TGG-0135W

商品コード：TGG0135W
カラー：ブラック
サイズ：S、M、L

ACCESSORIES

サックス

グレー

ホワイト

ブラック

グローブ〈ハーフタイプ〉
（両手セット）

2,750円（税抜価格 2,500円）

商品コード：TGG0119W
カラー：ブラック、
ホワイト、
グレー
サイズ：S、M、L

手のひら側

穴あきタイプ
ハーフタイプ

手のひら側

シリコンプリント
ハーフタイプ

New
ホワイト

ブラック

ブラック

New

ホワイト

サックス

グレー

New

TGG-0117W

TGG-0115W

レディス

グローブ〈ネイルスルータイプ〉
（両手セット）

3,190円（税抜価格 2,900円）
商品コード：TGG0117W
カラー：ブラック、
ホワイト
サイズ：S、M、L

数量限定

3,300円（税抜価格 3,000円）
商品コード：TGG0136W
カラー：ブラック
サイズ：S、M、L

レディス

3,190円（税抜価格 2,900円）

穴なしタイプ
ネイルスルータイプ

商品コード：TGG0115W
カラー：ブラック、
ホワイト、
グレー、
サックス
サイズ：S、M、L

レディス

シリコンプリントグローブ
〈ネイルスルータイプ〉
（両手セット）

グローブ（両手セット）

手のひら側

TGG-0136W

手のひら側

シリコンプリント

手のひら側

穴なしタイプ
手のひら側

シリコンプリント
ネイルスルータイプ

NANOFRONT® GLOVES “LIMITED MODEL”

UV-CUT HAND COVER

手のひら側に「ナノフロント 」採用

「レイプロテクト プラス」採用

手首から手の甲までをカバー。グローブが苦手な方に。
New

TGG-0165W

UVカット率 ナノフロント 素材で

99%以上
UPF50＋

優れた
吸水速乾

数量限定

強力
グリップ

New

ベルトなし

TGG-0155W

レディス

グローブ〈ネイルスルータイプ〉
（両手セット）

3,630円（税抜価格 3,300円）

3,630円（税抜価格 3,300円）

穴なしタイプ
ネイルスルータイプ

76

サックス

UVカット率
手のひら側

MADE IN INDONESIA

ピンク

ベージュ

TGG-0145W

優れた

99%以上 吸水速乾
UPF50＋

レディス

UVカット ハンドカバー（両手セット）

2,640円（税抜価格 2,400円）

穴なしタイプ

商品コード：TGG0155W
カラー：ピンク、ベージュ
素材：手の甲側＝ポリエステル92％＋ポリウレタン8％
手のひら側＝ポリエステル100％
サイズ：S
（18〜19cm）、M（20〜21cm）、L（22〜23cm）

MADE IN INDONESIA

ベージュ

New

ベルトなし

レディス

グローブ（両手セット）

手のひら側

商品コード：TGG0165W
カラー：ベージュ、
サックス
素材：手の甲側＝ポリエステル92％＋ポリウレタン8％
手のひら側＝ポリエステル100％
サイズ：S
（18〜19cm）、M（20〜21cm）、L（22〜23cm）

素手感覚

数量限定

商品コード：TGG0145W
カラー：ブラック、
ホワイト
素材：ポリエステル83％＋ポリウレタン17％
サイズ：レディスフリー
※2WAYストレッチ

消臭機能
プラス
ブラック

ホワイト

MADE IN INDONESIA
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COURTSIDE GOODS
イエロー

ブルー

ホワイト

TAC-800

SAC-090

ジャッジペーパー50枚セット

アイスバッグ

1,650円（税抜価格 1,500円）

2,420円（税抜価格 2,200円）

商品コード：TAC800
素材：紙
※JTAオフィシャル・スコアカード 3sets用

商品コード：SAC090
カラー：イエロー、
ブルー、
ホワイト
素材：ポリエステル
サイズ：1,500cc

MADE IN JAPAN

ブラック×シルバー
（裏面シルバー）

TAC-8002
ラケットケース

オープン価格

MADE IN CHINA

商品コード：TAC8002
カラー：ブラック
素材：ポリエステル
サイズ：33×75cm

TAC-808
パラソル

MADE IN CHINA

4,400円（税抜価格 4,000円）
商品コード：TAC808
カラー：シルバー、
ブラック×シルバー
素材：生地＝ナイロン100％
傘骨＝グラスファイバー
サイズ：75cm
※軽量、晴雨兼用。
シルバーコーティング
（UVカット加工）。

シルバー
（裏面ブラック）

TAC-8001
折りたたみ傘

3,850円（税抜価格 3,500円）
商品コード：TAC8001
カラー：ブラック
素材：生地＝ポリエステル100%
傘骨＝アルミ＋グラスファイバー
サイズ：60cm
重さ：約230g
※晴雨兼用。
裏面シルバーコーティング
（UVカット加工）。
MADE IN CHINA

