
●ビクトリー　
●社会人試合球（J.A.B.A）
●天然皮革　●バージンウール100%
●中国製

2OH-10000（出荷単位12）
¥1,155（本体¥1,100）

●ビクトリー　
●大学試合球（J.U.B.F）
●天然皮革　●バージンウール100%
●中国製

2OH-11000（出荷単位12）
¥1,155（本体¥1,100）

●ビクトリー　
●高校試合球　
●天然皮革　●バージンウール100%
●中国製

2OH-10100（出荷単位12）
¥1,019（本体¥970）

●カレッジリーグ　
●高校試合球　
●天然皮革
●中国製

2OH-10300（出荷単位12）
¥893（本体¥850）

名 名 名 名

●リーグリーダー　
●高校練習球　●天然皮革
●中国製

2OH-11400（出荷単位12）
¥756（本体¥720）

●セーフティーボール　
●守備練習球　●天然皮革　
●中国製

2OH-82500（出荷単位12）
¥504（本体¥480）

●ミズノ424　
●高校練習球　●天然皮革
●中国製

2OH-42400（出荷単位5ダース）
¥420（本体¥400）

●ミズノ465　
●ケブラー縫い糸使用
●天然皮革　●中国製

2OH-46500（出荷単位5ダース）
¥473（本体¥450）

マシン用

名 名 名 名

●シニアリーグ　
●リトルシニアリーグ試合球
●天然皮革　●バージンウール100%
●中国製

2OL-60100（出荷単位12）
¥1,019（本体¥970）

●日本少年野球連盟611　
●ボーイズリーグ試合球
●天然皮革　●バージンウール100%
●中国製

2OL-61100（出荷単位12）
¥1,019（本体¥970）

●リトルリーグ701　
●リトルリーグ試合球
●天然皮革　●中国製

2OL-70100（出荷単位12）
¥893（本体¥850）

●日本少年野球連盟　
●ボーイズリーグ試合球
●天然皮革　●中国製

2OL-71100（出荷単位12）
¥893（本体¥850）

名 名 名 名 ●ヤングリーグ　
●ヤングリーグ試合球
●天然皮革　●中国製

2OL-71200（出荷単位12）
¥893（本体¥850）

名

再生アクリル糸を25％使用

“Little League Baseball, Little League, the 
medall ion and the keystone are registered 
t rademarks and serv ice marks be longing 
exclusively to Little League Baseball Incorporated.”

再生アクリル糸を25％使用

（5ダース単位） （5ダース単位）

●ミズノ835
●カラー：イエロー　●硬式練習球
●人工皮革（ポリウレタン加工）
●中国製

2OH-83500（出荷単位12）
¥525（本体¥500） ★

世界に通じるミズノ硬式ボール。
ミズノ製ボールは従来同様その優れた品質で、プロ・アマの各チームより高い評価をいただいています。

名 ＝ネーム入れ可。

ミズノは2011年から、
NPB12球団の
統一試合球の製造、
供給を行ないます。

硬式用／試合球

硬式用／練習球

少年硬式用／試合球

2011年2月発売

ミズノ製ボール使用の主な大会・試合名
ミズノは世界の主な大会に野球品を提供。野球の国際的発展と普及に寄与しています。

●国際野球連盟（I.B.A.F.）●B.F.A.（Baseball Federation of Asia）選手権大会
●都市対抗野球大会、社会人野球日本選手権大会、全日本クラブ対抗野球大会
●社会人各地方大会●北海道地区、仙台六、東京六、東都、首都、愛知、関西六、
関西学生、中国六、福岡六、大学野球各連盟●全国高等学校野球選手権大会
●選抜高等学校野球大会●高等学校各都道府県大会●リトルシニアリーグ公認試合
●リトルリーグ公認試合●ボーイズリーグ公認試合●ヤングリーグ公認試合

国際野球連盟（I.B.A.F.）、アジア野球連盟（B.F.A.）、
国際ソフトボール連盟（I.S.F.）とオフィシャルサプライヤー契約

A-2
※(08)

ボール
BALLS ★印は新製品です。



2OH-760
2011年
1月発売

●ミズノ150　●カラー：イエロー　
●革ソフトボール試合球　
●天然皮革（ポリウレタン加工）　●中国製
●（財）日本ソフトボール協会検定球

※2OS-15000（出荷単位12）
¥1,155（本体¥1,100）

●ミズノ454　●カラー：イエロー
●合成皮革ソフトボール練習球
●合成皮革（ポリウレタン加工）  
●中国製

※2OS-45400（出荷単位12）
¥788（本体¥750）

●トレーニング　
●ティーバッティング用（240g）
●天然皮革　●中国製

●トレーニング　●スナップ用（320g）
●カラー：ホワイト/ブルー　
●天然皮革　●中国製

※2OH-80100
¥1,995（本体¥1,900）

名 名

●回転チェックボール　
●ソフト3号　●ゴム
●日本製　　　　　〈ナガセケンコー〉

※2OS-823
¥1,155（本体¥1,100）

●軟式ツートン練習球（A・B・C号）　
●ブルー（27）、ピンク（64）　●ゴム
●日本製　　　　 〈ダイワマルエス〉

A号 ※2ON-815
¥998（本体¥950）

B号 ※2ON-816
¥945（本体¥900）

C号 ※2ON-817
¥893（本体¥850）

●トレーニングボール9インチ（硬式ボール大）
●5ダース（60個）入り
●ポリエチレン　●中国製

※2OH-760
¥10,500（本体¥10,000）

●トレーニングボール12インチ（ソフトボール3号大）
●2ダース（24個）入り
●ポリエチレン　●中国製

※2OS-760
¥8,400（本体¥8,000）

＊：質量は通常のものと同様です。

（27）

（64）

20N-580

20S-580

＊

＊

＊

＊

q

w

●軟式用ポリウレタンボールA号
●質量：約125g　●日本製    

〈PUB〉

※2ON-580（出荷単位12）
¥683（本体¥650）

●ソフトボール用ポリウレタンボール3号
●質量：約184g　●日本製    
                        〈PUB〉

※2OS-580（出荷単位12）
¥735（本体¥700）

●硬式用ポリウレタンボール
●質量：約150g　●日本製

〈PUB〉

※2OH-750（出荷単位12）
¥788（本体¥750）

マシン用 マシン用

マシン用

※2ZO-160
¥788（本体¥750）

●ボール縫い糸セット  
●糸50本、針12本
●綿糸：台湾製、針：インド製

1

※2ZO-145
¥315（本体¥300）

●ボール縫い針　●10本　●インド製

2

ダイワマルエス 検定1号　周囲26.70㎝
ダイワマルエス 検定2号　周囲28.58㎝
ダイワマルエス 検定3号　周囲30.48㎝
ナガセケンコー 検定1号　周囲26.70㎝
ナガセケンコー 検定2号　周囲28.58㎝
ナガセケンコー 検定3号　周囲30.48㎝
ナイガイ 検定1号　周囲26.70㎝
ナイガイ 検定2号　周囲28.58㎝
ナイガイ 検定3号　周囲30.48㎝
ナガセケンコー ミニソフトボール2号
PUB ポリウレタンボール2号

※2OS-511
※2OS-512
※2OS-513
※2OS-561
※2OS-562
※2OS-563
※2OS-541
※2OS-542
※2OS-543
※2OS-554
※2OS-582

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

¥798
¥872
¥945
¥798
¥872
¥945
¥798
¥872
¥945
¥735
¥683

（本体¥760）
（本体¥830）
（本体¥900）
（本体¥760）
（本体¥830）
（本体¥900）
（本体¥760）
（本体¥830）
（本体¥900）
（本体¥700）
（本体¥650）

ゴム・ソフトボール

大会やチーム名をボールにプリント。ネーム入りボールは管理の
良さにもつながります。

このマークがついている品番のみ
の対応になります。

●1ダース以上まとめてご注文の場合は無料でご指定のネームを
お入れします。お申し込みはお早めにお願いします。（2OH-42400、
46500は5ダース単位、2OS-45400は3ダース単位になります）

●サインボール（2ZO-120、132、136、550）へのネーム入れおよび
刺繍別注加工はできません。

ネーム入りボール 名

●日本製

★

★

＊：ホイール式ピッチングマシンで使用される場合はゴムホイールで使用してください。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。

＝ネーム入れ可。名

ソフトボール用／試合球・練習球

ウレタンボール

硬式用／トレーニング

●トレーニングソフトボール
●スナップ用（360g）　
●カラー：イエロー／ブルー
●合成皮革（ポリウレタン加工）　●中国製

※2OS-85100
¥1,995（本体¥1,900）

●トレーニングソフトボール
●回転チェック用　
●カラー：イエロー／レッド
●合成皮革（ポリウレタン加工）　●中国製

※2OS-85200
¥1,575（本体¥1,500）★ ★

ソフトボール・軟式用／トレーニング

2011年
1月発売

2011年
1月発売

●シニアリーグ　
●リトルシニアリーグ練習球
●天然皮革　●中国製

※2OL-71300（出荷単位12）
¥756（本体¥720）

●リトルリーグ　
●リトルリーグ練習球
●天然皮革　●中国製

※2OL-72400（出荷単位12）
¥756（本体¥720）

●日本少年野球連盟　
●ボーイズリーグ練習球
●天然皮革　●中国製

※2OL-73400（出荷単位12）
¥756（本体¥720）

名 名 名

少年硬式用／練習球

準硬式野球ボール

軟式野球ボール

その他ボール

軟式 D号 ダイワマルエス
軟式 D号 ナガセケンコー

軟式 D号 ナイガイ
軟式 D号 トップインターナショナル

※2ON-510
※2ON-520

※2ON-540
※2ON-550

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・

¥410
¥410

¥410
¥410

（本体¥390）
（本体¥390）

（本体¥390）
（本体¥390）

●全ての商品が出荷単位12です。

●全ての商品が出荷単位12です。

公認ボール
※2ON-413
※2ON-423
※2ON-443
※2ON-453
※2ON-213
※2ON-223

※2ON-243
※2ON-253
※2ON-313
※2ON-323
※2ON-343
※2ON-353

¥630
¥630
¥630
¥630
¥599
¥599

¥599
¥599
¥557
¥557
¥557
¥557

（本体¥600）
（本体¥600）
（本体¥600）
（本体¥600）
（本体¥570）
（本体¥570）

（本体¥570）
（本体¥570）
（本体¥530）
（本体¥530）
（本体¥530）
（本体¥530）

軟式 A号 ダイワマルエス
軟式 A号 ナガセケンコー
軟式 A号 ナイガイ
軟式 A号 トップインターナショナル
軟式 B号 ダイワマルエス
軟式 B号 ナガセケンコー

軟式 B号 ナイガイ
軟式 B号 トップインターナショナル
軟式 C号 ダイワマルエス
軟式 C号 ナガセケンコー
軟式 C号 ナイガイ
軟式 C号 トップインターナショナル

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

準硬式 H号 ナガセケンコー　径72㎜ 準硬式 H号 ナイガイ　径72㎜※2ON-123 ※2ON-143・・・ ・・・・・・・・・・¥809 ¥809（本体¥770） （本体¥770）

サインボール 天然皮革製
サインボール 合成皮革製

サインボール 天然皮革製
サインボール 天然皮革製（ポリウレタン加工）カラー：イエロー

※2ZO-120
※2ZO-132

※2ZO-136
※2ZO-550

・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・

¥525
¥315

¥368
¥735

（本体¥500）
（本体¥300）

（本体¥350）
（本体¥700）

●日本製

●日本製

●中国製

●全ての商品が出荷単位12です。（2ZO-120、132、136、550を除く）

※2OH-80000
¥1,785（本体¥1,700）

A-3
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★印は新製品です。



サ
イ
ズ

ポケット（浅） （深）

（大）

（小）

タテトジ芯によるしっかり感と投球時
のバランスを重視した、大きいサイズ
の投手用。タータン系ウェブとワイドポ
ケットが球の握りをしっかり隠します。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：こげ茶

山本 昌（中日）モデル ウェブ タータン1

グラブサイズ、ポケット深さ、フィールディ
ング性能など、投手用グラブに求められ
る要素を高次元で融合。バランス良く
使いこなせるモデルです。

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

安藤 優也（阪神）モデル ウェブ タータン0

軽快なピッチングを重視し、躍動感あ
ふれる投手に適した小型・軽量モデ
ル。球の握りをしっかり隠すタータンA
ウェブを採用しました。

ローズブラウン（66） 縫糸：こげ茶

久保 康友（阪神）モデル ウェブ タータンA

スタンダードサイズの投手用モデル。
タータン系のウェブと深めのポケットで
球の握りをしっかりと隠します。
●ウェブが変更になりました。

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

吉見 一起（中日）モデル ウェブ タータンKY

投手用としてはやや小型のサイズ。
投球時のバランスを重視した扱いや
すいモデルです。
●ウェブが変更になりました。

ブラック（09） 縫糸：金茶

上園 啓史（阪神）モデル ウェブ タータン1

ミズノプロ・オーダー基本モデル

その手が望む感触へ。匠の魂がつくり込む。

オーダーには岸本と中村の指揮・監修の証しとして、親指裏面に「耕作（グラブ）」「国広（ミット）」の刻印が入ります。

岸本耕作と中村国広。2人の巨匠が製作の指揮を取り、妥協のないクラフトマンシップを全工程で
注ぎ込む。もっと最良の感触へ。その想いをカタチにするのは、ミズノのグラブ&ミットオーダーシステム。

PITCHER（投手用）

球の握りを隠しやすいオリジナルター
タン系ウェブを採用。操作性を重視し
た小型・軽量モデルです。

ブラック（09） 縫糸：金茶

由規（ヤクルト）モデル ウェブ タータンY

の表示モデルは新契約スタッフモデル、　　　　　 の表示モデルは’10カタログから変更になったモデルです。

MIZUNO GLOVE & MITT ORDER
ミズノ・グラブ&ミットオーダー

岸本 耕作
グラブマイスター（グラブ担当）
岸本 耕作
グラブマイスター（グラブ担当）

中村 国広
クラフトディレクター（ミット担当）
中村 国広
クラフトディレクター（ミット担当）

新井
≒2GW-11013/2GS-58813・51003

ZLA（ワイドヒンジ）/内野6
87工藤/87渡辺/87三浦

≒2GW-28106・18206/2GN-48806

馬原/成瀬/上園/薮田/由規
87MATSUI  ≒2GW-28101

金澤/山本昌/林昌/新垣/石川/石井一
永川/大竹/吉見/浅尾/越智/岡島/前田
ソフト外野/87ヨシノブ/87ICHIRO

ヨシノブ/栗山/T-岡田/大村/ICHIRO/田口
柴原/和田一/吉村/福留/亀井  ≒2GW-28107・
18217・11017/2GN-48807/2GS-51007

工藤/小野/三浦/安藤/久保/武田/岸
松岡/斎藤/山口/上野/チッパー/小笠原
≒2GW-11011・10220/2GS-58801

HPZ1-5  ≒2GW-28105・18201・18205・
10210/2GN-48801・48805

井端/宮本/小久保/東出/荒木
ソフト内野  ≒2GW-10200

2GW-11023・21003
2GN-43003

HPZ-7
≒2GW-18211・11021/2GS-51001

87新垣/87石川
≒2GW-21023/2GN-43023

二岡
87小久保/87井端/87荒木/87宮本

2GW-28103・18203・21013・11033
2GN-48803・43013/2GS-58803

2GS-51023 2GS-51013

87二岡/87石井琢

2GW-10230/2GS-58807

2GW-18207・11027

MATSUI

谷/桧山/林威/松本

佐藤 高津/渡辺/小松

＊この表は、グラブの受球面に沿って測定した縦方向の長さと捕球部（ポケット）の奥
行き（＝深さ）の関係を表示した目安表です。
＊グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までとそこから土手部の
端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）
の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
＊天然皮革のため、同じグラブであってもサイズが若干異なる場合があります。
＊選手名の前に87とついているモデル（例：87新垣）はビクトリーステージ・スペシャル
オーダー（軟式・ソフトボール用）で選択できるモデルです。
＊定番品の硬式グラブとの比較も掲載しています。
オーダー時の参考にしてください。
（2GW-102はオーダーでは選択できません）

■グラブサイズ目安表

New Change

New

投手用としてはスタンダードなサイズ。
深めのポケット設定とタータンウェブ
が、しっかりと球の握りを隠します。

ブラック（09） 縫糸：金茶

越智 大祐（巨人）モデル ウェブ タータン1

New

Change Change

投手用としてはスタンダードなサイズ。
ヨコトジダブル芯による親指のしっか
り感が投球バランスを高めます。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：ブルー

浅尾 拓也（中日）モデル ウェブ タータン10

New

グラブ型紙グラブ現物

カタログでは、グラブの大きさを比較できるように統一のサイズ表記をつけています。下記掲載の野球規則
で定められた測り方をもとに、数字が大きくなるほどサイズも大きくなります。またカタログページ下の注意事
項にあるように、「同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさ
（見た目の大きさ）は各モデルで異なり
ます。」のでご注意ください。

大小

カタログのグラブサイズ表記について

野球規則（1.14）より●グラブの寸法を測るには、計測具または巻尺をグラブの前面またはボールをつかむ側に接触させ、
外形をたどるようにする。その（グラブ）の大きさは、縦が4本指の各先端から、ボールが入る個所を通ってグラブの下端まで、… 矢印の長さが、各モデルのサイズになります。

2GW-21007

石井琢/村田/梵/HPZ4-6/内野4
≒2GW-28104・18204・11003・11043

2GN-48804

ZLA（ダブルワイドヒンジ）
≒2GW-11053
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投手用としてはスタンダードなサイズ。
タテトジ芯によるしっかり感が投球時
の引き手のバランスを高めます。

レッド（62） 縫糸：赤

林 昌範（北海道日本ハム）モデル ウェブ タータン2

投球時に親・小指部の動きを自然と
意識させる、縦長で深いポケットが
設定しやすい投手用モデルです。

Dブルー（29） 縫糸：白

三浦 大輔（横浜）モデル ウェブ ソリッド2

サイズ、ポケットの深さ、フィールディン
グ性能をバランス良く組み合わせた大
きめの投手用モデル。

ブラック（09） 縫糸：金茶

永川 勝浩（広島）モデル ウェブ タータンA

身体全体のバランスを重視する投手
向け。オリジナルウェブが個性を際立た
せます。

ブラック（09） 縫糸：金茶

石井 一久（西武）モデル ウェブ タータン10

投手用としてはスタンダードなサイズ。
深めのポケットと個性あるウェブで、球
の握りを隠します。
●ウェブが変更になりました。

ブラック（09） 縫糸：赤

石川 雅規（ヤクルト）モデル ウェブ タータンMIA

スタンダードサイズの投手用モデル。
ヨコトジダブル芯のしっかり感とあい
まって、投球バランスを高めます。

Dブルー（29） 縫糸：こげ茶

金澤 健人（ソフトバンク）モデル ウェブ タータン7

球の握りを隠すことを第一条件に考
えたウェブを採用したモデル。さまざ
まな球種をコンビネーション良く投球
する投手向けです。

レッド（62） 縫糸：こげ茶

小野 晋吾（ロッテ）モデル ウェブ タータン2

ヨコトジダブル芯とワイドなポケット設定
が打球へのすばやい対応を可能にし
ます。投手用としてはややコンパクトな
サイズ。

ローズブラウン（66） 縫糸：金茶

渡辺 俊介（ロッテ）モデル ウェブ ディープ4

投手用としてはスタンダードなサイ
ズ。深めのポケットが球の握りをしっ
かり隠します。

レッド（62） 縫糸：こげ茶

大竹 寛（広島）モデル ウェブ タータン12

投手用のオーソドックスな基本型。タテ
トジ芯によるしっかり感が投球時の引き
手のバランスを高めます。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：金茶

岸 孝之（西武）モデル ウェブ タータンTK

球の握りを隠しやすいタータン系ウェブ
を採用。小型で扱いやすいモデルです。

ブラック（09） 縫糸：金茶

武田 久（北海道日本ハム）モデル ウェブ タータン11

球の握りを隠しやすいタータン系ウェ
ブを採用したややコンパクトな投手用
モデルです。
●ウェブが変更になりました。

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

小松 聖（オリックス）モデル ウェブ タータンHK

投手用としてはスタンダードなサイズ。
ヨコトジダブル芯による親指のしっかり
感が、投球時の握りのバランスを高め
ます。

USAコルク（59） 縫糸：金茶

新垣 渚（ソフトバンク）モデル ウェブ タータンNA

球の握りを隠しやすいウェブと、ボー
ルを包み込むような形状をした軽量・
小型モデル。

ブラック（09） 縫糸：黒

馬原 孝浩（ソフトバンク）モデル ウェブ ソリッド1

背面にメッシュ素材を採用。軽量感
を追求した扱いやすいモデルです。

ブラック（09） 縫糸：黒

成瀬 善久（ロッテ）モデル ウェブ タータン8

腕に負担をかけず軽快なピッチングを
可能にする、コントロール派投手に適
した小型・軽量モデルです。球の握り
をしっかり隠すウェブを採用しました。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：こげ茶

工藤 公康モデル ウェブ タータン0

投手用としてはスタンダードなサイズ。
ウェブ幅を広げることにより、広く、深
いポケットを搭載したモデルです。

レッド（62） 縫糸：金茶

岡島 秀樹（レッドソックス）モデル ウェブ タータン1

親指と小指の動きをスムーズにさせ
る、人差し指-中指間に「ハイパーゾー
ン」を設定したモデル。投手および三
塁手用に適しています。
●カラーが変更になりました。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：金茶

HPZ1-5モデル ウェブ タータンA

投手用としてはややコンパクトなサイズ。ヨコトジダブル
芯とディープ4ウェブの組み合わせ、そしてワイドなポケッ
ト設計が、打球へのすばやい対応を可能にします。

ブラック（09） 縫糸：黒

高津 臣吾（ブルズ）モデル ウェブ ディープ4

操作性を重視したコンパクトなサイ
ズ。背面にメッシュ素材を採用した軽
量モデルです。
●カラーが変更になりました。

ブラック（09） 縫糸：金茶

薮田 安彦（ロッテ）モデル ウェブ ディープ2

スタンダードな投手用サイズ。投球時
のバランスを重視した設計が特長の
モデルです。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：金茶

前田 健太（広島）モデル ウェブ タータンKM

New

操作性を重視した小型・軽量モデル。
軽快なピッチングをサポートします。

Iブラック（092） 縫糸：ピンク

山口 俊（横浜）モデル ウェブ タータン0

New

Change

Change

Change

Change

球の握りを隠す深めのポケット設定と
タータン系ウェブが特長です。

ブラック（09） 縫糸：赤

松岡 健一（ヤクルト）モデル ウェブ タータンS

New

スタンダードサイズの投手用モデル。
タータン系ウェブと深めのポケット設
定が、球の握りをしっかり隠します。

ブラック（09） 縫糸：金茶

斎藤 隆モデル ウェブ タータン1

New

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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スタンダードサイズのショート用モデル。
幅広く浅めのポケット設計とワイドヒンジ
の組み合わせが、捕球から送球への動
作をスムーズにします。
●ウェブとカラーが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

石井 琢朗（広島）モデル ウェブ クロス1

幅広いポケットですばやく打球に対応
できる内野手用モデル。
●ウェブが変更になりました。

ローズブラウン（66） 縫糸：金茶

村田 修一（横浜）モデル ウェブ クロス✳ショック2

捕球時の指の力がスムーズに伝わ
り、容易なグラブ開閉と確実なキャッ
チが可能な扱いやすいモデルです。

オレンジ（54） 縫糸：金茶

東出 輝裕（広島）モデル ウェブ タータン✳ショック

幅広い浅めのポケット設定がさまざま
な捕球エリアでの球さばきをサポート。
状況に応じたスピーディーな送球動
作を可能にします。
●手口逆巻タイプ
●ウェブが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

梵 英心（広島）モデル ウェブ クロス✳ショック2

確実な捕球に加え、連携プレーに必
要なポケットの幅も広くする、中指-薬
指間に「ハイパーゾーン」を設定したモ
デル。二塁手および遊撃手用に適し
ています。
●カラーが変更になりました。

Iブラック（092） 縫糸：こげ茶

HPZ4-6モデル ウェブ ショックアブソーバー2

グラブヒンジ部とヨコトジダブル芯の紐通
し角度を工夫することで、親・小指部への
力の伝達を向上させ、捕球時にグラブが
閉じやすいモデルです。
●カラーが変更になりました。

ナチュラル（47） 縫糸：紺

ZLA（ワイドヒンジ）モデル ウェブ ショックアブソーバー4

ZLA（ワイドヒンジ）モデルの特長に加
え、ダブルワイドヒンジにすることで、捕
球面をワイドに設定したモデルです。
●カラーが変更になりました。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：こげ茶

ZLA（ダブルワイドヒンジ）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

強い打球の逆シングル捕球や塁間で
の連携など、内野手特有のアクション
にすばやく反応する実戦仕様設計。
●手口逆巻タイプ
●カラーが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

内野4モデル（2GW-28404）ウェブ クロス1W

幅広い浅めのポケット設定により、内
野手に求められるスピーディーな送球
動作をサポートします。
●カラーが変更になりました。

レッド（62） 縫糸：こげ茶

内野6モデル（2GW-28406）ウェブ タータン✳ショック2

ヨコトジダブル芯で親指をしっかりと補
強した、外野手用モデル。深く設計し
たポケットにより、あらゆる打球を的確
に捕球できます。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

ヨシノブ（巨人）モデル ウェブ Y型ショック4

ポケットエリアが幅広く設計された、
オーソドックスな外野手モデル。
●ウェブが変更になりました。

ローズブラウン（66） 縫糸：白

谷 佳知（巨人）モデル ウェブ ショックアブソーバー12

幅広いキャッチングゾーンが球際の粘
りを可能にし、さらにスピーディなフィー
ルディングを実現します。
●ウェブが変更になりました。

レッド（62） 縫糸：こげ茶

桧山 進次郎（阪神）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

深いポケットを持つ縦長設計の外野
手用モデルです。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：こげ茶

和田 一浩（中日）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

外野手用では珍しい、手口逆巻きタイ
プ。土手部が広く、あらゆる打球に対し
て柔軟な対応が可能なモデルです。
●手口逆巻タイプ

Iブラック（092） 縫糸：黒

林 威助（阪神）モデル ウェブ ショックアブソーバー6

Dブルー（29） 縫糸：紺

亀井 義行（巨人）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

外野手特有の深いポケットと良く開く
設計が特長の基本モデル。あらゆる
打球への対応を可能にします。

OUTFIELDER（外野手用）

強く激しい打球を的確にキャッチする
ことを重視したサード用モデル。タータ
ン✳ショックウェブが打球の衝撃も吸収
します。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

小笠原 道大（巨人）モデル ウェブ タータン✳ショック

Change

Change

Change

Change

ChangeChange

Change

Change Change

Change

球際の粘りを重視した、幅広いキャッ
チングゾーンが設定された外野手用
モデル。よりスピーディなフィールディ
ングを可能にします。

Dブルー（29） 縫糸：金茶

松本 哲也（巨人）モデル ウェブ クロス2

New

指の力をナチュラルにグラブへと伝え
る設計。スムーズなグラブ開閉を実現
し、痛烈な打球もしっかりとキャッチし
ます。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：こげ茶

小久保 裕紀（ソフトバンク）モデル ウェブ クロス4

グラブ操作も軽快。フットワークも軽
やかに、スピーディーな連携プレーを
演出します。
●ウェブが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

宮本 慎也（ヤクルト）モデル ウェブ タータン11

Change

ポケットを深く設計した、スタンダードサ
イズのサード用グラブ。チッパーバック
とワイドヒンジの採用により、一段とス
ムーズなグラブ開閉を可能にしました。

USAコルク（59） 縫糸：金茶

チッパー・ジョーンズ（ブレーブス）モデル ウェブ ディープ3

間口（土手幅）を広くするために手口紐を通常とは逆の
小指側から紐通しするように設計した、あらゆる打球に対
応できるショート用モデル。また、スリムな指が手にぴった
りとフィットし、指の力が確実にグラブへ伝わります。
●手口逆巻タイプ

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

二岡 智宏（北海道日本ハム）モデル ウェブ クロス1W

幅が広く浅めに設定されたポケットでさ
まざまな打球への対応を可能にした内
野手用モデル。
●手口逆巻タイプ

オレンジ（54） 縫糸：金茶

新井 貴浩（阪神）モデル ウェブ クロス1

ボールをしっかりつかむ感覚で捕球で
きる、ポケット深めのショート用モデル。
強く早い打球も確実に捕球できます。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

井端 弘和（中日）モデル ウェブ タータン✳ショック2

INFIELDER（内野手用）

手のひら中央のポケットで、確実に捕
球しやすいモデルです。
●ウェブが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

荒木 雅博（中日）モデル ウェブ クロス1

Change
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ウェブ中央寄りのやや深いポケットで
しっかり捕球できる形状。背面はナチュ
ラルバックを採用し、スローイングにも
移行しやすい軽量モデルです。

ブラック（09） 縫糸：金茶

阿部 慎之助（巨人）モデル 指カバー✳指当て

ウェブ下中央に浅いポケットを設定でき
る大きめサイズ。投手がマトを定め易い
大きな受球面が特長で、安定感のある
キャッチングを可能にするモデルです。

オレンジ（54） 縫糸：金茶

米野 智人（西武）モデル（HG-5）指カバー✳指当て

深いポケットが設定された縦長設計の
外野手用モデル。ショックアブソーバー
ウェブが的確なキャッチングをサポート
します。

シルバー（03） 縫糸：金茶

T-岡田（オリックス）モデル ウェブ ショックアブソーバー6

深いポケットを持つ縦長設計の外野
手用モデル。強い打球の衝撃も吸収
し、的確なキャッチングを可能にします。
●カラーが変更になりました。

シルバー（03） 縫糸：黒

柴原 洋（ソフトバンク）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

深いポケットを持つ縦長設計の外野手
用モデル。ショックアブソーバーウェブが
打球の衝撃を吸収し、的確なキャッチン
グを可能にします。

レッド（62） 縫糸：こげ茶

大村 直之モデル ウェブ ショックアブソーバー6

ダブルワイドヒンジによる幅広い土手
部で、柔軟に打球へ対応できる、やや
コンパクトサイズの外野手用モデル。
●手口逆巻タイプ

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

佐藤 友亮（西武）モデル ウェブ ショックアブソーバー2

プレー環境の変化に応じて、従来の内野
手感覚グラブではなく、その大きさはオーソ
ドックスな外野手用サイズ。オリジナルウェ
ブがディフェンスの力強さをアピールします。
●カラーが変更になりました。

ローズブラウン（66） 縫糸：白

松井 秀喜（エンゼルス）モデル ウェブ クロス55M

土手部をヨコトジダブル芯で補強、ウェブ
にはバランスを軽くするショック8を採用。
また深めのポケットと良く開くグラブ設計
が、ボールをがっちりキープするとともに球
際のねばりを実現します。

Iブラック（092） 縫糸：白

イチロー（マリナーズ）モデル ウェブ ショックアブソーバー8

深いポケットと的確なキャッチングを重
視した構造。足を活かすフィールディン
グが加速します。
●カラーが変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：黒

田口 壮（オリックス）モデル ウェブ クロス5

親指と小指の動きをスムーズにさせる、
人差し指-中指間に「ハイパーゾーン」
を設定したモデル。外野手用に適して
います。
●カラーが変更になりました。

ナチュラルライム（40） 縫糸：こげ茶

HPZ7モデル ウェブ クロス1W

土手部をヨコトジダブル芯で補強した
外野手用モデル。深いポケットと良く
開くグラブ設計が、あらゆる打球への
対応をサポートします。

ブラック（09） 縫糸：白

吉村 裕基（横浜）モデル ウェブ Y型ショック2

土手部をヨコトジダブル芯で補強する
とともに、深いポケットと良く開くグラブ
設計の外野手用モデル。

Dブルー（29） 縫糸：白

福留 孝介（カブス）モデル ウェブ ショックアブソーバー8

ウェブ下センターに深いポケットを設定
できるタイプ。親指～薬指・小指の連
動を考えた、スムーズに捕球・送球動
作に移行できるモデル。

オレンジ（54） 縫糸：金茶

石原 慶幸（広島）モデル 指カバー✳指当て

ウェブ下中央に深いポケットを設定できるタイプ。高い
操作性と確実なキャッチングを可能にするモデルです。
●基本型が変更になりました。

オレンジ（54） 縫糸：金茶

野口 寿浩モデル（HG-9） 指カバー✳指当て

CATCHER（捕手用）

ウェブ下中央にポケットを設定できる
レギュラーサイズ。しっかりとしたキャッ
チングをイメージしたモデルです。
●カラーが変更になりました。

レッド（62） 縫糸：金茶

HG-3モデル 指カバー✳指当て

親指側先端に深いポケットを設定でき
るタイプ。ヨコ捕り、引っ掛け捕りをする
捕手向けです。
●カラーが変更になりました。

ナチュラル（47） 縫糸：こげ茶

HG-4モデル 指カバー✳指当て

親指側先端に浅いポケットを設定でき
るコンパクトサイズ。当て捕りをする捕
手向けです。
●カラーが変更になりました。

ローズブラウン（66） 縫糸：こげ茶

HG-6モデル 指カバー✳指当て

ウェブ中央寄りのやや深いポケットで
しっかり捕球できる形状。背面はナチュ
ラルバックを採用し、スローイングにも
移行しやすい軽量モデルです。
●カラーが変更になりました。

USAコルク（59） 縫糸：こげ茶

HG-7モデル 指カバー✳指当て

親指側先端にポケット位置を設定で
き、ミット全体の操作性を重視したモ
デル。

Dブルー（29） 縫糸：ブルー

HG-8モデル 指カバー✳指当て

ミズノキャッチャーミットNK型を基本に、ウェ
ブ～ヒンジ方向に大きくしたモデル。親指
側先端にポケットができやすく、ヨコ捕りや
引っ掛け捕りをする捕手向けです。
●カラーが変更になりました。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：白

NK-2モデル 指カバー

深いポケットを中央に設定でき、変化球など
もしっかりキャッチできる縦型フォルム。グラ
ブに手を入れるようなスムーズな手入れで、
指の力がミットへ伝わりやすい設計です。
●カラーが変更になりました。

Iブラック（092） 縫糸：白

NZモデル 指カバー

Change

Change

Change

深めのポケット設定と良く開くグラブ
設計が、的確なキャッチングをサポート
します。

オレンジ（54） 縫糸：金茶

栗山 巧（西武）モデル ウェブ クロス2

New

Change

Change

Change

ChangeChangeChange

Change

Change

New

■キャッチャーミットサイズ目安表

サ
イ
ズ

ポケット

（大）

（小）
（浅） （深）

NZ

NK-2 HG-3 HG-4石原

米野
（HG-5）

阿部
HG-7
野口

（HG-9）HG-8

HG-6

New

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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ルネサス
エレクトロニクス

イチロー（マリナーズ）モデル二岡 智宏（北海道日本ハム）モデル

小笠原 道大（巨人）モデルNZモデル NK-2モデル野口 寿浩モデル（HG-9）

渡辺 俊介（ロッテ）モデル

松井 秀喜（エンゼルス）モデル小久保 裕紀（ソフトバンク）モデル

工藤 公康モデル三浦 大輔（横浜）モデル石川 雅規（ヤクルト）モデル 新垣 渚（ソフトバンク）モデル

HG-3モデル HG-4モデル

井端 弘和（中日）モデル

石井 琢朗（広島）モデル ヨシノブ（巨人）モデル

Dブルー（29） 縫糸：白 ロイヤルブルー（22） 縫糸：こげ茶ブラック（09） 縫糸：赤 ローズブラウン（66） 縫糸：金茶USAコルク（59） 縫糸：金茶

オレンジ（54） 縫糸：金茶 ブラック（09） 縫糸：ピンク レッド（62） 縫糸：こげ茶 ナチュラルライム（40）縫糸：金茶 ロイヤルブルー（22） ブラック（09） 縫糸：金茶縫糸：金茶

スプレンディッドオレンジ（52）縫糸：こげ茶

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 スプレンディッドオレンジ（52）縫糸：こげ茶 オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 ローズブラウン（66） 縫糸：白 Iブラック（092） 縫糸：白

ソフトFモデル（ファーストミット）
シルバー（03） 縫糸：赤

ソフトCモデル（キャッチャーミット）
オレンジ（54） 縫糸：紺

深いポケットを持つ大きいサイズの
モデル。ヨコ捕りや引っ掛け捕りをする
一塁手向けです。
●カラーが変更になりました。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：金茶

FZモデル
ポケットが深くしっかりとしたキャッチン
グを意識し、素早いフィールディングも
視野に入れたコンパクトな軽量モデル。
●カラーが変更になりました。

ナチュラルライム（40） 縫糸：こげ茶

FFモデル

ポケットをワイドに設定し
たソフトボール投手用の
スタンダードサイズ。投手
動作時のバランスを重視
する投手向けのモデル。
●カラーが変更になりました。

ロイヤルブルー（22） 縫糸：ブルー

上野 由岐子（　　　　　　　　　）モデル ウェブ タータン15

レッド（62） 縫糸：白

ソフト内野モデル ウェブ ディープ3

ローズブラウン（66） 縫糸：ピンク

ソフト外野モデル ウェブ ショックアブソーバー4

指カバー✳指当て 指カバー✳指当て 指カバー✳指当て 指カバー 指カバー

SOFTBALL（ソフトボールモデル型）

キャッチングエリアの広いボックス仕立
てで、ポケットも深い小型・軽量モデル。
ヨコトジダブル芯の採用により親指の
しっかり感を高めています。

ブラック（09） 縫糸：赤

小久保 裕紀（ソフトバンク）モデル（TK）

TKモデルをベースに、ウェブをワイドに
設定。さらにキャッチングエリアを広く使
える小型・軽量モデル。

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

山﨑 武司（楽天）モデル
インパクトある外観が特長。背面甲部
の切れ込みが屈曲性をサポートします。

ナチュラル（47） 縫糸：こげ茶

トッド・ヘルトン（ロッキーズ）モデル
独自の背面構造により屈曲性を向上させたモデル。
引っ掛け捕りをする一塁手向けです。

USAコルク（59） 縫糸：金茶

李承燁モデル

New

ポケットが深くキャッチングエリアが
広い、ボックス仕立て設計のモデル。

ブラック（09） 縫糸：黒

内川 聖一（横浜）モデル

New

受球面部分を一体化することにより、
へたりにくく、ポケットが深くなりすぎな
い設計が特長。

Iブラック（092） 縫糸：ブルー

TK受球面一体型モデル

New

ポケットを深めに設定し、タテ捕り、引っ
掛け捕りの両方に対応可能なモデ
ル。親指～中・薬指連動でグラブ感覚
に近い設計が特長。

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：オレンジ

TZモデル

NewChange Change

ChangeChangeChangeChangeChange

●カラーが変更になりました。 ●カラーが変更になりました。 ●カラーが変更になりました。 ●カラーが変更になりました。

Change

Change

Change

Change

コンパクト＆軽量タイプのファースト
ミット。ワイドヒンジ設計でポケットを
幅広く、しかも深く仕上げています。

ブラック（09） 縫糸：金茶

小笠原 道大（巨人）モデル
スタンダードサイズのファーストミット。
野手からの送球、打球に対する捕球
と、バランス良く扱いやすいモデルです。

ブラック（09） 縫糸：黒

新井 貴浩（阪神）モデル

FIRSTBASEMAN（一塁手用）

■ファーストミットサイズ目安表

サ
イ
ズ

ポケット

（大）

（小）
（浅） （深）

新井

小笠原

ヘルトン/李承燁

ソフトC
ソフトF

FF

山﨑/内川
小久保（TK）/TZ

FZ

ビクトリーステージ・スペシャルオーダー基本モデル ●選手個々の特長をベースに、軟式ボールを捕球しやすくアレンジした基本型になっています。

●手口逆巻タイプ
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グローバルエリート・オーダー基本モデル

宮本 慎也（ヤクルト）モデル

小久保 裕紀（ソフトバンク）モデル（TK）

荒木 雅博（中日）モデル

阿部 慎之助（巨人）モデル 阿部 慎之助（巨人）モデル松井 秀喜（エンゼルス）モデル

宮本 慎也（ヤクルト）モデル荒木 雅博（中日）モデル

少年軟式用基本モデル

米野 智人（西武）モデル（HG-5）

石川 雅規（ヤクルト）モデル 井端 弘和（中日）モデル

ヨシノブ（巨人）モデル

ブラック（09） 縫糸：金茶 オレンジ（54） 縫糸：金茶

ブラック（09） 縫糸：赤

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 ブラック（09） 縫糸：赤 オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

ブラック（09） 縫糸：金茶オレンジ（54） 縫糸：こげ茶 ローズブラウン（66） 縫糸：白

SIZE：M SIZE：L SIZE：MSIZE：L

SIZE：LL SIZE：LL

イチロー（マリナーズ）モデル

小笠原 道大（巨人）モデル

Iブラック（092） 縫糸：白

ブラック（09） 縫糸：金茶

SIZE：LL

指カバー✳指当て 指カバー✳指当て 指カバー✳指当て

Change Change Change

Change

Change Change

サ
イ
ズ

ポケット（浅） （深）

（大）

（小）

石川/井端

宮本/荒木

ICHIRO/ヨシノブ/MATSUI

SIZE

M

SIZE

L

SIZE

LL
■少年軟式用
　グラブサイズ目安表

ブラック（09） 縫糸：金茶

由規（ヤクルト）モデル

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：金茶

前田 健太（広島）モデル

スプレンディッドオレンジ（52） 縫糸：金茶

岸 孝之（西武）モデル

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

小松 聖（オリックス）モデル

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

荒木 雅博（中日）モデル

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

井端 弘和（中日）モデル

オレンジ（54） 縫糸：こげ茶

宮本 慎也（ヤクルト）モデル

ナチュラル（47） 縫糸：金茶

二岡 智宏（北海道日本ハム）モデル

レッド（62） 縫糸：金茶

吉村 裕基（横浜）モデル

ブラック（09） 縫糸：白

イチロー（マリナーズ）モデル

ブラック（09） 縫糸：金茶

阿部 慎之助（巨人）モデル

オレンジ（54） 縫糸：金茶

石原 慶幸（広島）モデル

オレンジ（54） 縫糸：金茶

米野 智人（西武）モデル（HG-5）

ブラック（09） 縫糸：金茶

小笠原 道大（巨人）モデル

ブラック（09） 縫糸：赤

小久保 裕紀（ソフトバンク）モデル（TK）

ナチュラルライム（40） 縫糸：金茶

FZモデル

指カバー✳指当て指カバー✳指当て

指カバー✳指当て

●手口逆巻タイプ

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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締め紐

本体

締め紐
ハミダシ

ヘリ革

’11年オーダー品番一覧表

オンネーム
オーダー

●インクまたは刺繍によるオンネーム価格は標準希望小売価格プラス¥5,250（本体¥5,000）になります。
●ただし刺繍文字が11文字以上（影付、フチ付含む）、もしくは2ヶ所の場合はさらに実費が加算されます。

ミズノのグラブ･ミットをオーダーする前に……

高校野球用具の使用制限について
高校野球では用具に関するさまざまな使用制限があります。下記の掲載内容をご確認の上、
オーダーの際には十分にご注意願います。詳細な使用制限はカタログP.340をご参照ください。
【日本高等学校野球連盟用具使用制限より抜粋（平成22年3月3日改正版）】

使用可能なカラーの組み合わせ

本体と同色のみ使用可能です。ヘリ革に関して グラブ、ミットの表面（受球面・背面）に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。刺繍に関して

グラブ・ミットの
各部名称

上記の条件を満たさないグラブ･ミットは高校野球公式大会では使用できません。

その他用品についての用具使用制限内容は「日本高等学校野球連盟のホームページ」をご参照ください。 http://www.jhbf.or.jp/日本高等学校野球連盟

硬 式 用 ノースヨーロピアンキップレザー/クレストハイドスプリームエリート
クレストハイドインスパイアエクセラ

■ミズノプロ・オーダー（グラブP.23、ミットP.24）

2GW-24400★ 2GW-24401★ 2CW-24400★ 2IW-24400 ★

グラブ グラブ（プラチナロゴ） キャッチャーミット ファーストミット 表　革

■グローバルエリート・オーダー（グラブP.25～P.26、ミットP.27）
グラブ グラブ（プラチナロゴ） キャッチャーミット ファーストミット 表　革

■ビクトリーステージ・スペシャルオーダー（P.29～P.30）
グラブ グラブ（プラチナロゴ） キャッチャーミット ファーストミット 表　革

硬 式 用
（ソフトボール用） クレストハイドライティアRY

クレストハイドライティア軟 式 用
（ソフトボール用）

2GW-24900★

2GN-44900★

̶

̶
2CW-24900★ 2IW-24900 ★

2CN-44900 ★ 2IN-44900 ★

クレストハイドカスタムエリート87

少 年 軟 式 用

ソフトボール用

軟 式 用 2GN-43600

2GS-63600

2GN-43601

2GS-63601

2GY-93600 2GY-93601

2CN-43600

2CY-93600

2IN-43600

2 IY-93600

2CS-63600 2IS-63600

ブラック
（USAブラック含）

スプレンディッド
オレンジ（52）

オレンジ
（USAオレンジ含）

スプレンディッド
オレンジ

ナチュラル
ライム

スプレンディッド
オレンジ

ナチュラル
ライムホワイト ブラック オレンジ ブラウン ナチュラル パイピング

オレンジ（54）

ブラック（09）

USAコルク（59）

ナチュラル（47）

Iブラック（092）

ナチュラルライム（40）

ローズブラウン（66）

本体カラー ブラウン ナチュラル USAコルク

ハ
ミ
ダ
シ
カ
ラ
ー

紐
革
カ
ラ
ー

＊☆印が投手用・野手用ともに対応可能なカラーです。　＊パイピングは本体と同色に限ります。 ＊投手用は●印のみ対応可能なカラーです。　＊紐革は中白・芯通し共通です。
＊野手用は●印○印とも対応可能なカラーです。

●サイズは大小可能ですが、ルールにより先端
から下端（受球面に沿ってはかる）までの長さ
は下記の長さ以内に限定されています。

〈硬式・軟式〉
■グラブ30.5㎝
■キャッチャーミット39.4㎝
■ファーストミット30.5㎝

〈ソフトボール〉
■グラブ・キャッチャーミット・
ファーストミット35.56㎝

●以下の場合はオーダーでは対応できませんの
でご了承願います。
■各オーダーで基本モデルとして指定されていないモデル
■2009年以前のカタログ記載のプロスタッフモデル
■各ブランドで使用されている刺繍ネーム以外のネーム
■オーダー指定機能以外の機能

＊いずれのオーダーもご発注後の変更またはキャンセルができませんので、
ご了承ください。
＊基本モデルより手入れ口の大きさなどを変更ご希望の場合は、特記事項
の欄にその旨を必ずご記入ください。

オーダーに関するご注意

カタログ記載の硬式モデルには
オンネームオーダーができます。

オーダーグラブ&ミットは各パーツごとのカラー指定（3色まで）が可能です。

ウェブ受球面 背面 ベロ部 親・小指掛け

受球面 背面 背面（ウェブ周り） 親・小指掛けベロ部 ウェブ

ベルト部 指カバー

受球面 受球面（マチ）

背面

受球面（ターゲット）

背面（上面） ウェブ親・小指掛け

グラブ

キャッチャーミット

ファーストミット

「投手が使用するグラブは、グラブのひもを含め、多色でもよいが、球以外の色でなければならない」 ●イエローボール使用の場合：ナチュラルライム（40）は使用不可 ●白ボール使用の場合：シルバー（03）は使用不可

●ソフトボール投手用グラブについては下記のルールに抵触しないようご注意願います。

＊ライナーバックを選択された場合の選択パーツはベロ部ではなくベルト部になります。 ＊王冠スタイルはノーマルスタイルと同様になります。 
＊トータルで3色まで選択いただけますが、背面指部ではその内の2色まで選択いただけます。

＊ライナーバックを選択された場合の選択パーツはベロ部ではなくベルト部になります。 ＊トッド・ヘルトンの場合はベロ部とベルト部の両方とも選択パーツになります。

＊ナチュラルバック（阿部・石原・HG-7）を選択された場合のベロ部は背面に含まれ同色となります。
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オーダー選択項目一覧

　　　＊指カバー・指当ての形状は基本モデルにより設定されていますのでご了承ください。w指当て r不要q指カバー

指カバー・指当て

選択可能なウェブは投手用・内野手用・外野手用で異なります。選択された基本モデルのポジションに合わせてお選びください。（少年軟式用オーダーは赤字番号のウェブのみ選択可能です）

●高校野球公式大会ではランバードマーク入りウェブは使用できません。ウェブ 

●IBEラインの切り込み内のカラーが本体同色でない場合、高校野球および投手用のルールに抵触しますのでご注意ください。バックモデル

a.ノーマルスタイル
b.ノーマルスタイル：IBEライン

c.王冠スタイル
グラブをはめた際、ハミダシが指部に
当たらない背面構造。よりスムーズな
手入れ感と高いフィット感を生み出し
ます。

wライナーバック

d.王冠スタイル：IBEライン

qナチュラルバック

手全体を包み込むことで、一体感や
フィット感がさらにアップ。強い打球
にも負けないキャッチングが可能に
なります。
＊親指部分に刺繍を入れられた場合、
モデル・文字数により左側の取り付
け対応のみとなる場合があります。

＊ランバードマークの位置を指穴の左
側へ変更可能です（グラブのみ対
応）。ご希望の方は発注書にその旨
をご記入願います。

IBEライン
＊IBEラインをお選びの方は切り込
み内のカラーが選択できます。希望
カラーを選択可能な本体カラー＋
ピンクから選び、発注書にご記入
願います。

投手

qタータン0
マークマーク マークマーク マークマーク

マークマーク

マークマーク マークマークマークマーク

投手 内野 外野

wタータン1

投手

eタータン2

投手

rタータン7

投手

tタータン8

投手

yタータン10

投手 内野

uタータン11

投手

iタータン12

投手

!0タータン14

投手

!1タータン15

投手

!2タータン16 ★

投手

!3タータンA

投手

!4タータンY ★

投手

!9タータンTK

投手

@0タータンMI

投手

@1タータンMIA ★

投手

@2タータンHK ★

投手

@3タータンKY ★

投手

@4タータンKM ★

投手 内野

@5タータン✳ショック

投手 内野 外野

@8ソリッド1

投手

@9ソリッド2

投手 内野 外野

#0クロス1

内野

#1クロス1A ★

投手 内野 外野

#2クロス1W

投手 外野

#3クロス2

内野

#7クロス✳ショック1 ★

内野

#8クロス✳ショック2 ★

投手 内野

#9ディープ1

投手 内野 外野

$0ディープ2

投手 内野

$1ディープ3

投手 内野 外野

$6ショックアブソーバー1

投手 内野 外野

$7ショックアブソーバー2

投手 内野 外野

$8ショックアブソーバー4

外野

$9ショックアブソーバー6

外野

%0ショックアブソーバー7

外野

%1ショックアブソーバー8

内野

%2ショックアブソーバー10

外野

%3ショックアブソーバー11

外野

%4ショックアブソーバー12

外野

%5ショックアブソーバー13 ★

外野

%6Y型ショック2

外野

%7Y型ショック4

投手

!5タータンS

投手

oタータン13

投手

!6タータンNA

投手

!7タータンMT

投手

!8タータンYS

内野

@6タータン✳ショック2

内野

@7タータン✳ショック3 ★

投手 内野 外野

#4クロス4

投手 外野

#5クロス5

外野

#6クロス55M

投手 内野 外野

$2ディープ4

投手

$3ディープ8

投手

$4ディープ9

投手

$5ディープTS

選択可能なグラブのポジションを表示しています。

ランバードマークを入れることができるウェブです。ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
マーク

投手 内野 外野

＊基本モデルのサイズを小さくされた場合は#7クロス✳ショック1、#8クロス✳ショック2を選択できません。

★印は新製品です。

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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牛革を鹿革のように鞣製加工。
しなやかなフィット感を生みます。

qベージュステアソフト
しなやかなフィット感が特長のス
テアソフトに、抗菌加工を施して
います。

wブラックステアソフト（抗菌）
＊希望カラーを選択可能な本体
カラーの中から選び、発注書に
ご記入願います。

e表革同皮革
吸汗性に優れ、乾きが速い裏革
素材。ソフトな手触りで、手にしっ
くりなじみます。

rディアスキン
吸汗性・速乾性に優れ、手にしっ
くりとなじむディアスキンのブラック
カラータイプです。

tブラックディアスキン 
耐久性と鹿革調の柔らかな風合
いを兼ね備えた、捕球時の好感
触を生む平裏素材です。

yプライムディアリックスキン ★

qレッド（62） wDブルー（29） eブラック（09） rホワイト（01） tナチュラル（47）

uオレンジ（54） iナチュラルライム（40）

yロイヤルブルー（22）

＊裏革が表革同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。 ＊実際の商品の裏革にはサンプル写真のような刻印は施されておりません。

＊メッシュ生地をお選びの方は希望カラーを選び、発注書にご記入願います。 ＊複雑な文字・マークの刺繍はメッシュより裏革（手の平）部分をおすすめします。
＊メッシュ生地を選択された場合、本体カラーと同色の場合でも若干色が異なる場合があります。また、オール革で作製したものと若干仕上がりに差が出ること
をご了承ください。

qオレンジ（54） wレッド（62） eDブルー（29） rブラック（09） tUSAコルク（59）

iスプレンディッドオレンジ（52） oナチュラルライム（40） !1Iブラック（092） !2ローズブラウン（66）

yロイヤルブルー（22）

uナチュラル（47） !0シルバー（03）

!3ピンク（64）

●高校野球公式大会ではレッド、Dブルー、ロイヤルブルー、シルバー、ピンクの使用を禁止しています。表革カラー

表革

●高校野球公式大会ではメッシュ生地を使用したグラブを禁止しています。背面メッシュ

裏革

＊受球面以外のパーツで!3ピンク（特殊な皮革になりますので風合いは異なります）が選択できます（ミズノプロ・オーダーのみ）。
＊皮革により色目は若干異なりますのでご了承ください。

クレストハイドインスパイアエクセラ
インスパイアレザーのハイグレードタイプ。なめし工程や仕上げの
工夫による好感触と光沢が特長。

【選択可能カラー】qruio

ノースヨーロピアンキップレザー
きめの細かさやしなやかさにおいてハイレベルな品質を誇る、生後
1年未満の仔牛のレザー。

【選択可能カラー】qwertyuio!0!1!2

クレストハイドスプリームエリート
すぐ手に馴じむしなやかさと、打球の回転を確実に止めるという特性
を併せ持つレザー。

【選択可能カラー】qwertyuio!0!1!2

クレストハイドカスタムエリート87
手に馴じむ柔軟性と適度な硬さを持つ、フィット感の良い高級牛革。

【選択可能カラー】qwertyuio!0!1!2

クレストハイドライティアRY
素材から選び抜かれた革を使用。仕上げ工程に工夫を凝らした、
手当たりの優しいレザー。

【選択可能カラー】qwruio!0!2

クレストハイドライティア
手に馴染みやすく、手当たりの優しい感触を実現するために、仕上
げ工程に工夫を凝らしたレザー。

【選択可能カラー】qwruio!0!2

本体カラーは受球面・背面・ウェブの3ヶ所で異なるカラーが選択できます。それぞれの希望カラーを選び、発注書にご記入願います。
＊トータルで3色まで選択いただけますが、背面指部ではその内の2色まで選択いただけます。
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qブラック

!5ロイヤルブルー芯通し

@1ブラック（USAローハイド） @2コルク（USAローハイド） @3オレンジ（USAローハイド）!7ナチュラル芯通し !8スプレンディッドオレンジ芯通し !9ナチュラルライム芯通し @0Dブルー芯通し

wオレンジ eブラウン rレッド tロイヤルブルー yナチュラル uスプレンディッドオレンジ iナチュラルライム

oDブルー !1ブラック芯通し !2オレンジ芯通し !3ブラウン芯通し !4レッド芯通し !6シルバー芯通し!0ピンク

tタテヨコトジeヨコトジダブル rワイドヒンジqタテトジ wヨコトジ yワイドヨコトジダブル
土手部がしっかりすることが特長。
投手・三塁手・外野手およびソフト
ボール用に適しています。

オーソドックスなスタイルで、あらゆ
るポジションに対応します。

オーソドックスなスタイルで、親
指部を補強する紐通しです。あら
ゆるポジションに対応します。

土手部の幅を広く設定できます。
内野手用に適しています。

土手部のしっかり感とポケットの大
きさを確保できます。ソフトボール
用および投手用に適しています。

親指を補強するヨコトジダブルと、
土手部を幅広く設定できるワイド
ヒンジを合わせた芯仕様です。

qオレンジ（54） wレッド（62） eDブルー（29） rブラック（09） tUSAコルク（59）

iスプレンディッドオレンジ（52） oナチュラルライム（40） !1Iブラック（092） !2ローズブラウン（66）

yロイヤルブルー（22）

uナチュラル（47） !0シルバー（03）

!3ピンク（64）

＊q～!0は
  断面が白い紐革です。
＊!1～@3は
  断面も同色の紐革です。 

tナチュラルeオレンジ rブラウンqホワイト（皮革の自然色） wブラック

uナチュラルライム iパイピングハミダシ

yスプレンディッドオレンジ

q黒 w白 eこげ茶 r金茶 t赤 y紺

uオレンジ iピンク oブルー !0グリーン !1シャンパンゴールド

qブラック wホワイト eナチュラル rオレンジ tクッションパッド（ブラック）＊キャッチャーミットのみの対応となります。

＊ファーストミットでは選択できません。

＊選択できるトジはモデルにより異なりますのでご注意ください。

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

●高校野球公式大会ではレッド、ロイヤルブルー、シルバー、Dブルー、ピンクの紐革の使用を禁止しています。紐革カラー

●高校野球公式大会ではハミダシは投手用・野手用に関係なく本体と同系色または革の自然色のみ使用可能。パイピングハミダシは本体と同色のみ使用可能です。ハミダシカラー

●高校野球公式大会ではレッド、Dブルー、ロイヤルブルー、シルバー、ピンクの使用を禁止しています。また本体カラーと同色でなければなりません。ヘリ革カラー

縫糸カラー

ベロ裏

トジ

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●投手用グラブについては
　右記のルールに抵触しないよう
　ご注意願います。

投手用グラブのはみだし部、縫い糸の色彩について：「投手用グラブのはみだし部の色彩は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もしくは革の自然色とする。また縫い糸の色に
ついては、特に制限を定めない。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本高等学校野球連盟

●投手用グラブについては右記のルールに
　抵触しないようご注意願います。

＊パイピングハミダシをお選びの方は希望カラーをP.19の表革のカラーから選択し、発注書にご記入願います。
＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なります。
また、パイピングハミダシは本体と同色の場合でも若干色が異なる場合がありますのでご了承ください。
＊ハミダシがついているモデルで選択できます。

●「投手用グラブについては、野球規則1.15（a）投手用のグラブは縫い目、締め紐、網（ウェブ）を含む全体が一色であることが必要で、しかもその色は、白色、灰色以外のものでなければならない。
（b）投手は、そのグラブと異なった色のものをグラブにつけることはできない。」をルール通り適用する。●投手用グラブに個人名の刺繍を入れる場合、公認野球規則（1.15b）どおり、その色はグラブ本体
と同色とする。なお、個人名以外にチーム名および背番号の刺繍入れも認めるが、個人名を含めそれらは親指の付け根部分1ヶ所に限るものとする。            日本アマチュア野球規則委員会

★印は新製品です。
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Pr 裏革部
（グラブ・ミット共通）

q親指部　w小指部（内側）　e小指部（外側）　r裏革（手の平）　tグラブ袋　y手口部上

Pe 小指部（外側）
Pq 親指部
（グラブ）

Pw 小指部（内側）

q紺 w赤 eライトゴールド rライトシルバー t黒 y白 uブルー iシルバー !1グリーン

!2イエロー !3ゴールド !4オレンジ !5ブラウン !6エンジ !7ピンク !8パープル

oパステルネイビー !0ダークグリーン

＊金糸・銀糸は酸化して黒ずむ場合があり、
また糸の特性上シルエットがバラつくおそ
れがありますので、ライトゴールド糸・ライト
シルバー糸をおすすめします。

＊インクの書体は選択できません（ローマ字とアラビア数字の活字体のみです）。
また文字の大きさは天地9㎜で、色は黒のみになります。

qブラック×
　ゴールドフチ

wブルー×
　ゴールドフチ

eレッド×
　ゴールドフチ

rブラック
　（フチなし）

tブルー
　（フチなし）

yレッド
　（フチなし）

q漢字（通常文字）
【サンプル刺繍カラー：赤】

wローマ字筆記体（通常文字）
【サンプル刺繍カラー：ピンク】

eローマ字活字体1型（通常文字）
【サンプル刺繍カラー：エンジ】

t漢字フチ付
【サンプル刺繍カラー：黒×ブルー】

yローマ字筆記体フチ付
【サンプル刺繍カラー：紺×オレンジ】

uローマ字活字体1型フチ付
【サンプル刺繍カラー：パープル×ライトシルバー】

o漢字影付
【サンプル刺繍カラー：イエロー×グリーン】

!0ローマ字筆記体影付
【サンプル刺繍カラー：ライトゴールド×ブラウン】

!1ローマ字活字体1型影付
【サンプル刺繍カラー：ダークグリーン×パステルネイビー】

＊2ケタまでの対応となります。 ＊番号刺繍の選択カラーは刺繍台生地のカラーです。 ＊通常文字のみの対応となります。

＊グラブ・ファーストミットの番号刺
繍取付位置は親指つけ根部分
になります。

＊キャッチャーミットの番号刺繍取付
位置は親指先部分になります。

!2ローマ字活字体2型影付
【サンプル刺繍カラー：ブルー×イエロー】

文字を入れる場所はPq～tの中から選択してください。
●親指部 Pq・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1段刺繍のみ対応
●小指部 Pw（内側）・・・・・・・・・ 1段刺繍のみ対応
●小指部 Pe（外側）・・・・・・・・・ 1段刺繍のみ対応  
●裏革部 Pr・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2段刺繍まで対応（商品により1段しか入らない場合もあります）＊商品や段数によりバランスを見て入ります。
●グラブ袋 Pt・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2段刺繍まで対応 ＊1段の場合はバランスを見て入ります。
●手口部上 Py・・・・・・・・・・・・・・・ 1段刺繍のみ対応（指カバー・指当てが付いた場合、文字数は制限されます）
漢字・ひらがな・カタカナは1段8文字まで対応可能です。ローマ字筆記体・ローマ字活字体は1段10文字まで対応可能です。
＊上記文字数は目安です。商品本体により入る文字数は異なります。 ＊フチ付・影付文字は上記文字数が入らない場合もあります。
＊商品本体によりオンネームができない場合もありますのでご了承ください。

rローマ字活字体2型（通常文字）
【サンプル刺繍カラー：ライトゴールド】

iローマ字活字体2型フチ付
【サンプル刺繍カラー：赤×黒】

〈刺繍例〉 〈刺繍例〉
＊通常文字のみの
対応となります。

!9シャンパンゴールド

＊字体・文字数により文字間幅が異なります。上記サンプルはあくまでイメージであり、実際の仕上がりとは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
＊文字間でスペースが必要な場合は、その旨を発注書にご記入ください。

内側・外側ともに文字の入れる方向「q指先a手口」
「w手口a指先」をご指定ください（　　　　　　　　　　  ）

Pq 親指部
（ファーストミット）

Py 手口部上
（ファーストミット）

Pq 親指部
（キャッチャーミット）

オンネーム

位置

漢字1文字・アルファベット1文字も対応できます。 背面にメッシュを選択された場合の番号刺繍はメッシュへの直刺繍となります。

番号刺繍e

イ ン クw

刺 繍q

刺繍カラー

Py 手口部上
（グラブ：王冠スタイル）

ミズノプロ グローバルエリート ビクトリーステージ

●グラブ袋刺繍例

Pt グラブ袋

●投手用グラブに個人名の刺繍を入れる場合、公認野球規則（1.15b）どおり、その色はグラブ本体と同色とする。なお、個人名以外にチーム名および背番号の刺繍入れも認めるが、
　個人名を含めそれらは親指の付け根部分1ヶ所に限るものとする。（日本アマチュア野球規則委員会）
●高校野球公式大会ではグラブ・ミットの表面（受球面・背面）に氏名、番号、その他の文字を表記することを禁止する。（日本高等学校野球連盟）
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オンネーム価格
＊同箇所内で刺繍糸を文字により設定された場合は、
変更1箇所毎につき¥1,050（本体¥1,000）が加算されます。
＊同箇所内に複合文字（例：通常文字＋フチ付文字）を設定された場合は、
複合数×¥1,050（本体¥1,000）が加算されます。
＊インクは通常文字と同様のカウントとなります。
＊特殊マーク・文字は別途見積もりにて対応させていただきます。

通常文字のオンネームは1箇所のみ10文字以内は無料です。

通常文字であれば、漢字＋ローマ字筆記体＋ローマ字活字体の組合せであっても10文字以内
なら無料対象です。ただし糸色を変更されている場合は別途料金を請求させていただきます。

通常文字11文字目から1文字増えるごとにプラス¥210（本体¥200）になります。

【1文字単価】 通常文字＝¥210（本体¥200） 影付文字＝¥315（本体¥300）
 フチ付文字＝¥420（本体¥400） 番号刺繍＝無料
●通常文字の場合、1箇所11文字目からと2箇所目からは文字単価×文字数となります。
●影付・フチ付文字の場合、文字単価×文字数となります。

（　　　　　　　　　　　　　　　  ）

■価格例
＊イニシャル等でH.Yとある場合の
  点（ . ）も1文字としてカウントします。
  （3文字となります）
＊記載の価格は税込価格です。

注文例1（1箇所）

Pq ●ローマ字筆記体（10文字）
●赤

無料

注文例3（1箇所）

Pr ●ローマ字筆記体影付（8文字）
●イエロー×ブラウン

計 ¥2,520

注文例2（1箇所）

Pq ●漢字フチ付（5文字）
●紺×白

計 ¥2,100

注文例4（2箇所）

Pe ●ローマ字筆記体（5文字）
●ライトゴールド

Pt
（上段）

●ローマ字筆記体（6文字）
●ライトシルバー

Pt
（下段）

●漢字（5文字）
●グリーン

計 ¥2,310

通常文字1箇所のみ10文字以内無料 ¥420×5文字＝¥2,100

注文例7（1箇所）

Pr
（上段）

●漢字（2色の糸指定：5文字）
●ライトゴールド／ライトシルバー

Pr
（下段）

●漢字フチ付＋漢字影付（6文字）
●パステルネイビー×ライトゴールド／
　ダークグリーン×ライトシルバー

計 ¥5,355

通常文字1箇所のみ10文字以内無料＋
糸変更¥1,050＝¥1,050
¥420×3文字＋¥315×3文字＋
仕様変更¥1,050×2＝¥4,305

¥210×5文字＝¥1,050

通常文字1箇所のみ10文字以内無料
¥210×1文字＝¥210＋
糸色変更分¥1,050＝¥1,260

注文例10（2箇所）

Pq ●ローマ字活字体（インク：6文字） Pe ●数字（インク：6文字）

計 ¥1,260

通常文字1箇所のみ10文字以内無料 ¥210×6文字＝¥1,260

注文例5（2箇所）

Pq ●ローマ字筆記体フチ付（8文字）
●ピンク×パープル Pr ●漢字フチ付（4文字）

●ブラウン×エンジ

計 ¥5,040

¥420×8文字＝¥3,360 ¥420×4文字＝¥1,680

注文例6（2箇所）

Pq ●ローマ字筆記体影付（8文字）
●オレンジ×ライトシルバー Pw ●漢字影付（4文字）

●オレンジ×白

計 ¥3,780

¥315×8文字＝¥2,520 ¥315×4文字＝¥1,260

¥315×8文字＝¥2,520

注文例8（1箇所）

Pr
（上段）

●漢字（3色の糸指定：5文字）
●赤／イエロー／ブルー

Pr
（下段）

●漢字＋漢字フチ付＋
　漢字影付（6文字）
●赤／白×エンジ／白×ピンク

計 ¥7,035

通常文字1箇所のみ10文字以内無料＋
糸変更¥1,050×3＝¥3,150
¥420×2文字＋¥315×3文字＋
仕様変更¥1,050×2＝¥3,885

注文例9（1箇所）

Pq ●漢字（5文字）
●パープル／紺／パープル／紺／パープル

計 ¥4,200

糸変更¥1,050×4＝¥4,200

Pq Pq Pr

Pe

Pt（下段）

Pt（上段）
Pq

Pq Pw

Pr

Pr（下段）

Pr（上段）

Pr（下段）

Pr（上段）

Pq Pq Pe

●投手用グラブに個人名の刺繍を入れる場合、公認野球規則（1.15b）どおり、その色はグラブ本体と同色とする。なお、個人名以外にチーム名および背番号の刺繍入れも認めるが、個人名を含めそれらは
　親指の付け根部分1ヶ所に限るものとする。（日本アマチュア野球規則委員会）

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

A-15
(22)



フォルムに、感触に。一切の妥協を許さないプロ仕様。

●NEW専用袋付き

カラー等の選択については高校野球の用具使用ルールに抵触しないようご注意ください。
詳細についてはP.18～P.22に掲載のオーダー選択項目一覧をご覧ください。

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

q右投げ用　w左投げ用

q指カバー　　　　　　　　　　　　　　　　  w指当て　　　　　　　　　　　　　　　　 r不要

P.19に掲載のオーダー選択項目一覧「表革カラー」の各表革の選択可能なカラーの中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「紐革カラー」q～@3の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ハミダシカラー」q～iの中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ヘリ革カラー」q～!3の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「縫糸カラー」q～!1の中からお選びください。

qブラック　wホワイト　eナチュラル　rオレンジ

P.18に掲載のオーダー選択項目一覧「ウェブ」q～%7の中からお選びください。

q23㎝以下  w24～26㎝  e27㎝以上
＊手入部サイズの目安とさせていただきます。

q基本型から10㎜小  w基本型から5㎜小  e基本型ズバリ  r基本型から5㎜大  t基本型から10㎜大
＊サイズ変更は基本型本来の特性を損なう危険がありますのでご注意ください。

＊バイオソウルテクノロジーファインセレクションは
人差し指のみ指当ての取付けが可能です。

qレッド（62）　wDブルー（29）　eブラック（09）　rホワイト（01）　tナチュラル（47）　yロイヤルブルー（22）　uオレンジ（54）　iナチュラルライム（40）
＊基本型にバイオソウルテクノロジーファインセレクションを選択された場合、背面メッシュは選択できません。

＊バイオソウルテクノロジーファインセレクションは
投手用のみ指カバーが選択可能です。

¥59,850（本体 ¥57,000）
●中国製

通常オーダー品番 プラチナロゴ専用オーダー品番

硬 式 用 2GW-24400★ 2GW-24401★

＊内野手用グラブで背面メッシュを選択された場合、特有のプレー環境により本体の耐久性が落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。

qベージュステアソフト　wブラックステアソフト（抗菌）　e表革同皮革　rディアスキン　tブラックディアスキン　yプライムディアリックスキン

qナチュラルバック（a.ノーマルスタイル　b.ノーマルスタイル：IBEライン　c.王冠スタイル　d.王冠スタイル：IBEライン
＊イチロー・田口・大村・ヨシノブ・和田一・柴原・吉村・福留・亀井・栗山・T-岡田・HPZ1-5・HPZ4-6・HPZ7・内野4・内野6モデルは王冠スタイルを選択できません。
＊チッパージョーンズモデルはノーマルスタイル、王冠スタイルともにIBEラインを選択できません。
＊バイオソウルテクノロジーファインセレクションは王冠スタイルを選択できません。

wライナーバック
＊HPZ1-5・HPZ4-6・HPZ7・内野4・内野6モデルはライナーバックを選択できません。
＊バイオソウルテクノロジーファインセレクションはライナーバックを選択できません。

（　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

プラチナ・ミズノプロ仕様

基本モデルにイチローモデルを選択された場合、プラチナカラーのロゴをお選びいただけます。プラチナロゴをご希望の方は上記の専用品番にてご発注ください。
イチローモデルはプラチナロゴへの変更が可能です。

●野球･ソフトボール用具規則では「投手用グラブの商標･マークの色は白、灰色以外の色でなければならない」と定められています。そのためプラチナカラーマークの投手用グラブは公式試合で使用できません。

バイオソウルテクノロジーファインセレクションのモデルは
芯の仕様を選択できません。

qクレストハイドインスパイアエクセラ　wノースヨーロピアンキップレザー　eクレストハイドスプリームエリート

●P.32に掲載のミズノプロ・バイオソウルテクノロジーファイン
セレクションのグラブ（8タイプ）
●P.11～P.15に掲載のミズノプロ・オーダー基本モデルのグラブ
（70タイプ）
上記の中からお選びください。

＊バイオソウルテクノロジーファインセレクションのモデルは$6を選択できません。
＊$9ショックアブソーバー6、%7Y型ショック4を選択された場合、縦バー中央のドットのカラーも選択していただけます。
ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
＊#6$6$8～%5%7を選択された場合、ウェブに付いているヘリ革のカラーも選択していただけます。
ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
＊基本モデルのサイズを小さくされた場合は#7クロス✳ショック1、#8クロス✳ショック2を選択できません。

q硬く　w普通　e柔らかく q厚く　w普通　e薄く

手口部の紐革の逆巻通しが指定できます。しかし、ズバリモデルが逆巻通しになっている場合に指定されますと普通巻きになりますのでご注意ください。

●位置や仕様、書体などが選択できます。

＊qタータン0はウェブへの番号切り抜きが対応できます（0～99の2桁まで・番号
の書体指定はできません）。ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
＊高校野球公式大会では使用できません。

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

品番と基本モデル（右・左）をお選びください。1

＊オンネームの詳細についてはP.21オーダー選択項目一覧の「オンネーム」をご参照ください。オンネームを承ります。10

指の長さ 手袋サイズ

指カバー・指当てをお選びください。3 ＊指カバー・指当ての写真についてはP.18オーダー選択項目一覧の「指カバー・指当て」をご参照ください。

ウェブをお選びください。4 ＊ウェブの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「ウェブ」をご参照ください。

バックモデルをお選びください。5 ＊バックモデルの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「バックモデル」をご参照ください。

カラーをお選びください。7 ＊カラーの詳細についてはP.19～P.20オーダー選択項目一覧の各カラーをご参照ください。

ベロ裏をお選びください。（ナチュラルバックのみ選択可能）8 ＊ベロ裏の写真についてはP.20オーダー選択項目一覧の「ベロ裏」をご参照ください。

芯の仕様をお選びください。9 ＊トジの詳細についてはP.20オーダー選択項目一覧の「トジ」をご参照ください。

表　革

背面メッシュ

裏　革

本　体

紐　革

ハミダシ

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。
ヘリ革

縫　糸

ト    ジ qタテトジ　wヨコトジ　eヨコトジダブル　rワイドヒンジ　tタテヨコトジ　yワイドヨコトジダブル ＊eyを選択された場合、下段紐を通さない仕様が選択できます。 

硬   さ 厚   さ

サイズをお選びください。（基本型にバイオソウルテクノロジーファインセレクションを選択された場合、サイズの変更はできません。）2

本体の革（表革・裏革）をお選びください。6 ＊表革・背面メッシュ・裏革の詳細についてはP.19オーダー選択項目一覧の「表革」「背面メッシュ」「裏革」をご参照ください。

MIZUNO PRO ORDER
ミズノプロ・オーダー グラブ
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手とひとつになる捕球力へ。ミットの理想をそこに追求。

カラー等の選択については高校野球の用具使用ルールに抵触しないようご注意ください。
詳細についてはP.18～P.22に掲載のオーダー選択項目一覧をご覧ください。

右投げ用　 左投げ用

指カバー　 指当て　 指カバー 指当て ＊指カバー 指当てはNK-2・NZモデルを除くキャッチャーミットのみ選択可能です。　 不要

基本型から10㎜小　 基本型から5㎜小　 基本型ズバリ　 基本型から5㎜大　 基本型から10㎜大

23㎝以下  24～26㎝  27㎝以上　＊手入部サイズの目安とさせていただきます。

¥60,900（本体 ¥58,000）
●中国製

キャッチャーミット ファーストミット

硬 式 用 2CW-24400★ 2IW-24400 ★

●P.36に掲載のミズノプロ・ファインセレクションのキャッチャーミット
（2タイプ）、ファーストミット（2タイプ）
●P.14～P.15に掲載のミズノプロ・オーダー基本モデルのキャッ
チャーミット（12タイプ）、ファーストミット（12タイプ）
上記の中からお選びください。

＊指カバー・指当ての形状は基本モデルにより設定されていますのでご了承ください。

ナチュラルバック（a.ノーマルスタイル　b.ノーマルスタイル：IBEライン）　 ライナーバック

●位置や仕様、書体などが選択できます。

＊阿部・石原・HG-7モデルはナチュラルバックのみ選択可能。
その他のキャッチャーミットでナチュラルバックを選択されると専用のナチュラルバックになり、IBEラインは選択できません。
＊李承燁・トッドヘルトンモデルは専用のバックモデルになります。

ベージュステアソフト　 ブラックステアソフト（抗菌）　 表革同皮革　 ディアスキン　 ブラックディアスキン　 プライムディアリックスキン 

クレストハイドインスパイアエクセラ　 ノースヨーロピアンキップレザー　 クレストハイドスプリームエリート

ナチュラルバック ライナーバック
＊阿部・石原・HG-7モデル以外
のキャッチャーミットの場合。

ファインセレクションおよび李承燁・トッドヘルトンモデルは
指カバー・指当てを選択できません。 （　　　　　　　　　　  　　              ）

ファインセレクションおよび李承燁・トッドヘルトンモデルは
バックモデルを選択できません。 （　　　　　　　　　　  　　             ）

（　　　　　　　　　　　　  　　　 ）NK-2・NZモデルとファーストミットのライナーバックは
ベロ裏を選択できません。 

●NEW専用袋付き

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

品番と基本モデル（右・左）をお選びください。1

サイズをお選びください。（基本型にファインセレクションを選択された場合、サイズの変更はできません。）2 指 の 長 さ
＊サイズ変更は基本型本来の特性を損なう危険がありますのでご注意ください。

手袋サイズ

指カバー・指当てをお選びください。3 ＊指カバー・指当ての写真についてはP.18オーダー選択項目一覧の「指カバー・指当て」をご参照ください。

バックモデルをお選びください。4 ＊バックモデルの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「バックモデル」をご参照ください。

本体の革（表革・裏革）をお選びください。5 ＊表革・裏革の詳細についてはP.19オーダー選択項目一覧の「表革」「裏革」をご参照ください。

表　革

裏　革

P.19に掲載のオーダー選択項目一覧「表革カラー」の各表革の選択可能なカラーの中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「紐革カラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ハミダシカラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ヘリ革カラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「縫糸カラー」 ～ の中からお選びください。

＊基本型にハミダシがついているモデルのみ選択可能です。 ＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

カラーをお選びください。6 ＊カラーの詳細についてはP.19～P.20オーダー選択項目一覧の各カラーをご参照ください。

本　体

紐　革

ハミダシ

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。
ヘリ革

縫　糸

ブラック　 ホワイト　 ナチュラル　 オレンジ　 クッションパッド（ブラック） ＊クッションパッドは野口・阿部・米野・石原・HG-3・4・6・7・8モデルのみ選択可能です。

