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Quality
WITHOUT COMPROMISE
MANTIS uses only the highest quality materials available in the industry and works with the most respected suppliers in the World when
developing our entire product ranges. The combined knowledge and extensive experience of our team, combined with playtest feedback from
World renowned racket and stringing technicians, enables MANTIS to produce the best quality products available.
Performance
WITHOUT PRICE
When you choose MANTIS, you choose a product that works in harmony with your abilities as an athlete to give the best performance point
after point. The extensive range has been developed for players of all ages and abilities. This means that you can be confident of finding a
MANTIS product to suit as your game improves.
Value
WITHOUT SACRIFICE
MANTIS prides itself on making the best quality ranges available to everyone ? offering premium products without the premium price. As an
example, our rackets have won awards in tennis magazines for offering the ‘best value for money’ compared to similar specification rackets
from other brands. Similarly our premium tennis ball uses the highest quality grade of felt available in the market.
Customisation
THAT SUITS YOU
All players are different and have different playing styles. Consequently, MANTIS rackets have been specifically developed to allow for easy
customisation. The relatively low swing weights make it easy to adjust the weight and balance of a racket to achieve the perfect set-up for
your individual playing style. A number of frames also incorporate our Custom Pallet Handle System so you can adjust the size and even the
shape of your grip, if required
Technology
THE MANTIS PROMISE
We refuse to offer ‘technology for technologies sake’ . This means that all our premium rackets are made from 100% high modulus carbon and
without the gimmicks and fads that other brands promote every two or three years. Our objective is to be as professional as we possibly can
be to ensure that all our players can tap into our product expertise, leaving them safe in the knowledge that they have the right equipment to
maximise their potential

「MANTIS」の製品開発のコンセプトはシンプルです。
「品質と価格で、あなたにいかに満足していただけるかが最も大切」

Martin Aldridge

この目的で、新しく開発されたハイモジュラスカーボンを使用したリーズナブルな価格のラケットを、
ウェイトと素材構造の微妙な調整ですべてのタイプのプレーヤーに合うようにラインナップしています。
「MANTIS」の R＆D スタッフは、ATP＆WTA のツアープロ選手によって使用された多くのラケット開発に
たずさわった経験豊富なテニススペシャリストとストリンガー、デザイナー達のチームです。

http://www.mantis-tennis.jp/

しっかりした打感の高剛性
コンペティターモデル。
高い面安定性を誇ります。

操作性とトータルバラ
ンスに優れた逸品。
グラブ感のある打感。

--22.5mm

--22.5mm

285 PS Ⅲ

300 PS Ⅲ

(285g-325mm-RA70)

(300g-320mm-RA70)

--25.0mm

MANTIS 300 PS Ⅲ（マンティス 300 ピーエス スリー）

▼

320mm

--23.0mm

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：285g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA70
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：46-60 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

ヘッドが軽く振りやすい
柔らかめの打感。

22.5mm--

軽量で高い操作性。女性
や Jr プレーヤーにお勧め。

22.5mm--

250 CS Ⅲ

265 CS Ⅲ

(250g-345mm-RA69)

(265g-335mm-RA69)

23.0mm--

MANTIS 265 CS Ⅲ（マンティス 265 シーエス スリー）
●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：265g
●バランス (unstrung)：335mm
●フレーム厚：22.5-25mm-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA69
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：45-55 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China
広いスウィートスポットと高い反発力があるモデル。
軽量で操作性に優れ心地良い振り抜きを実現。
柔らかめの打感で安定したショットを生み出します。

25.0mm--

345mm

▼

▼

335mm

--23.0mm

フレーム剛性の高さに加え軽量でバランス良い操作性に
優れたモデル。
追い込まれた状態からもプレーヤーの意図したスペース
へ無理なくカウンターショットを繰り出します。

フレーム剛性の高さによりインパクト時の異次元な面安定性
を実現します。
ハードヒット時のブレをなくし正確なコントロールで伸びの
ある重たいボールを生み出します。

25.0mm--

325mm

▼

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：300g
●バランス (unstrung)：320mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA70
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：48-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

--25.0mm

MANTIS 285 PS Ⅲ（マンティス 285 ピーエス スリー）

23.0mm--

MANTIS 250 CS Ⅲ（マンティス 250 シーエス スリー）
●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：250g
●バランス (unstrung)：345mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA69
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：42-53 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China
軽量に設計されたフレームにより女性やジュニアでも
楽で快適な振り抜きを可能にします。
スウィートスポットの広さとボールに負けない反発力
で安定したショットを生み出します。
(3)

MANTIS was formed at the start of 2009 by a former international tennis player and coach with over thirty years
experience and a wealth of knowledge in the tennis industry.
Heading up global operations for one of the major sports brands enabled him to work with a number oftouring
professionals and their custom stringers.
This resulted in the production of rackets, strings and grips that are being used on the ATP Tour today.
We understand the expense that all players incur through participating in sport and became disillusioned with the high prices that were
being charged by a number of companies. Therefore our objective was to produce superior products at vastly superior prices.

http://www.mantis-tennis.jp/

ダブルスプレーヤーに
お勧めの操作性の良い
厚ラケ。

相手の打球に負けない重量
感のある迫力打球を実現す
るコンペティターモデル。

--22.5mm

Performa 260 Black

315 PS

(260g-345mm-RA68)

(315g-310mm-RA68)

MANTIS 315 PS（マンティス 315 ピーエス）

310mm

--23.0mm

MANTIS Performa 260 Black
（マンティス パフォーマ 260 ブラック）
●フェイスサイズ：115 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：260g
●バランス (unstrung)：345mm
●フレーム厚：26.5-28-26.5mm
●レングス：27.5inch
●フレックス (unstrung)：RA68
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-62 ポンド
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●グリップサイズ：G1、G2
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China
軽く、振り抜きが良く、スピン , スライスのかかりもグ
ッド。飛びは抑え気味で、インパクト時の打ち応えを得
られる軽量厚ラケ。
スイングスピードが遅めでショートスイングのプレーヤ
ー向け。

http://www.mantis-tennis.jp/ で個人向け試打ラケットレンタル開催中。是非ご利用ください。

(4)

--28.0mm

345mm

▼

筋力があり経験豊かで自ら打って行くプレーヤー向け。
恐れず積極的にたたきに行く選手に重く迫力のある打球を
もたらします。
インパクト時のボールの乗りが良く、
安心して打てるナチュラルフィーリングのラケット。

--25.0mm

▼

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：315g
●バランス (unstrung)：310mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA68
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：48-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
フルカバー付
Designed & Developed in UK/made in China

--26.5mm

--26.5mm

「MANTIS」の製品開発のコンセプトはシンプルです。
「品質と価格で、あなたにいかに満足していただけるかが最も大切」
この目的で、新しく開発されたハイモジュラスカーボンを使用したリーズナブルな価格のラケットを、
ウェイトと素材構造の微妙な調整ですべてのタイプのプレーヤーに合うようにラインナップしています。
「MANTIS」の R＆D スタッフは、ATP＆WTA のツアープロ選手によって使用された多くのラケット開発に
たずさわった経験豊富なテニススペシャリストとストリンガー、デザイナー達のチームです。

http://www.mantis-tennis.jp/

スイングパワー & スピード
を有すハイスキルプレーヤ
ー向けモデル。

Col.Black×Silver

--20.0mm

PRO 310 Ⅲ

(310g-315mm-RA66)

--20.0mm

MANTIS PRO 310 Ⅱ（マンティスプロ 310 スリー）

315mm

▼

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：310g
●バランス (unstrung)：315mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA66
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-62 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

--20.0mm

ボールを潰して打つハードヒッターに最適なモデル。
フレームの適度なしなりが、潰して打つボールをしっかり掴み、
精度の高いコントロール性能と強烈なショットを生み出します。
ボールヒッティング時の打感の良さがあなたの攻撃的プレイを
更に刺激します。

絶妙な質量と重量バランス
の振り抜きやすいオールラ
ウンドモデル。

Col.Black×Red

操作性に優れた軽量オール
ラウンドモデル。チューン
ナップで表情を変えます。

--20.0mm

PRO 295 Ⅲ

(295g-325mm-RA67)

Col.Black×Blue

PRO 275 Ⅲ

--20.0mm

(275g-325mm-RA65)

MANTIS PRO 275 Ⅲ（マンティスプロ 275 スリー）

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：295g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA67
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：44-60 ポンド
●グリップサイズ：G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

●フェイスサイズ：98 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：275g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：27inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●フレックス (unstrung)：RA65
●ストリングパターン：16×19
●推奨テンション：42-58 ポンド
●グリップサイズ：G1、G2、G3
●オープン価格
ソフトケース付
Designed & Developed in UK/made in China

▼

325mm

--20.0mm

--20.0mm

325mm

▼

MANTIS PRO 295 Ⅲ（マンティスプロ 295 スリー）

プレースメント重視のオールラウンドプレーヤーに最適。
扱いやすいウエイトとバランスがスムーズな振り抜きを
もたらします。
ボールをしっかりとグラブし、正確なコントロールと伸
びのあるショットを実現します。

--20.0mm

--20.0mm

軽量でありながら最適なバランス配分によりボールにパワー
を与えられる操作性に優れたモデル。
ライトウェイトが自分好みのより最適なチューンナップにも
呼応します。
(5)

Dear Junior Player,
Thank you for showing an interest in MANTIS, the newest and brightest sports brand that aims to provide top
quality equipment at exceptional prices.
MANTIS is committed to helping aspiring tennis and squash players and has embarked upon a sponsorship
scheme to help with this aim. The MANTIS Sponsorship Scheme incorporates a number of tiers based on the
ability and rating of an individual.

http://www.mantis-tennis.jp/

Junior

To start enjoying the products that MANTIS has to oﬀer at exclusive sponsorship rates simply complete the application form and return it to us.
Your application will then be processed and we will be in contact with you to conﬁrm if your application has been successful and at what level.

OFFICIAL BALLS - Junior Davis Cup & Junior Fed Cup

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

ハイモデュラス
カーボン 100％
張り上がり済

アルミニウム
張り上がり済

Designed & Developed in UK/made in China

STRINGS

25

230Jr-25

300PS-26
●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：245g
●バランス (unstrung)：325mm
●フレーム厚：22.5-25-23mm
●レングス：26inch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●ストリングパターン：16×19
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：12 歳〜
カバー付、STRUNG( 張上済 )
税込￥15,400

●フェイスサイズ：100 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：230g
●バランス (unstrung)：310mm
●フレーム厚：22.5-25-23.5mm
●レングス：25nch
●素材：ハイモデュラスカーボン 100％
●ストリングパターン：16×19
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：12 歳〜
カバー付、STRUNG( 張上済 )
税込￥13,200
Designed & Developed in UK/made in China

アルミニウム
張り上がり済

●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：240g
●バランス (unstrung)：295mm
●フレーム厚：20mm (parallel)
●レングス：25inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G0
●対象年齢：9 〜 12 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
税込￥5,280

Designed & Developed in UK/made in China

アルミニウム
張り上がり済

23
●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：210g
●バランス (unstrung)：275mm
●フレーム厚：18mm (parallel)
●レングス：23inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G3-8/5
●対象年齢：6 〜 9 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
税込￥4,950

Designed & Developed in UK/made in China

21
●フェイスサイズ：95 sq.inch
●ウエイト (unstrung)：195g
●バランス (unstrung)：250mm
●フレーム厚：18mm (parallel)
●レングス：21inch
●素材：アルミニウム
●ストリングパターン：16×17
●グリップサイズ：G3-8/5
●対象年齢：4 〜 6 歳
ハーフカバー付、STRUNG( 張上済 )
税込￥4,730

Designed & Developed in UK/made in China

●Tour Comfort ( ツアーコンフォート ) 16G(1.30)
ナイロン 66 マルチフィラメント セントラルコア
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥2,860

●TOUR POLY（ツアーポリ）
ポリエステル ( モノフィラメント）
カラー：レッド (1.22,1.27)、ブラック (1.27）
税込￥3,080

●Tour Comfort 200m ROLL 16G (1.30）
カラー：ナチュラル 税込￥33,000

●TOUR POLY 200m ROLL
カラー：レッド (1.22,1.27)、ブラック (1.27）
税込￥35,200

振動吸収性に優れた柔らかく反応の良い
ナイロンマルチフィラメント。
タッチプレーヤーに極上の打感とコント
ロール性能をもたらします。

耐久性の高いモノフィラメント構造がパワーとコントロール性能を
両立。スイングスピードの早いスピンプレーヤーに、ポリッシャー
加工を施した滑りの良いストリングが強烈なスピンを実現します。

●COMFORT SYNTHETIC ( コンフォートシンセティック ) 16G (1.30）
マルチフィラメントコア＋マルチアウターラップ＋W コーティング
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥2,200

●Tri Spin Poly ( トライスピンポリ ) 17G（1.25）、16G(1.30)
コーポリエステル モノコア（三角断面）
カラー：ブラック
税込￥2,530

●COMFORT SYNTHETIC 200m ROLL
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥22,000

●Tri Spin Poly 200m ROLL 17G（1.25）、16G (1.30）
カラー：ブラック 税込￥27,500

16G (1.30）

シンセティックのマルチフィラメントがマイルドな打感と安定した
球筋の力強いショットを実現します。
フレーム剛性に優れた MANTIS ラケットに、ボールのホールド感を
心地よく感じられるこのストリングスのコンビネーションは、プレ
ーヤーが求める正確なプレースメントの大きな助けとなるでしょう。

●POWER SYNTHETIC ( パワーシンセティック )
17G（1.25）、16G（1.30）
モノフィラメントコア＋マルチアウターラップ＋エラスティック
コーティング
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥2,420
●POWER SYNTHETIC 200m ROLL
カラー：ナチュラル、ブラック
税込￥24,200

17G（1.25）、16G（1.30）

幅広い選手層に充分な満足を与えるオールマイティーなモデルです。
シャープな打球感に素材特有の粘りも加わり、フルスイング時にラ
ケット性能を最大に発揮させます。
偏った性能を持たない大変スタンダードなストリング。

●COMFORT POLYESTER ( コンフォートポリエステル )
17G（1.25）、16G（1.30）
ポリエステルモノコア＋MANTIS オリジナルケミカルコーティング
カラー：イエロー、ブラック
税込￥2,200
●COMFORT POLYESTER 200m ROLL
カラー：イエロー、ブラック
税込￥22,000

17G（1.25）、16G（1.30）

ポリエステルストリングスにありがちな硬い打球感を嫌うハード
ヒッターにおすすめのストリング。
MANTIS ラケットの剛性に優れたラケットフェイスとこのストリ
ングスのコンビネーションがもたらすボールのホールド感は、フ
ルスイングでの安定したストロークを可能にします。

●POWER POLYESTER ( パワーポリエステル )
17G（1.25）、16G（1.30）
ポリエステルモノコア＋MANTIS オリジナルケミカルコーティング
カラー：シルバー
税込￥2,420

Ball
Stage 1 Green Tennis Balls Bucket 6 Dozen
25% slower than a standard tennis ball.
ステージ 1 グリーンボール バケット 72 球
対象年齢：8 歳以上 推奨ラケット :25 〜 27inch
推奨コート：フルコート カラー :YE×GRN
オープン価格 made in Thailand

Stage 2 Orange Tennis Balls Bucket 6 Dozen
50% slower than a standard tennis ball.
ステージ 2 オレンジボール バケット 72 球
対象年齢：7 〜 11 歳 推奨ラケット :23 〜 25inch
推奨コート：3/4 コート カラー :YE×ORANGE
(6) オープン価格 made in Thailand

コーポリエステルの三角断面構造がボール
をハードにグリップし、スピンパワーをア
ップ。
破壊力のあるエッグボールを実現します。

●POWER POLYESTER 200m ROLL
カラー：シルバー
税込￥24,200
Stage 3 Red Tennis Balls 12 Pack
ステージ 3-12 球 パック
対象年齢：2 〜 6 歳
推奨ラケット：19 〜 21inch
推奨コート：1/4 コート
カラー：イエロー × レッド
直径 75mm オープン価格
made in CHINA

17G（1.25）
、16G（1.30）

テンションロスが少なく耐久性に優れることから、トーナメントクラ
スの選手に最適です。
ボールのキレを感じられる、抜けるような打球感は爽快です。
スウィングスピードの早いプレーヤーが MANTIS ラケットと合わせて
使用することにより、強烈なパワーを生み出す最強の武器になり得る
でしょう。