裏面シルバー

OWN NAME
対象商品

収納時

ボールバスケットを
そのまま収納可能。

DST-002

DAC-2002

ボールバッグ

ボールバッグ

DAC-2003
ボールバッグ

4,950円（税抜価格 4,500円）

オープン価格

4,400円（税抜価格 4,000円）

商品コード：DST002
カラー：ブラック
素材：ナイロン
サイズ：52×27×37cm
重さ：約1.1kg

商品コード：DAC2002
カラー：ブラック
素材：ナイロン
サイズ：φ29×39cm
重さ：約0.3kg
※ボールが約60個入ります。

商品コード：DAC2003
カラー：ブラック
素材：ポリエステル
サイズ：φ30×46cm
重さ：約0.5kg
※ボールが約100個入ります。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

持ち運びが便利な
リュック機能を採用。

MADE IN CHINA

COURTSIDE GOODS

MADE IN CHINA

オウンネーム対象商品

料金は文字数や数量により異なりますので、
納期等も含めて詳細はご相談ください。

裏

裏

表

本製品は構造上、長さに多少のばらつきがあります。
ネットの高さを調節する目安としてご使用ください。

表

JUMBO BALL

TAC-021

TAC-914

TSB-005

TSB-006

ジャンボボール

ミニチュアボール

ネットメジャー

ショッピングバッグ

ショッピングバッグ

GGN-P145
ダンロップ紙袋

3,080円（税抜価格 2,800円）

440円（税抜価格 400円）

1,320円（税抜価格 1,200円）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

商品コード：JUMBOBALL
カラー：イエロー
素材：ラバー、
ウール、ナイロン、
コットン
直径：約235mm
重さ：約440g
※掲載のボールは空気が入った状態です。
出荷時には空気は入っていませんので、
ご了承ください。

商品コード：TAC021
カラー：イエロー
素材：ラバー、
ウール、ナイロン、
コットン
サイズ：φ40mm（ボール部）
※キーホルダー

商品コード：TAC914
カラー：イエロー
素材：ラバー、
ウール、ナイロン、
コットン
サイズ：約914mm
※ネットの高さを測ることができます。

商品コード：TSB005
カラー：ブラック
素材：ポリエチレン
サイズ：40×49cm

商品コード：TSB006
カラー：ブラック
素材：ポリエチレン
サイズ：25×40cm

商品コード：GGNP145
素材：紙
サイズ：32×43×11.5cm

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN TAIWAN
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TENNIS COURT GOODS

硬式テニスネット（再生PET）

TC-509

80,300円（税抜価格 73,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエステル
（再生PET樹脂50%）、
有結節、280tex/108本、37.5mm目
上布（白）
＝ターポリン、
ワイヤー＝φ6mmスチール
サイズ：公式サイズ
（1,270×117cm）
※センターベルト付。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

硬式テニスネット（再生PET）

TC-510

硬式テニスネット

83,600円（税抜価格 76,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエステル
（再生PET樹脂50%）、
有結節、280tex/108本、37.5mm目
上布（白）
＝ターポリン、
ワイヤー＝φ6mmテクノーラ
サイズ：公式サイズ
（1,270×117cm）
※センターベルト付。

TC-511

デジタル回転型マグネットスコアボード

52,800円（税抜価格 48,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエチレン、有結節、440tex/39本、37.5mm目
上布（白）
＝ターポリン、ワイヤー＝φ6mmスチール
サイズ：公式サイズ（1,270×117cm）
※センターベルト付。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

TC-513

84,150円（税抜価格 76,500円）

素材：ボード本体＝スチール
（表面ホワイトボード塗装）
スコア札＝ポリアミド樹脂
サイズ：D15×W900×H600mm
※デジタル回転札（6枚1セット）付。 ※S字フック無し。
MADE IN JAPAN（大宣社製）

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

デジタル回転札 1枚 ※TC-513用

TC-513S

7,920円（税抜価格 7,200円）

MADE IN JAPAN（大宣社製）

マグネットデジタルチップスコアボード

TC-514

115,500円（税抜価格 105,000円）

素材：ボード本体＝スチール
（表面黒板塗装）
スコア札＝マグネット
（両面塩ビシート）
サイズ：D15×W1,200×H750mm
※マグネットデジタルチップ（7枚組10セット）付。※S字フック無し。
※見出し差し換え用マグネット、
ライトシート大（2枚1セット）、
ライトシート小（2枚1セット）付。
MADE IN JAPAN（大宣社製）

マグネットデジタルチップ（7枚1セット）※TC-514用

TC-514C

2,970円（税抜価格 2,700円）

MADE IN JAPAN（大宣社製）

ミニスコアボード（簡易型）

TC-515

18,150円（税抜価格 16,500円）

素材：ボード本体＝ポリカーボネイト
レール部＝アルミ
（アルマイト加工）
スコア札＝硬質塩化ビニール
文字＝シルク印刷
サイズ：D20×W250×H250mm
※スコア札・S字フック付。
MADE IN JAPAN（大宣社製）