ベロ裏をお選びください。7 ＊ベロ裏の写真についてはP.20オーダー選択項目一覧の「ベロ裏」をご参照ください。

タテトジ　 ヨコトジ　 ヨコトジダブル　 ワイドヒンジ　 ワイドヨコトジダブル

硬く　 普通　 柔らかく

＊キャッチャーミットおよび李承燁・トッドヘルトンモデルはトジを選択できません。

厚く　 普通　 薄く厚　さ

ト　ジ

硬　さ

芯の仕様をお選びください。（ファインセレクションは芯の仕様を選択できません。）8 ＊トジの詳細についてはP.20オーダー選択項目一覧の「トジ」をご参照ください。

オンネームを承ります。9 ＊オンネームの詳細についてはP.21オーダー選択項目一覧の「オンネーム」をご参照ください。

＊写真はファーストミットの場合。

MIZUNO PRO ORDER
ミズノプロ・オーダー ミット

★印は新製品です。

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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絶妙な軽さと仕上がりが、秘めた守備力を目覚ませる。

●専用袋付き

右投げ用　 左投げ用

硬 式 用
（ソフトボール用）

軟 式 用
（ソフトボール用）

2GW-24900★

2GN-44900★

●P.33～P.34に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～のグラブ（10タイプ）
●P.45に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～のグラブ（5タイプ）
●P.16に掲載のグローバルエリート・オーダー基本モデルのグラブ（10タイプ）
上記の中からお選びください。

●P.38に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～のグラブ（9タイプ）
●P.45に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～のグラブ（5タイプ）
●P.16に掲載のグローバルエリート・オーダー基本モデルのグラブ（10タイプ）
上記の中からお選びください。

¥51,450（本体 ¥49,000）
●日本製

¥30,450（本体 ¥29,000）
●日本製

表革・裏革ともに
クレストハイドライティアRYに
なります。

表革・裏革ともに
クレストハイドライティアに
なります。

GLOBAL ELITE ORDER
グローバルエリート・オーダー グラブ

カラー等の選択については高校野球の用具使用ルールに抵触しないようご注意ください。
詳細についてはP.18～P.22に掲載のオーダー選択項目一覧をご覧ください。

品番と基本モデル（右・左）をお選びください。1

指カバー・指当てをお選びください。3

P.18に掲載のオーダー選択項目一覧「ウェブ」 ～ の中からお選びください。
＊ は選択できません。
＊ ショックアブソーバー6、 Y型ショック4を選択された場合、縦バー中央のドットのカラーも選択していただけます。ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
＊ ～ を選択された場合、ウェブに付いているヘリ革のカラーも選択していただけます。ご希望の方は発注書にその旨をご記入願います。
＊基本モデルのサイズを小さくされた場合は クロス ショック1、 クロス ショック2を選択できません。

ウェブをお選びください。4 ＊ウェブの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「ウェブ」をご参照ください。

ナチュラルバック（a.ノーマルスタイル　b.ノーマルスタイル：IBEライン　c.王冠スタイル　d.王冠スタイル：IBEライン）
＊ライペック～Lシリーズ～およびイチロー・吉村モデルは王冠スタイルを選択できません。

バックモデルをお選びください。5 ＊バックモデルの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「バックモデル」をご参照ください。

指カバー
＊ライペック～Lシリーズ～は投手用のみ指カバーが
選択可能です。

不要指当て
＊ライペック～Lシリーズ～は人差し指のみ指当ての
取付けが可能です。

＊指カバー・指当ての形状は基本モデルにより設定されていますのでご了承ください。

基本型から10㎜小　 基本型から5㎜小　 基本型ズバリ　 基本型から5㎜大　 基本型から10㎜大

23㎝以下　 24～26㎝　 27㎝以上

サイズをお選びください。2 指 の 長 さ
＊サイズ変更は基本型本来の特性を損なう危険がありますのでご注意ください。
＊ライペック～Lシリーズ～は を選択できません。

＊手入部サイズの目安とさせていただきます。
＊ライペック～Lシリーズ～は手袋サイズを選択できません。

手袋サイズ

クレストハイドライティアRY
素材から選び抜かれた革を使用。仕上げ工程に
工夫を凝らした、手当たりの優しいレザー。

クレストハイドライティア
手に馴染みやすく、手当たりの優しい感触を実現する
ために、仕上げ工程に工夫を凝らしたレザー。

硬式用 軟式用
硬式用・軟式用ともに表革同皮革になります。

表　革

本体の革（表革・裏革）をお選びください。6 裏　革

カラーをお選びください。7 ＊カラーの詳細についてはP.19～P.20オーダー選択項目一覧の各カラーをご参照ください。

本　体

オレンジ（54） ブラック（09） スプレンディッドオレンジ（52） ナチュラルライム（40）

ローズブラウン（66）

ナチュラル（47）レッド（62）

シルバー（03）

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

本体カラーは受球面・背面・ウェブの3ヶ所で異なるカラーが選択できます。
それぞれの希望カラーを選び、発注書にご記入願います。
＊トータルで3色まで選択いただけますが、背面指部ではその内の2色まで選択いただけます。

＊皮革により色目は若干異なりますのでご了承ください。
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ベロ裏をお選びください。8

●位置や仕様、書体などが選択できます。

＊オンネームの詳細についてはP.21オーダー選択項目一覧の「オンネーム」をご参照ください。オンネームを承ります。10
基本型をP.16に掲載のプロ選手モデルから選択された場合、手口部の紐革の逆巻通しが指定できます。しかし、ズバリモデルが逆巻通しになっている場合に指定されますと普通巻きになりますのでご注意ください。

芯の仕様をお選びください。（ライペック～Lvシリーズ～、ライペック～Lシリーズ～はトジの のみ選択可能。）9 ト    ジ

＊基本型をP.16に掲載のプロ選手モデルから選択された場合、
ヨコトジダブル、 ワイドヨコトジダブルで下段紐を通さない仕様が選択できます。

紐　革

ブラック

Dブルー

ナチュラル芯通し

オレンジ ブラウン レッド ロイヤルブルー ナチュラル スプレンディッドオレンジ ナチュラルライム

ピンク ブラック芯通し オレンジ芯通し ブラウン芯通し レッド芯通し ロイヤルブルー芯通し シルバー芯通し

スプレンディッド
　オレンジ芯通し

ナチュラルライム
　芯通し

Dブルー芯通し ブラック
  （USAローハイド）

コルク
  （USAローハイド）

オレンジ
  （USAローハイド）

ホワイト（皮革の自然色）

ナチュラルライム

ブラック オレンジ ブラウン ナチュラル スプレンディッドオレンジ

パイピングハミダシ

オレンジ（54）

ナチュラル（47）

レッド（62）

スプレンディッドオレンジ（52）

Dブルー（29）

ナチュラルライム（40）

ブラック（09）

シルバー（03）

USAコルク（59）

Iブラック（092）

ロイヤルブルー（22）

ローズブラウン（66）

黒 白 こげ茶 金茶 赤 紺

オレンジ ピンク ブルー グリーン シャンパンゴールド

ピンク（64）
＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

＊ ～ は
  断面が白い紐革です。
＊ ～ は
  断面も同色の紐革です。 

ハミダシ

ヘリ革

縫　糸

ブラック ホワイト

タテヨコトジヨコトジダブル ワイドヒンジタテトジ ヨコトジ ワイドヨコトジダブル
土手部がしっかりすることが
特長。投手・三塁手・外野手
およびソフトボール用に適し
ています。

オーソドックスなスタイルで、
あらゆるポジションに対応し
ます。

オーソドックスなスタイルで、
親指部を補強する紐通しで
す。あらゆるポジションに対応
します。

土手部の幅を広く設定でき
ます。内野手用に適してい
ます。

土手部のしっかり感とポケット
の大きさを確保できます。ソフ
トボール用および投手用に
適しています。

親指を補強するヨコトジダブ
ルと、土手部を幅広く設定で
きるワイドヒンジを合わせた芯
仕様です。

＊ファーストミットでは選択できません。

＊パイピングハミダシをお選びの方は希望カラーをP.19の表革のカラー ～ から選択し、発注書にご記入ください。
＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なります。
また、パイピングハミダシは本体と同色の場合でも若干色が異なる場合がありますのでご了承ください。

投手用グラブのはみだし部、縫い糸の色彩について：「投手用グラブのはみだし部の色彩は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もしくは革の自然色とする。また縫い糸
の色については、特に制限を定めない。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　日本高等学校野球連盟

●投手用グラブについては右記のルールに
　抵触しないようご注意願います。

●投手用グラブについては
　右記のルールに抵触しないよう
　ご注意願います。

●「投手用グラブについては、野球規則1.15（a）投手用のグラブは縫い目、締め紐、網（ウェブ）を含む全体が一色であることが必要で、しかもその色は、白色、灰色以外のものでなければならない。
（b）投手は、そのグラブと異なった色のものをグラブにつけることはできない。」をルール通り適用する。●投手用グラブに個人名の刺繍を入れる場合、公認野球規則（1.15b）どおり、その色はグラ
ブ本体と同色とする。なお、個人名以外にチーム名および背番号の刺繍入れも認めるが、個人名を含めそれらは親指の付け根部分1ヶ所に限るものとする。 日本アマチュア野球規則委員会

★印は新製品です。

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

A-19
(26)



●専用袋付き

右投げ用　 左投げ用

キャッチャーミット ファーストミット

2CW-24900★ 2IW-24900 ★

2CN-44900★ 2IN-44900 ★

硬 式 用
（ソフトボール用）

軟 式 用
（ソフトボール用）

¥52,500（本体 ¥50,000）
●中国製

¥31,500（本体 ¥30,000）
●中国製

表革・裏革ともに
クレストハイドライティアRYに
なります。

表革・裏革ともに
クレストハイドライティアに
なります。

頂点へ近づくために。ミットにもプロの感性を刻む。

カラー等の選択については高校野球の用具使用ルールに抵触しないようご注意ください。
詳細についてはP.18～P.22に掲載のオーダー選択項目一覧をご覧ください。

品番と基本モデル（右・左）をお選びください。1
●P.37に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～の
キャッチャーミット（2タイプ）、ファーストミット（2タイプ）
●P.47に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～の
キャッチャーミット（1タイプ）、ファーストミット（1タイプ）
●P.16に掲載のグローバルエリート・オーダー基本モデルのキャッ
チャーミット（3タイプ）、ファーストミット（3タイプ）
上記の中からお選びください。

●P.43に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～の
キャッチャーミット（1タイプ）、ファーストミット（1タイプ）
●P.47に掲載のグローバルエリート・ライペック～Lシリーズ～の
キャッチャーミット（1タイプ）、ファーストミット（1タイプ）
●P.16に掲載のグローバルエリート・オーダー基本モデルのキャッ
チャーミット（3タイプ）、ファーストミット（3タイプ）
上記の中からお選びください。

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

クレストハイドライティアRY
素材から選び抜かれた革を使用。仕上げ工程に
工夫を凝らした、手当たりの優しいレザー。

クレストハイドライティア
手に馴染みやすく、手当たりの優しい感触を実現する
ために、仕上げ工程に工夫を凝らしたレザー。

硬式用 軟式用
硬式用・軟式用ともに表革同皮革になります。

サイズをお選びください。2

本体の革（表革・裏革）をお選びください。5 表　革 表　革

P.19に掲載のオーダー選択項目一覧「表革カラー」の各表革の選択可能なカラーの中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「紐革カラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ハミダシカラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ヘリ革カラー」 ～ の中からお選びください。　

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「縫糸カラー」 ～ の中からお選びください。

＊基本型にハミダシがついているモデルのみ選択可能です。 ＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

カラーをお選びください。6 ＊カラーの詳細についてはP.19～P.20オーダー選択項目一覧の各カラーをご参照ください。

本　体

紐　革

ハミダシ

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。
ヘリ革

縫　糸

ブラック　 ホワイト　 クッションパッド（ブラック） ＊クッションパッドはキャッチャーミットのみ選択可能です。 

ベロ裏をお選びください。7 ＊ベロ裏の写真についてはP.20オーダー選択項目一覧の「ベロ裏」をご参照ください。

●位置や仕様、書体などが選択できます。

オンネームを承ります。9 ＊オンネームの詳細についてはP.21オーダー選択項目一覧の「オンネーム」をご参照ください。

指カバー　 指当て　 指カバー 指当て ＊指カバー 指当てはキャッチャーミットのみ選択可能です。　 不要
＊指カバー・指当ての形状は基本モデルにより設定されていますのでご了承ください。

指カバー・指当てをお選びください。3 ＊指カバー・指当ての写真についてはP.18オーダー選択項目一覧の「指カバー・指当て」をご参照ください。ライペック～Lシリーズ～は
指カバー・指当てを選択できません。（　　　　　　　　　　　　　　）

＊米野モデルでナチュラルバックを選択した場合、IBEラインは選択できません。

バックモデルをお選びください。4 ＊バックモデルの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「バックモデル」をご参照ください。ライペック～Lシリーズ～のキャッチャーミットは
バックモデルを選択できません。 （　　　　　　　　　　　　    　）

ナチュラルバック
＊米野モデルの場合。

タテトジ　 ヨコトジ　 ヨコトジダブル　 ワイドヒンジ　 ワイドヨコトジダブル
＊キャッチャーミットはトジを選択できません。
ト　ジ

芯の仕様をお選びください。（ライペック～Lシリーズ～は芯の仕様を選択できません。）8 ＊トジの詳細についてはP.20オーダー選択項目一覧の「トジ」をご参照ください。

ナチュラルバック（a.ノーマルスタイル　b.ノーマルスタイル：IBEライン）

基本型から10㎜小  基本型から5㎜小  基本型ズバリ  基本型から5㎜大  基本型から10㎜大
＊サイズ変更は基本型本来の特性を損なう危険がありますのでご注意ください。
＊ライペック～Lシリーズ～は を選択できません。

指の長さ

★印は新製品です。

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

GLOBAL ELITE ORDER
グローバルエリート・オーダー ミット
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ひとつ上の名手を目指す、その強いこだわりを満たす。

●専用袋付き

基本モデルにイチローモデルを選択された場合、プラチナカラーのロゴをお選びいただけます。
プラチナロゴをご希望の方は上記の専用品番にてご発注ください。

イチローモデルはプラチナロゴへの変更が可能です。

●野球･ソフトボール用具規則では「投手用グラブの商標･マークの色は白、灰色以外の色でなければならない」と定められています。そのためプラチナカラーマークの投手用グラブは公式試合で使用できません。 プラチナ・ビクトリーステージ仕様

ナチュラルバック

ライナーバック
＊少年軟式用とイチロー・ヨシノブモデル、およびキャッチャーミット、ファーストミットは王冠スタイルを選択できません。
＊阿部モデルはナチュラルバックのみ選択可能。
その他のキャッチャーミットでナチュラルバックを選択されると専用のナチュラルバックになり、IBEラインは選択できません。

右投げ用　 左投げ用

■グラブ

■ミット

¥29,400（本体 ¥28,000）
●日本製

¥23,100（本体 ¥22,000）
●日本製

通常オーダー品番 プラチナロゴ専用オーダー品番

軟 式 用

ソフトボール用

少年軟式用

2GN-43600 2GN-43601

2GS-63600 2GS-63601

2GY-93600 2GY-93601

P.15～P.16に掲載のビクトリーステージ・スペシャルオーダー基本
モデルのグラブ（14タイプ）の中からお選びください。

P.16に掲載のビクトリーステージ・スペシャルオーダー基本モデルの
少年軟式用グラブ（7タイプ）の中からお選びください。

¥30,450（本体 ¥29,000）
●日本製

¥24,150（本体 ¥23,000）
●日本製

キャッチャーミット ファーストミット

軟 式 用

ソフトボール用

少年軟式用

2CN-43600 2IN-43600

2CS-63600 2IS-63600

2CY-93600 2 I Y- 9 3 6 0 0

P.15～P.16に掲載のビクトリーステージ・スペシャルオーダー基本
モデルのキャッチャーミット（7タイプ）、ファーストミット（2タイプ）の
中からお選びください。

P.16に掲載のビクトリーステージ・スペシャルオーダー基本モデルの
少年軟式用キャッチャーミット（1タイプ）、ファーストミット（1タイプ）の
中からお選びください。

a.ノーマルスタイル b.ノーマルスタイル：IBEライン
c.王冠スタイル d.王冠スタイル：IBEライン（　　　　　　　　　　 ）

ナチュラルバック
＊阿部モデル以外のキャッチャーミットの場合。

VUCTORY STAGE SPECIAL ORDER
ビクトリーステージ・スペシャルオーダー グラブ ＆ ミット

カラー等の選択については高校野球の用具使用ルールに抵触しないようご注意ください。
詳細についてはP.18～P.22に掲載のオーダー選択項目一覧をご覧ください。

品番と基本モデル（右・左）をお選びください。1

基本型から10㎜小　 基本型から5㎜小　 基本型ズバリ　 基本型から5㎜大　 基本型から10㎜大

23㎝以下　 24～26㎝　 27㎝以上　＊手入部サイズの目安とさせていただきます。 ＊少年軟式用では手袋サイズを選択できません。

サイズをお選びください。2 指 の 長 さ
＊サイズ変更は基本型本来の特性を損なう危険がありますのでご注意ください。

手袋サイズ

指カバー・指当てをお選びください。3 ＊指カバー・指当ての写真についてはP.18オーダー選択項目一覧の「指カバー・指当て」をご参照ください。

ウェブをお選びください。（グラブのみ選択可能）4 ＊ウェブの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「ウェブ」をご参照ください。

バックモデルをお選びください。5 ＊バックモデルの詳細についてはP.18オーダー選択項目一覧の「バックモデル」をご参照ください。

P.18に掲載のオーダー選択項目一覧「ウェブ」 ～ の中からお選びください。
＊少年軟式用は のみ選択可能です。
＊基本モデルのサイズを小さくされた場合は クロス ショック1、 クロス ショック2を選択できません。

指カバー 指当て
＊指カバー 指当てはNK-2・NZモデルを除くキャッチャーミットのみ選択可能です。

指カバー 指当て 不要

＊写真はファーストミットの場合。
ライナーバック

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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レッド（62） ブラック（09） ナチュラル（47） ロイヤルブルー（22）

ナチュラルライム（40）

ホワイト（01）Dブルー（29）

オレンジ（54）

ベージュステアソフト 表革同皮革ブラックステアソフト（抗菌）

カタログ記載のグラブ・キャッチャーミット・ファーストミット（得意先様店頭ミズノ品）への刺繍によるオンネーム加工ができます。

＊仕上がり予定はご発注後10日（営業日）が目安です。

オンネーム価格（1箇所）
¥5,775（本体¥5,500）

＊刺繍箇所が1箇所増える場合は
¥2,520（本体¥2,400）が加算されます。

●刺繍可能な場所は「親指部」または「裏革部」になります（キャッチャーミットは裏革部のみの対応となります）。
●文字数は「親指部2文字」「裏革部3文字」まで対応可能です。
●書体は「漢字（通常文字）」「ローマ字筆記体（通常文字）」「ローマ字活字体（通常文字）」の3種類からお選びいただけます。
●刺繍糸のカラーは「赤」「ライトゴールド」「ライトシルバー」「黒」「白」「ブルー」「オレンジ」の7色からお選びいただけます。

＊刺繍する文字が商品本体に刻印しているニックネームや素材表記と重なる場合があります。また、商品本体によりオンネームが
できない場合もありますのでご了承ください。

グラブにオンネーム!!

グラブ背面を帯状の革で補強。指通りもスムー
ズになります。

フォーミュレーター

＊王冠スタイルは親指のみ対応可能です。
＊メッシュを選択されている場合は対応できません。
＊ファーストミットは親指のみ対応可能です。
＊キャッチャーミットには対応できません。

握力の弱さをカバーし、グラブの屈曲を助ける
小指部背面のスリットです。

GORI
3本指の背面部に軽量スポンジを内蔵し、
指まわりのホールド感を高めます。

フェンダーバック

＊キャッチャーミットには対応できません。 ＊キャッチャーミット、ファーストミットには対応でき
ません。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）ライナーバックのグラブとNK-2・NZモデル・
ファーストミットのライナーバックはベロ裏を選択できません。 

＊少年軟式用およびキャッチャーミット、ファーストミットは背面メッシュを選択できません。

表　革

背  面
メッシュ

裏　革

本体の革（表革・裏革）をお選びください。6 ＊表革・背面メッシュ・裏革の詳細についてはP.19オーダー選択項目一覧の「表革」「背面メッシュ」「裏革」をご参照ください。

カラーをお選びください。7 ＊カラーの詳細についてはP.19～P.20オーダー選択項目一覧の各カラーをご参照ください。

ブラック　 ホワイト　 クッションパッド（ブラック） ＊クッションパッドは野口・阿部・米野・HG-3・4モデルのキャッチャーミットのみ選択可能です。

ベロ裏をお選びください。8 ＊ベロ裏の写真についてはP.20オーダー選択項目一覧の「ベロ裏」をご参照ください。

必要な機能をお選びください。（少年軟式用は のみ選択可能）9

（　　　　　　　　　　　　　　　　  ）バイオソウルテクノロジーファインセレクションのモデルは
芯の仕様を選択できません。

ト    ジ タテトジ　 ヨコトジ　 ヨコトジダブル　 ワイドヒンジ　 タテヨコトジ　 ワイドヨコトジダブル

＊ を選択された場合、
下段紐を通さない仕様が選択できます。
（グラブのみ）

＊キャッチャーミットおよび少年軟式用キャッチャーミット・ファーストミットはトジを選択できません。 ＊少年軟式用グラブとファーストミットは は選択できません。 

手口部の紐革の逆巻通しが指定できます（グラブのみ）。しかし、ズバリモデルが逆巻通しになっている場合に指定されますと普通巻きになりますのでご注意ください。

芯の仕様をお選びください。 ＊トジの詳細についてはP.20オーダー選択項目一覧の「トジ」をご参照ください。10

●位置や仕様、書体などが選択できます。

＊オンネームの詳細についてはP.21オーダー選択項目一覧の「オンネーム」をご参照ください。オンネームを承ります。11

クレストハイドカスタムエリート87になります。

硬   さ

厚く　 普通　 薄く厚   さ

硬く　 普通　 柔らかく

P.19に掲載のオーダー選択項目一覧「表革カラー」の各表革の選択可能なカラーの中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「紐革カラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ハミダシカラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「ヘリ革カラー」 ～ の中からお選びください。

P.20に掲載のオーダー選択項目一覧「縫糸カラー」 ～ の中からお選びください。

＊キャッチャーミット、ファーストミットは基本型にハミダシがついているモデルのみ選択可能です。 ＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。

本　体

紐　革

ハミダシ

＊本体カラーで選択可能なカラー以外を希望されると表革と別皮革になるため、本体と少し風合いが異なりますのでご了承ください。
ヘリ革

縫　糸

＊内野手用グラブで背面メッシュを選択された場合、特有のプレー環境により本体の耐久性が落ちる場合がありますのであらかじめご了承ください。

●商品の色は印刷技術上、現物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤やピンク、青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★印は新製品です。H左投げ用もあります。

●NEW専用袋付き

（09）

（09）

（09）

（09）

（09）

（47）

（47）

（47）

（47）

（47）

（52）

（52）

（52）

（09）（47） （52）

（52）

（52）

NEWミズノプロマーク

 【投手用】 2GW-18211 H 指カバー付

 【内野手用4】 2GW-18204  【内野手用5】 2GW-18205

内野手用4
●（丸印）が使用をお薦めするポジションになります。

内野手用5 内野手用6

 【内野手用6】  2GW-18206 ワイドヒンジ

 【外野手用】 2GW-18207 H  【外野手用】  2GW-18217  H

 【内野手用】 2GW-18203 手口巻紐逆通し

ブラック（09） ナチュラル（47） スプレンディッドオレンジ（52）

 【投手用】  2GW-18201  H 指カバー付

（09） （47） （52）

〈ミズノプロ〉バイオソウルテクノロジーファインセレクション 2GW-182  ¥47,250  （本体  ¥45,000  ） 
●受球面／背面：クレストハイドインスパイアエクセラ（天然皮革:牛革） 　●中国製      　★  2011年2月発売 
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軽さでプレイは、さらに加速する。

●専用袋付き

グローバルエリートマーク
ブランドのマークは刺繍ではなく立
体的なシリコン仕様に。グラブにさ
らなるグレード感を創出します。

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2GW-110  ¥42,000  （本体  ¥40,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティアRY（天然皮革:牛革）  　●中国製       

グラブとしての耐久性を犠牲にすることなく、かつてないレベルの軽量感を追求する。
強くて軽い、そのような相反する特性を高次元で両立するために、
グラブの設計を根底から見つめ直し、素材やフォルム、パーツひとつにいたるまで、
すべてを絶妙なバランスで設計。クラフトマンと開発者たちが密に意見を交換しあい、
数多くの試行錯誤を重ねることで、手にすればはっきり分かる軽量感と
操作性を持つ、トップモデルに匹敵するほどのハイグレードグラブが産声を上げた。
グローバルエリート。それはプロ・アマを問わずプレイヤーの秘めた実力を引き出し、
夢を世界に羽ばたかせるための、確かな翼になる。

由規
（東京ヤクルトスワローズ）

吉村裕基
（横浜べイスターズ）

ブラック（09） ローズブラウン（66） スプレンディッドオレンジ（52）

（09）（66）（52）

 【投手用】  2GW-11021  ★ H 指カバー付

 【内野手用H1】 2GW-11043  ★2011年4月発売
＊2GW-11003より、指入れ・手口がタイト設計になっています。
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

（09）

（09）

（09）（52）

（52）

（52）

 【投手用】 2GW-11011 H 指カバー付  【内野手用H1】  2GW-11033  ★

 【外野手用】 2GW-11017 H

 【外野手用】  2GW-11027  ★ H

 【内野手用E1】 2GW-11023

（66）

（66）

（09）（52）（66）

（66）

（09）（52） （66）

（09）（52） （66）

 【内野手用H2】 2GW-11013 テアレジスタント

ブラック（09） ローズブラウン（66） スプレンディッドオレンジ（52）

テアレジスタント 【内野手用H2】 2GW-11053  ★2011年4月発売

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（"I Be"）と
の意味を込めたリスト
ラップデザイン。目標に
向かって伸びゆく様を
表現しています。

テアレジスタント
ボールの衝撃を受けやすい
親指の指又部に補強紐を
装着し、革の破れを防止。グ
ラブの耐久性が一段と高ま
ります。

指カバー付 テアレジスタント ●投手用 ●内野手用H1 ●内野手用H2 ●内野手用E1 ●外野手用

ポジション別基本型
ポジション特有の動きや捕り
方に応じて、最適な位置に
ボールが収まるようポケット
を設定。より確かな捕球をサ
ポートします。

グローバルエリート・グラブ開発のために素材を選び抜
き、仕上げ工程にも工夫を凝らしたレザー。手当たりが
非常に優しく、使い込むほど手に馴じむのが特長です。

クレストハイドライティアRY

（09） （66） （52）

 【内野手用H1】 2GW-11003 テアレジスタント

＊2GW-11013より、指入れ・手口がタイト設計になっています。サイズも小さくなっています。
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●専用袋付き

指カバー付

テアレジスタント
ボールの衝撃を受けやすい
親指の指又部に補強紐を
装着し、革の破れを防止。グ
ラブの耐久性が一段と高ま
ります。

テアレジスタント

テアレジスタント

実戦に、練習に。即投入できる本格仕上げ。

シンプル設計の中に秘められた、
グラブの確かな基本性能。
手にすれば、すぐに操れる。
その実戦仕上げの守備力を、明日の
実力アップを狙うすべての球児へ。

ブラック（09）

（09）（09）

（09）クリアオレンジ（51）

（51）（51）

ブラック＊シルバー（0903）

ナチュラル（47）

スプレンディッドオレンジ（52）

（51）

 【オールラウンド用】  2GW-10210  H

 【トレーニング用】  2GT-11000 

 【トレーニング用】  2GT-10400 

 【トレーニング用】  2GT-11010  H

 【オールラウンド用】 2GW-10230 H

【オールラウンド用】 2GW-10200

 【オールラウンド用】  2GW-10220  H 指カバー付

今日まで鍛えた守備力を、さらに磨き抜く。

名手の第一歩へ。プロも認める練習がある。

当て捕り練習
ポケットが浅く設定されてお
り、内野の連携などで求めら
れる打球の当て捕り感覚が
養えます。それを繰り返すこ
とで、グラブに手を添える習
慣が自然と身につきます。
（2GT-11000）

当て捕り＋送球の
連続動作練習
守備のレベルが上がるほど、捕球する
瞬間、利き手（投げる手）の位置がグラ
ブに近くなります。このボードで捕球を繰
り返すことで、グラブに利き手を添える
習慣が自然と身につきます。

正確キャッチ練習
ポケット中心部での正確な
キャッチ力が身につきます。
（2GT-11010）

〈ビクトリーステージ〉トレーニングボード 2GT-104  ¥8,925  （本体  ¥8,500  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイド（天然皮革:牛革）  　●中国製      　★   

〈ビクトリーステージ〉トレーニング 2GT-110  ¥9,975  （本体  ¥9,500  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイド（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製         

〈ビクトリーステージ〉 2GW-102  ¥34,650  （本体  ¥33,000  ） 
 ●受球面／背面：スーパークラフトハイド（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製      　★   
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中村 国広
クラフトディレクター（ミット担当）
中村 国広
クラフトディレクター（ミット担当）

感性を満たす、その捕球音。
ミット革命は、第二章へ。  

ミットの操作性だけでなく、捕手や投手の心理状態に影響を与える 
「捕球音」を、さらに磨き抜くために。さまざまな音の徹底検証から
得られたデータを、新しいミット構造と素材にフィードバック。
幾多もの改良と試行錯誤を経て、生まれ変わったNEWミズノプロ 
「ファインセレクション」。匠の技とテクノロジーが生んだその完成
度を、最高峰の舞台で闘うすべてのトッププレイヤーに捧げたい。

★印は新製品です。H左投げ用もあります。

●NEW専用袋付きNEWミズノプロマーク

●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ウェブ下中央にやや浅めのポケットを設定できるレギュラーサイズ。
しっかりとしたキャッチングをイメージしたモデルです。

キャッチングエリアが広いボックス仕立てで、ポケットも深い小型軽量モデル。
ヨコトジダブル芯の採用で親指のしっかり感が向上。

親指側先端に深いポケットを設定できるタイプ。ヨコ捕り、引っ掛け捕りをする捕手向けです。

深いポケットを持つ大きめサイズのモデル。横捕り、
引っ掛け捕りをする一塁手向け。

スプレンディッドオレンジ（52）

（52）

（52） （52）

ブラック（09）

（09）

（09） （09）

ナチュラル（47）

（47）

（47） （47）

 【捕手用】 2CW-18200 HG-3型

 【捕手用】 2CW-18210 HG-4型

 【一塁手用】 2IW-18200 H TK型  【一塁手用】  2IW-18210  H FZ型

形体安定親指掛け
通常は経年使用によって楕円状に変形してしまう親指掛け
に、円形を崩さない 独自の加工を施すことで、親指部の高い
フィット感が長く持続する。

クレストハイドインスパイアエクセラ
しなやかなミットさばきを実現するために、なめし工程に工
夫を凝らした好感触レザー。素材を厳選することはもちろ
ん、革表面の仕上げにもひと手間を加え、光沢とグレード
感ある風合いを創出した。

手口部クッションパーツ
手口部にクッションパーツを装着することで、包み込むような
フィット感を実現。その形状もアーチ状に加工し、甲とのさら
なる一体感を確保した。

NEWミット構造
土手芯裏および上面部分にケブラー帆布加工を施し、ミット
全体に張りを持たせる新構造。しっかり感と同時に従来モデ
ル以上の良好な捕球音を生み出した。

親･小芯補強加工
親積み芯には従来より大きい補強パーツ（ショーレックス）を
使用。さらに親･小積み芯ともに固形糊で各層を貼りあわせ、
芯の剛性を徹底強化しました。

手の平フィット革パーツ
あらかじめ革パーツに丸みを
持たせるという新しい成型工
程を加えることで、親指から手
の平にかけての一段と滑らか
なフィット感をもたらした。

背面ハミダシ当て革
指が触れるミット背面部ハミ
ダシの凹凸を少なくすること
で、捕球時の擦れや違和感
を軽減。手を入れた際のフィッ
ト感をさらに向上させている。

〈ミズノプロ〉ファインセレクション 2CW/IW-182  ¥47,250  （本体  ¥45,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドインスパイアエクセラ（天然皮革:牛革）  　●中国製      　★  2011年2月発売 

特許出願中

Prime Deeric Skin搭載モデル（プライムディアリックスキン）
高い耐久性と鹿革調の柔らかな風合いを兼ね備えた新開発の平裏素材を採用。捕球時の好感触をさ
らにアップさせる。
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ワイドヒンジ

その軽さが、秘めたパフォーマンスを解き放つ。

ミットとしての高い耐久性を備えつつ、限りなき軽量感をそこに追求。
その優れた操作性が秘めた実力を引き出し、夢を世界に届かせる力になる。
〈グローバルエリート〉ミットシリーズ。

投手が全力で投げ込める。これがブルペン専用設計。

グローバルエリートマーク
ブランドのマークは刺繍ではなく立体的なシリコン
仕様に。ミットにさらなるグレード感を創出します。

基本型
受球面が広く見え、ま
た誰もが使いやすい
チームミットとしてオー
ソドックスな基本型を
採用しました。

一連トジ
ミットの耐久性をさら
に高める芯トジ方式
で、毎日のハードな使
用にも対応します。

クレストハイドライティアRY
グローバルエリート・ミット開発のために素材を選び抜き、仕上げ工程にも工夫を凝らした
レザー。手当たりが非常に優しく、使い込むほど手に馴じむのが特長です。

●専用袋付き

ウェブ下中央にやや浅めのポケットを設定できるレギュラーサイズ。
しっかりとしたキャッチングをイメージしたモデルです。

キャッチングエリアが広いボックス仕立てで、ポケットも深い小型軽量モデル。
ヨコトジダブル芯の採用で親指のしっかり感が向上。

親指側先端に深いポケットを設定できるタイプ。
ヨコ捕り、引っ掛け捕りをする捕手向けです。

ワイドヒンジ設計でポケットを幅広く、しかも深く仕上げた、
コンパクト＆軽量タイプのファーストミット。

ローズブラウン（66）

（66）

（09）

ブラック（09）

（09）

ブラック（09）

（09）

（66）

（66）

 【捕手用】 2CW-11000 HG-3型

 【一塁手用】 2IW-11000 H TK型

 【捕手用】 2CW-11010 HG-4型

 【捕手用】  2CW-10200 

 【一塁手用】  2IW-11010  H 小笠原型

ナチュラルバック
ミットが立てやすい
バックスタイルを採
用。ピッチャーの投げ
やすさをサポートしま
す。

フォーミュレーター
4本指の背面に滑ら
かなアーチを設け、ス
トレスの少ない指通
りを実現しました。

●専用袋付き

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2CW/IW-110  ¥42,000  （本体  ¥40,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティアRY（天然皮革:牛革）  　●中国製   

〈ビクトリーステージ〉ブルペンミット 2CW-102  ¥26,250  （本体  ¥25,000  ） 
 ●受球面／背面：ウエーブクレスト（天然皮革:牛革）  　●中国製         
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●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

望んだプレイへ。軽さが導く。

最新のテクノロジーとクラフトマンシップを礎に、ボディの耐久性を損なわず、時代が望んだ軽量感を追求。
そのハイレベルな操作性は一瞬のプレイを制し、見つめた夢をつかむための、確かな力になる。

ブラック（09）

（09）

（66）

（66）

（09） （09）

（09）（09）

（09）

●投手用 ●内野手用H1 ●内野手用H2 ●内野手用E1 ●外野手用

ローズブラウン（66）

（09）

（66）

（66） （66）

（66）

（66）

クレストハイドライティア
手当たりの優しさを実現するために、仕上げ工程に工
夫を凝らしたレザー。使い込むほど手にしっくりと馴じみ
ます。

テアレジスタント
ボールの衝撃を受けや
すい親指の指又部に
補強紐を装着し、革の
破れを防止。グラブの
耐久性が一段と高まり
ます。

ポジション別基本型
ポジション特有の動きや捕り
方に応じて、最適な位置に
ボールが収まるようポケット
を設定。より確かな捕球をサ
ポートします。

グローバルエリートマーク
ブランドのマークは刺繍ではなく立
体的なシリコン仕様に。グラブにさ
らなるグレード感を創出します。
（硬式用とは異なります）

 【投手用】 2GN-31021 ★ H 指カバー付  【内野手用H1】 2GN-31043 ★2011年4月発売

 【投手用】  2GN-31001  H 指カバー付

指カバー付 テアレジスタント

 【内野手用H1】  2GN-31003 テアレジスタント

 【内野手用E1】 2GN-31023

 【外野手用】  2GN-31027  ★ H

 【内野手用H2】  2GN-31013 テアレジスタント  【外野手用】  2GN-31007  H

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2GN-310  ¥19,950  （本体  ¥19,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティア（天然皮革:牛革）  　●中国製         

（09）

（66）

軟式用
RUBBER-BALL ★印は新製品です。H左投げ用もあります。

＊2GN-31003より、指入れ・手口がタイト設計になっています。

テアレジスタント 【内野手用H2】 2GN-31053 ★2011年4月発売
＊2GN-31013より、指入れ・手口がタイト設計になっています。サイズも小さくなっています。
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刻んだのは、プロのリアルフィーリング。

長きにわたりプロが磨いたディフェンスの感性を、それぞれのフォルムへリアルに再現。
実戦を知り尽くすプロフェッショナルな守備力、それがダイアモンドマスター。

グラブの基本性能を重視したあのシンプル設計に、特殊芯材による軽量感をプラス。
グラブさばきを、もっと華麗に、軽やかに。NEWウィンパルス、始動。

シンプルさと軽さ、さらに理想的な融合へ。

ナチュラル（47） クリアオレンジ（51） ブラック（09）

 【投手用】  2GN-30101 岸型H 指カバー付

ブラック（09） ナチュラル（47） スプレンディッドオレンジ（52）

 【オールラウンド用】  2GN-30200 

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）と
の意味を込めたリスト
ラップデザイン。目標に
向かって伸びゆく様を表
現しています。 指カバー付 ワイドヒンジ

（47） （51） （09）

 【内野手用】 2GN-30123 小笠原型 ワイドヒンジ

（09） （47） （51）

 【内野手用】 2GN-30103 荒木型 ワイドヒンジ

（09） （47） （51）

 【外野手用】  2GN-30107 亀井型H

（51） （09） （47）

 【内野手用】  2GN-30113 井端型

（51） （09） （47）

 【外野手用】  2GN-30117 ICHIRO型H

（47） （52） （09）

（52） （09） （47）

 【オールラウンド用】  2GN-30220 

（09） （47） （52）

 【オールラウンド用】  2GN-30230 

（47） （52） （09）

 【オールラウンド用】  2GN-30240 H

（52） （09） （47）

 【オールラウンド用】  2GN-30250 H

〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター 2GN-301  ¥16,800  （本体  ¥16,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストステアハイド（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製     　★      

〈ビクトリーステージ〉ウィンパルス ザ セカンド 2GN-302  ¥14,700  （本体  ¥14,000  ） 
 ●受球面／背面：ライトエクシードレザー(天然皮革:牛革)  　●フィリピン製      　★   

 【オールラウンド用】  2GN-30210 
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

プロの磨いた感性が、ここに集結。

トッププロが築き上げたグラブの形状を、
軟式モデルにベストアレンジ。
いつか、大舞台で夢を獲るために。
握るのは、プロフェッショナルシリーズ。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ブラック（09） ローズブラウン（66） ブラック（09） クリアオレンジ（51）

ヨコトジダブル芯による親指のしっかり感。
深めのポケットと個性あるウェブで球の握りを隠します。

指カバー付石川雅モデル　  2GN-30301 H

Iブラック（092）のモデルには、
ウェブ部にランバードマークあり。

良く開くグラブ設計で、
深めのポケットもワイドに使えるモデル。

ICHIROモデル　2GN-30307 H
良く開くグラブ設計で、
幅広いポケットを十分に活用できるモデル。

松本モデル　2GN-30317 H

ワイドヒンジがもうひとつのポケットを生み出し、
守備力をサポート。

ワイドヒンジ荒木モデル　   2GN-30303 

しっかりしたウェブとワイドヒンジで、
ハードキャッチを実現。

ワイドヒンジ小笠原モデル　2GN-30323

確実性を重視した深めのポケット形状が、
しっかりキャッチを実現。

井端モデル　2GN-30313

プロフェッショナル 2GN-303  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ） 
 ●受球面／背面：マージミットレザー（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製    　★    ＊品番によりカラーの設定が異なりますのでご注意ください｡  　   

ブラック（09） クリアオレンジ（51） ブラック（09） クリアオレンジ＊ブラック（5109）

ブラック（09） ブラック（09） Dブルー（29）Iブラック（092）

アイビーライン（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意味を込
めたリストラップデザイン。目標に向
かって伸びゆく様を表現しています。
（2GN-30313に採用）

指カバー付 ワイドヒンジ

＊ 野球・ソフトボール用具規則では「投手用グラブの商標・マーク類は白、灰色以外の色でなければならない」と定めら
れています。そのためプラチナカラーマークの投手用グラブは公式試合では使用できません。
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（47）

（47）

（09）

（51）

（09）

（09）

（40）

（47）

ナチュラルライム（40）

（51）

（47）

（09）

 【オールラウンド用】  2GN-30410 

さらにフレックス。だから、もっと“ガチ捕り”!!

しっかり捕球の充分な土手幅は保ちつつ、親指芯のスリットパターンを改良することで、
力の伝わりやすさが一段とアップ。これぞ即戦力グラブの決定版、NEWガチシリーズついに登場。

GACHI専用マーク
グラブの本体カラーと連動したマーク
カラーを採用。統一感あるデザインで、
個性がさらに輝きます。

NEW GACHI専用
親指芯構造
グラブの屈曲をサポートする親指芯の
スリットパターンを、グラブの形状に合
わせて改良。親指の力がさらに伝わり
やすくなりました。

 【オールラウンド用】  2GN-30420 H

 【オールラウンド用】  2GN-30430 H  【オールラウンド用】  2GN-30440 H

 【オールラウンド用】  2GN-30450 H

ブラック（09） クリアオレンジ（51） ナチュラル（47）

 【オールラウンド用】  2GN-30400 

ガチ 2GN-304  ¥10,500  （本体  ¥10,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　★  　 ＊品番によりカラーの設定が異なりますのでご注意ください｡     

（40） （09）（47）

A-32
※(41)



★印は新製品です。H左投げ用もあります。

すぐ操れる柔らかさ。ENJOY野球なら、ポップロック。

ブラック（09） ナチュラル（47）

 【オールラウンド用】  2GN-30500 

（47） （09）

ブラック（09） クリアオレンジ（51）★ （51）★ （09）

憧れのプロ選手へ。プレイするほど、近づける。

初めて手にしたその日から、もう野球と友だち。

タータンウェブにより球の握りをしっかりカバー。

確実性を重視した
深めのポケット形状が、
しっかりキャッチを実現。

良く開くグラブ設計で、
深めのポケットもワイドに
使えるモデル。

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設
定。グラブの開閉がしやすくなり、
より軽快なプレイを生み出します。

フレックスウェブ

 【投手用モデル】  2GN-31500 H フレックスウェブ  【井端モデル】  2GN-31530 フレックスウェブ

 【オールラウンド用】  2GN-30510 H フレックスウェブ

（09） （51）★

 【ICHIROモデル】  2GN-31540 H

（09） （47）

 【オールラウンド用】 2GN-30520 H

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設
定。グラブの開閉がしやすくなり、
より軽快なプレイを生み出します。

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設
定。グラブの開閉がしやすくなり、
より軽快なプレイを生み出します。

ブラック（09）

 【オールラウンド用】  2GN-33700 H フレックスウェブ

（09）

 【オールラウンド用】  2GN-33710 H フレックスウェブ

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ポップロック 2GN-305  ¥8,820  （本体  ¥8,400  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイド（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　      ★  2011年1月発売 

プロモデル 2GN-315  ¥8,820  （本体  ¥8,400  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドR（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製 

フレンドシップ 2GN-337  ¥7,980  （本体  ¥7,600  ） 
 ●受球面／背面：クイッククローズ（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製         
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この軽量感こそ、見つめた夢を獲りにいく力。

リアルなプロの魂が、ミットに宿る。

飾らないフォルムに刻んだ、こだわりの捕球力。

面白いほど操れる。即戦力の“ガチ捕り”ミット。

ウェブ下中央にやや浅めのポケットを設定できるレギュラーサイズ。
しっかりとしたキャッチングをイメージしたモデルです。

キャッチングエリアが広いボックス仕立てで、ポケットも深い小型軽量モデル。
ヨコトジダブル芯の採用で親指のしっかり感が向上。

ローズブラウン（66） （09）ブラック（09） （66）

 【捕手用】  2CN-31000 HG-3型

グローバルエリートマーク
ブランドのマークは刺繍ではなく
立体的なシリコン仕様に。ミット
にさらなるグレード感を創出します。
（硬式用とは異なります）

クレストハイドライティア
手当たりの優しさを実現するために、仕上げ工程に工夫
を凝らしたレザー。使い込むほど手にしっくりと馴じみます。

ウェブ下中央に深いポケットを設定できるモデル。

ウェブ下中央にやや浅めのポケットを設定できるレギュラーサイズ。
しっかりとしたキャッチングをイメージしたモデルです。

親指側先端に深いポケットを設定できるタイプ。
ヨコ捕り、引っ掛け捕りをする捕手向けです。

キャッチングエリアが広いボックス仕立てで、ポケットも深い
小型軽量モデル。ヨコトジダブル芯の採用で親指のしっかり感が向上。

野手からの送球、打球に対する捕球など、
すべてがバランス良く扱いやすいモデル。

ブラック（09）

ブラック（09） ブラック（09） ブラック（09）

クリアオレンジ（51） ナチュラル＊ブラック（4709） ナチュラル（47）

ブラック＊レッド（0962）

クリアオレンジ（51）

Rブルー＊シルバー（2203）Rブルー＊シルバー（2203）

ブラック＊レッド（0962）

ブラック（09）

 【捕手用】  2CN-30100 石原ライナー型  【一塁手用】  2IN-30100 新井型H

 【一塁手用】  2IN-31000 TK型H

アイビーライン（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意味を込めた
リストラップデザイン。目標に向かって
伸びゆく様を表現しています。クリアオレンジ＊ブラック（5109）

 【捕手用】  2CN-30200 HG-3型  【捕手用】  2CN-30210 HG-4型

 【捕手用】  2CN-30500 

GACHI専用マーク
ミットの本体カラーと連動したマークカラー
を採用。統一感あるデザインで、個性がさら
に輝きます。

ブラック＊シルバー（0903）

ブラック（09） （09）（51）

 【一塁手用】  2IN-30200 TK型H

 【一塁手用】  2IN-30500 H

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2CN/IN-310  ¥19,950  （本体  ¥19,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製 

〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター 2CN/IN-301  ¥17,850  （本体  ¥17,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストステアハイド（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★ 

〈ビクトリーステージ〉 2CN/IN-302  ¥13,650  （本体  ¥13,000  ） 
 ●受球面／背面：プレンタッチ（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★　＊2CN30200・2CN30210は左投げ用のオーダーが可能です。（価格は30％UPになります。）   

ガチ 2CN/IN-305  ¥11,550  （本体  ¥11,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★ 

クリアオレンジ（51）
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ソフトボール用
SOFTBALL

このマークの付いた商品はすべて、
日本ソフトボール協会の推奨商品です。

素手さながらの、動きをグラブへ。

かつてない軽量感。それは、夢を世界に届かせる翼。

グローバルエリートマーク
ブランドのマークは刺繍では
なく立体的なシリコン仕様
に。グラブにさらなるグレード
感を創出します。
（硬式用とは異なります）

クレストハイドライティア
手当たりの優しさを実現するために、仕上げ工程に工夫
を凝らしたレザー。使い込むほど手にしっくりと馴じみます。

 【内野手用】  2GS-58803 

 【外野手用】  2GS-58807 H

捕球時のグラブ挙動をフィードバックした構造や、
手との一体感を高める平裏新素材の採用など。
すべてはグラブを、人の手の動きに近づけるための設計。
ソフトボールの守備力をつぎの次元へ導くのは、
〈ミズノプロ〉バイオソウルテクノロジー。

素材選定から型紙・パーツ形状ひとつに至るまで、
全身に限りなき軽量感を追求した設計。グローバルエリート。
その一瞬を制するグラブさばきを、世界の大舞台を夢見る、
すべてのソフトボールプレイヤーに捧げたい。

（47）

（54）

（09）

（54）

（09）

（47）

（09）

（47）

（54）

 【投手用】  2GS-58801 H

ブラック（09） ナチュラル（47） オレンジ（54）

●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

NEWミズノプロマーク

テアレジスタント
ボールの衝撃を受けやすい親指の指
又部に補強紐を装着し、革の破れを防
止。グラブの耐久性が一段と高まりま
す。

指カバー付 テアレジスタント

ポジション別基本型
ポジション特有の動きや捕り方に応じ
て、最適な位置にボールが収まるようポ
ケットを設定。より確かな捕球をサポート
します。

●投手用 ●内野手用H1 ●内野手用H2 ●内野手用E1 ●外野手用

ローズブラウン（66）ブラック（09） 【投手用】  2GS-51001 指カバー付H

（66） （66） （66） （66）（09） （09） （09） （09）

 【内野手用E1】  2GS-51023  【内野手用H1】  2GS-51003 テアレジスタント  【内野手用H2】  2GS-51013 テアレジスタント

★印は新製品です。H左投げ用もあります。

クレストハイドインスパイアUL
革表面の仕上げにこだわり抜いたレザー。
上質な風合いとしなやかさを併せ持ちます。

●NEW専用袋付き

指芯アーチ構造
人差し指・中指・薬指の3本指が独立した感覚
で動かせるよう、指芯つけ根部の側面を曲面
状に加工。指芯下部は手のひらの形状に沿っ
たアーチ構造にすることで、指の動きの自由度
を高めています。

親指芯トジ
ソフトボールの衝撃に負けず、グラブ装着
時に安定感を持たせる親指芯トジ構造を
採用しています。

Prime Deeric Skin搭載モデル
 （プライムディアリックスキン）
高い耐久性と鹿革調の柔らかな風合いを
兼ね備えた新開発の平裏素材を採用。捕
球時のさらなる好感触を生み出します。

設計パターンの改良によってポジション別の剛性を保ちつつ、
グラブのさらなる軽量化と操作性アップを実現しました。最適剛性設計（特許 4063792）

 【外野手用】  2GS-51007 H

〈ミズノプロ〉バイオソウルテクノロジーファインセレクション 2GS-588  ¥36,750  （本体  ¥35,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドインスパイアUL（天然皮革:牛革）  　●中国製      　●受注生産　●革ソフトボール対応　
★  2011年2月発売 

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2GS-510  ¥19,950  （本体  ¥19,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティア（天然皮革:牛革）  　●中国製､フィリピン製      　●革ソフトボール対応 

 【内野手用】  2GS-58813 
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ソフトボールを包み込む、幅広い土手部と丸みを帯びたフォルム。
打球の衝撃を和らげる、ウェブ周りの工夫など。目指したのは、ファーストミット
さながらの捕りやすさ。〈ビクトリーステージ〉ソノラス。

全日本チームのグラブイメージをデザインに、
守備力強化のための基本性能を落とし込んだ設計。
手にすれば、運命の女神（Fortuna）が、勝利を呼び込む。NEWフォルトゥーナ、誕生。

親指押え紐
親指の締めつけ具合を自由に
調整可能。自分好みのフィーリ
ングで親指袋のスペースを確
保でき、親指を芯の上にしっか
りと固定できます。

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意
味を込めたリストラップデザイ
ン。目標に向かって伸びゆく
様を表現しています。

（52）★ （2903） （2903） （52）★

 【オールラウンド用】  2GS-51120 H

（52）★ （2903）

ナチュラル（47） ブラック＊ローズブラウン（0966） ブラック（09） （09） ローズブラウン＊ブラック（6609） （47）

 【オールラウンド用】  2GS-50100 

（6609） （47）（09） （09）（47）

forソフトボールヒンジ
3号ボールの衝撃に負けず、
土手部をワイドにしっかりと
固定できるソフトボール専用
設計です。

ウェブ受球面　　　　ウェブ背面
ウェブ下の構造とウェブ周りの補強により、捕球時の衝撃
を緩和。また、ウェブ下部のポケット位置でしっかりと捕球で
きる設計となっています。 Dブルー＊シルバー（2903） スプレンディッドオレンジ（52）★

 【オールラウンド用】  2GS-51100 

H H

H

上野モデル（ルネサスエレクトロニクス）
2GS-50110

（0966）

勝利の女神が、ディフェンスの味方に。

〈ビクトリーステージ〉フォルトゥーナ 2GS-501  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ） 
 ●受球面／背面：マージミットレザー（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製　★    　＊品番によりカラーの設定が異なりますのでご注意ください｡  　 

 【オールラウンド用】  2GS-50120  【オールラウンド用】  2GS-50130 

ソフトボール専用に、計算されたフォルムを持つ。

〈ビクトリーステージ〉ソノラス 2GS-511  ¥14,700  （本体  ¥14,000  ） 
 ●受球面／背面：マージミットレザーEX（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製         

 【オールラウンド用】  2GS-51110 H 【オールラウンド用】  2GS-51130 
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

NEW GACHI専用親指芯構造
グラブの屈曲をサポートする親指芯のスリットパターン
を、グラブの形状に合わせて改良。親指の力がさらに
伝わりやすくなりました

GACHI専用マーク
グラブの本体カラーと連動したマークカラーを採用。統一感あるデザインで、
個性がさらに輝きます。

（47） （0964） （09）

H

（47） （0964） （09）

 【オールラウンド用】  2GS-50310 

ブラック（09）

H

（09）

H

ブラック（09） ナチュラル（47） ブラック＊ピンク（0964）

 【オールラウンド用】  2GS-50300 

（09） （47）

（47） （09） （09） （47）ナチュラル（47） ブラック（09）

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設
定。グラブの開閉がしやすくなり、
より軽快なプレイを生み出します。

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設
定。グラブの開閉がしやすくなり、
より軽快なプレイを生み出します。

（0964） （09） （47）

H

（09） （47） （0964）

H

フレックスウェブ H フレックスウェブ

フレックスウェブ フレックスウェブ

H フレックスウェブ

フレックスウェブ

即実戦で、大きなソフトボールも“ガチ捕り”。

ガチ 2GS-503  ¥10,500  （本体  ¥10,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★　 

 【オールラウンド用】  2GS-50320  【オールラウンド用】  2GS-50330  【オールラウンド用】  2GS-50340 

プレイを、もっと手軽に。ソフトボールを、さらに身近に。

ポップロック 2GS-504  ¥8,820  （本体  ¥8,400  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイド（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　      ★  2011年1月発売 

 【オールラウンド用】  2GS-50400 

 【オールラウンド用】  2GS-50410 

 【オールラウンド用】  2GS-50420  【オールラウンド用】  2GS-50430 

初めてのソフトボールでも、きっとプレイに夢中。

フレンドシップ 2GS-535  ¥7,980  （本体  ¥7,600  ） 
 ●受球面／背面：クイッククローズ（天然皮革:牛革）  　●ベトナム製         

 【オールラウンド用】  2GS-53500  【オールラウンド用】  2GS-53510 
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グローバルエリート
マーク
ブランドのマークは刺繍では
なく立体的なシリコン仕様
に。ミットにさらなるグレード感
を創出します。
（硬式用とは異なります）

クレストハイドライティア
手当たりの優しさを実現するために、仕上げ工程に工夫を
凝らしたレザー。使い込むほど手にしっくりと馴じみます。

ブラック（09） ブラック（09）ナチュラル（47） ナチュラル（47） ブラック＊シルバー（0903）

クリアオレンジ（51） レッド＊シルバー（6203） クリアオレンジ＊ブラック（5109）

（09） （66）ローズブラウン（66） ブラック（09）

 【捕手用】  2CS-50100 

ブラック＊シルバー（0903）

キャッチャーミットとファーストミットの中間形状で
操作性の良いモデル。

GACHI専用マーク
グラブの本体カラーと連動したマークカラーを採用。
統一感あるデザインで、個性がさらに輝きます。

ナチュラル＊ブラック（4709）ブラック（09）

H 【捕手･一塁手兼用】  2CS-50200 

 【一塁手用】  2IS-51000 H

2CS-50100よりやや小ぶりなタイプになります。

ナチュラル（47）

 【捕手用】  2CS-50110 コンパクトタイプ

ワイドヒンジ設計でポケットを幅広く、しかも深く仕上げた、
コンパクト＆軽量タイプのファーストミット。

ブラック（09）

 【一塁手用】  2IS-50100 小笠原型H

 【捕手用】  2CS-51000 

秘めた実力は、絶妙な軽さで解き放つ。

〈グローバルエリート〉ライペック～Lシリーズ～ 2CS/IS-510  ¥19,950  （本体  ¥19,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドライティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　●革ソフトボール対応         

フォルムは飾らず。捕球性能にこだわった本格派。

〈ビクトリーステージ〉 2CS/IS-501  ¥13,650  （本体  ¥13,000  ） 
 ●受球面／背面：プレンタッチ（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★ 　＊2CS50100・2CS50110は左投げ用のオーダーが可能です。（価格は30％UPになります。）

キャッチャー&ファースト、W対応の“ガチ”ミット誕生。

ガチ 2CS-502  ¥11,550  （本体  ¥11,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★   



ジュニアソフトボール用
SOFTBALL  for JUNIOR

A-39
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

ナチュラル（47）ブラック（09） クリアオレンジ（51） ブラック（09）

●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

フレックスウェブ
（特許3871565）
ウェブ上端部にスリット構造
を設定。グラブの開閉がしや
すくなり、より軽快イを生み出
します。

GACHI専用マーク
グラブの本体カラーと連動したマークカラーを採用。統一感
あるデザイン、個性がさらに輝きます。

（51） （09） （09） （51）

三本指連結固定
小指掛けの横に指固定用
のリングを装着。薬指と中指
をホールドすることで三本指
に力を加えやすくなり、より軽
快&イージーなキャッチングを
可能にします。

Rブルー（22） ブラック（09） （09） （22） （22） （09）

ブラック（09） クリアオレンジ（51）

フレックスウェブ
（特許3871565）
ウェブ上端部にスリット構造
を設定。グラブの開閉がしや
すくなり、より軽快イを生み出
します。

2つの基本型で、選べるポケポケの捕りやすさ。

ポケット×ポケット 2CS-511  ¥8,820  （本体  ¥8,400  ） 
 ●受球面／背面：クイッククローズR（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製         

三本指連結固定型H 【捕手･一塁手兼用】  2CS-51100 H 【捕手･一塁手兼用】  2CS-51110 

ジュニアの世界へ、あの“ガチ捕り”がついに参戦!!

ガチ 2GS-505  ¥8,400  （本体  ¥8,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　      ★   

SIZE：Mフレックスウェブ 【オールラウンド用】  2GS-50500 

SIZE：LフレックスウェブH 【オールラウンド用】  2GS-50510 SIZE：LLフレックスウェブH 【オールラウンド用】  2GS-50520 

プロの感触を、ジュニアの手にぴったりアレンジ。

プロモデル 2GS-507  ¥7,350  （本体  ¥7,000  ） 
 ●受球面／背面：クイッククローズR（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　  ★ 

SIZE：Sフレックスウェブ 【荒木モデル】  2GS-50700 SIZE：MフレックスウェブH 【井端モデル】  2GS-50710 H SIZE：L 【ICHIROモデル】  2GS-50720 



●専用袋付き

スプレンディッドオレンジ（52）

（52）

（09）

ブラック（09） ブラック（09）

ブラック（09）

（52）

（09）

■設計開発の方向性
●手が小さいプレイヤー特有のグラブ開閉時における手圧分布を
計測。そのデータを分析して、グラブと手との位置関係が、捕球にとって
理想的なものになるようなグラブ内部設計。
●グラブ内の位置関係だけでなく、グラブと人間との接点（Human 
Face）でストレスがかからないように、フィーリングへもさらに考慮し
た設計。

プレイヤーの無意識（潜在的）のニーズに応えた設計（Design）

プロが鍛えた捕球力を、ジュニアが操れる設計に。

〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター 2CL/IL-701  ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
 ●受球面／背面：ダイアクレストEX（天然皮革:牛革）  　●中国製　      ★  2011年1月発売 

プロの感性を刻み、ジュニアが望む完成形へ。

〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター 2GL-701  ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
 ●受球面／背面：ダイアクレストEX（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★  2011年1月発売 

実戦で鍛えたプロのグラブ形状をベースに、
少年の握力や手のサイズを考慮して、内部構造をカスタマイズ。
ジュニアの守備力をさらに理想へ近づける、
〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター。

指カバー付フレックス構造/Vノッチ
グラブのフレックス感をさらに高
めるため、小指部に切れ込み
を設定。Fライニングによる一
体感とあいまって、ジュニアの
弱い握力であってもスムーズな
グラブ開閉を生み出します。

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意
味を込めたリストラップデザイ
ン。目標に向かって伸びゆく
様を表現しています。 SIZE：L 【オールラウンド用】  2GL-70100  H 指カバー付岸型

SIZE：M 【オールラウンド用】  2GL-70110   H 井端型 SIZE：LL 【オールラウンド用】  2GL-70120  H ICHIRO型

■グラブ構造への展開
●最適手入れ位置サポート
指袋（特許出願中）
手が小さい選手は、グラブ

を閉じる時に小指方向へ偏っ
て力を入れる傾向にある。

そうするとグラブのもつ良い型が維持されず、
捕球性能も落ちてしまう。

そこで指袋（ライニング）の指又を単に下げるだけでなく、パ
ターン・縫製方向角度（ライン）を見直し、手の小さいプレイヤ
ーに最適なグラブとの一体感＆サポートを実現。

ナチュラルバック
ミットが立てやすいバックス
タイルを採用。ピッチャー
の投げやすさをサポートし
ます。

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との
意味を込めたリストラップ
デザイン。目標に向かって
伸びゆく様を表現してい
ます。

 【一塁手用】  2IL-70100  H 小笠原型

やや深いポケットでしっかり捕球できる形状。
背面はナチュラルバックを採用し、スローイングにも移行しやすい軽量モデルです。

ワイドヒンジ設計でポケットを幅広く、しかも深く仕上げた、
コンパクト＆軽量タイプのファーストミット。

阿部型 【捕手用】  2CL-70100 

柔らかく、捕りやすく。硬式ジュニアに捧げる本格派。

〈ビクトリーステージ〉 2GL-702  ¥18,900  （本体  ¥18,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイド（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★  2011年1月発売 

SIZE：S 【オールラウンド用】  2GL-70200 SIZE：M 【オールラウンド用】  2GL-70210 SIZE：L 【オールラウンド用】  2GL-70220 H  

A-40
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少年硬式用
HARD BALL for JUNIOR



ブラック（09） ナチュラル（47）

（47）

（47）

スプレンディッドオレンジ（52） （52） （52）

（47）

（47）

（47）

（09）

（09）

ブラック（09） （09） （09）

（09）

（09）

（09）

ワイドヒンジ

フレックスウェブ
（特許3871565）
ウェブ上端部にスリット構
造を設定。グラブの開閉
がしやすくなり、より軽快イ
を生み出します。

プロの信じるあのグラブ形状が、ジュニア専用設計の内部構造とあいまって、
小さな手でも自在に操れる仕上がりに。
軟式ジュニアのプレイを変えるのは、やはりこのダイアモンドマスター。

シンプルボディの中に備えた基本性能、そのグレードの高さが違う。フォルムは飾らず。されど捕りやすく。
進化を遂げたウィンパルス、軟式ジュニアモデルに登場。

フレックス構造/Vノッチ
グラブのフレックス感をさら
に高めるため、小指部に
切れ込みを設定。Fライニ
ングによる一体感とあい
まって、ジュニアの弱い握
力であってもスムーズなグ
ラブ開閉を生み出します。

SIZE：LL 【オールラウンド用】  2GY-80150  H ICHIRO型

■設計開発の方向性
●手が小さいプレイヤー特有のグラブ開閉時における手圧分布を
計測。そのデータを分析して、グラブと手との位置関係が、捕球にとって
理想的なものになるようなグラブ内部設計。
●グラブ内の位置関係だけでなく、グラブと人間との接点（Human 
Face）でストレスがかからないように、フィーリングへもさらに考慮し
た設計。

プレイヤーの無意識（潜在的）のニーズに応えた設計（Design）

■グラブ構造への展開
●最適手入れ位置サポート
指袋（特許出願中）
手が小さい選手は、グラブ

を閉じる時に小指方向へ偏っ
て力を入れる傾向にある。

そうするとグラブのもつ良い型が維持されず、
捕球性能も落ちてしまう。

そこで指袋（ライニング）の指又を単に下げるだけでなく、パ
ターン・縫製方向角度（ライン）を見直し、手の小さいプレイヤ
ーに最適なグラブとの一体感＆サポートを実現。

アイビーライン
（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との
意味を込めたリストラップ
デザイン。目標に向かって
伸びゆく様を表現してい
ます。

指カバー付

SIZE：M 【オールラウンド用】  2GY-80200 SIZE：L 【オールラウンド用】  2GY-80210 SIZE：LL 【オールラウンド用】  2GY-80220  H

プロの守備エッセンスを、ジュニア専用にカスタマイズ。

〈ビクトリーステージ〉ダイアモンドマスター 2GY-801  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ） 
 ●受球面／背面：グレイスレザー(天然皮革:牛革)  　●フィリピン製      　★   

シンプルイズザベストの輝きが、ジュニアの闘いに。

〈ビクトリーステージ〉ウィンパルス ザ セカンド 2GY-802  ¥10,500  （本体  ¥10,000  ） 
 ●受球面／背面：エクシードレザー（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★   

SIZE：L 【オールラウンド用】  2GY-80100  H 指カバー付岸型 フレックスウェブ

SIZE：M荒木型 【オールラウンド用】  2GY-80110 
ワイドヒンジフレックスウェブ

SIZE：L小笠原型 【オールラウンド用】  2GY-80130 
ワイドヒンジフレックスウェブ

SIZE：L 【オールラウンド用】 2GY-80140 H 亀井型

フレックスウェブ

井端型 【オールラウンド用】  2GY-80120 
フレックスウェブ

SIZE：M

A-41
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。
少年軟式用
RUBBER-BALL for JUNIOR

●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。



A-42
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球界を代表するトッププロの守備フィーリングが、
軟式ジュニアのプレイを万全サポート。
つぎのゲームは、憧れのプロのチカラで挑め。
ミズノのプロフェッショナルシリーズ。

指カバー付 ワイドヒンジ

Iブラック（092）のモデル
には、ウェブ部にランバード
マークあり。

良く開くグラブ設計で、
深めのポケットもワイドに使えるモデル。

Iブラック（092） ブラック（09）

クリアオレンジ＊ブラック（5109）ブラック（09） ローズブラウン（66）ブラック（09）

（09） （092）
ICHIROモデル H

＊ 野球・ソフトボール用具規則では「投手用グラブの商標・マーク類は白、灰色以外の色でなければならない」と定めら
れています。そのためプラチナカラーマークの投手用グラブは公式試合では使用できません。

ジュニアの舞台で、あのプロの守備力が夢の競演。

プロフェッショナル 2GY-803  ¥9,870  （本体  ¥9,400  ） 
 ●受球面／背面：ライティマックス（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　 ★　＊   品番によりカラーの設定が異なりますのでご注意ください｡ 

   2GY-80307 

   2GY-80327 

アイビーライン（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意味を込めたリストラップデザイン。
目標に向かって伸びゆく様を表現しています。
（2GY-80313に採用）

H

ワイドヒンジがもうひとつのポケットを生み出し、
守備力をサポート。

荒木モデル
2GY-80303 ワイドヒンジ SIZE：M

しっかりしたウェブとワイドヒンジで、
ハードキャッチを実現。

小笠原モデル
2GY-80323 ワイドヒンジ SIZE：L

H SIZE：M

SIZE：LL

確実性を重視した深めのポケット形状が、
しっかりキャッチを実現。

井端モデル
2GY-80313 SIZE：L

ヨコトジダブル芯による親指のしっかり感。
深めのポケットと個性あるウェブで球の握りを隠します。

石川雅モデル
  2GY-80301 H 指カバー付 SIZE：L

ブラック（09） ローズブラウン（66）

ブラック（09） クリアオレンジ（51）クリアオレンジ（51）ブラック（09）

オーソドックスな基本型が、
確実なキャッチングを実現。

MATSUIモデル
2GY-80317 SIZE：LH
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時のものです。
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

しっかりつかめるガチ捕り性能がアップして、さらにジュニアの即戦力に。
ライバルにグッと差をつけるなら、選ぶのはこの“ガチ”シリーズ。

GACHI専用マーク
グラブの本体カラーと連動したマークカラーを採用。統一感あるデザインで、個性がさらに輝きます。

NEW GACHI専用親指芯構造
グラブの屈曲をサポートする親指芯のスリットパターンを、グ
ラブの形状に合わせて改良。親指の力がさらに伝わりやす
くなりました。

ブラック（09） ナチュラル（47） スプレンディッドオレンジ（52）

（47） （52）（09） （47）ナチュラルライム（40） （09）

（47） （52）（40） （09）（09） （47）

（40） （09）（09） （52）（47） （47）

さらに“ガチ捕り”。これがジュニアの新・即戦力。

ガチ 2GY-804  ¥8,400  （本体  ¥8,000  ） 
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製　★　＊  品番によりカラーの設定が異なりますのでご注意ください｡     

H 【オールラウンド用】  2GY-80410 SIZE：Sフレックスウェブ

H 【オールラウンド用】  2GY-80440 SIZE：Lフレックスウェブ

H 【オールラウンド用】  2GY-80420 フレックスウェブ SIZE：M

 【オールラウンド用】  2GY-80430 フレックスウェブ SIZE：M

 【オールラウンド用】  2GY-80450 SIZE：Lフレックスウェブ  【オールラウンド用】  2GY-80460 SIZE：LLH フレックスウェブ

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を
設定。グラブの開閉がしやすく
なり、より軽快なプレイを生み
出します。

 【オールラウンド用】  2GY-80400 フレックスウェブ SIZE：SS
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プロが磨いたこだわりの感触を、少年の手にぴったりアレンジ。
こんどのゲームはプロモデルを手に、あの憧れの選手にもっと近づこう。

（09） （52） （52） （09）

サイズや曲げやすさの工夫など、すべては初めてのプレイを万全サポートするための設計。
手にすれば、きっと野球が好きになる。ワイルドキッズコレクション、新登場。

ワイドヒンジ

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造を設定。
グラブの開閉がしやすくなり、より軽
快なプレイを生み出します。

フレックス構造/Vノッチ
グラブのフレックス感をさらに高める
ため、小指部に切れ込みを設定。F
ライニングによる一体感とあいまっ
て、ジュニアの弱い握力であってもス
ムーズなグラブ開閉を生み出します。

手口調整ベルト
手口の大きさをお好みのサイズに調
整可能。その手にぴったりの装着感
が得られます。

ブラック（09）

●対象目安：幼稚園年中
 【オールラウンド用】  2GY-80600  H  ¥4,200（本体 ¥4,000）　SIZE：5S

（09）

●対象目安：幼稚園年少
 【オールラウンド用】  2GY-80700  H  ¥3,150（本体 ¥3,000）　SIZE：7S

（09）

手口調整ベルト
手口の大きさをお好みのサ
イズに調整可能。その手に
ぴったりの装着感が得られ
ます。

フレックスウェブ
（特許3871565）

ウェブ上端部にスリット構造
を設定。グラブの開閉がしや
すくなり、より軽快なプレイを
生み出します。

手にした瞬間、プレイはもうプロ気分。

プロモデル 2GY-813  ¥7,350  （本体  ¥7,000  ） 
 ●受球面／背面：クイッククローズR（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製         

やきゅうであそぼう。元気なキッズのベストパートナー誕生。

ワイルドキッズ 2GY-805/806/807
 ●受球面／背面：ピッグスキン(天然皮革:豚革)  　●フィリピン製      　★ 

 【ICHIROモデル】  2GY-81340 H SIZE：L

（09） （52） （09） （52）

 【ICHIROモデル】  2GY-81320 H SIZE：M

スプレンディッドオレンジ（52） ブラック（09）

 【荒木モデル】  2GY-81300 H ワイドヒンジ フレックスウェブ SIZE：SS

 【井端モデル】  2GY-81330 H フレックスウェブ SIZE：M

 【MATSUIモデル】  2GY-81310 H フレックスウェブ SIZE：S

●対象目安：幼稚園年長
 【オールラウンド用】  2GY-80500  H  ¥5,250（本体 ¥5,000）　SIZE：3S
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★印は新製品です。H左投げ用もあります。

ナチュラルバック
ミットが立てやすいバッ
クスタイルを採用。ピッ
チャーの投げやすさをサ
ポートします。

フォルムもサイズも、ジュニア専用にプロのノウハウを凝縮。
ひとつ上の捕球力を目指すなら、ダイアモンドマスター・ミットシリーズ。

●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時のものです。
●グラブサイズは、受球面革の人差し指先端からその付け根までと、そこから土手部の端までの距離を足した長さになります。ゆえに同サイズであっても、捕球部（ポケット）の奥行き（＝深さ）によって、仕上がりの大きさは各モデルで異なります。
●現在の染色技術では、天然皮革の多少の色落ちは避けられません。特に赤や青色系の色に関しては元々の色が鮮やかなため、色が落ちたり他の物に付着した場合、目立つおそれがありますので、ご注意ください。
●裏革（裏面）が表革（受球面）と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブをはめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。
●商品の色は革のナメシおよび天然素材の染色工程上、ロットにより多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ウェブ下中央に深いポケットを設定できるモデル。 野手からの送球、打球に対する捕球など、すべてがバランス良く扱いやすいモデル。

ブラック（09） クリアオレンジ＊ブラック（5109） ブラック（09） ブラック＊シルバー（0903）

開閉しやすい新ミット構造で、ジュニアの握力でも操作が一段と軽快に。
自然と捕球が上手くなる、NEW“ガチ”ミット誕生。

GACHI専用マーク
ミットの本体カラーと連動したマークカラーを
採用。統一感あるデザインで、個性がさらに
輝きます。

H 新井型

アイビーライン（IBE LINE）
目指す自分（“I Be”）との意味を込めたリストラップ
デザイン。目標に向かって伸びゆく様を表現してい
ます。

三本指連結固定
小指掛けの横に指固定用のリ
ングを装着。薬指と中指をホー
ルドすることで三本指に力を加
えやすくなり、より軽快&イージー
なキャッチングを可能にします。

ナチュラルバック
ミットが立てやすいバックスタイ
ルを採用。ピッチャーの投げやす
さをサポートします。 スプレンディッドオレンジ（52） ブラック（09）

ブラック（09） ブラック（09）ナチュラル（47） ナチュラル（47）

石原ライナー型 【捕手用】  2CY-80110  【一塁手用】  2IY-80100 

 ¥10,500  （本体  ¥10,000  ） 

ますます軽快。ジュニアに捧げる“ガチ捕り”ミット。

ガチ 2CY/IY-802
 ●受球面／背面：クレストハイドソフティア（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★   

 【捕手用】  2CY-80200 

 【捕手用】  2CY-80210 H 【一塁手用】  2IY-80200 

プロの捕球力を、もっとジュニアに使いやすく。

<ビクトリーステージ>ダイアモンドマスター 2CY/IY-801  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ） 
 ●受球面／背面：マージミットレザー（天然皮革:牛革）  　●フィリピン製      　★　＊2CY80100・2CY80110は左投げ用のオーダーが可能です。（価格は30％UPになります。）   

ウェブ中央にやや深めのポケットを設定できる形状。背面にはナチュラルバックを採用した軽量モデル。

ブラック（09） クリアオレンジ（51）

HG-7型 【捕手用】  2CY-80100 



GLOVE ACCESSORIES
グラブアクセサリー

●レザーケアクリーム＆コンディショナー　●鉱物性油脂、動物性油脂
●ケアクリーム60 、コンディショナー60 　●スポンジ付　●日本製

2ZG-801（出荷単位6） ¥2,940（本体¥2,800）

グラブ・ミットは購入時、スムーズに操作できるよう革の硬さを調整し、自分の手の感触に馴じませる必要があります。また、長期間使用していると革が
へたり、本来の性能が損なわれてしまう場合があるため、革に適度な硬さを与えておくことも大切です。愛着のあるグラブ・ミットを末長く、ベストな状態
でお使いいただくために。日頃からのこまめなお手入れを心がけてください。

使い慣らしたグラブ・ミットの感触を、ずっとベストな状態に。　

ミズノプロ・シリーズ

ストロングオイルの効能に合わせて、
革表面にグリップ感を与えます。

グラブ・ミットに柔軟性と耐久性を与える
オーソドックスな固形保革油（ストロングオイル）

ケアクリーム：ご購入後、グラブをお好みのフィー
リングに仕上げる時に、受球面側のポケット部や
小指部など、革を柔らかくしたい箇所に使用して
ください。

●タイプ別特長

適量を取り分けたり、薄く塗り伸ばしやす
いので、最も使いやすいタイプになります。

箇所をしぼった塗布に向いていますが、速
やかに革へ吸収されるので、塗り過ぎには
注意してください。

塗り伸ばしやすさに優れています。
固体と液体の中間的な特徴があります。

手を汚さずに噴きかけることができますが、
量の調節が難しいため、塗り過ぎには気
を付けてください。

■グラブ・ミットがなじむまでの
　型付け用

まだ未使用の革を柔らかくするために、オイルを全体的に薄くのばして塗っていきます。革の表面がしっとりとし、ボールの食いつきがよく
なります。また、実際にグラブやミットに手を入れて、つくりたい型をイメージしながら何度も感触を確かめてみること。それを繰り返すことで、
自分のフィーリングにぴったりのフォルムが徐々につくられていきます。仕上槌などでポケット部を叩くのも、型づくりに効果的です。

●ストロングオイル　
●動物性油脂、植物性油脂、
硬化脂肪酸類　●保革油

●固形65 　●日本製

2ZG-503（出荷単位10）
¥473（本体¥450）

●ネオストロングオイル
●保革油　●固形120g
●鉱物性油脂、動物性油脂
●日本製

2ZG-580（出荷単位6）
¥840（本体¥800）

お手入れに必要なオイルや
ローションをセットにした、
便利な携帯パック。

●グラブ仕上槌　●木製
●全長21.5㎝、φ6.6～6.8㎝　●日本製

2ZG-695 ¥1,575（本体¥1,500）

ポケット部を叩くなど、グラブ型付け用の
木製仕上げ槌。

●レザーケアクリーム　●鉱物性油脂、動物性油脂
●クリーム80 　●スポンジ付　●日本製

2ZG-560（出荷単位6） ¥1,365（本体¥1,300）

コンディショナー：グラブの背面側や十分に仕上
がったグラブなど、革を柔らかくせずに保革した
い箇所にご使用ください。

柔軟性を与えるケアクリーム（2ZG-
560）と皮革状態を維持するコンディ
ショナー（2ZG-569）が、スポンジも
収納できる新形状容器でセットになり
ました。