MANTIS was formed at the start of 2009 by a former international tennis player and coach with over thirty years
experience and a wealth of knowledge in the tennis industry.
Heading up global operations for one of the major sports brands enabled him to work with a number oftouring
professionals and their custom stringers.
This resulted in the production of rackets, strings and grips that are being used on the ATP Tour today.
We understand the expense that all players incur through participating in sport and became disillusioned with the high prices that were
being charged by a number of companies. Therefore our objective was to produce superior products at vastly superior prices.

http://www.mantis-tennis.jp/

Grip Tape
●Performa Dry Overgrip
( パフォーマドライオーバーグリップ )
プレーヤーのリクエストから生まれた
ドライグリップテープ。
カラー：ホワイト 税込￥1,100

●PERFORMA PERFORATED ( パフォーマパフォーレイテッド )
ドライとウェットの中間感触のオーバーグリップテープ。
表面のナノパウダーが快適なグリッピングを実現します。
カラー：ホワイト、ブラック、ピンク 税込￥1,100

Racket Parts
●グロメットセット 税込￥1,100
315PS/300PS/285PS/265CS/250CS
300/285/265/250
Tour 315 /305
PRO 295/310
PRO 295Ⅱ/PRO 310Ⅱ
Perfoma260/260Black
300Ⅲ/285Ⅲ/265Ⅲ/250Ⅲ
Pro310Ⅲ/Pro295Ⅲ/Pro275Ⅲ

●ツアーリプレースメントグリップ
ウェットタイプで消臭効果があります。
素材：ポリウレタン、厚さ：1.8mm
カラー：ホワイト 税込￥1,100

●PERFORMA TAC ( パフォーマタック )
0.5mm 厚の薄めのウェットオーバーグリップテープ。
カラー：ホワイト、ブルー 税込￥1,100

●プロリプレースメントグリップ
プレーヤーの要望から生まれた元巻グリップ。
素材：ポリウレタン 厚さ：1.8mm
カラー：ブラウン、ブラック 税込￥1,320

●バイブレーションダンプナー
（WH＋BK）税込￥440

●グリップパレット
（ノンパッケージとなります）
G1、G2、G3、G4
税込￥1,650
●ステンシルインク
ホワイト、ブラック
税込￥1,320

●ステンシルマーク
●バイブレーションダンプナー 50 tub
（ノンパッケージとなります） （W/5、BK/5、OR/8、BL/8、
税込￥880
PK/8、RD/8、GRN/8)
税込￥9,900

●グリップラバーバンド
（ノンパッケージとなります）
税込￥220

●エンドキャップ
（ノンパッケージとなります）
G1、G2、G3、G4 税込￥440

Bags
●10 RACKET THERMO (MNT-JB1600) 税込￥14,080 10 本入、3BOX 構造 ( サーモボックス付 )
W80×H34×D35 ポリエステル 両サイド表側にポケット、前面ボックス内に小物用ポケット、
センターボックスにポケット。 脱着式シューズ袋付き
●6 RACKET BAG (MNT-JB1601) 税込￥10,780 6 本入、2BOX 構造 W80×H34×D22
ポリエステル 両サイド表側にポケット、脱着式シューズ袋、底部リフレクター付き。

●BACK PACK (MNT-JB1602) 税込￥8,690 2 本入、2BOX 構造 W30×H48×D18 ポリエステル
両サイドメッシュポケット、正面フラップ部ポケット、内部小物用吊りポケット。
リュックチェスト、マスコットリング、リュック部リフレクター付き。

●RACKET SOFT SACK (MNT-JB1603)

税込￥2,090
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䝀䞊䝆䠖
㻝㻣㻳㻔㻝㻚㻞㻡㼙㼙㻕
㻝㻢㻳㻔㻝㻚㻟㻜㼙㼙㻕
䝺䞁䜾䝇䠖㻝㻞㼙
䜹䝷䞊䠖䝘䝏䝳䝷䝹
⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

䖃䜽䜰䝅䜺䝑䝖䜰䞊䝬䞊㻔㼁㻿㻙㻽㻳㼁㼀㻙㻭㻕
䝁䜰䛿䝫䝸䜴䝺䝍䞁䝁䞊䝔䜱䞁䜾䛥䜜䛯䝘䜲䝻䞁䝬䜲䜽
䝻䝣䜯䜲䝞䞊䜢ᩘ༓ᮏ᮰䛽䛯䝬䝹䝏䚹
䜰䜴䝍䞊䝷䝑䝥䛿䝁䞊䝫䝸䜶䝇䝔䝹䛾㻞䛴䛾䝸䝪䞁䚹
䝁䜰䛾䝬䝹䝏䝣䜱䝷䝯䞁䝖䛜䝋䝣䝖䛷䝉䞁䝅䝔䜱䝤䛺䝣䜱
䞊䝸䞁䜾䜢䜒䛯䜙䛧䚸䝫䝸䝸䝪䞁䛜ᡴ䛱ᛂ䛘䜢ᐇ⌧䚹
ᰂ䜙䛛┠䛾ᡴឤ䛸⪏ஂᛶ䜢ᮃ䜐㉕ἑ䛺䝥䝺䞊䝲䞊䛻䚹
䜒䛧䛒䛺䛯䛜⫝③䜢ឤ䛨䛶䛔䛯䜙㠀䛚ヨ䛧䛟䛰䛥䛔䚹
䝀䞊䝆䠖㻝㻣㻳㻔㻝㻚㻞㻡㼙㼙㻕䚸㻝㻢㻳㻔㻝㻚㻟㻜㼙㼙㻕䚷䝺䞁䜾䝇䠖㻝㻞㼙
䜹䝷䞊䠖䝤䝹䞊䝇䝟䜲䝷䝹䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

䖃㼀㻸㻳㻙㻝

䝖䞊䝘㻌䝺䝄䞊䜾䝸䝑䝥
䝍䞁䚷⛯㎸㼈㻟㻘㻜㻤㻜
㻞㻚㻡㼏㼙㽢㻝㻝㻢㻚㻡㼏㼙

䖃䝯䜺䝷䝑䝥㼁㻿㻭
㻔㼁㻿㻙㻹㼃㻙㼁㻿㻕
䝅䞁䝉䝔䜱䝑䜽䛾䝸䝥䝺䞊䝇
䝯䞁䝖䜾䝸䝑䝥䚹
㻝㻜㻟㼏㼙㽢㻟㻝㻚㻣㻡㼙㼙
㻝㻚㻡㼙㼙ཌ
⛯㎸䢠㻝㻘㻟㻞㻜

䖃䝥䝻䝆䜵䝹㻔㼁㻿㻙㻳㻯㻿㻙㻮㻷㻕

ᡴ⌫䛾䝅䝵䝑䜽䜢྾䛩䜛䝆䜵䝹䜢
ഛ䛧䛯ඖᕳ䝅䞁䝉䝔䜱䝑䜽䜾䝸䝑䝥䚹
㻝㻝㻜㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻞㼙㼙㽢㻝㼜㼏㼟
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜

䖃䝷䜿䝑䝖䝟䝽䞊䜻䝱䝑䝥
㻔㼁㻿㻙㻾㻼㻯㻙㻝㻕䚷⛯㎸䢠㻣㻣㻜
䜾䝸䝑䝥䜶䞁䝗䛻╔䛩䜛䛷㧗䛔
䜾䝸䝑䝥ຊ䛸Ᏻᐃឤ䜢ᚓ䜙䜜䜎䛩䚹
䜚䜢ᅇ㑊䛧䝪䞊䝹䛻ఏ䛘䜛䜶䝛䝹
䜼䞊䜢䜰䝑䝥䚹
ᚤጁ䛺䜾䝸䝑䝥䝽䞊䜽䜢ྍ⬟䛻䛧
䝥䝺䞊䝲䞊䛾ពᛮ䜢ṇ☜䛻䝷䜿䝑䝖
䜈ఏ㐩䛧䜎䛩䚹

(9)
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ືṆ䜑䠃䝁䞊䝖⏝ရ䚸䝔䝙䝇䜰䜲䝔䝮

䖃㻾㻲㼄㻙㻝
䝸䝣䝺䝑䜽䝇䝪䞊䝹
䠄ᑕカ⦎⌫䠅
⛯㎸㼈㻝㻘㻢㻡㻜

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䖃㼂㻵㻮㻙㻻

䖃㻳㻰㻵㼀㻙㻝䚷䜶䝹䝪䞊䜺䞊䝗

䝢䞊䝖䝃䞁䝥䝷䝇䝞䜲䝤䝺䞊䝅䝵䞁䝎䞁䝥䝘䞊
㻮㻷㽢㻾㻰䚸㻮㻷㽢㻮㻷䚸㼃㻴㽢㼃㻴䚷⛯㎸㼈㻢㻢㻜

➽⫗䛻䝥䝺䝑䝅䝱䞊䜢䛘⫝䛾
③䜏䜢䜙䛢䜎䛩䚹⛯㎸㼈㻟㻘㻜㻤㻜

䖃㻿㻷㻙㼀

䝔䝙䝇䝪䞊䝹䜻䞊䝩䝹䝎䞊
㻝ಶ䠖⛯㎸㼈㻣㻣㻜

䖃㼂㻵㻮㻙㼃

䝩䜲䝑䝇䝸䞁䜾
䝤䝹䞊䚷⛯㎸㼈㻤㻤㻜
㡢䛜㬆䜛ືṆ䚹

䖃㼂㻵㻮㻙㻮

䝤䝸䞁䜻䞁䜾
䝺䝑䝗䚷⛯㎸㼈㻤㻤㻜
ග䜛ືṆ䚹

䖃㼂㻵㻮㻙㻿㻼

䝇䝟䜲䝎䞊
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⛯㎸㼈㻤㻤㻜

䖃䝣䝷䝑䜾䝞䞁䝗㻔㼁㻿㻙㻲㻮㼃㻕
ᅜᶍᵝ䛾䝸䝇䝖䝞䞁䝗䚹ྛ✀䝇䝫䞊䝒䜲䝧䞁䝖䜔䛚Ẽ䛻ධ䜚㑅ᡭ䛾ᛂ䛻䚹
䝁䝑䝖䞁㻤㻜䠂䚸䝘䜲䝻䞁㻝㻜䠂䚸䜶䝷䝇䝔䜱䝑䜽㻝㻜䠂䚷㻞ಶධ䜚
䜲䜼䝸䝇䚸䝣䝷䞁䝇䚸䜲䝍䝸䜰䚸䝤䝷䝆䝹䚸䜹䝘䝎䚸䝗䜲䝒䚸䜰䝯䝸䜹䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜

䖃㼂㻵㻮㻙㻲㻸

䝣䝷䝽䞊
䜹䝷䞊䠖䝩䝽䜲䝖
⛯㎸㼈㻤㻤㻜

䖃㻼㻾㻻㻌㼂㼕㼟㼛㼞㻌㻔䝥䝻㻌䝞䜲䝄䞊㻕䚷䝣䝸䞊䝃䜲䝈䚷䝩䝽䜲䝖
䝒䝞䛾䝤䝷䝑䜽䛜䜼䝷䛴䛝䜢ᢚ䛘䜎䛩䚹
䝫䝸䜶䝇䝔䝹㻝㻜㻜䠂㻔㼙㼕㼏㼞㼛㼒㼕㼎㼑㼞㻕䚷⛯㎸\2,200

䖃㻼㻾㻻㻌㻯㼍㼜㻔䝥䝻㻌䜻䝱䝑䝥㻕䚷䝣䝸䞊䝃䜲䝈䚷䝩䝽䜲䝖
㢌㡬㒊䛾㻠䛴䛾䝯䝑䝅䝳㒊ศ䛜ᛌ㐺䛺㏻Ẽᛶ䜢ᐇ⌧䚹
䝒䝞䛾䝤䝷䝑䜽䛜䜼䝷䛴䛝䜢ᢚ䛘䜎䛩䚹
䝫䝸䜶䝇䝔䝹㻝㻜㻜䠂㻔㼙㼕㼏㼞㼛㼒㼕㼎㼑㼞㻕䚷⛯㎸\2,750

(10)
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䖃㻾㻴㻳㻙㻝䚷䝩䝑䝖䜾䝻䞊䝤㻌䝔䝙䝇䝭䝖䞁
⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜
䝤䝷䝑䜽㻌

䖃㼀㻮㻴㻝㻜㻜㻜

䝔䝙䝇䝪䞊䝹䝩䝹䝎䞊㻌䝅䝹䝞䞊㻌⛯㎸㼈㻣㻣㻜

䖃㻿㻼㻥㻜㻜㻝䚷䝖䞊䝘䝔䝙䝇䝃䝫䞊䝍䞊ᡭ㤳⏝
䝤䝷䝑䜽䚸䝅䝹䝞䞊䚷⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜

䖃㻿㻼㻥㻜㻜㻞䚷䝖䞊䝘䝔䝙䝇䝃䝫䞊䝍䞊⫝⏝
䝤䝷䝑䜽䚸䝅䝹䝞䞊䚷⛯㎸㼈㻞㻘㻢㻠㻜

䖃㻿㻯㻻㻙㻝
䝇䝁䜰䜻䞊䝟䞊䚷⛯㎸㼈㻤㻘㻡㻤㻜

䖃㻮㻼㻙㻤㻜䚷䝪䞊䝹䝫䞊䝖䠄㻤㻜⌫⏝䠅㻌⛯㎸㼈㻤㻘㻡㻤㻜

䖃㻮㻼㻙㻹䚷䝪䞊䝹䝫䞊䝖䝭䝙䠄㻟㻢⌫⏝䠅㻌⛯㎸㼈㻡㻘㻞㻤㻜

䖃㻺㻱㼀㻙㻝

䝛䝑䝖䝏䜵䝑䜽
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻝㻡

䝔䝙䝇䝤䝑䜽䜶䞁䝗
⛯㎸㼈㻡㻘㻡㻜㻜

䖃㼀㻼㻮㻙㻟

䝣䜷䞊䝮䝪䞊䝹
䠄䝇䝫䞁䝆㻟⌫ධ䠅
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻞㻝

㻲㼡㼚㻌㻾㼍㼏㼗㼑㼠㻌㻿㼠㼑㼚㼏㼕㼘㼟

䝔䝙䝇䝪䝖䝹䜸䞊䝥䝘䞊
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻳㻙㻞

䖃㼁㻳㻙㻝㻣

䝔䝙䝇䝺䝍䞊䜸䞊䝥䝘䞊
⛯㎸㼈㻞㻘㻞㻜㻜

䝔䝙䝇䝁䜲䞁䝩䝹䝎䞊
⛯㎸㼈㻟㻘㻟㻜㻜

䖃㻾㻿㻙㻿㻹㻵㻸㻱

䈜ண࿌䛺䛟ᵝ䜔䝕䝄䜲䞁䛜ኚ䜟䜛䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㻿㻹㻵㻸㻱㼅㻌㻲㻭㻯㻱
䝇䝬䜲䝸䞊䝣䜵䜲䝇
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻿㻙㻿㼀

䝴䝙䠉䜽㻌䝇䝁䜰䝏䝳䞊䝤䚷䝩䝽䜲䝖䚸䝤䝷䝑䜽䚸䝤䝹䞊䚸䜾䝸䞊䞁䚷⛯㎸䢠㻥㻘㻥㻜㻜
䝪䞊䝹䜢䛿䜑㎸䜐䛷⋓ᚓ䝀䞊䝮ᩘ䜔䝉䝑䝖ᩘ䛜⾲♧䛷䛝䜎䛩䚹
ᆺ䝛䝑䝖䝫䝇䝖䛻䝇䝔䞁䝺䝇䜽䝷䞁䝥㻔⥾䜑㔠㻕䛷ᅛᐃ䛧䜎䛩䚹
ᅄゅᆺ䝛䝑䝖䝫䝇䝖䛻䛿䝉䝑䝖䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹
㔠⥙䛾䝣䜵䞁䝇䛻ᘬ䛳䛛䛡䛶䛾タ⨨䜒ྍ⬟䚹
㞵㢼䛻ᙉ䛔䝁䞊䝔䜱䞁䜾ຍᕤ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛾䛷㧗䛔⪏ஂᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

Risa Ozaki

䖃㻾㻿㻙㻿㻷㼁㻸

㻿㻷㼁㻸㻸㻒㻯㻾㻻㻿㻿㻮㻻㻺㻱㻿
䝇䜹䝹䠃䜽䝻䝇䝪䞊䞁䝈
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㻾㻿㻙㻴㻭㻺㻰