スコア札1台分1セット（2組）※TC-515用

TC-515S

9,240円（税抜価格 8,400円）

MADE IN JAPAN（大宣社製）

見出し差し換え用マグネット ※TC-514用

TC-514M

6,380円（税抜価格 5,800円）

MADE IN JAPAN（大宣社製）

TC-110

硬式テニスネット

79,200円（税抜価格 72,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエチレン、有結節、440tex/60本
上布（白）
＝ダブルターポリン、
ワイヤー＝φ6mmスチール
サイズ：公式サイズ
（1,270×117cm）
※センターベルト付。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

TC-120

硬式テニスネット

72,600円（税抜価格 66,000円）

素材：網地（緑）
＝ポリエチレン、有結節、440tex/48本
上布（白）
＝ダブルターポリン、
ワイヤー＝φ6mmスチール
サイズ：公式サイズ
（1,270×117cm）
※センターベルト付。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

TC-130

63,800円（税抜価格 58,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエチレン、有結節、440tex/36本
上布（白）
＝ターポリン、
ワイヤー＝φ6mmスチール
サイズ：公式サイズ
（1,270×117cm）
※センターベルト付。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

コートブラシ

コートブラシ

TC-503（180cm）
TC-504（150cm）
TC-505（120cm）
センターベルト

TC-512

カラー：ホワイト
素材：ベルト＝ナイロン、金具＝ステンレス
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

TC-140

20,350円（税抜価格 18,500円）
17,050円（税抜価格 15,500円）

素材：ブラシ＝ナイロン、柄＝アルミ合金（アルマイト処理）
※ステイ付、
フック付、組立式。

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

ソフトテニスネット

3,080円（税抜価格 2,800円）

21,450円（税抜価格 19,500円）

イージードライ

TC-240（180cm）
TC-250（150cm）
TC-230（120cm）

18,700円（税抜価格 17,000円）

TC-200

15,950円（税抜価格 14,500円）

素材：スポンジゴム、
アルミ
サイズ：14×154cm
※予備スポンジ1本付。
※替えゴム
（5本セット）の別売があります。
TC-200SG 16,500円（税抜価格 15,000円）

13,750円（税抜価格 12,500円）

素材：ブラシ＝シダ毛、柄＝アルミ合金（アルマイト処理）
※ステイ付、
フック付。

44,000円（税抜価格 40,000円）

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

50,600円（税抜価格 46,000円）

素材：網地（黒）
＝ポリエチレン440tex/36本
上布（白）
＝ターポリン、
ワイヤー＝φ4.5mmスチール
サイズ：1,265×107cm
（ワイヤー1,450cm）
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

ボールカゴ

TC-030

16,500円（税抜価格 15,000円）

TENNIS COURT GOODS

硬式テニスネット

素材：スチール
サイズ：52.1×57.1×95.2cm
※カゴ2個付。
※スペアカゴ
（1個）の別売があります。
1,100円（税抜価格 1,000円）
MADE IN JAPAN（大和産業社製）

シングルスティック

TC-210

木製グラウンドレーキ

12,100円（税抜価格 11,000円）

TC-700（幅60cm）
TC-701（幅90cm）

カラー：ホワイト
素材：アルミ電着塗装（2本組）、
ゴム底フタ付
サイズ：φ38mm
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

イージースイープ

4,950円（税抜価格 4,500円）
6,380円（税抜価格 5,800円）

素材：桧
サイズ：H8.5×L170cm

TC-501

101,200円（税抜価格 92,000円）

素材：ゴム、
アルミ合金
サイズ：240×63cm

MADE IN AUSTRALIA（ルイ高社製）

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

ラインテープ

TC-506

33,000円（税抜価格 30,000円）

カラー：ホワイト
素材：合成樹脂
サイズ：5cm×75m×2巻（テニスコート1面分）
※釘穴アキ。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

ラインテープ用釘

TC-507

16,500円（税抜価格 15,000円）

カラー：ホワイト
素材：鉄（白色セラミックコーティング）
サイズ：6.5cm
※5,000本入り
（テニスコート1面分）
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）
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強風時にファスナーを開け
ることにより、風圧による
フェンスへの負担を軽くす
ることができます。

コートスクリーン（再生PET）

TC-310-18（10×1.8m）
TC-310-25（10×2.8m）

41,250円（税抜価格 37,500円）
56,650円（税抜価格 51,500円）

カラー：グリーン
素材：ポリエステル
（再生PET樹脂100%）
※風抜き穴3ケ所。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

審判台（屋外用）

ボールカゴ

TC-260

13,200円（税抜価格 12,000円）

素材：スタンド＝スチールパイプ
（メッキ仕上げ）
バッグ＝ポリエステル＋スチール
サイズ：セット時＝W53×D41×H90cm
バッグのみ＝30×30×30cm
重量：約3.9kg
（スタンド＝3kg、
バッグ＝900g）
※ボール約120個収納可。
※持ち運びに便利な折りたたみ式。
MADE IN TAIWAN

スペアバッグ ※TC-260用

TC-260BAG

4,620円（税抜価格 4,200円）

※スチール金具は付いておりません。
TC-260に付属のものをご使用ください。

MADE IN TAIWAN

TC-600

79,200円（税抜価格 72,000円）

素材：主材＝スチールφ34mm/φ27.2mmパイプ
座部＝高密度ポリエチレンブロー
サイズ：176×112×116cm
（有効座部＝40×40.5cm）
重量：約28kg
※座板までの高さ150cm
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