固形タイプ

●カラーストロングオイル（スティック型）　
●保革着色油　●固形35 　●鉱物性油脂、動物性油脂
●スプレンディッドオレンジ（52）、ローズブラウン（66）　●日本製

2ZG-805（出荷単位6） ¥525（本体¥500）

固形タイプ 液体タイプ ジェルタイプ ムースタイプ スプレータイプ

グラブ部位でオイルを使い分けて
最適な仕上がり！

グラブ・ミットに柔軟性を与える、
浸透性が良くベトつきの少ない
〈ミズノプロ〉レザーケアクリーム。

●グラブお手入れセット
●セット内容/液体ローション（動物
性油脂、植物性油脂、硬化脂肪
酸類、つや出し、亀裂防止、保革
剤）40 、ストロングオイル（動物
性油脂、植物性油脂、硬化脂肪
酸類、保革剤）40g、汚れ取りブラ
シ、オイル塗り用スポンジ、仕上げ
ツヤ出しブラシ各1個　●日本製

2ZG-532
¥1,575（本体¥1,500）

ワンタッチで塗りやすいスティックタイプ。

●ボール型オイル　
●動物性油脂、植物性油脂、硬化脂肪酸類　
●固形40g　●スポンジ付　●日本製

2ZG-552（出荷単位10） ¥630（本体¥600）

硬球サイズのボール型ケースに、
オイルとスポンジをセット。
ケースをグラブポケットにはさめば、
型くずれを防ぐのに効果的です。

ストロングオイルにカラー染料を加えることで、
グラブの色落ちを防ぐのに効果的です。

●カラーストロングオイル　
●保革着色油　●固形65 　●鉱物性油脂、動物性油脂
オレンジ（54）、 ブラウン（58）、 ブラック（09）、
ロイヤルブルー（22）、 ナチュラル（47）、
ナチュラルライム（40）、 Dブルー（29）、 レッド（62）

2ZG-802（出荷単位10） ¥525（本体¥500）

★
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ミズノプロ・シリーズ

■日常のお手入れ用 練習やゲームで使ったあとは、まず革についた汚れを落としてからオイルを薄く塗ってください。土で擦れたり強い陽差しを浴びたりと、長く使い続けてグラブの変色が目立
つ場合は、革と同系色のカラーオイルを使うのが効果的。オイルそのものに含まれた染料が塗るたびに革へと浸透し、保革と同時に革の色あせも抑えることができます。
また、汗をかきやすい夏場は裏革部（手を入れる部分）に専用の消臭剤を吹きつければ、気になる汗の臭いもシャットアウト。ただし、いずれも塗りすぎにはご注意ください。
オイルはゲーム直前に使用するとプレーに悪影響を与える可能性がありますので、あくまでもケアは「使いたいときに」ではなく「日頃から定期的に」を心がけましょう。

●レザーケアクリーム　●ヒアルロン酸、コラーゲン、植物性オイル、
　動物性オイル　●クリーム50g　●日本製

2ZG-800（出荷単位6） ¥2,520（本体¥2,400）

油分ではなく、保湿成分（ヒアルロン酸）でグラブをしっと
りさせるため、繰り返しのお手入れでも重くなりません。
使い込んで仕上がったグラブケアに最適！

◎保湿成分/ヒアルロン酸／従来のグラブケアは、オイルによって皮革の
しっとり感をキープしていた。（問題点：手入れをやり過ぎると、オイルの油
分が浸透しすぎてグラブが重くなる。）それを解決するのがこのクリーム！ 
オイルではない保湿成分（ヒアルロン酸）で皮革表面の保湿力を高め、
グラブ皮革のしっとり感を維持します。
★グラブを柔らかくすることなくしっとりさせるの
で、馴染んできたグラブに使用して頂くのに最適!!
※ヒアルロン酸：化粧品に用いられる保湿効果に
特に優れた成分。ゆえにスポンジではなく、素手で
塗ることが可能。

●レザーコンディショナー　
●鉱物性油脂、動物性油脂　●クリーム60 　
●2層スポンジ付　●日本製

2ZG-569（出荷単位6） ¥1,890（本体¥1,800）

グラブ・ミット革の良い状態を維持させるのに最
適な保革油で、繰り返しのお手入れでも、グラブ
が重くなりにくい特徴を持っています。また化粧
品グレードオイル（ミンクオイル、スクワラン）を主
原料としており、オイルの伸びが非常に良く、ベト
つきが残らずサラッとした仕上がりになります。
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●レザーシャインジェルフォーム（つや出し）
●植物性ワックス、パラフィン系ワック
ス、マイクロワックス　●ジェル110g  

●スポンジ、ブラシ、不織布付　●日本製

2ZG-566（出荷単位6）
¥1,680（本体¥1,600）

●ネオレザーセットオイル
●植物性油脂、パラフィン系溶剤
●液体70  　
●スポンジ付容器　●日本製

2ZG-561（出荷単位10）
¥1,050（本体¥1,000）

●ネオレザーベイスメント　
●鉱物性油脂、植物性油脂
●液体70 　
●スポンジ付容器　●日本製

2ZG-565（出荷単位10）
¥1,050（本体¥1,000）

●ネオレザーカラーセットオイル　
●植物性油脂、パラフィン系溶剤　
●液体70    ●スポンジ付容器   ●日本製

2ZG-564ブラック（09）（出荷単位10）
2ZG-562オレンジ（54）（出荷単位10）

¥1,050（本体¥1,000） ●クレンジングローション　
●パラフィン、非イオン界面活性剤、アミノ
酸成分保湿剤、精製水　●液体100    

●スポンジ付　●日本製

2ZG-803（出荷単位6）
¥1,260（本体¥1,200）

■使い込んだグラブ･ミットのケア用
長く使い続けたグラブ手入れ
内部をスッキリさせるには、除
菌効果もあるウェットグラブク
リーナーがお薦めです。また、
使い込んだグラブやミットは、実
際に使うとき以外はあまり触り
すぎないように。もちろん使用
後のお手入れは必要ですが、
いい感触を長く保ち続けるた
めに、できるだけ静かに保管し
ておくことも大切です。

汚れ落とし効果があり、
また亀裂防止やつや出し効果があります。

スプレータイプのストロングオイル。

●レザーローション　
●保革、つや出し、亀裂防止  ●100   
●パラフィン系溶剤、動物性油脂、精製水
●スポンジ付　
●日本製

2ZG-521（出荷単位10）¥525（本体¥500）

グラブ・ミット手入れ内部の汚れを落とす
ウェットクリーナー。
除菌効果もあります。

●ウェットグラブクリーナー　●3枚1パック　
●手袋式汚れ落とし（不織布）
●天然緑茶エキス、食添用防腐剤、アルコール　●日本製

2ZG-581（出荷単位10） ¥840（本体¥800）

●グラブマスクパック　●3枚1パック　
●ナノリン、界面活性剤、フッ素系オイル、鉱物油
●日本製

2ZG-804（出荷単位6） ¥1,050（本体¥1,000）

■グラブの保管方法にも配慮を
グラブの型くずれを防ぐ一般的
な手段として、ポケットにボール
を挟んで保管しておくという方
法がありますが、紐などできつく
締めすぎてグラブの状態をか
えって悪くしてしまった経験はあ
りませんか? そんなときに役立
つのが保型用のバンドや収納
袋。手に馴じんで使い慣れた
グラブ形状をくずすことなく保
管できるほか、指袋専用の保
型ハンドを併用すれば、フォル
ムだけでなくその手入れ感も
損なうことはありません。

グラブ内の指袋形状を
キープできる保型ハンド。

●グラブ保型ベルト　●クロロプレンゴム
●ブラック（09）、ブルー（27）、レッド（62）　●中国製

2ZG-853 ¥1,050（本体¥1,000）

●グラブ指袋保型ハンド　●人工皮革、ポリエステル
●ブラック（09）　●中国製

2ZG-575 ¥735（本体¥700）

液体タイプ

固くシワになった手袋の感触を、
自然ともとの状態へ近づけます。

●ストロングミンク　
●手袋・グラブ裏革用保革、クリーナー、すべり止め剤
●ムースタイプ100 　
●鉱物性油脂、動物性油脂、界面活性剤、精製水
●日本製

2ZG-525（出荷単位10） ¥945（本体¥900）

ムースタイプ

しっとりするのに重くならない、
まったく新しいグラブクリーム誕生。

ボールをはさんでからベルトを巻くと
グラブ形状を保持できます。

レッド（62）ブルー（27）ブラック（09）

長年使用でへたった
背面指先を
樹脂噴霧で
コーティングして
補強します。
＊塗り過ぎにご注意ください。

●グラブシャキット  ●硬化剤  
●スプレー式65
●アルコール、植物性樹脂　●日本製

2ZA-405（出荷単位10）
¥578（本体¥550）

スプレータイプ

グラブ・ミット・
スパイクの
においを
防ぐ消臭剤です。

●グラブフレッシュ　●芳香消臭剤
●スプレー式100
●消臭原体、アルコール　●日本製

2ZA-423（出荷単位10）
¥788（本体¥750）

スプレータイプ
コスメの美容液を配合し、大切なグラブの皮革に必要な
栄養補給と保湿を
目的に開発した
グラブ専用パック。

●ストロングオイル   
●保革剤   ●スプレー式65
●パラフィン系溶剤、植物性油脂　
●日本製

2ZA-407（出荷単位10）
¥525（本体¥500）

スプレータイプ

（装着例）

★印は新製品です。
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とくに親指掛けはグラブさば
きに大きな影響を与えます。
ゆるすぎると親指の力が効か
ないばかりか、つき指の原因
にもなりかねません。ゲーム
の前などはチェックを忘れずに。

①親指･小指掛け
指先の紐がゆるくなっていると、
強い打球に指先が負けたり、
ポケットが浅くなったりします。
適度に締め直して、自分のフ
ィーリングに合うよう微調整し
てください。

②指先紐
ナチュラルバックは背面のベ
ロ部分の紐の穴を変えること
で、手口をきつくすることがで
きます。また、手口のトジ紐を
ゆるめれば、ゆったりとした手
入れ感になります。

③手口紐

締め紐の調整

●ブラック芯通し（09）
2ZG-535（出荷単位10）1

●コルク芯通し（49）
2ZG-546（出荷単位10）2

●オレンジ芯通し（54）
2ZG-533（出荷単位10）3

●ナチュラル芯通し（47）
2ZG-542（出荷単位10）4

●シルバー芯通し（03）
2ZG-543（出荷単位10）5

●ロイヤルブルー芯通し（22）
2ZG-544（出荷単位10）6

●レッド芯通し（62）
2ZG-545（出荷単位10）7

●スプレンディッドオレンジ芯通し（52）
2ZG-547（出荷単位10）8

●ナチュラルライム芯通し（40）
2ZG-553（出荷単位10）9

●Dブルー芯通し（29）
2ZG-554（出荷単位10）10

●ダージリン芯通し（58）
2ZG-555（出荷単位10）11

●天然皮革（牛革）　●ブラック（09）、オレンジ（54）、ナチュラル（47）　●日本製グラブ補修用ウェブ  ¥1,260（本体¥1,200）

●天然皮革（牛革）　●サイズ：長さ150㎝×幅5㎜　●日本製グラブ補修用革ひも グラブ補修用革ひも¥840（本体¥800）

■ベストな状態を保つために グラブ･ミットは打球の強い衝撃を受けることで、締め紐がゆるんだり、ウェブに痛みが生じます。それを放置しておくと、せっかく仕上げ
た型がくずれたり、本来の捕球性能を充分に発揮させることができません。自分好みの感触に合うよう各部の紐を締め直し、痛みの
激しいウェブは取り替えるなど、つねに最高の状態でプレイができるよう、グラブ･ミットを日頃から入念にチェックしておいてください。

115㎜

160㎜ 170㎜

120㎜

100㎜

110㎜

110㎜

115㎜

160㎜

80㎜

135㎜

80㎜

140㎜

80㎜

130㎜

45㎜

45㎜

110㎜

2ZG-228 2ZG-2212ZG-220

2ZG-224 2ZG-2252ZG-223

2ZG-219 2ZG-2272ZG-226

始終

始終

115㎜

95㎜

60㎜

105㎜

始 終

始 終

始終

始終
始終

始終

始

終

始終

始

始

終

終

始終

始 終

始
終

始終

始

始

終

終

まず革の床面（ざらっとした面）
が表にくるように、上下に結
びます。

指掛紐の結び方①
次に革の銀面（滑らかな面）
が表にくるように、左右に結
びます。

指掛紐の結び方②
最後に革が緩んでほどけない
ように、しっかりと締めてくだ
さい。

指掛紐の結び方③

指掛紐の結び方

ミット用2 ミット用3
ファーストミット用

ミット用1

ディープ3ディープ1

タータン1
ディープ2 クロス1内野手用

●天然皮革（牛革）
●USAブラック（09）、USAコルク（59）
●サイズ：長さ180㎝×幅5.5㎜
●フィリピン製　

2ZG-860（出荷単位5）
¥840（本体¥800） ★

2011年5月発売
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お取り扱い上のご注意

●本体色と紐の色が著しく異なる場合は、投手用として使用できないことがあ
りますので、ご注意ください。

●グラブ・ミットの表面に白い粉が出ることがありますが、革の油成分が固まっ
たもので、品質には影響ありません。柔い布で拭き取ってください。

●グラブ・ミットの捕球面革と手を挿入する裏革部との間には、「グリス」と呼
ばれる革の接着及び保革を目的とした材料が入っております。保管状態に
より時間の経過とともに捕球面革の表面に「グリス」の油分がにじみ出るこ
とがありますが、これは保革成分で、品質には影響ありませんのでそのままお
使いください。

●グラブ・ミットの柔軟性や耐久性を持たせるため、保革油等のお手入れ品に
よるお手入れをお勧めします。

●グラブ・ミットの保管は、湿気、熱、直射日光を避け、風通しの良い所で行って
ください。

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

裏革が表革と同皮革の場合、汗などの諸条件により、グラブ・ミットを
はめている手に革の色が付着することがありますので、ご注意ください。

永く使っていると革紐が切れます。使用の前には革紐が痛んでな
いかチェックしてください。革紐が痛んでいる場合はすぐに交換し
てください。特に、ウェブの革紐が切れると危険です。

革紐がゆるんでいる時は、締め直してください。そのまま使ってい
るとボールがすっぽぬけて、危険です。

！

！

！

！

簡単に後付け
できる指カバー。
装着用の
簡易工具付き。

打球やクロスプレイなどの衝撃から手首をサポート。

優れた衝撃吸収性を持つパラショ
ック採用のフィンガープロテクター。

●リストガード　●天然皮革（牛革）、綿/ポリエステル　
●ブラック（09）、ナチュラル（47）　●日本製

2ZG-571 ¥1,260（本体¥1,200）

●スウェットバンド　●綿　
●ナチュラル（47）　●日本製

2ZG-850 ¥1,260（本体¥1,200）

●指カバー　●天然皮革（牛革）　
●ブラック（09）、ナチュラル（47）、オレンジ（54）　●日本製

2ZA-951（出荷単位10） ¥840（本体¥800）

●マルチ袋バックル付
●グラブ、スパイク、マスク収納可
●ポリエステル　
●縦43×横40㎝　●中国製

2ZA-896 ¥840（本体¥800）

●マルチ袋
●グラブ、スパイク、マスク収納可
●ポリエステル　
●縦38×横35㎝　●中国製

2ZA-978 ¥630（本体¥600）

●カスタムメイドフィンガープロテクター
●イソプレン樹脂　●縦12㎝、横10㎝のプレー
トをお湯で温めることで軟化させ、指にフィット
する形状を簡単に実現できます。　●台湾製

2ZA-952 ¥840（本体¥800）

●フィンガープロテクター
●天然皮革（牛革）、綿
●中国製

2ZA-950（出荷単位10）¥525（本体¥500）

グラブやスパイクなどを
入れるのに最適なニット袋。

捕手に多い
突き指時に、
親指を
サポートします。

抗菌・防臭効果のある汗拭き
バンド。手口のフィット感や
衝撃吸収性も高めます。

＊上記の価格はウェブパーツのみの販売価格です。ウェブをグラブ・ミット本体に取り付ける場合は別途
加工費が加算されます（詳細は店頭にてご確認ください）。

＊修理用ウェブは専用の皮革となりますので、定番品・オーダー等の皮革と風合いが異なります。
あらかじめご了承ください。
＊2・3についてはウェブ作成の為、グラブ本体をお借りする場合があります。発注時にご確認お願いします。

グラブ・ミットのウェブ交換・修理について

ミズノのグラブをより長く、安全に使用していただくために。

グラブ・ミットのウェブは左ページに掲載の補修用ウェブ以外に、
カタログ定番品またはオーダーで選択可能なウェブへの交換にも対応いたします。

¥3,150（本体 ¥3,000）　＊品番をあらかじめお知らせ下さい。

¥3,150（本体 ¥3,000）

¥5,250（本体 ¥5,000）

＊仕上がり予定はご発注後21日（営業日）が目安です。

カタログ定番品のウェブと交換する場合1

オーダー選択ウェブ（P.18に掲載）で交換にサイズ変更が必要な場合3

オーダーで選択できるウェブ（P.18に掲載）と交換する場合2

★印は新製品です。
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基本モデルをお選びください。1
長さと質量（10g単位）をお選びください。2 加工方法をお選びください。3

カラーパターンをお選びください。4

グリップエンドに、番号またはイニシャルを4文字まで刻印できます。5

頂点の打撃は、
匠が輝かせる。

自然の産物である木の特性を見極め、一
本の木にバットマンの理想を刻んでいく。
ミズノプロ・メイプルオーダー。そこには、名
匠・久保田五十一 とクラフトディレクター・
名和民夫の技と魂が生み出す、最高峰と
呼ぶにふさわしい打撃力がある。

ノーマル（加工なし） ダイナ加工

＊希望されない方のバットには、各選手の背番号を刻印いたします。

グリップ＊35㎝・45㎝を選択してください。 本体カラー マークカラー

名和  民夫
クラフトディレクター（バット担当）

¥18,900（本体 ¥18,000）硬式用木製 ●メイプル材限定になります。　●日本製2TW-11600

グリップ（35㎝・45㎝選択可能） 本体カラー マークカラー

ブラック

生地出し

赤褐色

コーヒーブラウン
コーヒーブラウン

ブラック

赤褐色

ホワイト シルバー

ホワイト シルバー ゴールド

ホワイト シルバー ゴールド

ゴールド

ブラック

コーヒーブラウン

赤褐色

ホワイト シルバー

ホワイト シルバー ゴールド

ゴールド

ブラック

P.62～P.64に記載のプロスタッフモデル（36モデル）の中からお選びください。

83㎝　 84㎝ 85㎝　 86㎝
870～920g 880～930g

長　さ

質　量

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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ミズノプロ・メイプルオーダー
MIZUNO PRO MAPLE ORDER
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グローバルエリート・オーダー
GLOBAL ELITE ORDER

グリップ（35㎝・45㎝選択可能） 本体カラー マークカラー

ブラック

生地出し

生地出し

赤褐色

コーヒーブラウン
コーヒーブラウン

ブラック

赤褐色

ホワイト シルバー

ホワイト シルバー ゴールド

ホワイト シルバー ゴールド

ゴールド

ブラック

透明 シルバー ゴールドブラック

夢は世界へ、強烈に放つ。
プロの感性が磨いたバット形状と、その手が望む感触を、崇高なるクラフトマンシップでひとつに。 いつか、国境を超えた闘いへ。
大きな夢を見つめるプレイヤーの、世界への突破口を開くのは、グローバルエリート・オーダー。

＊希望されない方のバットには、各選手の背番号を刻印いたします。

グリップ（35㎝・45㎝選択可能） 本体カラー マークカラー

¥10,185（本体 ¥9,700）硬式用ラミバットオーダー ●アオダモ貼りになります。　●日本製2TW-13500

¥9,345（本体 ¥8,900）硬式用竹バットオーダー ●竹材限定になります。　●日本製2TW-13600

¥9,975（本体 ¥9,500）軟式用メイプルオーダー ●メイプル材限定になります。　●日本製2TN-31300

基本モデルをお選びください。1

カラーパターンをお選びください。4

グリップエンドに、番号またはイニシャルを4文字まで刻印できます。5

長さと質量（10g単位）をお選びください。2 ノーマル（加工なし） ダイナ加工
＊軟式用メイプルオーダーでは
ノーマル加工になります。

加工方法をお選びください。3
P.62～P.64に記載のプロスタッフモデル（36モデル）の中からお選びください。

84㎝　 85㎝　 86㎝長　さ
880～930g（硬式用）　700～850g（軟式用）質　量

＊軟式用メイプルオーダーでは本体カラーの透明は選択できません。

仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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【ミズノプロ・メイプルオーダー／グローバルエリート・オーダー】共通基本モデル
●グローバルエリート・オーダーのロゴはグローバルエリートになります。 ＊寸法については質量により多少異なります（参考のための寸法です）。

井端（中日・D6）モデル
特長あるグリップで振り抜きやす
いバランス設計。

荒木（中日・D2）モデル
ヘッドを軽く感じさせる太目のグ
リップで、ヘッドスピードもアッ
プ。操作性良く、ミドルヒッター向
き。

和田（中日・D5）モデル
細いグリップでトップバランス。
しなりで飛ばすロングヒッター向
け。

桧山（阪神・T24）モデル
包み込める小さなグリップエンド
にヘッドを効かせたハンマータイ
プ。パワーを兼ね備えた上級者
向け。

新井（阪神・T25）モデル
広い打球部でミート率もアップ。
大きめのグリップエンドで振り抜
きやすいパワーヒッター向け。

平野（阪神・T5）モデル
細型グリップのパワーヒッター向
け。短く持って安打も稼げる。

林（阪神・T31）モデル
カウンター設計。コンパクトなスイ
ングで安打量産が狙えるバット。

城島（阪神・T2）モデル
角張ったバットの先端と細長の
グリップが特長。トップバランス
のパワーヒッターモデル。

阿部（巨人・G10）モデル
細身のヘッドに安定したグリップ
エンドでバットコントロール抜群。

小笠原（巨人・G2）モデル
パワーがあればロングヒットも狙
える、長距離ヒッター形状。

谷（巨人・G8）モデル
スイートエリアが広く、どんな球種
も瞬時に対応。ミート中心の打
者向けだが、振り切れば長打も
可能。

亀井（巨人・G9）モデル
トップバランスでスイートエリアも
広い設計。フィットするグリップで
操作性アップ。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のモデルは2010年シーズン終了時点のものです。

25.8㎜

54.8㎜

35㎜ 23.5㎜

64.5㎜

27.5㎜

48㎜

35㎜ 24㎜

64.8㎜

24㎜

51.4㎜

34.2㎜ 23.2㎜

65㎜

30㎜

52.2㎜

36㎜ 25㎜

63㎜

38㎜

53.5㎜

36㎜ 24.2㎜

63.5㎜

19.5㎜

50.5㎜

43.5㎜ 23.6㎜

65.4㎜

22㎜

50.2㎜

37㎜ 23.6㎜

62㎜

24.5㎜

52㎜

36㎜ 24㎜

63㎜

24㎜

52.4㎜

44㎜
23.4㎜

62.5㎜

30㎜

51㎜

27.5㎜ 23㎜

66.5㎜

36㎜

53.6㎜

36㎜
24.2㎜

63.8㎜

26.5㎜

53㎜

33.5㎜ 23㎜

64.5㎜
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イ スンヨプ（G25）モデル
グリップ細目で薄いグリップエン
ド。ヘッドが効いたトップバランス
でロングヒッター向け。

松本（巨人・G31）モデル
大きいヘッドでスイートエリアも
拡大。振り抜きやすいアベレージ
ヒッター向け。

宮本（ヤクルト・YS6）モデル
操作性の良いグリップエンドに大
きめヘッドでスイートエリアも拡
大。個性あるミドルヒッター向け。

東出（広島・C2）モデル
コントロール重視のカウンターバ
ランス。細めのヘッドで振り抜き
やすいアベレージヒッター向け。

梵（広島・C6）モデル
大きなグリップエンドにより重心
を手元へ。操作性を重視したカ
ウンター設計。スリムなボディー
でシャープなスイングを可能に。

石原（広島・C31）モデル
アベレージヒッターに最適なバラ
ンス。やや太めのグリップに振り
抜きやすいヘッド形状。

石井（広島・C25）モデル
クセのないオーソドックスな形
状。1番から9番打者まで使える
オールマイティーなバット。

野口（YB5）モデル
ワイドなスイートエリアで打率アッ
プを狙う、アベレージヒッター向
けバット。

村田（横浜・YB25）モデル
操作性の良いグリップに振りぬ
きやすい細めのヘッドでスイング
スピードUP。

吉村（横浜・YB31）モデル
ヘッドが効きながらスイートエリア
をワイドに実現。中・長距離打者
向け。

内川（横浜・YB2）モデル
安定感のあるグリップで操作性
アップ。アベレージヒッターにも
対応。

柴原（ソフトバンク・H1）モデル
グリップ細めでしなりで飛ばす中
距離ヒッター向け。

A-53
(63)

24.5㎜

52㎜

35.8㎜ 23.3㎜

20.5㎜

51.2㎜

44.5㎜ 24.5㎜

64.5㎜

24.6㎜

52.6㎜

35.5㎜ 23.7㎜

63㎜

64㎜

28㎜

53.5㎜

36㎜ 23.5㎜

64.5㎜

26㎜

51㎜

34.5㎜ 24.5㎜

64㎜

23.5㎜

53.9㎜

39.1㎜ 24.5㎜

64㎜

32㎜

55.3㎜

40.5㎜
23.6㎜

62.5㎜

39㎜

53㎜

35.5㎜
24㎜

62.5㎜

27.5㎜

53.8㎜

36㎜ 23.5㎜

64㎜

25㎜

50.6㎜

36.5㎜ 24.5㎜

64㎜

23.8㎜

52㎜

33.5㎜ 24㎜

63㎜

23㎜

52㎜

43.8㎜ 24.2㎜

64㎜



＊寸法については質量により多少異なります（参考のための寸法です）。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のモデルは2010年シーズン終了時点のものです。

小久保（ソフトバンク・H9）モデル
右手と左手のグリップ太さの違
いで、ヘッドを返しやすくしたモデ
ル。

佐藤（西武・L10）モデル
手にフィットする安定感抜群のグ
リップで、操作性UPと無理のな
いスイングバランスを実現。

米野（西武・L36）モデル
シンプルなグリップに細型ヘッ
ド。操作性重視のアベレージ
ヒッター向け。

栗山（西武・L10）モデル
操作性の良いグリップ。振り抜き
やすいパワーヒッター形状。

二岡（北海道日本ハム・F23）モデル
滑らかなテーパー形状が効果
的なしなりを発揮させるミドルヒッ
ターモデル。

T-岡田（オリックス・Bs55）モデル
小さいグリップエンドを利用しミー
トUP。スイートエリアをワイドにし
た長距離ヒッター向け。

大村（Bs6）モデル
ロングヒッター形状ながらも、短く
持つことでアベレージヒッターに
も対応。

田口（オリックス・Bs33）モデル
細めのグリップでしなりを活かし、
打球の加速度もアップ。鋭い打
球で長打も狙えるミドルヒッター
向け。

山﨑（楽天・E7）モデル
小さなグリップエンド一杯に握
れ、ヘッドが効いたパワーヒッ
ター向け。

松井（LAA55）モデル
鋭い変化球にも対応できるビー
ル瓶型の打球部。手にフィットす
るグリップで操作性にも優れた、
長打を狙うパワーヒッター向け。

松井（HM）モデル
ハンマー効果が発揮できる先太
形状。ロングヒッターには少ない
大きなグリップエンド。

イチロー（マリナーズ・I）モデル
角張ったバットの先端が打芯を
先端よりに。また緩やかなテー
パーがしなりを発揮。
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19㎜

47.5㎜

35㎜ 23.5㎜

65.5㎜

27.5㎜

53㎜

34㎜ 24㎜

63㎜

26㎜

25.2㎜

50.5㎜

53㎜

34㎜

34㎜

24㎜

24㎜

64㎜

63.5㎜

24㎜

54.5㎜

35㎜ 24㎜

62㎜

23㎜

50㎜

41㎜ 23.8㎜

66㎜

28㎜

52.8㎜

34㎜ 23.3㎜

63.5㎜

18㎜

48㎜

35.5㎜ 23.2㎜

64.5㎜

26.8㎜

50.4㎜

34㎜ 24㎜

62.5㎜

24.5㎜

52.8㎜

43㎜
23.5㎜

65㎜

24.8㎜

51.2㎜

45㎜
23.3㎜

62.5㎜

21.8㎜

48.5㎜

32.5㎜ 23.8㎜

64.5㎜



グローバルエリート・トレーニングバットオーダー
GLOBAL ELITE TRAINING BAT ORDER

カラーパターンをお選びください。2

～ の本体カラーをお選びください。3

マークカラーをそれぞれお選びください。4

本体/ 生地出し× ブラック（09）　ランバードマーク/ホワイト（01）　グローバルエリートマーク/ホワイト（01）

本体/ 生地出し× ブラック（09）× ホワイト（01）　ランバードマーク/ホワイト（01）　グローバルエリートマーク/ブラック（09）

本体/ 生地出し× ブラック（09）× パステルネイビー（16）× ホワイト（01）　ランバードマーク/ホワイト（01）　グローバルエリートマーク/ブラック（09）

タイプⅠ（本体2色）

タイプⅡ（本体3色）

タイプⅢ（本体4色）

＊色見本は印刷上、現物と多少異なる場合があります。

こだわりのカラーリングで、トレーニングに輝きを。

トレーニング用

¥7,875（本体 ¥7,500）2TT-23100 打撃可
●メイプル or ホワイトアッシュ（材料選択不可）　●平均1,000g（質量は選択不可）　●日本製

長さをお選びください。
84㎝　 85㎝

¥7,875（本体 ¥7,500）2TT-23200 打撃不可
●木製　●84～85㎝（長さは選択不可）　●日本製

質量をお選びください。
●1,050～1,300g（50g単位）

生地出し（クリアーなし） ホワイト（01） ブラック（09） イエロー（45） オレンジ（54） レッド（62） エンジ（63）

パープル（67） ブルー（27） パステルネイビー（16） ネイビー（14） ピンク（64） グリーン（35）

ホワイト（01） ブラック（09） シルバー（03） ゴールド（50） ブルー（27） レッド（62）

ランバードマーク グローバルエリートマーク

＊掲載の6色以外の対応はできません。

品番をお選びください。1
仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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グローバルエリート・ノックバットオーダー
GLOBAL ELITE KNOCK BAT ORDER

＊掲載の6色以外の対応はできません。

！ご使用上の注意 安全にご使用いただくために、必ずこの説明書をお読みください。

（全日本野球バット工業会共通説明書）
消費生活用製品PLセンター　TEL.0120-11-5457

ボールにあったバットを使用してください。たとえば軟式用のバットで硬式ボールやソフト
ボールを打つと、へこみ・折れが生じます。
石や地面をたたいたり、タイヤをたたくような練習はしないでください。
バッティングセンターでの使用には適しておりませんので、使用しないでください。
ボールを打つときは、マーク面を上か下にして打ってください。
打芯をはずした打ち方をしますと、折れる場合があります。
バットが濡れたときは、水分をふき取ってください。
バットを使用する前には、折れ、割れ、はがれなどの異常がないことを確かめてください。
バットを保管するときには、湿気の多いところはさけてください。
ノック用バットはノック専用として設計しておりますので、バッティングには使用しないでくだ
さい。また、素材も軽いものを選定しているため、一般用のものと比べ、打球部のへこみ、割
れなどの現象が短期間で発生しますので、使用する前に異常がないことを確かめてください。
万一、バットが破損したときには、折れ口に触れないでください。

使用前には、バットの各部に異常がないことを確かめてください。
バットに表示された硬式・軟式・ソフトボールなどの用途にあったボールに使用してください。
用途以外のボールに使用したり、石や地面をたたいたりしないでください。タイヤをたたくよ
うな練習も早期に破損等を招く原因になります。
より長くご使用いただくために、打球点が集中することを避け、バットは打撃面をかえて打っ
てください。また、使用された後は、土・砂・石灰などをきれいにふいてください。
バッティングセンターの使用には適していませんので、使用しないでください。
万一、バットが破損したときは、折れ口に触れないでください。

　

木製バット 金属バット・カーボンバット

硬式金属バットのルール 公認野球規則（1・10【注3】②）より抜粋／質量の制限̶バットの質量は、900g以上とする。…と定められています。
900g以上にはグリップテープも含まれていますので、グリップテープを交換する場合はバットの質量が不足することのないようご注意ください。

（製品安全協会・全日本野球バット工業会・ミズノ株式会社）

＊ミズノの金属製バット、および繊維強化プラスチック製バットは、すべてSGマーク対象品です。

バットは正しく安全にご使用ください。誤った使用をするとへこみ・曲がりなどの異常が生じます。
また、バットの耐久性には限度があり、使用回数が重なると疲労・劣化現象によりき裂、へこみ、
はがれなどが生じます。異常が生じた場合には、使用しないでください。

チームの個性に合わせて、ノックバットにも彩りを。
仕上がり予定 オーダーご発注後から21日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

ランバードマーク グローバルエリートマーク

長さをお選びください。2 グリップをお選びください。389㎝　 91㎝長　さ

カラーサンプル

本体/ 生地出し× ブラック（09）× ホワイト（01）
ランバードマーク/ホワイト（01）　グローバルエリートマーク/ブラック（09）

本体/ ブラック（09）× パステルネイビー（16）
ランバードマーク/ホワイト（01）　グローバルエリートマーク/ホワイト（01）

タイプⅠ（本体2色）

タイプⅡ（本体3色）

＊色見本は印刷上、現物と多少異なる場合があります。

¥9,450（本体 ¥9,000） ●朴＋打球部青だも貼り　●平均580g（質量選択不可）　●日本製2TT-21400

¥5,775（本体 ¥5,500） ●朴　●平均550g（質量選択不可）　●日本製2TT-21500
ノック用

生地出し（クリアーなし） ホワイト（01） ブラック（09） イエロー（45） オレンジ（54） レッド（62） エンジ（63）

パープル（67） ブルー（27） パステルネイビー（16） ネイビー（14） ピンク（64） グリーン（35）

ホワイト（01） ブラック（09） シルバー（03） ゴールド（50） ブルー（27） レッド（62）

P型 丸型

品番をお選びください。1

カラーパターンをお選びください。4

～ の本体カラーをお選びください。5

マークカラーをそれぞれお選びください。6
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その絶妙な感触は、栄冠を呼ぶ力。

●キャップ/Fプラグ　●カラー/ゴールド　●グリップエンド/S&Sエンド（パッドあり）

●キャップ/Fプラグ　●カラー/シルバー　●グリップエンド/S&Sエンド（パッドなし）

●キャップ/Fプラグ　●カラー/ゴールド　●グリップエンド/小エンド（パッドあり）

●キャップ/Fプラグ　●カラー/シルバー　●グリップエンド/小エンド（パッドなし）

●キャップ/D・Cプラグ　●カラー/ゴールド　●グリップエンド/S&Sエンド（パッドあり）

¥25,200（本体 ¥24,000）硬式用金属製 ●HS700（縦研磨加工）限定になります。  ●専用バットケース付き　●日本製2TH-29100

82㎝　 83㎝　 84㎝　 85㎝　＊82㎝は本体カラーがブラックのみになります。　＊本体カラーグリーンゴールドは83㎝、84㎝のみになります。

D・CプラグFプラグ

2ZT-210
（1.1㎜厚）

2ZT-220
（1.2㎜厚＋クッション材3.0㎜厚）

2ZT-230
（0.6㎜厚+クッション材2.0㎜厚）

右打者用 左打者用

ゴールド シルバー ブラック グリーンゴールド ★

〈組み合わせ例〉

1バランス

2バランス

3バランス

4バランス

5バランス

グリップテープをお選びください。4 種　類

長さをお選びください。1
キャップをお選びください。2 カラーをお選びください。3

巻方向
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サイズやカラー、グリップ、ウエイトバランスなど、多彩な組み合わせパターンで打撃へのこだわりをリアルに再現。
それは、あくなき頂点を狙うプレイヤーのための完成度、ミズノプロ金属バッ トオーダー。

●キャップ/D・Cプラグ　●カラー/シルバー　●グリップエンド/S&Sエンド（パッドなし）

●キャップ/D・Cプラグ　●カラー/ゴールド　●グリップエンド/小エンド（パッドあり）

●キャップ/D・Cプラグ　●カラー/シルバー　●グリップエンド/小エンド（パッドなし）

S&Sエンド 小エンド あり なし

【バットのバランス・質量について】 キャップやグリップの組み合わせにより、仕上がりのバランス・質量が決まります。下に掲載の目安表をご参照ください。

＊基本的にバットはすべてミドルバランスですが、①はミドルバランスの中でもカウンターバランス寄り、⑧はトップバランス寄りの仕上がりになります。

トップバランスカウンターバランス

1 2 3 4 5 6 7 8バ ラ ン ス

キ ャ ッ プ Fプラグ

S&Sエンド

あり

910g以上 900g以上 910g以上 900g以上 920g以上 910g以上 920g以上 910g以上

なし あり なし あり なし あり なし

小エンド S&Sエンド 小エンド

D・Cプラグ

グリップエンド

パ ッ ド

質 量

Vコング02と同バランス

ミ ド ル バ ラ ン スミ ド ル バ ラ ン ス

6バランス

7バランス

8バランス

ブラックカラー仕上がりサンプル

グリーンゴールドカラー仕上がりサンプル

仕上がり予定 オーダーご発注後から10日（営業日）が目安です。ただし、シーズンにより違いが生じます。ご発注時にご確認ください。

グリップエンドをお選びください。5 パッドの有無をお選びください。6
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ミズノ・バットテクノロジー
MIZUNO BAT TECHONOLOGY

特許3607257

スイングバランスとは、バット選択の確かな基準です。
スイングバランス。それは、バットそのものの重さではなく、バットを振った
ときに体感する重さのこと。このスイングバランスの導入によって、サイ
ズや質量、形状などに頼らず、選手の体力や打撃スタイルに応じたバッ
ト選びが可能になりました。

打者の好みに合わせて、3種類のバランスが選べます。
グリップエンド部分とヘッド部分の質量配分の違いで、スイングバランス
が決まります。質量配分がバット先端に近ければトップバランス、中央部
ならミドルバランス、手元ならカウンターバランスとなり、カタログ上では
それぞれT・M・Cの英文字で表記されています。

バランスによって、振ったときの体感質量が違います。
同じ質量のバットでも、スイングバランスが違えば、振ったときに感じる重
さは変わります。掲載の表は、それぞれバランスの異なるバット（質量900g）
をスイングしたときの体感質量を測定した結果です。この違いを選択基
準として、あなたによりフィットするバットを選んでください。

質量900gの場合

＊振った時に感じる質量の数値は、スイングスピードを同じ状態にしてスイングした時のものです。

スイングした時に感じる重さ

●ヘッド部分に質量配分した場合
→トップバランス（ロングヒッター向き）
バットのバランスを先端におき、ボールに負けないヘッドの効いたスイングを可能にします。

●中央に質量配分した場合
→ミドルバランス（ミドルヒッター向き）
バットのバランスを中間に設定。ロングヒットもねらえる、中距離打者向けのバットです。

●グリップエンド側に質量配分した場合
→カウンターバランス（アベレージヒッター向き）
バットのバランスが手元にあり、バットコントロールが容易で、シャープなスイングが可能になります。

TMC

トップバランスの時（ロングヒッター向き） ………………………………約940g

ミドルバランスの時（ミドルヒッター向き） ………………………………約900g

カウンターバランスの時（アベレージヒッター向き） ……………………約840g

T

M

C

………………………………

………………………………

……………………

SWING BALANCE〈スイングバランス〉

MATERIAL & FUNCTION〈マテリアル & ファンクション〉

さらなる飛びの領域へ。秘めたテクノロジーのレベルが違う。

ZX70
HS700と比較して「柔ら
かい」「材料の伸びがあ
る」素材。比較的柔らか
い打感でしっかり打つこ
とができます。

HS700
神戸製鋼で開発された金属
バット専用素材“HS700”。
強度や耐久力などのバット
特性を高めるため、ミクロ組
織や微妙な温度条件にまで
こだわった素材です。

HV190
強度と耐久性に優れた
新合金“HV190”。しなや
かで柔らかい打球感を生
み出します。

PX99
強度アップを重点に改
善されたアルミニウム合
金。衝撃強度に優れ
ハードな繰り返し打撃に
も耐えうる硬式用向け
合金です。

S77
金属バット用材料として広く
使用されているアルミニウム
合金。強度と材料伸びのバ
ランスに優れ、安定した性能
をもたらします。硬式用途と
しても使用できる材料です。

縦研磨加工
バット表面部に特殊研
磨加工を施すことで、
ボールのスピンが強烈な
ものに。さらに鋭い打球
と良好な打撃感を生み
出します。

ショット加工
バットの摩擦係数を高
める表面加工により、
ボールのコントロール特
性がアップ。同時にイン
パクト時の好打球感をも
たらします。

CLプラグ
爽快な打球音と、軽量感
を生み出す、先端新構造。

Cプラグ
いままでにない軽量性
でバットの操作性が向
上。より爽快な打球音を
生み出します。

D・Cプラグ
（ディープ・コンケイブ・プラグ）

16㎜ものくぼみを設定することで、
バット先端部を一段と軽量化。本
体先端の絞りと併せて、軽さと耐
久性を両立させました。また、従来
キャップより硬質・高強度の樹脂を
採用。優れた打球感を実現します。

Fプラグ
キャップの重量を抑え、全
高を平らに設計すること
で、バット先端部を軽量
化。ヘッドの爽快な振り
抜きを実現します。

四層構造
従来の三層構造の中間
層にもうひとつのFWパイ
プを内蔵。本体強度の安
定化と同時に壁面のた
わみ量をアップさせること
で、脅威の反発力を実現
しました。

三層構造
HS700＋FRP＋HS700
の三層構造により、バット
の壁面を限界まで薄肉
設計。トランポリン効果を
より強力なものにし、新た
なる飛びのパワーを生み
出します。

ビヨンドマックス構造
軟らかい高反発素材を
打球部に装着することで
ボールの変形を抑制。
バットの反発係数を高
め、さらなる飛距離アップ
をもたらします。

ビヨンドマックス・
クロス構造
打球部の芯材をＸ型に設
計。凸部のエッジ効果によ
るインパクト感、凹部のホー
ルド効果によるコントロー
ル性と、2つの異なる飛び
の性能を生み出します。

ビヨンドマックス・
バンプ構造
ビヨンドマックスの打球部
表面に凸部を設けること
により、ボールの食いつき
感がアップ。打球を運ぶ
感触で、狙い通りのバッ
ティングを演出します。

Mプラグ
実際の重量はもちろん、
外観形状でも軽量感を
創出。さらなる振りやす
さを体感できます。

リブ構造
打球部内部を肋骨状の
構造にすることで、バット
の本体強度を補強。イ
ンパクト時の強い衝撃
にも負けない耐久力を
確保しています。

ビヨンドマックス・
オーバル構造
打球部の芯材を楕円形
にすることで、ボールの接
地面を拡大。打球が前
方へ飛びやすくなり、芯を
外してもライナー性の強
い当たりを生み出します。
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硬式用
HARD BALL

打撃への望みを満たす、
妥協のない
ラインナップがある。

HARD BALL

打撃への望みを満たす、
妥協のない
ラインナップがある。

SURE HITTER

POWER HITTER

MIDDLE BALANCECOUNTER
BALANCE

TOP
BALANCE

 
G1

V・KONG 05

V・KONG 02

V・KONG 04
V・KONG 04X

V・KONG FL

LYPEC

V・KONG CT

V・KONG 02C

A-60
※(70)

モデル
G
１

V

・K
O
N
G
05

V
・K

O
N
G
02

V

・K
O
N
G
04

V

・K
O
N
G
04X

V

・K
O
N
G
FL

L
Y
P
E
C

S
P
A
R
K
CT

V

・K
O
N
G
02C

特　長

バ
ラ
ン
ス

トップバランス

ミドルバランス

カウンターバランス

素
　
　
材

●ZX70
HS700と比較して「柔らかく」「材料の伸びがある」素材。比
較的柔らかい打感でしっかり打つことができます。

●HS700
神戸製鋼で開発された金属バット専用素材“HS700”。強度
や耐久力などのバット特性を高めるため、ミクロ組織や微妙
な温度条件にまでこだわった素材です。

●HV190
強度と耐久性に優れた新合金“HV190”。しなやかで柔らか
い打球感を生み出します。

機
　
能

プ
ラ
グ

●CLプラグ
爽快な打球音と、軽量感を生み出す、先端新構造。

●Fプラグ
キャップの重量を抑え、全高を平らに設計することで、バット
先端部を軽量化。ヘッドの爽快な振り抜きを実現します。

●Mプラグ
実際の重量はもちろん、外観形状でも軽量感を創出。さらな
る振りやすさを体感できます。

●Cプラグ
いままでにない軽量性でバットの操作性が向上。より爽快な
打球音を生み出します。

●D・Cプラグ（ディープ・コンケイブ・プラグ）
16㎜ものくぼみを設定することで、バット先端部を一段と軽量化。本
体先端の絞りと併せて、軽さと耐久性を両立させました。また、従来
キャップより硬質・高強度の樹脂を採用。優れた打球感を実現します。

表
面
加
工

●縦研磨加工
バット表面部に特殊研磨加工を施すことで、ボールのスピン
が強烈なものに。さらに鋭い打球と良好な打撃感を生み出し
ます。

●ショット加工
バットの摩擦係数を高める表面加工により、ボールのコント
ロール特性がアップ。同時にインパクト時の好打球感をもた
らします。

T

M

C



その一撃が、夢を放つ。
栄冠を近づける。ミズノ金属バットシリーズ。
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硬式用
HARD BALL

スイング鋭く、好打球音。新先端構造と最適重量設計の相乗効果。

M　ゴールド（50）

T　ブラック（09）

金　属　製

ZX70

T　ゴールド（50） 縦研磨加工

柔らかい打感で、強烈インパクト。振り抜けるトップバランス設計。

打感がマイルドな新合金を身にまとい、Vコング04がつぎの進化へ。

ミニタイカップエンドがもたらした、スイングの限りなき軽量感。

スイングがキレを増す。Vコング02にタイカップエンド搭載。

ZX70 Fプラグ

M　ブラック（09）

M　ブラック（09N）

M　シルバー（03） 縦研磨加工ZX70 Mプラグ

縦研磨加工M　ゴールド（50N） Fプラグ

C　ブラック（09N） D・Ｃプラグ

HS700

HS700 縦研磨加工

〈グローバルエリート〉G1
2TH-209

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-20930  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-20940  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●ZX70  　●φ67mm　●Fプラグ
●縦研磨加工　              ●日本製               　
●グリップテープ 2ZT-160

〈グローバルエリート〉Vコング04X
2TH-210

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-21030  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-21040  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●ZX70  　●φ67mm              　●Mプラグ
●縦研磨加工　●日本製               
●グリップテープ 2ZT-173

〈グローバルエリート〉LYPEC
2TH-259

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-25930  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-25940  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●HS700  　●φ67mm              　●Fプラグ
●縦研磨加工　●日本製               
●グリップテープ 2ZT-173

〈ビクトリーステージ〉Vコング02C
2TH-217

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-21730 （ 83cm ・ 平均950g ）   
2TH-21740  （ 84cm ・ 平均950g ）    
 ●HS700  　●φ67mm　●D・Cプラグ
●縦研磨加工　              ●日本製
●グリップテープ 2ZT-160　            ★   

〈グローバルエリート〉VコングFL 2TH-218  ¥24,150  （本体  ¥23,000  ）   2TH-21830  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-21840  （ 84cm ・ 900g以上 ）    

  ●ZX70  　●φ67mm　●CLプラグ　              ●日本製　●グリップテープ 2ZT-210　            ★   

CLプラグ

硬式用金属製バットは高校軟式野球で使用可能です。
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★印は新製品です。

金　属　製
この絶妙なウエイトバランス。放つスイングは、まさに閃光。

最適肉厚設計が、振り抜き感とハイパワーを高次元で両立。

ミートしやすく、振りやすく。広いスイートエリア&グッドバランス。

縦研磨加工のVコング02に、操れるサイズ・80cmを投入。

重量級バット、あのハンマークラウトに940gモデルが誕生。

パワーがうなる1000g。放つのは、まさにヘビー級の一撃。

1200gの重量ボディが生む、絶大なるインパクトパワー。

HV190 Cプラグ

M　ブラック（09N）

M　シルバー（03）

M　ブラック（09N）

M　シルバー（03N）

M　ブラック（09N）

M　ゴールド（50N）

M　ブラック（09）

縦研磨加工HS700 Mプラグ

M　ゴールド（50N）

M　ゴールド（50N）

ブラック（09）

ブラック（09）

ブラック（09）

D・ＣプラグHS700

Z7c

Z7c

Z7c

縦研磨加工

ショット加工MプラグHS700

〈ビクトリーステージ〉スパークCT
2TH-254

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-25430  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-25440  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●HV190  　●φ67mm              
●Cプラグ　●日本製               　
●グリップテープ 2ZT-173

〈ビクトリーステージ〉Vコング05
2TH-258

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-25830  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-25840  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●HS700  　●φ67mm              　●Mプラグ
●縦研磨加工　●日本製               
●グリップテープ 2ZT-173

〈ビクトリーステージ〉Vコング04
2TH-255

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-25530  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-25540  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●HS700  　●φ67mm              　●Mプラグ
●ショット加工　●日本製               
●グリップテープ 2ZT-160

〈ビクトリーステージ〉Vコング02
2TH-204

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TH-20401  （ 80cm ・ 900g以上 ）★    
  2TH-20421  （ 82cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-20431  （ 83cm ・ 900g以上 ）    
  2TH-20441  （ 84cm ・ 900g以上 ）    
 ●HS700  　●φ67mm              
●D・Cプラグ　●縦研磨加工
●日本製              　
●グリップテープ 2ZT-160 

〈ビクトリーステージ〉ハンマークラウトM
2TH-219

 ¥18,900  （本体  ¥18,000  ） 
  2TH-21940  （ 84cm ・ 平均940g ）    
 ●Z7c  　●φ64mm              　●日本製   
●グリップテープ 2ZT-210          　★

〈ビクトリーステージ〉ハンマークラウト1000
2TH-251

 ¥18,900  （本体  ¥18,000  ） 
  2TH-25140  （ 84cm ・ 平均1000g ）    
 ●Z7c  　●φ64mm              　●日本製
●グリップテープ 2ZT-210               

〈ビクトリーステージ〉ハンマークラウト1200
2TH-252

 ¥18,900  （本体  ¥18,000  ） 
  2TH-25240  （ 84cm ・ 平均1200g ）    
 ●Z7c  　●φ64mm              　●日本製
●グリップテープ 2ZT-210               
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硬式用
HARD BALL

イチロー型（IS）  2TW-10655　ブラック/Gグレー

イチロー型（IS）  2TW-10755　ブラック/Gグレー

小久保型（HK）  2TW-10655　ブラック/Gコーヒーブラウン

小久保型（HK）  2TW-10755　ブラック/Gコーヒーブラウン

小笠原型（MO）  2TW-10658　コーヒーブラウン/G生地出し

小笠原型（MO）  2TW-10758　コーヒーブラウン/G生地出し

新井型（TA）  2TW-10802　透明

2TW-17902　透明

二岡型（TN）  2TW-10655　ブラック/Gコーヒーブラウン

二岡型（TN）  2TW-10755　ブラック/Gコーヒーブラウン

二岡型（TN）  2TW-10855　ブラック/Gコーヒーブラウン

2TW-17955　ブラック

木　　　製

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。

〈グローバルエリート〉メイプル 2TW-106  ¥11,550  （本体  ¥11,000  ）   2TW-10655  （ イチロー型・84cm ・ 平均900g・平均φ64mm ）    
 2TW-10655（ 小久保型・85cm ・ 平均900g・平均φ63mm ）
 2TW-10658  （ 小笠原型・84cm ・ 平均900g・平均φ64mm ）        
2TW-10655 （ 二岡型・83cm ・ 平均900g・平均φ63mm ）   

  ●メイプル  　  ●日本製　            ★   

〈ビクトリーステージ〉ラミバット 2TW-107  ¥8,925  （本体  ¥8,500  ）   2TW-10755  （イチロー型・ 84cm ・ 平均900g・平均φ64mm ）    
 2TW-10755（ 小久保型・85cm ・ 平均900g・平均φ63mm ）
 2TW-10758  （ 小笠原型・84cm ・ 平均900g・平均φ64mm ）    
  2TW-10755  （ 二岡型・83cm ・ 平均900g・平均φ63mm ）    

  ●竹+メイプル  　  ●日本製　            ★  2011年1月発売 

〈ビクトリーステージ〉メイプル集成材 2TW-108  ¥9,240  （本体  ¥8,800  ）   2TW-10802  （ 新井モデル・84cm ・ 平均890g ）    
  2TW-10855  （ 二岡モデル・84cm ・ 平均890g ）    

  ●メイプル集成材  　●平均φ65mm              　●ダイナ加工　●中国製            　
 ★  2011年3月発売 

〈ビクトリーステージ〉バンブー 2TW-179  ¥8,190  （本体  ¥7,800  ）   2TW-17902  （ 84cm ・ 平均920g ）  ●日本製  
  2TW-17955  （ 85cm ・ 平均920g ）  ●中国製  

  ●竹  　●平均φ64mm                             
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中学硬式用・少年硬式用
HARD BALL for JUNIOR ★印は新製品です。

金　属　製 中学硬式用

金　属　製 少年硬式用

しびれを和らげるカーボン装着。だから全力で振り切れる。

レベルの違うインパクト。あのコングパワーがジュニア専用設計に。

スイング軽快、ミート適確。あのVコング04が中学硬式に参戦。

パワー派も、ミート派も。打撃スタイルで選べるバランス設定。

縦研磨加工の強烈スピン、クラスを超えたパワーを中学硬式へ。

振り抜けるハイパワー。夢に挑むその手に、LYPECの一撃を。

ジュニアのひと振りを、理想のスイングに近づける軽量ボディ。

M 2TH-28130  ブラック（09）

M 2TH-28140  シルバー（03）

M 2TH-27420  シルバー（03N）

M 2TH-27430  ブラック（09N）

M 2TH-27440  ゴールド（50N）

M シルバー（03N）

M  ブラック（09N）

M 2TH-27520  ゴールド（50）

M 2TH-27530  ブラック（09）

M 2TL-71560  シルバー（03N）

M 2TL-71500  ゴールド（50N）

M 2TL-71520   ブラック（09N）

C 2TH-26820  シルバー（03）
C 2TH-26830  シルバー（03）

T 2TH-26830  ブラック（09）
T 2TH-26840  ブラック（09）

M  ブラック（09LN）

"Little League Baseball, Little League,  the medallion and the keystone are registered trademarks and service marks belonging exclusively to
 Little League Baseball Incorporated"

〈ビクトリーステージ〉ロケットランチャー
2TH-281

 ¥24,150  （本体  ¥23,000  ） 
  2TH-28130  （ 83cm ・ 平均830g ）    
  2TH-28140  （ 84cm ・ 平均840g ）    
 ●PX99  　●φ67mm              　●中国製            
●グリップテープ 2ZT-270
★  2011年3月発売 

〈ビクトリーステージ〉Vコング04
2TH-274

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TH-27420  （ 82cm ・ 平均800g ）    
  2TH-27430  （ 83cm ・ 平均810g ）    
  2TH-27440  （ 84cm ・ 平均820g ）    
 ●HS700  　●φ67mm　●Mプラグ
●ショット加工　              ●日本製
●グリップテープ 2ZT-160　            ★   

〈ビクトリーステージ〉スパーク
2TH-268

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TH-26820  （ 82cm ・ 平均800g ）    （03）  
  2TH-26830  （ 83cm ・ 平均770g ）      （09）
  2TH-26830  （ 83cm ・ 平均810g ）      （03）
  2TH-26840  （ 84cm ・ 平均780g ）      （09）
 ●HV190  　●φ67mm　●Cプラグ
            ●日本製 　
●グリップテープ 2ZT-160

〈ビクトリーステージ〉Vコング02
2TH-269

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TH-26920  （ 82cm ・ 平均810g ）    
  2TH-26930  （ 83cm ・ 平均820g ）    
  2TH-26940  （ 84cm ・ 平均830g ）    
 ●HS700  　●φ67mm              
●D・Cプラグ　
●縦研磨加工
●日本製               

〈ビクトリーステージ〉Vコング02
2TL-715

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TL-71560  （ 76cm ・ 平均680g ）    
  2TL-71500  （ 80cm ・ 平均700g ）    
  2TL-71520  （ 82cm ・ 平均720g ）    
 ●HS700  　●φ67mm              　
●D・Cプラグ　●縦研磨加工　
●日本製　●ボーイズリーグ用      　
●グリップテープ 2ZT-260
   

〈ビクトリーステージ〉サンビーム
2TL-716

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TL-71660  （ 76cm ・ 平均640g ）    
  2TL-71600  （ 80cm ・ 平均660g ）    
  2TL-71620  （ 82cm ・ 平均680g ）    
 ●HS700  　●φ57mm
●縦研磨加工              　●日本製
●グリップテープ 2ZT-260
●リトルリーグ用（公式戦に使用できます）
　BPF 1.15 approved by Little 
　League Baseball 

PX99

ショット加工HS700 Mプラグ

HV190 Cプラグ

縦研磨加工HS700 D・Ｃプラグ

縦研磨加工

HS700 D・Ｃプラグ

HS700

〈グローバルエリート〉LYPEC
2TH-275

 ¥23,100  （本体  ¥22,000  ） 
  2TH-27520  （ 82cm ・ 平均830g ）    
  2TH-27530  （83 cm ・ 平均840g ）            
 ●HS700  　●φ67mm              　●Fプラグ
●縦研磨加工　●日本製               
●グリップテープ 2ZT-173
★ 2011年3月発売 

  

縦研磨加工HS700 Fプラグ
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軟式用
RUBBER-BALL 

軟式トップの闘いに。握るなら、飛びを変えるコングパワー。

徹底したボディの軽量化で、切り裂くようなスイング体感。

初めての軟式から一般層まで、その対応力が違う打撃力。

太いのに軽い。だから、スイング感もミート率も格段アップ。

振り抜き感を限りなく追求。鋭く攻めるカウンターバランス。

M 2TR-43320  ゴールド（50N）

T 2TR-45930  ゴールド（50）

T  ブラック（09）

M 2TR-46000  ゴールド（50）

M 2TR-45830  シルバー（03）

C 2TR-46540  シルバー（03）

M 2TR-43330  シルバー（03N）

T 2TR-45940  シルバー（03）

T  ゴールド（50）

M 2TR-46020  ブラック（09）

M 2TR-45840  ブラック（09）

C 2TR-46540  ブラック（09）

M 2TR-43340  ブラック（09N）

T 2TR-45950  ブラック（09）

T 2TR-46040  シルバー（03）

打球の勢いが変わる。スリムな形状が生む新感覚インパクト。

金　属　製

〈ビクトリーステージ〉Vコング02
2TR-433

 ¥19,425  （本体  ¥18,500  ） 
  2TR-43320  （ 82cm ・ 平均720g ）    
  2TR-43330  （ 83cm ・ 平均740g ）    
  2TR-43340  （ 84cm ・ 平均750g ）    
 ●HS700  　●φ67mm              　
●縦研磨加工　●日本製               
※高校軟式野球使用可

HS700

〈ビクトリーステージ〉フォルティウス
2TR-458

 ¥15,750  （本体  ¥15,000  ） 
  2TR-45830  （ 83cm ・ 平均670g ）    
  2TR-45840  （ 84cm ・ 平均680g ）    
 ●S77  　●φ69.8mm              　●中国製            
●グリップテープ 2ZT-270
★  2011年2月発売 

S77

〈ビクトリーステージ〉スカイウォーリアST
2TR-459

 ¥15,225  （本体  ¥14,500  ） 
  2TR-45930  （ 83cm ・ 平均570g ）    
  2TR-45940  （ 84cm ・ 平均580g ）    
  2TR-45950  （ 85cm ・ 平均610g ）    
 ●ZX70  　●φ69.5mm              
●ショット加工            　●日本製　
●グリップテープ 2ZT-260　            ★ 

ZX70

〈ビクトリーステージ〉ギャラクシー
2TR-460

 ¥12,915  （本体  ¥12,300  ） 
  2TR-46000  （ 80cm ・ 平均660g ）    
  2TR-46020  （ 82cm ・ 平均700g ）    
  2TR-46040  （ 84cm ・ 平均730g ）    
●超 ジ々ュラルミン   　●φ67mm      　
              ●縦研磨加工　●日本製　            ★   
※高校軟式野球使用可

〈ビクトリーステージ〉スパーク
2TR-465

 ¥12,915  （本体  ¥12,300  ） 
  2TR-46540  （ 84cm ・ 平均760g）     
●超 ジ々ュラルミン   　●φ68mm      　
        ●日本製　            ★ 

〈ビクトリーステージ〉RX701SL 2TR-464  ¥13,650  （本体  ¥13,000  ）   2TR-46400  （ 80cm ・ 平均760g ）（09）    
2TR-46430（ 83cm ・ 平均720g ）（09）
  2TR-46440  （ 84cm ・ 平均730g ）（50）     ●超 ジ々ュラルミン   　●φ64mm      　        ●日本製　            ★   
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★印は新製品です。

金　属　製

金　属　製

カーボン製

硬式への移行をスムーズに。ケンコーワールドボール対応バット。

M 2TR-46220  シルバー（03）

T 2TP-44440  グレー（05）

M 2TR-46230  ブラック（09）

M 2TR-46240  ゴールド（50）

T 2TK-40230  シルバー（03）

M 2TR-46730  ブラック（09）

M 2TR-46740  シルバー（03）

〈ビクトリーステージ〉ウィングエリア
2TR-462

 ¥10,290  （本体  ¥9,800  ） 
  2TR-46220  （ 82cm ・ 平均700g ）    
  2TR-46230  （ 83cm ・ 平均710g ）    
  2TR-46240  （ 84cm ・ 平均720g ）    
●超 ジ々ュラルミン         　●φ69.8mm
    ●中国製　     
●グリップテープ 2ZT-270　          ★

スペースワンダー
2TR-467

 ¥8,190  （本体  ¥7,800  ） 
  2TR-46730  （ 83cm ・ 平均700g ）    
  2TR-46740  （ 84cm ・ 平均720g ）    
 ●アルミ合金  　●φ66mm
              ●中国製　
●グリップテープ 2ZT-270　            ★   

ローバウンドボール用 KENKO WORLD BALL

〈ビクトリーステージ〉KX701
2TK-402

 ¥16,800  （本体  ¥16,000  ） 
  2TK-40230  （ 83cm ・ 平均750g ）    
 ●ZX70  　●φ69.5mm　
              ●日本製　  
   ●グリップテープ 2ZT-260　          ★

「柔」×「硬」で、
弾丸の弾き。
ウレタンを内蔵した打球部の表層に、高い弾力性
を備えた硬質のTPUパイプを4パーツに分けて装
着。これにより「軟らかい打球部で飛距離を伸ば
す」というあの飛びの理論を継承しつつ、通常の
カーボンバットと同等の弾く感触を生み出した。
新・飛びのテクノロジー搭載、「D4」デビュー。

D4(ディーフォー) 2TP-444  ¥31,500  （本体  ¥30,000  ）   2TP-44440  （ 84cm ・ 平均720g ）    

  ●カーボン+グラス+ウレタン  　●φ69mm　  ●中国製　●グリップテープ 2ZT-210      　      ★  2011年3月発売 ●専用バットケース付き（中国製）

ZX70JSBB（全日本軟式野球連盟）の公
式試合でも使用できます。
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軟式用
RUBBER-BALL 

驚異の四層インパクト。軟式のフィールドへ、ついに降臨。

インパクトを一点集中。打球の鋭さが、飛距離が変わる細型設計。

T 2TB-40840  ブラック＊レッド（0962）

T 2TB-41330  レッド（62）

T 2TB-42840  シルバー（03）

T 2TB-42640  ホワイト（01）

M 2TP-40530  ブルー（27）

T 2TB-40840  ブラック＊ゴールド（0950）

T 2TB-41340  ブルー（27）

T 2TB-42840  グレー（05）

T 2TB-42650  ゴールド（50）

T 2TP-40840  ブラック（09）

M 2TP-40540  シルバー（03）

最強のビヨンドインパクトはそのままに。ボディはさらなる軽量化へ。

あの破壊力を、シャープに振り抜く。軽量ビヨンドマックス、登場。

撃った瞬間、ボールに食らいつく。それがバンプ（凸）構造インパクト。

弾く手応えと、運ぶホールド感。クロス構造が生むダブルの飛び効果。

カーボン製

ビヨンドマックスキング 2TB-408  ¥36,750  （本体  ¥35,000  ）   2TB-40840  （ 84cm ・ 平均700g）（0962）     
  2TB-40840  （ 84cm ・ 平均730g ）    （0950）  

  ●カーボン+グラス+微細セルエラストマー（ウレタン）  　●φ69mm      　●ビヨンドマックス構造　        ●中国製      　  ★  2011年2月発売 
 ●グリップテープ 2ZT-210

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

ビヨンドマックス構造

四層構造

オーバル構造

クロス構造

オーバルサイン

ビヨンドマックス
バンプ構造

クロスサイン
（先端部）

〈ビクトリーステージ〉ビヨンドマックスオーバル 2TB-413  ¥27,300  （本体  ¥26,000  ）   2TB-41330  （ 83cm ・ 平均650g ）    
  2TB-41340  （ 84cm ・ 平均670g ）    

  ●カーボン+グラス+ウレタン  　●φ69mm      　        ●ビヨンドマックス・オーバル構造　●中国製      　      ★   

ビヨンドマックスキングⅡ 2TB-428  ¥36,750  （本体  ¥35,000  ）   2TB-42840  （ 84cm ・ 平均720g ）     （ 03   ）   
  2TB-42840  （ 84cm ・ 平均750g ）     （ 05   ）   

  ●カーボン+グラス+微細セルエラストマー（ウレタン）  　●φ69mm      　●ビヨンドマックス構造　        ●中国製               
 ●グリップテープ 2ZT-210

ビヨンドマックス
構造

〈ビクトリーステージ〉ビヨンドマックスクロス 2TB-426  ¥29,400  （本体  ¥28,000  ）   2TB-42640  （ 84cm ・ 平均730g ）    
  2TB-42650  （ 85cm ・ 平均750g ）    

  ●カーボン+グラス+ウレタン  　●φ69mm      　●ビヨンドマックス・クロス構造　        ●中国製　●グリップテープ 2ZT-210       

〈ビクトリーステージ〉グラファイトJH 2TP-408  ¥14,700  （本体  ¥14,000  ）   2TP-40840  （ 84cm ・ 平均730g ）    

  ●カーボン+グラス+軟質ウレタン内蔵  　●φ62mm      　●軟質ウレタン内蔵　        ●中国製　●グリップテープ 2ZT-210　            ★   

AX4（エーエックスフォー）
2TP-405

 ¥19,950  （本体  ¥19,000  ） 
  2TP-40530  （ 83cm ・ 平均700g ）    
  2TP-40540  （ 84cm ・ 平均720g ）    
 ●カーボン+グラス+特殊フィルム  　
●φ69mm      　●四層構造        
●中国製
●グリップテープ 2ZT-210               

特許3607257

特許3607257

特許3607257
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★印は新製品です。

カーボン製

金　属　製

カーボン製

木　　　製

軽くても、打ち負けない。衝撃に耐えるリブ構造&先端キャップ搭載。

その命中率、まさに規格外。打球部φ80mmのビッグバット。

握るのは、プロの魂を刻んだフォルム。プロモデル・バットシリーズ。

T 2TP-41030  ブラック（09）

M 2TP-41130  シルバー（03）

T 2TP-41040  ブラック（09）

M 2TP-41140  ブラック（09）

T 2TP-38850  ホワイト＊ブラック（0109）

T 2TP-38850  ブラック＊ホワイト（0901）

プロモデル PRO MODEL

〈ビクトリーステージ〉ファイナルカーボ
2TP-410

 ¥13,650  （本体  ¥13,000  ） 
  2TP-41030  （ 83cm ・ 平均600g ）    
  2TP-41040  （ 84cm ・ 平均600g ）    
 ●カーボン+グラス  　
●φ69mm              
●中国製　            ★   リブ構造

スペースワンダー
2TP-411

 ¥10,290  （本体  ¥9,800  ） 
  2TP-41130  （ 83cm ・ 平均680g ）    
  2TP-41140  （ 84cm ・ 平均700g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ69mm              
●中国製　            ★ 

ビッグ80
2TP-388

 ¥13,650  （本体  ¥13,000  ） 
  2TP-38850  （ 85cm ・ 平均690g）（0901）     
  2TP-38850  （ 85cm ・ 平均720g ）（0109）  
 ●カーボン+グラス  　●φ80mm              
●中国製               

●バックスタイル

●バックスタイル

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TR-461

 ¥12,915  （本体  ¥12,300  ） 
  2TR-46140  （イチローモデル・ 84cm ・ 平均730g ）    
  2TR-46150  （ 松井モデル・85cm ・ 平均750g ）    
●超 ジ々ュラルミン   　●φ67mm      　
        ●日本製　            ★  2011年1月発売 

T イチローモデル  2TR-46140  ブラック（09）

M イチローモデル  2TP-40940  ブラック（09）

松井型（HM）  2TN-30855  ブラック/G生地出し

田口型（ST）  2TN-30855  ブラック

亀井型（YK）  2TN-30858  コーヒーブラウン/Gブラック

城島型（KJ）  2TN-30855  ブラック/Gブラウン

イチロー型（IS）  2TN-30755  ブラック

T 松井モデル  2TR-46150  ゴールド（50）

M 松井モデル  2TP-40950  ブラック（09）

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TP-409

 ¥15,750  （本体  ¥15,000  ） 
  2TP-40940  （ イチローモデル・84cm ・ 平均730g・φ65mm ）      
  2TP-40950  （ 松井モデル・85cm ・ 平均780g・φ67mm ）    
 ●カーボン+グラス+軟質ウレタン内蔵
                ●中国製　            ★   

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TN-308

 ¥7,875  （本体  ¥7,500  ） 
  2TN-30855
 （ 松井型・85cm ・ 平均730g ・φ64mm）   
2TN-30855 
（ 田口型・84cm ・ 平均730g・φ64mm ）   
2TN-30858  
（ 亀井型・84cm ・ 平均730g ・φ65mm）    
  2TN-30855  
（ 城島型・84cm ・ 平均730g ・φ66mm）            
 ●メイプル  　              ●日本製
            ★  2011年2月発売 

JSBB（全日本軟式野球連盟）の
公式試合では使用できませんの
でご注意ください。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TN-307

 ¥6,825  （本体  ¥6,500  ） 
  2TN-30755  （ イチロー型・84cm ・ 平均760g ）    
 ●ホワイトアッシュ  　●平均φ64mm
              ●日本製　            ★  2011年2月発売 
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ソフトボール用
SOFTBALL 

〈ミズノプロ〉AX4（エーエックスフォー） 2TP-519  ¥39,900  （本体  ¥38,000  ）   2TP-51940  （ 84cm ・ 平均700g）（50）     
  2TP-51940  （ 84cm ・ 平均710g ）    （67）  

  ●カーボン+グラス  　●φ57mm      　●四層構造　        ●中国製　●グリップテープ 2ZT-210      　      ★  2011年2月発売 

太めのグリップが、さらに力を伝える。新型AX4、デザインも新たに登場。

全身が、飛ばすためのテクノロジー。栄冠を獲る一撃、AX4。

T 2TP-52340  グレー（05）

T 2TP-51940  ゴールド（50）

T 2TP-51740  ブルー（27680）（680g）

M 2TP-51740  ブルー（27710）（710g）

T 2TP-51740  ブルー（27740）（740g）

M 2TP-52360  グリーン（35）

C 2TP-51940  パープル（67）

カーボン製 3号 /革・ゴムボール用

カーボン製 2号用

T 2TP-51840  ピンク（64）

T 2TP-51840  パープル（67）

M ブルー（27）

M ブルー（27）

飛ばせる四層構造に、撃ち抜ける軽量モデルをラインナップ。

2号用AX4、あの絶大なインパクトはそのままに軽量化。

〈ミズノプロ〉AX4（エーエックスフォー） 2TP-523  ¥39,900  （本体  ¥38,000  ）   2TP-52340  （ 84cm ・ 平均750g ）    
  2TP-52360  （ 86cm ・ 平均760g ）    

  ●カーボン+グラス  　●φ57mm      　●四層構造        　●中国製　      ●グリップテープ 2ZT-210　      ★  2011年2月発売 
●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

四層構造

四層構造

〈ミズノプロ〉AX4（エーエックスフォー） 2TP-517  ¥39,900  （本体  ¥38,000  ）   2TP-51740  （ 84cm ・ 平均680g ）    （27680）
  2TP-51740  （ 84cm ・ 平均710g ）    （27710）
  2TP-51740  （ 84cm ・ 平均740g ）    （27740）  ●カーボン+グラス  　●φ57mm      　●四層構造　        ●中国製

 ●グリップテープ 2ZT-250       

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

四層構造

四層構造

四層構造

四層構造

〈ミズノプロ〉AX4（エーエックスフォー） 2TP-518  ¥39,900  （本体  ¥38,000  ）   2TP-51840  （ 84cm ・ 平均650g）（64）  
     2TP-51840  （ 84cm ・ 平均670g ）    （67）

  ●カーボン+グラス  　●φ57mm      　●四層構造　        ●中国製　●グリップテープ （64）2ZT-250               

AX4（エーエックスフォー） 2TP-558  ¥26,250  （本体  ¥25,000  ）   2TP-55800  （ 80cm ・ 平均620g ）    

  ●カーボン+グラス+特殊フィルム  　●φ50mm      　●四層構造　        ●中国製　●グリップテープ 2ZT-250             

AX4（エーエックスフォー） 2TP-559  ¥26,250  （本体  ¥25,000  ）   2TP-55900  （ 80cm ・ 平均600g ）    

  ●カーボン+グラス+特殊フィルム  　●φ50mm      　●四層構造　        ●中国製               

＊88ページに掲載のグリップパッド2ZA-522はソフトボールの試合では使用できません。

●専用バットケース付き（中国製）

2TP-51840（64）用

2TP-51840（67）用
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★印は新製品です。

M 2TO-53320  パープル（67）

T 2TO-53440  ブラック（09）

M 2TO-53530  ブルー（27）

M 2TO-53340  Rブルー（22）

T 2TO-53450  グリーン（35）

M 2TO-53540  ブラック（09）

M 2TB-61530  ゴールド（50）

M 2TB-61540  Rブルー（22）

M 2TB-61550  Lグリーン（33）

金　属　製 3号 /ゴムボール用

ビヨンドマックスキング 2TB-615  ¥34,650  （本体  ¥33,000  ）   2TB-61530  （ 83cm ・ 平均680g ）  ・    2TB-61540  （ 84cm ・ 平均690g ）    
  2TB-61550  （ 85cm ・ 平均700g ）    

  ●カーボン+グラス+微細セルエラストマー(ウレタン)  　●φ57mm      　●ビヨンドマックス構造        　●中国製      　      ★  2011年2月発売
 ●グリップテープ 2ZT-210 

●専用バットケース付き（中国製）

ビヨンドマックス構造

特許3607257

〈ビクトリーステージ〉チャージ 2TO-533  ¥10,290  （本体  ¥9,800  ）   2TO-53320  （  82cm ・ 平均650g    ）    
  2TO-53340  （ 84cm・平均660g ）    

  ●超 ジ々ュラルミン  　●φ57mm      　●ボトル型        　●中国製　      ●グリップテープ 2ZT-270　      ★   

〈ビクトリーステージ〉チャージ 2TO-534  ¥10,290  （本体  ¥9,800  ）   2TO-53440  （  84cm・平均730g      ）    
  2TO-53450  （ 85cm・平均760g ）    

  ●超 ジ々ュラルミン  　●φ57mm      　●スタンダード型        　●中国製　      ●グリップテープ 2ZT-270　      ★   

カーボン製 3号 /ゴムボール用

妥協を知らないキングの飛び、ソフトボールの闘いに参戦。

スカッド 2TO-535  ¥8,925  （本体  ¥8,500  ）   2TO-53530  （  83cm・平均740g      ）    
  2TO-53540  （ 84cm・平均750g ）    

  ●アルミ合金  　●φ56mm      　  ●中国製　            ★2011年1月発売   
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HS700

HS700

金　属　製 2号用

カーボン製 2号用

金　属　製 1号用

ソフトボール専用に、コングの飛びをカスタマイズ。

1号用バットに、操作しやすい75cmモデルを追加。

M　2TO-62850　ブラック（09）

M　ブラック（09）

M　ブラック（09）

M　ピンク（64）

M　ゴールド（50）

M　2TO-62680　ゴールド（50）

M　レッド（62）

M　2TO-62610　レッド（62）

M　2TO-62870　シルバー（03）

〈ビクトリーステージ〉サンビーム
2TP-541

 ¥15,750  （本体  ¥15,000  ） 
  2TP-54100  （ 80cm ・ 平均550g ）    
 ●カーボン+グラス+軟質ウレタン内蔵
  ●φ50mm              　●中国製            　★   

〈ビクトリーステージ〉ブラックターボ
2TP-542

 ¥11,550  （本体  ¥11,000  ） 
  2TP-54200  （ 80cm ・ 平均500g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ50mm
              ●中国製            　★   

ソアテック
2TO-628

 ¥5,250  （本体  ¥5,000  ） 
  2TO-62850  （ 75cm ・ 平均550g ）    
  2TO-62870  （ 77cm ・ 平均560g ）    
 ●アルミ合金  　●φ50mm            
●1号用　  ●中国製            
●グリップテープ 2ZT-260　★ 

〈ビクトリーステージ〉VコングSB 2TO-624  ¥18,900  （本体  ¥18,000  ）   2TO-62400  （ 80cm ・ 平均600g ）    

  ●HS700  　●φ50mm            　●2号用  　●縦研磨加工　●日本製　●グリップテープ 2ZT-260               

〈ビクトリーステージ〉サンビーム 2TO-625  ¥15,750  （本体  ¥15,000  ）   2TO-62500  （ 80cm ・ 平均580g ）    

  ●HS700  　●φ50mm            　●2号用  　●日本製            　●グリップテープ 2ZT-260　★   

プラズマックス 2TO-626  ¥7,980  （本体  ¥7,600  ）   2TO-62680  （ 78cm ・ 平均580g ）    
  2TO-62610  （ 81cm ・ 平均610g ）    

  ●アルミ合金  　●φ50mm            　●2号用　  ●中国製　●グリップテープ 2ZT-260            　★  2011年1月発売 

フェンスバスター 2TO-627  ¥6,930  （本体  ¥6,600  ）   2TO-62700  （ 80cm ・ 平均590g ）    

  ●アルミ合金  　●φ50mm            　●2号用　●中国製　●グリップテープ 2ZT-260  　  ★  2011年2月発売 
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HS700