㻴㻭㻺㻰㻌㻼㻾㻵㻺㼀㻙㼟㼠㼛㼜
䝝䞁䝗䝥䝸䞁䝖㻙䝇䝖䝑䝥
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㻾㻿㻙㻼㻭㼃
㻼㻭㼃㻌㻼㻾㻵㻺㼀
䝟䜴䝥䝸䞁䝖
⛯㎸㼈㻝㻘㻟㻞㻜

䖃㼁㻿㻙㻿㻯㻻㻟

䝛䝑䝖䝇䝁䜰䜻䞊䝟䞊䚷⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜

䖃㻳㻾㻵㻼㻌㻾㼄㻌㻔㼁㻿㻙㻳㻾㼄㻙㻞㻕

䝴䝙䠉䜽䜾䝸䝑䝥䜰䞊䝹䜶䝑䜽䝇䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻢㻡㻜
↓Ⰽ䛷䝆䜵䝹≧䛾㏿ᛶ䛻ඃ䜜䛯䜚Ṇ䜑䝻䞊䝅䝵䞁䚹
ờ䛻䜘䜛䜾䝸䝑䝥䛾䜚䜢㜵䛞䜎䛩䚹
䝔䝙䝇䚸䝞䝗䝭䞁䝖䞁䚸ᡭ䛾䜂䜙䛾䜚Ṇ䜑䜢ᚲせ䛸䛩䜛ྛ✀䝇䝫䞊䝒䛻
䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚹㻢㻜㼙㼘㻌ᚤ㤶ᛶ䚷䛟䛸䝻䞊䝆䞁䜢䛡䛯ᵝ䛺ឤ䛨䛻䛺䜚䜎䛩䚹

㻔㻝㻝㻕

⛯㎸䢠㻝㻘㻝㻜㻜
䝩䝽䜲䝖䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䝑䜽䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝹䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝽䜲䞁䝺䝑䝗䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜲䜶䝻䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䜴䞁

BOW003 WHITE with BREAK BACK
㻮㻻㼃㻜㻜㻟㻙㻮㻮㻌㻔㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷㻌䝁䝷䝪 㻕
䝪䜴䝤䝷䞁䝗㻌䝥䝻䜾䝸䝑䝥 䠄䝇䞊䝟䞊䜴䜵䝑䝖㻌㻟 ᮏᕳ㻌㻝㻜㻡㼏㼙㽢㻞㻡㼙㼙㽢㻜㻚㻣㼙㼙㽢㻟㼜㼏㼟㻕䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻝㻜㻜䚷䝩䝽䜲䝖䚷ᩘ㔞㝈ᐃရ

᭶หᑡᖺ䝏䝱䞁䝢䜸䞁㐃㍕୰䛾 䛂㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷䛃 䠄ⴭ⪅ 㻦 䝥䝻䝔䝙䝇㑅ᡭ䛾㈨᱁䜢᭷䛩䜛 㻷㻭㻿㻭䠅
䛸䛾䝁䝷䝪⏬ၟရ䚹

ホワイト

ブラック

ブルー

ブラウン

イエロー

ワインレッド

䜿䜺䛷ᢡ䛧䛯ඖୡ⏺䝷䞁䜻䞁䜾 㻣 䛾ዪᏊ䝔䝙䝇䝥䝻 䞉 ୖᲄ⣪Ꮨ䛜↓ྡ䛾㧗ᰯ䜢⋡䛔䛶㧗ᰯ
䝔䝙䝇⏺䛷ᭀ䜜䜎䜟䜛 㻍㻍 䠄䝁䝭䝑䜽䝇ዲホⓎ୰ 㻍㻍䠅

⛯㎸䢠㻠㻝㻤
㏻ᖖၟရ 㻔㻮㻻㼃㻜㻜㻟㻕 䛾䜶䞁䝗䝔䞊䝥䜹䝷䞊䛿䝤䝷䝑䜽䛷䛩䛜䚸
䛣䛾 䛂㻮㻾㻱㻭㻷㻌㻮㻭㻯㻷䛃 䝁䝷䝪ၟရ 㻔㻮㻻㼃㻜㻜㻟㻙㻮㻮㻕 䛾䜶䞁䝗
䝔䞊䝥䜹䝷䞊䛿䝩䝽䜲䝖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

⛯㎸䢠㻥㻘㻥㻜㻜

⛯㎸䢠㻠㻘㻝㻤㻜

RISA OZAKI

with BOWBRAND

BOW BRAND LEATHER GRIP
㻮㻻㼃㻮㻾㻭㻺㻰㻌䝺䝄䞊䜾䝸䝑䝥䚷᪥ᮏ〇 䠄≉Ṧᢏ⾡ຍᕤရ䠅
㻮㻻㼃㻝㻜㻜㻜䚷䝃䜲䝈 䠖 㻝㻜㻜㼏㼙㽢㻞㻚㻡㼏㼙䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻡㻞㻜
㻮㻻㼃㻝㻝㻜㻜䚷䝃䜲䝈 䠖 㻝㻝㻜㼏㼙㽢㻞㻚㻡㼏㼙䚷⛯㎸䢠㻟㻘㻣㻠㻜
䜹䝷䞊 䠖 䝤䝷䜴䞁䚸 䝛䜲䝡䞊䚸 䝽䜲䞁䚸 䝇䜹䜲䚸 䝤䝷䝑䜽
䛣䜜䜎䛷䛿 㻝 ᅇ䛾ᕤ⛬䛰䛳䛯 䛂䛺䜑䛧䛃 䛾ᕤ⛬䛻ᗘ䜽䝻䝮䛺䜑䛧䛾ᕤ⛬䜢ຍ䛘䜎䛧䛯䚹
⾲㠃䛻䝕䜱䞁䝥䝹ຍᕤ䜢䛩䛻䜘䜚䚸 䜚䛻䛟䛟ఙ⦰ᛶ䜒᭷䛧䛯䜎䛷䛻䛺䛔ឤゐ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䛥䜙䛻≉Ṧ䛺⁐ᾮ䜢ሬᕸ䛩䜛䛣䛸䛷⪏ஂᛶ䛸⊂≉䛾䝃䝷䝃䝷ឤ䜒ᣢ⥆䛧䜎䛩䚹
ᒓရ 䠖 ୧㠃⢓╔䝔䞊䝥䚸 䜶䞁䝗䝔䞊䝥
㻔 ⢓╔䝔䞊䝥䛿䝺䝄䞊䛻䛿┤᥋㈞䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹 䝪䝑䜽䝇䝟䝑䜿䞊䝆ෆ䛻ูῧ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩 㻕
ᕳ䛝ጞ䜑 㻔 䜾䝸䝑䝥䜶䞁䝗 㻕 㒊ศ䛿ᩳ䜑䛻䜹䝑䝖䛧䛶䛒䜚䜎䛩䚹
᭱⤊ 㻔 ඛ 㻕 㒊ศ䛿┿ᶓ䛻ษ䛳䛶䛒䜚䜎䛩䛾䛷䛚ዲ䜏䛾㛗䛥䛷ᩳ䜑䛻ษ䛳䛶╔䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䝤䝷䜴䞁䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝽䜲䞁䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝤䝷䝑䜽

䝛䜲䝡䞊䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝇䜹䜲

⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜
⛯㎸䢠㻣㻘㻜㻠㻜

⛯㎸䢠㻣㻘㻠㻤㻜
⛯㎸䢠㻣㻘㻜㻠㻜

(13)

䖃㻮㻻㼃㻌㻮㼍㼏㼗㻌㻼㼍㼏㼗 䠄㻮㻻㼃㻙㻶㻮㻞㻜㻜㻣䠅
䜹䝷䞊 䠖 䝕䝙䝮䝤䝹䞊
䝃䜲䝈 䠖 㼃㻟㻜㽢㻰㻝㻥㽢㻴㻡㻜㼏㼙
⣲ᮦ 䠖 䝫䝸䜶䝇䝔䝹 㻔㼀㻼㻱㻕
䝅䝳䞊䝈䝫䜿䝑䝖䛝
⛯㎸䢠㻝㻜㻘㻣㻤㻜

㻨 䝫䜿䝑䝖㓄⨨ 㻪
䕔䝯䜲䞁㒊ෆഃ
䞉 ๓㠃 䠖 㠃䝣䜯䝇䝘䞊䝫䜿䝑䝖 㻞 ಶ 㻛 䝨䞁ᕪ䛧 㻞 ᮏ䚷 䞉 ⫼㠃 䠖 㠃䝣䜯䝇䝘䞊䝫䜿䝑䝖 㻝 ಶ 㻛 䝨䞁ᕪ䛧 㻞 ᮏ
䕔䝷䜿䝑䝖⣡㒊
㻞 ᮏ⣡ྍ䛷䝷䜿䝑䝖ྠኈ䛜᥋ゐ䛧䛺䛔䜘䛖䝉䝟䝺䞊䝖ᵓ㐀䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯 㻝 ᐊ䛜䜽䝑䝅䝵䞁⣲ᮦ䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛷䝜䞊䝖 㻼㻯 䜢ධ䜜䜛䛜䛷䛝䜎䛩䚹
䕔እഃ 䠖 䝨䝑䝖䝪䝖䝹䝩䝹䝎䞊 㻝 ಶ䚸 䝣䜯䝇䝘䞊䝫䜿䝑䝖 㻞 ಶ

䝕䝙䝮㢼䜹䝷䞊䛷䝔䝙䝇䛿ㄽ䜸䝣䝁䞊䝖䛷䜒䛘䜛䝕䝄䜲䞁ᛶ䚹 ㇏ᐩ䛺䝫䜿䝑䝖䛷䛔ᡭ䜒ᢤ⩌䛷䛩䚹
䝞䝑䜾䛿䝅䝳䞊䝈⣡㒊䚸 䝷䜿䝑䝖⣡㒊䚸 ╔᭰䛘➼䜢⣡䛩䜛䝯䜲䞁㒊䚸 ᑠ≀䛺䛹䜢ධ䜜䜛䝖䝑䝥䛾⣡㒊䛾 㻠 㒊ᒇᵓ㐀䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䝅䝵䝹䝎䞊䝟䝑䝗䛿㉳ᑕ⣲ᮦ䜢᥇⏝䛷ኪ㛫䛷䜒Ᏻᚰ䛷䛩䚹

(14)

(15)

ISOSPEED is the technology leader in the ﬁeld of innovative materials.
We are the only company in the world that uses Polypropylene in the manufacture of strings, in addition to the more common materials. With Power Ribbons,
we have developed a revolutionary string technology which uses elastic tapes instead of the traditional ﬁbers.
And, since 1990, we have carried out successful research on methods for the postprocessing and optimization of materials, such as double heating, a thermal
aftertreatment which makes it possible for us to produce an unusual, triangular tennis string.
Continuous advances in materials and technologies guarantee innovative, state-of-the-art products.

ポリプロフィレンの極薄レイヤーを何層にも重ねた積層マルチフィラメント構造。この構造はまさにナチュラル
ガットに大変良く似た構造です。インパクト時にソフトで繊細なタッチ感と高い振動吸収性を感じられます。

それぞれが最先端の技術で作られたユニークで独特な個性を持
つストリングたち。魅惑のイソスピードワールドへようこそ。

Professional

ポリなのにナイロンマルチの様な打感とタッチ。
イソスピード自信の代表作「プロフェッショナル」
微妙なボレーコントロールを求めるプレーヤーには
1.20 ゲージの「プロフェッショナル」

ストリング表面にリキッドワックス加工を施す
もので、ストレスの無いスムースなストリンギ
ングを実現します。
また、ノッチングもミニマイズしプレー時にス
トリング性能そのものを維持・発揮する事がで
きます。

Professional
( プロフェッショナル )

プレストレッチとは、ストリング製造直
後に張力をかけて一旦ストリンギングさ
れた様な力を加えるものです。
これにより実際にラケットに張り上げた
時や時間経過後のテンションロスをミニ
マイズします。

ゲージ：1.20mm(17)
長さ：12m
カラー：ナチュラル
素材：ポリプロフィレン
構造：リボン多層積層
プレストレッチ：50kg
税込￥2,640

パワーリボンとは、ポリプロフィレンと
ポリアミドで作られた極薄フラットテー
プ状の素材を複数層に重ねマルチフィラ
メントにした構造を言います。
この構造は、そのナチュラルガットに似
た構造によりマイルドな打感と衝撃吸収
性をストリングにもたらします。

( テンションロスを防ぐために張力をかけた状態でコイルに巻き付けてあります )

Control

ポリなのにナイロンマルチの様な打感とタッチ。
イソスピード自信の代表作「コントロール」
タッチと耐久性を求めるプレーヤーには
1.30 ゲージの「コントロール」

トリプル ( マルチプル ) ヒーティングとは、
製造過程でストリングに複数回の熱を加え
るもので、素材の密度などを統一化し製品
のばらつきを抑えるものです。
これにより、ストリングはストレスから開
放され製品の均一化がもたらされます。

（ブイ 18)

Control
( コントロール )

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

ゲージ：1.30mm(16)
長さ：12m
カラー：ナチュラル
素材：ポリプロフィレン
構造：リボン多層積層
プレストレッチ：50kg
税込￥2,640

( テンションロスを防ぐために張力をかけた状態でコイルに巻き付けてあります )

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜
⛯㎸䢠㻞㻘㻠㻞㻜

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜
&1.30mm

⛯㎸䢠㻞㻘㻢㻠㻜

⛯㎸䢠㻟㻘㻜㻤㻜

⛯㎸䢠㻟㻢㻘㻟㻜㻜

(16)

ȖȩȳȉȭǴƷǢȫȕǡșȃȈǛȢȁȸȕƴƠƨǷȣȄŵ
ƶბƠƯǋǤȳȑǯȈƷƋǔȇǶǤȳŵԈ્ŴUVǫȃȈ

(17)

(18)

(19)

ᾥᾷΏΏṾύᾧᾈɰṷẋẞẍẒΏṺẙẓẘẞΏṒṬṷṗṴṷṜṚṛṚṓ
ᾟᾳὨᾌẩᾑὨᾗ̵ẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ɰṷẩṶẩẂṶɰኈᷜṞṖṛṢṚ

ᾰᾋὧ̵ώΏṾύᾧᾈɰṷẋẞẍẒΏṺẙẓẘẞΏṒṬṷṗṴẁṜṚṜṚṓ
ᾑὨᾗ̵ẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾌᾱᾘὯᾯᾘᾷέɰṽẩṷẩṶɰኈᷜṞṖṛṢṚ

ᄺὠἨὀ̵ᾙẪἮὝἝᾊᾏώᾢᾷἿোź

ᾰᾋὧ̵ώΏṾύᾧᾈɰṰẖẋẗẏΏṽẒẙẞẞẏẜẝΏṒṬṷṗṴẁṜṚṜṜṓ
ᾑὨᾗ̵ẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾌᾱᾘὯᾯᾘᾷέɰṽẩṷẩṶɰኈᷜṞṖṛṢṚ

ṞṚṗṶṹẀṯἿὀᾢᾇᾅᾡὨᾷᾌ
ᾔᾯᾋᾢᾇᾅἻὤἱἭź

ἤὝἝἠἲὔἻἕẪᾙᾯἼඌἨὑὮᾷſὮᾙί̵ᾌź
ṾύᾧᾈɰṸẙΏṬẏẏẜṖṸẙΏṾẏẘẘẓẝṜṚṛṣΏṒᾒ̵ᾗὦᾒ̵ᾊᾏώṜṚṛṣṓɰኈᷜṞṖṛṢṚ
ᾭὨᾤὴᾮ̵ᾷẩᾌᾱᾘὯᾯᾘᾷέẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾑὨᾗ̵ẩᾟᾳὨᾌ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṣṛṛṓɰṷẩṶẩẂṶɰɰɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṣṜṛṓɰṽẩṷẩṶ

ŅŰġźŰŶġŤũŢŭŭŦůŨŦŀ
ŔŶŴűŪŤŪŰŶŴġŪŴġŴŢŧŦĭġŪŵġŪŴġŢġŴűŪųŪŵġŰŧġŵŦůůŪŴġűŭŢźŦųŴį

NO
BEER
NO
TENNIS

ṾύᾧᾈɰṮẙΏẃẙẟΏṭẒẋẖẖẏẘẑẏΏṒᾍὩ̵ᾪ̵ᾅᾧᾰᾷὼṓɰኈᷜṞṖṛṢṚ
ᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾌᾱᾘὯᾯᾘᾷέẩᾑὨᾗ̵ẩᾟᾳὨᾌẩᾭὨᾤὴᾮ̵ᾷ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṣṛṚṓɰṷẩṶẩẂṶɰɰɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṣṜṚṓɰṽẩṷẩṶ
ὦὪᾌƘ̵ᾙƘΏᄺὠἨὀ̵ᾙἝᾊᾏώᾢᾷἿোź