ベンチ

TC-013

審判台（屋外用）

TC-601

連結させて
ネットの替わりとして
ご使用いただけます。

88,000円（税抜価格 80,000円）

素材：主材＝スチールφ34mm/φ27.2mmパイプ
座部＝高密度ポリエチレンブロー
サイズ：209×112×116cm
（有効座部＝40×40.5cm）
重量：約32kg
※座板までの高さ185cm

ついたて（再生PET）

60,500円（税抜価格 55,000円）

カラー：ブルー
素材：綱管25mm角パイプ・綱管φ22.2mm丸パイプ
サイズ：150×48×70cm
（有効座部＝150×45cm）
MADE IN JAPAN（モリマーキンキ社製）

TC-508

29,700円（税抜価格 27,000円）

素材：ネット＝ポリエステル
（再生PET樹脂100%）、
無結節、165tex/120本
枠＝φ27.2mmスチール
（焼付塗装）、白帯＝ターポリン
サイズ：107×200cm
※脚部折りたたみ可能、組立式。
MADE IN JAPAN（ルイ高社製）

MADE IN JAPAN（ルイ高社製）
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砂入り人工芝コートの代名詞。
国体会場実績No.1 の
「オムニコート®」。

有明テニスの森をはじめ、国内外で主要な国際大会を支える
世界標準のハードコート
「デコターフ」。

1983年に日本初の砂入り人工芝コートとして登場した
「オムニコート®」
は、

1978年に全米オープンで採用されて以来、
「デコターフ」
は国際基準としての役割を担い、

またたく間に全国に普及し、今ではテニスコートの代名詞にもなっています。

世界中のトーナメントで数多く使用されている代表的なハードコートです。

※

※対象期間： 2005〜2019年 自社調べ

雨の多い日本の気象条件に適した全天候タイプで、

ボールのイレギュラーが極めて少なく、
フェアな競技環境を提供するデコターフは、

自然なバウンド性と適度なスライド性は足腰への負担を軽減。

幅広いプレーヤー層に評価される一方で、
その優れた耐久性とメンテナンス性は、

その優れた総合性能は、幅広いプレーヤー層に支持され、
日本のテニスシーンを支えています。

コート管理者の皆様から圧倒的な支持を頂いています。

オムニコートの製品ラインナップ

デコターフのクッション構造
①フィラー層
強靭な高密度の下地を作り出すアクリル層。

●オムニコート LT
日本のテニス環境を変えた砂入り人工芝コート
の定番仕様。
自然なバウンド性と足腰への負担を軽減する適
度なスライド性を実現。
しかも全天候タイプで、雨後のプレーも短時間
で再開できるなど、多くの優れた特長で、数多く
の施設で実績を重ねています。

②ラバー層 I
大粒ゴムチップにより、
クッション性をもたらすゴムチップ層。
③ラバー層 II
クッション性に優れたスムーズな仕上がりを実現するゴムチップ層。
④カラーテクスチャー層
コート面の質感を統一し、
プレー性能を決定する
テクスチャー層。

⑥
⑤

⑤カラーフィニッシュ層
優れた耐久性や対候性を発揮し、劣化を防止する
仕上げ層。
⑥ライン
高粘性調合のアクリルラテックスを使用。

④
③

②

TENNIS COURT

①

●オムニコート XP
安定した性能が長期間持続する砂入り人工芝
コート。
サッカーやラグビーなどハードで高頻度な使用
にも耐えるように開発された人工芝を採用。
テニスクラブやテニススクールなど、高稼働施
設のコートはもちろん、使用頻度の高い学校や
公共施設のコートにも適した高耐久仕様です。

デコターフの主な特長
●特殊構造により適度な柔らかさを実現。
●数多くの実績が証明する安定した性能。
●プロ・アマを問わない優れた競技性能。
●オムニコート BLUE
人工芝のカラーをブルーにすることで、ボール
の視認性を一段と向上。
全豪オープンをイメージし、
コートの内外でブ
ルーの濃度を変えたツートン仕様をはじめ、幅
広いカラーの組み合せが可能です。
鮮やかなカラーのコートは施設のイメージアッ
プにもつながります。
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●表面の反射によるまぶしさを抑制。
●ボールが見やすい優れた視認性。
●日常のメンテナンスは不要。
●通常の使用でほとんど維持費も不要。
●優れた平滑性でイレギュラーの少ないボールバウンド。
●豊富なカラーバリエーション。
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硬式テニスボール、
パデルボール取扱説明
使用について

テニスラケット取扱説明
使用について

＜缶の開け方＞
①リングを左右にねじらないで
反対方向へ完全に水平になるまで
倒してください。

②
②親指を缶のフタにあて、
人差し指でリングを上の方へ
引き上げるように開ける。

！ 開缶時および開缶後は、缶のフタや缶の内側に直接手を触れないでください。
切り口でケガをする恐れがあります。

！ プレッシャーライズドボールは、ご購入後早めの使用をお薦めします。
開缶後はボールの内圧が低下して、徐々に弾みにくくなります。
未開缶の状態でも、
ボールの内圧は少しずつ低下します。