ZX70

少年軟式用
RUBBER-BALL for JUNIOR ★印は新製品です。

金　属　製
スケールの違うコングパワーが、ジュニアの飛びを変える。

元気なキッズの、初めてのひと振り。ミズノは応援します。

さらに操れる、振り切れる。人気モデルに74cm&76cmが仲間入り。

軽さと基本性能に磨きをかけて、より手の届きやすいプライスに。

T　2TY-82140　ゴールド（50）

T　2TY-82360　シルバー（03）

T　2TY-82160　ネイビー（14）

T　2TY-82380　ゴールド（50）

T　2TY-82180　シルバー（03）

T　2TY-82300　ブラック（09）

T　2TY-82100　ブラック（09）

M　2TY-84590　ゴールド（50N）

M　2TY-84510　ブラック（09N）

M　2TY-84640　ブラック＊ブルー（0927）

M　2TY-85460　シルバー（03）

M　2TY-85463　ブラック（09）

M　2TY-84650　ブラック＊シルバー（0903）

M　2TY-84660　ブラック＊ゴールド（0950）

〈ビクトリーステージ〉Vコング02
2TY-845

 ¥16,800  （本体  ¥16,000  ） 
  2TY-84590  （ 79cm ・ 平均600g ）    
  2TY-84510  （ 81cm ・ 平均620g ）    
 ●HS700  　●φ67mm
●縦研磨加工　              ●日本製               
●グリップテープ 2ZT-260

〈ビクトリーステージ〉エアファイター
2TY-821

 ¥14,910  （本体  ¥14,200  ） 
  2TY-82140  （ 74cm ・ 平均530g ）    
  2TY-82160  （ 76cm ・ 平均540g ）    
  2TY-82180  （ 78cm ・ 平均550g ）    
  2TY-82100  （ 80cm ・ 平均560g ）    
 ●ZX70  　●φ69.5mm
●ショット加工　              ●日本製            
●グリップテープ 2ZT-260　★   

〈ビクトリーステージ〉スカイウォーリア
2TY-823

 ¥9,870  （本体  ¥9,400  ） 
  2TY-82360  （ 76cm ・ 平均490g ）    
  2TY-82380  （ 78cm ・ 平均510g ）    
  2TY-82300  （ 80cm ・ 平均530g ）    
   ●φ66mm      　●超 ジ々ュラルミン
        ●中国製            
●グリップテープ 2ZT-270　★   

アストルート
2TY-846

 ¥7,350  （本体  ¥7,000  ） 
  2TY-84640  （ 74cm ・ 平均540g ）    
  2TY-84650  （ 75cm ・ 平均550g ）    
  2TY-84660  （ 76cm ・ 平均560g ）    
 ●アルミ合金  　●φ64mm              
●中国製
●グリップテープ 2ZT-260            
★  2011年1月発売 

ワイルドキッズ
2TY-854

 ¥3,990  （本体  ¥3,800  ） 
  2TY-85460  （ 60cm ・ 平均420g ）    
  2TY-85463  （ 63cm ・ 平均450g ）    
 ●アルミ合金  　●φ66mm              
●中国製　★            　
 JSBB（全日本軟式野球連盟）の公式試合
では使用できませんのでご注意ください。
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プロモデル
PRO MODEL

金　属　製

カーボン製

木　　　製

憧れのプロの一撃が、ジュニアの打撃力になった。

イチロー型（IS）　2TJ-80555　ブラック

松井型（HM）　2TJ-80655　ブラック/G生地出し

T　イチローモデル　2TY-83100　ブラック（09）

T　松井モデル　2TY-83100　ゴールド（50）

M　イチローモデル　2TY-83180　シルバー（03）

M　松井モデル　2TY-83180　ブラック（09）

M　2TY-83468　ブラック（09）

M　2TY-84072　ブラック（09）

M　イチローモデル　2TP-84280　ブラック（09）

M　松井モデル　2TP-84210　ブラック（09）

M　2TY-84075　ゴールド（50）

M　2TY-84069　シルバー（03）

M　2TY-83471　ブルー（27）

M　2TY-83474　シルバー（03）

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TY-831

 ¥8,925  （本体  ¥8,500  ） 
  2TY-83180  
（ イチローモデル・78cm ・ 平均580g ）
    2TY-83180  
（ 松井モデル・78cm ・ 平均580g ）    
  2TY-83100
  （ イチローモデル・80cm ・ 平均600g ）    
  2TY-83100
  （ 松井モデル・80cm ・ 平均600g ）        
 ●アルミ合金  　●φ64mm              
●日本製　            ★   

プロモデル ICHIRO
2TY-834

 ¥5,250  （本体  ¥5,000  ） 
  2TY-83468  （ 68cm ・ 平均520g ）    
  2TY-83471  （ 71cm ・ 平均550g ）    
  2TY-83474  （ 74cm ・ 平均560g ）    
 ●アルミ合金  　●φ64mm              
●中国製　
●グリップテープ 2ZT-260　            ★   

プロモデル MATSUI
2TY-840

 ¥5,250  （本体  ¥5,000  ） 
  2TY-84069  （ 69cm ・ 平均520g ）    
  2TY-84072  （ 72cm ・ 平均560g ）    
  2TY-84075  （ 75cm ・ 平均580g ）    
 ●アルミ合金  　●φ64mm              
●中国製　
●グリップテープ 2ZT-260　          ★ 

〈ビクトリーステージ〉プロモデル
2TP-842

 ¥12,600  （本体  ¥12,000  ） 
  2TP-84280  
（ イチローモデル・78cm ・ 平均540g ）    
  2TP-84210  
（ 松井モデル・81cm ・ 平均570g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ67mm
              ●中国製　            ★   

プロモデル
2TJ-805/806
 ¥4,620  （本体  ¥4,400  ） 

  2TJ-80555  
（ イチローモデル・80cm ・ 平均630g ）    
  2TJ-80655  
（松井モデル・ 78cm ・ 平均630g ）    
 ●木製  　●平均φ60mm              
●日本製            　★   
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★印は新製品です。

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。　●掲載のプロモデルは2010年シーズン終了時点のものです。

木　　　製

カーボン製

松井型（HM）　ブラック/G生地出し

イチロー型（IS）　ブラック

飛びのビヨンドがジュニアのために、徹底して軽さを磨いた。

凸部のインパクト、凹部のコントロール。クロスのW効果をジュニアにも。

もっと飛ばしたいジュニアへ。四層の破壊力が、ついにやってきた。

飛ばす威力×コストパフォーマンス。あのEVが扱いやすいサイズ展開へ。

M　2TP-82680　ブルー（27）

M　2TP-82600　ゴールド（50）

オーバル構造

クロス構造

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

●専用バットケース付き（中国製）

ビヨンドマックス構造

四層構造

オーバルサイン

クロスサイン
（先端部）

プロモデル
2TJ-807

 ¥3,150  （本体  ¥3,000  ） 
  2TJ-80755  （ 松井モデル・74cm ・ 平均550g ）    
 ●木製  　●平均φ58mm              
●日本製　            ★   

プロモデル
2TJ-808

 ¥2,625  （本体  ¥2,500  ） 
  2TJ-80855  （ イチローモデル・64cm ・ 平均550g ）    
 ●木製  　●平均φ54mm              
●日本製　            ★   

T　2TB-80580　レッド（62）

T　2TB-80680　シルバー（03）

T 2TB-80600　ゴールド（50）

T　2TB-81140　ブラック＊ブルー（0927）

T　2TB-81160　ブラック＊シルバー（0903）

T　2TB-81180　ブラック＊ゴールド（0950）

T　2TB-80500　ブルー（27）

〈ビクトリーステージ〉ビヨンドマックスオーバル 2TB-805  ¥21,000  （本体  ¥20,000  ）   2TB-80580  （ 78cm ・ 平均540g ）    
  2TB-80500  （ 80cm ・ 平均560g ）    

  ●カーボン+グラス+ウレタン  　●φ69mm              　●ビヨンドマックス・オーバル構造　●中国製            　★  2011年1月発売 

〈ビクトリーステージ〉ビヨンドマックスEV 2TB-811  ¥15,750  （本体  ¥15,000  ）   2TB-81140  （ 74cm ・ 平均550g ）    ・  2TB-81160  （ 76cm ・ 平均560g ）    
  2TB-81180  （ 78cm ・ 平均570g ）    

  ●カーボン+グラス+EVA  　●φ67mm              　●ビヨンドマックス構造　●中国製      　      ★   

〈ビクトリーステージ〉ビヨンドマックスクロス 2TB-806  ¥23,100  （本体  ¥22,000  ）   2TB-80680  （ 78cm ・ 平均590g ）    
  2TB-80600  （ 80cm ・ 平均610g ）    

  ●カーボン+グラス+ウレタン  　●φ69mm      　●ビヨンドマックス･クロス構造        　●中国製       
 ●グリップテープ 2ZT-210

AX4(エーエックスフォー) 2TP-826  ¥14,700  （本体  ¥14,000  ）   2TP-82680  （ 78cm ・ 平均540g ）    
  2TP-82600  （ 80cm ・ 平均560g ）    

  ●カーボン+グラス  　●φ67mm      　●四層構造        　●中国製　            ★  2011年2月発売 
　 ●グリップテープ 2ZT-250 

特許3607257

特許3607257

特許3607257



かつてない驚きの軽量ボディ。力いっぱい振り切れ、飛ばせ。

この太さにして、この軽さ。デザイン一新、キングヒッター。

カーボン製

M　2TP-84180　ブラック（09）

M　2TP-84100　ネイビー（14）

C　2TP-84360　ブラック（09）

M　2TP-80420　ゴールド＊ブラック（5009）

M　キングヒッター330　2TP-83466　ブラック＊ブルー（0927）　★

M　2TP-84380　グレー（05）

M　2TP-80440　シルバー＊ブラック（0309）

M　キングヒッター350　2TP-83468　ブラック＊ネイビー（0914）

T　2TP-84300　ブルー（27）

M　2TP-80460　ネイビー＊ブラック（1409）

M　キングヒッター370　2TP-83470　ブラック＊シルバー（0903）

ノック＆トレーニング用
KNOCK & TRAINING

金　属　製

ブラック（09）

〈ビクトリーステージ〉ブルーファイア
2TP-841

 ¥13,650  （本体  ¥13,000  ） 
  2TP-84180  （ 78cm ・ 平均500g ）    
  2TP-84100  （ 80cm ・ 平均520g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ69mm              
●中国製            　★   

カーボソニック
2TP-843

 ¥10,290  （本体  ¥9,800  ） 
  2TP-84360  （ 76cm ・ 平均520g ）    
  2TP-84380  （ 78cm ・ 平均540g ）    
  2TP-84300  （ 80cm ・ 平均560g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ67mm
              ●中国製            
★  2011年3月発売 

キングヒッター
2TP-804

 ¥8,610  （本体  ¥8,200  ） 
  2TP-80420  （ 72cm ・ 平均400g ）    
  2TP-80440  （ 74cm ・ 平均420g ）    
  2TP-80460  （ 76cm ・ 平均440g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ67mm              
●中国製
  ★  2011年1月発売 

キングヒッター330･キングヒッター350･キングヒッター370
2TP-834

 ¥8,190  （本体  ¥7,800  ） 
  2TP-83466  （ 66cm ・ 平均330g ）    
  2TP-83468  （ 68cm ・ 平均350g ）    
  2TP-83470  （ 70cm ・ 平均370g ）    
 ●カーボン+グラス  　●φ63mm              
●中国製 

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TA-912  ¥15,750  （本体  ¥15,000  ）   2TA-91290  （ 89cm ・ 平均580g ）    
  2TA-91210  （ 91cm ・ 平均590g ）    

  ●HS700  　●φ53mm　              ●日本製　●  硬式､軟式､ソフト可　★2011年2月発売　
 ●グリップテープ 2ZT-260　       

HS700
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★印は新製品です。

カーボン製
反発力を生み出す新形状。飛ばせるノックバット、誕生。

2TP-91190　ブルー（27）

2TP-91110　シルバー（03）

2TP-91110　ブラック（09）

木　　　製

ブラック（09）

コーヒーブラウン/G生地出し

ホワイト（01）

ブラック/G白木

透明

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TP-911  ¥17,325  （本体  ¥16,500  ）   2TP-91190  （ 89cm ・ 平均500g ）（27）    
  2TP-91110  （ 91cm ・ 平均520g ）（03）    
  2TP-91110  （ 91cm ・ 平均590g ）（09）      ●カーボン+グラス  　●φ60mm              　●中国製        　●硬式､軟式､ソフト可       

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TP-912  ¥16,590  （本体  ¥15,800  ）   2TP-91240  （ 84cm ・ 平均440g ）    

  ●カーボン+グラス  　●φ57mm              　●中国製　●  硬式､軟式､ソフト可       

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TT-115  ¥6,090  （本体  ¥5,800  ）   2TT-11510  （ 91cm ・ 平均530g ）    

  ●朴集成材  　●平均φ57mm              　●日本製　●  硬式､軟式､ソフト可　★2011年1月発売    　   

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TP-906  ¥17,325 （本体  ¥16,500  ）    2TP-90690 （ 89cm ・ 平均540g ）   

  ●カーボン+グラス  　●φ60mm              　●中国製　●  硬式､軟式､ソフト可                 　★

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TT-108  ¥5,775  （本体  ¥5,500  ）   2TT-10810  （ 91cm ・ 平均600g ）    

  ●メイプル集成材  　●平均φ56mm              　●中国製　●  硬式､軟式､ソフト可       

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TT-015  ¥6,090  （本体  ¥5,800  ）   2TT-01500  （ 91cm ・ 平均550g ）    

  ●栓  　●平均φ57mm              　●日本製        　●硬式､軟式､ソフト可       

ブラック/G生地出し

2TT-10610　ブラック

2TT-10690　ブラック/G白木

〈ミズノプロ〉ノック 2TT-104  ¥9,450  （本体  ¥9,000  ）   2TT-10400  （ 90cm ・ 平均570g ）    

  ●朴+メイプル  　●平均φ57mm              　●日本製        　●硬式､軟式､ソフト可       

〈ビクトリーステージ〉ノック 2TT-106  ¥7,245  （本体  ¥6,900  ）   2TT-10690  （ 89cm ・ 平均550g ）    
  2TT-10610  （ 91cm ・ 平均550g ）    

  ●朴+メイプル  　●平均φ57mm              　●日本製        　●硬式､軟式､ソフト可       
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木　　　製

グリーン＊ホワイト/Gブラック（35）

ネイビー（14）

ネイビー＊ホワイト/Gコーヒーブラウン（14）

エンジ＊ホワイト/Gブラック（63）

グレー（05）

ホワイト＊レッド/Gブラウン

ネイビー/G生地出し

ネイビー（14）

レッド（62）

レッド＊ホワイト/Gコーヒーブラウン（62）

ネイビー＊ホワイト/Gブラック（14）

レッド＊ホワイト/Gブラック（62）

〈ビクトリーステージ〉ノック
2TT-122

 ¥4,935  （本体  ¥4,700  ） 
  2TT-12290  （ 89cm ・ 平均550g ）    
 ●朴  　●平均φ59mm              　●日本製
        ●硬式､軟式､ソフト可    　
★2011年2月発売　   

〈ビクトリーステージ〉トレーニング
2TT-135

 ¥6,090  （本体  ¥5,800  ） 
  2TT-13500  （ 85cm ・ 平均1000g ）    
 ●中国アオダモorメイプル  
●平均φ63mm              　●日本製    　
●打撃可　★ 
＊材料選択不可

〈ビクトリーステージ〉トレーニング
2TT-137

 ¥5,670  （本体  ¥5,400  ） 
  2TT-13700  （ 84cm ・ 平均950g ）    
     ●木製  　●平均φ63mm
              ●中国製　●    打撃可
         ★2011年2月発売

トレーニング
2TT-138

 ¥5,040  （本体  ¥4,800  ） 
  2TT-13800  （ 84or85cm ・ 平均1200g ）    
 ●木製                　●日本製　●打撃不可  
★ 2011年1月発売
＊長さ指定不可  

少年用トレーニング
2TT-147

 ¥3,780  （本体  ¥3,600  ） 
  2TT-14700  （ 80cm ・ 平均800g ）    
 ●木製  　●平均φ60mm
              ●日本製    　●少年軟式打撃可　       ★    

片手トレーニング
2TT-151

 ¥3,255  （本体  ¥3,100  ） 
  2TT-15100  （ 65cm ・ 平均830g ）    
 ●木製  　●片手用
●平均φ62mm          　    ●日本製
●ティ・トス打撃可　            ★   

〈ビクトリーステージ〉ウォームアップ
2TT-242

 ¥6,090  （本体  ¥5,800  ） 
  2TT-24200  （85 cm ・ 平均1000g ）    
 ●アッシュorメイプル  　
●平均φ57mm          　    ●日本製　            
●ソフトボール専用マスコットバット
★2011年2月発売
＊材料選択不可   

〈ビクトリーステージ〉ウォームバット
2TT-243

 ¥6,090  （本体  ¥5,800  ） 
  2TT-24300  （84 cm ・ 平均900g ）    
 ●アッシュorメイプル  
●平均φ57mm          　    ●日本製　            
●ソフトボール専用マスコットバット
★2011年2月発売
＊材料選択不可   

コーヒーブラウン
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バットアクセサリー
BAT ACCESSORIES ★印は新製品です。

＊日本野球連盟の公式試合には使用できません。

 

プロ選手も使用する、バットへ直接塗る
タイプの滑り止め。

メジャー
選手も
愛用の
滑り止め。

バッターズグラブ対応のロジンバッグ。
粘着性と乾燥性を高めてグリップの滑りを抑制。

環境に優しい
天然成分（卵のカラ）
のロジン。

適度なウェット感と
細幅凹凸でグリップ力が向上。

細幅凹凸と特殊樹脂配合により、
さらなるグリップ力を実現。

そのグリップ力や吸汗性、
耐久性をさらに強化。

●バット用グリップテープ
●ポリウレタン1.2㎜  ●日本製

2ZT-173（出荷単位10）
¥840（本体¥800）

●バット用グリップテープ
●ポリウレタン1.2㎜  ●日本製

2ZT-182（出荷単位10）
¥840（本体¥800）

●バット用グリップテープ
●ポリウレタン0.8㎜  ●日本製

2ZT-183（出荷単位10）
¥788（本体¥750）

●バット用スティックガード  ●滑り止め  ●固形75g  ●ポリブテン、
　ワックス類   ●日本製   ＊高校野球公式戦には使用できません。

2ZA-417（出荷単位10） ¥945（本体¥900）

●木製バット用パインタールラグ　●表生地：ナイロン/
中生地：綿パイル　●中国製   ＊パインタールは別売です。

2ZA-421 ¥630（本体¥600）

●打者用ロジンバッグ100g
●ロジン、炭酸マグネシウム　●日本製

2ZA-416（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

●ロジンバッグ75g
●卵殻、ロジン、炭酸マグネシウム　●日本製

2ZA-410（出荷単位10） ¥473（本体¥450）

●ロジンバッグ70g
●ロジン、炭酸マグネシウム
●日本製

2ZA-412（出荷単位10）
¥473（本体¥450）

●木製バット用パインタール150
●滑り止め   ●トール油/ピッチ/
　テレピン油　●日本製
＊高校野球公式戦には使用できません。

2ZA-420（出荷単位10）
¥998（本体¥950）

●パウダーグリップガード　●スプレー式300
●ロジン、炭酸マグネシウム、炭化水素系溶剤
（2ZA-435のガス充填量を減らしています）
●日本製  ＊高校野球公式戦には使用できません。

2ZA-437（出荷単位10）
¥945（本体¥900）

●グリップガード   ●スプレー式300
●ロジン、炭化水素系溶剤　●日本製
＊高校野球公式戦には使用できません。

2ZA-434（出荷単位10）
¥840（本体¥800）

●グリップパッド　●F型
●ラバー　●日本製
＊ソフトボール公式戦には使用できません。

2ZA-522（出荷単位10）
¥336（本体¥320）

●木製バット用乾燥剤　●日本製
＊天日干しにより繰り返しご使用いただけます。

2ZA-424
¥1,260（本体¥1,200）

本格派の天然
グリップテープ。

●バット用グリップテープ　●牛革　●25㎜×1,000㎜×1.1㎜
●台湾製

2ZT-240（出荷単位10） ¥1,260（本体¥1,200）

衝撃吸収
グリップテープ。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●25㎜×1,000㎜×1.0㎜、クッション材0.8㎜　●台湾製

2ZT-250（出荷単位10） ¥1,050（本体¥1,000）

天然皮革タイプの
グリップテープ。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●25㎜×1,100㎜×1.1㎜　●台湾製

2ZT-270（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

細身の凸凹タイプで、
高度なグリップ力を
確保。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●27㎜×1,050㎜×0.6㎜、クッション材2.0㎜　●台湾製

2ZT-230（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

●バット用グリップテープ　●牛革1.1㎜
●日本製

2ZT-160（出荷単位10） ¥1,260（本体¥1,200）

●バット用グリップテープ　●牛革0.8㎜
●日本製

2ZA-515（出荷単位10） ¥1,260（本体¥1,200）

ナノテクノロジーが生んだ、
手とひとつになる
フィット感。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●25㎜×1,000㎜×1.1㎜　●台湾製

2ZT-210（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

衝撃吸収材を内蔵、
がっちり感が
さらにアップ。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●20㎜×1,200㎜×1.2㎜、クッション材3.0㎜　●台湾製

2ZT-220（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

ぴったりフィットの
穴あきタイプ。

●バット用グリップテープ　●ポリウレタン
●25㎜×1,100㎜×1.1㎜　●台湾製

2ZT-260（出荷単位10） ¥735（本体¥700）

＊高校野球公式戦には使用できません。

＊日本野球連盟の公式試合には使用できません。



P.９0～99掲載分は、デザイン・カラーを選んでカスタムオーダーできる
シミュレーションシステムをご利用いただけます。 mos.mizuno.co.jp

フィット性と足馴じみに優れた
高機能な天然素材です。

軽量で天然皮革に近い柔らかな素材です。
プロ選手も愛用しています。

●ナショナル型（ハードカウンター） ●ノーマル型Ⅰ（ハードカウンター） ●ノーマル型Ⅱ（スポンジキルティング）

●紐式 ●ノーマルベルト式 ●マルチベルト式
＊ノーマルベルト式、マルチベルト式はミドルアップカット/ハイカットの場合は4本ベルトになりま
す。但し、ミドルアップカットの25.0㎝以下は3本ベルトになります。
＊マルチベルト式はミドルアップカット/ハイカットの場合は一番上のベルト（足首部）はノーマ
ルベルトになります。

●野手用革底

●野手用革底＋ヒールウェッジ

●投手用革底

●9 Spike Glitter 21
（意匠991227.995340）

●三角金具

●ミズノプロトレーニング★
（2011年3月よりオーダー受付）

●ランニングターフ
（USP.6205681/6289608/6295741

特許3238129）

●ライトパーパス
（USP.6205681　特許3238129）

●ブラック ●ホワイト

プレイする足の動きを、そのままシューズへ再現するために。シューズの名工・春名明弘率いるクラフトマンが、
全工程で持てるすべての技と情熱を注ぎ込む。本物を求める選手に、ミズノ最高峰の履き心地を。ミズノプロ・オーダー。

履き心地を、さらに理想へ。匠の技が極める。

●ミズノプロメタルソール●ライトップソールTM★
（2011年1月よりオーダー受付）

●ライトップソール

●ベイパーソール ●ジョーカーソール

樹脂底スパイク トレーニングシューズ革底スパイク

金具をお選びください。 ミッドソールカラーをお選びください。

＊野手用革底、野手用革底＋ヒールウェッジ、投手用革底、ミズノプロメタルソールのみ選択可能です。ライトップソール、ライトップソールTM、
ベイパーソール、ジョーカーソールは金具の選択はできません。

＊ランニングターフを選択されて、ミッドソールカラーがブラックの場
合はトゥガードはブラック、ホワイトの場合はホワイトになります。

＊ミッドソールカラーはすべてホワイトになります。
＊ライトップソールとライトップソールTMは超硬金具仕様になります。また、ベイパーソールは超硬金具
ではなく通常のメタル金具仕様になります。それぞれ金具の交換はできません。

●エクストラモデル
●付属品/シューズ袋
●原産国/日本、中国

●レギュラーモデル
●付属品/シューズ袋
●原産国/日本、中国

ホワイト（01）×ゴールド（50） ホワイト（01）×ブラック（09）/
シルバー（03）台

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。

＊エクストラモデル、レギュラーモデルのどちらを選択されても同じ価格です。

●甲材/本体：天然皮革（カンガルーエナメル）
補強：天然皮革（カンガルーエナメル）

●カンガルーエナメル
¥34,650（本体¥33,000）

●甲材/本体：人工皮革（ロベニカエナメル）
補強：人工皮革（ロベニカエナメル）

●ロベニカエナメル
¥32,550（本体¥31,000）

●インフィニティウエーブ
（特許4020953）

アッパースタイルをお選びください。1

アッパーの素材をお選びください。2

●折り返しベロ ●折り返し二重ベロ●プロテクトベロ
＊ベロのタイプは履口のカッティングがノーマルカット/ストレートミッドカット/山型ミッドカットの
場合のみ選択可能です。ループプラスカット/ミドルアップカット/ハイカットの場合はプロテ
クトベロになります。

ベロのタイプをお選びください。4甲止めのタイプをお選びください。3

踵のタイプをお選びください。5

ソールをお選びください。品番が決定します。6

ミズノプロ・オーダー
MIZUNO PRO ORDER ★印は新製品です。

A-79
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カンガルーエナメル

ロベニカエナメル
底 材

サ イ ズ

カンガルーエナメル

ロベニカエナメル

ホワイト（01） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） マリンブルー（18） セルリアンブルー（20） ダークグリーン（36） レッド（62）

＊通常のミズノプロ・シューズの幅はEEになります。

野手用革底1 野手用革底＋ヒールウェッジ2 投手用革底3
カンガルーエナメル

ロベニカエナメル

2KC-30000 2KC-31000 2KC-32000

2KC-30100 2KC-31100 2KC-32100

アウトソール：天然皮革（牛革）
アウトソール：天然皮革（牛革）

ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ） アウトソール：天然皮革（牛革）

金属製（取替式）

23.0～30.0㎝

2KD-30000 2KD-35000 2KD-32000 2KD-33000 2KD-34000

2KD-30100 2KD-35100 2KD-32100 2KD-33100 2KD-34100

アウトソール：合成樹脂（ナイロン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

金属製（固定式、超硬金具仕様） 金属製（取替式）
前足部：金属製（固定式）
踵部：ゴム製（固定式）

樹脂製
（グリッタースタッド固定式）

25.0～29.0㎝

ス パ イ ク

底 材

サ イ ズ

ス パ イ ク

底 材

サ イ ズ

ミズノプロトレーニング1 インフィニティウェーブ2 ランニングターフ ライトパーパス3 4
2KB-33000 2KB-30000 2KB-31000 2KB-32000

2KB-33100 2KB-30100 2KB-31100 2KB-32100
アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

25.0～29.0㎝

23.0～29.0㎝ 25.5～29.0㎝

23.0～29.0㎝

ライトップソール1 ライトップソールTM2

23.0～28.5㎝

ジョーカーソール5ミズノプロメタルソール3 ベイパーソール4

アウトソール：合成樹脂（ウレタン）
ミッドソール：合成樹脂

（熱成型E.V.A.スポンジ）

エ
ク
ス
ト
ラ
モ
デ
ル

レ
ギ
ュ
ラ
ー
モ
デ
ル

革底スパイク（ノーマルカット）

樹脂底スパイク（ノーマルカット）

トレーニングシューズ（ノーマルカット）

革底スパイク（ノーマルカット）

樹脂底スパイク（ノーマルカット）

トレーニングシューズ（ノーマルカット）

＊投手用のP革はオプションになります。

＊ライトップソール、ライトップソールTMを指定の場合、￥2,100（本体￥2,000）アップになります。

2KC-31000  ホワイト（01）×ゴールド（50）

2KD-30000
ホワイト（01）/レッド（62）/
ライトシルバー（04）×
レッド（62）/シルバー（03）台

2KB-33100  ネイビー（14）/ホワイト（01）/ライトシルバー（04）×ホワイト（01）/イエロー（45）台

2KC-41000  ホワイト（01）×ブラック（09）/シルバー（03）台

2KD-40000  
ホワイト（01）/パステルネイビー（16）/
ライトシルバー（04）×ピンク（64）/
シルバー（03）台

2KB-43100  ホワイト（01）×ネイビー（14）/イエロー（45）台

広い狭い EE（普通）ED EEE EEEE

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） セルリアンブルー（20） ロイヤルブルー（22） コバルトブルー（27）

グリーン（35） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） ピンク（64） ワインレッド（66） パープル（67） バイオレット（68）

オーシャンブルー（28）

＊天然皮革と人工皮革のカラーは同色であっても現在の染色技術では若干ばらつきが発生します。ご了承ください。

ミズノプロ
ラスト

＊紐・ハトメはアッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべてホワイトになります。

＊2KP-55728のブルーはオーシャンブルー（28）になります。

★★
★★ ★★ ★★ ★★ ★★

カンガルーエナメル

ロベニカエナメル

2KD-40000 2KD-45000 2KD-42000 2KD-43000 2KD-44000

2KD-40100 2KD-45100 2KD-42100 2KD-43100 2KD-44100

アウトソール：合成樹脂（ナイロン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

金属製（固定式、超硬金具仕様） 金属製（取替式）
前足部：金属製（固定式）
踵部：ゴム製（固定式）

樹脂製
（グリッタースタッド固定式）

25.0～29.0㎝

ス パ イ ク

底 材

サ イ ズ 23.0～29.0㎝ 25.5～29.0㎝

ライトップソール1 ライトップソールTM2

23.0～28.5㎝

ジョーカーソール5ミズノプロメタルソール3 ベイパーソール4

アウトソール：合成樹脂（ウレタン）
ミッドソール：合成樹脂

（熱成型E.V.A.スポンジ）

＊ライトップソール、ライトップソールTMを指定の場合、￥2,100（本体￥2,000）アップになります。

★★
★★ ★★ ★★ ★★ ★★

サイズとウイズ（足囲）をお選びください。7
アッパーカラーをお選びください。8
ラインカラーをお選びください。（ダブルラインも可能です。）9

★★ ★★ ★★

野手用革底1 野手用革底＋ヒールウェッジ2 投手用革底3
カンガルーエナメル

ロベニカエナメル
2KC-40000 2KC-41000 2KC-42000
2KC-40100 2KC-41100 2KC-42100

アウトソール：天然皮革（牛革）
アウトソール：天然皮革（牛革）

ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ） アウトソール：天然皮革（牛革）

金属製（取替式）

23.0～30.0㎝

ス パ イ ク

底 材

サ イ ズ

＊投手用のP革はオプションになります。

★★ ★★ ★★

★★
★★ ★★ ★★ ★★

カンガルーエナメル

ロベニカエナメル
底 材

サ イ ズ

ミズノプロトレーニング1 インフィニティウェーブ2 ランニングターフ ライトパーパス3 4
2KB-43000 2KB-40000 2KB-41000 2KB-42000

2KB-43100 2KB-40100 2KB-41100 2KB-42100
アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

25.0～29.0㎝ 23.0～29.0㎝

★★
★★ ★★ ★★ ★★

25.0～29.0、30.0㎝

25.0～29.0、30.0㎝
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4C1 2A 3A 4A 5A 2B 3B 4B 5B 2C 3C 5C
¥1,575

（本体¥1,500）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,575

（本体¥1,500）
¥1,575

（本体¥1,500）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,575

（本体¥1,500）
¥1,575

（本体¥1,500）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,050

（本体¥1,000）
¥1,575

（本体¥1,500）

スペシャルオプション

刺　繍

●当て革補強
¥1,050（本体¥1,000）

●P革補強
¥1,050（本体¥1,000）

●投手用P革／
　吊り込み式
¥2,100（本体¥2,000）

●投手用P革／
　縫Pコバ切り式
¥3,150（本体¥3,000）

●投手用P革／
　縫P巻き込み式
¥4,200（本体¥4,000）

＊2KCのみ選択可能です。
＊2KDでは対応しておりません。

＊2KCのみ選択可能です。
＊2KDでは対応しておりません。

＊当て革補強・P革補強・フットプロテクターについては右・左の別をお選びください。左右両方も対応可能です（価格は倍になります）。
　P革のカラーは、アッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべてホワイトになります。

●野手用P革／
　吊り込み式
¥2,100（本体¥2,000）

●フットプロテクター
¥2,100（本体¥2,000）

●野手用P革／
　縫Pコバ切り式
¥3,150（本体¥3,000）
＊2KCのみ選択可能です。
＊2KDでは対応しておりません。

＊片足の価格です。紐式のみ
選択可能です。
＊ミズノプロ・オーダーのみの
対応になります。

●ループプラスカット
¥2,100（本体¥2,000）

●ストレートミッドカット
¥2,100（本体¥2,000）

●山型ミッドカット
¥2,100（本体¥2,000）

●ミドルアップカット
¥2,100（本体¥2,000）

●ハイカット
¥4,200（本体¥4,000）

●コバ金（1ヶ所）
¥1,050（本体¥1,000）
＊2KCのみ選択可能です。
＊2KDでは対応しておりません。

●ミッドソール
　E.V.A.2㎜全面
¥1,575（本体¥1,500）
＊ミッドソールカラーは
ブラックになります。

＊履口部分は、アッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべて
ホワイトになります。

履口カッティングオプション コバ金オプション ミッドソールオプション

補強オプション

ミズノプロ・オーダー、グローバルエリート・オーダーについては以下の刺繍パターンが対応可能です。（別途料金がかかります。刺繍カラーはラインカラーの中からお選びください。）

＊ノーマルカット、ループプラスカット、ミドルアップカット、ストレートミッドカット、山型ミッドカットはベロに、ハイカットはベルト部に入ります。ただしハイカットの場合、4A・5A・4B・5B・4C・5Cの刺繍はベロに入ります。

＊Fは縫い糸カラーになります。縫い糸カラーは1色のみ選択可能です。ラインカラーの中よりお選びください。指定のない場合は本体と同色になります。
＊エクストラモデルでベルト式を指定の場合、ベルトのカラーは補強：Dと同じカラーになります。　＊レギュラーモデルでベルト式を指定の場合、ベルトのカラーは先飾：Cと同じカラーになります。
＊スペシャルオプションにおいて、フットプロテクターを指定の場合、フットプロテクターのカラーは先飾：Cと同じカラーになります。

●仕上がりパターン例
エクストラモデル/ナショナル型カウンター エクストラモデル/ノーマル型Ⅰカウンター レギュラーモデル/ナショナル型カウンター レギュラーモデル/ノーマル型Ⅰカウンター

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/パステルネイビー（16）、
先飾：C/パステルネイビー（16）、補強：D/ライトシルバー（04）、
踵：E/パステルネイビー（16）、縫糸：F/指定なし、
踵飾：G/パステルネイビー（16）
ライン（上）：ピンク（64）、ライン（下）：シルバー（03）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/レッド（62）、
先飾：C/レッド（62）、補強：D/ライトシルバー（04）、
踵：E/レッド（62）、縫糸：F/レッド（62）、
踵飾：G/ホワイト（01）、
ライン（上）：レッド（62）、ライン（下）：シルバー（03）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ブラック（09）、
先飾：C/ブラック（09）、補強：D/ブラック（09）、
踵：E/ホワイト（01）、縫糸：F/指定なし、
踵飾：G/ブラック（09）
ライン（上）：シルバー（03）、ライン（下）：ブラック（09）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ネイビー（14）、
先飾：C/ホワイト（01）、補強：D/ネイビー（14）、
踵：E/ホワイト（01）、縫糸：F/ネイビー（14）、
踵飾：G/ネイビー（14）
ライン（上）：シルバー（03）、ライン（下）：ネイビー（14）

本体：A ベロ：B 先飾：C 補強：D 踵：E 踵飾：G

エクストラ
モデル

ナショナル型
カウンター

エクストラ
モデル

ノーマル型Ⅰ・Ⅱ
カウンター

レギュラー
モデル

ナショナル型
カウンター

レギュラー
モデル

ノーマル型Ⅰ・Ⅱ
カウンター

＊補強（D）のみ が選択可能です。　＊ライトシルバー（04）、ダークシルバー（05）の材料は、人工皮革のみでの対応になります。

ライトシルバー（04）ダークシルバー（05）

仕上がり予定 オーダーご発注後から35～40日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

アッパーをコンビカラーにする場合は各パーツのカラーをお選びください。3色まで選択可能です。10
★印は新製品です。
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●シングルライン ●ダブルライン ●紐式 ●ノーマルベルト式

その絶妙な感触が、夢を世界に加速させる。
徹底した軽量化を追求するあのシューズテクノロジーに、走りに賭けるプレイヤーのこだわりを融合。
その俊敏なフットワークが秘めた実力を解き放ち、見つめた夢を世界へ届かせる。グローバルエリート・オーダー。

●底材/アウトソール：天然皮革（牛革）
ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）

●スパイク/金属製（新9本歯金具M-LOK取替式）
●サイズ/24.0～29.0、30.0㎝
●付属品/シューズ袋
＊野手用と投手用の2種類があります。P革等の
スペシャルオプションは別途選択してください。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
（意匠991227.995340）

●底材/アウトソール：天然皮革（牛革）
ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）

●スパイク/金属製（三角金具M-LOK取替式）
●サイズ/24.0～29.0、30.0㎝
●付属品/シューズ袋
＊野手用と投手用の2種類があります。P革等の
スペシャルオプションは別途選択してください。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。

●底材/アウトソール：合成樹脂（ナイロン）
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●スパイク/金属製
　（新9本歯超硬チップ付金具固定式）
●サイズ/23.0～29.0㎝
●付属品/シューズ袋
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。

●底材/アウトソール：ゴム
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●サイズ/23.0～29.0㎝　●付属品/シューズ袋
＊ミッドソールカラーはホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
（USP.6205681 特許3238129）

q革底  新9本歯金具

iゴム底  ライトパーパス

w革底  三角金具 e樹脂底  ライトップソール（超硬金具）
●底材/アウトソール：合成樹脂（ナイロン）

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スパイク/金属製
　（6本歯超硬チップ付金具固定式）
●サイズ/25.5～29.0㎝
●付属品/シューズ袋
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
2011年1月よりオーダー受付

r樹脂底  ライトップソールTM（超硬金具）★

●底材/アウトソール：合成樹脂（ナイロン）
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●スパイク/金属製
（新9本歯金具ボルト止め取替式）
●サイズ/23.0～29.0㎝　●付属品/シューズ袋、レンチ
＊ミッドソールカラーはホワイトになります。
＊金具の交換には2ZK-15400をお求めください。
＊前足部のナット交換には2ZK-73707（ナット7㎜
タイプ）を、踵部のナット交換には2ZK-73711
（ナット11㎜タイプ）をお求めください。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
（意匠991227.995340）

t樹脂底  ライトユースソール（金具仕様）
●底材/アウトソール：合成樹脂（ナイロン）

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スタッド/合成樹脂製
　（新9本歯樹脂スタッドボルト止め取替式）
●サイズ/23.0～29.0㎝　●付属品/シューズ袋、レンチ
＊ミッドソールカラーはホワイトになります。
＊スタッドの交換には2ZK-15300をお求めください。
＊前足部のナット交換には2ZK-73707（ナット7㎜
タイプ）を、踵部のナット交換には2ZK-73711
（ナット11㎜タイプ）をお求めください。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
（意匠991227.995340）

y樹脂底  ライトユースソール（スタッド仕様）
●底材/アウトソール：ゴム

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●サイズ/25.0～29.0㎝　●付属品/シューズ袋
＊ミッドソールカラー、トゥガードカラーはホワイトに
なります。
＊中敷きの交換には2ZK-36200をお求めください。
（特許4020953）

uゴム底  インフィニティウエーブラン

●折り返しベロ ●プロテクトベロ

＊紐・ハトメはアッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべてホワイトになります。

●甲材/ 本体：人工皮革（コードレエナメル）
 補強：人工皮革（コードレエナメル）
●原産国/日本、中国

●ノーマルカット

ホワイト（01）/
ライトシルバー（04）×
ネイビー（14）

●甲材/ 本体：人工皮革（コードレエナメル）
 補強：人工皮革（コードレエナメル）
●原産国/日本、中国

●山型ミッドカット

レッド（62）×
シルバー（03）

●甲材/ 本体：人工皮革（コードレエナメル）
 補強：人工皮革（コードレエナメル）
●原産国/日本、中国

●ミドルアップカット

ブラック（09）×
ホワイト（01）

＊履口部分は、アッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべてホワイトになります。

＊ベロのタイプは履口のカッティングが、ノーマルカット/山型ミッドカットの場合のみ選択可能です。
ミドルアップカットの場合はプロテクトベロになります。

＊幅はEEになります。ウイズ（足囲）の指定はできません。ミズノプロ
ラスト

アッパースタイルをお選びください。1

ベロのタイプをお選びください。4

ソールをお選びください。品番が決定します。5

サイズをお選びください。6

甲止めのタイプをお選びください。3シングルラインかダブルラインかをお選びください。2

グローバルエリート・オーダー
GLOBAL ELITE ORDER
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ホワイト（01）/
ライトシルバー（04）×
ネイビー（14）

レッド（62）×
シルバー（03）

ブラック（09）×
ホワイト（01）

q革底
新9本歯金具M-LOK式

2KA-11000（野手用） ・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KA-21000（投手用） ・・・・・・・・・・¥21,000（本体¥20,000）

2KA-12000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KA-22000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,100（本体¥22,000）

2KA-13000（野手用） ・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）

2KA-23000（投手用） ・・・・・・・・・・・¥25,200（本体¥24,000）

w革底
三角金具M-LOK式

2KA-31000（野手用） ・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KA-41000（投手用） ・・・・・・・・・・¥21,000（本体¥20,000）

2KA-32000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KA-42000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,100（本体¥22,000）

2KA-33000（野手用） ・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）

2KA-43000（投手用） ・・・・・・・・・・・¥25,200（本体¥24,000）

e樹脂底
ライトップソール（超硬金具）

r樹脂底
ライトップソールTM（超硬金具）

t樹脂底
ライトユースソール（金具）

y樹脂底
ライトユースソール（スタッド）

uゴム底
インフィニティウエーブラン 2KI-11000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥15,750（本体¥15,000）

2KE-11000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000） 2KE-12000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000） 2KE-13000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）

2KE-21000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）★ 2KE-22000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）★ 2KE-23000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）★

2KL-11000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥15,750（本体¥15,000） 2KL-12000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000）

2KR-11000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥15,750（本体¥15,000） 2KR-12000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000）

2KL-13000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KR-13000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

アッパースタイル

ソールスタイル

iゴム底
ライトパーパス

2KI-21000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥14,700（本体¥14,000）

2KI-12000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000）

2KI-22000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,800（本体¥16,000）

2KI-13000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KI-23000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,900（本体¥18,000）

ノーマルカット・シングルライン・紐式1 山型ミッドカット・シングルライン・紐式2 ミドルアップカット・シングルライン・紐式3

＊天然皮革と人工皮革のカラーは同色であっても現在の染色技術では若干ばらつきが発生します。ご了承ください。

ホワイト（01） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16）マリンブルー（18） セルリアンブルー（20）ダークグリーン（36） レッド（62）

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16）セルリアンブルー（20）ロイヤルブルー（22） コバルトブルー（27） オーシャンブルー（28）

グリーン（35） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） ピンク（64） ワインレッド（66） パープル（67） バイオレット（68）

＊Fは縫い糸カラーになります。縫い糸カラーは1色のみ選択可能です。ラインカラーの中よりお選びください。指定のない場合は本体と同色になります。
＊ベルト式を指定の場合、ベルトのカラーは先飾：Cと同じカラーになります。

●仕上がりパターン例

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ホワイト（01）、
先飾：C/ネイビー（14）、補強：D/ネイビー（14）、
踵：E/ホワイト（01）、縫糸：F/ネイビー（14）、
踵飾：G/ホワイト（01）、
ライン（上）：シルバー（03）、
ライン（下）：ネイビー（14）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ホワイト（01）、
先飾：C/レッド（62）、補強：D/ライトシルバー（04）、
踵：E/レッド（62）、縫糸：F/レッド（62）、
踵飾：G/レッド（62）、
ライン（上）：レッド（62）、
ライン（下）：シルバー（03）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ホワイト（01）、
先飾：C/ホワイト（01）、補強：D/パステルネイビー（16）、
踵：E/ホワイト（01）、縫糸：F/パステルネイビー（16）、
踵飾：G/パステルネイビー（16）、
ライン（上）：オレンジ（54）、
ライン（下）：パステルネイビー（16）

本体：A/ホワイト（01）、ベロ：B/ブラック（09）、
先飾：C/ブラック（09）、補強：D/ライトシルバー（04）、
踵：E/ブラック（09）、縫糸：F/ゴールド（50）、
踵飾：G/ブラック（09）、
ライン（上）：ゴールド（50）、
ライン（下）：レッド（62）

本体：A ベロ：B 先飾：C 補強：D 踵：E 踵飾：G

＊紐・ハトメはアッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはすべてホワイトになります。

＊2KP-55728のブルーはオーシャンブルー（28）になります。

＊オプションの詳細については、P.92ミズノプロ・オーダーの「スペシャルオプション」をご参照ください。

＊補強（D）のみ が選択可能です。

ライトシルバー（04）ダークシルバー（05）

＊補強（D）で、ライトシルバー（04）、ダークシルバー（05）を選択の場合のみ、3色対応可能です。
＊ライトシルバー（04）、ダークシルバー（05）の材料は、人工皮革のみでの対応になります。

スペシャルオプション
●コバ金（1ヶ所）  ¥1,050（本体¥1,000）　●ミッドソール／E.V.A.2㎜全面  ¥1,575（本体¥1,500）＊ミッドソールカラーはブラックになります。　
●当て革補強  ¥1,050（本体¥1,000）　●P革補強  ¥1,050（本体¥1,000）　●投手用P革／吊り込み式  ¥2,100（本体¥2,000）　
●投手用P革／縫Pコバ切り式  ¥3,150（本体¥3,000）　●投手用P革／縫P巻き込み式  ¥4,200（本体¥4,000）　
●野手用P革／吊り込み式  ¥2,100（本体¥2,000）　●野手用P革／縫Pコバ切り式  ¥3,150（本体¥3,000）

当て革補強・P革補強については右・左の別をお選びください。
左右両方も対応可能です（価格は倍になります）。
P革のカラーは、アッパーカラーがブラックの場合はブラック、それ以外のカラーはす
べてホワイトになります。

＊

仕上がり予定 オーダーご発注後から35～40日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

アッパーをコンビカラーにする場合は各パーツのカラーをお選びください。2色まで選択可能です。7

アッパーカラーをお選びください。8
ラインカラーをお選びください。9

★印は新製品です。
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パステルネイビー（16）×
ホワイト（01）/
ゴールド（50）台

ダークグリーン（36）×
シルバー（03）/
イエロー（45）台

ホワイト（01）×
ワインレッド（66）/
シルバー（03）台

革底
新9本歯金具M-LOK式

革底
三角金具M-LOK式

樹脂底
ライトップソール（超硬金具）

樹脂底
ライトユースソール（金具）

樹脂底
ライトユースソール（スタッド）

ゴム底
インフィニティウエーブラン

アッパースタイル

ソールスタイル

ゴム底
ライトパーパス

ノーマルカット・ダブルライン・ベルト式10 山型ミッドカット・ダブルライン・ベルト式11 ミドルアップカット・ダブルライン・ベルト式12

ホワイト（01）×
コバルトブルー（27）/
シルバー（03）台

レッド（62）×
ゴールド（50）/
ホワイト（01）台

ホワイト（01）×
オレンジ（54）/
ブラック（09）台

革底
新9本歯金具M-LOK式

革底
三角金具M-LOK式

樹脂底
ライトップソール（超硬金具）

樹脂底
ライトユースソール（金具）

樹脂底
ライトユースソール（スタッド）

ゴム底
インフィニティウエーブラン

アッパースタイル

ソールスタイル

ゴム底
ライトパーパス

ノーマルカット・ダブルライン・紐式7 山型ミッドカット・ダブルライン・紐式8 ミドルアップカット・ダブルライン・紐式9

ホワイト（01）×
パープル（67）

ネイビー（14）×
シルバー（03）

ホワイト（01）/
ライトシルバー（04）
×グリーン（35）

革底
新9本歯金具M-LOK式

革底
三角金具M-LOK式

樹脂底
ライトップソール（超硬金具）

樹脂底
ライトユースソール（金具）

樹脂底
ライトップソールTM（超硬金具）

樹脂底
ライトップソールTM（超硬金具）

樹脂底
ライトップソールTM（超硬金具）

樹脂底
ライトユースソール（スタッド）

ゴム底
インフィニティウエーブラン

アッパースタイル

ソールスタイル

ゴム底
ライトパーパス

ノーマルカット・シングルライン・ベルト式4 山型ミッドカット・シングルライン・ベルト式5 ミドルアップカット・シングルライン・ベルト式6

2KA-14000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KA-24000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,100（本体¥22,000）

2KA-15000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）

2KA-25000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,200（本体¥24,000）

2KA-34000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KA-44000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,100（本体¥22,000）

2KA-35000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）

2KA-45000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,200（本体¥24,000）

2KI-14000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000） 2KI-15000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KI-24000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,800（本体¥16,000）

2KA-51000（野手用） ・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KA-61000（投手用） ・・・・・・・・・・¥21,525（本体¥20,500）

2KA-71000（野手用） ・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KA-81000（投手用） ・・・・・・・・・・¥21,525（本体¥20,500）

2KI-51000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,275（本体¥15,500）

2KI-61000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥15,225（本体¥14,000）

2KA-54000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KA-64000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,625（本体¥22,500）

2KA-74000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KA-84000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,625（本体¥22,500）

2KI-54000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KI-64000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,325（本体¥16,500）

2KA-55000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KA-65000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,725（本体¥24,500）

2KA-75000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KA-85000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,725（本体¥24,500）

2KI-55000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KI-65000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,425（本体¥18,500）

2KA-56000（野手用） ・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）

2KA-66000（投手用） ・・・・・・・・・・¥27,825（本体¥26,500）

2KA-76000（野手用） ・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）

2KA-86000（投手用） ・・・・・・・・・・¥27,825（本体¥26,500）

2KI-56000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KI-66000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥21,525（本体¥20,500）

2KA-52000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KA-62000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,625（本体¥22,500）

2KA-72000（野手用） ・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KA-82000（投手用） ・・・・・・・・・・¥23,625（本体¥22,500）

2KI-52000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KI-62000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,325（本体¥16,500）

2KA-53000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KA-63000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,725（本体¥24,500）

2KA-73000（野手用） ・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KA-83000（投手用） ・・・・・・・・・・¥25,725（本体¥24,500）

2KI-53000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KI-63000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,425（本体¥18,500）

2KI-25000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,900（本体¥18,000）

2KA-16000（野手用） ・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）

2KA-26000（投手用） ・・・・・・・・・・¥27,300（本体¥26,000）

2KA-36000（野手用） ・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）

2KA-46000（投手用） ・・・・・・・・・・¥27,300（本体¥26,000）

2KI-16000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KI-26000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥21,000（本体¥20,000）

2KE-14000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）

2KE-24000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,150（本体¥23,000）★ 2KE-25000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）★ 2KE-26000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,350（本体¥27,000）★

2KE-61000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）★ 2KE-62000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）★ 2KE-63000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）★

2KE-64000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）★ 2KE-65000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）★ 2KE-66000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,875（本体¥27,500）★

2KL-14000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000）

2KR-14000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥17,850（本体¥17,000）

2KE-51000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KL-51000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,275（本体¥15,500）

2KR-51000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥16,275（本体¥15,500）

2KE-54000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KL-54000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KR-54000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KE-55000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）

2KL-55000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KR-55000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KE-56000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,875（本体¥27,500）

2KL-56000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KR-56000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,575（本体¥21,500）

2KE-52000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,675（本体¥23,500）

2KL-52000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KR-52000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥18,375（本体¥17,500）

2KE-53000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,775（本体¥25,500）

2KL-53000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KR-53000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥20,475（本体¥19,500）

2KE-15000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥26,250（本体¥25,000）

2KL-15000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KR-15000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥19,950（本体¥19,000）

2KE-16000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥28,350（本体¥27,000）

2KL-16000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）

2KR-16000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥22,050（本体¥21,000）
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●シングルライン ●ダブルライン

もっと華麗に、スタイリッシュに。プレイの足元を輝かせる。

●甲材/本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）
●底材/アウトソール：合成樹脂（ウレタン）

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スパイク/金属製（新9本歯金具ボルト止め取替式）
●付属品/レンチ　●原産国/中国

●ノーマルカット
●甲材/本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）
●底材/アウトソール：合成樹脂（ウレタン）

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スパイク/金属製（新9本歯金具ボルト止め取替式）
●付属品/レンチ　●原産国/中国

●ミドルプラスカット
●甲材/本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）
●底材/アウトソール：ゴム　

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●原産国/中国

●トレーニングシューズ

●ノーマルカット：23.0～29.0、30.0㎝
●ミドルプラスカット：23.0～29.0㎝
●トレーニングシューズ：23.0～29.0㎝

ホワイト（01） ブラック（09）

1 ノーマルカット・シングルライン

2 ノーマルカット・ダブルライン

2KM-71100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥9,975（本体¥9,500）

2KM-71200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥9,975（本体¥9,500）

＊つま先サイドの補強部分は、アッパーカラーがホワイト（01）の場合はライトシルバーに、アッパーカラーがブラック（09）の場合はダークシルバーに
なります。これ以外のカラーは選択できません。
＊縫い糸カラーは本体と同色になります。カラーの選択はできません。

ホワイト（01）×ダークグリーン（36）/シルバー（03）台 ホワイト（01）×ピンク（64）/シルバー（03）台 ブラック（09）×ゴールド（50）/ホワイト（01）台

＊ウイズ（足囲）の指定はできません。

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） セルリアンブルー（20） ロイヤルブルー（22） コバルトブルー（27） グリーン（35）

イエロー（45）ダークグリーン（36） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） ピンク（64） ワインレッド（66） パープル（67） バイオレット（68）

オーシャンブルー（28）

5 シングルライン

2

6 ダブルライン

2KT-61100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）

2KT-61200・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）

＊ブライトシリーズ・カラーオーダーについては、システム以外のオプションはできません。ご了承ください。

ブラック（09）×
レッド（62）

ホワイト（01）×
ダークグリーン（36）/シルバー（03）台

ホワイト（01）×
パステルネイビー（16）

ブラック（09）×
ゴールド（50）/ホワイト（01）台

ミズノプロ
ラスト

＊アッパーはホワイト、ブラックともにエナメルになります。

＊トレーニングシューズはノーマルカットのみになります。

＊ライン上のカラーと、踵サイドのパーツカラーは同色になります。別色での指定はできません。　＊2KP-55728のブルーはオーシャンブルー（28）になります。

仕上がり予定 オーダーご発注後から35日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

3 ミドルプラスカット・シングルライン

2KM-71300・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥11,550（本体¥11,000）

ブラック（09）×
イエロー（45）

4 ミドルプラスカット・ダブルライン

2KM-71400・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥11,550（本体¥11,000）

ホワイト（01）×
ピンク（64）/シルバー（03）台

シューズスタイルをお選びください。1

アッパーカラーをお選びください。4
ラインカラーをお選びください。5

サイズをお選びください。3シングルラインかダブルラインかをお選びください。2

ブライトシリーズ・カラーオーダー
BRIGHT SERIES COLOR ORDER ★印は新製品です。
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圧倒的な存在感で、ライバルに差をつけろ。

●シングルライン ●ダブルライン

ホワイト（01） ブラック（09）

ブラック（09）×ゴールド（50）

●ノーマルカット
●甲材/本体：人工皮革（エナメル）　

補強：人工皮革（エナメル）
●原産国/中国

ホワイト（01）×ピンク（64）

●山型ミッドカット
●甲材/本体：人工皮革（エナメル） 

補強：人工皮革（エナメル）
●原産国/中国

＊アッパー素材はホワイト、ブラックともにエナメルになります。
＊履口裏・ベロ裏はブラックアッパーの場合はブラック、ホワイトアッパーの場合はホワイトに
なります。

●紐式 ●ノーマルベルト式
＊ベルト式の場合、ノーマルカット、山型ミッド
カットともに22.5cm以下は2本ベルト、
23.0cm以上は3本ベルトになります。

●折り返しベロ ●プロテクトベロ
＊ベロのタイプは履口のカッティングがノーマルカットの場合のみ選択可能です。
＊山型ミッドカットはプロテクトベロになります。

●底材/アウトソール：合成樹脂（ウレタン）
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●スパイク/金属製（新9本歯金具ボルト止め取替式）
●サイズ/23.0～29.0、30.0㎝　●付属品/レンチ
＊ミッドソールカラーはブラックアッパーの場合はブラック、
ホワイトアッパーの場合はホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-35400をお求めください。
（意匠991227.995340）

樹脂底ソール
●底材/アウトソール：合成樹脂（ウレタン）

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スタッド/合成樹脂製（グリッタースタッド固定式）
●サイズ/20.0、21.0～29.0、30.0㎝
＊ミッドソールカラーはブラックアッパーの場合はブラック、
ホワイトアッパーの場合はホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-35400をお求めください。

ポイントソール
●底材/アウトソール：ゴム

ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●サイズ/23.0～28.0、29.0、30.0㎝
＊ミッドソールカラーはブラックアッパーの場合はブラック、
ホワイトアッパーの場合はホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-35400をお求めください。

トレーニングソール

＊ウイズ（足囲）の指定はできません。ミズノプロ
ラスト

アッパースタイルをお選びください。1

ソールをお選びください。品番が決定します。6

サイズをお選びください。7

アッパーカラーをお選びください。3シングルラインかダブルラインかをお選びください。2

ベロのタイプをお選びください。5甲止めのタイプをお選びください。4

フランチャイズ・カラーオーダー プライムエディション
FRANCHISE COLOR ORDER PRIME EDITION

2011年1月より
オーダー受付
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＊フランチャイズ・カラーオーダー プライムエディションについては、システム以外のオプションはできません。ご了承ください。

仕上がり予定 お客様がご発注後、35日（営業日）が目安です。ただし、シーズンにより違いが生じます。ご発注時にご確認ください。

ブラック（09）×
ゴールド（50）

ホワイト（01）×
パステルネイビー（16）

ホワイト（01）×
ピンク（64）

樹脂底ソール

ポイントソール

トレーニングソール

アッパースタイル

ソールスタイル

ノーマルカット・シングルライン・紐式・折り返しベロ1 ノーマルカット・シングルライン・紐式・プロテクトベロ2 山型ミッドカット・シングルライン・紐式・プロテクトベロ3

2KM-70100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-70200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-70300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）★

2KP-40100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-40200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-40300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

2KT-33100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-33200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-33300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） セルリアンブルー（20） ロイヤルブルー（22）

コバルトブルー（27） オーシャンブルー（28） グリーン（35） ダークグリーン（36） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54）

レッド（62） ピンク（64） ワインレッド（66） パープル（67） バイオレット（68）

ホワイト（01）×
グリーン（35）

ホワイト（01）×
イエロー（45）

ブラック（09）×
パープル（67）

樹脂底ソール

ポイントソール

トレーニングソール

アッパースタイル

ソールスタイル

ノーマルカット・シングルライン・ベルト式・折り返しベロ7 ノーマルカット・シングルライン・ベルト式・プロテクトベロ8 山型ミッドカット・シングルライン・ベルト式・プロテクトベロ9

2KM-90100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-90200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-90300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）★

2KP-50100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-50200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-50300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

2KT-34100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-34200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-34300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

ブラック（09）×
ホワイト（01）/
イエロー（45）台

ホワイト（01）×
レッド（62）/
ネイビー（14）台

ホワイト（01）×
ブラック（09）/
オレンジ（54）台

樹脂底ソール

ポイントソール

トレーニングソール

アッパースタイル

ソールスタイル

ノーマルカット・ダブルライン・紐式・折り返しベロ4 ノーマルカット・ダブルライン・紐式・プロテクトベロ5 山型ミッドカット・ダブルライン・紐式・プロテクトベロ6

2KM-70400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-70500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-70600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）★

2KP-40400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-40500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-40600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

2KT-33400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-33500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-33600・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

ホワイト（01）×
ワインレッド（66）/
ゴールド（50）台

ホワイト（01）×
オレンジ（54）/
シルバー（03）台

ブラック（09）×
シルバー（03）/
レッド（62）台

樹脂底ソール

ポイントソール

トレーニングソール

アッパースタイル

ソールスタイル

ノーマルカット・ダブルライン・ベルト式・折り返しベロ10 ノーマルカット・ダブルライン・ベルト式・プロテクトベロ11 山型ミッドカット・ダブルライン・ベルト式・プロテクトベロ12

2KM-90400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-90500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥7,980（本体¥7,600）★ 2KM-90600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥8,925（本体¥8,500）★

2KP-50400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-50500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KP-50600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

2KT-34400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-34500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,195（本体¥5,900）★ 2KT-34600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥6,825（本体¥6,500）★

＊2KP-55728のブルーはオーシャンブルー（28）になります。ラインカラーをお選びください。8
★印は新製品です。
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＊フランチャイズ・カラーオーダー ジュニアエディションについては、システム以外のオプションはできません。ご了承ください。

仕上がり予定 お客様がご発注後、35日（営業日）が目安です。ただし、シーズンにより違いが生じます。ご発注時にご確認ください。

夢みる、力。大きく育てキミの夢。もっと広がれ野球の夢。

●シングルライン ●ダブルライン

ホワイト（01） ブラック（09）

ホワイト（01）×ネイビー（14）/レッド（62）台

●ノーマルカット　　　　●ノーマルベルト式（2本ベルト）
●甲材/本体：人工皮革（エナメル）
　　　/補強：人工皮革（エナメル）
●原産国/中国

＊アッパー素材はホワイト、ブラックともにエナメルになります。
＊履口裏・ベロ裏はブラックアッパーの場合はブラック、ホワイトアッパーの場合はホワイトに
なります。

●折り返しベロ ●プロテクトベロ

●底材/アウトソール：ゴム
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●スタッド/ゴム製（グリッタースタッド固定式）
●サイズ/19.0、20.0、21.0、22.0、23.0㎝
＊ミッドソールカラーはブラックアッパーの場合はブラック、
ホワイトアッパーの場合はホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-36300をお求めください。

ラバーポイントソール

●底材/アウトソール：ゴム
ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●サイズ/20.0、21.0、22.0、23.0㎝
＊ミッドソールカラーはブラックアッパーの場合はブラック、
ホワイトアッパーの場合はホワイトになります。
＊中敷きの交換には2ZK-36300をお求めください。

トレーニングソール

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） セルリアンブルー（20） ロイヤルブルー（22） コバルトブルー（27） オーシャンブルー（28） グリーン（35）

ダークグリーン（36）イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） ピンク（64） ワインレッド（66） パープル（67） バイオレット（68）

サイズをお選びください。5
ラインカラーをお選びください。6

アッパーカラーをお選びください。2シングルラインかダブルラインかをお選びください。1

ソールをお選びください。品番が決定します。4ベロのタイプをお選びください。3

基本スタイル

＊ウイズ（足囲）の指定はできません。ジュニア
専用ラスト

ブラック（09）×
レッド（62）

ラバーポイントソール

トレーニングソール

アッパースタイル

ソールスタイル

2KP-60100・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★ 2KP-60200・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★ 2KP-60300・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★

2KT-40100・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★ 2KT-40200・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★ 2KT-40300・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★

2KP-60400・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★

2KT-40400・・・・・・・・¥5,565（本体¥5,300）★

ノーマルカット・シングルライン・
ベルト式・折り返しベロ1

ホワイト（01）×
ゴールド（50）

ノーマルカット・シングルライン・
ベルト式・プロテクトベロ2

ホワイト（01）×
ネイビー（14）/
レッド（62）台

ノーマルカット・ダブルライン・
ベルト式・折り返しベロ3

ブラック（09）×
ピンク（64）/
イエロー（45）台

ノーマルカット・ダブルライン・
ベルト式・プロテクトベロ4

2011年1月より
オーダー受付

＊2KP-55728のブルーはオーシャンブルー（28）になります。

フランチャイズ・カラーオーダー ジュニアエディション
FRANCHISE COLOR ORDER JUNIOR EDITION

A-88
(99)



スパイク
SPIKE ★印は新製品です。

ハイカットモデル ミズノプロHI

ミッドカットモデル
ミズノプロMC

ノーマルカットモデル
ミズノプロ

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

2KW-22010 ¥29,400（本体 ¥28,000）
●野手用革底＋ヒールウェッジ／三角金具M-LOK取替式

2KW-22020 ¥30,450（本体 ¥29,000）
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-22110 ¥27,300（本体 ¥26,000）
●プロテクトベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／三角金具M-LOK取替式

2KW-22120 ¥28,350（本体 ¥27,000）
●プロテクトベロ仕様
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-22210 ¥25,200（本体 ¥24,000）
●プロテクトベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／三角金具M-LOK取替式

2KW-22220 ¥26,250（本体 ¥25,000）
●プロテクトベロ仕様
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-22230 ¥25,200（本体 ¥24,000）
●折り返しベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／新9本歯金具M-LOK取替式

2KW-22240 ¥25,200（本体 ¥24,000）
●折り返しベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／三角金具M-LOK取替式

2KW-22250 ¥26,250（本体 ¥25,000）
●折り返しベロ仕様
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-22130 ¥27,300（本体 ¥26,000）
●折り返しベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／新9本歯金具M-LOK取替式

2KW-22140 ¥27,300（本体 ¥26,000）
●折り返しベロ仕様
●野手用革底＋ヒールウェッジ／三角金具M-LOK取替式

2KW-22150 ¥28,350（本体 ¥27,000）
●折り返しベロ仕様
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

HIカット
足首まわりを覆うハイカット
カッティングを採用。安定
感やフィット感、ホールド感
を一段と向上させました。
（2KW-220に採用）

MCカット
山型ミッドカットの頂点位
置を前足部に移動すること
で、プロテクトベロとの相乗
効果が生まれ、フィット感を
向上させています。
（2KW-221に採用）

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯の実
戦データやプロ選手の意見をもとに、
スパイクの配置や角度を最適化。優
れたグリップ力と屈曲性はそのまま
に、走りに重要となる前方へのグリッ
プ力をさらに強化しています。
（意匠991227.995340）

インペリアルカーフレザー
厳選に厳選を重ねたきめ細かなカー
フ（生後6ヶ月未満の子牛の革）を採
用。その軽さと柔らかさに優れた特性
が上質な足馴じみを生み出し、シュー
ズ性能で最も重要となる「履き心地」
をいっそう高めます。

FUNCTIONFUNCTION

ミズノプロ・パターン
本体へ放射線状に施した
ステッチや、靴紐の効果
を限りなく活かすために分
割したパーツ、それぞれの
機能がより高い次元の足
入れ感を実現。新型イン
ソールの効果とあいまって、
フィット感・ホールド感のす
べてが向上しています。

M-LOK（エムロック）
アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を
加えながらカシメる金具止め方法に
より、緩みなく金具がソールに密着。
金具による突き上げ感を緩和します。
（特許3332077）

ミズノプロ・インソール
走りに重要な足裏のアーチ部分を支
えるとともに、踵には衝撃を吸収する
クッション素材を採用。足指全体で
地面を捉えやすくなり、一段と高いパ
フォーマンスを発揮させます。

ミズノプロ・ラスト
さまざまなスポーツシューズのラスト
（原型）を参考に、競技特性を考慮し
て作り上げたNEWミズノプロ・ラスト。
選手の走りと一体化す
る、理想的なシューズ形
状を生み出します。

目指したのは、至高の履き心地。頂点の闘いに、ミズノプロ。

〈ミズノプロ〉ミズノプロHI／ミズノプロMC／ミズノプロ
2KW-220/221/222

 ●甲材／本体：天然皮革（インペリアルカーフレザー）　補強：天然皮革（インペリアルカーフレザー）
●底材／アウトソール：天然皮革（牛革）　ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）　
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　　
  ●サイズ／25.0～29.0､30.0cm　  ●付属品／シューズ袋､シューズキーパー　  
●原産国／中国 

ミズノプロHI
2KW-22000 ¥29,400（本体 ¥28,000）

ミズノプロMC
2KW-22100 ¥27,300（本体 ¥26,000）

ミズノプロ
2KW-22200 ¥25,200（本体 ¥24,000）

A-89
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グローバルエリート・
シリコンマーク
グローバルエリートマークを立体的なシ
リコンで展開。シリコン特有のソフトな
足入れ感を生み出すと同時に、シュー
ズのグレード感をさらに高めます。

ダイアモンドステッチ構造
足との限りなき一体感を追究して生まれ
た新アッパーパターン。足全体を包み込
むような高いフィット感を生み出します。

MCカット
履き口部分のカッティングに山型ミッド
カットを採用。プロテクトベロとの相乗
効果により、フィット感・ホールド感をさら
に向上させています。
（2KW-121に採用）

ロベニカライトレザー
アッパー素材には高度なフィット感を生
み出す「ロベニカライトレザー」を採用。
軽さと耐久性を両立したその素材は、
上質な光沢感とともに、足馴じみの良
い柔らかさも兼ね備えています。

グローバルエリート・
シリコンマーク
グローバルエリートマークを立体的なシ
リコンで展開。シリコン特有のソフトな
足入れ感を生み出すと同時に、シュー
ズのグレード感をさらに高めます。

MCカット
履き口部分までプライムエクセーヌを採
用することで、山型ミッドカット本来のフィッ
ト感・ホールド感はそのままに、足当たりが
いっそうマイルドに。一段と上質な履き心
地が体感できます。（2KW-117に採用）

プライムエクセーヌ
しなやかで適度な通気性も備えた高感
度ハイテク素材。マイクロファイバーが
絡み合う不織布構造によりシワになり
にくく、シューズの型崩れを防ぐ効果も
併せ持ちます。

グローバルエリート・インソール
通気性を重視した構造で快適さを保つ
とともに、底面には硬質のP.Eシートを
全面使用。金具の突き上げや着地の
衝撃も緩和します。

エクストラメッシュ
ベロ部にメッシュ素材を採用すること
で、通気性アップと同時に本体の軽量
化を実現。従来モデル以上にソフトな
履き心地を生み出します。

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯の実戦データや
プロ選手の意見をもとに、スパイクの配置や角
度を最適化。優れたグリップ力と屈曲性はそのま
まに、走りに重要となる前方へのグリップ力をさ
らに強化しています。（意匠991227.995340）

グローバルエリート・パターン
軽量感を創出するため、強度を損なう
ことなく本体パーツの数を最小限に設
計。巧みに配置されたステッチとの相
乗効果で、足を包み込むようなフィット感
を実現しています。

M-LOK（エムロック）アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を加えな
がらカシメる金具止め方法により、緩みなく
金具がソールに密着。金具による突き上
げ感を緩和します。（特許3332077）

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

グローバルエリート・インソール
通気性を重視した構造で快適さを保つ
とともに、底面には硬質のP.Eシートを
全面使用。金具の突き上げや着地の
衝撃も緩和します。

ミッドカットモデル グローバルエリートMC L series

ノーマルカットモデル グローバルエリート L series

ミッドカットモデル
グローバルエリートMC L series

ノーマルカットモデル
グローバルエリート L series

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

受注
生産

2KW-11720 ¥23,100（本体 ¥22,000）
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-11820 ¥22,050（本体 ¥21,000）
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-11730 ¥22,050（本体 ¥21,000）
●EEE仕様

2KW-11830 ¥21,000（本体 ¥20,000）
●EEE仕様

2KW-12120 ¥21,000（本体 ¥20,000）
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

2KW-12220 ¥19,950（本体 ¥19,000）
●投手用革底／三角金具M-LOK取替式

軽さで走りを、もっと素足へ。世界に挑むプレイに、グローバルエリート。

〈グローバルエリート〉グローバルエリートMC L series/グローバルエリートL series 2KW-117/118
 ●甲材／本体：人工皮革（プライムエクセーヌ）　補強：人工皮革（プライムエクセーヌ）　●底材／アウトソール：天然皮革（牛革）　ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）　
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　  ●サイズ／25.5～28.5cm　●付属品／シューズ袋　    ●原産国／中国　   
＊お手入れには2ZK-83700、2ZK-83800をお求めください。

足とひとつになる軽さが、一瞬のプレイを制する。グローバルエリート、第2章。

〈グローバルエリート〉グローバルエリートMC/グローバルエリート
2KW-121/122

 ●甲材／本体：人工皮革（ロベニカライトレザー）　補強：人工皮革（ロベニカライトレザー）★
●底材／アウトソール：天然皮革（牛革）　ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）　
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　　  
●サイズ／25.5～28.5cm　●付属品／シューズ袋　    ●原産国／中国　　　　  　　   

グローバルエリートMC L series
2KW-11700　¥22,050（本体 ¥21,000）

グローバルエリート L series
2KW-11800　¥21,000（本体 ¥20,000）

グローバルエリートMC
2KW-12100　¥19,950（本体 ¥19,000）

グローバルエリート
2KW-12200　¥18,900（本体 ¥18,000）

M-LOK（エムロック）
アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を
加えながらカシメる金具止め方法に
より、緩みなく金具がソールに密着。
金具による突き上げ感を緩和します。
（特許3332077）
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★印は新製品です。

MUカット
足首部分のホールド感を
向上させるMUカットを採
用。足とのナチュラルな一
体感を演出します。
（2KW-123に採用）

ワイド設計
通常より幅の広い3Eラスト
を採用。足の幅が広い選
手でもスムーズな足入れを
実現しています。

MCカット
従来の山型ミッドカットの頂点
の位置を前足部に移動。プロ
テクトベロとの相乗効果でフィッ
ト感がさらにアップしています。
（2KW-119に採用）

マイクロファイバー
レザー
柔らかい素材感に加え、
軽量性にも優れた人工皮
革。足とひとつになる軽快
な走りをサポートします。

MCカット
従来の山型ミッドカットの頂点
の位置を前足部に移動。プロ
テクトベロとの相乗効果でフィッ
ト感がさらにアップしています。
（2KW-125に採用）

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯
の実戦データやプロ選手の意
見をもとに、スパイクの配置や
角度を最適化。優れたグリップ
力と屈曲性はそのままに、走り
に重要となる前方へのグリッ
プ力をさらに強化しています。
（意匠991227.995340）

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯
の実戦データやプロ選手の意
見をもとに、スパイクの配置や
角度を最適化。優れたグリップ
力と屈曲性はそのままに、走り
に重要となる前方へのグリッ
プ力をさらに強化しています。
（意匠991227.995340）

軽量設計
野手用革底の土踏まず形
状に工夫を凝らすことで、
従来モデル以上の軽量化
を実現しています。

ベロ直刺繍
ビクトリーステージマークを
直刺繍で展開。シャープ感
をさらに高めます。

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

リサムMC
2KW-12500　¥12,915（本体 ¥12,300）

リサム
2KW-12600　¥10,920（本体 ¥10,400）

疾風の走りへ。無駄のない軽さが生む、このスピード感。

〈ビクトリーステージ〉スピードグリッターMU/スピードグリッター

〈ビクトリーステージ〉リサムMC/リサム

2KW-123/124

2KW-125/126

 ●甲材／本体：人工皮革（マイクロファイバーレザー）　補強：人工皮革（マイクロファイバーレザー）　●底材／アウトソール：天然皮革（牛革） 　　　　　　　　　　 ★
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　  ●付属品／シューズ袋　    ●原産国／中国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：天然皮革（牛革）　ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）　●カラー／ブラック×ブラック　　　　　　　　  ★
●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　  ●サイズ／25.0～28.0、29.0cm  　●付属品／シューズ袋　 ●原産国／中国

望まれる性能を徹底強化。すべてがクラスを超える本格設計。

幅広の君へ。スムーズな足入れを実現したワイドタイプが新登場。

〈ビクトリーステージ〉タキオンMC/タキオン 2KW-119/120
 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：天然皮革（牛革）　ミッドソール：合成樹脂（E.V.A.スポンジ）　●カラー／ブラック×ブラック　
●スパイク／金属製 （新9本歯金具M-LOK取替式）   　  ●サイズ／24.0～28.0cm  　●付属品／シューズ袋　  ●原産国／中国　   

M-LOK（エムロック）
アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を
加えながらカシメる金具止め方法に
より、緩みなく金具がソールに密着。
金具による突き上げ感を緩和します。
（特許3332077）

M-LOK（エムロック）
アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を
加えながらカシメる金具止め方法に
より、緩みなく金具がソールに密着。
金具による突き上げ感を緩和します。
（特許3332077）

スピードグリッターMU
2KW-12300　¥15,960（本体 ¥15,200）
●サイズ／25.5～28.5cm

スピードグリッター
2KW-12400　¥14,910（本体 ¥14,200）
●サイズ／25.0～28.5cm

タキオンMC
2KW-11900　¥12,495（本体 ¥11,900）

タキオン
2KW-12000　¥10,500（本体 ¥10,000）

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯
の実戦データやプロ選手の意
見をもとに、スパイクの配置や
角度を最適化。優れたグリップ
力と屈曲性はそのままに、走り
に重要となる前方へのグリッ
プ力をさらに強化しています。
（意匠991227.995340）

M-LOK（エムロック）
アタッチメントシステム
専用器具で凸ピンと凹ピンを回転を
加えながらカシメる金具止め方法に
より、緩みなく金具がソールに密着。
金具による突き上げ感を緩和します。
（特許3332077）
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グローバルエリート・
シリコンマーク
グローバルエリートマークを立体的なシ
リコンで展開。シリコン特有のソフトな
足入れ感を生み出すと同時に、シュー
ズのグレード感をさらに高めます。

MCカット
履き口部分のカッティングに山型
ミッドカットを採用。プロテクトベロ
との相乗効果により、フィット感・
ホールド感をさらに向上させてい
ます。（2KM-320に採用）

トゥゲザーパターン
革の重なりなどをできるだけな
くしたアッパーパターンを採
用。足との一体感を高めると
同時にシューズの軽量化を
限りなく追求しました。

ゴールデンルーキー
専用マーク
アッパーカラーに合わせた
ブラックカラーのマークを採
用。足元の力強さや精悍さ、
グレード感を演出します。

プロテクトベロ
足とのフィット感を高める
主流のプロテクトベロを採
用。外傷から足首を守る保
護効果も併せ持ちます。

グローバルエリート・
パターン
軽量感を創出するため、強度を損なうことな
く本体パーツの数を最小限に設計。巧みに
配置されたステッチとの相乗効果で、足を包
み込むようなフィット感を実現しています。

プロテクトベロ
足とのフィット感を高める
主流のプロテクトベロを採
用。外傷から足首を守る保
護効果も併せ持ちます。
（2KM-320、312に採用）

超硬スパイク
宇宙開発機器やトンネル削岩の掘削機にも採用される超硬合金を、スパイクの先
端に特殊溶接。従来金具の約3倍もの耐久性が履き始めのグリップ
力を持続させ、プレーヤーの持つパワーとスピードを限界まで引き出し
ます。（特許2991961）