ታἿ֔ҼᄧźΏᾙᾰ̵ᾤύᾫᾇᾌἸᾡὨᾷᾌגޛƘ

ṾύᾧᾈɰṚṗṛṟΏṒᾭᾚᾙὧᾙᾊὧ̵ᾷṓɰኈᷜṞṖṛṢṚ
Ṷὴᾮ̵ᾷẩᾑὨᾗ̵ẩṶᾯ̵ẩṲᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩṷᾕ̵ᾛᾯẩṷᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṢṛṛṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṢṜṛṓɰṽẩṷẩṶ

ᾌώἿషἼᦉἴἷὓịό̵ᾚỌἹἜធἴἷὀἕἢἬὤƘ

ᾘᾇέΏὦΏὪὨᾏᾷὴΏᾕ̵ᾌᾎ̵ź
ἿװύἸඌἨἠᾊᾏώẪἤὝ͜ᄧẪ

ṾύᾧᾈɰṰẜẋẗẏṽẒẙẞẞẏẜẝΏṜ
Ṓᾙᾰ̵ᾤύᾫᾇᾃ̵ᾈ̵ṓΏኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾑὨᾗ̵ẩṶᾚᾯ̵ẩṲᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩ
Ṷὴᾮ̵ᾷẩṷᾕ̵ᾛᾯẩṷᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṢṛṜṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṢṜṜṓΏṽẩṷẩṶ

ṾύᾧᾈɰṿẚΏẙẜΏṮẙạẘ
ṒὦᾇᾛὮὦᾄὪᾷṓ
ኈᷜṝṖṣṠṚ
Ṷᾚᾯ̵ẩṲᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩ
Ṷὴᾮ̵ᾷẩᾑὨᾗ̵ẩ
ṷᾘᾷέẩṷᾕ̵ᾛᾯ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṢṛṝṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṢṜṝṓΏṽẩṷẩṶ

ṾύᾧᾈɰṭẒẋẖẖẏẘẑẏΏṒᾅᾧᾰᾷὼṓ
ኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾟᾳὨᾌẩṶὴᾮ̵ᾷẩᾑὨᾗ̵ẩ
Ṷᾚᾯ̵ẩṲᾘᾷέẩṷᾘᾷέẩṷᾕ̵ᾛᾯ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṢṛṚṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṢṜṚṓΏṽẩṷẩṶ

ᾕᾳᾙᾯᾖᾇᾃ̵ἻἿἼἤἿṾύᾧᾈὀἫἕź

ᾔᾯᾋᾢᾇᾅὀ֡ὯᾮᾙὭᾯᾏὦᄀὝẪ

ᭈἸᾛᾰ̵ἸἻἠἷีậậậἸὓẩ
ὝἝԅἷἜὀἢ༾ѰἨἻἠἴἲὔź

ṾύᾧᾈếṺẓẍẕỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷẩ
ᾟᾇᾌᾘᾷέẩᾭὨᾌᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṝṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṠṜṝṓΏṽẩṷẩṶ

ࣹᓜἼᾨᾇᾘ̵ẩ
ᓎ͢רἼṬẋẖẖẏΏẎẏΏṷẋẞẍẒἿԢᐝẪ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌὶ̵ᾤὪὫὦ̵
ɧὼᾇᾛὦᾇᾛὶ̵ᾤύᾧᾈṒṬṷṗṴẁṛṝṜṟṓ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒᥫΎᾍᾭὨṙᾯᾣᾑᾇᾌṓ
ᾟᾳὨᾌɰᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶ
ኈᷜṡṖṜṠṚ
ṷΏṤᇎ͠ṟṢẍẗΏᓜۇṞṞẍẗɰ
ṶΏṤᇎ͠ṠṚẍẗΏᓜۇṞṡẍ

made
in
Japan

ṾύᾧᾈếṸẙΏṱẋẗẏΏṜṮẋảỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ὨὬᾱ̵ẩόᾇέώẩᾭὨᾤὴᾮ̵ᾷẩᾝᾗ̵ᾘᾷέ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṟṜṠṓɰṽẩṷẩṶ

(20)

ṾύᾧᾈếṬẏẑẓẘẘẏẜỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷẩᾭὨᾌᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩ
ᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾟᾇᾌᾘᾷέ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṛṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṠṜṛṓΏṽẩṷẩṶ

ṾύᾧᾈếẃẓẚẚẏẏṗṿṽṫỀɰኈᷜṝṖṣṠṚ
ᾭὨᾌᾘᾷέẩᾟᾳὨᾌẩᾭὨᾌᾚᾯ̵ẩᾭὨᾌὴᾮ̵ᾷ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṛṜṓΏṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώΏếṬṷṗṴẁṛṠṜṜṓΏṽẩṷẩṶ

ɧὶ̵ᾤώί̵ᾌΏṒṬṷṗṴẁṛṝṝṠṓ
ώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌɰᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžɰኈᷜṡṖṜṠṚ
Ṓ۟ᾎύẩᥫΎᾏᾇᾌṙὦᾣ̵ᾎṓ
ࣹרἼṛṚẍẗώᾮᾇᾌẩࣹᔂἼᾠ̵ᾯᾡήᾇᾌᇎẪ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌὶ̵ᾤώί̵ᾌ

made
in
Japan

made ᾥὨᾍὨᾷὼᾧᾕᾷἿ᱔عᢈίᾷᾞᾊὧύᾫᾷὪὭ̵ᾤὼᾧήᾇᾌſᾕᾷᾈẪ
in
Japan ᎢὓᐍᝉὓۋӈἸᄀᄁἿ᱔ἕὴᾰ̵ᾍἿعᢈὣ៊ὛἪẪ

ࠐጨὣٟὠἻἕὮ̵ᾯᾢὨᾊὧἻὗἴἰὛᆵἿόὨἿὼᾧ̵ὼὼᾧήᾇᾌſᾕᾷᾈẪ
ὼᾧ̵ὼὼᾧήᾇᾌɰᾚᾭᾇέĆᾰᾇᾍɰᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾎύṓɰኈᷜṢṖṠṣṚ
ԪἹἼᾛᾮᾷᾌẪᾙὥώᾎ̵ॺἹᜥṜಙᾭὨᾷἿᢝἝὦέᾷᾌẪ
ɰɰɰɰɰɰɰɰɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṚṚṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɰɰɰɰɰɰɰɰɧᾰᾋὧ̵ώΏṒṬṷṗṴẁṛṠṚṟṓɰṷẩṶ

ὪὨᾷᾍὼᾧήᾇᾌɰᾟᾳὨᾌĆᾑὨᾗ̵ɰᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾥᾇύᾩṓɰኈᷜṛṜṖṣṢṚ
ώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌὯᾭ̵ἝᇉἨἕὌἺἿᤔὣொἲἪẪᓎͳἼὀᾥᾇύᾩᾝᾷᾅᾰ̵ύᾫᾷẪ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṟṠṚṓɰṷẩṶẩẂṶ
ᾥᾷΏṒᇎ͠ṖᣯटṖᜥ͠ṓ
ΏṷΏẮṠṣẩṟṢẩṠṟ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṟṠṟṓɰṷẩṶ
ΏṶΏΏẮṡṛẩṠṜẩṠṠ
ΏẂṶẮṡṝẩṠṠẩṠṡ
ᾰᾋὧ̵ώ
ΏṷΏẮṠṡẩṟṜẩṠṞ
ΏṶΏẮṠṣẩṟṠẩṠṟ

ᾥᾷΏṒᇎ͠ṖᣯटṖᜥ͠ṓ
ΏṷΏẮṠṝṘṟẩṠṚẩṟṡṘṟ
ΏṶΏΏẮṠṟṘṟẩṠṜẩṟṣṘṟ
ΏẂṶẮṠṡṘṟẩṠṞẩṠṛṘṟ
ᾰᾋὧ̵ώ
ΏṷΏẮṟṡṘṟẩṞṣẩṟṝ
ΏṶΏẮṟṣṘṟẩṟṛẩṟṟ
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ὪὨᾷᾍᾕᾷᾈɰᾑὨᾗ̵ĆᾟᾳὨᾌ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾥᾇύᾩṓɰኈᷜṛṛṖṜṜṚ
۟ᾥᾇύᾩẪᔍᦼἼὀᾥᾇύᾩᾝᾷᾅᾰ̵ύᾫᾷẪ
ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṟṠṛṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώếṬṷṗṴẁṛṟṠṠṓɰṷẩṶ

ᾥᾷΏṒᓛۂṖᒿͣṖᏫ͠ṓ
ΏṷΏẮṡṢẩṡṣẩṛṚṡΏ
ΏṶΏẮṢṜẩṡṣẩṛṚṢ
ΏẂṶẮṢṠẩṡṣẩṛṚṣ
ᾰᾋὧ̵ώ
ΏṷẮṠṠẩṡṝẩṛṚṛ
ΏṶẮṡṚẩṡṝẩṛṚṜ

ὼᾧ̵ὼᾕᾷᾈɰᾚᾭᾇέĆᾰᾇᾍ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾎύṓɰኈᷜṡṖṟṣṚ
ᾙὥώᾎ̵ॺἹṜಙᾭὨᾷἿᢝἝὦέᾷᾌẪ

Ƞ۟ᎢἿЂἕȡΏ
ậὼᾧήᾇᾌ
ɰᣯ᮪ᦼԋὀ༝ἜὐὣᒈἙẩᒸ᭼Ἴᢧ๔ᄀ۟ὣЂᄄẪΏ
ɰᜥᦼԋὀώᾯᾇἹҸὛడἕණἼẩᒸ᭼ἼᾈᾯᾈᾯἨἰᄀ۟ὣЂᄄẪ

ɧᾥᾷΏṒṬṷṗṴṷṛṠṚṛṓɰṷẩṶẩẂṶ
ɧᾰᾋὧ̵ώΏṒṬṷṗṴẁṛṠṚṠṓɰṷẩṶ

ậᾕᾷᾈ
ɰἛࡽؔἝ༝ἜἕණἼẩ᭼Ἴᢧ๔ᄀ۟ὣЂᄄẪΏ
ɰἠషἼώᾯᾇἹἢණἼẩԪ᭼ὀᾈᾯᾈᾯἨἰᄀ۟ὣЂᄄẪ
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ᾥᾷΏṒᓛۂṖᒿͣṖᏫ͠ṓ
ΏṷΏẮṡṢẩṡṣẩṛṚṡΏɰṶΏẮṢṜẩṡṣẩṛṚṢɰẂṶẮṢṠẩṡṣẩṛṚṣ
ᾰᾋὧ̵ώΏṒᓛۂṖᒿͣṖᏫ͠ṓ
ΏṷẮṠṠẩṡṝẩṛṚṛɰΏṶẮṡṚẩṡṝẩṛṚṜ

ȠᾡήᾇᾌᦼԋἿᾍᾇᾌᨊἼἵἕἷȡΏ
ɰᕲ۟ὣἨἴἜὛҸὝἷἛἜἻἕἹẩڠὐװὠἬἝইἠἻἴἰὛནὛ
ɰὕἪἠἻἿἸẩӈѥἼἨἴἜὛἨἰᕲ۟ὣἕὝἷἕἪẪ

ɧάᾧᾷᾋὧ̵ᾅὫᾇέΏόᾷᾔὨὺ̵
ṒṬṷṗṴṫṛṠṞṟṓɰᾘᾷέĆὴᾰ̵
ᾙᾮ̵όὨɰኈᷜṝṖṛṣṚ

ɧόᾷᾔὨὺ̵
ɰṒṬṷṗṴṫṛṝṞṜṓ
ɰᾘᾷέɰίᾇᾌᾷṛṚṚž
ɰኈᷜṜṖṢṠṚ

ɧᾘᾷέό̵ὯώώᾡᾇᾌΏόᾷᾔὨὺ̵
ṒṬṷṗṴṫṛṠṞṡṓɰᾚᾭᾇέĆᾘᾷέ
ᾙᾮ̵όὨɰኈᷜṝṖṛṣṚ
made
in
Japan

ɧάᾧᾷᾋὧ̵ᾅὫᾇέΏὮ̵ᾔ̵ώί̵ᾌṒṬṷṗṴẁṛṠṝṟṓ
ᾥᾇύᾩᄀ۟ΏᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžẩ۟ᾎύṛೌ၈
ᾘᾷέĆὴᾰ̵ɰṷẩṶɰኈᷜṠṖṞṣṚƄኈ
メッシュ

ɧᾄᾯᾥύὦᾷ
ᾥᾇύᾩὼᾧήᾇᾌ
ṒṬṷṗṴṷṴṛṚṞṜṶṓ

made
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ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
ᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶ
ኈᷜṛṜṖṛṚṚ
ᣯ᮪Ἱᜥͣſᓎͳͣ
ṛṙṝἝὮ̵ὰᾷὼ̵
ᾥᾇύᾩẩ
ṛೌ၈Ἷᥨ৮Ἷᕠἕ
ὼᾧήᾇᾌ

ɧᾘᾷέό̵ὯώώᾡᾇᾌὮ̵ᾔ̵ώί̵ᾌṒṬṷṗṴẁṛṠṝṡṓ
Ṝẁṫẃᄀ۟ΏᾡᾮὬώᾊᾯṢṡžẩᾡᾮὪᾰᾃᾷṛṝž
ᾚᾭᾇέĆᾘᾷέɰṷẩṶɰኈᷜṠṖṞṣṚ 2Wayｽﾄﾚｯﾁ

ɧᾰᾋὧ̵ώΏέὭ̵ᾃ̵ᾕᾷᾈếṬṷṗṴẁṛṜṜṠỀ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžế۟ᾎύỀɰኈᷜṡṖṝṡṚ
όᾷᾍᾝ̵ὼᾩẩᾅᾧί̵ᾯὴᾰ̵
ᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶɰᒿͣΏṝṢẍẗṒṷṓẩṞṚẍẗṒṶṓ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṛṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

Ṷ
ɰᾰᾋὧ̵ώύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṜṓ
ṜṜǗṜṟẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ɧᾑᾇέὪὭ̵ᾢ̵ΏṒṬṷṗṴṫṛṝṣṚṓ
ϣᐎ৮ᑪἿౙἜἠᒸណὛἿᕠἕᾦίᾦίᾑᾇέ
ὪὭ̵ᾢ̵ẪᾖᾦὣᎾὝὁάᾧᾇᾛἹἨἷὓЂἙἪẪ
ᾘᾷέɰόὨẮṜṛẍẗĆṜṜẍẗ
ὦέᾮᾯṡṣžẩᾎὨᾱᾷṜṚžẩᾡᾮὪᾰᾃᾷṛž
ኈᷜṛṖṠṟṚ

ẂṶṤ
ᓼṢṝẍẗǗṢṣẍẗ
͠ṟṝṘṟẍẗ
ᒿͣṜṞṘṟẍẗ
ṝṶṤ
ᓼṢṡẍẗǗṣṝẍẗ
͠ṟṟṘṟẍẗ
ᒿͣṜṠẍẗ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿὶ̵ᾤᾕᾷᾈ

ɧὶ̵ᾤύᾫ̵ᾌᾕᾷᾈΏṒṬṷṗṴṷṛṞṝṚṓ
Ὦᾮ̵ᾚɰᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžṒ۟ᾎύṓ
ᾥᾷΏṷẩṶẩẂṶẩṝṶɰኈᷜṟṖṛṡṚ

ṷ
ɧ
ɰᾥᾷᾓ̵ᾙṝᾞὦ

Ṷ
ɰᾰᾋὧ̵ώᾓ̵ᾙṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṝṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ṒṬṷṗṽẂṛṣṚṞṓ
ṜṜǗṜṟẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ᾮώᾌᾔᾷᾍ
ṒṬṷṗṴṫṚṣṟṜṓΏ
ṬṵẩṺṵ
ᾙᾮ̵ếṛлҸὛỀ
ίᾇᾌᾷṛṚṚž
ኈẆṠṠṚ
ᾮώᾌᾔᾷᾍ
ṒṬṷṗṴṫṛṞṟṜṓΏ
ẁṲẩṺṵ
ᾙᾮ̵ếṛлҸỀΏ
ίᾇᾌᾷṛṚṚž
ኈẆṠṠṚ