！ フェルトが摩耗している場合は、早めにボールを交換してください。

「警告事項（守るべき義務行為）」
を
必ず守っていただき、
安全で快適なラケットスポーツをお楽しみください。
＝禁止事項

！ ＝警告事項

！

破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。

ラケットは通電性がありますので、雷発生時は即時プレーを中止してください。

パデルバットは通電性がありますので、雷発生時は即時プレーを中止してください。

改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、
その責任は負えません。
用途に合ったラケットを選び、専用ボールをご使用ください。

ラケットには硬式用とソフト用がありますので、
それぞれ専用のテニスボールをご使用ください。
ラケット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。
ストリングが切れているものは使用しないでください。
グリップ部分にガタ、
ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。
すり減ったグリップレザーは、
すべりやすくケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。

！ ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。
ラケットカバーに使用している生地、
プリント、刺繍などは、雨・汗・摩耗等の影響で、

！ 衣服に色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。

長年ご使用いただいたり、
また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、

！ 使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。
お手入れについて
シンナー、
ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。

保管について
開缶前の状態で、炎天下の車中や火の近くなど、高温になる場所で保管しないでください。

缶内部の気圧が上がり、破損の原因となります。

直射日光の当たる場所に置かないでください。

フェルトの変色・退色や、PETボトルの変形もしくは破損の原因になります。

！

本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。

！

ストリングの張り替え、
グリップレザーの交換、
その他の修理に関しては、
お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

保管について
車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。

ストリング切れ、
ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
また、
ラケットの性能低下につながることもあります。

ソフトテニスボール取扱説明
使用について

シューズ取扱説明

本来の目的以外で、使用しないでください。

本来の目的以外の使用や、強く握りしめるなど、無理な力を加えると変形する場合があります。

！ ご使用前に、専用ポンプで空気圧を調整してください。

初期の状態は空気圧が少なく、低温になると新しくても凹みが発生することがありますが、
空気を入れると正常にご使用頂けます。

購入時の注意

！ シューズは試し履きをして、ご自分の足に合ったシューズをお選びください。
足は非常に個人差が大きいので、
サイズだけでお求めにならず、
必ず試し履きをして足に合うことを確認してから、
お買い求めください。
なお、試履きの際は、
プレー時に使用するソックスを着用ください。
足に合わないシューズを使用されますと、
ケガの原因となります。

！ 空気圧調整は、必ず当社製のソフトテニスボール専用のエアポンプでおこなってください。
他社製のエアポンプは、空気漏れの原因になりますので、使用しないでください。

！ 空気圧調整時には、ソフトテニスボール用のシリコーンオイルのご使用を推奨いたします。
！

使用について

キャップにシリコーンオイルが入っているタイプのエアポンプの場合は、
一球ごとにシリコーンオイルをお付けください。

テニス、
パデル以外のスポーツでは使用しないでください。

！ エアポンプのピンを傷つけたり、異物が付着したままにしないでください。

シューズのかかと部は踏まないでください。

！ 以下の手順で空気圧を調整してください。

シューズを改造したり変形させて使用しないでください。

かかと部の変形や破損により、
ケガの原因となります。

正常に空気圧調整が行えないだけでなく、
ボールの空気漏れの原因になる場合があります。

かかと部の変形や破損により、
ケガの原因となります。

①空気調整弁（ヘソ）
の穴の位置を確認します。
②穴に対してまっすぐエアポンプのピンを根元まで挿入します。
③適正なバウンドになるように空気圧を調整します。
④穴に対してまっすぐエアポンプのピンを抜きます。

①

空気調整弁

（ヘソ）

②

万一、
ソールが剥がれた場合は、修理して使用しないでください。

十分な接着強度が得られず、
ケガの原因となります。

ソールの溝がなくなった状態で、使用しないでください。

！ ご使用になる前に必ずシューズを点検し、破損個所がないことを確認してください。
損傷したシューズをご使用になると、
ケガの原因となります。
また、未使用のシューズでも長期間保管されていたシューズは劣化しています。
ソールの剥がれや素材の劣化がないか、十分に確認ください。

空気調整弁

（ヘソ）

専用ポンプのピン

！ 足に痛み、湿疹、かゆみ等の異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談ください。
！ コートサーフェイスに応じたシューズをご使用ください。
コートに適していないシューズをご使用になると、止まりすぎや、滑り過ぎとなり、
ケガの原因となります。

！ ご使用前に表面にキズなどがないか、ご確認ください。

キズがある場合はパンクする恐れがありますので、使用しないでください。
ジョイント部跡が見えることがありますが、性能に影響はありません。

！

アレルギー反応などにより、体質によっては、
かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

保管について
ご使用後は屋外に放置せず、
日光の当たらない涼しい場所にて保管ください。
屋外放置しますと、
ボール表面に亀裂が発生することがあります。

！ エアポンプを使用した後は、必ずキャップを付けて保管してください。

！ 雨天時やコートが濡れている場所でご使用されると、滑りやすくなりますので、ご注意ください。
！ シューズの着脱時には必ず靴ひもをほどいてください。
靴ひもを締めたまま無理に着脱すると、
かかと部が変形することがあります。