MCカット
山型ミッドカットを採用するこ
とで、プロテクトベロとの相乗
効果が生まれ、フィット感、ホー
ルド感を向上させています。
（2KM-315に採用）

折り返しベロ
ベロ部はスタンダードな折
り返しベロを採用。靴紐
の擦り切れを防止します。
（2KM-311に採用）

MCカット
従来の山型ミッドカットの頂点
の位置を前足部に移動。プロ
テクトベロとの相乗効果でフィッ
ト感がさらにアップしています。
（2KM-308に採用）

エクストラメッシュ
ベロ部にメッシュ素材を採用
することで、通気性アップと
同時に本体の軽量化を実
現。従来モデル以上にソフト
な履き心地を生み出します。

LFソール
アウトソール部分をよりフラッ
トに設計。足の屈曲をサ
ポートするとともに、ソールの
剛性を損なうことなく優れた
軽量性を実現しました。

ライトユースソール
ソールにはナイロン素材を
使用するとともに、ソールの
樹脂をくり抜くことで、さらな
る軽量化を実現しています。

ライトップソール
さらに磨きのかかった軽量
感を備えた、プロも愛用す
る新型ソール。金具を埋め
込み成型することで、突き
上げの衝撃も緩和します。

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯の実戦データやプ
ロ選手の意見をもとに、スパイクの配置や角度
を最適化。優れたグリップ力と屈曲性はそのまま
に、走りに重要となる前方へのグリップ力をさらに
強化しています。（意匠991227.995340）

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

クイックヒーローMC
2KM-30800　¥9,975（本体 ¥9,500）
●サイズ／25.0～28.0、29.0cm

踏み出せば、フットワーク全開。軽さの追究が生んだ、ライトップソール搭載。

〈グローバルエリート〉グローバルエリートMC L series 2KM-315/310
 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：合成樹脂（ナイロン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯超硬チップ付き金具固定式）   　  ●サイズ／25.5～28.5cm　●付属品／シューズ袋　    ●原産国／中国　   

その軽量感と一体感、プロの設計思想を受け継ぐ完成度。

〈ビクトリーステージ〉クイックヒーローMC/クイックヒーロー 2KM-308/309
 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：合成樹脂（ナイロン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
  ●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具ボルト止め取替式）　   ●付属品／レンチ､ボルト1個　    ●原産国／中国製　   

走りのレベルが変わる、あの実力派モデルにMCカットが新登場。

ゴールデンルーキーMC/ゴールデンルーキーNT/ゴールデンルーキー
2KM-320/311/312

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　
●底材／アウトソール：合成樹脂（ウレタン）ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
  ●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／金属製 （新9本歯金具ボルト止め取替式）　
   ●付属品／レンチ､ボルト1個　    ●原産国／中国　   

グローバルエリートMC L series
2KM-31500　¥13,440（本体 ¥12,800）

グローバルエリート L series
2KM-31000　¥12,495（本体 ¥11,900）

クイックヒーロー
2KM-30900　¥8,925（本体 ¥8,500）
●サイズ／24.0～28.0、29.0cm

ゴールデンルーキー
2KM-31200　¥7,245（本体 ¥6,900）
●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ゴールデンルーキーNT
2KM-31100　¥7,245（本体 ¥6,900）
●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ゴールデンルーキーMC　★
2KM-32000　¥8,400（本体 ¥8,000）
●サイズ／24.0～28.0、29.0cm
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★印は新製品です。

スパイク/スタッド
SPIKE / STUD

ライトメッシュ
ベロ下部分には、軽量メッ
シュ素材を使用。さらに軽
やかでソフトな足当たりを実
現します。

ヒールプロテクトパーツ
踵部分へ大胆にあしらった斬
新デザインのプロテクトパーツ。
踵全体のホールド感を高めるだ
けでなく、踵から足首にかけての
フィット感も向上させています。

（2KM-313） （2KM-314）

ネクストジョーカーソール
定評あるジョーカーソールの安定感は継承
しつつ、足への衝撃緩和性能をプラスし
たNEWソール。硬度の異なる2つの樹脂
でソールを成型することにより、グリップ力
とクッション性がともにアップしています。

9本歯スパイク・グリッター21
これまでに蓄積してきた9本歯の実戦データやプ
ロ選手の意見をもとに、スパイクの配置や角度
を最適化。優れたグリップ力と屈曲性はそのまま
に、走りに重要となる前方へのグリップ力をさらに
強化しています。（意匠991227.995340）

プロテクトベロ
足とのフィット感を高める
主流のプロテクトベロを採
用。外傷から足首を守る保
護効果も併せ持ちます。

カラーシューレース
ラインカラーと同色のシューレースがそれぞれ付属。
自分の好みやチームカラーに合わせたコーディネイ
トが可能です。
＊靴紐の交換には、2ZK-470をお求めください。

プロテクトベロ
足とのフィット感を高める
主流のプロテクトベロを採
用。外傷から足首を守る保
護効果も併せ持ちます。

ネクストジョーカーソール
定評あるジョーカーソールの安定感は継承
しつつ、足への衝撃緩和性能をプラスした
NEWソール。硬度の異なる2つの樹脂で
ソールを成型することにより、グリップ力と
クッション性がともにアップしています。

LFソール
アウトソール部分をよりフラットに設計。足の
屈曲をサポートするとともに、ソールの剛性を
損なうことなく優れた軽量性を実現しました。
また、アッパーカラーに合わせたソールが、統
一感ある美しいデザインを演出します。

MC＋カット
ミッドカットの足首部分にベ
ルトを搭載。ホールド感が
アップするとともに、シューズ
の着脱も容易に行えます。
（2KM-313に採用）

ヒールプロテクトパーツ
踵部分へ大胆にあしらった斬
新デザインのプロテクトパーツ。
踵全体のホールド感を高めるだ
けでなく、踵から足首にかけての
フィット感も向上させています。

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

足元に輝く、美しき個性。その洗練された走りで、魅せるプレイを。

ブライトグリッターMC+/ブライトグリッター 2KM-313/314
 ●甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　
●底材／アウトソール：合成樹脂（ウレタン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●スパイク／金属製 （新9本歯金具ボルト止め取替式）　   
●付属品／レンチ､ボルト1個､紐　      ●原産国／中国　   

キミの全速力を引き出す、ジョーカーの新領域。

ブライトシリーズの個性とジョーカーの機能が融合。

〈ビクトリーステージ〉ウエーブジョーカーネクスト 2KP-55300  ¥6,930  （本体  ¥6,600  ） 

ウエーブジョーカーブライト 2KP-556  ¥6,930  （本体  ¥6,600  ） 

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：合成樹脂（ウレタン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●カラー／ブラック×ブラック　●スパイク／合成樹脂製 （グリッタースタッド固定式）     　●サイズ／22.5～28.0cm  　  ●原産国／中国　   　

 ●甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　
●底材／アウトソール：合成樹脂（ウレタン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●スパイク／合成樹脂製 （グリッタースタッド固定式）     　●サイズ／22.5～28.0cm　
    ●原産国／中国   

ブライトグリッターMC＋
2KM-31314　¥9,975（本体 ¥9,500）
●カラー／ホワイト×ネイビー　●サイズ／23.0～29.0cm

ブライトグリッター
2KM-31462　¥8,925（本体 ¥8,500）
●カラー／ホワイト×レッド　●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ブライトグリッター
2KM-31409　
¥8,925（本体 ¥8,500）
●カラー／ホワイト×ブラック
●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ブライトグリッター
2KM-31414　¥8,925（本体 ¥8,500）
●カラー／ホワイト×ネイビー　●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ブライトグリッター
2KM-31410　
¥8,925（本体 ¥8,500）
●カラー／ブラック×ホワイト
●サイズ／23.0～29.0、30.0cm

ブライトグリッターMC＋
2KM-31362　¥9,975（本体 ¥9,500）
●カラー／ホワイト×レッド　●サイズ／23.0～29.0cm

ウェーブジョーカーブライト
2KP-55662
●カラー／ホワイト×レッド

ウェーブジョーカーブライト
2KP-55614
●カラー／ホワイト×ネイビー
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フランチャイズ専用マーク
オリジナルの銀糸が高級感を演出。フランチャイズの存在感を際立
たせ、走りを足元から輝かせます。

スタッド/トレーニング
STUD / TRAINING

ユニバーサルソール
高いグリップ力を生み出すために、3
種類の異なるラバーポイントを効果的
に配置。また、ラバーポイントに刻まれ
たスリットが、グリップ性能をより高める
と同時に足への衝撃も和らげます。

シャイニーエナメル
耐久性、耐水性を兼ね備え
たエナメル素材を採用。お 
手入れも容易で、足馴じみに
も優れています。

トゥガード
アウトソールラバーを巻き上
げた設計のトゥガード。摩耗
の激しいつま先部分の耐久
性を高めています。

X-10
耐摩耗性の高い高機能ラ
バーを、 摩耗の激しいアウト
ソールの踵部分に使用。耐
久性を大幅に向上させてい
ます。 

ユニバーサルスタッド
動作時の足の「横ブレ」に着目
し、プレイヤーのハイパフォーマン
スが引き出せるよう、スタッド形状
と配置を最適設計。スタッドの剛
性を確保しながら安定性やグリッ
プ性を一段と向上させています。

リベット構造
摩耗の激しいつま先部分にリベッ
トを搭載することで、耐久性が向
上しています。

スタビリティヒール
踵部分のソール構造を全面的に見直し、ス
タッド位置と波型プレート形状を最適化。ス
タッドを従来よりも外側に配置し、波型プレー
トの持つクッション性と安定性を高次元で両
立。当社従来品に比べクッション性は20％
アップ、安定性も10％アップしています。

シャイニーエナメル
耐久性、耐水性を兼ね備えたエナ
メル素材を採用。お手入れも容易
で、足馴じみにも優れています。

ネームスペース
折り返しベロの裏側にネームス
ペースを搭載。個人名や背番号
などを書き込むことができます。

フランチャイズ専用マーク
オリジナルの銀糸が高級感を演出。フランチャイズの存在感を際立
たせ、走りを足元から輝かせます。

立体折りベロ構造
特殊な縫製方法を用いて、折
り返しベロをより立体的な形
状に設計。足との一体感を高
めるとともに、靴紐の擦り切れ
を防ぎます。

立体折りベロ構造 従来のベロ構造

あくなき挑戦、不動の一足。

ウエーブフランチャイズ Prime Edition 2KP-557  ¥5,565  （本体  ¥5,300  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：合成樹脂（ウレタン）　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●スパイク／合成樹脂製 （グリッタースタッド固定式）     　●サイズ／20.0､21.0～29.0､30.0cm　    ●原産国／中国  　 

あくなき挑戦、すべてのプレイヤーへ。

フランチャイズトレーナー Prime Edition 2KT-774  ¥5,565  （本体  ¥5,300  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　    
●サイズ／23.0～28.0､29.0､30.0cm    　●原産国／中国　   

2KP-55728
●カラー／ホワイト×ブルー　エナメル仕様

2KP-55740
●カラー／ロイヤルブルー×ホワイト　エナメル仕様

2KP-55762
●カラー／ホワイト×レッド　エナメル仕様

2KP-55714
●カラー／ホワイト×ネイビー　エナメル仕様

2KP-55700
●カラー／ブラック×ブラック　スムース＋エナメル仕様

2KT-77401
●カラー／ホワイト×ホワイト　エナメル仕様

2KT-77400
●カラー／ブラック×ブラック

2KT-77414
●カラー／ホワイト×ネイビー   エナメル仕様

2KT-77410
●カラー／ブラック×ホワイト   エナメル仕様

2KT-77462
●カラー／ホワイト×レッド   エナメル仕様

2KP-55710
●カラー／ブラック×ホワイト　エナメル仕様
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★印は新製品です。

シャイニーエナメル
耐久性、耐水性を兼ね備え
たエナメル素材を採用。お 
手入れも容易で、足馴じみ
にも優れています。

ワイルドBBソール
やきゅうに触れる第一歩として、
キッズのために開発された専用
ソール。屈曲のサポートを中心
に、あらゆる動きに順応する足に
優しい設計となっています。

ラバースタッド
ジュニアの足に優しいラ
バースタッドを採用。突き
上げによる衝撃を緩和し
ます。

プリントマーク
キッズモデルではマークを
プリント仕様に。足首部
分のソフト感を追求しまし
た。

ジュニア専用ラスト
ジュニアの足にフィットするよ
うに設計された独自の専用
ラストを採用。しっかりとアー
チを支えながら子どもたちの
成長をサポートします。

キッズ専用ラスト
ジュニア専用ラストをアレン
ジし、子どもたちの足を守る
ことをコンセプトに設計した
ラストです。

発育インソール 
アスリートタイプ
内側アーチ・外側アーチ・横アーチの
3つのアーチに加え、ヒールウェッジと
前足部ウェッジを改良した特殊な形
状。子どもたちの足を守って育てます。

ソフトメッシュ
履き口部分とベロ裏部分
には、足当たりの良いソフト
メッシュ素材を採用。子ども
たちの足を優しく包みこみ
ます。

FUNCTIONFUNCTION

FUNCTIONFUNCTION

キッズ
専用ラスト

フランチャイズ専用マーク
オリジナルの銀糸が高級感を演出。フランチャイズの存在感を際立
たせ、走りを足元から輝かせます。

ネームスペース
折り返しベロの裏側にネー
ムスペースを搭載。個人名 
や背番号などを書き込むこ
とができます。

立体折りベロ構造 従来のベロ構造 立体折りベロ構造
特殊な縫製方法を用
いて、折り返しベロを
より立体的な形状に
設計。足との一体感
を高めています。

発育インソール 
アスリートタイプ
内側アーチ・外側アーチ・横アーチの
3つのアーチに加え、ヒールウェッジと
前足部ウェッジを改良した特殊な形
状。子どもたちの足を守って育てます。

フレックスライン
ジュニアの足に負担のない
よう、屈曲溝を従来より多 
く設計。ソール全体に柔軟
性を持たせ、子どもたちの走
りをサポートします。

ジュニア専用ラスト
ジュニアの足にフィットする
ように設計された独自の専
用ラストを採用。しっかりと
アーチを支えながら子どもた
ちの成長をサポートします。

シャイニーエナメル
耐久性、耐水性を兼ね備え
たエナメル素材を採用。お 
手入れも容易で、足馴じみ
にも優れています。

X-10
耐摩耗性の高い高機能ラ
バーを、 摩耗の激しいアウ
トソールの踵部分に使用。
耐久性を大幅に向上させ
ています。 

FUNCTIONFUNCTION

フランチャイズ専用マーク
オリジナルの銀糸が高級感を演
出。フランチャイズの存在感を際立
たせ、走りを足元から輝かせます。

夢みる、力。大きく育てキミの夢。

ウエーブフランチャイズ Junior Edition 2KP-558  ¥4,725  （本体  ¥4,500  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●スパイク／ゴム製 （グリッタースタッド固定式）      　●サイズ／19.0､20.0､21.0､22.0､23.0cm　    ●原産国／中国  　 
＊アウトソールがゴム素材のため、P革の取り付けはご遠慮ください。

夢みる、力。もっと広がれ野球の夢。

フランチャイズトレーナー Junior Edition
2KT-775  ¥5,040  （本体  ¥4,800  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　
●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
    ●サイズ／20.0､21.0､22.0､23.0cm  　  ●原産国／中国   

やきゅうであそぼう。元気なキッズの足元を支える、ワイルドキッズ新登場。

ワイルドキッズ 2KT-776  ¥3,990  （本体  ¥3,800  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
    ●サイズ／17.0､18.0､19.0､20.0cm　  ●原産国／中国　   

2KP-55800
●カラー／ブラック×ブラック　
スムース+エナメル仕様

2KP-55814
●カラー／ホワイト×ネイビー　エナメル仕様

2KP-55810
●カラー／ブラック×ホワイト　エナメル仕様

2KP-55862
●カラー／ホワイト×レッド　エナメル仕様

2KT-77501
●カラー／ホワイト×ホワイト  
エナメル仕様

2KT-77500
●カラー／ブラック×ブラック

2KT-77514
●カラー／ホワイト×ネイビー　エナメル仕様

2KT-77562
●カラー／ホワイト×レッド　エナメル仕様

2KT-77662　●カラー／ホワイト×レッド2KT-77614　●カラー／ホワイト×ネイビー
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X-10
耐摩耗性の高い高機能ラ
バーを、 摩耗の激しいアウ
トソールの踵部分に使用。
耐久性を大幅に向上させ
ています。 

サイドプロテクト
パターン
野球特有の横方向の動き
に対応するため、前足部サ
イドに耐久性の高い人工
皮革を採用しています。

APミッドソール
（アクセラレーションポリマー
ミッドソール）

軽量かつ反発力に優れた高機能
ミッドソール素材。キックした力を効
率よく地面に伝えることができます。

X-10
耐摩耗性の高い高機能ラ
バーを、 摩耗の激しいアウ
トソールの踵部分に使用。
耐久性を大幅に向上させ
ています。 

ミッドソール
ベースボール向けという設
計コンセプトのもと、トレーニ
ングシューズ同様の耐久性
を持たせたミッドソールを採
用しています。

インフィニティウエーブ
ミッドソールのスポンジ部を
極限まで減らし、ミズノウエー
ブの機能をさらに引き出す
新構造。長距離の走りでも
高い機能が持続します。

グローバルエリート・
シリコンマーク
グローバルエリートマークを立体的なシ
リコンで展開。シリコン特有のソフトな
足入れ感を生み出すと同時に、シュー
ズのグレード感をさらに高めます。

ミズノプロ・
シリコンマーク
手袋にも使用されているシ
リコンマークを採用。高級
感を高めるとともにソフトな
足入れ感を生み出します。

フロントガード
摩耗の激しいつま先部分
には専用のプロテクトパー
ツを装着。耐久性を高めて
います。

ご使用時の注意点
右記シューズはランニング専用のシューズです。野
球の動きに対する耐久性は充分ではありません。底
はがれ、アッパーの破れ等の原因となりますので、ラ
ンニング以外の目的での使用はお控えください。

ご使用時の注意点
右記シューズはランニング専用のシューズです。野
球の動きに対する耐久性は充分ではありません。底
はがれ、アッパーの破れ等の原因となりますので、ラ
ンニング以外の目的での使用はお控えください。

ご使用時の注意点 下記シューズはランニング専用のシューズです。野球の動きに対する耐久性は充分ではありません。
底はがれ、アッパーの破れ等の原因となりますので、ランニング以外の目的での使用はお控えください。

ランニング専用設計の履き心地が、日々の走り込みを支える。

〈ミズノプロ〉ミズノプロ 2KT-771  ¥13,125  （本体  ¥12,500  ） 

 ●甲材／本体：合成繊維　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（APミッドソール）  　  
●サイズ／25.0～28.5cm　●付属品／シューズ袋  　  ●原産国／中国　   

A-96
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ランニング
RUNNING

∞のチカラ INFINITYWAVE

スポーツの走りを知り尽くす設計。ミズノ・ランニングシューズ。

その走りがすべてを決める。ベースボール向けランニングシューズ誕生。

〈グローバルエリート〉ベースボールランナー 2KN-700  ¥9,345  （本体  ¥8,900  ）  ★

 ●甲材／本体：合成繊維　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　    
●サイズ／25.5～29.0cm　    ●原産国／ベトナム　   

ウエーブライダー オーラ
8KN-170  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ）  ★

 ●甲材／合成繊維、人工皮革　●底材／合成樹脂､ゴム　
    ●サイズ／24.5～29.0、30.0cm　
    ●原産国／中国　   

ウエーブイダテン GR
8KS-140  ¥10,395  （本体  ¥9,900  ）  ★

 ●甲材／合成繊維、人工皮革　●底材／合成樹脂､ゴム　
        ●サイズ／23.0～28.5cm　
  ●原産国／中国　   

ウエーブイダテン GR　ワイド
8KS-142  ¥10,395  （本体  ¥9,900  ）  ★

 ●甲材／合成繊維、人工皮革　●底材／合成樹脂､ゴム　    
●サイズ／24.5～28.5cm　
    ●原産国／中国　   

ウエーブインスパイア オーラ
8KN-172  ¥12,600  （本体  ¥12,000  ）  ★

 ●甲材／合成繊維、人工皮革　●底材／合成樹脂､ゴム　    
●サイズ／24.5～29.0、30.0cm　
    ●原産国／中国　   

2KT-77114
●カラー／ホワイト×ネイビー

2KT-77162
●カラー／ホワイト×レッド

2KN-70003
●カラー／ホワイト×シルバー

8KN-17099
●カラー／ブルー×オーラ

8KN-17299
●カラー／レッド×オーラ

8KS-14209
●カラー／ホワイト×ブルー/ブラック

2KN-70050
●カラー／ホワイト×ゴールド

8KS-14009
●カラー／ホワイト×レッド/ブラック　



★印は新製品です。

トレーニング
TRAINING

FUNCTION

ロベニカライトエナメル
アッパー素材には、高度な履き心地
を生み出す「ロベニカライトエナメル」
を採用。軽さと柔らかさを併せ持つこ
の素材は、足馴じみと耐久性に優れ
ています。（2KT-77901に採用）

APプラスミッドソール
ミッドソールに軽量性と反発性
を兼ね備えた、APプラスミッド
ソールを採用。これにより力を
効率良く地面に伝え、さらには
耐久性を向上させています。

X-10
耐摩耗性の高い高機能ラ
バーを、 摩耗の激しいアウ
トソールのつま先部分と踵
部分に使用。耐久性を大
幅に向上させています。 

トゥガード
アウトソールラバーを巻き上
げた設計のトゥガード。摩耗
の激しいつま先部分の耐
久性を高めています。

ミズノプロトレーニングソール
スタッドを効果的に配置し、屈曲ライン
を大きくすることにより、あらゆる方向
へのスムーズな動きを実現。また、外
側のスタッド形状を変えることにより、
安定性をさらに向上させています。

NEWミズノプロマーク
マークのアウトラインに縫い
加工を施したNEWマークを
採用。グレード感を一段と
高めています。

FUNCTION

ナインソール
スパイクの9本歯をイメージ
したソール形状。接地時に
地面とフィットしやすく、履き
心地もより高まります。

FUNCTION

ナインソール
スパイクの9本歯をイメージ
したソール形状。接地時に
地面とフィットしやすく、履き
心地もより高まります。

ラインデザイン
ベルト部分にあしらったデザ
イン性の高いラインデザイ
ン。グローバルエリートの個
性を引き立たせます。

ミズノプロの名に恥じない履き心地。9本歯イメージの新感覚サンダル。

〈ミズノプロ〉ミズノプロサンダル
2KJ-10400  ¥3,150  （本体  ¥3,000  ） 

 ●甲材／人工皮革　●底材／合成樹脂　    ●カラー／ブラック×ゴールド
●サイズ／M（23.5～25.0cm）､L（25.5～27.0cm）､LL（27.5～29.0cm）　  
  ●原産国／中国　   

グローバルエリートにデザイン性の高いカラーサンダルが新登場。

〈グローバルエリート〉グローバルエリートサンダル
2KJ-105  ¥2,625  （本体  ¥2,500  ） 

 ●甲材／人工皮革　●底材／合成樹脂　    
●サイズ／M（23.5～25.0cm）､L（25.5～27.0cm）､LL（27.5～29.0cm）　  
  ●原産国／中国　   

ミズノプロの完成度、求められるシューズテクノロジーがすべてそこに。

〈ミズノプロ〉ミズノプロ 2KT-779  ¥16,485  （本体  ¥15,700  ）  ★

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
  ●サイズ／25.0～29.0、30.0cm　    ●付属品／シューズ袋　●原産国／中国　   

FUNCTION

インフィニティウエーブラン
へたりを大幅に軽減するインフィニ
ティウエーブを、よりランニングスタイ
ルに特化した設計へ。野球特有の動
きをサポートしつつ、高いクッション性
が長く持続します。（特許4020953）

グローバルエリート・
シリコンマーク
グローバルエリートマークを立体的なシ
リコンで展開。シリコン特有のソフトな
足入れ感を生み出すと同時に、シュー
ズのグレード感をさらに高めます。

グローバルエリート・
パターン
軽量感を創出するため、強度を損なうことな
く本体パーツの数を最小限に設計。巧みに
配置されたステッチとの相乗効果で、足を包
み込むようなフィット感を実現しています。

∞のチカラ INFINITYWAVE

絶妙な軽さが、トレーニングを変える。野球力を鍛える。

〈グローバルエリート〉グローバルエリート L series 2KT-772  ¥12,915  （本体  ¥12,300  ） 
 ●2KT-77200 甲材／本体：合成繊維　補強：人工皮革　●2KT-77201 甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　
●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　  
  ●サイズ／25.0～29.0cm　●付属品／シューズ袋　  ●原産国／中国　   

2KT-77200
●カラー／ブラック×ブラック

2KJ-10550
●カラー／ブラック×ゴールド

2KT-77900
●カラー／ブラック×ブラック

2KT-77201
●カラー／ホワイト×ホワイト

2KJ-10503
●カラー／ブラック×シルバー

2KT-77901
●カラー／ホワイト×ホワイト　エナメル仕様
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FUNCTION

FUNCTION

マルチトレーニング
ソール
ランニングシューズのノウハウに野
球の動きをサポートする設計をプ
ラス。トレーニングのための機能性
を備えた新コンセプトソールです。

マイクロファイバー
エナメル
素材には極細繊維を使用し
た人工皮革を採用。まるでラ
ンニングシューズのような履
き心地が体感できます。

ライトパーパスソール
ラバーポイントの大きさや高さを絶妙なバラ
ンスに調整することで、足に対する負担を軽
減。また、ソールの曲がるべき部分にスリット
を配置し、シューズの屈曲性をサポートしてい
ます。（USP.6205681　特許3238129）

ヒールプロテクトパーツ
踵部分へ大胆にあしらった斬
新デザインのプロテクトパーツ。
踵全体のホールド感を高めるだ
けでなく、踵から足首にかけての
フィット感も向上させています。

トゥガード
アウトソールラバーを巻き上
げた設計のトゥガード。摩耗
の激しいつま先部分の耐久
性を高めています。

クッションホール付き
ミズノウエーブ
クッション性と安定性、その相反
するシューズ性能を高いレベル
で両立させた「ミズノウエーブ」
を搭載。トレーニングシーンにお
ける足元の負担を軽減します。

ミズノランバード・マーク
多彩なカラーのミズノランバー
ド・マーク採用で、シューズの
デザイン性がアップ。足元の
個性をいっそう輝かせます。

マジックベルトの表面部分に、あなた
の名前や背番号を刺繍したネームプ
レートが装着できるオンネームモデル。
お好みの字体や刺繍カラーも選択可
能で、一段と個性あふれる足元が演
出できます。●同梱の専用ハガキに
必要事項をご記入のうえ、ポストへ投
函してください。ご購入された販売店
へ、ネームプレートを後日お送りします。

フレックスベルト
ベルト部分にスリットを設け、
また縫製方法も変えること
で、従来のベルトに比べて足
に対する負担を軽減。ランニ
ングの動きもサポートします。

クッションボード
中敷の下にクッションボードを採用することにより、突
き上げを防止するとともに、フィット感を向上させ、足
の疲れを軽減します。

その軽さとフィット感、まるでランニングシューズの履き心地。

〈ビクトリーステージ〉ウエーブラントレ 2KT-76201  ¥8,925  （本体  ¥8,500  ） 
 ●甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　  
●カラー／ホワイト×ホワイト　    ●サイズ／25.0～28.0､29.0cm　    ●原産国／中国  　 

トレーニングにも、魅せる足元を。個性が輝くブライトトレーナー。

ブライトトレーナー 2KT-773  ¥7,980  （本体  ¥7,600  ） 

 ●甲材／本体：人工皮革（エナメル）　補強：人工皮革（エナメル）　●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　    
●サイズ／23.0～29.0cm　    ●原産国／中国　   

2KT-77301
●カラー／ホワイト×ホワイト

2KT-77310
●カラー／ブラック×ホワイト

2KT-77314
●カラー／ホワイト×ネイビー

2KT-77362
●カラー／ホワイト×レッド

2KT-77309
●カラー／ホワイト×ブラック

刺繍ネームプレートで、いつもの足元に個性をプラス。

ラスベガス
2KT-71701  ¥10,500  （本体  ¥10,000  ） 

 ●甲材／本体：人工皮革　補強：人工皮革
●底材／アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●カラー／ホワイト×ホワイト　●サイズ／25.0～28.0㎝　●原産国／中国  　   
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シューズ・リペアグッズ
SHOES REPAIR GOODS

2KW
22000
22100
22200
11700
11800
12100
12200
12300
12400
12500
12600
11900
12000
2KM
31500
31000
30800
30900
32000
31100
31200
31314
31362
31409

31410

31414
31462
2KP

55300

55614
55662
55700
55710
55714
55728
55740
55762
55800
55810
55814
55862
2KN
70003
70050
2KT
77900
77901
77114
77162
77200
77201
76201
77301
77309
77310
77314
77362
77400
77401
77410
77414
77462
77500
77501
77514
77562
77614
77662

2ZK-20009（右用）、
2ZK-20109（左用）
2ZK-20209/20409（右用）、
2ZK-20309/20509（左用）

2ZK-20609（右用）、
2ZK-20709（左用）

2ZK-20601（右用）、
2ZK-20701（左用）

2ZK-20609（右用）、
2ZK-20709（左用）

2ZK-20601（右用）、
2ZK-20701（左用）

2ZK-20609（右用）、
2ZK-20709（左用）

2ZK-20601（右用）、
2ZK-20701（左用）

【右用】ホワイト：2ZK-20601
　　　ブラック：2ZK-20609
　　　ロイヤルブルー：2ZK-20622
【左用】ホワイト：2ZK-20701
　　　ブラック：2ZK-20709
　　  ロイヤルブルー：2ZK-20722

2ZK-36100
【ミズノプロ】

2ZK-36200
【グローバルエリート】

2ZK-36200
【グローバルエリート】

2ZK-35400
【コンフォートフィットインソールPE】

2ZK-35400
【コンフォートフィットインソールPE】

2ZK-35400
【コンフォートフィットインソールPE】

2ZK-35600
【ミズノプロ・クッションインソール】

2ZK-35400
【コンフォートフィットインソールPE】

2ZK-36300
【発育インソールアスリートタイプ】

2ZK-36300
【発育インソールアスリートタイプ】

ミズノプロHI
ミズノプロMC
ミズノプロ
グローバルエリートMC L series
グローバルエリート L series
グローバルエリートMC
グローバルエリート
スピードグリッターMU
スピードグリッター
リサムMC
リサム
タキオンMC
タキオン

グローバルエリートMC L series
グローバルエリート L seriers
クイックヒーローMC
クイックヒーロー
ゴールデンルーキーMC
ゴールデンルーキーNT
ゴールデンルーキー
ブライトグリッターMC＋
ブライトグリッターMC＋
ブライトグリッター

ブライトグリッター

ブライトグリッター
ブライトグリッター

ウエーブジョーカーネクスト

ウエーブジョーカーブライト
ウエーブジョーカーブライト
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Prime Edition
ウエーブフランチャイズ Junior Edition
ウエーブフランチャイズ Junior Edition
ウエーブフランチャイズ Junior Edition
ウエーブフランチャイズ Junior Edition

ベースボールランナー
ベースボールランナー

ミズノプロ
ミズノプロ
ミズノプロ
ミズノプロ
グローバルエリート L series
グローバルエリート L series
ウエーブラントレ
ブライトトレーナー
ブライトトレーナー
ブライトトレーナー
ブライトトレーナー
ブライトトレーナー
フランチャイズトレーナー Prime Edition
フランチャイズトレーナー Prime Edition
フランチャイズトレーナー Prime Edition
フランチャイズトレーナー Prime Edition
フランチャイズトレーナー Prime Edition
フランチャイズトレーナー Junior Edition
フランチャイズトレーナー Junior Edition
フランチャイズトレーナー Junior Edition
フランチャイズトレーナー Junior Edition
ワイルドキッズ
ワイルドキッズ

品番 ニックネーム 中敷き P革 金具
ナット

前足 後足
樹脂スタッド
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2ZK-15400 2ZK-73706
（6㎜）

2ZK-73711
（11㎜）

2ZK-73711
（11㎜）、
2ZK-73713
（13㎜）

2ZK-15300

2ZK-36200
【グローバルエリート】
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¥1,890（本体¥1,800）

●ポリエステル×E.V.A.スポンジ
●樹脂プレート：合成樹脂
●サイズ/M：23.5～25.0㎝、L：25.5～
27.0㎝、LL：27.5～29.0㎝

●台湾製

2ZK-34900
¥315（本体¥300）

●合成樹脂（E.V.A.スポンジ）
●サイズ/S：19.0～22.5㎝、
M：23.0～25.5㎝、L：26.0
～29.0㎝　●1足入り
●中国製

2ZK-64400
¥525（本体¥500）

●硬質プレート
●サイズ/フリー
●1足入り　●台湾製

2ZK-64300
¥368（本体¥350）

●硬質プレート
●サイズ/フリー
●1足入り　●台湾製

2ZK-64500
¥315（本体¥300）

●ラバースポンジ
●サイズ/M：～24.5㎝、
L：25.0㎝～　●1足入り
●日本製

（ミズノプロ）（カスタムメイドフィットインソール） （ダイナミックシューインソール） （ミズノプロ・クッションインソール）

（コンフォートフィットインソールPE） （全面用） （前足部用）

中敷き

中敷き サイズ調整インソール

2ZK-36300
¥1,155（本体¥1,100）

●ポリエステル×VS-1
●サイズ/ＳS：19.0～20.5㎝、
Ｓ：21.0～22.0㎝、M：22.5
～23.5㎝　●中国製

2011年2月発売

発育インソール  アスリートタイプ サイズ調整パッド突き上げ防止プレート

2ZK-36100
¥1,365（本体¥1,300）

●ポリエステル×E.V.Aスポン
ジ（硬質プレート付）
●サイズ/M：25.0～27.0
㎝、L：27.5～30.0㎝
●中国製

2ZK-35600
¥1,575（本体¥1,500）

●ポリエステル×PUフォー
ム×E.V.A.スポンジ　
●サイズ/M：25.0～27.0
㎝、L：27.5～29.0㎝
●中国製

2ZK-36200
¥1,155（本体¥1,100）

●ポリエステル×E.V.Aスポンジ
　（硬質プレート付）
●サイズ/M：25.0～27.0
㎝、L：27.5～30.0㎝
●中国製

（ミズノウエーブ・カップインソール）（グローバルエリート）

2ZK-35400
¥1,050（本体¥1,000）

●ポリエステル×E.V.A.スポンジ
（硬質プレート付）　●サイズ
/S：19.0～21.5㎝、M：22.0～
24.5㎝、L：25.0～27.5㎝、LL：
28.0～30.0㎝　●中国製

2ZK-35500
¥525（本体¥500）

●ポリエステル×ラバース
ポンジ　
●サイズ/M：25.5㎝以下、
L：26.0㎝以上　
●日本製

2ZK-35200
¥1,260（本体¥1,200）

●人工皮革×ポリエステル×熱
成型E.V.A.スポンジ（硬質プ
レート付）　●サイズ/M：25.0
～27.0㎝、L：27.5～29.0㎝
●中国製（特許出願中）

2ZK-12800 ¥1,575（本体¥1,500）

●9本歯金具ボルト止め式　●ボルト19個入り
●サイズ/L：28.0㎝以上､M：23.0～27.5㎝　●中国製
〈樹脂底2KM-9本歯スパイクに装着可能〉
（特許3183449/意匠991227.995340）
＊9本歯金具釘止め式（2ZK-12700）は在庫対応いたします。

2ZK-12000 ¥1,050（本体¥1,000）

●三角金具釘止め式　●釘13本入り
●サイズ/L：26.0㎝以上、M：25.5㎝以下　●日本製
〈革底2KW-三角金具用〉
＊金具の取り付けには別途取り付け工賃がかかります。

グリッター新9本歯金具セット グリッター9本歯金具セット 三角金具セット

2ZK-15400 ¥1,575（本体¥1,500）

●新9本歯金具ボルト止め式　●ボルト19個入り
●サイズ/L：27.0㎝以上、M：26.5㎝以下　●台湾・中国製
〈樹脂底2KM 9SPIKE-21モデルに装着可能〉
（意匠991227.995340）

2ZK-15300
¥1,575（本体¥1,500）

●樹脂製新9本歯スタッド　●鉄板内蔵
●ボルト19個入り　●サイズ/L：27.0㎝
以上、M：26.5㎝以下　●台湾製

〈樹脂底2KM 9SPIKE-21モデルに
装着可能〉
（意匠991227.995340）
＊2ZK-736は取り付けできません。

2ZK-12900
¥1,575（本体¥1,500）

●樹脂製9本歯スタッド　●鉄板内蔵
●ボルト19個入り　●サイズ/L：28.0～
30.0㎝､M：23.0～27.5㎝　●台湾製

〈2KM-9本歯スパイクに装着可能〉
（特許3183449/意匠991227.995340）
＊2ZK-736は取り付けできません。

グリッター新9本歯樹脂スタッド グリッター9本歯樹脂スタッド

9本歯
金具装着時

9本歯
樹脂スタッド
装着時

新9本歯
金具装着時

新9本歯
樹脂スタッド
装着時

2ZK-13700
¥1,155（本体¥1,100）

●革底投手用　●5個入り
●タックス付き　●サイズ/フリー
●日本製

2ZK-13800
¥893（本体¥850）

●革底野手用　●5個入り
●タックス付き　●サイズ/フリー
●日本製

コバ金（投手用）

コバ金（野手用）

●ボルト止め取替え金具用　●日本製
2ZK-62000 ¥263（本体¥250）1

●取替え金具・スタッド兼用　●台湾製
2ZK-73300 ¥210（本体¥200）2

2ZK-73609
2ZK-73650
¥420（本体¥400）

●六角ボルト　●20個入り
●日本製

レンチアルミナット ボルト
2ZK-73706〈6㎝〉
2ZK-73707〈7㎝〉
2ZK-73708〈8㎝〉
2ZK-73711〈11㎝〉
2ZK-73713〈13㎝〉

¥420（本体¥400）

●10個入り　●日本製
＊11㎜、13㎜はミッドソール
付きヒール用

1

2

2ZK-34600 ¥1,890（本体¥1,800）

●ポリエステル×ネオプレン×硬質フェルト×
　ソルボセイン　
●サイズ/M：25.0～26.0㎝、L：26.5～
27.5㎝、LL：28.0～29.0㎝　
●日本製

2ZK-35100

★
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★印は新製品です。

（起毛革専用）

（出荷単位10）

2ZK-20409〈右用〉
2ZK-20509〈左用〉

¥893（本体¥850）

●牛革製　●野手用
●サイズ/L：25.0～26.5㎝、
　LL：27.0～29.0㎝
●中国製

P革（ミズノプロ・ラスト対応品）

樹脂製P革

P革（コバ金付き）

（小サイズ対応品）

●ポリウレタン樹脂製
●サイズ/S：19.0～22.0㎝、
M：22.5～24.0㎝　

●日本製
●馬蹄部分透明になっています。

¥525（本体¥500）

2ZK-29401〈ホワイト、右用〉
2ZK-29409〈ブラック、右用〉
2ZK-29501〈ホワイト、左用〉
2ZK-29509〈ブラック、左用〉

2ZK-29601〈ホワイト、右用〉
2ZK-29609〈ブラック、右用〉
2ZK-29701〈ホワイト、左用〉
2ZK-29709〈ブラック、左用〉

¥1,260（本体¥1,200）

●牛革×ポリウレタン樹脂製
●ベロカバー付き
●サイズ/M：22.5～24.0㎝、
　L：24.5～26.5㎝、LL：27.0
～30.0㎝　●日本製

2ZK-20001〈ホワイト、右用〉
2ZK-20009〈ブラック、右用〉
2ZK-20101〈ホワイト、左用〉
2ZK-20109〈ブラック、左用〉
¥1,470（本体¥1,400）

●牛革製　●コバ金1個入り
（サイズ/フリー）　●タックス付き
●サイズ/M：23.0～24.5㎝、L：25.0
　～26.5㎝、LL：27.0～29.0㎝　
●中国製

2ZK-20201〈ホワイト、右用〉
2ZK-20209〈ブラック、右用〉
2ZK-20301〈ホワイト、左用〉
2ZK-20309〈ブラック、左用〉
¥1,050（本体¥1,000）

●牛革製
●サイズ/M：23.0～24.5㎝、
L：25.0～26.5㎝、
LL：27.0～29.0㎝　

●中国製

2ZK-20601〈ホワイト、右用〉 / 2ZK-20701〈ホワイト、左用〉
2ZK-20609〈ブラック、右用〉 / 2ZK-20709〈ブラック、左用〉
2ZK-20622〈ロイヤルブルー、右用〉 / 2ZK-20722〈ロイヤルブルー、左用〉

¥840（本体¥800）

●牛革×ポリウレタン樹脂製
●サイズ／Ｓ：19.0～23.0ｃｍ、Ｍ：23.5～26.0ｃｍ
　　　　  L：26.5～30.0ｃｍ
●中国製　

●スパンナイロン製　●100㎝：22.0㎝以下、110㎝：22.5～24.5㎝、120㎝：25.0～27.0㎝、130㎝：27.5㎝以上　
●台湾製　★は2011年3月発売

2ZK-47001〈100〉
2ZK-47101〈110〉
2ZK-47201〈120〉
2ZK-47301〈130〉

2ZK-47009〈100〉
2ZK-47109〈110〉
2ZK-47209〈120〉
2ZK-47309〈130〉

2ZK-47040〈100〉
2ZK-47140〈110〉
2ZK-47240〈120〉
2ZK-47340〈130〉

2ZK-47062〈100〉
2ZK-47162〈110〉
2ZK-47262〈120〉
2ZK-47362〈130〉

2ZK-47014〈100〉
2ZK-47114〈110〉
2ZK-47214〈120〉
2ZK-47314〈130〉

（出荷単位10）　¥315（本体¥300）

ホワイト（01） ブラック（09） ネイビー（14） レッド（62） ホワイト（01） ブラック（09） ロイヤルブルー（40）ネイビー（14） レッド（62）

靴紐（平紐） 靴紐（平丸紐）

●テトロン/コットン製　●100㎝：22.0㎝以下、110㎝：22.5～24.5㎝、120㎝：25.0～27.0㎝、
130㎝：27.5㎝以上　●日本製

2ZK-46001〈100〉
2ZK-46101〈110〉
2ZK-46201〈120〉
2ZK-46301〈130〉

2ZK-46009〈100〉
2ZK-46109〈110〉
2ZK-46209〈120〉
2ZK-46309〈130〉

2ZK-46014〈100〉
2ZK-46114〈110〉
2ZK-46214〈120〉
2ZK-46314〈130〉

2ZK-46062〈100〉
2ZK-46162〈110〉
2ZK-46262〈120〉
2ZK-46362〈130〉

（出荷単位10）　¥210（本体¥200）

●テトロン/コットン製　●150㎝：ハイカットに対応　●日本製
2ZK-46501〈ホワイト〉／2ZK-46509〈ブラック〉／2ZK-46514〈ネイビー〉／2ZK-46562〈レッド〉
¥315（本体¥300）

●日本製
＊お手入れの仕上げに
最適です。

2ZK-83200
¥420（本体¥400）

●日本製
＊レザーソールのお手入れ
に最適です。

2ZK-63900
¥420（本体¥400）

●日本製
＊起毛革のお手入れに
最適です。

2ZK-83800
¥840（本体¥800）

●日本製
＊お手入れの際、靴クリ
ームをシューズ全体に
伸ばします。

2ZK-83300
¥263（本体¥250）

●チューブタイプ　
●50g入り
●日本製

2ZK-452
¥735（本体¥700）

●ブラック（09）　
●チューブタイプ　
●50g入り　●日本製
＊レザーソールのお手
入れに最適です。

2ZK-82709
¥578（本体¥550）

●液体70 　
●スポンジ付容器
●ブラック（09）　
●日本製

2ZK-453
¥1,260（本体¥1,200）

●ムースタイプ　
●180 入り
●日本製

2ZK-454
¥893（本体¥850）

2ZK-83400
¥1,575（本体¥1,500）

2ZK-83700
¥1,680（本体¥1,600）

●ポリウレタン樹脂　
●チューブタイプ
●30g入り  ●補強剤  
●透明  ●日本製

2ZK-458
¥504（本体¥480）

2ZK-83109〈ブラック〉
2ZK-83101〈ホワイト〉
¥2,625（本体¥2,500）

●合成ゴム系樹脂　
●チューブタイプ
●150g入り　
●補強剤　●日本製

シューズお手入れセット ソール汚れ取り金属ブラシ起毛革カラースプレー フィニッシングブラシ

●日本製
＊お手入れの仕上げに
最適です。

2ZK-83900
¥368（本体¥350）

●フィニッシングブラシ、
小ブラシ、
　カラースプレー、袋　
●日本製

アッパー汚れ取りブラシ

靴クリーム

シューズコーティングオイル

ハンドクロス 乾燥剤シュードライヤー

靴クリームブラシ

スーパークリーナー 業務用塗りP 塗りP マルチ袋

シューズ袋

シューフィックス

紐カバー

●ブラシ、クリーム、
　テレンプ、金属ブラシ
●日本製

●シューズ袋　
●ナイロン製
●中国製

2ZK-53200
¥840（本体¥800）

●シューズ袋大　
●ナイロン製
●中国製

2ZK-52900
¥525（本体¥500）

●シューズ袋　
●ナイロン製
●中国製

2ZK-53300
¥630（本体¥600）

●シューズ袋小
●ナイロン製　
●中国製

2ZK-53100
¥315（本体¥300）

2ZK-83509〈ブラック〉
2ZK-83501〈ホワイト〉

●合成ゴム系樹脂　
●チューブタイプ
●30g入り　●補強剤
●日本製

¥525（本体¥500）

●日本製
＊抗菌・防臭作用があ
り、繰り返しご使用い
ただけます。

2ZK-83600
¥893（本体¥850）

ミズノプロシューズキーパー

●サイズ/フリー　
●中国製
＊シューズの保型・型く
ずれ防止に最適です。

2ZK-64600
¥1,260（本体¥1,200）

●グラブ、スパイク、
　マスク収納可
●ポリエステル　
●中国製

2ZA-978
¥630（本体¥600）

使用例

2ZK-64100
¥525（本体¥500）

●天然皮革（カンガルー革）
●サイズ/M：25.0～27.0
㎝、L：27.5～29.0㎝
●日本製
＊紐切れを防ぐパーツで
す。P革と合わせてのご
使用をおすすめします。

2ZK-64200
¥368（本体¥350）

●日本製

●ポリウレタン樹脂　
●チューブタイプ
●220g入り　●補強剤  
●透明　●日本製

2ZK-459
¥2,520（本体¥2,400）

業務用シューフィックス

（出荷単位10） （出荷単位10） （出荷単位10） （出荷単位10）

（出荷単位10）（出荷単位10） （出荷単位10） （出荷単位10）

★

★ ★

（ミズノプロラスト専用）

フレックスデザイン
P革に柔軟性を持たせる機
能を搭載。シューズとの一
体感をより一層高めてくれ
ます。
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バッティンググラブ
BATTING GLOVES

掌部の素材をお選びください。1
2 両手用か片手用かをお選びください。品番・価格が決定します。＊手の向きにご注意ください。

パワーアークのグリップ力を、こだわりの自分仕様に。

漢字、カナ、かな
（5文字まで）

ローマ字活字体
（9文字まで）

ローマ字筆記体
（9文字まで）

数字（5文字まで） 漢字＋数字
（足して5文字まで）

ローマ字活字体＋数字
（足して8文字まで）

ローマ字筆記体＋数字
（足して8文字まで）

掌部

ブラック
ホワイト
レッド
ブラック
ホワイト
グレー
ゴールド
レッド
ゴールド
レッド

ホワイト
ホワイト
ブルー
ホワイト
ブラック
ネイビー
ゴールド
ブルー
ホワイト
ブラック

ホワイト
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ネイビー
スカイブルー
シルバー
ホワイト
シルバー
ホワイト

甲部親指 甲部飾り大 甲部飾り小 指マチ ニット シリコン 手首ベルト部 パイピング 裾ゴム

S（定番より3㎜短）・M（定番型）・L（定番より3㎜長）
●指の長さはS、M、L以外の特殊なパターンはできません。

21㎝・22㎝・23㎝・24㎝・25㎝・26㎝・27㎝・28㎝

スムースシープ　手になじみやすく適度の柔軟性と自然な風合いを兼ね備えたレザーです。　　
型押しシープ　上質のシープレザーに型押しを施し、グリップ力と通気性をアップさせました。

両手用　 片手用（右打者用＝左手）　 片手用（左打者用＝右手）　
パワープレート付片手用（右打者用＝右手）　 パワープレート付片手用（左打者用＝左手）

スムース
シープ

型押し
シープ

両手用 片手用 パワープレート付片手用

なし ノーマル型 ワイド型

＊右打者用＝左手、左打者用＝右手 ＊右打者用＝右手、左打者用＝左手

高校野球ルールに対応した白・黒のミズノランバードマークをご希望の方は、オーダー用紙にその旨を必ずお書き添えのうえ、ご発注願います。
＊高校野球公式大会では刺繍による個人名や番号、その他の文字を禁止しています。

●日本製

ホワイト ブラック レッド ブルー ネイビー ピンク オレンジ イエロー グリーン シルバー ゴールド

●パワープレート

掌部 甲部 手首部

～

ブルー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー

ゴールドシルバーホワイト ブラック

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー オレンジ イエロー

シルバー★ ゴールド★

シルバー ピンク ゴールド

ホワイト ブラック レッド

〈カラー選択例〉

2EG-94000
¥14,700（本体¥14,000）

2EG-94100
¥14,700（本体¥14,000）

2EG-94010
¥7,350（本体¥7,000）

2EG-94110
¥7,350（本体¥7,000）

2EG-94020
¥8,400（本体¥8,000）

2EG-94120
¥8,400（本体¥8,000）

カラーをお選びください。 ＊下に並んだ手袋の赤の部分がそれぞれの部位を表しますので、参考にしてください。3

オンネームは刺繍で手首ベルト部に入れることができます。 ＊色見本は印刷技術上、現物と多少異なる場合があります。7

サイズをお選びください。4
指の長さをお選びください。5

当て革の型をお選びください。6

書　体

カラー

ホワイト ブラック レッド ネイビー

ホワイト ブラック レッド ネイビー

ブルー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー

ホワイト ブラック レッド

グレー 蛍光オレンジ 蛍光ピンク

ネイビー ブルー

シルバー★ ゴールド★

スカイブルー イエロー

●上記以外のカラー、また複雑な色の組み合わせはできません（ステッチ等）。●オンネーム位置は手首ベルト部上のみです。
●左右で文字・カラーを変える場合は、片手オーダーで左右それぞれを指定してください。●文字以外の記号は「.」「,」のみの対応になります。「.」「,」も1文字に数えます。

【ミズノプロ・シリコンパワーアークオーダー】

仕上がり予定 オーダーご発注後から30日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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★印は新製品です。

漢字、カナ、かな
（5文字まで）

ローマ字活字体
（9文字まで）

ローマ字筆記体
（9文字まで）

数字（5文字まで） 漢字＋数字
（足して5文字まで）

ローマ字活字体＋数字
（足して8文字まで）

ローマ字筆記体＋数字
（足して8文字まで）

高校野球ルールに対応した白・黒のミズノランバードマークをご希望の方は、オーダー用紙にその旨を必ずお書き添えのうえ、ご発注願います。
＊高校野球公式大会では刺繍による個人名や番号、その他の文字を禁止しています。

NEWモーションアークの感触が、さらに素手感覚に。

掌部・指マチ

ホワイト
ホワイト
ネイビー
レッド
レッド
シルバー
ネイビー

ブラック
ブラック
ピンク
ホワイト
ブラック
シルバー
シルバー

ブラック
ホワイト
ブルー
ホワイト
ホワイト
シルバー
シルバー

甲部飾り 甲ニット 指先ニット 手首ベルト部 パイピング 裾ゴム

スムースシープ　手になじみやすく適度の柔軟性と自然な風合いを兼ね備えたレザーです。　　
型押しシープ　上質のシープレザーに型押しを施し、グリップ力と通気性をアップさせました。

＊型押し柄はカラーにより異なります。

両手用　 片手用（右打者用＝左手）　 片手用（左打者用＝右手）　

ホワイト ブラック レッド ネイビー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク～ ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク

ホワイト ブラック レッド ネイビー シルバー

オレンジ イエロー グリーン パープル グレー

ホワイト ブラック レッド シルバーネイビー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク オレンジ イエロー シルバー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク イエロー パープル

〈カラー選択例〉

掌部 甲部 手首部

スムースシープ

型押しシープ

両手用 片手用

●インドネシア製
＊右打者用＝左手、左打者用＝右手

2EG-96400
¥14,700（本体¥14,000）

2EG-96500
¥14,700（本体¥14,000）

2EG-96410
¥7,350（本体¥7,000）

2EG-96510
¥7,350（本体¥7,000）

掌部の素材をお選びください。1
2 両手用か片手用かをお選びください。品番・価格が決定します。＊手の向きにご注意ください。

ゴールド ＊シルバーとゴールドは合成皮革になります

ゴールド ＊シルバーとゴールドは合成皮革になります

カラーをお選びください。 ＊下に並んだ手袋の赤の部分がそれぞれの部位を表しますので、参考にしてください。3

S（定番より3㎜短）・M（定番型）・L（定番より3㎜長）
●指の長さはS、M、L以外の特殊なパターンはできません。

21㎝・22㎝・23㎝・24㎝・25㎝・26㎝・27㎝・28㎝

なし ノーマル型 ワイド型

オンネームは刺繍で手首ベルト部に入れることができます。 ＊色見本は印刷技術上、現物と多少異なる場合があります。7

サイズをお選びください。4
指の長さをお選びください。5

当て革の型をお選びください。6

●上記以外のカラー、また複雑な色の組み合わせはできません（ステッチ等）。●オンネーム位置は手首ベルト部上のみです。
●左右で文字・カラーを変える場合は、片手オーダーで左右それぞれを指定してください。●文字以外の記号は「.」「,」のみの対応になります。「.」「,」も1文字に数えます。

ホワイト ブラック レッド ブルー ネイビー ピンク オレンジ イエロー グリーン シルバー ゴールドカラー

書　体

【ミズノプロ・モーションアークオーダー】

仕上がり予定 オーダーご発注後から30日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

2011年2月発売

★

★

★

★
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漢字、カナ、かな
（5文字まで）

ローマ字活字体
（9文字まで）

ローマ字筆記体
（9文字まで）

数字（5文字まで） 漢字＋数字
（足して5文字まで）

ローマ字活字体＋数字
（足して8文字まで）

ローマ字筆記体＋数字
（足して8文字まで）

高校野球ルールに対応した白・黒のミズノランバードマークをご希望の方は、オーダー用紙にその旨を必ずお書き添えのうえ、ご発注願います。
＊高校野球公式大会では刺繍による個人名や番号、その他の文字を禁止しています。

人工皮革

型押しシープ

両手用 片手用

2EG-96800
¥9,450（本体¥9,000）

2EG-96900
¥9,450（本体¥9,000）

2EG-96810
¥4,725（本体¥4,500）

2EG-96910
¥4,725（本体¥4,500） ●日本製

両手用　 片手用（右打者用＝左手）　 片手用（左打者用＝右手）　

＊右打者用＝左手、左打者用＝右手

掌部の素材をお選びください。1
2 両手用か片手用かをお選びください。品番・価格が決定します。＊手の向きにご注意ください。

ブラック
ホワイト
ブラック
レッド
ブラック
シルバー
ブラック

掌部

ホワイト
ホワイト
ブルー
グレー
ブルー
シルバー
ブラック

ホワイト
ブラック
ホワイト
グレー
ホワイト
シルバー
ブラック

甲部 指マチ ニット ベルト部 パイピング 裾ゴム

＊人工皮革の場合は、
ホワイト、ブラックの
いずれかから
選んでください。

＊手首ベルト部、甲ベルト部で
色は変えられません。

＊手首ベルト部、甲ベルト部で
色は変えられません。

掌部 甲部 手首部

ホワイト ブラック レッド ネイビー

ホワイト ブラック レッド ネイビー

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック レッド ネイビー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク

ブルー

ホワイト ブラック レッド ブルー

ブルー

オレンジ イエロー グリーン パープル グレー

ホワイト ブラック レッド

ネイビー ブルー

ホワイト ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク

オレンジ イエロー ゴールド シルバー

〈カラー選択例〉

世界を狙う。夢に挑む。その打撃を輝かせる。

S（定番より3㎜短）・M（定番型）・L（定番より3㎜長）
●指の長さはS、M、L以外の特殊なパターンはできません。

S（22～23㎝）・M（24～25㎝）・L（26～27㎝）

人工皮革　手とひとつになる優れた装着感とソフトな風合いを生み出します。　　
型押しシープ　上質のシープレザーに型押しを施し、グリップ力と通気性をアップさせました。

人工皮革

型押しシープ

カラーをお選びください。 ＊下に並んだ手袋の赤の部分がそれぞれの部位を表しますので、参考にしてください。3

オンネームは刺繍で手首ベルト部に入れることができます。 ＊色見本は印刷技術上、現物と多少異なる場合があります。7

サイズをお選びください。4
指の長さをお選びください。5

当て革の型をお選びください。6
なし ノーマル型 ワイド型

書　体

仕上がり予定 オーダーご発注後から30日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

【グローバルエリート・オーダー】

●上記以外のカラー、また複雑な色の組み合わせはできません（ステッチ等）。●オンネーム位置は手首ベルト部上のみです。
●左右で文字・カラーを変える場合は、片手オーダーで左右それぞれを指定してください。●文字以外の記号は「.」「,」のみの対応になります。「.」「,」も1文字に数えます。

ホワイト ブラック レッド ブルー ネイビー ピンク オレンジ イエロー グリーン シルバー ゴールドカラー
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★印は新製品です。

パワーインパクトカット 3Dカット指先新縫製 ワイドロングベルト

●シリコンパワーアークライン／ポリウレタンパワーアークライン
バットをグリップした際の皮膚の動きを解析し、皮膚の伸びが大きい箇所に充分なテ
ンションがかかるよう、それぞれの素材を配置。握り手のグリップ力を確かにサポートし、

打者のパフォーマンスを最大限に引き出します。また、親指を独立カッティングにすることでその可動域を広げる
とともに、よりナチュラルなフィット感も確保しています。

特許3919433シリコンパワーアークライン ウレタンパワーアークライン

【両手用】

〈シリコンパワーアーク〉

●掌部特殊加工
掌素材は革のなめし
工程の中で特殊加
工を施すことにより、
摩擦力がアップ。と
くに汗をかいた状態
（ウエット状態）で高
いグリップ効果を発
揮します。

妥協なき
ICHIROの感性が、
それを認める。

ワイドロングベルト パワーインパクトカットシリコンパワーアークライン 指先新縫製

3Dカット 特許3919433〈シリコンパワーアーク〉

●掌部：羊革〈型押し〉／甲部：合成皮革、ポリエステル　●23～28㎝　●フィリピン製
イチローモデル  2EG-77051

天然
皮革

2EG-77051 ¥7,350（本体¥7,000）

【両手用】

ワイドロングベルト パワーインパクトカット

シリコンパワーアークライン 指先新縫製

3Dカット

特許3919433

パワーアーク×摩擦力アップの掌加工。だから全力で握り込める。

掌部側

一撃に賭ける
MATSUIの魂が、
それを信じる。

ワイドロングベルト パワーインパクトカットシリコンパワーアークライン 指先新縫製

3Dカット 特許3919433〈シリコンパワーアーク〉

●掌部：羊革／甲部：合成皮革、ポリエステル　●23～28㎝　●フィリピン製
松井モデル  2EG-77055

天然
皮革

2EG-77055 ¥7,350（本体¥7,000）

【両手用】

●パワーインパクトカット
親指つけ根のカッティングパターンが、
親指のあらゆる動きに柔軟に対応し
ます。

●ワイドロングベルト
従来モデルより幅広のロングベルトを
採用し、手首をしっかりとガード。さらに
手首を固定することでグリップ力の向
上をサポートします。

●指先新縫製
ミズノ独自の指先縫製により、指先と
の密着感が一段とアップ。指の力が
スムーズにグリップへと伝わります。

●パワーアークコンセプト
●親指側を独立構造にすることで、バッティ
ングに求められる親指の自由度をさらに
アップさせています。

●皮膚の変形量が大きい拳付近および
第二関節部をしっかり固定することで、パ
ワーアーク効果が一段と高まります。
●握り込む動作にあわせて直線的にテン
ションがかかりやすい構造にすることで、
グリップを強力にサポートします。

●3Dカット
手を握ったときにできる手の平のシワ
を解消するため、手の形状に合わせて
手袋を立体裁断・立体縫製。より自
然なグリップ感で、あらゆる指にスムー
ズに対応できます。

2EG-752 ¥7,350（本体¥7,000）

●掌部：羊革〈型押し〉／甲部：合成皮革、ポリエステル　●23～28㎝　●フィリピン製
＊高校野球ルール対応モデルは121ページに掲載

天然
皮革

2EG-75225（ホワイト×ロイヤルブルー）　 2EG-75262（ホワイト×レッド）　 2EG-75205（ブラック×ブラック×グレー）★

Ichiro Suzuki
（Seattle Mariners TM）

Hideki Matsui
（Angels TM）

〈型押し〉

★ ★

＊ は2011年1月発売

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。
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高校野球ルール対応モデル

指先まで、さらに素手感覚へ。あのモーションアークが進化した。

掌部側

【両手用】

モーション
アークライン

スムース
モーション

2EG-768 ¥7,350（本体¥7,000）

●掌部：羊革／甲部：羊革、ナイロン、ポリウレタン  
●23～28cm  ●インドネシア製

2EG-76801（ホワイト） 2EG-76862（レッド）2EG-76809（ブラック）

天然
皮革

〈モーションアーク〉 特許4124793

★

限りなく、手とひとつに。絶妙な軽さとフィット感を追求。

掌部側

【片手用】

2EG-328/329 ¥3,150（本体¥3,000）

●掌部：人工皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　●ベトナム製

2EG-32862（ホワイト×レッド、左手：右打者用）
2EG-32809（ホワイト×ブラック、左手：右打者用）
2EG-32814（ホワイト×ネイビー、左手：右打者用）
2EG-32805（ブラック×グレー、左手：右打者用）

2EG-32962（ホワイト×レッド、右手：左打者用）
2EG-32909（ホワイト×ブラック、右手：左打者用）
2EG-32914（ホワイト×ネイビー、右手：左打者用）
2EG-32905（ブラック×グレー、右手：左打者用）

【片手用】

モーション
アークライン

スムース
モーション

2EG-068/069 ¥3,675（本体¥3,500）

●掌部：羊革／甲部：羊革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン　●23～28cm　●インドネシア製
＊121ページにも掲載しています。

2EG-06810（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-06890（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-06910（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-06990（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

〈モーションアーク〉 特許4124793

★

掌部側

●伸縮性人工皮革
独自の製法で伸縮性繊維を組み
込んだ、不織布構造の人工皮革
を採用。手とひとつになる優れた
装着感とソフトな風合いを生み出
します。

●特殊コーティング加工
掌部に特殊熱可塑性エラストマー
加工を施すことで、高いグリップ力を
実現。また優れた柔軟性も兼ね備
えています。

●テクノタッチフリース
極細繊維で構成された、薄地で軽量、しかもバランスのよい
ストレッチ性を備えるハイテク素材を甲部に採用。心地いいフ
ィット感、サポート感、肌触りを生み出します。また吸汗速乾性
も併せ持ち、長時間の使用でも快適感を保ちます。

天然
皮革

2011年1月発売

2011年1月発売

●手甲部の皮膚の変形挙動を計測し、その動きにあわせたカッティングを
　甲部に施しています。

●指を屈曲させれば関節がねじれ、関節を
中心に周辺の皮膚組織が集まります。

●関節部に切れ込みを設けることで、指関節
周りの余分な革のたるみを解消しています。

モーションアークコンセプト（甲部） モーションアークコンセプト（指部） ●さらに左右の
カッティングに
変化を持たせ、
指のねじれに
ナチュラルに
順応させてい
ます。

●ベルト部クロロプレン仕様
手首にかかるベルト部分に
柔らかな素材（クロロプレン
ゴム）を採用。手首のスムー
ズな動きにフィットする独自
形状に、型押しデザインも付
加しています。

●モーションアークライン
グリップ時に生じる皮膚の変形を解析し、その
検証結果から得られたデータを甲部のカッティ
ングパターンにフィードバック。
バットを力強く握っても革がズレる
ことなく、手と手袋が一体と感じる
ほどのフィット感を実現しました。

モーション
アークライン

●スムースモーション
グリップ時に生じる指のねじれに添う
よう、指部のパターンを左右非対称に
設計。同時に指関節部分が
屈曲しやすいカッティングを
施すことで、限りなく素手に
近い装着感を生み出します。 スムース

モーション

特許出願中 特許4124793

●指先無縫製1
指先端に縫製が当たらないよう指
マチ部を改良。指先にストレスを
感じさせない設計となっています。

●指先無縫製2
指先の断面が6角形に近
い設計により、指とのフィッ
ト感が一段と高まりました。

単独水洗い可能

3Dカット

人工
皮革

●グローバルエリートマーク
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★印は新製品です。

＊ は2011年2月発売

★ ★

掌部側

掌部側

プロの打撃感を
そこに再現。
新色も登場、
パワーアークレプリカ。
Ichiro Suzuki
（Seattle Mariners TM）

ウレタンパワーアークライン
3Dカット

単独水洗い可

掌部側

ウレタンパワーアークライン
3Dカット

単独水洗い可

【片手用】

Hideki Matsui
（Angels TM）

★ ★

【片手用】

合成
皮革

2EG-240/241 ¥2,730（本体¥2,600）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）  ●ベトナム製
＊ジュニアモデルは122ページに掲載

イチローモデル　2EG-24051（左手：右打者用） 2EG-24151（右手：左打者用）

〈パワーアークレプリカ〉 特許3919433

合成
皮革

2EG-240/241 ¥2,730（本体¥2,600）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）  ●ベトナム製
＊ジュニアモデルは122ページに掲載

松井モデル　2EG-24055（左手：右打者用） 2EG-24155（右手：左打者用）

〈パワーアークレプリカ〉 特許3919433

【片手用】

2EG-228/229 ¥2,520（本体¥2,400）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　●ベトナム製
＊ジュニアモデルは122ページに掲載

2EG-22825（ホワイト×ロイヤルブルー、左手：右打者用）
2EG-22862（ホワイト×レッド、左手：右打者用）

2EG-22925（ホワイト×ロイヤルブルー、右手：左打者用）
2EG-22962（ホワイト×レッド、右手：左打者用）

2EG-22805（ブラック×ブラック×グレー、左手：右打者用） 2EG-22905（ブラック×ブラック×グレー、右手：左打者用）

〈パワーアークレプリカ〉 特許3919433

掌部側

2EG-246/247
¥2,100（本体¥2,000）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　
●インドネシア製

2EG-24605（ブラック×グレー、左手：右打者用）
2EG-24705（ブラック×グレー、右手：左打者用）
2EG-24662（ブラック×レッド、左手：右打者用）
2EG-24762（ブラック×レッド、右手：左打者用）
2EG-24627（ブラック×ブルー、左手：右打者用）
2EG-24727（ブラック×ブルー、右手：左打者用）

〈バイオロック〉

打者のパワーを、がっちりロック。打撃強化に、バイオロック。
【片手用】

●選手の所属およびユニフォームは、’10.10.31現在のものです。

3Dカット
ウレタンパワーアークライン

単独水洗い可

合成
皮革

合成
皮革

3Dカット

●バイオロック
手の平から甲までを包み
込むバイオロック構造が、
手との一体感とフィット感
をさらに向上させます。

単独水洗い可
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掌加工でグリップ強化。タフさも充分なノック専用設計。

肌寒い日のトレーニングには、この発熱素材を。 フリース素材の温かさが、オフの練習をサポート。

イ
ン
パ
ク
ト
の
衝
撃
や

し
び
れ
を
効
果
的
に
緩
和
。

打撃時に手首全体を
しっかりサポート。

3Dカット 単独水洗い可

【両手用/片手用】【両手用/片手用】

【片手用】

グリップ力も耐久力も、レベルが違うハイパフォーマンス手袋。

合成
皮革

2EG-362/363 ¥1,575（本体¥1,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　●当て革補強付き　
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　●ベトナム製、フィリピン製

2EG-36262（レッド×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-36209（ブラック×ブラック、左手：右打者用）
2EG-36201（ホワイト×ブラック、左手：右打者用）
2EG-36263（ホワイト×エンジ、左手：右打者用）★
2EG-36234（ホワイト×Dグリーン、左手：右打者用）★
2EG-36214（ホワイト×ネイビー、左手：右打者用）★

2EG-36362（レッド×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-36309（ブラック×ブラック、右手：左打者用）
2EG-36301（ホワイト×ブラック、右手：左打者用）
2EG-36363（ホワイト×エンジ、右手：左打者用）★
2EG-36334（ホワイト×Dグリーン、右手：左打者用）★
2EG-36314（ホワイト×ネイビー、右手：左打者用）★

〈フランチャイズ〉
【片手用】

合成
皮革

2EG-662 ¥3,150（本体¥3,000）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　
●当て革補強付き　
●S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　●ベトナム製、フィリピン製　

2EG-66262（レッド×ホワイト）
2EG-66209（ブラック×ブラック）
2EG-66201（ホワイト×ブラック）

2EG-66263（ホワイト×エンジ）★
2EG-66234（ホワイト×Dグリーン）★
2EG-66214（ホワイト×ネイビー）★

〈フランチャイズ〉
【両手用】

掌部側

＊高校野球ルール対応モデルは121ページに掲載
＊ジュニアモデルは122ページに掲載

●オリジナルエンボス柄
着地面がより大きくなるように
設計したオリジナルのエンボ
ス柄を採用。掌表面の摩擦
力がさらにアップしています。

●当て革補強
消耗の激しい部分に当て
革を装着。ハードな使用
にも高い耐久性を保ちま
す。

●オリジナル表面加工
生地表面は加工工程の中で摩擦力や耐久性を高める
ための特殊加工を実施。従来合皮に比べて、より強力
なグリップ力を発揮します。

2EG-394/395/094/095 ¥2,625（本体¥2,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　●当て革補強付き
●S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●インドネシア製
＊ は高校野球ルール対応モデル

2EG-39409（ブラック×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-39414（ホワイト×ネイビー、左手：右打者用）
2EG-09410（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-09490（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-39509（ブラック×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-39514（ホワイト×ネイビー、右手：左打者用）
2EG-09510（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-09590（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

ノック用

掌部側

単独水洗い可

3Dカット

●当て革補強で
　耐久性アップ
力が加わりやすく消耗の
激しい部分は当て革で
補強し、その耐久性を高
めています。

●オリジナル加工で
　グリップ力アップ
掌部にオリジナルのポリウ
レタン加工を施して、グリッ
力を強化。軽く握るだけで
もグリップがしっかりキープ
できるため、ハードなノック
時に効果を発揮します。

合成
皮革

トレーニング用

2EG-267 ¥3,780（本体¥3,600）

●掌部：合成皮革／甲部：ブレスサーモ、合成皮革
●フリー（22～27㎝）　●フィリピン製

2EG-26709（ブラック）　 2EG-26714（ネイビー）

合成
皮革

【両手用】 トレーニング用【両手用】

2EG-264 ¥2,940（本体¥2,800）

●掌部：合成皮革／甲部：ポリエステル、合成皮革
●S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●ベトナム製

2EG-26409（ブラック×ブラック）

合成
皮革

2ZA-2700 ¥2,100（本体¥2,000）

●素材:表面／パイル　 裏面／クロロプレン、ナイロン
●ブラック（09）、ベージュ（49）、ブラック×ブラック（0909）、
　ホワイト（01）★　●日本製
＊ホワイト（01）は2011年3月発売

 09  49  0909  01

掌部側
単独水洗い可

打撃用 守備用 守備用プロテクター リストガード

2EG-934/935
¥1,890（本体¥1,800）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革　
●フリー　●日本製
＊右打者は右手、左打者は
左手をお選びください。

2EG-93409（ブラック、右手：右打者用）＊
　2EG-93509（ブラック、左手：左打者用）＊

合成
皮革

2EG-905
¥1,575（本体¥1,500）

●合成皮革　
●M（23～24㎝）、L（25～26㎝）
●日本製

2EG-90501（ホワイト、左右兼用）
2EG-90509（ブラック、左右兼用）

合成
皮革

2EG-904（出荷単位10）
¥1,260（本体¥1,200）

●牛革  
●ポロン内蔵   
●貼付式   ●日本製

2EG-90409（ブラック、左右兼用）
2EG-90463（マロン、左右兼用）

天然
皮革

＊ は高校野球ルール対応モデル

単独水洗い可

当て革
補強付き

＊ は2011年2月発売＊ は2011年2月発売
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★印は新製品です。

●掌素材を考慮
「グラブの中での滑りを
止める」ために、タック
感のある合成皮革を採
用。グラブの平裏革と
ぴったりフィットします。

●指先パッド
「グラブ指先の遊びを
できるだけなくす」ため
に、指部のサイドに当
て形状のパッドを配置。
グラブ指袋とぴったり
フィットします。

●甲側オリジナルデザインと
　メッシュ素材で通気性アップ
甲側は皮膚の動きに順応するオリジ
ナルデザインを採用するとともに、グラ
ブ内での汗が気になる選手のために、
通気性を考慮してメッシュ素材を使
用。適度な柔軟性も備え、グラブと手
甲側のフィット感が高まります。

●手首にも
　通気性と柔軟性
「手首ゴムはできるだけ薄
く・柔らかく」に対応するた
め、甲と同じメッシュ素材を
手首にも使用。通気性・柔
軟性を高めています。

衝撃吸収パッド付き

密着感、通気性、柔軟性。守備に望まれる性能が、すべてそこに。

合成
皮革

2EG-274/275 ¥2,625（本体¥2,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23cm）、Ｍ（24～25cm）、Ｌ（26～27cm）　●中国製

2EG-27462（ホワイト×レッド、左手用）
2EG-27409（ホワイト×ブラック、左手用）

2EG-27562（ホワイト×レッド、右手用）
2EG-27509（ホワイト×ブラック、右手用）

〈ミズノプロ〉守備手
単独水洗い可

その守備を、もっと華麗に。グローバルエリート守備用手袋、登場。

エンボスの密着感に加え、手首も動かしやすい設計。 激しいクロスプレイの中で、走者の手をガード。

掌部側

合成
皮革

【片手用】 守備用

掌部側

★

合成
皮革

2EG-074/075 ¥2,625（本体¥2,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23cm）、Ｍ（24～25cm）、Ｌ（26～27cm）　●中国製
＊高校野球ルール対応モデル

2EG-07410（ホワイト×ホワイト、左手用）
2EG-07490（ブラック×ブラック、左手用）

2EG-07510（ホワイト×ホワイト、右手用）
2EG-07590（ブラック×ブラック、右手用）

〈ミズノプロ〉守備手

【片手用】 守備用

掌部側

★

合成
皮革

2EG-932/933 ¥1,575（本体¥1,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン　
●SS（20～21㎝）、S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●ベトナム製
＊高校野球ルール対応モデル

2EG-93210（ホワイト×ホワイト、左手用）
2EG-93290（ブラック×ブラック、左手用）

2EG-93310（ホワイト×ホワイト、右手用）
2EG-93390（ブラック×ブラック、右手用）

3Dカット 単独水洗い可

【片手用】 守備用

掌部側

2EG-925 ¥5,460（本体¥5,200）

●掌部：人工皮革／甲部：人工皮革、ナイロン、ポリウレタン
●M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　
●インドネシア製

2EG-92562（ホワイト×レッド） 2EG-92527（ホワイト×ブルー）

【両手用】 走塁用

守備用【片手用】

●手首部クロロプレン
手首部分にはクロロプ
レン素材を採用。柔ら
かく手首の動きを妨げ
ません。

2EG-058/059 ¥2,100（本体¥2,000）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン  ●衝撃吸収パッド付き　
●SS（20～21cm）、S（22～23cm）、M（24～25cm）、L（26～27cm）　●中国製、ベトナム製
＊高校野球ルール対応モデル

2EG-05810（ホワイト×ホワイト、左手用）
2EG-05890（ブラック×ブラック、左手用）

2EG-05910（ホワイト×ホワイト、右手用）
2EG-05990（ブラック×ブラック、右手用）

★

人工
皮革

〈型押し〉

単独水洗い可掌部側

単独水洗い可

2011年1月発売

2011年1月発売

2011年1月発売

単独水洗い可
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高校野球ルール対応モデル

パワーアーク&掌面当て革が生む、新次元の打撃力。

【片手用】

NEWモーションアークは指先までの一体感を追求。

【片手用】

絶妙な軽さとフィット感で、限りなく手とひとつに。

【片手用】【片手用】

【片手用】【片手用】

人気のダブルベルトに、アイビーラインの輝きを。 備えたのは、クラスを超えるグリップ力と耐久力。

【両手用/片手用】【両手用/片手用】

球児の打撃力を変える、バイオロックの密着感。

【片手用】【片手用】

掌部側

掌部側

掌部側

掌部側

掌部側

掌部側

2EG-052/053 ¥3,675（本体¥3,500）

●掌部：羊革〈型押し〉／甲部：合成皮革、ポリエステル
●23～28㎝　●フィリピン製

2EG-05210（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-05290（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-05310（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-05390（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

天然
皮革

ワイドロングベルト

パワーインパクトカット

シリコンパワーアークライン 指先新縫製

3Dカット

〈パワーアーク〉

羊革銀面を掌に向けて当て
革式に縫いつけ、手にしっとり
感が増すとともに耐久性アッ
プのダブル効果があります。
（手袋内側への当て革式）

特許3919433

2EG-068/069 ¥3,675（本体¥3,500）

●掌部：羊革／甲部：羊革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
●23～28㎝　●インドネシア製　＊117ページにも掲載しています。

2EG-06810（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-06890（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-06910（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-06990（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

天然
皮革

モーション
アークライン

スムース
モーション

〈モーションアーク〉 特許4124793

2EG-086/087

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン　●当て革補強付き
●S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●インドネシア製

¥1,995 ¥1,900）（本体

2EG-08610（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-08690（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-08710（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-08790（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

合成
皮革

2EG-046/047 ¥2,520（本体¥2,400）

●掌部：羊革〈型押し〉／甲部：合成皮革、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン　
●S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●インドネシア製

2EG-04610（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-04690（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-04710（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-04790（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

天然
皮革

2011年1月発売

〈バイオロック〉

〈Wベルト〉 〈フランチャイズ〉

〈フランチャイズ〉

合成
皮革

2EG-062/063 ¥1,575（本体¥1,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン　●当て革補強付き
●JM（18～19㎝）、JL（20～21㎝）、S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）、LL（28～29㎝）
●ベトナム製、中国製

2EG-06210（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-06290（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-06310（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-06390（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

【片手用】

2EG-762
¥3,150（本体¥3,000）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、
　ポリウレタン　●当て革補強付き　●S（22～23㎝）、
　M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●ベトナム製、中国製

2EG-76210（ホワイト×ホワイト）
2EG-76290（ブラック×ブラック）

合成
皮革

【両手用】

単独水洗い可

3Dカット

単独水洗い可
3Dカット

3Dカット

●アイビーライン
　（IBE LINE）

●バイオロック

●モーションアーク
　ライン

当て革
補強付き

当て革
補強付き

●アイビーライン
　（IBE LINE）

単独水洗い可

手袋内側への
当て革補強付き

人工
皮革

2EG-028/029 ¥3,150（本体¥3,000）

●掌部：人工皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ポリウレタン
●S（22～23㎝）、M（24～25㎝）、L（26～27㎝）　●ベトナム製