ɧᾥᾇύᾩᾱᾷὴᾕᾷᾈ
ṒṬṷṗṴṶṺṛṚṜṡṶṓ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚžɰᾟᾳὨᾌ
ᾰᾋὧ̵ώΏṷẩṶɰኈᷜṛṚṖṞṟṚ

ṶΏṤ
ᓼṡṣẍẗǗṢṟẍẗ
͠ṟṛṘṟẍẗ
ᒿͣṜṝẍẗ

ṷΏṤᇎ͠ṠṢẍẗΏᣯटṟṛẍẗ
ṶΏṤᇎ͠ṡṚẍẗΏᣯटṟṞẍẗ
ẂṶṤᇎ͠ṡṜẍẗΏᣯटṟṡẍẗ

ɧὼᾇᾛὦᾇᾛὶ̵ᾤύᾧᾈ
ṒṬṷṗṴṷṛṝṛṟṓ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
ṒᥫΎᾍᾭὨṙᾯᾣᾑᾇᾌṓ
ώ̵ᾕ̵ᾟᾳὨᾌ
ᾥᾷΏṷẩṶẩẂṶ
ኈᷜṡṖṜṠṚ

ᾥᾇύᾩἿᣯ᮪Ἰ
ᦕἻᥨ৮
ᒿͣἸ۟Ἕ
ρἷἕἪ

ṷΏṤ
ᓼṡṟẍẗǗṢṛẍẗ
͠ṞṣṘṟẍẗ
ᒿͣṜṛṘṟẍẗ

ࣹᓜἼᾨᾇᾘ̵ẩᓎ͢רἼ
ṬẋẖẖẏΏẎẏΏṷẋẞẍẒἿԢᐝ
ṴṾṫᾯ̵ᾯᦕװἿώ̵ᾕ̵
ᾟᾳὨᾌὶ̵ᾤὪὫὦ̵

ṷ
ɰᾥᾷύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ɧὬὦ̵ᾥᾇύᾩάᾧᾇᾛ
ṒṬṷṗṴṫṛṟṞṚṓ
ኈᷜṜṖṟṝṚ
ᾝ̵ὼᾩ
ᾙᾮ̵όὨ メッシュ
ᾡᾮὬώᾊᾯṛṚṚž
Ṓᾥᾇύᾩṓ

Ƞᄀ۟ᐍᝉẩᾭὨᾷᦼἿᐍᝉȡΏ
ɰᾬᾰἫἼຩዉἰἫἴἪἡἼἻණἼἨἴἜὛ੭᧸ἼᐍᝉἨἷἕἪẪ

ɧᾥᾷώὪὫᾇᾌᾓ̵ᾙᾕᾷᾈṒṬṷṗṴṷṛṢṝṚṓ
ὴᾰ̵ɰᾡᾮὬώᾊᾯṠṟžɰᏧṝṟžΏṒᾕὨᾯṓ
ṷẩṶẩẂṶẩṜẂṶɰኈᷜṞṖṣṟṚ
ᾕὨᾯἿώὪὫᾇᾌᄀ۟Ẫ
ԪἼὓἼὓᾨᾇᾘ̵ἝࢄἪẪ

ṷ
ɰᾥᾷύᾫ̵ᾌṝᾞὦ
ɧ

ṒṬṷṗṽẂṛṝṚṛṓ
ṜṟǗṜṢẍẗ
ẆὮ̵ᾛᾷ

ẃṳṺṺṯṯṕṽẕẟẖẖɰɰɰɰɰɰɰɰɰΏṮẋẜẏṕṸẙṬẏẏẜɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰṺẙẚẋẓṕṽẋẕẟẜẋ
ΏṒṬṷṗṴṫṛṠṞṛṓɰΏɰɰɰɰɰɰɰɰΏṒṬṷṗṴṫṛṠṞṜṓɰΏɰɰɰɰɰɰɰɰɰṒẁṵṗṴṫṛṠṞṞṓ

ὴᾮᾇᾛὬᾷᾍύ̵ᾯ
ὴᾮᾇᾞᾷṒṜлṛᾇᾌṓ
ኈᷜṟṟṚ
ᎢẮᾡᾮᾛᾱᾘᾰᾷ
όὨẮᆷয᎓Ṝṝẗẗ
ᾭήᾇᾌἿὴᾮᾇᾛὬᾷᾍ
ἼᡰρἪὦέόᾮ̵Ẫ
(21)

インパクト時にメインストリングがずれて戻る効果でトップスピン量が増加して
コントロール性能が向上することが学術的な実験によって証明されています。

String
Glide

● 張りたての感覚を維持
● スピンがかかりやすい
● 雑味のないクリアな打感
● マイルド＆ホールド感

テニス用 ストリングメンテナンスギア【String Glide】( ストリンググライド）
【ストリンググライド】はテニスラケットのストリング面に塗布することで、
ストリングの交差点の摩擦を少なくして、ロック状態を解放するストリングメンテナンスギアです。
【グライド】とは「打球時に縦ストリングがずれてから戻りやすい」効果を表現 したもの。
ストリングがずれたままの状態は、ストリングが持つ本来の性能を著 しく低下させます。
つねにストリングがまっすぐで張られたままの状態を維持する【ストリンググライド】は、
ストリングが自由に動く状態を長く保ち、ストリ ング本来の反発性能やスピン性能を最大限に発揮させ、
打球の乗りや喰いつき感を向上させて、マイルドな打球感を保つのです。
【ストリンググライド】で、まるで張ったばかりのような高性能を体感してください。

ሬᕸ๓䛻⦪⣒䜢ᶓ䛻䛪䜙䛧䚸ᶓ⣒䛸䛾ᕪⅬ䜢㟢ฟ
䛥䛫䛯≧ែ䛷ሬᕸ䛧䛶䛛䜙ඖ䛻ᡠ䛩䛸ຠᯝⓗ䛷䛩䚹

䝭䝙䝪䝖䝹䜢㻞䡚㻟ᗘ䛳䛶䛛䜙㏫䛥䜎䛻䛧䚸㍍䛟ᣦ䛷䛴
䜎䜣䛷㻞䡚㻟䜢䝇䝫䞁䝆䛾ୖ䛻ᆶ䜙䛧䛶䛛䜙䚸䝇䝖䝸䞁
䜾㠃䛻㍍䛟ᢲ䛧䛡䛺䛜䜙䜢ᥥ䛟䜘䛖䛻ሬᕸ䛧䜎䛩䚹

䠍㛫䛻䠍ᅇ䛾㢖ᗘ䛷ሬᕸ䛩䜛䛸ຠᯝ䛜ᣢ⥆䛧䜎䛩䚹

■使用方法
ミニボトルを 2 〜 3 回振り、軽く指でつまんで 2 〜 3 滴をスポンジの上に垂らしてから
ストリング面に軽く押し付けながら円を描くように塗布します。
塗布前に縦糸を横にずらし横糸との交差点を露出させた状態で塗布してから元に戻すと
効果的です。1 時間に 1 回の頻度で塗布すると効果が持続します。
【ストリンググライド】は、
塗布することでストリングの耐久性を伸ばすものではありません。
張り立てのフレッシュな打球感とストリング本来の性能を、より効果的に、より長期間
にわたって発揮させるためのアイテムです。

■内容量：22ml ■使用可能回数：およそ 100 回分
■価格：税込￥1,980 ■日本製

ストリングは、ラケットに張られた
瞬間から交差する点で食い込み合い、
徐々に本来の性能を失っていく運命
にあります。
ときどき自分のラケットの縦＆横の
ストリングが、真っ直ぐではなく「ヨレた状態」になっていることに
気が付く事があると思いますが、これこそストリングの本質的性能の
発揮を妨げる「ロック状態」なのです。
この状態では縦と横のストリングが互いにその動きを邪魔し合い、
打球感は悪くなり、ボールの飛びやコントロール性能も十分に発揮でき
なくなります。
これを解消するためのスーパーアイテムが「ストリンググライド」です。
「ストリンググライド」でメンテナンスすることで、ストリング 1 本 1 本が持つ弾力性を維持することができるとともに、インパクト時にメインストリングが
ずれて戻る効果でトップスピン量が増加してコントロール性能が向上することが学術的な実験によって証明されています。
(22)

ୡ⏺䛷䜒ᩘᑡ䛺䛔䚸┿ᆺ䛾䝇䝫䞁䝆䝪䞊䝹䜢స䜛䛜ྍ⬟䛺䝗䜲䝒䛾䝪䝺䞊♫䚹
㉁ឤ䛾䛒䜛ᙉ䝥䝷䝇䝏䝑䜽䜢⏝䛧䛯䛣䛾䝷䜿䝑䝖䛿䚸䝗䜲䝒〇䜙䛧䛟䝕䝄䜲䞁䛻䜒ඃ䜜Ᏻᐃᛶ䜒㧗䛟㡹䛻స䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䚷䚷䚷䛭䛾⤯ጁ䛺䝞䝷䞁䝇䛿⇍⦎䛧䛯䝔䝙䝇䝥䝺䞊䝲䞊䜢䜒ၕ䜙䛫䛶䛧䜎䛔䜎䛩䚹䝆䝳䝙䜰䝥䝺䞊䝲䞊䛾⦎⩦䛛䜙ୖ⣭⪅䛾䝪䝺䞊䝪䝺䞊䜎䛷䚸
䚷䚷䚷䚷䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒䝥䝺䜲ឤぬ䜢ᴦ䛧䜑䜛ඃ䜜䛯䝖䝺䞊䝙䞁䜾䝷䜿䝑䝖䛷䛩䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷බᅬ䜔㎶䚸ᐊෆ䛷䜒ᴦ䛧䜑䚸ึᚰ⪅䛻䛿䝔䝙䝇䛾ୖ㐩䛻䚸ୖ⣭⪅䛻䛿ᡴ⌫ឤ䜢ಖ䛴䝸䝢䝔䞊䝅䝵䞁䝥䝷䜽䝔䜱䝇䛸䛧䛶䛸䛶䜒
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᙺ䛻❧䛱䜎䛩䚹
䖃䝪䝺䞊㻌䝇䝫䞁䝆䝪䞊䝹䞉䝷䞊䝆㻌㻔㼂㻸㻙㻸㻕
䚷䚷⛯㎸㼈㻣㻣㻜㻌㻌┤ᚄ㻥㻜㼙㼙

䖃䝪䝺䞊㻌䝇䝫䞁䝆䝪䞊䝹䞉䝇䝰䞊䝹㻌㻔㼂㻸㻙㻿㻕
䚷䚷⛯㎸㼈㻡㻡㻜㻌㻌┤ᚄ㻢㻡㼙㼙

䖃䝪䝺䞊䝣䜯䝭䝸䞊䝉䝑䝖㻔㼂㻸㻙㻲㻕
䠄䝷䜿䝑䝖㻛㻞䚸䝇䝫䞁䝆䝪䞊䝹㻿㻛㻝䠅
⛯㎸㼈㻟㻘㻜㻤㻜

DIGITAL TENSION CALIBRATOR

䝅䝸䝁䞁ị䛾䛖㻌㻔㻳㻼㻙㻡㻝㻝㻕
⇕୰ᑐ⟇䚸䝇䝫䞊䝒䛾䜽䞊䝹䝎䜴䞁䛻
㉸䝫䝑䝥䛺䜹䝷䞊䛾䝅䝸䝁䞁〇ị䛾䛖䚹
䜹䝷䞊䠖䝢䞁䜽䞉䜾䝸䞊䞁䞉䜸䝺䞁䝆
䝃䜲䝈䠖㻝㻞㻡㽢㻝㻞㻡㽢㻝㻝㻡㼙㼙䚷ᐜ㔞䠖⣙㻢㻜㻜㼙㼘䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜
ᑠ䛥䛟䛯䛯䜑䛶ᣢ䛱㐠䜃䛻౽䚸
ᰂ䜙䛛䛔䛾䛷㌟య䛾㒊ศ䛻䜄䛳䛯䜚䝣䜱䝑䝖䚹
䛔⤊䜟䛳䛯ᚋ䛿Ỉ䜢ᤞ䛶䛪䛭䛾䜎䜎䜙䛫䛶䜒䛘䜎䛩䚹
ಖ෭䛸䛧䛶䜽䞊䝷䞊䝞䝑䜽䛻ධ䜜䛶䜒㻻㻷䚹
ሙ䛿䛚䜢䛔䜜䛶⫪䛣䜚䛺䛹䛾⾑ὶᨵၿ䛻䜒䟿

䜺䝑䝖ᙇ䜚䝬䝅䞁䛾ᙇຊ䛜㐺ṇ䛛䛹䛖䛛ㄪ䜉䜛
ᙇຊ ᐃᶵ䚹
㼘㼎㼟䚸㼗㼓䚸㻻㼆䚸㻶㻵㻺㻌䛾㻠༢䛷䛾ィ 䛜ྍ⬟䛷䚸
㻤㻣䝫䞁䝗䠙㻠㻜㼗㼓䜎䛷ィ 䛷䛝䜎䛩䚹

䖃䝕䝆䝍䝹㻌䝔䞁䝅䝵䞁
䚷䜻䝱䝸䝤䝺䞊䝍䞊㻌㻔㼀㻿㻙㻮㻠㻜㻕㻌㼈䜸䞊䝥䞁

ώὨᾷὴᏽᑹڢ

䝅䝸䝁䞁ị䛾䛖ᅛᐃ䝧䝹䝖
㻔㻳㻼㻡㻞㻢㻕
䝣䝸䞊䝃䜲䝈
㻟㻤㼙㼙㽢㻣㻜㻜㼙㼙
䝫䝸䜶䝇䝔䝹䚸䝘䜲䝻䞁䚸
ኳ↛䝂䝮䚸䝤䝷䝑䜽
⛯㎸䢠㻢㻢㻜

ᾕᾳ̵ᾡὼύᾫᾷᾠ̵ᾯ
䝔䝙䝇䝪䞊䝹ᘧ䝬䝑䝃䞊䝆ჾල㻌㻔㻼㻼㻮㻝㻤㻜㻜㻕
ヰ㢟䛾䝔䝙䝇䝪䞊䝹䛜㻞ಶ㐃䛺䛳䛯ᙧ䛾㻱㼂㻭ᶞ⬡〇䛾䝬䝑䝃䞊䝆ჾල䚹
䛔䛴䛷䜒䛹䛣䛷䜒Ẽ㍍䛻䝇䝖䝺䝑䝏䠃䝸䝷䝑䜽䝇䟿
䝪䞊䝹䜢䠎䛴⧅䛢䛯䛣䛾ᙧ䛜䝫䜲䞁䝖䟿䝍䝔䛷䜒䝶䝁䛷䜒䛔䛯䛔ሙᡤ䛻ྜ䜟䛫䛶䜾䜾䞊䝑䛸่⃭䟿
㤳䞉⫪㻛⫼୰䞉⭜㻛䜅䛟䜙䛿䛞㻛㊊䛖䜙䛾䝇䝖䝺䝑䝏䜔䝕䝇䜽䝽䞊䜽୰䛻䜒ᗙ䜚䛺䛜䜙䝇䝖䝺䝑䝏䛷䛝䜎䛩䚹
䖃䝇䝢䞁䝃䞊䝤䝬䝇䝍䞊
䚷㻿㼜㼕㼚㻌㻿㼑㼞㼢㼑㻌㻹㼍㼟㼠㼑㼞
䚷䝇䝢䞁⣔䝃䞊䝤⦎⩦ჾ

䝇䝢䞁⣔䝃䞊䝤䜢䝬䝇䝍䞊䛧䛶䝎䝤䝹䝣䜷䝹䝖᧞⁛䟿ṇ䛧䛔䝇䜲䞁䜾䛜⩦ᚓ䛷䛝䜛䚹㻌⛯㎸䢠㻞㻘㻥㻟㻟

䞉㌟䛔䜝䛔䜝䛺ᡤ䛻䛘䜎䛩
䞉㍍㔞䛛䛴⛬䜘䛔◳䛥䛜ᨭᣢ䛥䜜䛶䛔䜎䛩
䞉Ὑ䛔ฟ᮶䜛䛾䛷ໝ䛔䛜Ẽ䛻䛺䜚䜎䛫䜣
䞉✵Ẽ₃䜜䛩䜛䛣䛸䛺䛟⪏ஂᛶ䛻ඃ䜜䜎䛩
䞉䛴䛺䛞┠䛜භゅᙧ䛺䛾䛷ຠᯝⓗ䛺่⃭
䞉䝁䞁䝟䜽䝖䛷ᣢ䛱㐠䜃䛻౽䛷䛩