！ 靴ひもは、ご自分の足に合った長さのものを、しっかり締めてご使用ください。
！ ソールに黒いラバーが採用されているシューズは、コートや床に色移りする場合があります。
！
！

万一、
パデルバットが破損した場合は、破損部に触れないでください。

破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。

！ ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。

摩耗すると、
ボールの弾道が安定せず、
スピンも効きにくくなります。

「禁止事項（してはいけない禁止行為）」
や

コート面やネット、
ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因となります。
コート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、破損の原因となります。

万一、
ラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。

①

スポーツ用品の各取扱説明に明記されている

パデルボールを打つこと以外に、使用しないでください。

コート面やネット、
ポストなどにたたきつけると、破損や事故の原因となります。
コート面にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、破損の原因となります。

！ 開缶時に手などを切る恐れがありますので、下図の通り正しい方法でお開けください。

ボールやラケットをはじめ、

使用について

テニスボールを打つこと以外に、
使用しないでください。

本来の目的以外で、使用しないでください。

ダンロップのスポーツ用品を
安全で快適に使っていただくために。

パデルバット取扱説明

アッパー素材や、靴ひもは色落ちする場合があります。
特に濡れた状態では、衣服等に色移りする場合がありますのでご注意ください。

シューズの中に入った砂や小石は、早めに取り除いてください。
砂や小石がシューズの中にはいっていると、
ケガをするおそれがあります。

改造されたパデルバットで破損や事故が発生した場合、
その責任は負えません。

！
！ パデルバットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。
用途に合ったパデルバットを選び、専用ボールをご使用ください。

パデルバット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。
グリップ部分にガタ、
ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。
また、
グリップエンドに紐がついていないものは使用しないでください。
すり減ったグリップレザーは、
すべりやすくケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。

プレー時は必ずグリップエンドの紐に手首を通し、

！ プレー中にパデルバットが手元から離れないようご注意ください。

！ パデルバットは濡らさないようにしてください。また、雨の日のプレーは控えてください。
パデルバット内部の材料が水分を含むことで、乾燥後に打球面が変形することがあります。

パデルバットカバーに使用している生地、
プリント、刺繍などは、雨・汗・摩耗等の影響で、

！ 衣服に色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。

長年ご使用いただいたり、
また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、

！ 使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。
お手入れについて
シンナー、
ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。

！

パデルバット本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
グリップレザーの交換、
その他の修理に関しては、

！ お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
保管について

車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。

パデルバットの変形や破損、変色の原因となります。
また、
パデルバットの性能低下につながることもあります。

スカッシュラケット取扱説明
使用について
スカッシュボールを打つこと以外に、使用しないでください。

コート面や壁などにたたきつけると、破損や事故の原因となります。
コート面や壁にこすりつけると、摩耗したり傷がつき、破損の原因となります。

万一、
スカッシュラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。

破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。

改造されたスカッシュラケットで破損や事故が発生した場合、
その責任は負えません。

！ 用途に合ったスカッシュラケットを選び、専用ボールをご使用ください。
！ スカッシュラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。

スカッシュラケット本体にヒビ、割れのあるものは使用しないでください。
ストリングが切れているものは使用しないでください。
グリップ部分にガタ、
ゆるみ、剥がれがあるものは使用しないでください。
すり減ったグリップレザーは、
すべりやすくケガの原因になることがありますので、早めに取り換えてください。

！ ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。
ラケットカバーに使用している生地、
プリント、刺繍などは、雨・汗・摩耗等の影響で、

！ 衣服に色落ち、色移りすることがありますので、ご注意ください。

長年ご使用いただいたり、
また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、

！ 使用に伴う強度の低下により、性能が変化したり破損したりする場合があります。
お手入れについて
シンナー、
ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。

！ 本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
ストリングの張り替え、
グリップレザーの交換、
その他の修理に関しては、

！ お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
保管について

車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。

ストリング切れ、
スカッシュラケットの変形や破損、変色の原因となります。
また、
スカッシュラケットの性能低下につながることもあります。

お手入れについて
シューズを乾燥させるために、
ストーブやドライヤーなど、高温になる器具を使用しないでください。
変形や性能劣化の原因となります。

！

シューズの素材に適した方法でお手入れしてください。
人工皮革甲被の汚れを取るためには、水で濡らした布でふいてください。

保管について
車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。

変形や性能劣化の原因となります。
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肘用

「骨盤」
「肘」
「膝」
「足首」
をサポート。

骨盤用
骨盤用

ボディバランスをトータルに整える
「コウノエベルト・シリーズ」
。

スポーツトレーナー鴻江寿治氏が発案し、
多くのトップアスリートも愛用するコウノエベルト・シリーズは、
「骨盤用※「
」肘用」
「膝用」
「足首用」
の4種類をラインナップ。