2EG-02810（ホワイト×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-02890（ブラック×ブラック、左手：右打者用）

2EG-02910（ホワイト×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-02990（ブラック×ブラック、右手：左打者用）

★
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★印は新製品です。ジュニアモデル

憧れのプロのフィーリングが、ジュニアの打撃をサポート。

ジュニアにメジャーの感触を。ICHIRO & MATSUIレプリカ。

2EG-662
¥3,150（本体¥3,000）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
●当て革補強付き　●JS（16～17㎝）、JM（18～
19㎝）、JL（20～21㎝）　●ベトナム製、フィリピン製

2EG-66262（レッド×ホワイト）
2EG-66209（ブラック×ブラック）
2EG-66201（ホワイト×ブラック）
2EG-66263（ホワイト×エンジ）★
2EG-66234（ホワイト×Dグリーン）★
2EG-66214（ホワイト×ネイビー）★

合成
皮革

【両手用】
〈フランチャイズ〉

特許3919433〈パワーアークレプリカ〉

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、
　ポリウレタン　●ＪS（16～17㎝）、ＪM（18～
　19㎝）、ＪL（20～21㎝）　●ベトナム製

イチローモデル　2EG-24251（左手：右打者用）
2EG-24351（右手：左打者用）

合成
皮革

2EG-242/243
¥2,310（本体¥2,200）

ウレタンパワーアークライン

3Dカット

単独水洗い可

ウレタンパワーアークライン

3Dカット

単独水洗い可

【片手用】

特許3919433〈パワーアークレプリカ〉

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、
　ポリウレタン　●ＪS（16～17㎝）、ＪM（18～
　19㎝）、ＪL（20～21㎝）　●ベトナム製

松井モデル　2EG-24255（左手：右打者用）
2EG-24355（右手：左打者用）

合成
皮革

2EG-242/243
¥2,310（本体¥2,200）

ウレタンパワーアークライン

3Dカット

単独水洗い可

【片手用】

特許3919433

合成
皮革

2EG-232/233 ¥2,205（本体¥2,100）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
●JS（16～17㎝）、JM（18～19㎝）、JL（20～21㎝）　●ベトナム製

2EG-23225（ホワイト×ロイヤルブルー、左手：右打者用）
2EG-23262（ホワイト×レッド、左手：右打者用）
2EG-23205（ブラック×ブラック×グレー、左手：右打者用）★

2EG-23325（ホワイト×ロイヤルブルー、右手：左打者用）
2EG-23362（ホワイト×レッド、右手：左打者用）
2EG-23305（ブラック×ブラック×グレー、右手：左打者用）★

〈パワーアークレプリカ〉

合成
皮革

2EG-938/939 ¥1,575（本体¥1,500）

●掌部：合成皮革／甲部：ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革　
●衝撃吸収パッド付き　●ジュニアフリー（16～21㎝）　●ベトナム製

2EG-93810（ホワイト×ホワイト、左手用）
2EG-93890（ブラック×ブラック、左手用）

2EG-93910（ホワイト×ホワイト、右手用）
2EG-93990（ブラック×ブラック、右手用）

3Dカット

単独水洗い可

【片手用】

【両手用/片手用】【両手用/片手用】

グリップ力も耐久力も、望んだ以上の即戦力設計。

少年の手に、ぴったり
サイズ&しっかりフィット。

合成
皮革

2EG-362/363 ¥1,575（本体¥1,500）

●掌部：合成皮革／甲部：合成皮革、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　●当て革補強付き　●JS（16～17㎝）、JM
（18～19㎝）、JL（20～21㎝）　●ベトナム製、フィリピン製　＊高校野球ルール対応モデルは121ページに掲載

2EG-36262（レッド×ホワイト、左手：右打者用）
2EG-36209（ブラック×ブラック、左手：右打者用）
2EG-36201（ホワイト×ブラック、左手：右打者用）
2EG-36263（ホワイト×エンジ、左手：右打者用）★
2EG-36234（ホワイト×Dグリーン、左手：右打者用）★
2EG-36214（ホワイト×ネイビー、左手：右打者用）★

2EG-36362（レッド×ホワイト、右手：左打者用）
2EG-36309（ブラック×ブラック、右手：左打者用）
2EG-36301（ホワイト×ブラック、右手：左打者用）
2EG-36363（ホワイト×エンジ、右手：左打者用）★
2EG-36334（ホワイト×Dグリーン、右手：左打者用）★
2EG-36314（ホワイト×ネイビー、右手：左打者用）★

〈フランチャイズ〉
【片手用】

単独水洗い可

●衝撃吸収
　パッド付き

打球の衝撃を緩和するパッドを
人差し指と中指のつけ根に内蔵
しています。

●ジュニア
　フリー

伸縮ニットを採用することで、JSか
らJLまですべてのサイズに対応し
ています。

【片手用】

守備用

掌部側

掌部側

掌部側

●ポリウレタンパワーアークライン
バットグリップ時の皮膚の変化を解
析し、皮膚の伸びが大きい関節部
に充分テンションがかかるようウレタ
ン素材を配置。握り手のパフォーマ
ンスをさらに高めます。また、親指を
独立カッティングにすることで可動
域を広げ、ナチュラルなフィット感を
確保しています。

●3Dカット
手を握ったときにできる手の平のシ
ワを解消するため、手の形状に合わ
せて手袋を立体裁断・立体縫製。よ
り自然なグリップ感で、あらゆる指の
動きにスムーズに対応できます。

合成
皮革

2EG-238/239 ¥1,260（本体¥1,200）

●掌部：合成皮革／甲部：ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革
●ＪSSJS（14～17cm）、ＪMJL（18～21cm）　●フィリピン製

2EG-23862（ホワイト×レッド、左手：右打者用）
2EG-23814（ホワイト×ネイビー、左手：右打者用）

2EG-23962（ホワイト×レッド、右手：左打者用）
2EG-23914（ホワイト×ネイビー、右手：左打者用）

やきゅうであそぼう。
元気なキッズのひと振りに、
ワイルドキッズ。

掌部側

【片手用】

単独水洗い可

〈ワイルドキッズ〉

当て革
補強付き

＊ は2011年2月発売

＊ は2011年2月発売

＊ は2011年2月発売

★ ★

★
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●バックスタイル ●バックスタイル ●バックスタイル

●バックスタイル●バックスタイル●バックスタイル

●バックスタイル ●バックスタイル

セカンドバッグ

パイピング

ファスナー
テープ

本体③

本体① 本体②

縁巻き

パイピング

ファスナー
テープ テープ

本体③
本体③

縁巻き

本体① 本体②

本体②

本体②

本体①

本体①

パイピング

ファスナー

縁巻き

パイピング

ファスナー

本体③
縁巻き

＊ゴールドパイピングは一定色で変更できません。 
＊エナメル素材を選択された場合、ミズノランバードマーク
  ステッチは入りません。
＊ 2PT-9010のバットケース（1本入れ）の素材は合成
  皮革のみになります。
＊ 2PT-9010、 2PT-9020の本体テープはブラックに
  なります。 
＊ 2PT-9030の縦持ち補助グリップはブラックになります。
＊ 2PK-9010の持ち手テープはブラックになります。
＊テープは二重で、上部カラーの選択が可能です。
  下部はブラックのみになります。 
＊フロントポケットオープンファスナーはブラックのみに
  なります。
＊上記オーダー品番以外のオーダーはできません。

素材部位

本 体 ①
本 体 ②
本 体 ③
パイピング
テープ（上）
縁 巻 き
ファスナー

合成皮革（PU） エナメル

ホワイト、ブラック、ネイビー、パステルネイビー、
ワイン

ホワイト、ブラック、ネイビー、レッド

ホワイト、シルバー、ブラック、ネイビー、
パステルネイビー、ブルー、ダークグリーン、
レッド、ワイン、パープル

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14）

レッド（62）パステルネイビー（16） ブルー（27） ダークグリーン（34）

パープル（67）ワイン（66）

ポケット

ポケット

ポケット

ポケット

【ミズノプロ・オーダー】

頂点へ立つために。その完成度を極める。

●L46×W23×H34　●容量約40L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦25×横41.5㎝）
●中国製　＊定番：2DB-0710

2DB-9010 ¥12,600（本体¥12,000）

遠征バッグ

●L65×W30×H34　●容量約73L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦29×横42㎝）
●中国製　＊定番：2DB-0720

2DB-9020 ¥22,050（本体¥21,000）

バットケース（1本入れ）

●L90×W9×H9　●1本入れ
●ヘッド部ウレタン補強付き
●中国製　＊定番：2PT-0710

2PT-9010 ¥5,250（本体¥5,000）

ボールケース

●L42×W28×H30　●容量約37L　●硬式・軟式5ダース、
ソフト（3号）2ダース入れ　●フロントポケット取り外し式（ポケット
サイズ：縦15×横27㎝）　●中国製　＊定番：2PO-0710

2PO-9010 ¥14,175（本体¥13,500）

シューズケース

●L31×W20×H15
●中国製　＊定番：2PK-0710

2PK-9010 ¥4,725（本体¥4,500）

バットケース（5本入れ）

●L96×W17×H17　●5本入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦14×横34㎝）
●中国製　＊定番：2PT-0720

2PT-9020 ¥12,600（本体¥12,000）

バットケース（10本入れ）

●L101×W24×H24　●10本入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦15×横34㎝）
●中国製　＊定番：2PT-0730

2PT-9030 ¥15,750（本体¥15,000）

キャッチャー用具兼ヘルメットケース

●L80×W37×H37　●容量約114L　●キャッチャー用具2セットまた
は両耳ヘルメット10個入れ　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイ
ズ：縦22×横49㎝）　●キャスター付き　●中国製　＊定番：2PC-0710

2PC-9010 ¥22,050（本体¥21,000）

ポケット ノックバット可 ポケット ノックバット可

アイテムをお選びください。1

各部位の素材とカラーをお選びください。2

本体③

縁巻き

本体③
縁巻き

本体②
本体②本体①

パイピング
パイピング

ファスナー ファスナー

テープ

テープ

テープ

本体②
本体①

パイピング

ファスナー

ファスナー

パイピング

本体②

本体③
縁巻き

テープ

本体①

本体①

バッグ＆ケース
BAGS & CASES
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ポケット キャッチャー用具兼
　ヘルメットケース

素材：ポリエステル/
●L48×W22×H35　
●容量約43L　
●フロントポケットサイズ：縦20×横39㎝
素材：エナメル/
●L48×W22×H33　
●容量約42L　
●フロントポケットサイズ：縦18×横39㎝
●日本製
＊定番：2DB-2200又は2DB-2210
＊ショルダーパッド・持ち手はシルバー
（裏ブラックメッシュ素材）で変更でき
ません。　＊正面・側面・背面の帯ま
た、本体サイドパイピング以外のパイ
ピングと前ポケットまちは、シルバーで
変更できません。　＊ファスナーは全
てシルバーになります。

2DB-9220
¥10,290（本体¥9,800）

ポケット セカンドバッグ

●L95×W37×H37
●容量約130L
●日本製
＊定番：2PC-2200
＊ショルダーパッド・持ち手はシルバー
（裏ブラックメッシュ素材）で変更でき
ません。　
＊正面・側面・背面の帯また、本体サ
イドパイピング以外のパイピングと前
ポケットまちは、シルバーで変更できま
せん。　
＊ファスナーは全てシルバーになります。

2PC-9220
¥17,850（本体¥17,000）

バットケース

●L32×W32×H30　
●容量約26L 
●日本製
＊定番：2PO-2200
＊持ち手はシルバー（裏ブラックメッ
シュ素材）で変更できません。 
＊前ポケットまち・前ポケットパイピン
グは、シルバーで変更できません。　
＊本体底面は本体③色になります。
＊ファスナーは全てシルバーになります。

2PO-9220
¥11,025（本体¥10,500）

ポケット ボールケース

●L96×W25×H25
●10本入れ
●日本製
＊定番：2PT-2200
＊ショルダーパッド・持ち手はシルバー
（裏ブラックメッシュ素材）で変更でき
ません。　
＊本体の帯また、本体前ポケットパイ
ピングと前ポケットまちは、シルバーで
変更できません。　
＊本体底面は本体③色になります。
＊ファスナーは全てシルバーになります。

2PT-9220
¥13,650（本体¥13,000）

★
★

★ ★

＊マーク加工が有る場合には、別途マーク加工のお時間をいただきます。

●バックスタイル ●バックスタイル

●バックスタイル

●バックスタイル ●バックスタイル

●バックスタイル

パープル（67）

セカンドバッグ（横型）

●L46×W23×H34　●容量約39L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横35㎝）
●中国製　＊定番：2DB-0510

2DB-7010 ¥17,850（本体¥17,000）

ポケット ノックバット可

素材部位

本 体 ①
本 体 ②
本 体 ③
本 体 ④
テ ー プ
サイド（天面/底面）
パ イ ピ ン グ

ポリエステル　 エナメル

ホワイト、シルバー、ブラック、ネイビー、パステルネイビー、ダークグリーン、レッド、エンジ、パープル

グレー、ブラック、ネイビー、パステルネイビー、ダークグリーン、レッド、エンジ、パープル

ホワイト、シルバー、ブラック、ネイビー、パステルネイビー、ダークグリーン、レッド、エンジ、パープル

ホワイト（01） シルバー（03）/グレー（05） ブラック（09） ネイビー（14）

エンジ（63）パステルネイビー（16） ダークグリーン（34） レッド（62）

各部位の素材とカラーをお選びください。2

【グローバルエリート・オーダー】

ビッグな夢が、また動き出す。
NEWグローバルエリート・オーダー。

アイテムをお選びください。1

本体サイドパイピング

正面/背面
側面の帯

天面/底面パイピング

本体の帯

本体の帯

本体④

本体③

本体④

本体④

天面/底面パイピング

本体①

本体③

本体③

本体/前ポケット
パイピング前ポケットマチ

前ポケットマチ
本体サイドパイピング
本体①

前ポケットマチ

持ち手

テープ

持ち手

本体③

ショルダーパッド

テープ
本体②

本体③
本体サイドパイピング

正面/背面の帯

本体②

テープ
ショルダーパッド

本体②

持ち手

テープ

テープ

本体①

ショルダーパッド

本体①

持ち手

本体②

素材部位

本体②
パイピング
ファスナー

テープ

本体①
本体③
縁巻き

ナイロン 合成皮革

上

下

ブラック、ネイビー
パステルネイビー、レッド

ホワイト、ブラック、ネイビー、レッド

ホワイト、グレー、ブラック、ネイビー、パステルネイビー、レッド、ワイン

ミズノプロ織り込みテープ（ブラックのみ）

ホワイト、グレー、ブラック、ネイビー
パステルネイビー、レッド、ワイン

ホワイト、ブラック、ネイビー
パステルネイビー、レッド、ワイン

ニ重

一重

【ミズノプロ・オーダー】あの精悍な表情が、さらなる輝きを放つ。

ホワイト（01） グレー（05） ブラック（09） ネイビー（14）

パステルネイビー（16） レッド（62） ワイン（66）

アイテムをお選びください。1 各部位の素材とカラーをお選びください。2
ポケット ポケット

ファスナー

テープ

本体①

本体② 本体②
ファスナー

パイピング

縁巻き本体③ 縁巻き本体③

本体①

テープ
パイピング

ミドルバッグ

●L54×W25×H33　●容量約49L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20.5×横50㎝）
●中国製　＊定番：2DB-0520

2DB-7020 ¥19,950（本体¥19,000）

ポケット ＝フロントポケット取り外し式 ＝ノックバット収納可能ノックバット可 ★印は新製品です。

仕上がり予定 オーダーご発注後から14日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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キャリアー取り付け可能
＊キャリアーについてはミズノで取り扱っておりません。

ポケット

●遠征バッグ　●ナイロン（裏加工PU）
●ブラック（09）､ネイビー（14）、パステルネイビー（16）､
　レッド（62）
●L65×W29×H34　●容量約67L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横40㎝）、
キャリアー取り付け可能   ●中国製

2DB-3040 ¥8,925（本体¥8,500）

●バックスタイル

09 14 16 62

【カラーオーダー】

【クイックオンネームシステム】

手軽さで選ぶなら、すばやく仕上がるプリントネームを。

type-1 type-2

A

B

A

B

受付日の翌日を1日目として、土・日・祝日をカウントせず、約10日目にお店へ納品します（10日目が日・祝の場合はその翌日）。
●年末年始（12月25日～1月8日）と夏季休暇（8月10日～17日）にかかる場合は、納期プラス7日間になります。　●指定文字以外の文字やオリジナルマークが含まれる
場合は、別途納期・別途見積もりになります。　●番号を入れる場合、型や大きさはミズノ指定で1個につき¥1,050（本体¥1,000）が別途加算されます。

10個でオーダー
された場合

 本　　体   ¥8,925（本体¥8,500）

＋ 版　　代 ¥21,000（本体¥20,000）÷10（人）
＋ プリント代   ¥1,050（本体¥1,000）

  ¥12,075（本体¥11,500）（1個あたり）

本体価格 ¥8,925（本体¥8,500） 版代（初回のみ） ¥21,000（本体¥20,000） プリント代 ¥1,050（本体¥1,000）

2回目以降オーダー
された場合

　本　　体 ¥8,925（本体¥8,500）

＋プリント代 ¥1,050（本体¥1,000）

 ¥9,975（本体¥9,500）（1個あたり）

＋ ＋

プリント可能サイズ：
縦16×横35㎝

オーダー
価格

5個以上からオーダー受付

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） ブルー（27） グリーン（35） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） パープル（67）

仕

　様

本体カラー

プリントカラー

書体

各部位のカラーをお選びください。2

●合成皮革（PVCエナメル）
●L44×W23×H34
●容量約40L　●日本製

2DB-7310
¥8,190（本体¥7,800）

●合成皮革（PVCエナメル）
●L40×W18×H30
●容量約23L　●日本製

2DB-7320
¥7,770（本体¥7,400）

●合成皮革（PVCエナメル）
●L24×W11×H18
●容量約5L　●日本製

2DB-7350
¥5,670（本体¥5,400）

●ナイロン
●L65×W29×H34
●容量約67L　●日本製

2DB-7340
¥15,750（本体¥15,000）

ファスナーテープ

ファスナー

ファスナー

テープ

テープ

本体① 本体①
本体①

本体② 本体②
本体②

パイピング パイピング
パイピング

＊前ポケット/オープンファスナーはブラックになります。　＊ ・ ・ のテープは二重で上が選択カラー（エナメル）で、下はブラック（PPテープ）になります。 ・ のテープは一重で選択カラー（PPテープ）になります。　
＊本体背面は、本体①カラーになります。　＊本体素材により色合いが多少異なります。

素材部位

本 体 ①
本 体 ②
パイピング
テ ー プ
ファスナー

エナメル ナイロン

ホワイト、シルバー、ブラック、ネイビー
パステルネイビー、ブルー、ダークグリーン
レッド、エンジ、パープル

ホワイト、ブラック、ネイビー、レッド

グレー、ブラック、ネイビー、パステルネイビー
グリーン、レッド、エンジ

ホワイト（01） シルバー（03）/グレー（05） ブラック（09） ネイビー（14）

レッド（62）

パステルネイビー（16） ブルー（27） グリーン（35） ダークグリーン（34）

パープル（67）エンジ（63）

統一されたバッグカラーこそ、
チームの結束力の証し。

セカンドバッグ 小型セカンドバッグ ミニバッグ

●合成皮革（PVCエナメル）
●L32×W15×H40
●容量約19L　●日本製

2DB-7330
¥7,980（本体¥7,600）

セカンドバッグ（縦型・2段底） 遠征バッグ

パイピング パイピング
本体① 本体①

ファスナー

ファスナー

テープ

本体② 本体②

テープ

アイテムをお選びください。1

＊上記品番以外でのオーダーはできません。

＊マーク加工が有る場合には、別途マーク加工のお時間をいただきます。

仕上がり予定 オーダーご発注後から14日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。
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＊カタログのカラーおよび書体は印刷技術上、現物とは多少異なる場合があります。

【バッグマーク加工システム】

オリジナルのマーク加工でチームの個性をプラス！

カラーをお選びください。3
〈オプション〉個人名刺繍

加工方法をお選びください。1
書体をお選びください。2

A.漢字 B.活字 C.筆記体

文字サイズ
（1～5㎝）

【バッグ&ケース・オンネームシステム】 ディテールを重視するなら、グレード感ある刺繍ネームを。定番製品への刺繍に対応いたします。刺繍位置、文字サイズ、
文字書体、刺繍カラーは以下からお選びください。

●納期は約14日間です。シーズン・地域により多少変動することがありますのでご了承ください。
●書体記入のない場合は、ローマ字－ EG型・数字－ NG型になります。  ●価格は書体、文字サイズ、文字数によって異なります。
●アーチおよび指定文字の場合、フチ刺繍の場合等は別途見積りになります。  ●商品また、文字の大きさ、文字数、指定位置によっては製品オンネーム不可能な場合があります。別途ご確認ください。

注意事項

注意事項

漢字 ひらがな カタカナ EG型 RW型〈ゴシック体〉 TM型〈ゴシック体〉 OS型〈ゴシック体〉

VS型〈筆記体〉 BS型〈筆記体〉 SP型〈大文字のみ〉 ST型〈大文字のみ〉 CP型〈大文字のみ〉 G型〈大文字のみ〉 OR型〈大文字のみ〉

D型〈筆記体〉 FL型〈大文字のみ〉 OE型〈ゴシック体〉 EH型 NG型 NRW型 NOS型

NTM型 NOE型 NSP型 NST型 EG型2重（3㎝のみ） NG型2重（3㎝、4㎝のみ） 丸型2重（3㎝、4㎝のみ）

1～5㎝角までをお選びいただけます。
＊上記以外のサイズの場合、オンネーム不可能な場合があります。

●本体 ： 2DB-1330
文字サイズ：3㎝角／
文字書体：
D型〈筆記体〉　

●本体 ： 2PK-0710
文字サイズ：3㎝角／
文字書体： NG型

●本体 ： 2DB-1300
文字サイズ：3㎝角／
文字書体： ST型＋ NST型

●本体 ： 2PT-6710
文字サイズ：2㎝角／
文字書体 ： 漢字

＊各書体、1～5㎝角までをお選びいただけます。（ 、 、 以外）

ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） ブルー（27） グリーン（35） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） パープル（67）

書体例

書体をお選びください。3

刺繍カラーをお選びください。4

＊文字書体の白ぬき数字は下記の書体番号です。刺繍を入れる位置をお選びください。1 文字サイズをお選びください。2

01 07

35

02 03 04 05 06

08

15

22

29 30 31 32 33 34

2823 24 25 26 27

2116 17 18 19 20

1409 10 11 12 13

●刺繍糸カラー●文字カラー
ホワイト（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） ブルー（27）

グリーン（35） エンジ（63）イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62）

パープル（67）

シロ（01） シルバー（03） ブラック（09） ネイビー（14） パステルネイビー（16） ブルー（27）

グリーン（35） イエロー（45） ゴールド（50） オレンジ（54） レッド（62） エンジ（63）

パープル（67）

2ZB-1000
¥3,990（本体¥3,800）

A.縁取り加工
2ZB-3000

¥3,990（本体¥3,800）

C.レザーカットマーク（縁刺繍）
2ZB-2000

¥3,990（本体¥3,800）

B.レザーカットマーク（縁刺繍）

2ZB-4000 ¥1,050（本体¥1,000）

●B、Cの加工方法については、チーム5個以上からオーダー受付となります。  ●納期は約14日間です。シーズン・地域により多少変動することがありますのでご了承ください。　
●マーク加工位置は、フロントポケット部になります。また、フロントポケット取り外し式商品についての加工システムとなりますのでご了承ください。（フロントポケット取り外し式商品については各商品掲載ページを参照ください。）

＊ブルー（27）、オレンジ（54）は、A.縁取り加工のみ対応可能です。
＊加工方法によるマーク生地の違いで色合いが多少異なります。

オプションとして個人名の刺繍を承ります。
＊書体は下記A、B、Cよりお選びください。　＊刺繍カラーは、3.刺繍糸カラーよりお選びください。
＊オプションにて個人名を入れる場合は、チームマークの下に個人名を入れる形になります。

個人名
刺繍位置

★

★

★ ★

ポケット ＝フロントポケット取り外し式 ＝ノックバット収納可能ノックバット可 ★印は新製品です。
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手にするのは、最高峰の輝き。ミズノプロ・シリーズ。

ミズノランバードマーク
ステッチ（背面）

ミズノランバードマーク
ステッチ（背面）

09

14

●遠征バッグ　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L65×W30×H34　●容量約73L　●フロントポケット取り外し式
（ポケットサイズ：縦29×横42㎝）　●フロントポケット内部メッシュ
ポケット付き　●サイド仕切りポケット付き  ●中国製

2DB-0720 ¥16,800（本体¥16,000）

ポケット

2ポケット

●セカンドバッグ　●合成皮革（PVC） ●ブラック（09）、ネイビー（14）、ブラック×ホワイト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）、
　パステルネイビー×ホワイト（1601）、ワイン×ホワイト（6601）　●L46×W23×H34　●容量約40L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦25×横41.5㎝）　●フロントポケット内部メッシュポケット付き
●サイド仕切りポケット付き　●中国製

2DB-0710 ¥9,345（本体¥8,900）1

09
14

0901
1401

1601
6601

●バックスタイル

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）、ネイビー（14）、
　ブラック×ホワイト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）
●L90×W9×H9　●1本入れ　●ヘッド部ウレタン補強付き　●中国製

2PT-0710 ¥4,095（本体¥3,900）3

●シューズケース　●合成皮革（PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）、ブラック×ホワイト（0901）、
　ネイビー×ホワイト（1401）
●L31×W20×H15　●中国製

2PK-0710 ¥3,675（本体¥3,500）8

0901

09

1401

14
09

14

ミズノ
ランバードマーク

ステッチ
（背面）

ミズノ
ランバードマーク

ステッチ
（背面）

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L101×W24×H24　●10本入れ　●フロントポケット取り外し式
　（ポケットサイズ：縦15×横34㎝）　●上部：小物収納ポケット付き
●中国製

2PT-0730 ¥12,600（本体¥12,000）

ポケット

5

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L96×W17×H17　●5本入れ　●フロントポケット取り外し式
　（ポケットサイズ：縦14×横34㎝）　●中国製

2PT-0720 ¥9,975（本体¥9,500）4

ノックバット可ポケット ノックバット可

09

14

ミズノランバードマーク
ステッチ（天フタ）

09
14

0901

09

ミズノランバードマーク
ステッチ（サイド）

収納時

●セカンドバッグ（横型）　●ナイロン（裏加工PU）、合成皮革（PU）
●ブラック（09）  ●L46×W23×H34　●容量約39L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横35㎝）
●中国製

2DB-0510 ¥14,700（本体¥14,000）9

●ミドルバッグ　●ナイロン（裏加工PU）、合成皮革（PU）
●ブラック（09）  ●L54×W25×H33　●容量約49L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20.5×横50㎝）
●中国製

2DB-0520 ¥16,800（本体¥16,000）10

1401

14
14

09

ミズノランバードマーク
ステッチ（背面）

●ボールケース
●合成皮革（PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L42×W28×H30
●容量約37L　●硬式・軟式5ダース、
　ソフト（3号）2ダース入れ
●フロントポケット取り外し式
　（ポケットサイズ：縦15×横24㎝）
●中国製

2PO-0710
¥10,815（本体¥10,300）

ポケット7

●キャッチャー用具兼ヘルメットケース
●合成皮革（PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L80×W37×H37　●容量約114L
●キャッチャー用具2セットまたは
　両耳ヘルメット10個入れ
●フロントポケット取り外し式
　（ポケットサイズ：縦22×横49㎝）
●キャスター付き　●中国製

2PC-0710
¥16,275（本体¥15,500）

ポケット6

Parts

Parts

Function

ミズノプロロゴ
オリジナルネーム

ミズノプロロゴ入り
ファスナー引き手
全品番対応

サイド仕切ポケット
❶2DB-0710
❷2DB-0720

フロントポケット内部
メッシュポケット
❶2DB-0710
❷2DB-0720

キャスター付き
❻2PC-0710

ショルダークッションパッド
❻2PC-0710

背面内部
補強板付き
❻2PC-0710

ヘッド部
ウレタン補強
❸2PT-0710

ポケット ポケット09

シューズポケット

ブーメランパッド
❶2DB-0510
❷2DB-0520

強靱な66ナイロンで
軽量かつ耐久性を保持
❶2DB-0510
❷2DB-0520

ミズノプロロゴ
ゴールドプレート
❶2DB-0510
❷2DB-0520

ミズノプロロゴ入り
ファスナー引き手
❶2DB-0510
❷2DB-0520

09

ミズノプロロゴ編込みテープ
❶2DB-0510
❷2DB-0520

ゴールドパイピング　全品番対応 ブーメランパッド
❶2DB-0710  ❷2DB-0720

●バックスタイル ●バックスタイル

●バックスタイル
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フロントポケット取り外し式のバッグは、販売店でのマーク加工（刺繍・プリントなど）が簡単にできるメリットがあります。ただし、製品それぞれのフロントポケットは本体と
セットになっており、異なる製品に取り付けることはできません。そのため、加工する時点で本体とフロントポケットにそれぞれ番号や名前を記入しておく必要があります。
それぞれに記入できるよう2㎝角のテープを縫い込んでありますので、ご活用ください。また、販売店での加工におけるトラブル（刺繍・プリントの失敗）は、ミズノがその責
任を負いかねますのでご了承願います。 ＊ポケットサイズは各品番に記載していますが加工技術上、若干小さくなる可能性があります。

フロントポケット取り外し刺繍・
プリント加工のご注意とお願い

新たなる表情が、さらなる闘志を呼ぶ。NEWグローバルエリート。

09 14 0901 1401 1601 6301

09

09

09

14

2DB-2200 ¥8,190（本体¥7,800）

●バックスタイル

2PC-2200 ¥14,175（本体¥13,500）

ポケット

●バックスタイル

14

2PO-2200 ¥8,400（本体¥8,000）

ポケット

2PT-2200 ¥10,500（本体¥10,000）

ポケット ノックバット可

ポケット

1409

09
14

09

09

14

0901

ポケット

●セカンドバッグ　●ポリエステル（裏加工PVC）×合成皮革（PVC）
●ブラック（09）､ネイビー（14）、ブラック×ホワイト（0901）、
　ネイビー×ホワイト（1401）　●L47×W24×H34　●容量約45L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦18×横34㎝）
●サイドポケット付き　●フロントファスナ－カバー付き　●中国製

2DB-2100 ¥8,820（本体¥8,400）

1401
●バックスタイル

●キャッチャー用具兼ヘルメットケース　●ポリエステル（裏加工PVC）×
合成皮革（PVC）　●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L78×W37×H37
●容量約110L　●キャッチャー用具2セットまたは両耳ヘルメット10個入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦19.5×横50㎝）　●中国製

2PC-2100 ¥14,700（本体¥14,000）

ポケット

●バックスタイル

●バックスタイル

●バックスタイル

14

●ボールケース　●ポリエステル（裏加工PVC）×合成皮革（PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L34×W34×H27　●容量約31L
●硬式・軟式5ダース、ソフト（3号）2ダース入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦15×横21.5㎝）　●中国製

2PO-2100 ¥9,450（本体¥9,000）

ポケット

●バットケース　●ポリエステル（裏加工PVC）×合成皮革（PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L94×W24×H24　●10本入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦13.5×横32.5㎝）
●中国製

2PT-2100 ¥11,550（本体¥11,000）

ポケット ノックバット可

★

★
2011年2月発売

★
2011年2月発売

★
2011年2月発売

2DB-2210 ¥8,190（本体¥7,800）

ポケット

★

14

●バックスタイル

0901
1401

1601
6301

●バックスタイル

●セカンドバッグ　●ポリエステル（裏加工PVC）　●ブラック×ホワ
イト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）、パステルネイビー×ホワイト
（1601）、エンジ×ホワイト（6301）　●L48×W22×H35　●容量
約43L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横39㎝）、
サイドシューズポケット・仕切りポケット付き、フロントポケット内部小物
ポケット付き　●中国製

テープ取付部カシメ補強付フロントポケット内部小物ポケット サイド仕切りポケット

ショルダーパッドサイドシューズポケット

●セカンドバッグ　●ブラック×ブラック（09）、ネイビー×ネイビー（14）、ブラック×ホワイト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）、パステルネイビー×ホワイト（1601）、エンジ×ホワイト（6301）
●L48×W22×H33　●容量約42L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦18×横39㎝）、サイドシューズポケット・仕切りポケット付き、フロントポケット内部小物ポケット付き　●中国製

●キャッチャー用具兼ヘルメットケース　●ポリエステル（裏加工PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L95×W37×H37　●容量約130L
●キャッチャー用具2セットまたは両耳ヘルメット12個入れ　
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横48㎝）　●中国製

●ボールケース　●ポリエステル（裏加工PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L32×W32×H30
●容量約26L　●硬式・軟式5ダース、ソフト（3号）2ダース入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦15×横21㎝）　●中国製

●バットケース　●ポリエステル（裏加工PVC）
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●L96×W25×H25　●10本入れ
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦15×横34㎝）
●中国製

ポケット ＝フロントポケット取り外し式 ＝ノックバット収納可能ノックバット可 ★印は新製品です。
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16 6209 14 キャリアー取り付け可能
＊キャリアーについてはミズノで
取り扱っておりません。

●バックスタイルポケット

ポケット

●遠征バッグ　●ナイロン（裏加工PU）  ●ブラック（09）､ネイビー（14）、パステルネイビー（16）､レッド（62）　●L65×W29×H34
●容量約67L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横40㎝）、キャリアー取り付け可能   ●中国製

2DB-3040 ¥8,925（本体¥8,500）

2011年1月発売

●ミドルバッグ　●合成皮革（PVCエナメル）●ブラック×ブラック（09）、ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）、ブラック×ホワイト（0901）
●L55×W24×H33　●容量約50L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦19×横50㎝）、フロントポケット内部ポケット付き、フロントファスナーカバー付き　●中国製

2DB-1300 ¥8,925（本体¥8,500） ポケット★

キャリアー取り付け
対応の大容量バッグ。

飽きのこないシンプルデザインと高機能。

●セカンドバッグ　●合成皮革（PVCエナメル）　●ブラック（09）、ネイビー（14）、ブラック×ホワイト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）、レッド×ホワイト（6201）　●L45×W22×H33
●容量約40L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦25×横45㎝）、フロントポケット内部ポケット付き、背面マガジンポケット付き、フロントファスナーカバー付き　●中国製

2DB-1320 ¥7,350（本体¥7,000）

2011年1月発売

★

バッグ 使いやすいサイズで充分な収容力を確保。

09 14

09 0901 14 16 62

●バックスタイル

09 0901 14 1401 6201

フロントポケット内部
ポケット付き

ダブルファスナー仕様

フロントファスナーカバー
付き

サイドショルダー背面マガジン
ポケット付き

ショルダーパッド（裏）ショルダーパッド（表）

●バックスタイル

0909
0901

096216
62

2011年Newモデルに新ショルダーパッド搭載！
新形状・構造で肩へのフィット感UP！ プラス肩への負担を軽減！

●圧力分布図 ●対応品番
＊パッド全体に負荷が分散

（当社調べ） 2DB-1300、2DB-1320、2DB-1330
2DB-1350、2DB-1360、2DB-1370
2DB-2200、2DB-2210

●セカンドバッグ　●合成皮革（PVCエナメル）　●ブラック×ブラック（0909）、ブラック×ホワイト（0901）、
　ブラック×レッド（0962）、ネイビー×ホワイト（1401）　●L46×W18×H32　●容量約35L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦25×横44㎝）　●中国製

2DB-1360 ¥6,090（本体¥5,800）

2011年2月発売
ポケット★

●セカンドバッグ　●ナイロン（裏加工PU）　●ブラック（09）、ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）
●L47×W24×H30　●容量約40L
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦20×横39㎝）、サイドポケット付き　●中国製

2DB-1370 ¥6,825（本体¥6,500）

2011年1月発売
ポケット★

1401

人気のカラー切り替えしがデザイン一新。パイピングのあしらいが
個性をアピール。

●バックスタイル
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●セカンドバッグ　●合成皮革（PVCエナメル）　●ホワイト（01）、ブラック×ホワイト（0901）、ネイビー×ホワイト（1401）、パステルネイビー（16）、
　ブルー（27）、D.グリーン（34）、レッド（62）、エンジ（63）、パープル（67）、ブラック×ブラック（09）、ネイビー×ネイビー（14）
●L44×W23×H34　●容量約40L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦24×横44㎝）、フロントファスナーカバー付き、底部サイド補強付き　●中国製

2DB-1330 ¥5,985（本体¥5,700） ポケット★

●小型セカンドバッグ　●合成皮革（PUエナメル）　●ホワイト（01）、ブラック×ホワイト（0901）、
　ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）、ブラック×ブラック（09）
●L40×W18×H30　●容量約23L　●背面メッシュ付き、ベルト付替え背負い対応
●中国製

2DB-1350 ¥4,515（本体¥4,300） ★

●少年用デイパック　●ポリエステル（裏加工PU）　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●L30×W16×H39　●容量約20L　●バット収納ポケット付き、反射テープ付き、
背面パッド付き、ペットボトルポケット付き、ネームタグ付き　●中国製

2DB-6300 ¥4,095（本体¥3,900）

ベルトの付け替えで
リュックスタイルに。

ショルダー&ウエスト
両対応のミニバッグ。

バット収納&反射テープ付きの安心設計。

ポケット

●ミニバッグ　●合成皮革（PUエナメル）　●ホワイト（01）、ブラック（09）、ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、
　レッド（62）、ワイン（66）　●L26×W12×H17　●容量約5L　●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦13×横26cm）、
　ショルダー兼ウエストバッグ対応ベルト、本体内部仕切りポケット付き、フロントポケット内部ポケット付き　●中国製

2DB-3210 ¥3,780（本体¥3,600）

ポケット ＝フロントポケット取り外し式 ＝ノックバット収納可能ノックバット可

チームカラーに合わせて選べる全11色。

★印は新製品です。

●バックスタイル

ミズノランバードマーク
（本体カラーと連動したマーク）

ショルダーパッド（表）

ショルダーパッド（裏）

●バックスタイル

ショルダーパッド（表）

ショルダーパッド（裏）

01 0901 14

16 62 09

●バックスタイル

背面
パッド付き

背負いベルト裏：
ネームタグ付き

反射テープ

ペットボトル
ポケット付き

バット収納 ショルダー対応

ウエストバッグ対応

ベルト長さ
調整パーツ

●バックスタイル

01 0901 1401 16 27

62 63 67 09 14

34

14

09

140901

6616 62

上
に
す
る

上
に
す
る

頭
と
左
肩
を

通
す

頭
と
右
肩
を
通
す

右のショルダーベルトを付け替え、
右サイドを上にして背負う

左のショルダーベルトを付け替え、
左サイドを上にして背負う

通常の肩掛け仕様

左
肩
掛
け
シ
ョ
ル
ダ
ー

右
肩
掛
け
シ
ョ
ル
ダ
ー
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●キャッチャー用具兼ヘルメットケース　●ナイロン（裏加工PU）
●ブラック（09）　●L88×W35×H35　●容量約114L
●フロントポケット取り外し式
　（ポケットサイズ：縦24.5×横60㎝）　
●キャッチャー用具2セットまたは両耳ヘルメット10個入れ
●中国製

2PC-5110 ¥10,290（本体¥9,800）

ポケット

●シューズケース　●合成皮革（PUエナメル）
●ブラック（09）、ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）
●L32×W12×H18　●切替え部ベンチレーション機能付き
●中国製

2PK-1300 ¥2,100（本体¥2,000）

2011年1月発売

★
●シューズケース　●ポリエステル（裏加工PU）
●ブラック×ホワイト（0901）、ブラック×パステルネイビー（0916）、
　ブラック×レッド（0962）　●L33×W23×H15　●中国製

2PK-1310 ¥1,890（本体¥1,800）

2011年1月発売

★

●ボールケース　●ポリエステル　●ブラック（09）
●L28×W28×H35　●容量約23L　●硬式・軟式3ダース入れ
●中国製

2PO-6000 ¥8,190（本体¥7,800）

2011年1月発売

★

●ボールケース　●ポリエステル（裏加工PU）　●ブラック（09）
●L45×W30×H28～46　●容量約51L
●硬式・軟式5ダース、ソフト（3号）2ダース入れ
●開口部ステー付き　●中国製

2PO-5615 ¥5,985（本体¥5,700）

2011年1月発売

★

●ボールケース　●ジュラルミン　●L33×W25×H25　
●容量約20L　●硬式・軟式3ダース、ソフト（3号）1ダース入れ
●日本製

2PO-5670 ¥15,750（本体¥15,000）

●ボールケース　●合成皮革（PU×PUエナメル）
●ブラック（09）、レッド（62）　●L26×W26×H30　●容量約20L　
●硬式・軟式3ダース、ソフト（3号）1ダース入れ　●中国製

2PO-5625 ¥5,355（本体¥5,100）

●ボールケース　●ナイロン（裏加工PU）　●ブラック（09）　
●L33×W26×H29　●容量約24L　
●硬式・軟式3ダース、ソフト（3号）1ダース入れ　●中国製

2PO-5700 ¥5,250（本体¥5,000）

●キャッチャー用具兼ヘルメットケース
●ポリエステル（裏加工PU）　●ブラック（09）
●L76×W29×H30　●容量約66L　
●キャッチャー用具2セットまたは両耳ヘルメット6個入
●中国製

2PC-5135 ¥5,040（本体¥4,800）

2011年1月発売

★

●ヘルメットケース　●ナイロン（裏加工PU）　
●ブラック（09）　●L132×W2×H60　
●ヘルメット9個入れ、小物ポケット付き、
　刺繍対応パーツ付き　●中国製

2PC-5090 ¥8,925（本体¥8,500）

●キャッチャー用具兼ヘルメットケース
●ナイロン（裏加工PU）　●ブラック（09）
●L35×W35×H80　●容量約60L
●キャッチャー用具2セットまたは両耳ヘルメット6個入れ、
サイドファスナー付き　●中国製

2PC-5125 ¥6,510（本体¥6,200）

ノック時使用例

バッグ

ボールケース

グッズ＆ヘルメットケース

ムレを防ぐベンチレーション機能をプラス。 ゆとりのマチ幅でシューズの出し入れが容易。

イスとしても使える優れモノ！
座りながら、前ポケットからボールの取り出し可能！

ボールが取り出しやすい
開口部ステー付き。

衝撃に強く気密性の高いジュラルミンケース。 人気の
エナメル素材を
採用した
定番モデル。 ショルダーに掛ければ

ノック時の
使用に便利。

コストパフォーマンスに優れた本格ケース。 縦持ち対応&フルオープン式の
使いやすさ。

ネットに掛ければ
簡易ロッカーに早変わり。

サイド部からの
道具の出し入れにも対応。

シューズケース

6209

09
14

16

62

●バックスタイル

0901

0916

0962

●バックスタイル

09
●バックスタイル

収納時使用例

09

09

0909

ヘルメット
9個入れ

小物ポケット

刺繍対応
パーツ

●ツアーバッグ　●ナイロン（裏加工PU）　●ブラック（09）　
●L55×W35×H39　●容量約75L
●ハンガー付き、審判グッズ一式収納可　●中国製

2DB-8840 ¥14,700（本体¥14,000）

ジャケット収納に便利なハンガー付き。

●バックスタイル

ハンガー付き

09
切り替えしの後にメッシュ
を張り通気をよくする

第04104102号

09

09
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●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）　●L18×W18×H96　
●5～6本入れ　●スタンドタイプ、ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　
●中国製

2PT-6700 ¥8,715（本体¥8,300） ノックバット可

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）
●L25×W25×H110　●10本入れ　
●キャスター付き、ショルダーベルト付き、ノックバット収納可
●中国製

2PT-6950 ¥10,290（本体¥9,800）

ノックバット可

10本

●バットケース　●合成皮革（PUエナメル）　●ブラック（09）　●L96×W17×H17　●5～6本入れ　
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦13×横25㎝）、縦持ち補助グリップ付き、ショルダーベルト付き、
ノックバット収納可　●中国製

2PT-6730 ¥8,295（本体¥7,900） ノックバット可ポケット

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）　●L96×W18×H18　●5～6本入れ　
●フロントポケット取り外し式（ポケットサイズ：縦17.5×横28㎝）、セパレータ付き、縦持ち補助グリップ付き、
　ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　●中国製

2PT-6710 ¥9,450（本体¥9,000） ノックバット可ポケット

●バットケース　●合成皮革（PU）　●ブラック（09）　●L96×W21×H21　●10本入れ　
●縦持ち補助グリップ付き、ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　●中国製

2PT-6725 ¥9,450（本体¥9,000） ノックバット可

●バットケース　●ポリエステル（裏加工PU）×合成皮革（PUエナメル）　
●ブラック（09）、ネイビー（14）●L95×W13×H13　●3本入れ　●ショルダーベルト付き　
●中国製

2PT-3010 ¥4,095（本体¥3,900）

2011年1月発売

ノックバット可★

●バットケース　●合成皮革（PU）　●ブラック（09）　●L92×W9×H9　●1本入れ
●ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　●中国製

2PT-1765 ¥2,310（本体¥2,200） ノックバット可

●バットケース　●合成皮革（PU）　●ブラック（09）　●L92×W7×H11　●2本入れ
●ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　●中国製

2PT-1755 ¥3,360（本体¥3,200） ノックバット可

●バットケース　●合成皮革（PVC）　●ブラック（09）　●L92×W9×H9　●1本入れ
●ショルダーベルト付き、ノックバット収納可　●中国製

2PT-1780 ¥2,730（本体¥2,600） ノックバット可

●バット袋　●ポリエステル/合成皮革　●ブラック（09）　●L70～92×W9×H9
●ノックバット収納可　●中国製

2PT-1709 ¥1,050（本体¥1,000） ノックバット可

●少年用バットケース　●合成皮革（PUエナメル）　●ホワイト×ブラック（09）、ホワイト×ネイビー（14）、
　ホワイト×パステルネイビー（16）、ホワイト×レッド（62）　●L85×W8×H8　●1本入れ　
●ショルダーベルト付き　●中国製

2PT-6280 ¥2,100（本体¥2,000）

●少年用バットケース　●合成皮革（PU）　●ブラック（09）　●L83×W8×H8　
●1本入れ　●ショルダーベルト付き　●中国製

2PT-1825 ¥2,100（本体¥2,000）

●少年用バットケース　●ナイロン（裏加工PU）　●ブラック（09）　●L83×W8×H8　
●1本入れ　●ショルダーベルト付き　●中国製

2PT-1855 ¥1,680（本体¥1,600）

ポケット ＝フロントポケット取り外し式 ＝ノックバット収納可能ノックバット可

キャスター付き ショルダーベルト付き

バットケース

少年用バットケース

大容量でも移動に便利な
キャスター付き。

使い勝手の良い
ノックバット対応
3本入れ。

バットスタンドとして使える2WAY仕様。

バットの傷つきを防ぐ
内部セパレート構造。

縦持ちOKで人込みの
中でも移動しやすく。

出し入れが容易な
サイドファスナー採用。

個性に合わせて選べる4つのカラー展開。

★印は新製品です。

09

6本

09

09

09

セパレート構造

6本

10本

サイドファスナー

6本

09

09

14

3本

09

1本

09

09

09

1本

2本

09

14

16

62

1本

09

09

1本

1本
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ヘルメット
HELMETS

ネイビーネイビー ブラックブラック ホワイトホワイト

ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ネイビーネイビー ブラックブラック ホワイトホワイト

硬　式　用 軟　式　用

ベースコーチ用ヘルメット

野球用ヘッドギア●打者用両耳特大サイズ

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

ブラックブラック

ブラックブラック

ネイビーネイビー

ブラックブラック

ホワイトホワイト

●打撃練習時の打球から投手の頭部を保護する、軽量設計
　（約20％軽量化/当社比）のヘッドギア。4分割構造の採用で、通
気性やフィット感をさらに向上させました。

ネイビー

国が制定した「消費生活用製品安全法」に基づき設立された製品安全協
会が安全と認定した製品に表示できるマークです。なお、SGマーク表示野
球ヘルメットには、購入日より3年間の対人賠償責任保険が付いています。

SGマークとは…

1種・2種兼用1種　小学生・中学生・レディース・エルダー・エルデスト用 2種　高校生・大学生・一般用

日本ソフトボール協会ではSGマーク合格品のヘルメットのみをJ.S.A検定
合格品（J.S.Aマーク付き）として、すべての公式試合にその着用を義務づ
けています。

ソフト1種・2種とは…

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

特許出願中

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ネイビーネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●ヒートプロテクション構造　●中国製

※2HA-388（両耳付打者用）
¥5,040（本体¥4,800）

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～
57㎝）、S（55～56㎝）　●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）
●内貼りWメッシュ　●中国製

※2HA-160（キャッチャー用） ¥5,775（本体¥5,500）

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、
M（56～57㎝）、S（55～56㎝）　●SGマーク合格品（対人賠償
責任保険付）　●中国製

※2HA-178（両耳付打者用） ¥9,450（本体¥9,000）

●ポリカーボネート樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～57㎝）、
S（55～56㎝）　●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）

●内貼りWメッシュ　●日本製　
＊高校野球では使用できません。

2HA-190（キャッチャー用）
¥8,925（本体¥8,500）

●変性ABS樹脂　
●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）
●サイズ/ZO（62～64.5㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）
●ヒートプロテクション構造　●中国製

2HA-193（両耳付打者用）
¥13,650（本体¥13,000）

●打者用両耳特大サイズ

●変性ABS樹脂
●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブ
ルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/ZO（62～64.5㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）
●ヒートプロテクション構造　●中国製

2HA-393（両耳付打者用）
¥7,350（本体¥7,000）

ネイビーネイビー

ブラックブラック ホワイトホワイト

ブラックブラック ホワイトホワイト

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）､ブラック（09）､ホワイト（01）
●サイズ/XO（61～62㎝）､O（59～60㎝）､L（57～59㎝）､M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●中国製

●ポリカーボネート樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～
　57㎝）、S（55～56㎝）  ●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）
●内貼りWメッシュ　●日本製　＊高校野球では使用できません。

2HA-390（キャッチャー用） ¥8,925（本体¥8,500）

●耐衝撃ポリプロピレン樹脂　●ネイビー（14）　●サイズ/55～62㎝　●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●日本製
●本体カラーがホワイト（01）、ブラック（09）のヘッドギアについては、¥1,365（本体¥1,300）アップで承ります。

※2HA-910 ¥6,090（本体¥5,800）

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●内貼りWメッシュ　●中国製

※2HA-360（キャッチャー用）
¥5,775（本体¥5,500）

ネイビーネイビー

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●中国製

※2HA-307（右打者用）／317（左打者用）
¥4,725（本体¥4,500）

ネイビーネイビー

（財）日本高等学校野球連盟により練習時には着用が義務付けられています。

徹底した軽量化を図りつつ、高い耐衝撃性を実現。

斬新デザインと高機能を、ハイレベルに両立。

＊ローバウンドボール（ケンコーワールドボール）を使用する場合は、
　硬式用もしくは軟式用をお使いください。

ネイビーネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、
　M（56～57㎝）、S（55～56㎝）　●硬式・軟式用
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●中国製

※2HA-179 ¥8,925（本体¥8,500）

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）　
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●ヒートプロテクション構造　●中国製

※2HA-188（両耳付打者用） ¥9,450（本体¥9,000）

ブラックブラック ホワイトホワイト

ブラックブラック ホワイトホワイト

ヘルメットは購入日より3年間を限度に交換をおすすめします。
（ヘルメット内部に購入年月を記入するラベルが貼付してありますので購入日にご記入ください。）

※2HA-189（両耳付打者用） ¥9,450（本体¥9,000）

※2HA-177（両耳付打者用）
¥9,450（本体¥9,000）

本体と内装材の間に断熱材を使用する、ヒート
プロテクション構造により、頭皮と接する内装部
分の温度を約3度低減する効果があります。
＊ミズノ法による性能評価に基づく結果であり、使用す
る環境等により、効果が変わることがあります。

●2HA188型つや消しタイプ

●2HA177型つや消しタイプ
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ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ネイビーネイビー ブラックブラック ホワイトホワイト

ソフトボール用 少年硬式用

少年軟式用

●頭に合ったヘルメットをご使用ください。 
●一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないでください。

受注生産

トータル価格＝ヘルメット価格＋オーダー価格

見本の書体で
1色1文字1 重ね文字または

2色文字3見本にない
書体で1色1文字2 マークカラー

●ネイビー ●ブラック ●ホワイト ●レッド ●ブルー
●グリーン ●イエロー ●ゴールド ●シルバー  
●エンジ ●オレンジ ●パステルネイビー

＊マークは、シール対応です。

標
準
書
体

本体オリジナルカラー・オーダー

マークオーダー

本体オリジナルカラー
●ネイビー ●ブラック　●ホワイト
●レッド ●ブルー 
●パステルネイビー
＊その他の色は別途見積りさせて
　いただきます。

COLOR & MARK ORDER

E型／
タテ45×ヨコ40㎜

K型／
タテ45×ヨコ40㎜

ケストレ型／
タテ45×ヨコ40㎜

ナンバーA／タテ30×ヨコ22㎜

ナンバーB／タテ30×ヨコ22㎜

ナンバーC／タテ30×ヨコ22㎜

ブラッシュスクリプト／
タテ45×ヨコ40㎜

花文字A／
タテ45×ヨコ40㎜

花文字B／
タテ45×ヨコ40㎜

花文字C／
タテ45×ヨコ40㎜

早稲田型／
タテ45×ヨコ40㎜

ブラックブラック

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド

ブラックブラック ホワイトホワイト レッドレッド

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

ネイビーネイビー

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/XO（61～62㎝）、O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●ヒートプロテクション構造　●中国製

※2HA-588（両耳付打者用）
¥5,670（本体¥5,400）

●打者用両耳特大サイズ

●変性ABS樹脂
●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブ
ルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/ZO（62～64.5㎝）　
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）
●ヒートプロテクション構造　●中国製

2HA-593（両耳付打者用）
¥8,190（本体¥7,800）

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●内貼りWメッシュ　●中国製

※2HA-560（キャッチャー用）
¥5,775（本体¥5,500）

受注生産

●ポリカーボネート樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）
●サイズ/XO（60～61㎝）、O（58～60㎝）、L（57～58㎝）、M（56～57㎝）、
S（55～56㎝）　 ●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）

●内貼りWメッシュ　●日本製

2HA-590（キャッチャー用） ¥8,925（本体¥8,500）

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、レッド（62）
●サイズ/O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、S（55～56㎝）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●ヒートプロテクション構造
●チンカップ付　●中国製

※2HA-788（両耳付打者用） ¥7,140（本体¥6,800）

●変性ABS樹脂　●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド
（62）　●サイズ/O（59～60㎝）、L（57～59㎝）、M（56～57㎝）、
S（55～56㎝）　●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）

●ヒートプロテクション構造　●中国製

※2HA-688（両耳付打者用） ¥2,835（本体¥2,700）

カタログにない色の単色オーダー

仕上げ例

1
2ZH-711

¥1,365（本体¥1,300）

オーダー価格

仕上げ例

A
カタログにある色で本体2色塗り分け4

2ZH-712
¥1,785（本体¥1,700）

オーダー価格

仕上げ例仕上げ例

カタログにある色のヘルメットのヒサシ塗り2

2ZH-713
¥1,365（本体¥1,300）

オーダー価格

カタログにない色
のヘルメットの
ヒサシ塗り

3

2ZH-714
¥2,730（本体¥2,600）

オーダー価格

仕上げ例

ストライプなどカタログにないデザインのオーダー5

2ZH-715
¥3,780（本体¥3,600）

オーダー価格

2ZH-751
¥473（本体¥450）

オーダー価格

2ZH-752
¥735（本体¥700）

オーダー価格

2ZH-753
¥1,470（本体¥1,400）

オーダー価格

ネイビーネイビー

〈（財）日本ソフトボール協会検定〉

●ABS樹脂　●マスク付　●935g　●ネイビー（14）、ブラック（09）、
ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●SGマーク合格品（対人賠償責任保険付）　●日本製 〈ダルマボール〉

※2HA-704（キャッチャー用） ¥13,860（本体¥13,200）

ネーム入れ
ストレート型2ZH-756
アーチ型2ZH-757

2ZH-755¥1,260～（本体¥1,200～）

¥2,100～（本体¥2,000～）

¥210～（本体¥200～）

2ZH-716
¥1,785（本体¥1,700）

オーダー価格

仕上げ例

B

ヘルメット使用上のご注意

●ヘルメットの修理において、衝撃などにより帽体が破損しているもの、内装が割れていたり、ヒビが
　入っていたり、外れているものは修理の受付はできません。お買い替えを推奨いたします。
●内装スチロール（＝クッションパッド）等の交換はできません。
●イヤーフラップの交換については、工場へ送っていただき工場で取り付けになります。
●塗替え修理においてマーク・番号が付いている場合は、マーク・番号消し料金が必要です。
●他社品およびMT以外で塗装されたヘルメットの修理はできません。

ヘルメット修理のご注意

＊ツヤ消しは2ZH-711での対応です。

＊標準書体以外の文字は別途見積りさせていただきます。選択可能なカラー・書体は上記マークオーダーをご参照ください。

＊マーク・番号入れはシール対応になります。
＊番号サイズ/タテ30㎜×ヨコ22㎜（2HA-188、189、193、388、393、588、593、688、788タイプは
タテ20㎜×ヨコ15㎜になります。）

＊サイズ/タテ45㎜×ヨコ40㎜

番号入れ
2ZH-754 ¥315（本体¥300）

お持込マークの貼付け
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頂点へ挑む、その闘志とこだわりを満たす。

●少年硬式用、少年軟式用、ソフトボール用Sのプロテクター・レガーズのサイズはSです。
●マスクパッドの上と下での色変更、プロテクター・レガーズのパーツ途中での色替などの特殊なパターンはできません。
●パーツ毎に記入されている選択範囲以外の色はできません。
●どのオーダーも基本モデルは参考写真横に記載しています。それ以外の品番でのオーダーはできません。
●少年硬式用、ソフトボール用Sのマスクのフレーム間は、少年軟式用の寸法になっています。
●レガーズのバックルはすべて樹脂製になります。

プロテクターの胸部にはチーム名・番号等がカッティングシート
で入れられます。（有料） ＊1色あたりの価格です。

ドラゴンズ型 E型 K型

ご 

注 

意
●版代 ¥2,100（本体¥2,000）　●カッティングシート代 ¥1,050（本体¥1,000）

ブラック（09）

BL
ネイビー（14）

NE
レッド（62）

RE
パステルネイビー（16）

PN
ネイビーブルー（29）

NB
グリーン（35）

GR
ダークグリーン（34）

DG

オレンジ（54）

OR
エンジ（63）

EN
パープル（67）

PP
ホワイト（01）

WH
グレー（05）

GY
イエロー（45）

YE
シルバー（03）

SL

オプション

ネイビー×グレー×レッド

マスク用 プロテクター用 レガーズ用

BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN
YE・WH・GY

qフレーム

wパッド

BL・NE・RE・WH・PN

BL・NE・REeバンド・面ファスナー（マジックテープ）

rショルダー

tネック

yボディーフチ

qボディーメイン

wボディーサブ

eボディーサイド

iバンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
WH・SL

BL・NE・RE・PN・GR・EN・YE
WH・GY

BL・NE・RE・WH

uショルダーフチ

wトリプルニーカップ

eニーカップ

rシンピース

o足甲パッド

!0アンコ

!1サブニーフチ

!2トリプルニーフチ

!3ニーフチ

!4スネフチ

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
WH・SL

BL・NE・RE・PN・GR・EN・YE
WH・GY

BL・NE・RE・PN・WH・GY・EN ★

yサブニー・トリプルニーパッド

uニーパッド

!5足甲フチ

BL・NE・RE・WH!6バンド

iスネパッド

t足甲

qサブニーカップ

e

q

w

q

r

i

u

e

t

w

y

q

w

u

e

!0

r

i

!4

!1

!2

!3

!6

!5

t

o

y

＊軟式用（JSBB対応）・ソフト用（JSA対応）としての
オーダーも可能です。オーダー時にご指定ください。
その際のJSBB、JSAロゴはプロテクターは左脇、
レガーズは内側くるぶし部に入ります。
＊マスクの軟式対応はできません。
（フレーム目幅が硬式までの対応のため）
＜基本モデル＞
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-129
プロテクター・・・・2YA-129
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-129、130

硬式用

＊2QA-196のパッドは、上下で色を変えられません。 ●日本製

＊サイズはM、L兼用です。　＊左右兼用です。
＊ショルダーは面ファスナーで着脱式です（マジックテープ）。
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。

●日本製

＊サイズM、Lのいずれかをオーダー時に
ご指定ください。

●日本製

＊u!0は同色になります。

【ミズノプロ・カラーオーダー】

2QA-196 ¥25,200（本体¥24,000）

マスク

2YA-196 ¥38,850（本体¥37,000）

プロテクター

2YL-196 ¥40,950（本体¥39,000）

レガーズ

カラーサンプル

●収納袋付き

130㎜

40㎜

45㎜

＊マーク、番号等の位置はこちらの
範囲になります。（中央揃え）

45㎜

MIZUNO

00

例）

仕上がり予定 オーダーご発注後から28日（営業日）が目安です。ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

キャッチャー用防具
CATCHER’S EQUIPMENT
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ブラック×ホワイト×レッド

e

q

w

q

w

e

r

u

y

q

w

y

r

q

w

e

t

o

!0

!1

!4

!2

u

e

t
!3

i

ネイビー×ホワイト

q

e

w

u

w

y

e

i

r

!6

t

q

i

r

y

t

!1

u

o

!2

!3

!4

!0

!5

＊軟式用（JSBB対応）・ソフト用（JSA対応）としての
オーダーも可能です。オーダー時にご指定ください。
その際のJSBB、JSAロゴはプロテクターは左脇、
レガーズは内側くるぶし部に入ります。
＊マスクの軟式対応はできません。
（フレーム目幅が硬式までの対応のため）

＊カラーは略号です。左ページのサンプルをご参照ください。 

eニーカップ

rシンピース

t足甲

!1サブニーフチ

!4スネフチ

!3ニーフチ

!2トリプルニーフチ

!5足甲フチ

!6バンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
SL・WH・EN・PP

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
OR・EN・PP・YE・GY・WH・SL

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
EN・PP・GY・WH・OR

oスネパッド

iヒザパッド

BL・NE・RE・WH

!0足甲パッド

yサブニーパッド

uトリプルニーパッド

qサブニーカップ

wトリプルニーカップ

rネック

tボディーメインフチ

yボディーサブフチ

qボディーメイン

wボディーサブ

eショルダー

iバンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN
YE・SL・WH・PP

BL・NE・RE・PN・GR・DG・EN
PP・WH・GY・OR・YE・SL

BL・NE・RE・WH

uショルダーフチ

qフレーム

wパッド

BL・NE・RE・PN・WH

BL・NE・RE・PN・WH・GR・EN・YE・GY

BL・NE・REeバンド・面ファスナー（マジックテープ）

2YL-186 ¥39,900（本体¥38,000）

レガーズ

【スペシャル・カラーオーダー】

【スペシャル・カラーオーダー】

硬式用

＊サイズはM、L兼用です。　＊左右兼用です。
＊ショルダーは面ファスナーで着脱式です（マジックテープ）。
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。

●日本製＊2QA-176のパッドは、上下で色を変えられません。

qフレーム BL・NE・RE・WH・PN

wパッド BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN・YE・WH・GY

BL・NE・REeバンド・面ファスナー（マジックテープ）

eショルダー

rネック

tボディーフチ

qボディー

wボディーサイド

uバンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
WH・SL

BL・NE・RE・PN・GR・EN・WH
GY

BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN
YE・WH・GY

BL・NE・RE・WH

yショルダーフチ

wトリプルニーカップ

eニーカップ

rシンピース

i足甲パッド

oサブニーフチ

!0トリプルニーフチ

!1ニーフチ

!2スネフチ

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
WH・SL

BL・NE・RE・PN・GR・EN・YE
WH・GY

BL・NE・RE・PN・WH・GY

yサブ・トリプル・ニーパッド

!3足甲フチ

BL・NE・RE・WH!4バンド

uスネパッド

t足甲

qサブニーカップ

2QA-167 ¥25,200（本体¥24,000）

マスク

2YA-167 ¥36,750（本体¥35,000）

プロテクター

2YL-167 ¥40,950（本体¥39,000）

レガーズ

＊2QA-167のパッドは、上下で色を変えられません。 ●日本製

＊サイズM、Lのいずれかをオーダー時に
ご指定ください。

●日本製

●日本製

＊軟式用（JSBB対応）・ソフト用（JSA対応）としての
オーダーも可能です。オーダー時にご指定ください。
その際のJSBB、JSAロゴはプロテクターは左脇、
レガーズは内側くるぶし部に入ります。
＊マスクの軟式対応はできません。
（フレーム目幅が硬式までの対応のため）

硬式用

2QA-176 ¥22,050（本体¥21,000）

マスク

2YA-186 ¥35,700（本体¥34,000）

プロテクター
q
e

r

w

q本体

wパッド

eフチ

rマスク止め

BL・NE・RE・PN・WH・GY

BL・NE・RE・PN・WH

BL・NE・RE・PN・WH・GR・EN
YE・GY・OR

2ZQ-167 ¥2,730（本体¥2,600）

スロートガード

●日本製

＊サイズM、Lのいずれか、右投・左投のいずれかを
オーダー時にご指定ください。

●日本製

＊サイズM、Lのいずれかをオーダー時に
ご指定ください。

●日本製

＜基本モデル＞
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-131
プロテクター・・・・2YA-131
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-131、132

＜基本モデル＞
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-122
スロートガード・・2ZQ-129
プロテクター・・・・2YA-111、112
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-111、112

オプション

プロテクターは首かけタイプ
に変更することも可能です。
¥1,575（本体¥1,500）　

オプション

プロテクターは首かけタイプ
に変更することも可能です。
¥1,575（本体¥1,500）　

120㎜

130㎜

50㎜

40㎜

＊マーク、番号等の位置はこちらの
範囲になります。（中央揃え）

＊マーク、番号等の位置はこちらの
範囲になります。（中央揃え）

105㎜

105㎜

43㎜

43㎜

MIZUNO

00

MIZUNO

00

★印は新製品です。
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美しく精悍に、
プレイをさらに輝かせる。

＊カラーは略号です。右ページのサンプルをご参照ください。 

軟式用・ソフトボール用
qフレーム

wパッド

BL・NE・RE・PN・WH

BL・NE・RE・PN・WH・GR・EN・YE・GY

BL・NE・REeバンド・面ファスナー（マジックテープ）

wボディーサイド

tボディーフチ

qボディーメイン

eショルダー

rネック

uバンド

BL・NE・RE・PN・GR・EN・YE
WH・GY

BL・NE・RE・PN・GR・YE・WH
SL・OR

BL・NE・RE・PN・GR・EN・WH・GY

BL・NE・RE・PN・GR・EN・WH・GY

BL・NE・RE・WH

yショルダーフチ

wトリプルニーカップ

eニーカップ

yサブ・トリプル・ニーパッド

t足甲

uスネパッド

i足甲パッド

BL・NE・RE・PN・GR・GY・WH

!0トリプルニーフチ
BL・NE・RE・PN・GR・YE・SL
WH・OR

BL・NE・RE・PN・GR・EN・GY
WH・YE

!1ニーフチ

!2スネフチ

!3足甲フチ

BL・NE・RE・WH!4バンド

oサブニーフチ

rシンピース

qサブニーカップ

少年用・ソフトボール用S

2QA-561

¥9,975
（本体¥9,500）

マスク

ソフトボール用S
2QA-660少年軟式用
2QA-760少年硬式用

2YL-567
¥26,250

（本体¥25,000）

レガーズ

ソフトボール用
2YL-367軟式用

2YA-567
¥25,200

（本体¥24,000）

プロテクター

ソフトボール用
2YA-367軟式用

2QA-567
¥14,700

（本体¥14,000）

マスク

ソフトボール用
2QA-367軟式用

2YA-551

¥18,900
（本体¥18,000）

プロテクター

ソフトボール用S
2YA-650少年軟式用
2YA-750少年硬式用

2YL-551

¥22,050
（本体¥21,000）

レガーズ

ソフトボール用S
2YL-650少年軟式用
2YL-750少年硬式用

wニーカップ

eシンピース

r足甲

iサブニーフチ

oニー・スネフチ

!0足甲フチ

!1バンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・YE
SL・WH・EN・PP

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
OR・EN・PP・YE・GY・WH・SL

BL・NE・RE・PN・GR・DG・OR
EN・PP・GY・WH

yヒザ・スネパッド

BL・NE・RE・WH

u足甲パッド

tサブニーパッド

qサブニーカップ

eネック

rボディーフチ

qボディー

wショルダー

yバンド

BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN
YE・SL・WH・PP

BL・NE・RE・PN・GR・DG・EN
PP・WH・GY・OR・YE・SL

BL・NE・RE・WH

tショルダーフチ

qフレーム

wパッド

BL・NE・RE

BL・NE・RE・PN・GR・DG・OR
PP・WH

BL・NE・REeバンド・面ファスナー（マジックテープ）

レッド×ホワイト

レッド×ホワイト×グリーン

q

w

e

q

w

e

y

!0
w

e

r

i

!3

y

o

!2

r

t

u

q

q

w

e

q

w

t

i

q

w

y

e

r

e

r

y

t

u

o

!1

!0

u

!1

!4

t

＊2QA-367、567のパッドは、上下で色を変えられません。

＊2QA-760、660、561のパッドは、上下で色を変えられません。

●日本製

＊サイズM、Lのいずれかをオーダー時にご指定ください。●日本製

＊右投・左投のいずれかをオーダー時にご指定ください。●日本製

＊サイズはM、L兼用です。　＊左右兼用です。
＊ショルダーは面ファスナーで着脱式です（マジックテープ）。
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。

●日本製

●日本製

●日本製

【スペシャル・カラーオーダー】

軟式・ソフト・少年用

＜基本モデル＞
●軟式用
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-349
プロテクター・・・・2YA-349
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-349、351

＊ソフトボール用の場合も
  基本モデルは上と同じです。

＜基本モデル＞
●少年用
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-757
プロテクター・・・・2YA-707
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-726

●ソフトボール用S
マスク・・・・・・・・・・・・・・2QA-757
プロテクター・・・・2YA-707
レガーズ・・・・・・・・・・2YL-726

オプション

プロテクターは首かけタイプ
に変更することも可能です。
¥1,575（本体¥1,500）　

オプション

プロテクターは首かけタイプ
に変更することも可能です。
¥1,575（本体¥1,500）　

右肩パッド（小） 
¥1,575（本体¥1,500）　
右肩パッド（大） 
¥3,150（本体¥3,000）

スペシャル・カラーオーダー
少年用・ソフトボール用Sは、
プロテクターに右肩パッドが
付けられます。

仕上がり予定 オーダーご発注後から28日（営業日）が目安です。
ただし、シーズンや繁忙期により違いが生じ、通常よりお時間をいただく場合がございます。ご発注時にご確認ください。

130㎜

100㎜

40㎜

40㎜

＊マーク、番号等の位置はこちらの
範囲になります。（中央揃え）

＊マーク、番号等の位置はこちらの
範囲になります。（中央揃え）

105㎜

105㎜

40㎜

40㎜

MIZUNO

00

MIZUNO

00

A-126
(137)



★印は新製品です。

e

【カラーオーダー】

レガーズサイズ表プロテクターサイズ表
サイズ（身長）

品種

硬 式 用

軟 式 用

ソフトボール用

少年硬式用
少年軟式用

L寸（175～185㎝）

2YA-345、357 2YA-358

2YA-111 2YA-112
̶̶

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶
̶̶
̶̶

̶̶

M寸（165～175㎝）

̶̶
̶̶

S寸（155～165㎝）

2YA-757
2YA-628、627、609

SS寸（145～155㎝）

̶̶
̶̶
̶̶
̶̶̶̶

2YA-610

サイズ（身長）
品種

硬 式 用

軟 式 用

ソフトボール用

少年硬式用

少年軟式用

L寸（175～185㎝）

2YL-129、131
111

2YL-130、132
112

2YL-345、349、357

2YL-530、542
557

2YL-543、558

2YL-346、351、358
2YL-347（L、M共通）2YA-347、349（L、M共通）

2YA-529（L、M共通）

2YA-129、131（L、M共通）
̶̶

̶̶

2YL-529

̶̶

̶̶

̶̶

̶̶
̶̶

M寸（165～175㎝）

̶̶
̶̶

S寸（155～165㎝）

2YL-757

2YL-628、627

SS寸（145～155㎝）

̶̶
2YL-618

q足甲樹脂

w本体パッド

BL・NE・RE・PN・WH・EN・GY

BL・NE・RE・WHrバンド

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG・EN
YE・SL・WH・OR・PP

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG・OR
EN・PP・YE・WH・GY・SL

eフチ

qスネ・足甲樹脂

w本体パッド

BL・NE・RE・PN・WH・EN・GY

BL・NE・RE・WHrバンド

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
EN・YE・SL・WH・PP・OR

BL・NE・RE・PN・NB・GR・OR
EN・YE・WH・GY・SL

eフチ

＊右打者用、左打者用があります。　＊フットガードの本体パッドのスネ部には個人名・番号等がカッティングシートで入れられます（有料）。（版代、カッティングシート代はプロテクター胸部と同じです。） ＊2YL-270のスネ樹脂部へのネーム入れはできません。　

チームのカラーを全身に、トータルに刻み込む。

ブラック×グレーホワイト×オレンジ

ネイビー×レッド
イエロー×ブラック

ネイビー×ホワイトブラック×オレンジ

qヒジ・上腕部樹脂

eバンド

w本体

BL・NE・BU・GY・WH・GR・RE

BL・NE・RE・BU・GY・WH

BL・NE・RE・WH

●日本製
＊ヒジ・上腕部樹脂は同色になります。
＊アームガードの樹脂部には個人名・番号等がカッ
ティングシートで入れられます（有料）。（版代、転
写マーク代はプロテクター胸部と同じです。）
＊基本モデルは定番の2YA-900です。
  その他の品番でのオーダーはできません。

●日本製
＊スネ・足甲樹脂は同色になります。
＊足甲樹脂は上下で色を変えられません。
＊基本モデルは定番の2YL-947です。
  その他の品番でのオーダーはできません。

＊2YL-260の足甲樹脂は上下で色を変えられません。 ●日本製
＊基本モデルは2YL-915、912です。
  その他の品番でのオーダーはできません。

グレー×ネイビー ホワイト×レッド
ネイビー×ホワイト

●日本製
＊基本モデルは定番の2ZQ-129です。
  その他の品番でのオーダーはできません。
＊番号等は入れられません。

＊カラーは略号です。下記のサンプルをご参照ください。 

2ZQ-167 ¥2,730（本体¥2.600） 2YA-200 ¥7,140（本体¥6,800）
ブラック×ホワイト×グレー

レッド×グリーン×ホワイト

ブラック（09）

BL

ライトグリーン（37）

LG

ネイビー（14）

NE

オレンジ（54）

OR

レッド（62）

RE

エンジ（63）

EN

ブルー（27）

BU

パープル（67）

PP

パステルネイビー（16）

PN

イエロー（45）

YE

ネイビーブルー（29）

NB

シルバー（03）

SL

グリーン（35）

GR

ホワイト（01）

WH

ダークグリーン（34）

DG

グレー（05）

GY
カラーサンプル

q本体樹脂

w本体パッド

eフチ

rマスク止め

BL・NE・RE・PN・WH・GY

BL・NE・RE・WH・PN

BL・NE・RE・PN・GR・OR・EN
YE・WH・GY

2YL-270 ¥9,660（本体¥9,200）

2YL-250 ¥5,775（本体¥5,500）

2YL-260 ¥7,350（本体¥7,000）

q

e

w

r

q

w

e

r

q

q

w

w

q

e

r

e

r

2YL-270

ネイビー×レッド

●日本製
＊足甲樹脂は上下で色を変えられません。
＊基本モデルは定番の2YL-918です。
  その他の品番でのオーダーはできません。
＊2YL-280は左右兼用になります。

2YL-280 ¥9,975（本体¥9,500）

q

w

e

r

t

y

2YL-280

2YL-260
2YL-250

w

2YA-557 2YA-558
2YA-542（M、S共通）

q足甲樹脂

wスネ上側パッド

BL・NE・RE・PN・WH・EN・GY

rスネ上側フチ

tスネ下側・足甲フチ

yバンド

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
EN・YE・SL・WH・OR・PP

BL・NE・RE・WH

BL・NE・RE・PN・NB・GR・DG
OR・EN・PP・YE・WH・GY・SL

eスネ下側・足甲パッド

2011年3月発売
★

個人名・番号が入
れられる本体パッ
ド部は写真のイエ
ローの箇所です。

硬式用・軟式用・ソフトボール用スロートガード 硬式用・軟式用・ソフトボール用アームガード

硬式用・軟式用・ソフトボール用フットガード
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エクステンションパッド

マスクと顔面の距離を近
づける横断面の薄型設
計をはじめ、従来のミズノ
プロの設計思想を継承し
つつ、そのフレーム形状
を改良。さらにワイドで良
好な視界を確保しました。

装着パッドは額やアゴの
ラインに沿い、かつ声が
スムーズにでるよう三分
割のパッドを採用。顔と
マスクの密着度も一段と
向上し、プレー中の激し
い動きにも対応できます。

スロートガード一体型（高
校野球公式試合に使
用可能）。従来より長め
でシャープな形状になりま
した。

VN600（低反発素材）を
内蔵したパッドがローバ
ウンド（ボールのリバウン
ドを抑える）効果を生み出
します。

背面バンドをX型に設計。
フィット感、装着感がさら
にアップします。

着脱パッドによりサイズの
調整とショルダーパッドの
位置調整が可能です。
＊面ファスナー式で
着脱可能

膝の安定性を高めるため
に、ドーナツ型の膝裏パ
ッドを装着。衝撃吸収と
安定性を兼ね備え、好み
に応じて取り付け位置を
変更できます。

スネ裏部分にはフィット感
を高めるためのパッドを装
着。スネとの一体感を生
み出します。

本体の軽量化と同時に
通気孔の採用で装着感
がアップしました。

機能も感触も、すべてが妥協なき
プロフェッショナル仕様。

ブラック（09）

マスク

プロテクター

レガーズ

ネイビー（14）

収納袋

収納袋

収納袋

2QA-129
¥23,100（本体¥22,000）

●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●スロートガード一体型　●収納袋付き
●質量約580N ●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-338を
お求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-326（上側）、
2ZQ-327（下側）をお求めください。

2YA-129
¥29,400（本体¥28,000）

●表地/ポリエステル　●パッド/ポリウレタン
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●プラスチックバックル
●収納袋付き　●中国製
●サイズ/L（パッド付き） A440×B450
●質量/約610N
●サイズ/M（パッドなし）
　A390×B450
●質量/約580N

2YL-129（サイズL）・130（サイズM）
¥31,500（本体¥30,000）

●樹脂部/ポリエチレン、ポリウレタン
●パッド/EVA
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●プラスチックバックル
●収納袋付き　●中国製
●サイズ/L A395×B710
●質量約1,520N
●サイズ/M A380×B690
●質量約1,500N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222を
　お求めください。