ACE AUTHENTIC

㔜㔞䠖㻣㻞㼓
⣲ᮦ䠖㻱㼂㻭ᶞ⬡
䜹䝷䞊䠖䝤䝷䝑䜽
⛯㎸䢠㻝㻘㻥㻤㻜

䖃䝇䝢䞁䝥䝻䚷㻿㼜㼕㼚㻌㻼㼞㼛
䝇䜲䞁䜾ឤぬୖ㐩⦎⩦ჾ
ṇ䛧䛔ᡴⅬ䜢୍ᐃ䛥䛫䜛䛸䝽䜲䝟䞊䝇䜲䞁䜾䛜⮬↛䛸䛷䛝䛶䚸䛧䛳䛛䜚䛸䛧䛯䝖䝑䝥䝇䝢䞁䛾ᡴ䛱᪉
䜢యឤ䛷䛝䜎䛩䚹⮬↛䛸䝽䜲䝟䞊䝇䜲䞁䜾䛜ฟ᮶䛶䛧䜎䛖䚹⮬↛䛸䝇䝢䞁䛜䛛䛛䜛䚹㻌㻌⛯㎸䢠㻞㻘㻥㻟㻟

䖃㻿㼕㼓㼚㼑㼐㻌㻮㼍㼘㼘㻌㻺㼍㼐㼍㼘㻘㻾㼍㼒㼍㼑㼘
㻔㻭㻯㻙㻾㻺㻿㼀㻮㻕䚷㼈䜸䞊䝥䞁

㼚㼑㼣㻌䝩䝑䝖䜰䜲䝇䝡䞊䝈
෭䞉

୧⏝䟿⡆༢䜰䜲䝅䞁䜾䚸⡆༢

⇕䜿䜰

⫪䚸⭜䚸⭸⏝䛾䜰䜲䝅䞁䜾䛸 ⇕䝷䝑䝥䛷䛩䚹㐠ືᚋ䛾⑂ປᅇ䛻䚹ị䜒Ỉ䜒せ䛷䛩䚹
෭ᗜ䛻ධ䜜䜛䛰䛡䛷䛩䛠䛻䛘䜎䛩䚹
䜰䜲䝇䝡䞊䝈䛿䜙䛺䛔䝡䞊䝈䛜㒊䛻䛧䛳䛛䜚䛸䝣䜱䝑䝖䛧䜎䛩䚹
䜰䜲䝅䞁䜾䛾ຠᯝ䛿⅖䜢ᢚ䛘䛯䜚䚸⑂ປᅇ䛺䛹䛸▱䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䜰䜲䝅䞁䜾䛿㛗䛩䛞䜛䛸㏫ຠᯝ䛻䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸㻝㻡ศ䛛䜙㻞㻜ศ㛫䛜䛚່䜑䛷䛩䚹
䜰䜲䝇䝡䞊䝈䛿⣙㻞㻜ศ䛷䛼䜛䛟䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸෭䜔䛧䛩䛞䛾ᚰ㓄䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹
ఙ⦰ᛶ䛾䛒䜛䝣䜯䝇䝘䞊䛷ዲ䜏䛾ᙉ䛥䛷㒊䛻ᅽ䜢䛛䛡䜛䛜ฟ᮶䜎䛩䚹
㻵㼏㼑㻌㻮㼑㼍㼐㼟䛿⧞䜚㏉䛧䛶⏝䛷䛝䜎䛩䚹䛖㻞㛫๓䛻෭ᗜ䛻ධ䜜䛶ಖ⟶䚹
⇕䛿㟁Ꮚ䝺䞁䝆䛷⡆༢䛻ຍ⇕䛜䛷䛝䜎䛩䚹㐠ື┤ᚋ䛻䛿䜰䜲䝅䞁䜾䟿
៏ᛶ䛧䛯③䜏䜔䛰䜛䛥䛻䛿 ⇕䟿

㻸䝃䜲䝈䚷⛯㎸䢠㻞㻘㻜㻥㻜䚷䚷䚷㻹䝃䜲䝈䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻥㻤㻜䚷䚷ᡭ㤳䝃䜲䝈䚷⛯㎸䢠㻝㻘㻡㻠㻜

(23)

ɧฌͪχάᾑύὮᾱὼ̵ᾊ̵ᾛẩಙἼᆄܣΏṋṋ
ۋᬢݸϜἸໄᣨἪᾛᾱᾊᾏώᾛᾰ̵ᾨ̵ἿݳἠἝἝᾢὨέᾱᾙὥὨᾔ̵ᝉἿᾊ̵ᾘᾷὴ
ὣЂᄄἨἷἕἪẪ

ኈΏẆṛṖṛṚṚ

ኈΏẆṟṖṟṚṚ

ኈΏẆṟṖṟṚṚ

ͪᄖ။ឦὣגἨἰͷἕίᾚṒὦὨᾭᾷᾍṓἸὦᾇᾕ̵ἿᏵὒӃװὣᔬἼ៣ἸẩθἸἼἻἕᄏಓᆋἻካඇἿὸᾤᝉ
ύᾩ̵ᾰ̵ώịẂẞẏẘẏẢỌếὬέώᾊᾑέώỀẪ
ἮὝὀᎺৌᝯἿἻἕύᾩ̵ᾰ̵ώịᮄ᎙ỌἸἪẪ
ϣউ႖ᎺರἿؘἸͪᄖ။ឦἿጨṒԃṓἿἓᾊέᾒᾱὼ̵ύᾩ̵ᾰ̵ώṒᮄ᎙ṓẪ
ἤἿᾊέᾒᾱὼ̵ἸΏᄊѥἿࣹۥͤרዾἿ៣ἝἸẩὉἿᾙὧᾇᾌἹো۟ὙἦὣᄀὐẩἮὝἼὙὛἓἻἰಙಶἿᾕᾙὭ̵
ᾢᾷώἝᆃ୮ἸἪẪ
ɧᎺὁἻἕΏẮΏ͜ॄᔬԋἿ۶ἼװὠἬἷᇎἪὝὁẩᎺৌᝯἝἠ๎ۂᎺὠἨἦἜᫌொἦὝἪẪ
ɧὌἺἢἻἕΏẮΏͪᄖ။ឦἿᮄኪἿịᾊᾷύᾫᾷἿ៣ỌὣᄀὑጨṒԃṓἝἓΖἸẩἺὤἻՠἼὓὗἫὌἺἢἬὤẪ
ɧᾙὧᾇᾌΏẮΏẂẞẏẘẏẢὀᮄἼᾙὧᾇᾌἨẩοἼᯌὣἻἕᾕᾳ̵ὣԻᥬἨἪẪ
ɝύᾎὼ̵Ὧᾭ̵ΏṡṟẍẗΏṒṽṺṝṚṚṗṽṱṓɰኈẆṝṖṠṝṚ
ɰὯᾦᾙᾭ̵ὼᾩ
ɰ
ɝᾓὨᾚᾮᾇᾍὯᾭ̵ΏṡṟẍẗΏṒṽṺṝṚṚṗṲṬṓɰኈẆṝṖṝṚṚ
ɰᾟᾳὨᾌĆᾃ̵ίὨᾚᾯ̵
ɰᾟᾳὨᾌĆᾘᾷέ
ɰᾱὨᾨᾯᾚᾯ̵ĆὨὬᾱ̵
ɰᾟᾳὨᾌĆᾰᾇᾍ
ɰ
ɝύᾷὴᾯὯᾭ̵ΏṡṟẍẗΏṒṽṺṝṚṚṗṽṓɰኈẆṜṖṜṚṚ
ɰᾚᾭᾇέ
ɰᾟᾳὨᾌ
ɰᾘᾷέ
ɰᾰᾇᾍ
ɰᾃ̵ίὨᾚᾯ̵
ɰᾕ̵ᾛᾯ
ɰᾑὮᾷὨὬᾱ̵
ɰᾑὮᾷὴᾮ̵ᾷ
ɰᾑὮᾷὮᾰᾷὼ
ɰὴᾰ̵
ɰᾭὨᾌᾚᾭὪᾷ
ɰᾄ̵έᾚᾭὪᾷ

ᇎຢΏȀΏȀΏȀΏȀΏȀΏȀ

ҪዟὣᾖᾦኪὉᥨἪẪΏ
ͯὣᾖᾦኪἿͯόὨᾍἼװὠἬἪẪΏ
಄ԕὀὗἠᾖᾦὣᥨἨἷἠἱἦἕẪΏ
ἓἹἸউὛӃװὣ៣ἨἪẪ

ᾙᾮ̵ᾡὼύᾫᾷᾃὨᾛ

ᾖᾦἿҪዟὣἵἜὐοἿ᎙ኪὉᥨἨἪẪΏ
ᾖᾦὣॺἴউὛϣὁἨጨὣώᾌᾰ̵ᾌἼἨἪẪ
ᾝώᾌἻᾡὼύᾫᾷἸ᎙ὣᥨἨἷ᭷ἜἼᾖᾦ
ὣொἬὁጨἝুखἨἷᾱᾇέἨἪẪ

উὛӃװὣ៣ἨἷᾖᾦᥨἨὀࠣષἸἪẪΏ
ᾕᾙὭ̵ᾢᾷώὣᆃ୮ἪἼὀशԋἜἿ
ᾖᾦἿἰὠὐἝἓἴἰἝᕠἕἸἪẪΏ
ጨὀἮἿজၛὣีἨἷἛἠৌᝯἝἓὛἪẪ

Ὠᾷό̵ᾌᾃὨᾛ

ᾔὨᾷᾍᾃὨᾛ

಄ᎰἿҪዟξ͢ἣὣἨἷࠣષἸἪẪ
ৌἫ಄ᎰᾖᾦኪωἼὀẩἕἠἵἜἿጨὣีἨἷἠἱἦἕẪ

ᾟᾳὨᾌɰɰɰɰᾚᾭᾇέɰɰɰɰΏᾰᾇᾍɰɰɰɰΏὨὬᾱ̵ɰɰɰɰΏᾚᾯ̵ɰ

ɧẀṳṬṯṭṿṾΏṒṽṿẀṭṚṚṛṓɰኈᷜṛṖṚṞṟ
ὼᾧώᾌᾣ̵ᾌషἿଭՠὣṛṚžẩᾙᾰ̵ᾤύᾫᾇᾌషἿݸἻ
ᜑଭՠὣṞṚžὯᾇᾌẪếṜлᇎషἿᾋ̵ᾃỀ
ώᾌᾮᾷὴ᭼ἸἻἠὴᾮᾇᾛ͢ᦼἼᇎἨᾙᾰ̵ᾤύᾧᾙᾌἿ
ଭՠὣ૫ἙἪẪ
ᾛᾰὨᾨ̵ἼἹἴἷݸԌἻႳὕႳᮣὣ୴ἾἤἹἻἠẩ
ᰊẩὃἩዾὉἿᅂՓὕᡜὣᤆ༓ẪᾊᾏώὬᾯᾠ̵ἻἺ
ႳଭՠἼἛਧὐἿἼὮώώᾥἸἪẪ

ᇎຢ
ṛṓὴᾮᾇᾛὬᾷᾍἼᾔὨᾚὯᾇᾌἿӈѥếԄѥỀὣὃἴἜἢἷକউἨẩὴᾮᾇᾛἼᥨἨἪẪ
ΏΏếଭՕ್ὣὓἰἪ࿚ἼẩἨۊὒἼἻἴἷἕἪẪỀ
ṜṓὴᾮᾇᾛἼᾔὨᾚὯᾇᾌὣᥨἨἰẩὴᾮᾇᾛ͢ᦼἿᾙᾰ̵ᾤύᾧᾙᾌἼណὝϫᑔἸኃՠἦἬἪẪ
ΏΏếᾔὨᾚὯᾇᾌὣକউἨἷኃՠἦἬἜẩרἸὣۂᤀἦἬὙἼἪὊἬἷኃՠἦἬἹፄ֢ἼԅಶἪẪỀ
ṝṓᾔὨᾚὯᾇᾌἿԄ᭼ếӈѥỀἹᾭήᾇᾌἿᇎ᭼ἼᬡἝԅಶἻἕὙẩἨἴἜὛἹ૽ἨहἣἷࡂᇎἦἬἷἠἱἦἕẪ
ΏΏࡂᇎἨἷἕἻἕၛ੪ἸὀଭՕ್Ἕ༓ἨἪẪ
(24)

ṲẋẘẘẋΏṲẟẖẋΏṒ ᾓᾷᾎᾙᾭ ṓ
ṜṚṚṠ भẩ ಼Ϋ ậ ᰞຎҽ᥅ەἠἿἦἻὦᾌᾮὬἸ័ᄀἨἨἰẪ Ἰዉἲ͢ἣἰᾚᾭᾷᾍ ậ ṲẋẘẘẋΏṲẟẖẋ ὀẩ
ὯᾭᾙᾯἸඌἨἠἻᾭὨᾷᾎᾇᾛἝݸἻᱺՆẪ ొใἿἛἨὔὊὛἜฌɴἹԻὛἱἦὝὦὨᾊᾤὀẩ ἺὝὓЂἕ
ὕἪἠẩ ଡἵἱἢἸଡἲἝᾓᾇᾘ̵ἼἻὓἿὁἜὛἸἪẪ
ɰὯᾭᾙᾯὛὤἥɰɰɰɰɰɰɰᾡᾯὯᾚᾭᾇέ
ṾṸṽṗṼṭṽṺṗṫṺṚṛɰɰɰɰṾṸṽṗṼṭṽṺṗṺṶṵṚṛ

http://www.hal-japan.com/

ᤆἼᾊᾏώί̵ᾌἼἜἕἰἕἹẪᡝईὕώᾢᾟẪẪẪ
಄Ϭৌ᭑عἿὐଡἲฦἠἿἼКԙἻᾙὥώᾎ̵ᾡήᾇᾌρẪ

ɧᾊᾏώᾭήᾇᾌή̵ώΏṒᾓ̵ᾍή̵ώṓΏṾṸṽṗṼṭṲɰኈᷜṞṖṛṢṚ
ᎢẮݰѥṓᾡᾮὬώᾊᾯɰόὨẮ්ṝṜĆᐌṡṟĆᾢᾅṞẍẗɰṜṝṚẑ
ݸԌἻᾭήᾇᾌὣଡἲᦀὄἪἿἼКԙἻᾓ̵ᾍᾃὨᾛ
Ἷᾭήᾇᾌή̵ώẪṲẋẘẘẋΏṲẟẖẋἿᾝ̵ύᾇέᾋὺὨᾷἜṺṹṺſ
ṭṿṾṯἻл৮ໆᾋὺὨᾷἸẩἰἠἦὤἿኑᯌἜἛᦝὄᮩἢἪẪ
ɰᾅᾧί̵ᾯɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰὼᾭᾙᾚᾭᾇέ
ṾṸṽṗṼṭṲṗṛṚɰɰΏɰɰɰɰɰɰɰṾṸṽṗṼṭṲṗṛṛ

ɧᾊᾏώᾭήᾇᾌή̵ώᾁᾙᾌΏṒא᎘ᾡήᾇᾌρṓɰ
ṾṸṽṗṼṭṽṺɰኈᷜṜṖṣṡṚɰᎢẮᾡᾮὬώᾊᾯ
όὨẮ්ṝṟĆᐌṢṚṒἲἴἹݸᆵẩṜಙא᎘פᓞṓ

ᾙᾩ̵ύᾧᾍᾇᾌ
ṾṸṽṗṼṭṲṗṛṞ

έᾇά̵ᾙᾭᾳ̵ὯᾙὫɰɰɰɰɰὯᾦᾙᾭ̵ὼᾩɰɰɰɰɰɰὼᾭᾙᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰᾱᾇέώᾃ̵ᾚᾭᾇέ
ṾṸṽṗṼṭṽṺṗṭṰṶṚṛɰɰɰɰṾṸṽṗṼṭṽṺṗṭṫṷɰɰɰɰṾṸṽṗṼṭṽṺṗṛṛɰɰɰɰṾṸṽṗṼṭṽṺṗṼṽṾṼṚṛ

ɧᾔᾇέᾕᾇέṽṒᾄᾚᾯᔭෛᓞᾑ̵ᾤᾃὴρṖआᇎᜢρṓɰኈᷜṡṖṣṜṚ
ᾔᾇέᾕᾇέἿ͜ۂὛἦὒόὨẪ
ᎢẮᾡᾮὬώᾊᾯɰόὨẮ්ṝṚĆᐌṞṜĆޗᜊṛṡ
Ṓύᾩ̵ή̵ώẮ්ṝṚĆᐌṞṚṓΏṟṠṚẑ