膝用

それぞれ単体でも使用できますが、
骨盤や足首を中心に、
肘や膝にも装着することで、
身体のバランスをトータルに整えることができます。
また各コウノエベルトは、
筋肉の動きを妨げることはなく、
運動中や日常生活でも手軽に使用でき、
着脱も簡単です。

足首用

※
「骨盤用」
はゴムの強度が異なる2タイプがあり、
レギュラータイプ
（DAT-8100）
は、
ライトタイプ
（DAT-8101）
の1.5倍の強度があります。

オーストラリア出身の伝説的な名プ
レーヤー。キャリア通算11度のグラ
ンド ス ラ ム タ イト ル を 獲 得 。特 に
1962年と1969年には年間グラン
ドスラムを達成し、2度もこの偉業を
成し遂げた選手は他にはいない。ダン
ロップとの縁も深く、現役時代は木製
の「マックスプライ」も使用した。

Nick Bollettieri (USA)

ニック・ボロテリー（アメリカ）

アメリカ出身のテニスコーチ。テニス
史に残る名選手を次々と生み出し、自
らも国際テニス殿堂入りを果たした名
指導者。ダンロップがオフィシャル・
パートナーシップを結んでいるIMGア
カデミーの前身、ニック・ボロテリー・ア
カデミーの創設者でもある。

Michael Chang (USA)

Patrick Mouratoglou (FRA)

マイケル・チャン（アメリカ）

パトリック・ムラトグルー（フランス）

アメリカ出身の元テニスプレーヤー
で、自己最高ランキングは世界2位。グ
ランドスラムでは男子シングルにおけ
る最年少優勝記録保持者
（17歳3か月
で全仏初制覇）でもある。ATPツアー
ではシングルス34勝。現在は日本人
トップ選手のコーチも務めている。

フランス出身のテニスコーチ。1999
年からコーチを始め、2002年から現
在まで、女子トップ選手の数々の偉業
をサポート。2019年からダンロップ
とオフィシャル・パートナーシップを結
ぶことになったムラトグルー・アカデ
ミーの創設者でもある。

James Blake (USA)

ジェームス・ブレーク（アメリカ）
アメリカ出身の元テニスプレーヤー。
ATPツアーではシングルスで10勝を
挙げ、
デビスカップのアメリカ代表とし
て2001年から出場。日本のファンも
多く、2013年の全米を最後に惜しま
れながら現役を引退。現在はマイアミ
オープンのトーナメントディレクター
を務めている。

※全て男女兼用

コウノエベルト

コウノエベルト［骨盤用］

コウノエベルトライト［骨盤用］

DAT-8100

骨盤用

6,270円（税抜価格5,700円）

DAT-8101

5,390円（税抜価格4,900円）

商品コード：DAT8101

商品コード：DAT8100

カラー：ブラック
（BLK）
素材：芯／天然ゴム
側地／ポリエステル85％、
ポリウレタン15％

［骨盤用の特長］
●着用により骨盤を正しい位置に安定させることで、全身のバランスを整える。
●下半身の安定性を高め、
本来のパワーを引き出す。
●脚への荷重が左右均等になり、
負荷を分散することで、
腰や身体への負担が軽減する。

Rod Laver (AUS)

ロッド・レーバー（オーストラリア）

MADE IN JAPAN（デサント社製）

コウノエベルトサイズ

S

M

骨盤まわりの対応寸法

74~86cm

84~96cm

L

O

94~106cm 104~116cm

＜サイズの目安＞
ベルトを骨盤にまわし、伸ばさない状態で、
バックルの間に握りこぶし2つ分の隙間
（女性：約15cm／男性：約18cm）
ができるサイズのものを選んでください。

コウノエベルト

コウノエベルト［肘用］

DAT-8102

肘用

Nicolas Massu (CHI)

Shuzo Matsuoka (JPN)

ニコラス・マスー（チリ）

4,180円（税抜価格3,800円）

商品コード：DAT8102
カラー：ブラック
（BLK）
素材：芯／天然ゴム
側地／ポリエステル85％、
ポリウレタン15％

松岡修造

チリ出身の元プロ選手。2004年のア
テネ五輪で男子の単複ともに金メダ
ルを獲得するという偉業を達成。ATP
ツアーではシングルス6勝。2013年
に33歳で現役引退。引退後はコーチ
業に専念し、現在は男子トップ10プ
レーヤーのコーチを担当している。

※テニスボール・アドバイザリースタッフ

日本を代表する元テニスプレーヤー
で、自己最高ランキングは46位。現在
は日本テニス協会の強化副本部長と
して男子ジュニアの育成・強化プロジェ
クトをおこなっている。ダンロップのテ
ニスボールにおけるアドバイザリース
タッフとしての役割も担っている。

Naoko Sawamatsu (JPN)

Takao Suzuki (JPN)

沢松奈生子

鈴木貴男（Team REC）

日本を代表する元テニスプレーヤー
で 、自 己 最 高 ランキングは 1 4 位 。
WTAツアーではシングルス4勝を挙
げ、日本女子テニスの黄金時代を築
く。現 在 はダンロップ の アドバイザ
リースタッフとしての活動をはじめ、
テ
ニスの普及活動、テニス中継の解説
など、多方面で活躍をしている。