＊エクステンションパッドを
着ければLサイズ、外せ
ばMサイズとなります。

硬　式　用

A-128
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マスク

14

09

14

09

●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●質量約630N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-312をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-318（上側）、2ZQ-319（下側）をお求めください。

2QA-122 ¥14,700（本体¥14,000）

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/EVA、ポリウレタン　●ブラック（09）、ネイビー（14）　
●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/L A395×B730㎜　●質量約1,460N　●サイズ/M A380×B700㎜　●質量約1,420N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-131（サイズL）・132（サイズM） ¥27,300（本体¥26,000）

●フレーム部/クロムモリブデン鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●スロートガード一体型　●アゴ部立体パッド使用　●質量約780N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-312をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-348（上側）、2ZQ-349（下側）をお求めください。

2QA-126 ¥19,950（本体¥19,000）

レガーズ

●表地/合成皮革　●パッド/ポリウレタン、EVA　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●プラスチックバックル　●中国製　●サイズ/L（パッド付き） A420×B480㎜　●質量約650N
●サイズ/M（パッドなし） A380×B480㎜　●質量約610N
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。
＊全てにエクステンションパッドが着いています。サイズに合わせ着脱してご使用ください。

2YA-131 ¥25,200（本体¥24,000）

プロテクター

ミズノのキャッチャー用防具をより永く、安全に使用していただくために。〈使用上のご注意〉

！ キャッチャーマスクは必ず硬式、軟式、ソフトボール等使用球に応じ
たものをご使用ください。用途外のものを使用すると、破損、怪我の
原因になることがあります。
使用前にフレームの曲がり、溶接のはがれ、変形、ひび割れがない
か確認してください。異常のあるものは、使用しないでください。
大きな衝撃をうけ、フレームが変形したり、表面に大きな傷がつきま
すと強度が低下しますので、早めに交換してください。
プラスチックマスクは、薬品類で拭いたり、ラッカー等の溶剤系塗料
で塗装しないでください。強度低下の原因となります。
プラスチックマスクは、フレームの構造上、眼鏡をかけての使用は危
険ですので、眼鏡をされた方は使用しないでください。
プラスチックフレームは紫外線により自然劣化（時の経過による品
質の低下）が起こります。購入後、3年をめどに新品と交換してくだ
さい。（素材メーカー物性データより）

●鋼線マスク・プラスチックマスク
硬式・軟式・ソフトボール等、使用球に合ったものをご使用ください。
合わないものを使用されますと、怪我や破損の原因となります。
ご使用前に、生地の大きな破れ、取付部品の破損、プラスチック部
品の大きな変形や割れ等の異常がないか確認してください。特に
プラスチック部品に大きな傷がついたり、大きく変形すると、強度が
低下しますので、早めに交換願います。

●プロテクター・レガーズ

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

永くお使いいただくために
●汗等の汚れは、柔らかい布でから拭き、または中性洗剤を薄めた液に浸
した柔らかい布を固くしぼって、拭いてください。
●プラスチック部品は油類、薬品類で拭かないでください。強度が低下す
る恐れがあります。
●雨天時使用後、濡れたまま放置されますと、強度低下の原因となります、
乾燥してから保管してください。
●保管は、重い物をのせる等、大きな力がかからないように保管してください。
また、自動車のトランクの中など、高温となる所で保管しないでください。

！

！

！

！

！

！

！

アゴ部に立体パッドを使用した、声の出しやすい設計。

14

09

09

09 14 09 14

14
09 14

●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●スロートガード一体型　●質量約650N ●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-338をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-324（上側）、2ZQ-325（下側）をお求めください。

2QA-131 ¥21,000（本体¥20,000）

スロートガード一体型
（高校野球公式試合に使用可能）。

●表地/人工皮革　●パッド/ポリウレタン、EVA　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●プラスチックバックル　●日本製　●サイズ/L A450×B450㎜　●質量約780N
●サイズ/M A410×B450㎜　●質量約750N

2YA-111（サイズL）・112（サイズM） ¥24,150（本体¥23,000）

●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）、ネイビー（14）　●プラスチックバックル　●日本製
●サイズ/L A400×B720㎜　●質量約1,600N　●サイズ/M A380×B700㎜　●質量約1,480N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-111（サイズL）・112（サイズM） ¥26,250（本体¥25,000）

鎖骨部分を
二重構造に設計。

ヒザ、スネの装着感をアップさせるパッドを内蔵。

＊ローバウンドボール（ケンコーワールドボールなど）の試合・練習で使用されるマスクは軟式用マスクからお選びください。
同じく使用されるプロテクター、レガーズは硬式用、軟式用のいずれかからお選びください。

エクステンションパッド

硬　式　用
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マスク

プロテクター

マスク

〈（財）全日本軟式野球連盟公認〉

軟式野球のスペシャリストに、ふさわしい輝きがある。軟式用ミズノプロ。

●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、
　パステルネイビー（16）　●スロートガード一体型
●A、B、C号ボール対応　●質量約580N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-336（上側）、2ZQ-337（下側）をお求めください。

2QA-349 ¥8,295（本体¥7,900）

●フレーム部/ポリカーボネイト
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●A、B、C号ボール対応　●質量約460N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-314（上側）、2ZQ-315（下側）をお求めください。

2QA-318 ¥4,515（本体¥4,300）

●樹脂部/ポリエチレン ●パッド/EVA、ポリウレタン ●ブラック（09）、ネイビー（14）、
　レッド（62）、パステルネイビー（16） ●プラスチックバックル  ●中国製
●サイズ/L A385×B690㎜　●質量約1,460N
●サイズ/M A360×B670㎜　●質量約1,440N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-349（サイズL）・351（サイズM） ¥12,600（本体¥12,000）

レガーズ

●表地/合成皮革、ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリウレタン、EVA
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/L（パッド付き） A430×B480㎜　●質量約600N
●サイズ/M（パッドなし） A390×B480㎜　●質量約560N
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。
＊全てにエクステンションパッドが着いています。サイズに合わせて着脱してご使用ください。

2YA-349 ¥9,975（本体¥9,500）
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プロテクター

●表地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリウレタン、EVA
●ブラック×グレー（0905）、ネイビー×グレー（1405）、
　レッド×グレー（6205）、パステルネイビー×グレー（1605）
●プラスチックバックル 　●収納袋付き　●中国製
●サイズ/L（パッド付き） A430×B450㎜　●質量約620N
●サイズ/M（パッドなし）A390×B450㎜　●質量約580N
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。
＊全てにエクステンションパッドが着いています。サイズに合わせて着脱してご使用ください。

2YA-347 ¥12,600（本体¥12,000）

レガーズ

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/EVA、ポリウレタン
●ブラック×グレー（0905）、ネイビー×グレー（1405）、
　レッド×グレー（6205）、パステルネイビー×グレー（1605）
●プラスチックバックル　●収納袋付き　●中国製
●サイズ A380×B685㎜　●質量約1,560N

2YL-347 ¥13,650（本体¥13,000）

●表地/合成皮革　●パッド/ポリウレタン
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、
　パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●日本製　
●サイズ A430×B480㎜　●質量約770N
●背バンドはY型、首かけどちらにも変更可能です。（バンド折りたたみ式）

2YA-345（サイズL） ¥12,600（本体¥12,000）

●樹脂部/ポリエチレン   ●パッド/ポリウレタン、EVA   ●ブラック（09）、ネイビー（14）、
　レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●日本製
●サイズ/L A390×B700㎜　●質量約1,260N
●サイズ/M A370×B680㎜　●質量約1,220N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-345（サイズL）・346（サイズM） ¥13,650（本体¥13,000）

●フレーム部/中空軟鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　
●A、B、C号ボール対応　●質量約590N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-346（上側）、2ZQ-347（下側）をお求めください。

2QA-357 ¥5,460（本体¥5,200）

●表地/ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリウレタン、EVA
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/L A420×B465㎜　●質量約510N
●サイズ/M A400×B465㎜　●質量約490N

2YA-357（サイズL）・358（サイズM） ¥7,665（本体¥7,300）

●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、
　パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/L A395×B710㎜　●質量約1,420N
●サイズ/M A375×B665㎜　●質量約1,270N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-357（サイズL）・358（サイズM） ¥9,975（本体¥9,500）

ヒザ、スネの装着感をアップさせる
パッドを内蔵。

背バンドはY型、首かけどちらにも
変更可能です。（バンド折りたたみ式）

＊ローバウンドボール（ケンコーワールドボールなど）の試合・練習で使用されるマスクは軟式用マスクからお選びください。
同じく使用されるプロテクター、レガーズは硬式用、軟式用のいずれかからお選びください。

●フレーム部/中空軟鋼
●ブラック×グレー（0905）、ネイビー×グレー（1405）、
　レッド×グレー（6205）、パステルネイビー×グレー（1605）
●スロートガード一体型　●A、B、C号ボール対応　
●質量約610N　●収納袋付き　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-359をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-336（上側）、2ZQ-337（下側）をお求めください。

2QA-347 ¥9,450（本体¥9,000）

軟　式　用

エクステンションパッド付き
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マスク プロテクター レガーズ

マスク

プロテクター

レガーズ ニーパッド

耐久力や好感触、望まれる性能がすべてそこに。革ソフトボール専用設計。

サイズの見方

プロテクター レガーズ

●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼
●ネイビー×ホワイト（1401）、レッド×ホワイト（6201）
●スロートガード一体型　●質量約575N　●収納袋付き　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-336（上側）、2ZQ-337（下側）をお求めください。

2QA-529 ¥15,750（本体¥15,000）

●フレーム部/中空軟鋼　●ネイビー×グレー（1405）、レッド×グレー
（6205）　●スロートガード一体型　●ゴムボール1、2、3号対応
●質量約615N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-336（上側）、2ZQ-337（下側）をお求めください。

2QA-542 ¥9,450（本体¥9,000）

●フレーム部/ポリカーボネイト　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド
（62）、パステルネイビー（16）　●ゴムボール3号対応　
●質量約440N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-314（上側）、2ZQ-315（下側）をお求めください。

2QA-516 ¥4,515（本体¥4,300）

●フレーム部/ポリカーボネイト　●少年用　●ブラック（09）、ネイビー
　（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　●ゴムボール1、2、3号対応
●質量約400N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-314（上側）、2ZQ-315（下側）をお求めください。

2QA-517 ¥4,200（本体¥4,000）

●表地/合成皮革　●パッド/ポリウレタン、EVA
●ネイビー×ホワイト（1401）、レッド×ホワイト（6201）
●プラスチックバックル　●収納袋付き　●中国製
●サイズ/L（パッド付き） A420×B440㎜　●質量約610N
●サイズ/M（パッドなし） A380×B440㎜　●質量約570N
＊エクステンションパッドを着ければLサイズ、外せばMサイズとなります。
＊全てにエクステンションパッドが着いています。サイズに合わせて着脱してご使用ください。

2YA-529 ¥18,900（本体¥18,000）

●表地/合成皮革、ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリウレタン、EVA　
●ネイビー×グレー（1405）、レッド×グレー（6205）、
●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/M（パッド付き） A420×B450㎜　●質量約580N
●サイズ/S（パッドなし） A380×B450㎜　●質量約540N
＊エクステンションパッドを着ければMサイズ、外せばSサイズとなります。
＊全てにエクステンションパッドが着いています。サイズに合わせて着脱してご使用ください。

2YA-542 ¥10,500（本体¥10,000）

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/EVA、ポリウレタン　●ネイビー×グレ
ー（1405）、レッド×グレー（6205）、●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/M A360×B690㎜　●質量約1,440N
●サイズ/S A340×B670㎜　●質量約1,420N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-542（サイズM）・543（サイズS） ¥13,650（本体¥13,000）
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●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、
　パステルネイビー（16）　●ゴムボール3号対応　
●質量約590N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-346（上側）、2ZQ-347（下側）をお求めください。

2QA-557 ¥5,460（本体¥5,200）
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●表地/ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリウレタン、EVA　●ブラック（09）、ネイ
ビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/M A400×B460㎜　●質量約490N
●サイズ/S A380×B440㎜　●質量約450N

2YA-557（サイズM）・558（サイズS） ¥7,665（本体¥7,300）

●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、
　パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ/M A375×B665㎜　●質量約1,270N
●サイズ/S A360×B650㎜　●質量約1,250N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-557（サイズM）・558（サイズS） ¥9,975（本体¥9,500）

●左右兼用　●サイズ/S（内周、上33㎝・下26㎝）、
　M（内周、上36㎝・下29㎝）、L（内周、上39㎝・下32㎝）
●ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）　
●中国製

2YL-908 ¥1,470（本体¥1,400）
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●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/EVA　●ネイビー×ホワイト（1401）、
　レッド×ホワイト（6201）　●プラスチックバックル　●収納袋付き　●中国製
●サイズ/L A390×B680㎜　●質量約1,620N
●サイズ/M A370×B660㎜　●質量約1,580N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-529（サイズL）・530（サイズM） ¥24,150（本体¥23,000）
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少年硬式用

少年軟式用

●パッド（表） ●パッド（裏）
●パッド装着
　方法

＊心臓部を中心とした保護範囲が充分にカバーできるよう、選手の身長に応じた3サイズで展開しています。
　必ず使用者の身長にあったサイズをお選びください。

！ ご使用上の注意

●ウエア表側 ●ウエア内側

マスク プロテクター レガーズ

プロテクター

レガーズ

マスク

裏面

●表地/ポリエステル　●パッド/ポリウレタン、EVA
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）　●プラスチックバックル
●中国製　●サイズ A470×B370㎜　●質量約410N

2YA-757（サイズS） ¥11,550（本体¥11,000）

●フレーム部/ポリカーボネイト
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●A、B、C、D号ボール対応　●質量約400N　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-314（上側）、2ZQ-315（下側）をお求めください。

2QA-615 ¥4,200（本体¥4,000）

●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）
●プラスチックバックル　●中国製
●サイズ A310×B570㎜　●質量約1,280N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-757（サイズS） ¥15,750（本体¥15,000）

●表地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン　●パッド/ポリエチレン、EVA　
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　
●プラスチックバックル　●中国製　●サイズA360×B450㎜　●質量約550N

2YA-628（サイズS） ¥8,400（本体¥8,000）

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/EVA、ポリウレタン　●ブラック（09）、
　ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　
●中国製　●サイズ A350×B670㎜　●質量約1,420N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-628（サイズS） ¥9,240（本体¥8,800）

●表地/ポリエステル　●パッド/ポリウレタン　●ブラック（09）、ネイビー（14）、
　レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル　●日本製
●サイズ/S A380×B380㎜　●質量約460N
●サイズ/SS A360×B370㎜　●質量約420N

2YA-609（サイズS）・610（サイズSS） ¥7,140（本体¥6,800）
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〈（財）全日本軟式野球連盟公認〉

●表地/ポリエステル　●パッド/ポリウレタン、EVA　
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　
●プラスチックバックル　●中国製　
●サイズA330×B365㎜　●質量約375N

2YA-627（サイズS） ¥7,875（本体¥7,500）

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/ポリウレタン、EVA　●ブラック（09）、
　ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル
●中国製　●サイズ A310×B500㎜　●質量約1,030N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-627（サイズS） ¥7,875（本体¥7,500）

●樹脂部/ポリエチレン　●パッド/ポリウレタン、EVA　●ブラック（09）、
　ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）　●プラスチックバックル
●日本製　●サイズ A280×B460㎜　●質量約750N
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-618（サイズSS） ¥7,770（本体¥7,400）

●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）
●ボーイズリーグ、リトルリーグ用　●質量約555N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-312をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-346（上側）、2ZQ-347（下側）をお求めください。

2QA-757 ¥5,460（本体¥5,200）

●フレーム部/中空軟鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●A、B、C、D号ボール対応　●質量約555N　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-346（上側）、2ZQ-347（下側）をお求めください。

2QA-657 ¥5,460（本体¥5,200）

●硬式野球・軟式野球・ソフトボール兼用　●右投げ・左投げ兼用
●表地/ナイロン・ポリエステル　●パッド部/ポリウレタン　●ブラック（09）　●中国製

2YB-102（身長175cm以上用/約170g） ¥4,935（本体¥4,700）3
2YB-101（身長155cm以上175cm未満用/約140g） ¥4,725（本体¥4,500）2
2YB-100（身長155cm未満用/約110g） ¥4,515（本体¥4,300）1

●右投げ選手装着例

●左投げ選手装着例

インナー装着でも動きやすい薄肉設計。
プレイの安心を支える「胸部保護パッド」。

軽快なアクションを
妨げない。パッドの収納が
可能なウエア一体型。

●硬式野球・軟式野球・ソフトボール兼用　●右投げ・左投げ兼用
●ウエア/ポリエステル　●パッド部/ポリウレタン　●ネイビー（14）　●中国製

2YB-201（Mサイズ：身長155cm以上175cm未満用） ¥4,725（本体¥4,500）2
2YB-200（Sサイズ：身長155cm未満用） ¥4,515（本体¥4,300）1

09 09 09

●この製品は衝撃吸収パッドを使用しています。大きな衝撃を受けた場合は外観に損傷がなくても使用しないでください。パッド部分の性能が落ちています。●使用を開始してから3年を経過した保護パッドは使用しないでください。
自然劣化などでパッド部分の性能が落ちています。●胸部保護パッドにより全ての傷害を防ぐことはできません。万一、傷害が発生したらすぐに医療処置を受けてください。●ボールが胸部に当たって倒れ、意識がないときには、心肺
蘇生法を施し、必要に応じて速やかに自動体外式除細動器「AED」を活用し、併せて専門医による処置を受けてください。●「AED」を使用する際には速やかに、かつ、落ち着いて適切に使用してください。

❶ ❷ ❸
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そ　の　他

マスク／レガース付属品

A B

スロートガード

品　番 種目 カラー 適応マスク品番 価　格

2ZQ-338

2ZQ-312

2ZQ-353

2ZQ-354

硬式用

硬式用

軟式用

2ZQ-359 軟式用

ソフト用

ブラック（09）
ネイビー（14）
ブラック（09）
ネイビー（14）
レッド（62）

ブラック（09）
ネイビー（14）
レッド（62）

2QA-129、145、110

2QA-343、347

2QA-343、318、357、726、615
346、340、657、349、400

2QA-126、757
122、131

2QA-516、517、557、540
 541、527、529、542

¥1,470
（本体¥1,400）

¡日本製

●取り替え用マスクパッド

●取り替え用マスクバンド
品　番

2ZA-222

素材

プラス
チック
バックル

2ZA-223
金具
バックル

カラー 適応レガーズ品番 価　格

ブラック（09）
ネイビー（14）
レッド（62）

2YL-129、130、
131、132、
111、112他

プラスチック
バックル用

金具バックル用

¥1,995
（本体¥1,900）

¡日本製

¥1,785
（本体¥1,700）

¡日本製

●取り替え用レガーズバンド（8本1組）

2ZQ-314

2ZQ-315

2ZQ-324

2ZQ-325

2ZQ-326

2ZQ-327

2ZQ-318

2ZQ-319

2ZQ-348

2ZQ-349

2ZA-223

2ZA-222

2ZQ-336

2ZQ-337

サイズの見方

スロートガード

フットガード

ニークッション／ニーパッド

アームガード

高校野球対応高校野球対応 高校野球対応写真は左足用写真は右足用
スネ部/
プラスチックバックル

右足用
左足用 左足用

高校野球対応

高校野球対応

●硬式・軟式・ソフト兼用　●樹脂部/ポリエチレン
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●質量約67g　●サイズ A165×B110㎜　●全マスク対応可　●中国製

2ZQ-129 ¥1,785（本体¥1,700）

●左右1組　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●サイズ/180×125㎜　●中国製

2YL-905 ¥4,200（本体¥4,000）

●表面/綿、パッド/EVA　●左右兼用　●サイズ/フリー
●ホワイト（01）、ブラック（09）、ネイビー（14）
●質量約130g　●日本製

2YA-903 ¥3,150（本体¥3,000）

●ジュニア用  ●樹脂部/ポリエチレン  ●左右兼用
●ホワイト（01）、ブラック（09）、ネイビー（14）
●質量約180g　●日本製

2YA-902 ¥4,410（本体¥4,200）

●左右兼用　●サイズ/S（内周、上33㎝・下26㎝）、
　M（内周、上36㎝・下29㎝）、L（内周、上39㎝・下32㎝）
●ネイビー（14）、パステルネイビー（16）、レッド（62）　●中国製

2YL-908 ¥1,470（本体¥1,400）

●左右兼用　●サイズ/M（膝周り34～37㎝）、
L（膝周り37～40㎝）　●インナータイプ　●台湾製

2YL-917 ¥1,260（本体¥1,200）

●樹脂部/ポリエチレン　●スネ部高さ/20㎝
●左足用/ホワイト（01）、ブラック（09）、ネイビー（14）
●右足用/ホワイト（01H）、ブラック（09H）、ネイビー（14H）
●質量約240g　●日本製

2YL-915 ¥4,725（本体¥4,500）

●樹脂部/ポリエチレン　●スネ部高さ/11㎝
●左足用/ホワイト（01K）、ブラック（09K）、ネイビー（14K）
●右足用/ホワイト（01KH）、ブラック（09KH）、ネイビー（14KH）
●質量約185g　●日本製

2YL-912 ¥3,675（本体¥3,500）

●樹脂部/ポリエチレン　●スネ部高さ/25㎝
●左右兼用　●ホワイト（01）、ブラック（09）、
　ネイビー（14） ●質量約300g　●日本製

2YL-918 ¥5,775（本体¥5,500）

●硬式・軟式・ソフト兼用　●素材/ポリカーボネイト
●ブラック（09）、ネイビー（14）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ A150×B102㎜　●全マスク対応可　●日本製

2ZA-206 ¥1,470（本体¥1,400）

●樹脂部/ポリエチレン●パッド/ポリウレタン●スネ部高さ/23㎝
●左足用/ホワイト（01）、ブラック（09）★、ネイビー（14）
●右足用/ホワイト（01H）、ブラック（09H）★、ネイビー（14H）
●質量約280N　●日本製

2YL-947 ¥5,250（本体¥5,000）

09

01H 09H
01

62
16

14
09 14

0101

09

14 14

09
01

高校野球対応

●樹脂部/ポリエチレン　●左右兼用　●サイズ/フリー
●ホワイト×ホワイト（0101）、ブラック（09）、ネイビー（14）
●質量約230g　●日本製

2YA-900 ¥5,040（本体¥4,800）

高校野球対応

●表地/ポリエステル　●左右兼用　●サイズ/フリー
●ホワイト（01）、ブラック（09）、ネイビー（14）　
●質量約240g　●中国製・日本製

2YA-907 ¥5,250（本体¥5,000）

01 09 14

09 09KH 01K
左足用
14K

14K1414H

14 62 16 09

01
09 14

14 62 16

¥2,310（本体¥2,200）¡日本製
★2011年3月発売　2QA-110

ブラック（09）
キャメル（50） ¥2,310（本体¥2,200）¡中国製2QA-346

ブラック（09）
ネイビー（14）

ブラック（09）
ネイビー（14）
レッド（62）
パステルネイビー（16）

2QA-129 ¥2,310（本体¥2,200）¡日本製

¥2,310（本体¥2,200）¡日本製

¥2,310（本体¥2,200）¡日本製

¥2,310（本体¥2,200）¡中国製

¥1,365（本体¥1,300）¡日本製

¥1,260（本体¥1,200）¡中国製
¥1,680（本体¥1,600）¡中国製

2QA-131、145

2QA-122

2QA-347、343、340、349、527
540、541、529、542

2QA-318、516、517
615

2QA-357、557、657
757

品　番 カラー 適応マスク品番 価　格
2ZQ-326（上側）
2ZQ-327（下側）
2ZQ-324（上側）
2ZQ-325（下側）

2ZQ-318（上側）
2ZQ-319（下側）
2ZQ-336（上側）
2ZQ-337（下側）

2ZQ-314（上側）
2ZQ-315（下側）

2ZQ-346（上側）
2ZQ-347（下側）

¥2,205（本体¥2,100）¡日本製
¥5,145（本体¥4,900）¡日本製2QA-1262ZQ-348（上側）

2ZQ-349（下側）

2ZQ-350（上側）
2ZQ-351（下側）

ブラック（09）2ZQ-310（上側）
2ZQ-311（下側）

スネ部/
プラスチックバックル

●日本製　〈ダルマボール〉

2ZQ-221
¥1,418（本体¥1,350）

マスク用汗取りパッド

●グラブ、スパイク、
　マスク収納可
●ポリエステル
●縦38×横35㎝
●中国製

2ZA-978
¥630（本体¥600）

マルチ袋

ウラ側 ウラ側

2011年3月発売

ブラックは2011年3月発売

★

2011年4月発売

★

01 1409

スネ部/プラスチックバックル

★印は新製品です。
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インナー装着でも動きやすい薄肉設計。プレイの安心を支える「胸部保護パッド」。

軽快なアクションを妨げない。パッドの収納が可能なウエア一体型。

キャッチボールなどで胸部にボールが当たると、わずかな衝撃でも心臓震とうを発症する恐れがあります。この胸部保護パッドを装着すれば、万一
ボールが胸に当たっても、その衝撃を吸収・緩和。ユニフォームの内外どちら側にも装着でき、内側装着でもウエアのシルエットを損ないません。

衝撃吸収力の高い低反発ウレタンを
外層部に採用。（財）製品安全協会の
規定をクリアした製品です。

優れた衝撃吸収性
野球の動きを妨げないワンショル
ダータイプ。通気性にも優れ、装
着時のムレなどを軽減します。

心地いい装着感

¥4,515（本体¥4,300）

2YB-100（身長155cm未満用/約110g）1

¥4,725（本体¥4,500）

2YB-101（身長155cm以上175cm未満用/約140g）2

●硬式野球・軟式野球・ソフトボール兼用
●右投げ・左投げ兼用　●表地/ナイロン・ポリエステル
●パッド部/ポリウレタン　●ブラック（09）　●中国製
＊心臓部を中心とした保護範囲が充分にカバーできる
よう、選手の身長に応じた3サイズで展開しています。
　必ず使用者の身長にあったサイズをお選びください。

¥4,935（本体¥4,700）

2YB-102（身長175cm以上用/約170g）3

¥4,515（本体¥4,300）

2YB-200（Sサイズ：身長155cm未満用）1

¥4,725（本体¥4,500）

2YB-201（Mサイズ：身長155cm以上175cm未満用）2

●硬式野球・軟式野球・ソフトボール兼用
●右投げ・左投げ兼用　●ウエア/ポリエステル
●パッド部/ポリウレタン　●ネイビー（14）　●中国製

09 09 09

アイシングサポーター
●アイシングバッグ、アイスマットのどちらでも装着可能です。
●保温力、圧迫力、伸縮性に優れたクロロプレンを全面に使用しています。
●肩用サポーターは肩の前後（周囲）を同時にアイシングできます。
●プレーヤーの体型に合わせて固定できる2種類のベルト（脇下、胸部）を採用しました。

膝着用例肘着用例

毎日の練習で、激しいゲームで、痛めた身体をアイシング。

●断熱マットの採用で、従来品よ
り冷感が長く持続します。
●冷却後も固まらない、柔らかタ
イプです。

アイシングバッグ アイスマット

クーリングサポーター

肩用　2ZA-2500 ¥7,875（本体¥7,500）

●素材：表面/パイル　裏面/クロロプレン、ナイロン　　●サイズ：フリー
●右肩、左肩どちらでも装着可能　●アイスマット、アイシングバッグ兼用
●アイスマット：胸側・背中側各1コ使用
●アイシングバッグ：胸側・背中側各1コ使用　●日本製
＊アイスマット、アイシングバッグは別売です。

首用　2ZA-2550 ¥1,890（本体¥1,800）

●素材：表面/ナイロン、ポリウレタン 裏面/クロロプレン、ナイロン、ポリ
ウレタン　●サイズ：フリー　●アイシングバッグ：1コ使用（Sサイズを
お勧めします）　●日本製　＊アイシングバッグは別売です。

肘・膝兼用　2ZA-2510 ¥4,410（本体¥4,200）

●素材：表面/パイル　裏面/クロロプレン、ナイロン　●サイズ：フリー
●両肘、両膝に装着可能　●アイスマット、アイシングバッグ兼用
●アイスマット：1コ使用　●アイシングバッグ：1コ使用　
●日本製
＊アイスマット、アイシングバッグは別売です。

●不凍液、断熱シート　
●180×210㎜　●500g　●日本製

2ZA-2100
¥1,050（本体¥1,000）

●この製品は衝撃吸収パッドを使用しています。大きな衝撃を受けた場合は外観に損傷がなくても使用しないでください。パッド部分の性能が落ちています。●使用を開
始してから3年を経過した保護パッドは使用しないでください。自然劣化などでパッド部分の性能が落ちています。●胸部保護パッドにより全ての傷害を防ぐことはできませ
ん。万一、傷害が発生したらすぐに医療処置を受けてください。●ボールが胸部に当たって倒れ、意識がないときには、心肺蘇生法を施し、必要に応じて速やかに自動体
外式除細動器「AED」を活用し、併せて専門医による処置を受けてください。●「AED」を使用する際には速やかに、かつ、落ち着いて適切に使用してください。

！
ご使用上の
注意

パッド部を4層構造にして本体を軽
量・薄肉化。長時間のプレーでも選
手に負担をかけません。

疲れにくい軽量設計

ウエアの内側にパッドを収納するタイ
プですので、ベルトなどによる装着時
の圧迫感がありません。

装着の負担を軽減
ウエアとパッドが一体のため、激し
く動いてもパッド部分が胸部から
ズレることもありません。

あらゆる動きに対応
優れた衝撃吸収力や軽量設計な
ど、パッドとしての基本性能はギア
タイプと同等です。

高度な基本性能

2ZA-2600（サイズ/S） ¥1,260（本体¥1,200）

●素材：表面/レーヨン　裏面/天然ゴム　●直径：15㎝　●台湾製

2ZA-2610（サイズ/M） ¥1,575（本体¥1,500）

●素材：表面/レーヨン　裏面/天然ゴム　●直径：23㎝　●台湾製

2ZA-2620（サイズ/L） ¥1,890（本体¥1,800）

●素材：表面/レーヨン　裏面/天然ゴム　●直径：28㎝　●台湾製

リストガード

2ZA-2700 ¥2,100（本体¥2,000）

●素材：表面/パイル 裏面/クロロプレン、ナイロン　●ホワイト（01）★、
ブラック（09）、ベージュ（49）、ブラック×ブラック（0909）　●日本製

＊01、49、0909は高校野球ルール対応。

●右投げ選手装着例

●左投げ選手装着例

●ウエア表側

ギアタイプ

ウエアー体タイプ

●ウエア内側

表

裏

01 09

49 0909

●パッド（表） ●パッド（裏） ●パッド装着方法

09 ホワイト（01）は2011年3月発売
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アーム式ストレートマシン 実践に近い純回転ボールを投球。球筋のブレも少ないソフトボール専用マシン。

本物の投手さながらの、キレのある変化球を再現。 
より実戦に近い打撃練習が可能な3輪式マシン、登場。

４輪駆動でMAX150㎞/hの投球。
全ポジションへのノックにも対応。

異なる球種やスピードのボールを
交互に投げ分けできる両頭タイプ。

きれいな回転のストレートボールを投球
●球筋に左右のブレが少なくなり、安定したコントロールを発揮します。

ハンドでボールをすくい上げてリリース
●ボールの動きがつねに見え、打者がタイミングを取りやすくなります。

●3つのホイールがボールに確かな回転を与え、ストレートやカーブはも
　ちろん鋭いキレの高速スライダーまで投球できます。
●下側ホイールにはR付きホイールを採用。ボール投球時のガイドライ
　ンを作り出し、コントロールが安定します。
●150km/hのハイスピードボールも投球できます。
●3つのホイール回転数を調整するだけで、本体の角度を変えずにスト
　レート・変化球の投球が可能です。
　※従来どおりコントロール調整（左右・高さ調整）は必要です。
●2MA-500は昇降式のため、ボール飛び出し口高さを容易に調整できます。

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

4年リース ¥12,8003年リース ¥15,900

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

4年リース ¥27,4003年リース ¥34,000

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

4年リース ¥23,5003年リース ¥29,300

：

●使用電源：AC100V　●モータ：AC200W×1　●球速：90～120㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約98㎝
●キャスター付　●質量：約115㎏　●本体寸法：縦126×横63×高92㎝　●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-329、交換用アーム：2ZM-331、交換用バネ：2ZM-200

¥472,500（本体¥450,000）2MA-330ソフトボール

●月々わずかなリース料で高性能マシンが使用でき、資金を上手に活かせます。　●対象となる商品にはリース金額（税込）を掲載しております。
●リース期間終了後に再リースする場合は、1.2ヶ月のリース料で1年間ご使用いただけます。また、さらに高性能マシンへの切替えも簡単です。
●リース契約は連帯保証人（原則：販売店）が必要ですが、前払金、印鑑届等も省略でき、手続きはとても簡単です。（任意チームはリースをお断りするケースもあります。）
●ピッチングマシンは品種により運賃・梱包料を別途いただく場合があります。また運賃は地域により差がありますのであらかじめご確認ください。

リース会社　住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社　大阪市北区堂島1-5-30　TEL.06-4799-1710　FAX.06-4799-1408

ピッチングマシンを
リースいたします。

4輪式オールラウンドマシン兼ノックマシン 2輪式両頭型オールラウンドマシン

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

4年リース ¥33,6003年リース ¥41,700

簡易梱包費
¥3,150（本体¥3,000）

4年リース ¥43,4003年リース ¥53,800

●左カーブの
　投球スタイル

●ノックの投球スタイル
●右カーブ・ストレートの
　投球スタイル●ノックシュート

ボールを挟まないから革の負担も最小限
●ボールの消耗が軽減されます。とくにイエローボールには効果的です。
＊イエローボールは革表面がポリウレタン加工の場合が多く、摩擦などで黒ずんだり
　耐久性が損なわれる場合があります。

＊軟式・ソフトマシンをご購入の際はボールの種類をご指定ください。＊ホイール式マシンにはすべてホイールカバーが付いています。
＊リース金額は税込価格になります。＊品番により別途運賃をいただく場合があります。

¥1,260,000（本体¥1,200,000）

●高さ調節式　●使用電源：AC100V
●モータ：DC230W×2　●球速：65～150㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約119㎝（最高上昇時172㎝）
●キャスター付　●質量：約220㎏　
●本体寸法：縦120×横86×高157㎝（最高上昇時210㎝）
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-923

2MA-886硬式

¥1,029,000（本体¥980,000）

●高さ調節式　●使用電源：AC100V
●モータ：DC230W×3　●球速：65～150㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約95㎝（最高上昇時148㎝）
●キャスター付 ●質量：約180㎏ ●マシンカバー付
●本体寸法：縦118×横82×高137㎝（最高上昇時190㎝）　●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-930、931

2MA-500硬式

¥1,627,500（本体¥1,550,000）

●高さ調節式　●専用マシン前ネット付
●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×4　
●球速：65～140㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約103㎝（最高上昇時156㎝）
●キャスター付　●質量：約265㎏
●本体寸法：縦117×横126×高139㎝（最高上昇時192㎝）
●マシンカバー付　●日本製

2MA-887硬式

●右カーブ・
　右カーブの
　投球スタイル

3輪式オールラウンドマシン 3輪式オールラウンドマシン

★ ¥882,000（本体¥840,000）

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×3
●球速：65～150㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約132㎝
●キャスター付 ●質量：約110㎏ ●マシンカバー付
●本体寸法：縦81×横75×高174㎝
●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-930、931

2MA-510硬式

★

●本体角度調節なしでストレート・変化球
　投球可能
※コントロール調整は必要です。

●R付きホイールでコントロール安定

●サイドスローの
　投球スタイル

R付きホイール

ピッチングマシン
PITCHING MACHINES ★印は新製品です。
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2MA-400、410専用付属品

アーム式ストレートマシン 2輪式インバーターオールラウンドマシン 4輪式オールラウンドマシン 2輪式オールラウンドマシン

●リブスターベルトの
採用で長寿命化。
●カバーを外すだけ
でベルトの取り替
えが可能。

インバーターによる安定した制球力。

インバーター
BOX

3年リース ¥42,200 4年リース ¥34,000

簡易梱包費
¥3,150（本体¥3,000）

●ワンタッチでマシン
の固定が可能なタ
イヤストッパー。

●爪一体型フラット
ハンド。

●新型ショックアブソ
ーバー（ロスター）
採用により振動抑
制力を高めた静音
設計。

●使用時・移動時にハン
ドを守るバンパー。

振動を抑えるWクッションで、制球力がさらにアップ。

スプリングカバーで安全面向上。

●ボール送り装置（約120球収容可）付　
●使用電源：AC100/200V　
●モータ：AC400W×1（本体）、
　AC25W×1（ボールバケット）　
＊AC200Vでご使用の場合は、注文時にご指定ください。
＊プラグの形状もご指定ください。　
●球速：110～150㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約150㎝
●キャスター付　
●質量：約220㎏
●本体寸法：縦167×横95×高167㎝　
●マシンカバー付
●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-329、交換用アーム：2ZM-331、
交換用バネ：2ZM-328

¥1,273,650（本体¥1,213,000）

2MA-873硬式

3年リース ¥31,000 4年リース ¥25,000

●ハンド　●日本製

2ZM-401
¥10,500（本体¥10,000）

●アーム　●日本製

2ZM-403
¥5,880（本体¥5,600）

●T型ハンガー　●日本製

2ZM-406
¥10,500（本体¥10,000）

●スプリング（2本組）8㎜
●球速：120～140㎞/h
●日本製

2ZM-405
¥16,380（本体¥15,600）

●スプリング（2本組）7.5㎜
●球速：110～125㎞/h
●日本製

2ZM-415
¥16,380（本体¥15,600）

●スプリング（2本組）8.5㎜
●球速：135～155㎞/h
●日本製

2ZM-425
¥22,680（本体¥21,600）●三日月板　●日本製

2ZM-402
¥1,680（本体¥1,600）

●クランクハンガー　●日本製

2ZM-404
¥5,880（本体¥5,600）

●フラストベアリング　●日本製

2ZM-407
¥2,100（本体¥2,000）

●ボール送り装置（120球収容可）付　●使用電源：AC100V　●モータ：AC400W×1（本体）　
●球速：標準スプリング（8㎜）時120～140㎞/h　●キャスター付　●質量：210㎏
●本体寸法：縦102×横82×高164㎝　●日本製　＊左投げ用も可能です。注文時にご指定ください。
＊搭載するスプリングにより、球速と価格が違います。注文時にご指定ください。   　　　　　　　 〈吉田加工所〉

¥939,750（本体¥895,000）2MA-410硬式

＊写真は
2MA-848です。

●上下分割可能で、持ち運びに便利。ワゴ
ン車等にも搭載可能。
　上部のみ寸法：縦75×横60×高92㎝　
下部のみ寸法：縦72×横48×高90㎝

●ショックアブソー
バー搭載でマシ
ンのぶれが減少
し、コントロールが
安定。

3年リース ¥10,000

4年リース ¥8,100

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

●使用電源：AC100V　●モータ：AC90W×1
●球速：（硬）80～95㎞/h、（軟）80～95㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約154㎝　●質量：約70㎏
●本体寸法：縦87×横61×高161㎝　●キャスター付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-604、交換用バネ：2ZM-606

¥297,990（本体¥283,800）2MA-326 /硬式 2MA-327軟式

4年リース ¥22,400

簡易梱包費
¥3,150（本体¥3,000）

3年リース ¥27,800

●ボール送り装置（約120球収容可）付　●使用電源：AC100V
●モータ：AC200W×1（本体）、AC25W×1（ボールバケット）
●球速：（硬）110～140㎞/h、（軟）115～140㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約150㎝　●キャスター付　●質量：約200㎏ 
●本体寸法：縦102×横86×高167㎝　●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-203、交換用アーム：2ZM-331、交換用バネ：2ZM-200

¥840,000（本体¥800,000）

2MA-725 /硬式 2MA-735軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：AC200W×1　
●球速：（硬）110～140㎞/h、（軟）115～140㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約150㎝　●キャスター付　●質量：約175㎏
●本体寸法：縦102×横86×高152㎝　●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-203、
交換用アーム：2ZM-331、交換用バネ：2ZM-200

¥699,300（本体¥666,000）

2MA-726 /硬式 2MA-736軟式

4年リース ¥18,700

簡易梱包費
¥3,150（本体¥3,000）

3年リース ¥23,200

●高効率モータの採用で、より
少ない電力で投球可能。省
エネ効果は従来モータより
約50％改善。

●スプリングカバーの装着で
安全を確保。

●簡易バック
スクリーンの
設置でボー
ルの視認性
がアップ。

2MA-725、735、726、736に対応

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥13,000 4年リース ¥10,500 3年リース ¥34,800 4年リース ¥28,000

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥31,700 4年リース ¥25,5003年リース ¥42,200 4年リース ¥34,000

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

●使用電源：AC100V　●モータ：AC250W×1
●最高速度：110㎞/h　●キャスター付　
●質量：約90㎏　●本体寸法：縦128×横57×高147㎝
●安全対策サイドネット付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-502、交換用アーム：2ZM-506、
  交換用バネ：2ZM-509、510

¥388,500（本体¥370,000）

●高さ調節式　●使用電源：AC100V
●モータ：AC400W×2　●球速：60～150㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約110㎝（最高上昇時158㎝）
●キャスター付　●質量：約210㎏
●本体寸法：縦112×横91×高144㎝（最高上昇時192㎝）
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-920

2MA-810
¥1,273,650（本体¥1,213,000）

硬式

●高さ調節式  ●使用電源：AC100V 
●モータ：DC230W×2　●球速：65～150㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約98㎝（最高上昇時162㎝）
●キャスター付  ●質量：約172㎏
●本体寸法：縦101×横72×高142㎝（最高上昇時190㎝）
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-923

2MA-851
¥1,050,000（本体¥1,000,000）

硬式

●高さ調整式　●使用電源：AC100V
●モータ：DC177W×2　
●球速：（硬）60～130㎞/h、（軟）60～120㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約93㎝（最高上昇時157㎝）
●キャスター付　●質量：約160㎏
●本体寸法：縦101×横72×高145㎝（最高上昇時193㎝）
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-848 /
¥955,500（本体¥910,000）

硬式 2MA-849軟式

アーム式ストレートマシン

アーム式ストレートマシン

アーム式ストレートマシン アーム式ストレートマシン

アーム式ストレートマシン

2MA-881軟式硬式
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2輪式インバーターオールラウンドマシン 2輪式インバーターカーブマシン

2輪式インバーターソフトカーブマシン

2輪式ノックマシン

2輪式ストレートマシン

2輪式オールラウンドマシン

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

●使用電源：AC100V 　●モータ：AC400W×1 
●球速：60～120㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約68㎝
●キャスター付　●質量：約115㎏　●本体寸法：縦102×
　横55.5×高109.5㎝　●マシンカバー付　●日本製
●カーブは右ピッチャー専用
＊交換用ホイール：（白革ボール）2ZM-921、（イエロー革、ゴムボール）2ZM-925

¥536,550（本体¥511,000）

2MA-741ソフトボール

3年リース ¥8,900 4年リース ¥7,2003年リース ¥11,900 4年リース ¥9,600

3年リース ¥29,100 4年リース ¥23,300 3年リース ¥20,300 4年リース ¥16,300

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥20,200 4年リース ¥16,300

3年リース ¥15,100 4年リース ¥12,100

3年リース ¥13,300 4年リース ¥10,700

3年リース ¥8,900 4年リース ¥7,200

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥17,800 4年リース ¥14,400

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

2輪式ソフトカーブマシン

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1　
●球速：60～100㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約75㎝
●キャスター付　●質量：約69㎏　
●本体寸法：縦82×横53×高119㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（白革ボール）2ZM-923、（イエロー革、ゴムボール）2ZM-927

¥378,000（本体¥360,000）

2MA-742ソフトボール

3年リース ¥12,600 4年リース ¥10,200

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥26,600 4年リース ¥21,500

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

●使用電源：AC100V　●モータ：AC400W×2
●球速：60～150㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約93～105㎝　
●キャスター付　●質量：約160㎏ 
●本体寸法：縦96×横91×高141㎝ 
●マシンカバー付　●日本製　
＊交換用ホイール：2ZM-920

¥874,650（本体¥833,000）

2MA-811硬式

●高さ調節式　●使用電源：AC100V　●モータ：AC400W×1
●球速：（硬）65～140㎞/h、（軟）65～120㎞/h　●ボール飛び
　出し口高さ：約114.5㎝（最高上昇時163.5㎝）　●キャスター付
●質量：約165㎏　●本体寸法：縦108×横75×高142.5㎝（最
　高上昇時191.5㎝）　●マシンカバー付  ●日本製  
●カーブは右ピッチャー専用
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-824 /
¥803,250（本体¥765,000）

硬式 2MA-834軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：DC177W×2
●球速：（硬）60～120㎞/h、（軟）60～110㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約117～130㎝
●キャスター付　●質量：約88kg　●本体寸法：縦81
　×横69×高154㎝　●マシンカバー付　●日本製
●2MA-857は受注生産になります
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-856 /
¥612,150（本体¥583,000）

硬式 2MA-857軟式

2輪式カーブマシン

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥13,400 4年リース ¥10,800

4年リース ¥9,700

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1　
●球速：（硬）65～120㎞/h、（軟）60～100㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約116㎝　
●キャスター付　●質量：約74㎏　
●本体寸法：縦82×横53×高154㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-923、（軟式）2ZM-927

2MA-876 /
¥399,000（本体¥380,000）

硬式 2MA-877軟式

2輪式ストレートマシン

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥12,000

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1　
●球速：（硬）65～120㎞/h、（軟）60～100㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約116㎝　●キャスター付
●質量：約66㎏　●本体寸法：縦82×横53×高154㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-923、（軟式）2ZM-927

2MA-868 /
¥357,000（本体¥340,000）

硬式 2MA-869軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：DC177W×2　
●球速：（硬）60～130㎞/h、（軟）60～120㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約118～135㎝
●キャスター付　●質量：約110㎏　
●本体寸法：縦82×横72×高174㎝
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-842 /
¥609,000（本体¥580,000）

硬式 2MA-843軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1
●球速：（硬）65～120㎞/h、（軟）65～110㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約108㎝
●キャスター付　●質量：約61㎏
●本体寸法：縦74×横81×高143㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-844 /
¥451,500（本体¥430,000）

硬式 2MA-845軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：DC177W×1
●球速：60～100㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約
　80㎝または120㎝　●質量：約26㎏
●本体寸法：縦80×横91×高141㎝　●日本製
＊交換用ホイール：2ZM-927

¥264,600（本体¥252,000）

2MA-853軟式

●使用電源：AC100V　●モータ：DC177W×1
●球速：60～100㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約70㎝　●キャスター付
●質量：約55㎏　●本体寸法：縦83×横54×高93㎝
●固定クイ4本付　●日本製

¥394,800（本体¥376,000）

2MA-894ソフトボール

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1
●球速：60～120㎞/h　
●ボール飛び出し口高さ：約45㎝
●キャスター付　●質量：約62㎏　
●本体寸法：縦72×横58×高82㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（白革ボール）2ZM-921、（イエロー革、ゴムボール）2ZM-925

¥353,850（本体¥337,000）

2MA-855ソフトボール

●使用電源：AC100V　●ゴムボール専用　
●モータ：DC177W×1　●球速：50～100㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約37㎝
●キャスター付　●質量：約29㎏
●本体寸法：縦42×横29×高64㎝　●日本製

¥264,600（本体¥252,000）

2MA-808ソフトボール

3年リース ¥7,100 4年リース ¥5,700

●使用電源：AC100V　●モータ：AC40W×1 
●球速：20～45㎞/h　●ボール投球間隔：約8秒（60Hz）、
　約9.6秒（50Hz） ●ボール飛び出し口高さ：約140㎝
●キャスター付　●質量：約60㎏（ボールケース含む） 
●本体寸法：縦75×横60×高140㎝ ●ボールケース1ケ、
　シュート筒1ケ、スパナ1本付　●日本製
＊交換用ハンド：2ZM-333、交換用バネ：2ZM-322

¥210,000（本体¥200,000）

2MA-895軟式硬式

●消費電力を従来
　より25％程度改善。

●消費電力を従来
　より25％程度改善。

●消費電力を従来
　より25％程度改善。

●消費電力を従来
　より25％程度改善。

2輪式ソフトストレートマシン ストレートマシン兼ノックマシン

2輪式ソフトストレートマシン 2輪式ソフトストレートマシン 2輪式ソフトストレートマシン ロングトスマシン

●使用電源：AC100V　●モータ：DC230W×1　
●球速：60～100㎞/h　●ボール飛び出し口高さ：約70㎝
●キャスター付　●質量：約60㎏　
●本体寸法：縦82×横53×高114㎝　●日本製
＊交換用ホイール：（白革ボール）2ZM-923、（イエロー革、ゴムボール）2ZM-927

¥336,000（本体¥320,000）

2MA-743ソフトボール

3年リース ¥11,300 4年リース ¥9,100

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

＊写真は
2MA-869です。

＊軟式・ソフトマシンをご購入の際はボールの種類をご指定ください。
＊ホイール式マシンにはすべてホイールカバーが付いています。＊リース金額は税込価格になります。＊品番により別途運賃をいただく場合があります。

＊写真は
2MA-824です。

＊イエロー革ボール
を使用される場合
はゴムホイールを
指定してください。

＊イエロー革ボール
を使用される場合
はゴムホイールを
指定してください。

＊イエロー革ボール
を使用される場合
はゴムホイールを
指定してください。

＊イエロー革ボール
を使用される場合
はゴムホイールを
指定してください。

＊写真は
2MA-844です。

＊写真は
2MA-876です。

＊写真は
2MA-856です。

＊写真は
2MA-842です。

2輪式オールラウンドマシン

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥19,500 4年リース ¥15,600

●使用電源：AC100V　●モータ：DC177W×2　
●球速：（硬）60～130㎞/h、（軟）60～120㎞/h
●ボール飛び出し口高さ：約88～105㎝　●キャスター付
●質量：約105㎏　●本体寸法：縦82×横72×高141㎝
●マシンカバー付　●日本製
＊交換用ホイール：（硬式）2ZM-921、（軟式）2ZM-925

2MA-846 /
¥588,000（本体¥560,000）

硬式 2MA-847軟式

＊写真は
2MA-846です。

2011年1月発売

★

★印は新製品です。
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写真は、当社モデルで撮影したものです。

ピッチングマシン使用上の注意
事故防止のため、次のことに気をつけてください。
●マシンを使用するときはマシン前ネット（2ZM-583､570、283、270、
683、273）･マシン投球者用ネット（2ZM-560、260）を設置し、マシ
ンを操作する人は安全のために必ずヘルメット･マスク･プロテクター･
レガーズ等の防具を着用し、打球に気をつけてください。
●ボール投入時は、バッターに声をかけたり、手を挙げて合図してくだ
さい。
●ホイールが回転しているときは、絶対に手を触れないでください。
●ネットはマシン本体にあまり近づけないでください。（ネットを巻き込む
恐れがあります。）
●ピッチングマシン用ホイールの使用期限は3年です。ご購入時より3年
経過したホイールは必ず交換してください。ご購入日はピッチングマ
シンのホイール内側に貼付しているシールをご参考にしてください。

工場定期点検（有料）について
ピッチングマシンを長い間使用していますと部品の消耗、電気系統等さまざまな箇所の点検、調整、部品の交
換が必要になってきます。使用開始後2～3年ごとに工場定期点検（有料）していただくことをお勧めします。
工場定期点検を行うことにより、マシンをより長持ちさせ、つねに良好な状態でご使用いただけます。なお、工
場定期点検に関しましては、販売店にご相談ください。

交換ホイール（硬式）

交換ホイール（軟式・ソフトボール）

発電機

＊交換部品には必ず純正品をお使いください。

●無鉛ガソリン使用　●AC100V
●全機種対応型　●質量約41㎏　●日本製

2ZM-571
¥189,000（本体¥180,000）

調圧器

コードリール

●長さ50m　●AC100V、15A　
●日本製

2ZM-777
¥24,150（本体¥23,000）

コードリール

●長さ30m　●AC100V、15A
●日本製

2ZM-774
¥13,650（本体¥13,000）

●バネ　●2本1組　●2MA-595、596、695、895用　●日本製
2ZM-322 ¥2,100（本体¥2,000）6

マシン購入時のチェックポイント
使用するコンセントの形状および電圧チェックをしてください。

●マシンに使用するコンセントのブレーカーを確認してください。（20A以上の容量が必要な場合があります。）
●使用するブレーカーから多くの電気製品が使用されていないことを確認してください。
●使用球（硬式、軟式、ソフトボール）は、注文時に必ず指定してください。
●発電機を使用される場合は、容量を確認してください。

代表的な
プラグ形状

…AC100V用
…3相200V用

…AC100V用（接地端子付）
…AC200V用（接地端子付）

●ゴムホイールφ320㎜　●2MA-733、734、740（イエロー革、ゴムソフト）、741
（イエロー革、ゴムソフト）、669、675、677、645、665、655（イエロー革、ゴムソフト）、657、647
、649、834、875、845、855（イエロー革、ゴムソフト）、857、847、849用　●日本製

2ZM-925 ¥57,750（本体¥55,000）1

●ゴムホイールφ190㎜　●2MA-653、853、877、869、742（イ
エロー革、ゴムソフト）、743（イエロー革、ゴムソフト）用　●日本製

2ZM-927 ¥43,890（本体¥41,800）2

●バネ　●2MA-673、873用　●日本製
※2ZM-328 ¥9,975（本体¥9,500）1

●バネ　●2MA-671用　●日本製
※2ZM-327 ¥9,450（本体¥9,000）2

●バネ（スピード）　●2MA-681、881用　●日本製
2ZM-509 ¥3,570（本体¥3,400）3

●バネ（スロー）　●2MA-681、881用　●日本製
2ZM-510 ¥3,570（本体¥3,400）4

●バネ　●2MA-687、671用　●日本製
2ZM-312 ¥8,925（本体¥8,500）5

●バネ　●2MA-330、720、725、735、726、736用　●日本製
※2ZM-200 ¥9,975（本体¥9,500）7

●バネ　●2MA-721、722、731、732用　●日本製
※2ZM-201 ¥9,450（本体¥9,000）8

●バネ　●2MA-322、323、324、325用　●日本製
2ZM-605 ¥6,930（本体¥6,600）9

●芝付ハンド（ツメハンド一体型）  ●2MA-330、673、873用　●日本製
※2ZM-329 ¥13,650（本体¥13,000）1

●芝付ハンド　●2MA-671、687用　●日本製
※2ZM-321 ¥10,815（本体¥10,300）2

●芝付ハンド　●2MA-596、595、695、895、896用
（硬式・軟式用） 　●日本製

2ZM-333 ¥7,035（本体¥6,700）3

●芝付ハンド　●2MA-595用（ソフト1号用）　●日本製 
2ZM-334 ¥7,035（本体¥6,700）3

●芝付ハンド　●2MA-595用（ソフト2号、3号、革用）　●日本製 
2ZM-335 ¥7,035（本体¥6,700）3

●シート付ハンド　●2MA-681、881用　●日本製
2ZM-502 ¥5,250（本体¥5,000）4

●芝付ハンド　●2MA-322、323、324、325、326，327用　●日本製
2ZM-604 ¥9,450（本体¥9,000）5

●軽量ハンド　●2MA-720、721、722、731、732、
725、735、726、736用　●日本製

※2ZM-203 ¥15,225（本体¥14,500）6

●ツメ　●2MA-671、687用　●日本製
2ZM-523 ¥525（本体¥500）7

●ツメ　●2MA-681、881用　●日本製
2ZM-504 ¥420（本体¥400）8

●アーム　●2MA-671用　●日本製
※2ZM-325 ¥6,510（本体¥6,200）10

●アーム　●2MA-681、881用　●日本製
2ZM-506 ¥4,200（本体¥4,000）11

●ウレタンホイールφ410㎜　●2MA-580、582、710、
711、712、713、810、811、812、813用　●日本製

2ZM-920 ¥103,950（本体¥99,000）1

●ウレタンホイールφ320㎜　●2MA-723、724、
646、648、668、674、676、644、664、656、655（白
革ソフト）、824、842、846、848、874、844、856、855
（白革ソフト）、740（白革ソフト）、741（白革ソフト）用
●日本製

2ZM-921 ¥57,750（本体¥55,000）2

●ウレタンホイールφ200㎜
●2MA-651、851、876、868、886、742（白革ソフト）、
743（白革ソフト）用　●日本製

2ZM-923 ¥43,890（本体¥41,800）3

●ウレタンホイールφ320㎜　●2MA-500、510上側用
●日本製

2ZM-930 ¥57,750（本体¥55,000）4

●ウレタンホイールφ320㎜　●2MA-500、510下側用
●日本製

2ZM-931 ¥57,750（本体¥55,000）5

3年リース ¥12,500

4年リース ¥10,100

●ボール収容数：約60球
●使用電源：AC100V
●モータ：本体：AC15W×1、ボールバケット：AC25W×1
●キャスター付　●質量：約93㎏
●本体寸法：縦105×横46×高158～209㎝
●日本製

¥543,900（本体¥518,000）

2MA-910

●ボール収容数：約30球
●使用電源：AC100V
●モータ：AC10W×1
●キャスター付　●質量：約71㎏
●本体寸法：縦105×横45×高158～209㎝
●日本製

¥373,800（本体¥356,000）

2MA-911

写真は、当社モデルで撮影したものです。

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

3年リース ¥18,100

4年リース ¥14,500

簡易梱包費
¥2,100（本体¥2,000）

●本体寸法：縦20×横33×高25㎝
●質量：本体約11.6㎏　●日本製
＊入力電圧を100%～150%の間で調圧して出力

2ZM-730
¥126,000（本体¥120,000）

●アーム　●2MA-330、673、687、720、721、722、
731、732、725、735、726、736、873用　●日本製

※2ZM-331 ¥8,400（本体¥8,000）9

〈使用例〉〈使用例〉 〈使用例〉〈使用例〉
●ケース部 ●タイマー部

ボール自動
供給器

ボール自動
供給器

＊リース金額は税込価格
になります。

＊リース金額は税込価格
になります。

●バネ　●2MA-326、327用　●日本製
2ZM-606 ¥9,450（本体¥9,000）10

ボールフィーダー ボールフィーダー

ピッチングマシン付属品

★

★
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被せるだけで即セット。強くて扱いやすいWネット。
ネットが袋状の2重構造になっているため耐久性に優れ、そのセッティングもネットを
被せてマジックテープで止めるだけ。使用後は重ねて省スペースに収納できます。さら
に、三面式は折りたたみ可能なキャスター付きなので、移動もラクラクです。

サビに強くて傷みにくい、
ステンレス脚部ネット。
腐食の影響を受けやすく痛みやすい脚部に、
サビに強いステンレス素材を採用。耐久性に
優れ、ネットをさらに長持ちさせます。

W
ダブルネット

マジックテープで止めるだけ袋状だから被せて

折りたたみ可能

重ねた状態

ステンレス脚部
S

●脚部回転式防球用ダブルネット　●日本製、中国製
●脚部フレーム/ステンレス（φ32㎜）　
●その他の仕様は2ZM-282と同じです。

2ZM-682 ¥55,650（本体¥53,000） ステンレス脚部
S

●三面式防球用ダブルネット（キャスター付）
●200×200㎝×1面、200×100㎝×2面
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト  長9本、短8本付　●脚部回転式
●重ね収納可　●総質量約48㎏　●日本製、中国製

2ZM-269 ¥80,850（本体¥77,000）

W
ダブルネット

●ティーバッティング練習用防御ダブルネット
●200×135㎝　●ポリエチレン有結54本
●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト5本付　●脚部回転式　
●重ね収納可　●総質量約14㎏　●日本製、中国製

※2ZM-288 ¥38,640（本体¥36,800）

W
ダブルネット

●防球用ダブルネット（キャスター付）　●250×300㎝
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト11本付　●総質量約37.5㎏　●日本製、中国製

2ZM-284 ¥96,600（本体¥92,000）

W
ダブルネット

●脚部回転式防球用ダブルネット　●200×200㎝
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト7本付　●重ね収納可　
●総質量約16㎏　●日本製、中国製

※2ZM-282 ¥45,885（本体¥43,700）

W
ダブルネット

●脚部回転式防球用ダブルネット　●220×220㎝
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト7本付　●重ね収納可
●総質量約18㎏　●日本製、中国製

2ZM-286 ¥53,130（本体¥50,600）

W
ダブルネット

●脚部回転式防球用ダブルネット　
●170×140㎝　●ポリエチレン有結54本　
●フレーム/鉄（φ25.4㎜）
●固定用マジックベルト5本付　
●重ね収納可　●総質量約14㎏　●日本製、中国製

2ZM-232 ¥35,175（本体¥33,500）

W
ダブルネット

●三面式マシン前用ダブルネット（キャスター付）
●200×200㎝×1面、200×100㎝×2面
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト長9本、短8本付、補助ネット2
　枚付　●脚部回転式　●重ね収納可　
●総質量約48㎏　●日本製、中国製

2ZM-270 ¥86,940（本体¥82,800）

W
ダブルネット

下窓対応
（ソフトボール仕様）

下窓対応
（ソフトボール仕様）

●脚部回転式マシン前用ダブルネット　●日本製、中国製
●脚部フレーム/ステンレス（φ32㎜）
●その他の仕様は2ZM-283と同じです。

2ZM-683 ¥56,700（本体¥54,000） ステンレス脚部
S

●脚部回転式マシン前用ダブルネット　●200×200㎝
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）　
●補助ネット2枚、固定用マジックベルト7本付
●重ね収納可　●総質量約16㎏　●日本製、中国製

※2ZM-283 ¥47,145（本体¥44,900）

W
ダブルネット

●脚部回転式角型ティーバッティング用ダブルネット
●200×200㎝
●ポリエチレン有結54本、無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト7本付
●重ね収納可　●総質量約17.5㎏　●日本製、中国製

2ZM-277 ¥56,700（本体¥54,000）

W
ダブルネット

●脚部回転式マシン前用ダブルネット　●220×220㎝
●ポリエチレン有結54本　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●補助ネット2枚、固定用マジックベルト7本付
●重ね収納可　●総質量約18.5㎏　●日本製、中国製

2ZM-273 ¥54,600（本体¥52,000）

W
ダブルネット

★印は新製品です。＊品番により別途運賃をいただく場合があります。
ネット＆ケージ
NET & CAGES
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折りたたんだ状態

ネットの収納・持ち運びに便利な
キャリングバッグ。

※2ZM-597 ¥23,100（本体¥22,000）

●ポータブルネット（ティー専用）   ●高さ213×間口208×奥行100㎝
●ポリエチレン有結30本　●ポール2本、クイ4本、専用バッグ付
●質量：約5.7㎏
●中国製

専用バッグ他　収納前状態 ネット取り外し可

●キャリングティーネット（ティー専用）
●高さ207×間口207×奥行207㎝
●ポリプロピレン　
●ポール2本、クイ5本入り、キャリーケース付
●質量：本体約6㎏、付属約1㎏　●中国製

※2ZM-595 ¥31,500（本体¥30,000）

収納した状態

●脚部回転式L型投手用ダブルネット　●日本、中国製
●脚部フレーム/ステンレス（φ32㎜）　●その他の仕様は2ZM-285と同じです。

2ZM-685 ¥67,200（本体¥64,000） ステンレス脚部
S

●脚部回転式角型ティーバッティング用ダブルネット
●170×140㎝　●ポリエチレン有結54本、無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ25.4㎜）　●固定用マジックベルト5本付
●重ね収納可　●総質量約16㎏　●日本、中国製

※2ZM-289 ¥43,470（本体¥41,400）

W
ダブルネット

●脚部回転式L型投手用ダブルネット　●200×200㎝　●ポリエチレン有結54本
●フレーム/鉄（φ31.8㎜） ●固定用マジックベルト7本付 ●重ね収納可 ●総質量約18㎏ ●日本、中国製

※2ZM-285 ¥57,960（本体¥55,200）

W
ダブルネット

●三面式ティーバッティング用ダブルネット（キャスター付）
●200×200㎝×1面、200×100㎝×2面
●ポリエチレン有結54本､無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ31.8㎜）　●固定用マジックベルト長9本、短8本付
●脚部回転式　●重ね収納可　●総質量約55㎏　●日本、中国製

2ZM-268 ¥100,275（本体¥95,500）

W
ダブルネット

●脚部回転式角型ティーバッティング用ダブルネット
●220×220㎝　●ポリエチレン有結54本､無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ31.8㎜）　●固定用マジックベルト7本付
●重ね収納可　●総質量約20㎏　●日本、中国製

2ZM-287 ¥67,620（本体¥64,400）

W
ダブルネット

●ティーバッティング用　●200×200㎝　
●ポリエチレン有結60本、無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ34㎜）　●折りたたみ式　●総質量約30㎏　●日本製 〈泉州体器〉

2ZM-239 ¥63,000（本体¥60,000）

●マシン投球者用　●205×100×80㎝　
●ポリエチレン有結75本　●フレーム/鉄（φ25.4㎜）
●総質量約18㎏　●日本、中国製

※2ZM-260 ¥51,975（本体¥49,500）

●ティーバッティング用　●170×140㎝
●ポリエチレン無結60本、無結60本（集球部）
●フレーム/鉄（φ25.4㎜）　●総質量約12㎏　●日本、中国製

※2ZM-238 ¥32,550（本体¥31,000）

●投球練習用　●150×100㎝
●ナイロンラッセル48本　●フレーム/鉄（φ19.1㎜）
●軟式用　●日本製　　　　　  　　　　　　　　　  〈カネヤ〉

2ZA-568 ¥16,800（本体¥16,000）

●補修用ネット　●60×60㎝
●ポリエチレン有結54本　●日本、中国製

¥1,638（本体¥1,560）

●広角集球ネット　●45×180㎝×2面
●ポリエチレン無結44本
●フレーム/AAS樹脂鉄パイプ入り　●総質量約6㎏　●日本製

2ZM-248 ¥28,980（本体¥27,600）

ステンレス脚部
S

●脚部回転式ティーバッティング用ダブルネット　●日本、中国製
●脚部フレーム/ステンレス（φ32㎜）　●その他の仕様は2ZM-280と同じです。

2ZM-680 ¥66,150（本体¥63,000）

●脚部回転式ティーバッティング用ダブルネット　●200×200㎝
●ポリエチレン有結54本、無結60本（集球部）　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）
●固定用マジックベルト7本付　●重ね収納可　●総質量約20㎏　●日本、中国製

※2ZM-280 ¥56,700（本体¥54,000）

W
ダブルネット

●ネット収納袋　●2ZM-589、532、538、289、232、238用
●ナイロン　●日本製

2ZM-263 ¥8,190（本体¥7,800）

●ネット収納袋　●2ZM-580、582、583、585、680、682、683、
685、280、282、283、285、277用　●ナイロン　●日本製

2ZM-264 ¥9,030（本体¥8,600）

●ティーバッティング用角型　●200×200㎝
●ポリエチレン有結60本　●フレーム/鉄（32㎜角）
●総質量約20㎏　●日本製 〈寺西喜商店〉

2ZM-295 ¥49,613（本体¥47,250）

●ティーバッティング用角型　●200×200㎝
●ポリエチレン無結90本　●フレーム/鉄（φ34.0㎜）
●総質量約28㎏　●日本製 〈寺西喜商店〉

2ZM-242 ¥68,250（本体¥65,000）

※2ZM-2112

●補修用ネット　●30×30㎝
●ポリエチレン有結54本　●日本、中国製

¥945（本体¥900）※2ZM-2101
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バッティングケージ

バックネット／支柱

フェンス

設置例

設置例 設置例

●ネット、ケージは品種により運賃・梱包料を別途いただく場合があります。また運賃は地域により差がありますのであらかじめご確認ください。

●折りたたんだ状態受注生産 受注生産

●奥行500×間口500×高さ340㎝　●フレーム/鉄（φ48.6㎜）
●ドーム型開閉式　●日本製　　　　　　　　　　　〈泉州体器〉

2MB-116 ¥840,000（本体¥800,000）

●奥行300×間口800×高さ335㎝×後高280㎝
●ポリエチレン無結60本　●フレーム/鉄（角50㎜）
●2打席用　●日本製　  〈トーアスポーツマシーン〉

2MB-212 ¥880,110（本体¥838,200）

●奥行300×間口400×高さ335㎝×後高280㎝
●ポリエチレン無結60本　●フレーム/鉄（角50㎜）
●1打席用　●日本製　    〈トーアスポーツマシーン〉

2MB-211 ¥513,555（本体¥489,100）

●奥行380×間口400×高さ300㎝　●ポリエチレン有結30本　
（44mm目）　●フレーム/鉄（31.8㎜）　●総質量：約30㎏　●中国製

2MB-214 ¥84,000（本体¥80,000）

●防球マット　●縦120×横100㎝
●ポリエステル  ●質量：約2㎏  ●日本製

2MB-213
¥19,845（本体¥18,900）

●奥行500×間口550×高さ330×後高280㎝
●フレーム/鉄（φ42.7㎜）　●日本製 〈ニシオカ〉

2MB-103 ¥753,900（本体¥718,000）

●簡易式外野フェンス　●120×200㎝
●フレーム/AAS樹脂（鉄パイプ入り）
●ポリエステル　●総質量約8㎏　●日本製
＊固定用クイは2MB-521をご利用ください。

2MB-511
¥36,015（本体¥34,300）〈1枚〉

受注生産

●簡易式内外野フェンス
●120×200㎝　●フレーム/AAS樹脂（鉄パイプ入り）
●シート部/ポリエステル、ネット部/ポリエチレン無結44本　
●総質量約6.4㎏　●日本製
＊固定用クイは2MB-521をご利用ください。

2MB-517 ¥38,115（本体¥36,300）〈1枚〉

受注生産

●簡易式内野フェンス　●120×200㎝　●シート部/ポリエ
ステル、ネット部/ポリエチレン無結44本　●フレーム/AAS
樹脂（鉄パイプ入り）　●総質量約7.5㎏　●日本製

＊固定用クイは2MB-521をご利用ください。

2MB-512
¥33,915（本体¥32,300）〈1枚〉

受注生産

●2MB-501、502、511、512、517固定
　用クイ　●質量約0.6㎏　●日本製

2MB-521
¥2,100（本体¥2,000）

●内外野フェンス専用台車
●縦130×横212×高さ129㎝　●質量約55㎏
●2MB-501、502、511、512、517が約25枚収納可
●AAS樹脂（鉄パイプ入り）　●日本製

2MB-510
¥203,175（本体¥193,500）

受注生産

設置例

●ポリエチレン（グリーン）21本　●300×900㎝　
●質量：約1.9㎏　●ポール別売　●日本　　　〈寺西喜商店〉

※2NA-301 ¥16,275（本体¥15,500）

●ビニロン（ホワイト）36本　●300×900㎝　●ポール別売　
●質量：約2.5㎏　●日本製

※2NA-201 ¥18,165（本体¥17,300）

●ポリエチレン有結30本（44㎜目）　●300×900㎝　●質量：約7㎏　●支柱×2
本、クイ×4本、ロープ×2本、専用バック付　●支柱/鉄（φ22.2㎜）　●中国製

2NA-401 ¥20,475（本体¥19,500）

●ポリエチレン（グリーン）21本　●300×700㎝　
●質量：約1.5㎏　●ポール別売　●日本製　　〈寺西喜商店〉

※2NA-311 ¥14,175（本体¥13,500）

●ポリエチレン有結30本（44㎜目）　●300×700㎝　●質量：約6.5㎏　●支柱×2
本、クイ×4本、ロープ×2本、専用バック付　●支柱/鉄（φ22.2㎜）　●中国製

2NA-411 ¥18,900（本体¥18,000）

●ビニロン（ホワイト）36本　●300×700㎝　●ポール別売　
●質量：約2.0㎏　●日本製

※2NA-211 ¥15,225（本体¥14,500）

●ポリエチレン（グリーン）21本　●300×550㎝　
●質量：約1.2㎏　●ポール別売　●日本製　　〈寺西喜商店〉

※2NA-321 ¥11,025（本体¥10,500）

●ビニロン（ホワイト）36本　●300×550㎝　●ポール別売　
●質量：約1.6㎏　●日本製

※2NA-221 ¥13,650（本体¥13,000）

●ポリエチレン有結30本（44㎜目）　●300×500㎝　●質量：約6㎏　●支柱×2
本、クイ×4本、ロープ×2本、専用バック付　●支柱/鉄（φ22.2㎜）　●中国製

2NA-421 ¥17,325（本体¥16,500）

¥107,625（本体¥102,500）

●簡易式外野ネット　●124㎝×20m　●ポリエチレン無結44本
●支柱148㎝×6本（φ28㎜）　●支柱/AAS樹脂（鉄パイプ入り）　
●日本製

2MB-513
受注生産

¥59,850（本体¥57,000）〈1枚〉

●フェンスパッド　●縦120×横200×幅10㎝
●ターポリン（ポリエステル）　●2MB-501、502、511、512、517用
●質量約7.1㎏　●日本製

2MB-515
受注生産

●奥行380×間口550×高さ350㎝　
●フレーム/鉄（φ48.6㎜）　●日本製 〈寺西喜商店〉

2MB-113 ¥525,000（本体¥500,000）

●高さ3m　●フレーム/鉄（φ25.4㎜）　●3本継
●日本製　　　　　　　　　　　　　　　　〈カネヤ〉

※2ZA-805 ¥11,550（本体¥11,000）

●高さ3m　●フレーム/鉄（φ31.8㎜）　●3本スライド式
●日本製　　　　　　　　　　　　　　　　〈カネヤ〉

※2ZA-806 ¥13,650（本体¥13,000）

＊品番により別途運賃をいただく場合があります。
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ベース
BASES & PLATES

Pプレート〈公式規格品〉
●木製台付　●高さ14㎝（台10㎝、Pプレート4㎝）　
●本体質量：約11.1㎏　●日本製　　　　　　　  〈ダルマボール〉

※2AR-247 ¥25,200（本体¥24,000）1

ホームベース〈公式規格品〉
●木製台付　●高さ14㎝（台10㎝、ホームベース4㎝）　
●本体質量：約14.6㎏　●日本製　　　　　　　  〈ダルマボール〉

※2AR-248 ¥29,400（本体¥28,000）2

ホームベース〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ6㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-103 ¥19,530（本体¥18,600）1

ホームベース〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ4㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-115 ¥13,020（本体¥12,400）2

ホームベース〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ2㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-114 ¥6,930（本体¥6,600）3

少年軟式用ホームベース〈公式規格品〉
●高さ1㎝　●日本製 〈スズキベース〉

※2AR-165 ¥2,310（本体¥2,200）1

ホームベース〈公式規格品〉
●高さ1㎝　●日本製 〈スズキベース〉

※2AR-137 ¥2,520（本体¥2,400）2

ホームベース〈公式規格品〉
●高さ0.5㎝　●日本製 〈スズキベース〉

※2AR-138 ¥1,260（本体¥1,200）3

Pプレート〈公式規格品〉
●プロ仕様　●ナット埋込式　●高さ8㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）
●本体質量：約11㎏　●日本製　　　　　　　　　〈スズキベース〉

※2AR-232 ¥29,400（本体¥28,000）1

ホームベース〈公式規格品〉
●プロ仕様　●ナット埋込式　●高さ8㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）
●本体質量：約16.5㎏　●日本製　　　　　　　　 〈スズキベース〉

※2AR-169 ¥33,600（本体¥32,000）2

ホームベース〈公式規格品〉
●プロ仕様　●木製台付　●高さ10㎝（ホームベース3㎝、木台7㎝）
●質量：約13.5㎏　●日本製  　　　　　　　　　〈スズキベース〉

2AR-170 ¥38,850（本体¥37,000）

2ZA-366

2ZA-364

2AR-360

2ZA-367

2AR-171
¥70,350（本体¥67,000）

ホームベース〈公式規格品〉
●プロ仕様
●高さ16㎝
●両面使用可
●質量約32.5㎏
●日本製　　　〈スズキベース〉
2011年3月発売

2AR-233
¥58,800（本体¥56,000）

Pプレート〈公式規格品〉
●プロ仕様
●高さ16㎝
●両面使用可
●質量約22㎏
●日本製　　　〈スズキベース〉
2011年3月発売

※2AR-360
¥51,345（本体¥48,900）

硬式・軟式・ソフト兼用〈公式規格品〉
●ポリウレタンベース
●高さ10㎝
●3個1組
●止め金具別売
●質量約4.4㎏
●日本製

●Pプレート〈公式規格品〉
●木製台付きナット埋め込み式
●高さ10㎝（Pプレート部：台6㎝、Pプ
レート4㎝・黒ゴム部：台4㎝、黒ゴム2㎝）
●固定釘3本（長さ15㎝）
●本体質量：約13.5㎏　●日本製 

〈スズキベース〉

2AR-207
¥37,275（本体¥35,500） ★

2011年2月発売

前ゴムへの溝入れで
スベリ抑えます。

Pプレート〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ6㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製

〈スズキベース〉

※2AR-213 ¥16,800（本体¥16,000）1

Pプレート〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ4㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製

〈スズキベース〉

※2AR-215 ¥10,500（本体¥10,000）2

Pプレート〈公式規格品〉
●4面仕様　●高さ15.2㎝　●日本製 〈ダルマボール〉

※2AR-242 ¥30,975（本体¥29,500）1

Pプレート〈公式規格品〉
●ナット埋込式L型　●高さ7㎝（下ゴム3㎝、Pプレート4㎝）　●日本製
 〈ダルマボール〉

※2AR-243 ¥26,250（本体¥25,000）2

Pプレート〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ2㎝　●固定釘3本（長さ15㎝）　●日本製

〈スズキベース〉

※2AR-214 ¥6,090（本体¥5,800）1

少年用Pプレート〈公式規格品〉
●ナット埋込式　●高さ2㎝　●固定釘3本（長さ7.5㎝）　●日本製

〈スズキベース〉

※2AR-216 ¥5,250（本体¥5,000）2

甲子園モデル

●ミズノは阪神甲子園球場のオフィシャルスポンサーです。

★

★

憧れの球場でも使用されている
ミズノ製ベース・プレートのラインナップ。

A-142
(153)



★印は新製品です。

2ZA-366
2ZA-364

2AR-360

2ZA-367

2AR-360付属用品
環境保全の視点から生まれた、エコロジー設計ベース。

合計価格 ¥71,610（本体¥68,200）

2AR-360、2ZA-364、366、367のセットの場合

※2ZA-364
¥10,920（本体¥10,400）

●埋込金具　●3個1組
●日本製　〈寺西喜商店〉

※2ZA-366
¥2,520（本体¥2,400）

●埋込式金具用フタ　●3個1組
●日本製　〈寺西喜商店〉

※2ZA-367
¥6,825（本体¥6,500）

●ベース止め金具　●3個1組
●日本製　〈寺西喜商店〉

※2AR-360
硬式・軟式・ソフト兼用〈公式規格品〉
●ポリウレタンベース　●高さ10㎝
●3個1組　●止め金具別売　
●本体質量：約4.4㎏/1枚　●日本製

¥51,345（本体¥48,900）

●ベース止め金具
●外径70㎜、高135㎜
●2AR-500、510用
●台湾製　　 　　 〈内外ゴム〉
＊2ZA-326とセットでご使用ください。

2ZA-327
¥1,890（本体¥1,800）

ベース、
Pプレートを
リフレッシュ。

●ベース用釘　●25㎝ 
●2AN-311、331、2AS-531用
●日本製 〈林運動具製作所〉

※2ZA-313
¥473（本体¥450）〈1本〉

●ベース固定用ブロック　●ベース金具
●固定用ブロック、ボルト、ナット、
　金具各2個入り
●2AR-330、320、612、613、500、510用
●台湾製　　　　  〈内外ゴム〉
＊2ZA-327とセットでご使用ください。