ɰɰɰɰɰόὨ๑ᤈ
ᾔᾇέᾕᾇέṽɰṙɰᾔᾇέᾕᾇέ

ɧ᧺࠻ݸᾭήᾇᾌᾔᾇὴṒṜṬṹẂṗᾄᾚᾯᾙὥώᾎ̵ṓɰኈᷜṣṖṚṜṚɰᾡᾮὬώᾊᾯẩகՉࣸ
්ṡṡĆᐌṝṞĆޗᜊṛṡẍẗɰ᎓ṟṚṚẑ
ᾭήᾇᾌἝṜṖṝಙא᎘ἸࠣҹṜᦼ࢈ᾃὨᾛẪျѥἼᾭήᾇᾌẩὓျѥἼύᾩ̵ὕᇎಃἙዾὣ
א᎘פᓞẪКԙἻᾙὥώᾎ̵ᾡήᾇᾌἹᾥᾇύᾩᾡήᾇᾌρẪύᾫᾯᾄ̵ᾔᾇὴἼὓἸṜẁṫẃξණẪ
ύᾫᾯᾄ̵᎙ὀ᫅ἦ៣פᓞἸẩ௯ὒἝἢὓԅಶἪẪᤆ᧺ậகՉࣸ་ἿᄌޞӅᄄᾋὺὨᾷἸἪẪ

ᾡᾯὯᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰὼᾭᾙᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰᾅᾧί̵ᾯ
ṾṸṽṗṼṬṱṗṺṶṵṚṛɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰṾṸṽṗṼṬṱṗṛṛɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰṾṸṽṗṼṬṱṗṛṚ

ɰɰɰώᾡᾯᾌ
ṾṸṽṗṬṺṵṽṗṽṺṶṾ

ɰᾚᾭᾇέᾍᾇᾌ
ṾṸṽṗṬṺṵṽṗṛṝ

ᾰᾌᾱᾙᾭᾳ̵ᾘᾷέ
ṾṸṽṗṬṺṵṽṗṼṰṶṛ

ɧᾔᾇέᾕᾇέṒᾄᾚᾯᔭෛᓞᾑ̵ᾤᾃὴρύᾩ̵ᜢρṓΏṾṸṽṗṬṺṵ
ኈᷜṣṖṚṜṚɰᎢẮᾡᾮὬώᾊᾯɰόὨẮ්ṝṟĆᐌṟṚĆޗᜊṜṚẍẗɰṠṡṚẑ
ᾊᾏώᄄἿᾋὨᾕᾇέἹἨἷἱἢἸἻἠẩᖲ၈ἿݳἕᥨիషὕᾓὨάᾷὴዾἿύᾅᾩὬ̵ύᾫᾷἼὓἛἪἪὒἿᾋὨ
ᾕᾇέẪᤆἠἷ͠ݻἻᾡᾮὬώᾊᾯᎢẪ᧸ἕὓἿὣἰἴὈὛҸὝἷᮩἕἷὓᾔᾇὴಙϰἿ᧸ἦἝἼἻὛἬὤẪ

ɧᔭᾃὴρὴᾮᾇᾛὯᾔ̵ɰṾṸṽṗṱṼṺṮɰኈᷜṛṖṝṜṚ
᫅ἦṜṜṘṟẍẗẩݺἦṒὴᾮᾇᾛὬᾷᾍᦼṓᐌṟẍẗṖ්ṟṘṟẍẗẩṛṡẑ
ɰὼᾭᾙᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰᾚᾭᾇέᾍᾇᾌɰɰɰέᾇά̵ᾙᾭᾳ̵ὯᾙὫ
ɰṸṽṗṱṼṺṮṗṛṛɰɰɰɰṾṸṽṗṱṼṺṮṗṛṝɰɰṾṸṽṗṱṼṺṮṗṭṰṶṚṛ

ὼᾭᾙᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰɰɰɰᾱᾇέώᾃ̵ᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰέᾇά̵ᾙᾭᾳ̵ὯᾙὫɰɰɰɰɰɰɰɰὯᾭᾙᾯὛὤἥɰɰɰɰɰɰɰɰᾡᾯὯᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰώᾡᾯᾌɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰɰᾔᾚᾯ
ṾṸṽṗṬṺṵṺṗṛṛɰɰɰɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṺṗṼṽṾṼṚṛɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṗṭṰṶṚṛɰɰɰɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṺṗṫṺṚṛɰɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṺṗṺṶṵṚṛɰɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṺṗṽṺṶṾɰɰɰɰɰṾṸṽṗṬṺṵṺṗṬṬṶ

●SUPPOX ( サポックス )
サポーター機能付タビ型厚手高機能ソックス
※運動時専用の大変締め付けの強い製品となります。
●ロングタイプ ●ロングタイプ
WH (8510)
BK (8511)
サイズ：SM , ML サイズ：SM , ML
税込￥3,080
税込￥3,080

サポックスプロモデルは、メイドインジャパン。
サポーターメーカーとして培った技術により誕生したサポーター機能付き
タビ型厚手ソックスです。
世界初の先進構造が足を疲労から守り運動機能を高めます。世界初となるかかと
のズレを抑制するヒールホールド機能と土踏まずのアーチを立体的に圧迫する
サポート設計で土踏まずのバネとしての機能を保持し運動時負担を軽減します。
※ヒールホールド機能とアーチサポート設計は特許を取得しています。

ɰᾡᾯὯᾚᾭᾇέɰɰɰɰɰɰᾱᾇέώᾃ̵ᾚᾭᾇέ
ṾṸṽṗṱṼṺṮṗṺṶṵṚṛɰɰɰṾṸṽṗṱṼṺṮṗṼṽṾṼṚṛ

フランス生まれの総合アウトドアブランド Millet( ミレー )
究極のドライ感を実現する次世代のアンダーウェア
驚きのドライ感と動きやすさ DRYNAMIC MESH アンダーウェア
・高い吸汗速乾性 ・年中汗冷えと無縁の快適性 ・抜群のフィット感

ドライ＆タフな素材

厚みのあるメッシュ構造

ドライナミック メッシュ
ショートスリーブ 税込￥5,830

ドライナミック メッシュ
ノースリーブクルー 税込￥5,060

サイズ：S-M、L-XL、XXL（EURO サイズ表記〈S サイズ = 日本 M サイズ〉
カラー：GREY、BLACK、BLU 素材：ポリプロピレン 66% ナイロン 28% PU6%

人間は常に重力の影響を受けています。
多くの日本人が後ろ重心の状態で生活をしており、身体に悪影響を及ぼしていると考
えられます。後ろ重心を維持するために頭を前に出し、体制を維持しようとするため、
身体がくの字になった状態になります。
この状態では自分の体重が負荷になり、自分の体重分を背負っている状態と同じにな
ります。前重心にすることが出来れば、頭と足が一直線になり自分の体重の負荷が下
に逃げる構造になり、負荷がすくなくなります。
前重心にし、自分の体重分の負荷を減らすことで、その力をパフォーマンスを発揮す
ることに使えるようになります。
また、毎日の疲労の蓄積も少なくなるので怪我の予防にもつながります。パフォーマ
ンスアップ、怪我予防の改善策は重心を前重心に変えることが重要なのです。

●JushinSox ロング : 税込￥2,750

●JushinSoX ショート : 税込￥2,200

サイズ / S:21 〜 23cm、M:23 〜 25cm、L:25 〜 27cm、LL:27 〜 29cm 日本製
カラー : 黒、紺、白
素材 : ポリエステル , 綿 , アクリル , ポリウレタン

(25)

ACE 90 / ANDREW
■生活：アメリカ・ニュージャージー出身
ミッドタウンにあるオフィスで働くニューヨーカー。スマートに仕事をこなし、
夜は大学からの仲間たちと酒を片手に町を走り抜ける。
■年齢：25 歳
■スタイル：ライジングアタッカー
■利き腕：右利き
■プレースタイル：
ベースライン上から一歩も下がらない彼のストロークプレーはまさしく格闘技
の乱打戦。俊敏なフットワークでフォア、バックとすべてのショットをライジ
ングで打ち、早いテンポのラリーで相手を翻弄して、すべてのショットでエースを狙っていく。
もちろんリスクの高いショットのためミスも多いが、動体視力や球の当て感は天性のもの。
特にリターンのセンスは抜群で、彼へのセカンドサーブは絶好のライジングボールも同然である。

ACE90 のデザインスピリッツはプレッピーマインド
伝統を敬い、ユニークなアイデアで他にはない新しいアイテムを開発する。

ACE 90 / KEITH
■出身：イギリス・マンチェスター出身
ロンドンの大学に通っているシティボーイ。音楽とパブとフィッシュアンドチップス
の毎日を送り、好き勝手な毎日を送っている。マンチェスターシティのファン。
■年齢：21 歳
■スタイル：フォアハンドマスター
■利き腕：右利き
■プレースタイル：
フォアハンドストロークへの自信は絶対。まさに自由自在。あらゆるコースへの
コントロール、緩急の変化、多彩な球種など、すべてのショットをいとも簡単に操る。
バックハンドももちろん打てるが、得意とするフォアハンドへのこだわりはある意味
異常とも言える。フォアハンドに回り込むスピードは素早く、そのために必要な
予測能力も最高レベルである。バックでつなぎ、フォアで攻め込む彼の徹底した
スタイルは骨太で男らしい。

今回のトートバッグとキャップは
コーディネートのアクセントになる派手なインパクトを生み出します。
バッグとキャップは派手でも使えますよね。コーディネートの崩しには最適です。
●トートバッグ

27×17×46cm、カラー：アイボリー、コットン 100％、
デザイン部は総刺繍、内側ポケット付
税込￥5,390

ANDREW
( アンドリュー )

KEITH
( キース )

ACE 90 / PHILIP
■出身：オーストラリア・クイーンズランド出身
テニスと太陽と海をこよなく愛するサーフボーイ。水着でアグレッシブにテニスをし、
終わったら車に積んであるボードをもって海へ飛び込み体を冷やす。
■年齢：22 歳
■スタイル：サーブ＆ボレーヤー
■利き腕：右利き
■プレースタイル：
どんな状況でも前に出る徹底したサーブ＆ボレーヤー。
強烈なフラットサーブと鋭く跳ねるスピンサーブを武器に果敢に前に出る。
刃物のようなキレのあるボレーと、ロブをものともしない前後のフットワークが特徴。
届くか届かないかのボールもパンチのあるボレーショットを打つことができ、
どんなに速いボールでも繊細なタッチで対応できる。抜かれても、臆することなく
前へ出る彼の姿は、まさしく根っからのサーブ＆ボレーヤーである。

デザイン部は全刺繍です。

●キャップ フリーサイズ、カラー：ホワイト、コットン 100％、デザイン部は総刺繍、税込￥3,630
ANDREW( アンドリュー )
KEITH( キース )
PHILIP ( フィリップ )

PHILIP
( フィリップ )

blan&co.

●「くまモン」のぬいぐるみ テニスバージョン (UF-BE001)

®

泉州タオルはここが違う
とっても清潔
『あとさらし』製法で
おろしたてのタオルでも
ご使用いただけます
吸収性抜群
吸収性は最もタオルに
求められた機能
綿本来の吸収性をいかした
理想的なタオル
やさしい肌触り
お肌に触れるだけで
ふんわりしたやわらかさ
お肌の弱い方にも最適

ネイビー

ネイビー

☆フェイスタオル
品名:AIR犬
品番:BCCPT001
価格:1,760円（税込）
☆スポーツタオル
品名:おすわり犬
品番:BCCPT002
価格:2,750円（税込）
パンディアーニ君は
お気に入りの
コラボタオルで
汗をふきふき♪
すっきり爽やか

モスグリーン

上グレー下ピンク

◉品名:ラケット&コート（デザインは同じです）

グリーン

(26)

ラケットとボールを持った、やる気マンマンのテニスくまモン。
彼は自力で座れます。座った時は約 20cm 高ぐらいです。
※くまモンの持っているラケットの色は個体によって
変わります。色は選べません。
(YE、BL、RD、PPL、PK、GRN) 税込￥2,970

ピンク

※画像の右手のテニスボールは付属しません。
テニスボールは大きさ比較のために置いてあります。
ひと塗り、回復。スポーツするカラダを
軽く、柔らかく、ほぐす。

上グリーンパール下ブルーオレンジ

高級糸コーマを使用した
ワンランク上のタオル。
抜群の吸収性と柔らかな
肌触りで、シャワーの後も
しっかり拭き取れます！
表を優しいガーゼタッチ、
裏は水分をしっかり吸収する
パイル生地。速乾性が良く
かさばらないので持ち歩きに
便利で、お洗濯も楽々☆

「さとふる」にて、タオル部門
毛布部門、ランキング１位獲得
多くのプロテニスプレーヤーに
使用していただいております。
詳しくはFacebookページを
ご覧ください。
→
→
→

プラチナ電子液、ヒアルロン酸、ホホバオイル
配合のクリームが筋肉疲労の緩和をサポート。
スピーディーにコンディションを整えます。

マスター
キミー

スポーツ前後、途中で疲れが気になる
時や、肩 , 首 , 腰が重いときにお使い
ください。
酸性化した筋肉をクリームによって
還元し中和させ筋肉疲労を速やかに
取り除きます。

ボディ
ライト
クリーム
50g 税込￥3,960

130g 税込￥8,360

ὦᾛᾯᾭὨᾷᾍ
ṡἵἿෛᓞ৮ὣଡἴἰᇎো۟᧸Ἷὦᾷᾄ̵ὪὫὦẪ

ኈᷜṛṖṠṟṚ

ᦼໄ୯ἛࠠὛΏᾊᾏώ
ṽṮṽṗṛṟṞṚṝ
ኈᷜṞṛṢ
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ኈᷜṟṚṣ
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ὲᾙᾌἼ಄ᦕẪࡢጅṒẁṜṢṟĆṝṚṚẗẗṓἹᝉώᾃᾷᾍρΏᾠ̵ᾯ۶ᆷয᎓ṜṢṚẗẗ
Ṓ᧼ᾙᾅᦼὀউὛϷංἻἰὒᖆफἿύᾳἝἓὛἪṓɰኈᷜṟṜṢ
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ኈᷜṝṢṟ

ᾋὺὨᾷὀṝኑᯌ
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ᾒ̵ᾢᾯƄώᾢὨᾯṛΏṒṿṰṗṚṚṜṓ

ኈᷜṡṞṢ
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ὦᾥ̵ὼᾷὴƄᾒ̵ᾢᾯΏṒṿṰṗṚṚṟṓ

ኈᷜṟṜṢ
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ÔÅÎÎÉÓ ²°²± ÓÐÒÉÎÇ ᴣ ÓÕÍÍÅÒ
ÃÏÕÒÔ ÆÆ ²

日々の練習に対応する耐久性と反射的な動きへのサポート力を追求。
メッシュ素材に樹脂加工を施したアッパー構造により、耐久性と足の動きに対する追従性を両立。
ミッドソールには、軽量性とクッション性を兼ね備えるFLYTEFOAMを採用。
アウターソールは、接地面幅を広げることで横方向への安定性を高めています。
前足部とかかと部にGELを内蔵することで衝撃緩衝性を高め、
スピード感ある動きをサポート。
エントリーから試合まで、幅広く活用できる汎用性の高い一足です。

ALL COURT

ÃÏÕÒÔ ÆÆ ² ¨±°´±Á°¸³®´°²©
ハードコートを中心としたオールコート用 ￥17,600(税込)
カラー: フレンチブルー/アンバー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

ALL COURT

OMNI & CLAY COURT

ALL COURT

ÃÏÕÒÔ ÆÆ ² ¨±°´±Á°¸³®±°²©

ÃÏÕÒÔ ÆÆ ² ÏÃ ¨±°´±Á°¸´®´°²©

ÃÏÕÒÔ ÆÆ ² ¨±°´²Á°·¶®°²±©

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥17,600(税込)
カラー: ホワイト/マコブルー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥17,600(税込)
カラー: フレンチブルー/アンバー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥17,600(税込)
カラー: スレートグレー/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸
横方向への激しい動きに対応し、
フットワークへの追従性を高めたテニスシューズです。
アッパー前足部には、
フレクションフィットを搭載し、厚みを薄くすることで優れたフィット性と屈曲性を実現。
シュータン上部には、
シューレース収納用ポケットを装備し、ヒモ切れを防止します。横方向への安定性を強化するトラスティックシステムDYNAWALLを搭載し、足のブレを抑制。
スライド・ストップのコントロールと、
ターン時のグリップ力を高めるアウターソール意匠を採用し、衝撃緩衝性に優れるGELを内蔵。高みを目指すプレーヤーにおすすめの1足です。