40歳を過ぎてもプロとして競技人生
を歩み続けた正統派サーブ＆ボレー
ヤー。2019年からコーチも兼任し、
日本人選手をサポート。2020年に引
退表明するも日本のテニス会への貢
献は計り知れず、ジュニアの育成をは
じめ、国内トーナメントのアドバイザー
や中継放送の解説、オンライン・レッス
ンなどでも幅広く活躍している。

ADVISORY STAFF

Dante Bottini (ARG)

ダンテ・ボッティーニ（アルゼンチン）
アルゼンチン出身の元テニスプレー
ヤーで、1996年から2001年までプ
ロとして活動。引退後、ニック・ボロテ
リー・アカデミー（現在のIMGアカデ
ミー）でコーチ業をスタートさせ、そ
の才能を開花させた。2011年から9
年間に渡り、日本人トップ選手のコー
チを務めあげ、2020年からは、チリ
の有望選手の指導にあたっている。

2021年2月現在／順不同

MADE IN JAPAN（デサント社製）

［肘用の特長］
●肘の関節を締めることで、
身体の開きなどを補正し、
パフォーマンスを向上させる。
●上半身のバランスを整え、
本来のパワーを引き出す。
●着用により関節を正しい位置に戻すことで、
バランスが整い、
負担を軽減する。

コウノエベルトサイズ

S

M

L

肘上まわりの対応寸法

20~23cm

23~26cm

26~30cm

＜サイズの目安＞
肘の関節から約7cm上の「肘上まわり」に合せて選んでください。

柳 昌子

（スカイエムプランニング）

コウノエベルト

右近憲三

（神戸松蔭女子学院大学）

倉光 哲

（フミヤスポーツ）

太田 茂

（サテライトプランニング）

米沢 徹

（TEAM YONEZAWA）

柳 恵誌郎

（フリー）

水主 勝

（コ・ス・パ 神崎川）

コウノエベルト［膝用］

DAT-8103

膝用

4,180円（税抜価格3,800円）

商品コード：DAT8103
カラー：ブラック
（BLK）
素材：芯／天然ゴム
側地／ポリエステル85％、
ポリウレタン15％
MADE IN JAPAN（デサント社製）

［膝用の特長］
●膝の関節を締めることで、
身体の開きなどを補正し、
パフォーマンスを向上させる。
●下半身のバランスを整え、
本来のパワーを引き出す。
●着用により関節を正しい位置に戻すことで、
バランスが整い、
負担を軽減する。

コウノエベルトサイズ

M

L

膝上まわりの対応寸法

33~41cm

41~50cm

岡川恵美子

（ウィンフィールド）

＜サイズの目安＞
膝の関節よりやや上の「膝上まわり」に合せて選んでください。

コウノエベルト

西 正人

（NETS planning）

谷澤英彦

（橘テニスアカデミー）

石井弘樹

（ISHII TENNIS ACADEMY）

大森 豊

（テニスサンライズ）

加藤季温

（KION）

吉川真司

（フリー）

コウノエベルト［足首用］

DAT-8350

足首用

3,520円（税抜価格3,200円）

商品コード：DAT8350
カラー：ブラック
（BLK）
素材：ポリエステル75％
ポリウレタン25％

寺地貴弘

（フリー）

綿貫裕介

（Smile Tennis College）

中村藍子

（Ai Loves All Tennis Academy）

手塚玲美

（フリー）

黒田祐加

（アオヤマスポーツ）

大西 香

（MK Garden.Noah）

久見香奈恵

（フリー）

MADE IN JAPAN（デサント社製）

［足首用の特長］
●ベルトを締めることにより足関節に直接作用し、関節を正しい位置に導く。
●足関節のバランスを整え、
歩行や運動の際のパフォーマンスを向上する。
●足首
（かかと）
のバランスを整え、足や身体全体への負担を軽減する。
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コウノエベルトサイズ
サイズ目安の足長

S

M

L

O

22~24cm

24~26cm

25~27cm

26~28cm
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ダンロップのラケットスポーツの公式ホームページへアクセス！
公式SNSページもご覧いただけます。
ht tps://spor ts.dunlop.co.jp/tennis/contents/link /

■お問い合わせ窓口
カスタマーサービス部
〒651-0072

神戸市中央区脇浜町3-6-9

お客様専用フリーダイヤル 0120-301129 （10：00〜12：00

13：00〜17：00 ※平日のみ）

■製造元

■カタログ発行者

〒108-0075 東京都港区港南1-6-41
●カタログ表示の仕様・商品コード・原産地等は、一部変更する場合がありますのでご了承ください。
●色については印刷により実際の色と多少違う場合がありますのでご了承ください。
●価格はメーカー希望小売価格です
（オープン価格商品は除く）。
●メーカー希望小売価格は、素材の価格変動その他の事情により予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カタログで表示の重量・サイズなどは設計値です。
●このカタログに記載されている写真・文章等を無断で使用することはお断りします。
●安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず添付の取扱説明書及び使用上の注意をお読みください。
●カタログの内容は2021年2月現在のものです。
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