ALL COURT

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ¨±°´±Á°·¹®´°³©

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ÏÃ ¨±°´±Á°·¸®´°³©

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥15,950(税込)
カラー: フレンチブルー/ホワイト サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥15,950(税込)
カラー: フレンチブルー/ホワイト サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

ALL COURT
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OMNI & CLAY COURT

OMNI & CLAY COURT

ALL COURT

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ×ÉÄÅ ¨±°´±Á±±³®±°³©
ハードコートを中心としたオールコート用 ￥15,950(税込)
カラー: ホワイト/マコブルー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

OMNI & CLAY COURT

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ¨±°´²Á°·²®´°³©

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ÏÃ ¨±°´²Á°·±®·°²©

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ÏÃ ×ÉÄÅ ¨±°´±Á±²³®±°³©

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥15,950(税込)
カラー: スモークブルー/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥15,950(税込)
カラー: ピンクカメオ/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥15,950(税込)
カラー: ホワイト/マコブルー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ²
ASICSテニスシリーズの中でも最速モデルとなるSOLUTION SPEED FF 2シューズは、
コートで動ける範囲を広げるのに役立ちます。
安定性だけでなく柔軟性のあるフィット性も向上しており、
目の前のボールに向かってより速く動きたいアスリートにおすすめのシューズです。
アッパー部にPU（ポリウレタン）を採用。耐久性、柔軟性、
フィット性を向上させています。DYNAWRAPテクノロジーをアイレット部分に採用することで、横へ動く際の前足部の安定性を追求します。
靴底中足部搭載のTWISSTRUSSテクノロジーが、足を踏み入れる動きや素早い足運びをスムーズに、ベースラインからネットに頻繁に移動する選手をサポートします。

ALL COURT

OMNI & CLAY COURT

ALL COURT

ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ² ¨±°´±Á±¸²®¸°°©

ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ² ÏÃ ¨±°´±Á±¸¸®¸°°©

ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ² ¨±°´²Á±³¶®´°°©

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥15,950(税込)
カラー: アンバー/ホワイト サイズ: 25.0〜29.0cm

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥15,950(税込)
カラー: アンバー/ホワイト サイズ: 25.0〜29.0cm

ハードコートを中心としたオールコート用 ￥15,950(税込)
カラー: スモークブルー/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

OMNI & CLAY COURT

OMNI & CLAY COURT

ÓÏÌÕÔÉÏÎ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ² ÏÃ ¨±°´²Á±³µ®·°°©
オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥15,950(税込)
カラー: ピンクカメオ/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

OMNI & CLAY COURT

OMNI & CLAY COURT

ÐÒÅÓÔÉÇÅÌÙÔÅ ³ ÏÃ ¨±°´³Á°°¹®°°²©

ÐÒÅÓÔÉÇÅÌÙÔÅ ³ ÏÃ ¨×ÉÄÅ© ¨±°´³Á°°¸®°°²©

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥13,750(税込)
カラー: ブラック/ホワイト サイズ: 22.5〜29.0cm

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥13,750(税込)
カラー: ブラック/ホワイト サイズ: 23.0〜28.0cm

OMNI & CLAY COURT

OMNI & CLAY COURT

ÃÏÕÒÔ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ÏÃ ¨±°´±Á°¹´®´°³©

ÃÏÕÒÔ ÓÐÅÅÄ ÆÆ ÏÃ ¨±°´²Á°¸²®°°±©

ÇÅÌÇÁÍÅ ¸ ÃÌÁÙ¯ÏÃ ¨±°´±Á±¹³®´°°©

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥11,000(税込)
カラー: フレンチブルー/アンバー サイズ: 24.0〜29.0,30.0cm

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥11,000(税込)
カラー: ブラック/ピンクカメオ サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥8,800(税込)
カラー: フレンチブルー/ピュアシルバー サイズ: 24.5〜29.0,30.0cm

CARPET COURT

OMNI & CLAY COURT

CARPET COURT

ÇÅÌÇÁÍÅ ¸ ÃÌÁÙ¯ÏÃ ¨±°´²Á±µ±®´°±©

ÇÅÌÄÅÄÉÃÁÔÅ ¶ ÉÎÄÏÏÒ ¨±°´±Á°¸±®´°µ©

ÇÅÌÄÅÄÉÃÁÔÅ ¶ ÉÎÄÏÏÒ ¨±°´²Á°·´®°²±©

オムニ(砂入り人工芝)・クレーコート用 ￥8,800(税込)
カラー: ピーコート/ホワイト サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

カーペットコート専用 ￥8,800(税込)
カラー: フレンチブルー/アンバー サイズ: 25.0〜29.0,30.0cm

カーペットコート専用 ￥8,800(税込)
カラー: オイスターグレー/ピンクカメオ サイズ: 22.5〜26.0cm レディスラスト

ALL COURT Jr

ALL COURT Jr

ALL COURT Jr

ÇÅÌÒÅÓÏÌÕÔÉÏÎ ¸ ÇÓ ¨±°´´Á°±¸®´°³©

ハードコートを中心とした
オールコート用
￥8,800(税込)
フレンチブルー/ホワイト
サイズ: 20.0〜25.0cm
ジュニアラスト

ÕÐÃÏÕÒÔ ´ ÐÓ ¨±°·´Á°²¹®´°²©

オールコート用
￥5,830(税込)
フレンチブルー/ホワイト
サイズ:
17.5,18.5,19.5,
20.0〜22.0cm

ÕÐÃÏÕÒÔ ´ ÐÓ ¨±°·´Á°²¹®´°¹©

オールコート用
￥5,830(税込)
ピーコート/ピュアシルバー
サイズ:
17.5,18.5,19.5,
20.0〜22.0cm
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薬用 ATHLETE RLX [ アスリートリラックス ]
トップランナーや J リーガー、有名プロ野球選手など数多くのトップアス
リートもその効果を認め疲労回復と試合や練習でのパフォーマンスアップ
に使用している商品です。

分の入浴 で

RECOVER
YOUR
FATIGUED
BODY
WITH THIS
AWESOME
BATH
TABLET!

リカバリー

アスリートには技や筋肉を磨くのと同じくらい、メンタル面の強さが求め
られていますが、このメンタル面も自律神経が支配しています。
自律神経は自分の意思で制御したり強化したり出来ないとても厄介なもの
です。
自律神経は交感神経と副交感神経からなりますがこの２つの神経が双方と
も高く、両者の高さが同じでバランスが良い状態であると「自律神経能力
が高い」ということになります。

アスリートリラックス
R

「自律神経」特に副交感神経を高めることが重要です。

■トレーニングや試合後の疲労回復
■ひじ、肩、膝のトラブル に !

ご家庭の浴槽にアスリート RLX を入れた入浴で自動的に副交感神経にスイ
ッチが入り疲労回復が行われます。

■重炭酸イオンが温浴効果を高める
ドイツでは医師が医療行為として「炭酸泉」をおすす

睡眠の質も向上して疲労回復も圧倒的に高いレベルで実現可能となります。

めするのをご存知ですか？

「アスリートリラックス」は、日本で初めて「炭酸泉」の
入浴剤化に成功。有効成分が温浴効果を高め、それに
より血流が上がり、体の冷えを解消。

体を芯から温め血流を上げることで、体質を強化。

肩こり、腰痛、筋肉痛、肘膝など、あらゆる痛みを緩和、
kip

eer

Fy

bd

eng

ise

d

改善することが期待されています。

お風呂で使う場合
〈医 薬 部 外 品 〉

薬用アスリートR L X

1 0 錠 税込1,100 円（＋税）
3 0 錠 税込2,750 円（＋税）

1 0 0 錠 税込7,920 円（＋税）

(40)

3 〜4 錠

● タブレットをお風呂に入れる
●４1 ℃ 以 下 の ぬるめのお湯 に……
● ゆったり 1 5 分以上浸かりましょう

2 日 間 追い焚きしても効 果 が 持 続 !

(41)

税込￥2,160

税込￥1,296

税込￥4,860

税込￥1,296
税込￥1,620

(42)

税込￥1,080

税込￥1,944

税込￥2,160

税込￥2,160

税込￥4,860

税込￥1,684

税込￥5,508

税込￥1,944

MISSION とはニューヨーク発の独自の冷却技術「ハイドロアクティブ」を使ったクーリングテクノロジーのパイオニアブランドです。
全ての MISSION 製品は簡易的かつ効果的に冷やすことができ持ち運びに便利で何度でも利用可能。たとえ灼熱の環境下でも清涼感と快適性を実感していた
だけることでしょう。MISSION は、どんな環境下でもあなたを COOL に保ちます。

全ての MISSION 製品は、コネチカット大学にある最先端の MISSION
ヒート研究所でテストが行われます。
さらにセリーナ・ウィリアムス、ドウェイン・ウエイド、ドリュー・
ブリーズなどの創設者をはじめとする一流アスリートたちによって、
各フィールドでの実用テストも行われ、その性能が証明されます。

￥4,359

⛯㎸
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■Halo headband（ヘイロ ヘッドバンド）
汗が目に入らない究極のヘッドバンド

1 ホワイト

2 ブラック

21 ネイビー

1. 汗が目に入らない
このヘッドバンドの一番の特徴は、汗が目に入らないので
コンタクトや眼鏡、化粧や日焼け止めをつけていても安心
な点です。
通常のヘッドバンドと違い、ヘッドバンドの内側に施され
ている、黄色のタイトシールが汗から目を守ってくれます。
このタイト・シールは柔らかく着用時に不快感を与えません。

パンディアーニチャレンジ +15
失敗しなきゃ成功はない！

DRY

UV

133 ヘザーグレー 130 バーガンディ
TJ20002 パンディアーニチャレンジ +15（DryTEE）
Price：税込￥3,850 Size：XS,S,M,L,XL Qua：ポリエステル 100％ Fab：吸汗速乾裏メッシュ

1 ホワイト

通常のコットンやポリエステルのヘッドバンドの何倍もの汗を吸
い取り、ヘッドバンドの内側に仕込んであるシリコン（ゴム製）
のタイト・シールが
汗を後ろに流してくれます。
銀イオンによる抗菌防臭処理が施されているため、汗が乾いた後
も臭いが残りません。
米国内にて特許を取得しており、テニス、サイクリング、バイク、
マラソン、その他各種目アスリートなどに愛用されています。
スポーツ一般からフィットネス、医者のオペまでと、とにかく汗
が目に入らない！
ヘッドバンドをはじめ、キャップ、バイザーなど、幅広いニーズ
に応えられるよう商品ラインアップも豊富にそろえております。

2 ブラック

21 ネイビー

2. 吸汗速乾素材
コットンやポリエステルのヘッドバンドにはないほど汗を
吸収し、素早く乾燥するので重たくならず、べたつきません。
3. 防菌防臭処理

銀イオン加工を施した素材が殺菌効果を発揮し、バクテリアの発生や汗の臭いを防ぎます。

■HaloⅡ プルオーバー フリーサイズ、バンド幅は約 5cm、Sweat Block シール搭載
プルオーバータイプは Halo( ヘイロ ) ヘッドバンド製品の一番の人気商品です。
さっと簡単に着用でき、身に付けていることを忘れるほどの抜群のフィット感。
帽子の下に着用することもお勧めです。
ブラック

ホワイト

レッド

税込￥2,860

ロイヤルブルー

ネイビーブルー

ライトブルー

テニス語録 20-0
プレッシャーを味方に !

パープル

エメラルド

DRY
UV
133 ヘザーグレー
71 グリーン
TJ20012 テニス語録 20-0（DryTEE）
Price：税込￥3,850 Size：XS,S,M,L,XL Qua：ポリエステル 100％ Fab：吸汗速乾裏メッシュ

税込￥12,100

税込￥12,650

税込

6,458 円

税込

1,728 円

税込

税込

䜸䞊䝥䞁౯᱁

1,782 円

2,592 円

税込￥2,420

(44)

税込

2,138 円

税込

2,138 円

税込

2,592 円

2021 Championships Towel - Green/Purple

1

2021 Championships Towel - Blue/Aqua

チャンピオンシップタオルとは、毎年ウィンブルドンの芝のコートで選手が実際に使用するタオル。
170年の歴史を持つ英国王室御用達ブランド【CHRISTY社】製で高品質な毛足の長い高級タオルです。
コレクターアイテムにもなっていて、年号が入っているので、お子様のお誕生、入学、卒業、新築、引越、定年など
お祝いや感謝の日の贈答品としても大変人気があります。

2021 メンズチャンピオンシップタオル
カラー：グリーン×パープル（男子選手使用カラー）
素 材：コットン100％
サイズ：70×133cm
重 量：約460g/枚
生産国：インド
価 格：税込￥7,480
専用コットンケース付き
ケースは変更になる場合があります。

2021 レディースチャンピオンシップタオル
カラー：オークル×ターコイズ（女子選手使用カラー）
素 材：コットン100％
サイズ：70×133cm
重 量：約460g/枚
生産国：インド
価 格：税込￥7,480
専用コットンケース付き
ケースは変更になる場合があります。

CHRISTYとWIMBLEDON、2つの伝統的な英国ブランドのコラボレ
ーション。
Christy(クリスティ)は、英国でデザインされた高品質なタオルを
作り続けています。
クリスティの物語は1850年、今日のタオルの発明から始まります。
1850年、ヘンリークリスティはコンスタンチノープルからイング
ランドに戻り西洋世界に新しいループパイル生地を紹介しました。
1年後、最初のテリータオルが生産され、ビクトリア女王にこれら
のセットが贈呈されました。
1951年、クリスティは100周年を記念してロイヤルトルコタオル
を発売しました。
今日もコレクションに最新版のロイヤルトルコタオルを誇らしげ
に携えており、160年以上にわたって高品質で最も豪華なタオルで
あり続けています。
1953年、エリザベス女王2世の戴冠式を祝うために特別なタオル
が製作され、また1977年にシルバージュビリーを祝うために再び
作られました。
1988年、クリスティはThe Championships、Wimbledonの公式
タオルサプライヤーになりました。
プレーヤーがセンターコートで使用しているクリスティタオルが
ウィンブルドンの象徴的な部分になったことは驚くことではあり
ません。
クリスティも時の試練に耐えてきたブランドなのですから。
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結果を求めて、黙々とトレーニングに励むアスリート。
しかしその努力が必ず報われるとは限らない。
ステージが上がるほど実力は拮抗し、違いを生み出すことが困難になる。
テーピングでケガの回復を早めることができたら、ケガを未然に防ぐことができたら、
フィジカルの不安を払拭できる。万全のコンディションで挑めれば、1 秒、1cm、1 歩
の差を生み出せる。テーピングは戦力だ。嘘だと笑うなら巻かなければいい。
アスリートは結果がすべて。記録で、勝利で、あなたの答えを示してくれ。

バックパック
STC-BKB3052 税込￥9,790
テニス ブリスターテープ（手のひらマメ、靴ヅレ対応用）
45mm×35mm/6 枚＋42mm×17mm/6 枚 ( 計 12 枚 )
550 円 ( 税込 )

ミニボストン
STC-BKB3050
税込￥4,290

トートバッグ
STC-BKB3053
税込￥7,590
ラケットサック
STC-BKB3056
税込￥2,530
ランドリー
バッグ
STC-BKB3057
税込￥1,650

巻くか、負けるか。テープ（ブリスターパック）
カラー：ベージュ、ブラック、グリーン
37.5mm×5m(1 巻入 ) 825 円 ( 税込 )
50.0mm×5m(1 巻入 ) 935 円 ( 税込 )

巻くか、負けるか。テープ 超撥水
( ブリスターパック）
カラー：ベージュ
37.5mm×5m(1 巻入 ) 880 円 ( 税込 )
50.0mm×5m(1 巻入 ) 990 円 ( 税込 )

セントクリストファーは少量生産。
お客様らしさを演出したい。そして、お客様にとって特別なウェアで在りたい。
そんな想いを込めて、日々テニスウェアづくりをしています。セントクリストフ
ァーテニスウェアを体感し、お客様の個性を表現して頂きたいと願っています。
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