2ZA-326
¥1,680（本体¥1,600）

●ベースベルト　●ポリプロピレン
●2AN-311、331、2AS-531用
●日本製 
〈林運動具製作所〉

※2ZA-328
¥473（本体¥450）〈1本〉

●ベースコーティングスプレー
●スプレー式480
●無機系白色顔料、アルキド樹脂ワニス
●日本製

※2ZA-329（出荷単位6）
¥1,260（本体¥1,200）

●ベース固定用ブロック
●固定ブロック、専用釘、金具各6個入り
●2AR-330、320、612、613、500、
　510用　●中国製 

〈池原制作所〉

※2ZA-320
¥7,875（本体¥7,500）

ソフトボール用ダブルベース

ベース付属品

※2AR-500 ¥19,950（本体¥19,000）

ソフトボール用〈公式規格品〉
●ダブルファーストベース　●高さ8㎝
●1組　●固定用ブロック別売（2ZA-320、
322、2ZA-326）　●台湾製

〈日本ソフトボール協会検定品〉
＊2AR-500の走塁用、守備用のバラ売りはありません。

※2AR-510 ¥8,400（本体¥8,000）

ソフトボール用〈公式規格品〉
●シングルベース　●高さ8㎝
●1枚　●固定用ブロック別売
（2ZA-320、322、2ZA-326）
●台湾製　●硬式、軟式用ベ
ースとしても使用できます。走塁用 守備用

●ベース収納袋  
●縦400×横400×高さ290㎜
●ナイロン  
●2AN-311、331、2AS-531用  
●3枚収納可能　●日本製

※2ZA-340
¥2,310（本体¥2,200）

●ベースキャリー（キャスター付）  
●縦55×横58×高さ102㎝  
●質量：本体約7.5㎏  
●ベース3枚収納（ソフトボール用
　ダブルベース収納可能）　
●パイプ／鉄　●中国製

2ZA-656
¥30,450（本体¥29,000）

ベースは付属していません。

差込式ベース3枚を
1回で移動。
保管用にも使える
ベースキャリー。

●埋込金具　●内径77.5㎜　●2AR-350、250、360、260用
●3個1組　●質量約6㎏/個　●日本製 〈寺西喜商店〉

※2ZA-364 ¥10,920（本体¥10,400）1

●ベース止め金具　●外径75㎜、高140㎜　●2AR-350、360用
●3個1組　●レンチ付き　●質量約3.5㎏/個　●日本製　 〈寺西喜商店〉

※2ZA-367 ¥6,825（本体¥6,500）2

●埋込金具用フタ　●2ZA-344、364用　●3個1組　
●質量約1㎏/個　●日本製 〈寺西喜商店〉

※2ZA-366 ¥2,520（本体¥2,400）3

＊品番により別途運賃をいただく場合があります。

一般硬式用
一般軟式用
一般ソフトボール用
少年ソフトボール用
少年硬式用

少年軟式用 単位（㎝）単位（㎝）

2AR-232
2AR-247
2AR-206
2AR-242
2AR-207

2AR-243
2AR-213
2AR-232
2AR-214
2AR-233

2AR-103
2AR-115
2AR-114
2AR-137
2AR-138
2AR-169
2AR-248
2AR-170
2AR-171

2AR-300
2AR-220
2AR-350
2AR-250
2AR-330
2AR-360
2AR-260
2AR-320

2AN-311
2AN-331
2AS-531
2AR-336
2AR-337
2AR-500
2AR-510

61

15.2 51

13

43.2

30.5

21.6

38.1

38.1

35.56

35.56

38.1

19.0

26.92

Pプレート ホームベース ベース

Pプレート

ホームベース ベース

2AR-216

2AR-165

2AR-613
2AR-348

〈ベース〉サイズ表

＊リトルリーグのPプレートは別サイズになります。

硬式・軟式・ソフト兼用〈公式規格品〉
●ポリウレタンベース　●高さ10㎝
●3枚1組、止め金具付　
●止め金具外径75 ㎜　●本体質量：約4.1㎏/1枚　●日本製

※2AR-260 ¥48,825（本体¥46,500）

硬式・軟式・ソフト兼用〈公式規格品〉
●ラバーベース　●高さ8㎝
●3枚1組、固定用ブロック別売（2ZA-320）
●日本製

※2AR-320 ¥26,250（本体¥25,000）

軟式用〈公式規格品〉
●10号綿帆布　●高さ8㎝　●3枚1組
●日本製

※2AN-331 ¥10,290（本体¥9,800）

ソフトボール用〈公式規格品〉
●10号綿帆布　●高さ8㎝　●3枚1組
●日本製

※2AS-531 ¥9,240（本体¥8,800）

少年軟式用〈公式規格品〉
●ラバーベース　●高さ7.5㎝
●3枚1組、固定用ブロック別売（2ZA-320）
●日本製　〈池原制作所〉

※2AR-613 ¥24,150（本体¥23,000）

〈公式規格品〉
●ゴムベース　●高さ1㎝　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-346 ¥2,730（本体¥2,600）〈1枚〉1

〈公式規格品〉
●ゴムベース　●高さ0.5㎝　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-347 ¥1,365（本体¥1,300）〈1枚〉2

〈公式規格品〉
●少年軟式用ゴムベース　●高さ1㎝　●日本製　〈スズキベース〉

※2AR-348 ¥2,520（本体¥2,400）〈1枚〉3
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アクセサリー
ACCESSORIES

●野球専用ライン引き（芝用）
●容量：9L　●ライン幅：76㎜
●車輪径：28㎝　●日本製　〈淡野製作所〉

※2RL-234
¥15,750（本体¥15,000）

●トスバッティング用ボール　
●ポリエチレン成型品　●質量約2㎏
●日本製　　  〈ショーワコーポレーション〉

※2ZA-569（出荷単位12）
¥242（本体¥230）

●バットスタンド　●15本立用　
●縦53×横43×高57.5㎝
●生地/ナイロン、脚部/鉄　●専用バッグ付
●質量約4kg　●中国製

※2ZA-655
¥14,175（本体¥13,500）

●グラウンド用レーキ　●質量：約60㎏　
●サイズ：幅93×長さ180㎝
●スチール製　●レーキ部両面使用可能
●日本製　　　　　　　〈高橋運動具〉

2ZA-940
¥309,750（本体¥295,000）

バットは付属して
いません。

バットは
付属して
いません。

バットは付属して
いません。

バットは付属して
いません。

＊用途に応じて山型・
平型（両面）を使い
分けできます。

ヘルメット、バットは
付属していません。 専用バッグ ●収納した状態

使用例

●野球専用ライン引き
●容量：9L　●ライン幅：76㎜
●車輪径：18㎝　●日本製　〈淡野製作所〉

※2RL-235
¥13,860（本体¥13,200）

●携帯用ヘルメット掛付バットスタンド（キャ
　スター付）　●バット9本、ヘルメット9コ掛
●縦64×横65×高124㎝　●質量：本体約13.6㎏
●本体/鉄・ABS樹脂　●中国製

2ZA-653
¥36,750（本体¥35,000）

●スコアボード　●高112×横105×幅33㎝　
●キャリーバッグ付　●スコアカード（30枚）、チーム
　カード（4枚）、スペアカード（2枚）　●日本製

※2ZA-617
¥51,975（本体¥49,500）

●スコアカード一式（30枚）、チームカード
　（4枚）、スペアカード（2枚）　●日本製

※2ZA-618
¥17,850（本体¥17,000）

●野球用ドラム付き巻尺
●エスロングラスファイバー製　●100m
●最小目盛り5㎝刻み　●日本製

〈秦運動具工業〉

※2RN-215
¥19,530（本体¥18,600）

●カウント表示器　●AC100V
●組立時高さ181㎝
●高52×横67㎝（表示器のみ）
●リモコン式（コード長さ5m）　●日本製
＊SBO、BSOの表示順を注文時にご指定ください。

2ZA-811
¥127,050（本体¥121,000）

●ボールキャリー（キャスター付）
●高89×横74×幅46㎝
●質量：本体約11㎏
●1ケース：硬式約120球/ソフト3号約50球  
●ボールカゴ2個付き　
●パイプ/AAS樹脂（鉄パイプ入り）
●日本製

2ZM-807
¥51,660（本体¥49,200）

●キャッチャー椅子　●携帯用折りたたみ式
●座面：ナイロン、背面：鋼板
●縦36×横25×高44㎝（背もたれ含む）
●質量約2㎏　●日本製

2ZA-732
¥4,410（本体¥4,200）

●バッティングティー　●打撃高約71.5～100㎝
●質量：約4.3㎏　●中国製

※2ZA-780
¥10,500（本体¥10,000）

●野球専用巻尺　●ミリオン製
●100m　●日本製　　　　〈コーラル〉

※2RN-211
¥34,650（本体¥33,000）

●組立式バットキャリー（キャスター付）
●20本立用　●縦45×横60×高106㎝
●質量：本体約9.5㎏　●小物入れ付
●本体/鉄　●中国製

2ZA-652
¥24,150（本体¥23,000）

●ボールキャリー（キャスター付）
●高91×横71×幅55㎝
●質量：本体約10㎏
●1ケース：硬式約120球/ソフト3号約50球
●ボールカゴ2個付
●パイプ/AAS樹脂（鉄パイプ入り）
●日本製

2ZM-808
¥54,600（本体¥52,000）

●ボールキャリー（キャスター付）
●高94×横97×幅60㎝
●質量：本体約33㎏
●1ケース：硬式約120球/ソフト3号約50球
●ボールカゴ4個付
●パイプ/AAS樹脂（鉄パイプ入り）
●日本製

2ZM-809
¥89,250（本体¥85,000）

●無線リモコン式カウント表示器
●バッテリー充電式  ●直線距離：約200m
●連続使用時間約12時間　
●高91×横140×幅9.9㎝　●日本製

〈東北テレコム〉
＊SBO、BSOの表示順を注文時にご指定ください。

2ZA-821
¥420,000（本体¥400,000）

●無線リモコン式カウント表示器
●AC100V、DC12V（付属バッテリー）兼用
●専用リモコン（直線距離約100mまで）　
●充電器付専用バッテリー付　
●日本製                         〈高橋運動具〉
＊SBO、BSOの表示順を注文時にご指定ください。

2ZA-860
¥210,000（本体¥200,000）

●4輪式大型ライン引き　●容量：20L
●ライン幅：50㎜・76㎜　●日本製　　　
　　　　　　　　　　　　〈エバニュー〉

2RL-245
¥29,925（本体¥28,500）

●携帯用バッティングティー　●打撃高約67～97㎝　●専用バッグ付　
●質量約1.6kg　●中国製●バッティングティー　●打撃高66.5～116㎝

●日本製　　　　　　　　〈寺西喜商店〉

※2ZA-577
¥14,700（本体¥14,000）

1

●バッティングティースペアゴム（止め金具付）
●2ZA-566、576、577用　●日本製

〈寺西喜商店〉

※2ZA-663
¥1,050（本体¥1,000）

2

●バッティングティースペアゴム
●2ZA-770、775、780用　●中国製

※2ZA-777
¥1,029（本体¥980）

●バッティングティースペアジョイント
●2ZA-570、770、780用　●台湾製

※2ZA-772
¥893（本体¥850）

21
2011年1月発売

★

※2ZA-775 ¥8,295（本体¥7,900）

★

2011年1月発売

❷❶

●ボールキャリー（ストッパー付）
●高98×横89.5×幅57㎝　●日本製
＊ストッカー（カゴ）は付いていません   〈スーパーメイト〉

2ZM-700
¥45,938（本体¥43,750）

1

●ボール用ストッカー（カゴ） ●高31×横
52×幅36㎝　●硬式・軟式8ダース、
ソフト（3号）3ダース入れ　●日本製 　

＊別途運賃が発生します  〈スーパーメイト〉

※2ZM-801
¥3,150（本体¥3,000）

2
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★印は新製品です。＊品番により別途運賃をいただく場合があります。

●試合の進行に合わせて画面をタッチするだけでスコア入力が行えます。
●画面上に表示されるアドバイスメッセージの指示に従うだけの簡単操作です。
●自・他チームを問わず選手個々の傾向やチーム全体の情報を多種多彩なカタチで表示します。
●分析画面を印刷すればミーティングなどにもご活用いただけます。（プリンタはオプション）
●試合終了後にVTRや配球図・スコアブックを見ながら入力することもできます。
●パソコンの操作やスコアブックの記入知識に習熟していなくても大丈夫です。 ●打席別配球図（単試合） ●打席別カウント別配球表

●球種グラフ（ランナー位置別） ●サイングラフ（ボールカウント別）

多彩な計測モードを
搭載した高機能タイプ。

簡単操作でリーズナブルな
免許不要タイプ。

過去のデータを分析し、戦略に変える。勝利を呼び込む。

＊実際の画面は写真と多少異なる場合があります。

リース可能 ご使用の際には総合通信局への申請と免許取得
が必要です。（申請書は付属しています）

2ZM-1013  ¥13,125（本体¥12,500）　●充電池　●DC3.6V、2本1組　●適正な充放電条件により使用の場合、約500回の使用が可能です。　●2ZM-1035、2ZM-1025用　●中国製

＊リース金額は税込価格になります。

分析画面の一例

●メガホン　●長さ30㎝　
●ネイビー（14）、ブルー（27）、グリーン（35）、
　イエロー（45）、オレンジ（54）、レッド（62）
●日本製　　　　　　　〈シャープ産業〉

※2ZA-560
¥630（本体¥600）

●マウスピース　●合成樹脂製
●収納ケース付　●日本製
●お湯につけ、歯に合わせることができます。

※14SG-200
¥1,575（本体¥1,500）

2MC-120 ¥819,000（本体¥780,000）ベンチサイドver4.0オールインワン版
●分析画面23本搭載　●ペンタッチパソコン付　●日本製

2MC-130 ¥522,900（本体¥498,000）ベンチサイドver3.0カスタム版
●分析画面8本搭載　●ペンタッチパソコン付　●日本製
＊カスタム版に分析画面を別途追加できます〈1画面¥36,750（本体¥35,000）〉。
＊大会結果のまとめに最適な連盟版もご用意しています。 
＊分析内容を印刷する場合に大変便利なカラープリンタを推奨いたします。　　　　　　　〈アクティブ〉

●コードレスタイプ。
●専用の高性能充電池2本使用（8時間
　充電で6時間の連続計測が可能）。
●測定可能距離約60m。
●低速度8～225km/h、高速度48～225km/hの
　計測が可能。
●初速のみ・終速のみ・初速と終速・連続計測のモード選択が可能。
●5回前までの計測結果の再表示が可能。
●計測結果の表示時間を2～5秒まで表示できます。
●ディスプレーが見やすいバックライト付き。
●市販の三脚への取り付け可能。
●充電池、予備電池×2本、音叉、ソフトケース付き。　
●アメリカ製

●コードレスタイプ。
●電池寿命：連続測定時で約20時間。
●検知距離目安：約30m。
●測定範囲：約30～200km/h。
●初速、終速、測定距離の測定が可能。
●市販の三脚への取り付けが可能。
●付属子機に初速の転送表示が可能。
●専用ケース付き。
●日本製

2ZA-603 ¥1,050（本体¥1,000）

●スコアブック 特製版　B5、26試合　●日本製

2ZA-604 ¥1,260（本体¥1,200）

●スコアブック 豪華版　A4、30試合　●日本製

2ZA-631 ¥1,260（本体¥1,200）

●スコアブック ソフトボール用　A4、31試合　●日本製

2ZA-648 ¥525（本体¥500）

●メンバー表　3枚複写、24試合　●日本製

2ZA-649 ¥1,575（本体¥1,500）

●スコアブック デラックス版　A4、30試合　●日本製
〈成美堂スポーツ出版〉

●アルバピコ マルチタイマー スピード
●スピード換算機能（入力した距離と計測した時
間から時速に換算）、ストップウォッチ機能、
リピートタイマー機能、カウンター機能、日常生
　活防水　●中国製

ADMF001〈SEIKO〉

※28MS-871
¥4,200（本体¥4,000）

●得点表　●横84×縦30㎝　●日本製

※2ZA-606（出荷単位20）
¥42（本体¥40）

●メンバー交換用紙　●30枚綴　●日本製
●複写式になっていますので、必要な枚数を下
敷でご利用いただけます。

※2ZA-646（出荷単位10）
¥105（本体¥100）

●フォームチェック用ミラー
●質量：約27㎏　●サイズ：縦180×横90㎝
●ステンレス製　●自立用スタンド付
●日本製　　　　　　　　　　　　 〈アクト〉

2ZA-850
¥144,900（本体¥138,000）

●本　体 ： 0.67㎏  長さ190㎜×高さ250㎜×幅85㎜
●使用電池 ： DC3.6V×2本（1本約160g）
●充電器 ： AC100V（約260g）
●周波数 ： 24,150～24,250GHz
●総質量 ： 約1.04㎏

2ZM-1035 ¥546,000（本体¥520,000）

●本体：約385ｇ、長さ180×高さ64×幅83ｍｍ
●ACアダプター（AC100V）または、単3形アルカリ乾電池4本
（別売）使用
●周波数：Kバンド24GHz帯　●子機付き　　　　 〈ユピテル〉

2ZM-1040 ¥99,750（本体¥95,000）

総合通信局への申請と免許取得は不要です。

3年リース ¥18,200 4年リース ¥14,600

スピードガン

ベンチサイド

●離れた子機にも
　初速を表示

●専用ケース付き

●表示部

●市販の三脚に設置可能
　（三脚は付属していません）

★
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字 の 種 類

［文字刺繍価格］
大きさ 価　格

漢 字
ひらがな
カタカナ
数 字
英語・ローマ字

約1㎝

約2㎝

約3㎝

¥105（本体¥100）

¥210（本体¥200）

¥315（本体¥300）

写真全体 顔中心 上半身

ホワイト（01）ブラック（09） レッド（62） ピンク（64） パープル（67）ブルー（27） グリーン（35） 金茶ロイヤルブルー（22）ネイビー（14） オレンジ（54） エンジ（63）

［カラー］

＊色見本は印刷技術上、現物と多少異なる場合があります。

1.ボールをお選びください。（ボールはホワイト、縫い糸はレッドになります。）

3.加工内容をお選びください。

4.記入文字とカラーを決定してください。

［カラー］

2.写真トリミングをお選びください。

ボールの種類

ボールKⅠ

ボールKⅡ

ボールKⅢ

文字エリア

6×1.5㎝

8×2㎝

10×4.5㎝

2ZO-111（ボールKⅠ使用）

2ZO-112（ボールKⅡ使用）

2ZO-113（ボールKⅢ使用）

プリント写真またはプリント文字代

プリント写真またはプリント文字代

プリント写真またはプリント文字代

¥945（本体¥900）

¥1,050（本体¥1,000）

¥1,260（本体¥1,200）

＊色見本は印刷技術上、現物と多少異なる場合があります。
［プリント価格］

文字プリントを文字刺繍に変更することも可能です（別途料金がかかります）。文字刺繍の書体・大きさ・
カラー・価格・その他の注意事項に関しては、下欄に記載の刺繍別注の項目をご参照ください。

写真エリア

文字エリア
＊写真エリアに
文字プリントは
できません。

［マーク刺繍サンプル］

写真プリントのオリジナルボール制作を承ります。

［マーク刺繍価格］
マークの種類
大 き さ
価 格
（ 本 体 ）

マークの種類
大 き さ
価 格
（ 本 体 ）

鶴
KⅢのみ 約1㎝ 約2㎝ 約3㎝ 約1㎝ 約2㎝ 約3㎝ 約1㎝ 約2㎝ 約3㎝ 約2㎝ 約3㎝

打者 投手

硬式ボール

バット・ボール 風船 花柄 月桂樹 ベル リボン

星ハート 傘

約3㎝ 約4㎝ 約5㎝ 約3㎝ 約3㎝ 約3㎝ 約4㎝ 約5㎝ KⅠ KⅡ KⅢ KⅠ KⅡ KⅢ 約3㎝ 約4㎝ 約5㎝ 約3㎝ 約4㎝ 約5㎝

¥3,780
（¥3,600）

¥630
（¥600）

¥840
（¥800）

¥1,050
（¥1,000）

¥525
（¥500）

¥525
（¥500）

¥630
（¥600）

¥840
（¥800）

¥1,050
（¥1,000）

¥1,260
（¥1,200）

¥1,890
（¥1,800）

¥4,200
（¥4,000）

¥1,050
（¥1,000）

¥1,470
（¥1,400）

¥3,780
（¥3,600）

¥630
（¥600）

¥840
（¥800）

¥1,050
（¥1,000）

¥630
（¥600）

¥840
（¥800）

¥1,050
（¥1,000）

¥525
（¥500）

¥1,050
（¥1,000）

¥1,575
（¥1,500）

¥525
（¥500）

¥1,050
（¥1,000）

¥1,575
（¥1,500）

¥210
（¥200）

¥420
（¥400）

¥630
（¥600）

¥420
（¥400）

¥630
（¥600）

ブラック（09）ロイヤルブルー（22） レッド（62） ピンク（64） パープル（67）グリーン（35）黄緑（37） オレンジ（54）

＊刺繍・プリント代は別途申し受けます。 ＊刺繍・プリント代は別途申し受けます。

＊ボールは含まれて
  おりません。　

＊ボールは含まれて
  おりません。　

＊ボールは含まれて
  おりません。　

●ピラミッド型ケース
●ボールKⅠ（2ZO-241）、
　ボールKⅡ （2ZO-210）、
　サイン用ボール（2ZO-120、
132、136、550）用 
●組立式
●台高3㎝×底辺20.5㎝
×高さ18㎝　●日本製  

●ボール用ケース
●ボールKⅠ（2ZO-241）、
　サイン用ボール（2ZO-120、
132、136）用
●縦8㎝×横8㎝×高さ8㎝ 
●アクリル　●中国製

2ZO-350
¥525（本体¥500）

2ZO-210 ¥1,365（本体¥1,300）

●ボールKⅡ（ソフトボール大）　●ホワイト（01）、
　ゴールド（50）、イエロー（45）　●人工皮革　
●日本、中国製

2ZO-241 ¥1,019（本体¥970）

●ボールKⅠ（硬式ボール大）　●ホワイト（01）、
　ゴールド（50）　●人工皮革　●日本、中国製

2ZO-305 ¥420（本体¥400）

●ボールKⅡ用飾り台　●中国製
2ZO-305 ¥420（本体¥400）

●ボールKⅠ用飾り台　●中国製

＊仕上がりが、多少写真と異なる
  場合があります。 
＊お預かりした写真はボールと一
  緒に返却させていただきます。

［文字］
記入文字は文字エリア内であれば何文字でも構いま
せん。ただし、文字数が増えれば文字は小さくなります。

●ボール用ケース
●ボールKⅠ（2ZO-241）、
　サイン用ボール（2ZO-120、
　132、136）用
●縦10㎝×横10㎝×高さ14.5㎝
●ABS樹脂　●日本製

〈ナガセケンコー〉

2ZO-360
¥1,680（本体¥1,600）¥2,625（本体¥2,500）

2ZO-320

●ボールKⅢ（ドッジボール大）　
●ホワイト（01）、ゴールド（50）　
●人工皮革　●日本、中国製

¥8,400（本体¥8,000）

2ZO-220

●アクリルショーケース
●ボール飾り台付
●縦257×横360×高さ348㎜　
●日本、中国製

¥17,850（本体¥17,000）

2ZO-331

●ボールKⅢ用飾り台　●中国製
¥1,365（本体¥1,300）

2ZO-315

●飾りバット（プラスチック製）
●バット長さ18.5㎝
●日本製 

※2ZA-503
¥1,470（本体¥1,400）

●飾りバット（木製）
●バット長さ18.0㎝
●日本製 

※2ZT-502
¥1,050（本体¥1,000）

［プリント•刺繍価格例］［刺繍価格例］

●刺繍糸は12色。金糸、銀糸は受けられません。　●字の大きさは約1㎝、約2㎝、約3㎝です。刺繍可能な最大文字サイズは場所、ボールサイズにより異なります。ご発注の際にご確認ください。
●英語・ローマ字は活字体・筆記体とも1文字あたりの価格設定になっています。　●ボールの刺繍入れは文字、マーク刺繍とも可能。マーク のみカラー指定も可能です。

［刺繍］

メッセージやチーム名などの別注刺繍を承ります。

●文字「寿」3㎝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥315（本体￥300）
●⑩花柄KⅢ・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,200（本体￥4,000）

●文字「水野」3㎝・・・・・・・・・・・・・・・・￥630（本体￥600）
●文字「太郎」「花子」2㎝・・・・・￥840（本体￥800）
●③ハート2㎝・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,050（本体￥1,000）
●①鶴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥3,780（本体￥3,600）

●文字「0000年0月0日」2㎝・￥1,890（本体￥1,800）

　刺繍合計・・・・・・・・・・・・・・￥12,705（本体￥12,100）

●プリント/ボールKⅢサイズ
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,260（本体￥1,200）
●刺繍/上部3㎝・7文字
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,205（本体￥2,100）
　　　 下部2㎝・7文字
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,470（本体￥1,400）
●刺繍/2㎝・10文字
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,100（本体￥2,000）
　　　 1㎝・7文字
　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥735（本体￥700）
　プリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,260（本体￥1,200）
　刺繍合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥6,510（本体￥6,200）

＊下の価格表を元にした参考価格です。

＊下の価格表を元にした参考価格です。

2ZO-241　ボールKⅠ（硬式ボール大）
2ZO-210　ボールKⅡ（ソフトボール大）
2ZO-220　ボールKⅢ（ドッジボール大）

1.ボールをお選びください。＊ボールはホワイト、ゴールドのいずれかを、縫い糸はレッドかブラックのいずれかをお選びください。

2.加工内容をお選びください。

2ZO-241　ボールKⅠ（硬式ボール大）　 2ZO-210　ボールKⅡ（ソフトボール大）　 2ZO-220　ボールKⅢ（ドッジボール大）

写真プリントのみ　 写真＋文字プリント（ゴシック）

記念品
TROPHIES
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＊サインボールへのネーム入れおよび刺繍別注加工はお受けできません。

母校のマークやチームメイトの寄せ書きを入れて、青春の思い出を残しませんか。

＊サイン用バットの型・サイズ・質量は商品により異なります。あらかじめご了承ください。＊記念ボール・グラブ・バット、サインボール・サインバットは練習、試合などに使用しないでください。万一使用した場合の破損等の責任は負いかねます。

●サイン用バット  ●生地出し（木製）  
●84cm～86cm（長さ指定不可）　●日本製

2ZT-510 ¥7,350（本体¥7,000）

●サイン用バット  ●ブラウン（木製）  
●84cm～86cm（長さ指定不可）　●日本製

2ZT-610 ¥4,200（本体¥4,000）

ネイビーネイビー

ブラックブラック ホワイトホワイト ブルーブルー レッドレッド パステルネイビーパステルネイビー

●ミニチュアヘルメット　●変性ABS樹脂　
●ネイビー（14）、ブラック（09）、ホワイト（01）、ブルー（27）、レッド（62）、パステルネイビー（16）
●サイズ／L15×W11×H10cm　●透明樹脂ケース付　●中国製

2ZH-900（両耳付） ¥1,575（本体¥1,500）

トータル価格＝ヘルメット価格＋オーダー価格

MINIATURE HELMET MARK ORDERミニチュアヘルメット・マークオーダー

見本の書体で
1色1文字

仕上げ例 仕上げ例

1 見本にない書体
で1色1文字2

＊その他のマークオーダーについては別途見積させていただきます。

＊マークはシール対応です。
●ナンバーサイズ／
　タテ15×ヨコ10mm
●文字サイズ／
　タテ25×ヨコ25mm
＊選択可能なカラー・標
準書体についてはP.
　134のマークオーダー
をご参照ください。

オーダー価格
2ZH-771 
¥263
（本体¥250）

オーダー価格
2ZH-772 
¥420
（本体¥400）

●サイン用ボール（硬式ボール大）  
●牛革  ●中国製

2ZO-120 ¥525（本体¥500）1

●サイン用ボール（硬式ボール大）  
●合成皮革  ●中国製

2ZO-132 ¥315（本体¥300）2

●サイン用ボール（硬式ボール大）  
●牛革/ラバー芯  ●中国製

2ZO-136 ¥368（本体¥350）3

●サイン用ボール（ソフトボール大） 
●天然皮革（ポリウレタン加工）  ●中国製

2ZO-550 ¥735（本体¥700）4

写真の様な文字入れ（彫刻）も可
能です。
（別途加工代必要）

写真の様な文字入れ（彫刻）も可
能です。
（別途加工代必要）

加工例

1. 3D彫刻のタイプをお選びください。

ボールとグラブの3D彫刻を施した記念品「クリスタルキューブ」。
オリジナルの文字を刻み込んで、いつまでも残る思い出の一品を作りませんか?

2ZO-370 （ボール）　 2ZO-371 （グラブ） 刻印文字は文字エリア内であれば何文字でも構いません。
ただし、文字サイズは8ポイント（高さ約3mm程度）以上になります。
●文字エリア：各面40×40mm
＊文字カラーは指定できません。刻印した白文字になります。

3.刻印する文字と書体を決定してください。
［文　　字］

［書　　体］

2.文字を刻印する面をお選びください。
第1面のみ　 第1面+第2面　 第1面+第2面+第3面

＊最大で3面までの刻印が可能です。

第2面
（側面）

第3面
（側面）

第1面

上記3種類の中からお選びください（いずれもWindowsの定番フォントです）。

［加工納期］内容確定後15日（営業日）が目安です。

［刻印価格］¥1,890（本体¥1,800）
＊クリスタルキューブの価格は含まれておりません。
＊上記以外の指定がある場合は別途料金がかかります。

チームと過ごした、輝く思い出。そこに刻みます。

＊内容確定までの期間は含まれませんのでご注意ください。

加工例

2ZG-721
¥15,750（本体¥15,000）

●記念グラブ　●人工皮革　●ゴールド（50）　●日本製

2ZG-300 ¥2,100（本体¥2,000）

●グラブ用飾り台　●日本製

●記念グラブ・ミズノプロ
●天然皮革：牛革　
●ゴールド（50）　
●日本製
●刺繍代込（刺繍箇所・文字数につ
いては掲載のモデルを目安にしてく
ださい。）
●写真掲載にある刺繍形態以外の指
定は別途見積りさせていただきます。

¥31,500（本体¥30,000）

2ZG-701

●アクリルショーケース
●グラブスタンド付　●日本製
＊記念ボール用のアクリルショーケース
（2ZO-331）と同じ仕様になります。

＊記念グラブへの刺繍価格についてはご発注の際にご確認ください。

¥17,850（本体¥17,000）

2ZG-731

＊刺繍代は別途
  申し受けます。

2ZO-370 ¥3,150（本体¥3,000）

●クリスタルキューブ（ボール）　●素材：クリスタル　●縦50×横50×高さ50㎜　●中国製
★ 2ZO-371 ¥3,150（本体¥3,000）

●クリスタルキューブ（グラブ）　●素材：クリスタル　●縦50×横50×高さ50㎜　●中国製
★

HG正楷書体-PROMSゴシックMS明朝

★印は新製品です。
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P038
（あたって砕けろ）

P039
（俺にまかせろ!）

P040
（強肩強打）

P041
（上達に限界なし）

P042
（最後まで諦めない）

P043
（打てばいいんでしょ）

P044
（伝説のはじまり）

P045
（努力に勝る天才なし）

P046
（またお前か!）

P047
（人の話を聞け!）

＊革紐はグラブの残革を使用しているため、色の指定はできません。

P014
（一生懸命）

P015
（闘争心）

P016
（平常心）

P018
（遅刻厳禁）

P019
（主役は俺だ!）

P021
（気持ちで負けるな）

P022
（美人マネージャー）

P026
（もうエラーしません）

P029
（ソフトボール命）

P030
（白球魂）

バットの森づくり
2005年からミズノとオークヴィレッジが協力し、
バット材を有効利用する取り組みを始めました。
野球バット製造時に発生する不適格材を有効利用し、
携帯ストラップやキーホルダーなどのグッズを開発・販売しています。
その売り上げの2％を「バットの森」基金として寄付し、
NPO法人ドングリの会の活動を通してアオダモなど
バットになる木の植林、育林活動を行っています。

P002
（一球入魂）

P010
（夢叶うまで挑戦）

P030
（白球魂）

P031
（不屈の闘志）

P032
（まぐれ打法）

P033
（俺たちの絆）

P034
（希望の星）

P035
（フルスイング）

P036
（頑張れ!）

P037
（自称天才）

P048
（飛ばし屋）

P049
（勝負師）

P050
（単独指名）

P051
（大願成就）

P052
（今日も大吉）

P053
（有言実行）

P054
（商売繁盛）

P055
（恋人募集中）

P056
（文武両道）

P057
（必勝祈願）

× 

ストラップ

●タモキー　●プレート：縦9×横2.5㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-30100 ¥525（本体¥500）

●タモストラップ　●プレート縦7×横2㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-30500 ¥525（本体¥500）

P001
（全国制覇）

P002
（一球入魂）

P003
（継続は力なり）

P004
（野球魂）

P005
（大器晩成の男）

P006
（努力は無限）

P007
（一念天に通ず）

P008
（初志貫徹）

P009
（感謝の気持ち）

P010
（夢叶うまで挑戦）

P012
（真っ向勝負）

P011
（完全燃焼）

バット材キーホルダー 出荷単位：1フレーズにつき5個

バット材ストラップ 出荷単位：1フレーズにつき5個

2ZV-10100（出荷単位5）
¥630（本体¥600）

●バットストラップ　●バットの長さ：4㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-10200（出荷単位5）
¥525（本体¥500）

●バットストラップ　●バットの長さ：4㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-10300（出荷単位5）
¥525（本体¥500）

●バットストラップ　●バットの長さ：4㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-10500（出荷単位5）
¥630（本体¥600）

●バットストラップ　●バットの長さ：4㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-10400
¥525（本体¥500）

●ベースストラップ　●ベース幅：2㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-10600（出荷単位5）
¥525（本体¥500）

●ボールストラップ　●ボール直径：2㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

バット&キャップ
（バットにランバートマーク）

バット&ボール
（バットにランバートマーク）

バット&ベース
（バットにランバートマーク）

バット&ユニフォーム
（バットにランバートマーク）

ボール
（縫い目）

B001ベース
（表：闘／裏：M）

B002ベース
（表：魂／裏：M）

B003ベース
（表：勝／裏：M）

出荷単位：1文字につき5個
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★印は新製品です。

ティーボール用ボール

ティーボール用バット

ティーボール用バッティングティー

ティーボールセット

スタンド

●ティーボール9インチセット
●ボール（9インチ）6コ、バット（M/1）、
　バッティングティー1台、入門書1冊
●台湾製　　　　　　　　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8055 ¥10,500（本体¥10,000）

●バッティングティー　●合成ゴム製
●質量5.5㎏　●高低調整50～90㎝
●スペア1本付　●台湾製　　　　〈内外ゴム〉

2ZA-8004 ¥6,825（本体¥6,500）

●バッティングティー ●合成ゴム製 ●質量5.5㎏
●高低調整50～90㎝　●スペア1本付
●円形台　●台湾製　　　　　　  〈内外ゴム〉

2ZA-8008 ¥6,825（本体¥6,500）

●バッティングティー ●合成ゴム製 ●質量4.3㎏
●高低調整50～90㎝　●スペア1本付
●円形台　●台湾製　　　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8032 ¥6,825（本体¥6,500）

●ティーボール12インチセット
●ボール（12インチ）6コ、バット（M/1）、
　バッティングティー1台、入門書1冊
●台湾製　　　　　　　　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8056 ¥11,340（本体¥10,800）

●ティーボールセットE　
●ボール（12インチ）6コ、バット2本、
　バッティングティー1台（円形台）
●台湾製　　　　　  　　　　　   〈内外ゴム〉

2ZA-8044 ¥14,385（本体¥13,700）

2ZO-8007（出荷単位12）
¥473（本体¥450）

●ティーボール（12インチ）
●ポリウレタン
●台湾製　〈ナガセケンコー〉

2ZO-8004（出荷単位12）
¥305（本体¥290）

●ティーボール（9インチ）
●ポリウレタン
●台湾製  　     〈内外ゴム〉

2ZA-8013
¥3,465（本体¥3,300）

●長さ：68.5㎝　●質量：420±30g　●芯材：グラスファイバー　●表面：ポリウレタン
●カラー：赤（62）、黄（45）　●台湾製　〈内外ゴム〉

2ZA-8042 ¥3,675（本体¥3,500）

●ティーボールバットS　●長さ：68.5㎝　●質量：430g平均　●表面：ポリウレタン　●芯材：グラスファイバー　
●カラー：レッド　●台湾製　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8046 ¥4,200（本体¥4,000）

●ティーボールバットM　●長さ：75㎝　●質量：500g平均　●表面：ポリウレタン　●芯材：グラスファイバー
●カラー：イエロー　●台湾製　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8043 ¥4,725（本体¥4,500）

●ティーボールバットL　●長さ：83.5㎝　●質量：590g平均　●表面：ポリウレタン　●芯材：グラスファイバー
●カラー：スカイブルー　●台湾製　　〈ナガセケンコー〉

2ZA-8050
¥4,410（本体¥4,200）

●長さ：78.5㎝　●質量：550±30g　●芯材：グラスファイバー　●表面：ポリウレタン
●カラー：青（27）、オレンジ（54） ●台湾製 　〈内外ゴム〉

2ZO-8008（出荷単位12）
¥452（本体¥430）

●ティーボール（12インチ）
●ポリウレタン
●台湾製  　　  〈内外ゴム〉

2ZA-8034
¥735（本体¥700）

●バッティングティー先端ゴムパイプ
　（スペア用）　●合成ゴム
●台湾製    〈ナガセケンコー〉

2ZA-8010
¥840（本体¥800）

●バッティングティー先端ゴムパイプ
　（スペア用）　●合成ゴム
●台湾製　　　〈内外ゴム〉

2ZO-8006（出荷単位12）
¥315（本体¥300）

●ティーボール（9インチ）
●ポリウレタン
●台湾製　〈ナガセケンコー〉

2ZV-20100（出荷単位5）
¥1,260（本体¥1,200）

●バットホルダー　●バットの長さ：7.7㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-20200（出荷単位5）
¥1,050（本体¥1,000）

●バットホルダー　●バットの長さ：7.7㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-20300（出荷単位5）
¥1,050（本体¥1,000）

●バットホルダー　●バットの長さ：7.7㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-20400（出荷単位5）
¥840（本体¥800）

●ボールホルダー　●ボール直径：2㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

2ZV-20500（出荷単位5）
¥1,260（本体¥1,200）

●バットホルダー　●バットの長さ：7.7㎝
●素材：アオダモ、メイプル、ホオ　●日本製

バット&キャップ
（バットにMizuno）

バット&ボール
（バットにMizuno）

バット&ベース
（バットにMizuno）

ボール
（縫い目）

バット&ユニフォーム
（バットにMizuno／ユニフォームにM）

2ZV-70100 ¥3,990（本体¥3,800）

●グラブスタンド　●縦17×横17×高さ13.5㎝　
●ベース板：ホオ、スタンド：アオダモ　●日本製

2ZV-70100 ¥2,940（本体¥2,800）

●グラブスタンド　●縦17×横17×高さ13.5㎝　
●ベース板：ホオ、スタンド：アオダモ　●日本製

2ZV-50100 ¥3,990（本体¥3,800）

●フォトスタンド　●高さ24.5×幅22.5×奥行き6㎝　
●木製部：アオダモ　●日本製

G001
（スタジアム型）

G002
（ベース型）

■バッティングティー
　　…2ZA-8032
■バット
　　…2ZA-8046
■ボール
　　…2ZO-8006

■バッティングティー
　　…2ZA-8032
■バット
　　…2ZA-8046
■ボール
　　…2ZO-8007

■バッティングティー
　　…2ZA-8008
■バット
　　…2ZA-8013
■ボール
　　…2ZO-8008

キーホルダー

2011年1月発売 2011年1月発売
★ ★

ティーボール　TEE BALL
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スタイルをお選びください。1

フライスのスタイルとカラーをお選びください。3

サイズをお選びください。4

2011年5月発売

【ハーフジップジャケット】 【フルジップジャケット】

●フライスカラー

（外側からA・B・C）

サイズをお選びください。4 【男性用】 （3XOは、3割アップになります。）

●20名以上からの受注になります。●追加オーダーにも対応いたします。

S・M・L・O・XO・2XO

■審判用ジャケットオーダーシステム

2011パシフィックリーグ
プロモデル審判シャツ＆スラックス登場！

■審判用シャツオーダーシステム

＊衿フライスは、本体カラーになります。

（2XO・3XOは、3割アップになります。）

●20名以上からの受注になります。●追加オーダーにも対応いたします。
●ファスナーカラーは、本体と同色になります。

S・M・L・O・XO

01

A / 無地 B / 1本ライン C / 2本ライン D / Pライン E / 3色ライン

05 09 14 16 21

27 37 48 62 45 53

【手口・裾フライススタイル】

UMPIRE'S SHIRTS ORDER SYSTEM

本体カラーをお選びください。2 【素材●】

【素材●】

【パイピング】

＊アクアステルス（ポリエステル100％）

＊メッシュインメッシュ（ポリエステル100％）
（52HU-10100、52SU-10100をお選びのチームのみ）

1

2

01
ホワイト

09
ブラック

14
ネイビー

16
P.ネイビー

62
レッド

01
ホワイト

05
グレー

（52HU-10100、52SU-10100をお選びのチームのみ）
01
ホワイト

05
グレー

09
ブラック

14
ネイビー

16
P.ネイビー

27
ブルー

37
L.グリーン

48
アイボリー

62
レッド

63
エンジ

21
スカイブルー

衿・袖のフライスカラーをお選びください。3 ●52HU-10000をお選びのチーム

●52HU-10100、52SU-10000・10100をお選びのチーム

●フライスカラー

【衿】
（外側から） （外側から）

＊長袖の手口カラーは、本体カラーになります。

【袖】

【衿】
（外側から）

A
B
C

A
B
C

A
B
C

P.ネイビー
1601

ホワイト
05
グレー

09
ブラック

14
ネイビー

21
スカイブルー

27
ブルー

37
L.グリーン

48
アイボリー

62
レッド

45
イエロー

53
オレンジ

衿

袖

本体カラーをお選びください。2 ＊ソフトタフタ（ポリエステル100％）　＊裏地付（ポリエステル100％）

09
ブラック

14
ネイビー

16
P.ネイビー

A

A

B

A

C

B

A
B
A

A
B

A
B
C

A
B

A

インサイド
プロテクター対応

プロのジャッジを支えるウェアがある

20
名様より

UMPIRE'S JACKET ORDER SYSTEM 20
名様より

52WU-10000
￥13,650（本体￥13,000）　●日本製

52WU-10100
￥14,175（本体￥13,500）　●日本製

P.ネイビーホワイト グレー ブラック ネイビー スカイブルー

ブルー L.グリーン アイボリー レッド イエロー オレンジ

スタイルをお選びください。1

52HU-10000（男性用）
￥9,450（本体￥9,000）　●日本製

52HU-10100（男性用）
￥11,025（本体￥10,500）　●日本製

52SU-10000（男性用）
￥10,500（本体￥10,000）　●日本製

52SU-10100（男性用）
￥12,075（本体￥11,500）　●日本製

半袖 半袖

長袖 長袖

バックスタイル バックスタイル

バックスタイルバックスタイル

パイピング

パイピング

2
1

2
1

1

1

●ポリエステル100％　●カラー：ダークグレー　
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、L（84～92㎝）、LL（90～98㎝）、EL（96～104㎝）
●股下ジャージ付・アジャスター付　●日本製　＊通常納期約45日となります

52PU-11000 ¥16,590（本体¥15,800）

受注生産

★2

★印は新製品です。

★
●メッシュ（ポリエステル100％）　●カラー：ブラック　●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製　＊通常納期約1カ月となります

52HU-11000 ¥10,500（本体¥10,000）

受注生産

1

プロモデル審判シャツ

プロモデル審判スラックス（オールシーズン用）

アンパイア用品
UMPIRE WEAR & EQUPMENT

A-157
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軟式審判員用

内股ジャージ付き

高校野球・ボーイズリーグ審判員用 日本高等学校野球連盟・日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）指定仕様／IBAF規定仕様

〈八方〉球審用 〈八方〉球審用〈八方〉球審用 〈六方〉塁審用

〈八方〉球審用

〈六方〉塁審用

●ベルトループはパワーベル
トの幅に合わせたワイドサ
イズ。

●股の部分に伸縮性のある
ジャージ素材を採用。縫い
目へのストレスを緩和し、動
きやすさをサポートします。

●脇部分には伸縮自在のツーウェイトリコ
ットを採用。インサイドプロテクターの着
用に対応します。

●激しい動きにも着くずれしないよう、後
丈を長めにしています。

●両サイドにウエストサイズを±4㎝で細かく調節できる
アジャスター機能。ウエストのダブつきをなくし、あらゆる
体型にジャストフィットします。また、ウエスト内部に凹凸
を設けることにより、シャツのズレ上がりを防ぎます。
●右後ポケットには、ハケ入れ用の小ポケット付。

●肩部分はノーフォーク仕
様で、インサイドプロテク
ターに対応します。また、
通気性に優れたメッシュ
素材の採用で、爽やか
な着心地を保ちます。
●インサイドプロテクター
の着用にも、ゆとりのあ
る仕上がりサイズで、あ
らゆる動きにスムーズ
に対応します。
●激しい動きにも着くずれ
しないよう、後丈を長め
にしています。

インサイド
プロテクター対応

インサイド
プロテクター対応

●エステルドスキン（ポリエステル65%・レーヨン35%）
●後メッシュ（ナイロン100%）　●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：5㎝　●日本製

※52BA-80714 ¥3,045（本体¥2,900）★
●エステルドスキン（ポリエステル65%・レーヨン35%）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇の長さ：5㎝　●日本製

※52BA-80614 ¥3,045（本体¥2,900）★
●メジャーメッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇の長さ：5.5㎝　●中国製
●メジャーメッシュ：日本プロ野球に採用されている素材です。

52BA-82414 ¥3,885（本体¥3,700）

受注生産

●メジャーメッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇の長さ：7.7㎝　●中国製
●メジャーメッシュ：日本プロ野球に採用されている素材です。

52BA-82614 ¥3,885（本体¥3,700）

受注生産

●ポリエステル100% 
●カラー：ネイビー
●メッシュ裏地付　
●ポケット付　
●サイズ：S、M、L、O、XO
●フライス幅（裾・手口6.5㎝仕様）　
●日本製

※52WU-30514
¥7,875（本体¥7,500）

Vネックジャケット

●ブレスサーモ　
●カラー：グレー
●本体：アクリル80%・綿14%・
　指定外繊維（ブレスサーモ）6%
　フライス：アクリル95%・
　ポリウレタン5%
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●左胸JSBBマーク入り　
●日本製

※52SU-3605
¥7,035（本体¥6,700）

ハイネックセーターシャツ

●メジャーメッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：5.5㎝
●JSBBマーク入り　
●中国製

●メジャーメッシュ：日本プロ野球に採用
されている素材です。

※52BA-82314
¥4,200（本体¥4,000）

●メジャーメッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：7.7㎝
●JSBBマーク入り　
●中国製

●メジャーメッシュ：日本プロ野球に採用
されている素材です。

※52BA-82514
¥4,200（本体¥4,000）

●アクリル70%・毛30%　
●カラー：ネイビー　
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●日本製

●ご家庭の洗濯機で洗えます。　
●毛玉も静電気も起こりにくい快適複
合素材「ミリアーノ 」使用。

※52SU-4414
¥10,500（本体¥10,000）

V首セーター

●ノーフォーク型　●メッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：パウダーブルー　●サイズ：S、M、L、O、XO　●日本製

半袖シャツ
※52HU-2418 ¥6,825（本体¥6,500）1

＊胸のワッペンは商品には付いていません。ワッペンは価格に含まれ
ておりません。日本高等学校野球連盟より支給を受けてください。

●ノーフォーク型　●メッシュ（ポリエステル100%）
●カラー：パウダーブルー　●サイズ：S、M、L、O、XO　●日本製

長袖シャツ
※52SU-2418 ¥8,925（本体¥8,500）

＊胸のワッペンは商品には付いていません。ワッペンは価格に含まれ
ておりません。日本高等学校野球連盟より支給を受けてください。

●ストレッチトロピカル（ポリエステル100%）　●カラー：グレー
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、L（84～92㎝）、

LL（90～98㎝）、EL（96～104㎝）　●日本製

スラックス（夏用）
※52PU-2404 ¥12,600（本体¥12,000）2

＊股下寸法は全サイズ88㎝です。＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。

●エステルブロード（ポリエステル65%・綿35%）
●脇ツーウェイトリコット（脇切替部分：ポリエステル83%・
　ポリウレタン17%）
●カラー：パウダーブルー　●サイズ：S、M、L、O、XO　●日本製

長袖シャツ
※52SU-4318 ¥8,925（本体¥8,500）3

＊胸のワッペンは商品には付いていません。ワッペンは価格に含まれ
ておりません。日本高等学校野球連盟より支給を受けてください。

●エステルカシミア（ポリエステル100%）　●カラー：グレー
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、L（84～92㎝）、

LL（90～98㎝）、EL（96～104㎝）　●日本製

スラックス（3シーズン用）
※52PU-4304 ¥12,600（本体¥12,000）4

＊股下寸法は全サイズ88㎝です。＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。

●ストレッチツイル（ポリエステル100%）
●カラー：グレー
●サイズ： S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、
 L（84～92㎝）、LL（90～98㎝）、
 EL（96～104㎝）　
●日本製

※52PU-2705
¥12,600（本体¥12,000）

スラックス（オールシーズン用）

●カルゼ（ポリエステル100％）　
●カラー：グレー
●サイズ： S（70～76㎝）、M（76～82㎝）、 
 L（82～88㎝）、LL（88～94㎝）、 
 EL（94～100㎝）

●脇ウエスト部分：ゴム式　
●内股ジャージ付き　●中国製
●涼しさを表現した編み組織。

※52PU-6005
¥8,190（本体¥7,800）

スラックス（3シーズン用）

＊股下寸法は全サイズ88㎝です。
＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。

＊股下寸法は全サイズ88㎝です。
＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。
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ソフトボール審判員用 （財）日本ソフトボール協会推奨品

★印は新製品です。
リトルシニア審判員用

〈六方〉
塁審・球審用

〈八方〉
塁審・球審用

●肩部分はノーフォーク仕様で
インサイドプロテクターに対
応します。
●インサイドプロテクターの着
用にもゆとりのある仕上がり
サイズで、あらゆる動きにス
　ムーズに対応します。

インサイド
プロテクター対応

●前ニット（ポリエステル100％）
●後メッシュ（ナイロン100％）　●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：7.7㎝　●JLSマーク入り　●日本製

52BA-82714 ¥4,988（本体¥4,750）

受注生産

●前ニット（ポリエステル100％）
●後メッシュ（ナイロン100％）　●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇の長さ：6㎝　●JLSマーク入り　●日本製

52BA-82114 ¥4,988（本体¥4,750）

受注生産

●ポリエステル100％　●裏地付き
●カラー：ネイビー　●サイズ：M、L、O、XO　
●左胸JLSマーク入り　●日本製

52WU-5414 ¥12,600（本体¥12,000）

受注生産ウォームアップジャンパー

●ノーフォーク型
●本体：Gポプリン（ポリエステル65％･綿35％）
●メッシュ部分（ポリエステル100％）
●カラー：パウダーブルー　●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

52HU-5418 ¥6,825（本体¥6,500）

受注生産半袖シャツ
1

●ポリエステル100％
●カラー：グレー
●サイズ：76、80、84、88、92、96、100、105
●日本製

52PU-5405 ¥8,400（本体¥8,000）

受注生産スラックス（オールシーズン用）
2

＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。

＊シャツはすべてインサイドプロテクター対応となっております。

プロテクター着用時

インサイド
プロテクター対応

メッシュ素材

メッシュ素材

メッシュ素材

受注生産

〈八方〉球審用 〈八方〉塁審用 〈八方〉塁審・球審用

●52BA-83014（オールニット）
●ニット（ポリエステル100%）
●52BA-83114（オールメッシュ）
●メッシュ（ナイロン100%）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：5.5㎝　●JSAマーク入り　●日本製

※52BA-830/831 ¥5,040（本体¥4,800）

●52BA-83214（オールニット）
●ニット（ポリエステル100%）
●52BA-83314（オールメッシュ）
●メッシュ（ナイロン100%）
●カラー：ネイビー
●サイズ：M（54～58㎝）、L（56～60㎝）、LL（58～62㎝）　
●庇の長さ：7.7㎝　●JSAマーク入り　●レール式アジャスター　●日本製

※52BA-832/833 ¥4,200（本体¥4,000）

●52BA-83414（オールニット）
●ニット（ポリエステル100%）
●52BA-83514（オールメッシュ）
●メッシュ（ナイロン100%）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）　
●庇の長さ：6.5㎝　●JSAマーク入り　●日本製

※52BA-834/835 ¥5,040（本体¥4,800）

2011年2月発売

●サイズ適合表はP.177をご参照ください。

●メッシュ
●ポリエステル100%
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）SS、S、M、L、O、XO、
　　　　2XO　
●左胸JSAマーク入り　●日本製

長袖シャツ（メンズ）
※52SU-15019
¥5,985（本体¥5,700） ★

半袖シャツ（メンズ）

●メッシュ　●ポリエステル100%
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）SS、S、M、L、O、XO、
　　　　2XO　
●左胸JSAマーク入り　●日本製

¥5,460（本体¥5,200）

※52HU-15019
★

★ ★ ★

球審専用
受注生産

長袖シャツ（メンズ）

●メッシュ　●ポリエステル100％
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）SS、S、M、L、O、XO、
　　　2XO

●フロントオープン型
●左胸JSAマーク入り　●日本製

¥6,195（本体¥5,900）

52SU-15519
★

球審専用 半袖シャツ（メンズ）

●メッシュ　●ポリエステル100%
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）SS、S、M、L、O、XO、
　　　2XO

●フロントオープン型
●左胸JSAマーク入り　●日本製

¥5,670（本体¥5,400）

52HU-15519
★

●アンチストレス
●本体：ポリエステル100%
　衿：ポリエステル50%・綿50%
　袖口：ポリエステル40%・綿40%・
　ナイロン20%
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）S、M、L、O、XO
●左胸JSAマーク入り　●日本製

※52SU-15119
¥5,985（本体¥5,700）

長袖シャツ（メンズ）

★

半袖シャツ（メンズ）

●アンチストレス　
●ポリエステル100%
●カラー：パウダーブルー
●サイズ：（メンズ）S、M、L、O、XO
●左胸JSAマーク入り　●日本製

¥5,460（本体¥5,200）

※52HU-15119
★

1

2

3

4
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B F J

（裏）

（表）

ソフトボール審判員用 （財）日本ソフトボール協会推奨品

ミズノランバード
マーク入り
（後ベルト通し部分）

〈六方〉公式記録員用

内股ジャージ付き

スラックス（3シーズン用）

●カルゼ（ポリエステル100％）　
●カラー：ネイビー
●内股ジャージ付き
●サイズ：S（70～76㎝）、M（76～82㎝）、L（82～88㎝）、

LL（88～94㎝）、EL（94～100㎝）
●脇ウエスト部分：ゴム式　
●中国製

●涼しさを表現した編み組織。

¥8,190（本体¥7,800）

※52PU-6014
スラックス（オールシーズン用）

●ストレッチツイル（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー
●内股ジャージ付き　
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、

L（84～92㎝）、LL（90～98㎝）、
EL（96～104㎝）　

●日本製

¥12,600（本体¥12,000）

※52PU-2714
スラックス（3シーズン用）

●カシミアエステル（ポリエステル100%）
●カラー：ネイビー
●内股ジャージ付き　
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、

L（84～92㎝）、LL（90～98㎝）、
EL（96～104㎝）

●ミズノランバードマーク入り　
●日本製

¥13,125（本体¥12,500）

※52PU-2914

V首セーター

●アクリル70%・毛30%　●カラー：ネイビー　
●サイズ：SS、S、M、L、O、XO　
●左胸JSAマーク入り　●日本製

●ご家庭の洗濯機で洗えます。
●毛玉も静電気も起こりにくい快適複合素材「ミリ
アーノ 」使用。

¥11,550（本体¥11,000）

※52SU-4514
ハイネック•半袖

●ポリエステル100%
●カラー：ホワイト　
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

¥2,520（本体¥2,400）

※52CA-57001
ベースボールシャツ・丸首

●ポリエステル100%
●カラー：ホワイト　
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

¥2,625（本体¥2,500）

※52LB-13701

●E.M.C.K.：ポリエステル100%（オールニット）
●カラー：グレー
●サイズ：M（55～57㎝）、L（57～59㎝）、

LL（59～61㎝）
●Official scorer 刺繍入り　
●庇の長さ：7.2㎝　●JSAマーク入り
●レール式アジャスター　●中国製

¥5,250（本体¥5,000）

※52BA-84905

ウォームアップジャンパー

●ポリエステル100%　●裏地付き
●カラー：ネイビー　●サイズ：S、M、L、O、XO
●フロントオープン型　●左胸JSAマーク入り　
●日本製

¥14,175（本体¥13,500）

52WU-15514
受注生産

●リバーシブル　●人工皮革40㎜幅
●カラー：表：ネイビー  裏：ブラック
●100㎝対応〈ブラックつや消しバックル〉
●日本製

¥2,100（本体¥2,000）

※52VA-2914

アンダーストッキング

●綿・ナイロン・その他
●カラー：ネイビー　●サイズ：25～28㎝
●JSAマーク入り　●日本製

¥1,260（本体¥1,200）

※52UW-9614

●表：人工皮革（スムース）　裏：人工皮革　●バックル：黒ニッケル加工　●芯：ポリプロピレン樹脂　
●後パッド部分：EVA　●カラー：ネイビー　●サイズ：M（72～90㎝）、L（84～103㎝）　
●中国製

●腰に当たる部分が柔らかくなりました。

※52VA-16914 ¥2,415（本体¥2,300）

パワーベルトST（ソフトボール用）

〈六方〉
塁審•球審用

〈八方〉
塁審用

〈八方〉
塁審用

〈八方〉
球審用

〈八方〉
球審用

受注生産

●Wメッシュ（ポリエステル100％）
●カラー：ネイビー　●サイズ：M（54～
58㎝）、L（58～62㎝）

●庇の長さ：5.8㎝　●BFJマーク付き
●レール式アジャスター　●日本製

¥7,560（本体¥7,200）

52BA-86414
受注生産

●ウールカシミヤ（毛100%）
●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●BFJマーク付き
●日本製

¥7,560（本体¥7,200）

52BA-86014
受注生産

●ウールカシミヤ（毛100%）
●後メッシュ（ナイロン100％）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝
（1㎝ピッチ）　●庇の長さ：5.5㎝
●BFJマーク付き　●日本製

¥7,560（本体¥7,200）

52BA-86114
受注生産

●ウールカシミヤ（毛100%）
●カラー：ネイビー
●サイズ：54～62㎝（1㎝ピッチ）
●BFJマーク付き
●日本製

¥7,560（本体¥7,200）

52BA-86214
受注生産

¥7,560（本体¥7,200）

52BA-86314

●ウールカシミヤ（毛100%）　
●後メッシュ（ナイロン100％）
●カラー：ネイビー　●サイズ：54～62㎝
（1㎝ピッチ）　●庇の長さ：6.7㎝
●BFJマーク付き　●日本製

＊股下寸法は全サイズ
88㎝です。

＊スラックスに裾上げ
テープは付いており
ません。

＊股下寸法は全サイズ
88㎝です。

＊スラックスに裾上げ
テープは付いており
ません。

＊股下寸法は全サイズ
88㎝です。

＊スラックスに裾上げ
テープは付いており
ません。

転写ネームが衿下
内側に入ります。

転写ネームが衿下
内側に入ります。

★
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★印は新製品です。

スラックス

アンダーシャツ ベースボールシャツ

後パッド部分

審判専用

動きやすくて高機能な
審判専用スラックス。

ベルトループ
ベルトループは、パワーベルトの幅に合わせたワイドサイズを
採用。スムーズに装備でき、良好なフィット感が得られます。

内股ジャージ
股の部分に、伸縮性のあるジャージ素材のガジェットをつ
けました。縫い目へのストレスを緩和し、動きやすさを
サポートします。

ウエストアジャスター
両サイドにウエストサイズを細かく調整できるアジャスター。
最大±4㎝調整ができ、どんな体型にもジャストフィット。ウ
エストのダブつきをなくすことでパワーベルトの効果を高め
ることができます。

機能重視のマーベルト
●マーベルトに凸凹を設ける事によって、上衣のズレ上がり
を防ぎます。
●70㎜の幅広設計で、ウエスト部分がさらに安定します。

名前が書けるレピアネーム付き

52ZB-13810
（レギュラー型）

52ZB-13800
（テーパー型）

●ストレッチツイル（ポリエステル100%）　●カラー：グレー
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、L（84～92㎝）、

LL（90～98㎝）、EL（96～104㎝）
●日本製

52PU-2705 ¥12,600（本体¥12,000）1

スラックス（オールシーズン用）

●ストレッチツイル（ポリエステル100%）　
●カラー：ネイビー（野球・ソフトボール用）
●サイズ：S（72～80㎝）、M（78～86㎝）、L（84～92㎝）、

LL（90～98㎝）、EL（96～104㎝）
●日本製

52PU-2714 ¥12,600（本体¥12,000）2

スラックス（オールシーズン用）

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％　●カラー：ネイビー　
●サイズ：S、M、L、O、XO　●中国製・日本製

52CA-50814 ¥3,150（本体¥3,000）

バイオギア／ハイネック・ノースリーブ

●本体：ナイロン94％・ポリウレタン6％　切替部：ポリエステル81％・ポリウレタン19％
　パッド：ポリウレタン100％　ウエストゴム：ポリエステル74％・ナイロン15％・ポリウレタン11％
●35㎜ウエストゴム　●カラー：ブラック　●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO　
●股下：Ｓ（24㎝）1㎝ピッチ　●タイ製　●ファウルカップ収納式
注）ファウルカップは別売りとなります。

52CP-12009 ¥3,675（本体¥3,500）

バイオギア／スパッツ

●綿・ポリエステル・ポリウレタン　●カラー：ネイビー
●サイズ：25～28㎝　●ラオス製

52UW-8414 ¥1,365（本体¥1,300）

カラー5本指ソックス

●綿・ポリエステル・その他　●カラー：ネイビー
●サイズ：25～29㎝　●日本製

52UW-8314 ¥1,050（本体¥1,000）

カラーソックス

●本体：ABS　●カバー：シリコーン　●中国製
52ZB-13810/13800 ¥1,470（本体¥1,400）

ファウルカップ ●表地：ナイロン83％・ポリウレタン17％　●裏地：ポリエステル63％・
　綿34％・ポリウレタン3％　●ウエストゴム：ポリエステル48％・綿44％・
ポリウレタン8％　●サイズ：MF（78～86㎝）、LF（82～90㎝）
●中国製　注）ファウルカップは参考商品です。

52ZB-13900 ¥2,940（本体¥2,800）

ファウルカップサポーター

●表：人工皮革（スムース）　裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂　●後パッド部分：EVA
●バックル：金メッキ加工
●カラー：ブラック
●サイズ：M（72～90㎝）、L（84～103㎝）　
●中国製

52VA-16609 ¥2,415（本体¥2,300）

パワーベルトST（スムース）

●ポリエステル100％　●カラー：ネイビー　
●サイズ ：S、M、L、O、XO　●中国製

52LB-13714 ¥2,625（本体¥2,500）

丸首

ベルト

●表：人工皮革　裏：人工皮革
●カラー：ブラック
●サイズ：100㎝対応
●中国製

¥1,575（本体¥1,500）

52VA-2009

●ポリエステル100％　●カラー：ネイビー　
●サイズ ：S、M、L、O、XO　●中国製

52CA-57014 ¥2,520（本体¥2,400）

ハイネック•半袖

転写ネームが衿下内側に
入ります。

●サイズ適合表はP.177をご参照ください。　●アクセサリー関係についてはP.275～P.302をご参照ください。

＊股下寸法は全サイズ88㎝です。
＊スラックスに裾上げテープは付いておりません。

転写ネームが衿下内側に
入ります。

バックスタイル

スパッツ

アンダーストッキング ファウルカップ ファウルカップサポーター

ベ ルト

2011年2月発売

★
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マ　ス　ク

スロートガード

09 14

フレーム幅をワイドに設計し、さらに良好な視界へ。

長時間のゲームでも、
装着の負担が少ない軽量設計。

●シールド部にはポリカーボネイトを使用し、高い強度を確保しています。
●雨の日の水滴、埃などは乾いた布で拭き取ることで、もとのクリアな視界に戻ります。
●外気との差による内側の曇りも、上下からの通気で防ぎます。
＊専用曇り止め（別売）もご用意しています。
●上下パッドは黒×キャメルのツートンカラーを採用。個性をさらに引き出します。
　また、下（アゴ）パッドには発声のしやすい立体パッドを採用しています。

A B

サイズの見方

スロートガード

2ZA-218
¥735（本体¥700）

2QA-400専用曇り止め

●30 　●日本製

●硬式、軟式、ソフト兼用　●樹脂部/ポリエチレン 
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●全マスク対応可
●サイズ 165× 110㎜　●中国製

2ZQ-129 ¥1,785（本体¥1,700）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●素材/ポリカーボネイト
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●全マスク対応可
●サイズ 150× 102㎜　●日本製

2ZA-206 ¥1,470（本体¥1,400）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●素材/クロムモリブデン鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）
●サイズ 150× 90㎜　●日本製　　〈ベルガード〉
＊2QA-318、516、517、615には対応できません。

2ZA-212 ¥3,675（本体¥3,500）

●硬式用、ソフトボール用　●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）　
●アゴ部立体パッド　●質量約650 　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-312をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-318（上側）、2ZQ-319（下側）をお求めください。

2QA-122 ¥14,700（本体¥14,000）

アゴ部に立体パッドを使用した、声の出しやすい設計。

●硬式用、ソフトボール用　●フレーム部/クロムモリブデン鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）　
●スロートガード一体型　●アゴ部立体パッド　
●質量約780 　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-312をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-348（上側）、2ZQ-349（下側）をお求めください。

2QA-126 ¥19,950（本体¥19,000）

09 14

09

1409 09 14 09 14

09 50 1409 09 14

09 14

09 14

●硬式用、ソフトボール用　●フレーム部/クロムモリブデン中空鋼
●ブラック（09）、ネイビー（14）　●スロートガード一体型　
●収納袋付き　●質量約580 ●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-338をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-326（上側）、2ZQ-327（下側）をお求めください。

2QA-129 ¥23,100（本体¥22,000）

●軟式用　●フレーム部/中空軟鋼　シールド部/ポリカーボネイト　●ブラック（09）　
●（財）全日本軟式野球連盟公認　●アゴ部立体パッド　●専用袋付き
●A、B、C、D号ボール対応　●質量約700 　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-350（上側）、2ZQ-351（下側）をお求めください。

2QA-400 ¥16,800（本体¥16,000）

●軟式用　●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ブラック×キャメル（50）
●（財）全日本軟式野球連盟公認　●A、B、C、D号ボール対応
●質量約670 　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-350（上側）、2ZQ-351（下側）をお求めください。

2QA-346 ¥8,295（本体¥7,900）

●ソフトボール用　●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●（財）日本ソフトボール協会公認　●ゴムボール3号対応
●質量約590 　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-346（上側）、2ZQ-347（下側）をお求めください。

2QA-557 ¥5,460（本体¥5,200）

●ソフトボール用　●フレーム部/ポリカーボネイト　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●（財）日本ソフトボール協会公認　●ゴムボール1、2、3号対応
●質量約440 　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-354をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-314（上側）、2ZQ-315（下側）をお求めください。

2QA-516 ¥4,515（本体¥4,300）

●軟式用　●フレーム部/中空軟鋼　●ブラック（09）、ネイビー（14）
●スロートガード一体型　●（財）全日本軟式野球連盟公認　
●A、B、C号ボール対応　●質量約580 　●中国製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-353をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-336（上側）、2ZQ-337（下側）をお求めください。

2QA-349 ¥8,295（本体¥7,900）

●硬式用、ソフトボール用　●フレーム部/チタン　●シルバー（03）
●スロートガード一体型　●収納袋付き　
●質量約500 　●日本製
＊マスクバンドの交換には2ZQ-338をお求めください。
＊マスクパッドの交換には2ZQ-310（上側）、2ZQ-311（下側）をお求めください。

2QA-110 ¥36,750（本体¥35,000）★

2011年3月発売
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★印は新製品です。

プロテクター

レ ガ ー ズ

アームガード

2011年3月発売

2011年3月発売

B
A

A B

鎖骨周りまで守りつつ、装着時の負担も和らげるプロテクター。

肩全体でしっかり背負うこと
で装着の負担を軽減。不安
な鎖骨周辺もがっちりガード
します。内側には交換、洗濯
が可能なインナーパッドを装
着。着用時の快適感をさらに
高めます。

サイズの見方

プロテクター

レガーズ

●軟式用インサイド　●表地/ナイロン　●パッド/ポリエチレン
●ブラック（09）　●（財）全日本軟式野球連盟公認
●サイズ 330× 420㎜　●収納袋付き
●質量約490 　●日本製

2YA-443 ¥17,850（本体¥17,000）

●軟式用インサイド　●表地/ポリエステル　
●パッド/ポリウレタン、ポリプロピレン
●ブラック（09）　●サイズ 340× 420㎜
●質量約480 　●日本製

2YA-418 ¥18,900（本体¥18,000）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●表地/ポリエステル
●パッド/ポリエチレン　●2つ折り　
●ハケ、ボール袋、収納バッグ付　●質量約640
●サイズ 535× 520×厚さ50㎜　●日本製

2YA-403 ¥14,700（本体¥14,000）

●硬式、軟式、ソフトボール兼用インサイド　●表地/合成皮革
●パッド/ポリウレタン　●ブラック（09）
●サイズ 330× 480㎜　●質量約940 　●中国製

2YA-417 ¥23,100（本体¥22,000）

●2YA-453用交換インナーパッド
●表地/クールマックス
●パッド/EVA
●洗濯可能　●中国製

2YA-451
¥2,100（本体¥2,000）

●硬式、軟式、ソフト兼用
●表地/ポリエステル
●パッド/EVA、ポリウレタン、
　　   ポリプロピレン
●ブラック（09）
●サイズ 360× 570㎜
●収納袋付き
●質量約805 　●日本製

2YA-419
¥22,050（本体¥21,000）

●ゴムソフトボール用インサイド ●表地/合成皮革（PU）
●ネイビー（14）　●パッド/ポリウレタン　
●（財）日本ソフトボール協会公認　●サイズ 370× 430㎜
●質量約900 　●日本製

2YA-426 ¥18,900（本体¥18,000）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）
●サイズ 395× 470㎜　●ヒザ・スネ取り外し可能　●プラス
チックバックル　●収納袋付き　●質量約800 　●日本製

＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-431 ¥16,800（本体¥16,000）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●樹脂部/ポリエチレン 
●サブニーカップ取外し可　●サイド補強布　
●サイズ 360× 510㎜　●質量約870 　●日本製

2YL-427 ¥20,475（本体¥19,500）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●樹脂部/ポリエチレン 
●サイズ 390× 440㎜　●プラスチックバックル
●質量約690 　●日本製
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-406 ¥9,450（本体¥9,000）

＊防御性能をアップさせるためにレガーズ本体を大きくしています。審判用スラックスはレガーズのサイズに合ったものをご使用ください。

●硬式、軟式、ソフトボール兼用インサイド　●表地/ポリエステル
●パッド/ポリエチレン　●インナーパッド（2YA-451）取替可能
●サイズ 320× 540㎜　●収納袋付き　●質量約1190 　●中国製

2YA-453 ¥31,500（本体¥30,000）

●硬式、軟式、ソフト兼用　●生地/ポリエステル
●パッド/ポリウレタン　●ブラック（09）　●両手用
●質量：片手約145 　●日本製

2YA-906 ¥8,400（本体¥8,000）

★

★
●軟式用　●樹脂部/ポリエチレン　●ブラック（09）
●サイズ 395× 510㎜　●ヒザ・スネ取り外し可能
●プラスチックバックル　●質量600 　●日本製
＊レガーズバンドの交換には2ZA-222をお求めください。

2YL-430 ¥9,450（本体¥9,000）
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★印は新製品です。

バ　ッ　グ

シュー ズ

ボール入れ袋 インジケーター

ハ　　ケ ハ　ケ　袋

シュー ズ
ジャケットの収納に便利なハンガー付き。
軽量設計のツアーバッグ。 着脱しやすいベルト構造に加え、

補強を強化させた球審モデル、新登場！

〈球審用モデル〉

〈塁審用モデル〉塁審用のマルチタイプにソフトボール使用OKのホワイトラインを追加。アッパーのフィット感を高める
プロテクトベロと軽量性・グリップ力の高い
ランニングパーパスソールを採用したスタンダードモデル。

2KT-77400　●カラー/ブラック×ブラック 2KT-77410　●カラー/ブラック×ホワイト

ハケ専用ポケット付き

2DB-8840
¥14,700（本体¥14,000）

●ツアーバッグ  ●ナイロン  ●ブラック（09）
●L55×W35×H39 　●容量約75L 
●ハンガー付き、審判グッズ一式収納可 
●中国製

2KU-81900
¥15,750（本体¥15,000）

●甲材/本体：人工皮革　補強：人工皮革
●底材/アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹
脂（熱成型E.V.A.スポンジ）

●カラー/ブラック×ブラック
●サイズ/23.0～28.0㎝
●付属品/シューズ袋　●原産国/中国
＊中敷きの交換には2ZK-35600をお求めください。
（USP.6205681/6289608/6295741 特許3238129）

2ZU-212
¥788（本体¥750）

●ブラシ部：ナイロン
●高103×幅59㎜
●日本製

2ZA-210
¥2,100（本体¥2,000）

●幅広タイプ　●木製　●豚毛
●高63×幅140㎜　
●日本製　　　  　〈赤田刷毛〉

2ZA-268
¥998（本体¥950）

●合成皮革　●ベルトループ付
●2ZU-212用　●日本製

2ZA-213
¥2,625（本体¥2,500）

●木製　●ブラシ部：ポリプロピレン
●高70×幅115㎜　●日本製

〈赤田刷毛〉

2ZA-217
¥420（本体¥400）

●プラスチック製
●三角型　　
●台湾製　　　　〈福島発條〉

1 2ZA-215
¥630（本体¥600）

●プラスチック製
●グリップ型
●日本製　　　   〈エバニュー〉

22ZA-267
¥4,200（本体¥4,000）

●硬式・軟式：5個入れ
●ソフトボール：3個入れ
●ポリエステル　●JSA、J.S.B.B.推奨　
●縦21×横23.5×厚さ5.5㎝　●グレー（05）、ネイビー（14）　●日本製

1405

09

●甲材/本体：人工皮革　補強：人工皮革
●底材/アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）
●カラー/ブラック×ブラック　●サイズ/23.0～28.0㎝
●付属品/シューズ袋　●原産国/日本
＊中敷きの交換には2ZK-35400をお求めください。（USP.6205681/6289608 特許3238129）

2KU-81700 ¥13,125（本体¥12,500）

2KT-774 ¥5,565（本体¥5,300）

●甲材/本体：人工皮革　補強：人工皮革　
●底材/アウトソール：ゴム　ミッドソール：合成樹脂（熱成型E.V.A.スポンジ）　
●サイズ/23.0～28.0、29.0、30.0㎝　●原産国/中国
＊中敷きの交換には2ZK-35400をお求めください。

〈ミズノ〉フランチャイズトレーナー Prime Edition

ハンガー付き

2ZA-251
¥2,730（本体¥2,600）

●硬式・軟式用
●6個入れ　●ポリエステル
●縦19.5×横18.5×厚さ8.5㎝
●ベルトループ付　●日本製

1 2ZA-252
¥2,100（本体¥2,000）

●硬式・軟式用
●4個入れ　●ポリエステル
●縦16.5×横17.0×厚さ7.5㎝
●ベルトループ付　●日本製

2

2ZA-269
¥1,260（本体¥1,200）

●天然皮革　●ベルトループ付
●2ZA-210用　●日本製

2ZA-230
¥2,940（本体¥2,800）

●ハケ・ケースセット
●持ち手、ブラシ部、ケース：ポリプロピレン
●高59×幅131㎜
●ケース／ベルトループ付
●ハケ／日本製、ケース／中国製 〈ナイス〉

★
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ホームモデル ビジターモデル

メッシュV-2

メッシュV-2

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

メッシュV-2

メッシュV-2

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

¥2,835（本体¥2,700）52BW-5750
カラー：A（ネイビー）/B（ネイビー）/C（レッド）/D（レッド）

E（グレー）/F（レッド）　●メジャーメッシュ

帽子（オーダー）

¥7,140（本体¥6,800）※52MW-08301
カラー：ホワイト×ネイビー×レッドパイピング
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100％
●日本製

シャツ

¥6,300（本体¥6,000）※52MJ-08301
カラー：ホワイト×ネイビー×レッドパイピング
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●日本製　

Jr.シャツ
¥4,935（本体¥4,700）52PB-10100

カラー：ホワイト
●スタイル：SF型　●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

Jr.パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-30100
カラー：ホワイト
●スタイル：SF型
●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO、L-5、O-6、O-8
●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
 エクストラロングタイプパンツは、
 S、M、L、O、XO、2XOのサイズ対応となります。
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

パンツ・エクストラロングタイプ

（                          ）
¥6,195（本体¥5,900）52PE-10100

パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-20100
パンツ・ロングタイプ

¥2,835（本体¥2,700）52BW-5750
カラー：A（ネイビー）/B（ネイビー）/C（レッド）/D（レッド）

E（グレー）/F（レッド）　●メジャーメッシュ

帽子（オーダー）

¥7,140（本体¥6,800）※52MW-08314
カラー：ネイビー×レッド×グレーパイピング
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100％
●日本製

シャツ

¥6,300（本体¥6,000）※52MJ-08314
カラー：ネイビー×レッド×グレーパイピング
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●日本製

Jr.シャツ
¥4,935（本体¥4,700）52PB-10500

カラー：グレー
●スタイル：SF型　●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

Jr.パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-30500
カラー：グレー
●スタイル：SF型
●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：S、M、L、O、XO、L-5、O-6、O-8
●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
 エクストラロングタイプパンツは、
 S、M、L、O、XOのサイズ対応となります。
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

パンツ・エクストラロングタイプ

（                      ）
¥6,195（本体¥5,900）52PE-10500

パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-20500
パンツ・ロングタイプ

ジ
ャ
パ
ン
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　●アンダーシャツ・ベルトは別売となります。　●胸マーク・ネーム・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

メッシュV-2

メッシュV-2

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ホームモデル ビジターモデル

¥6,090（本体¥5,800）52MW-89001
カラー：ホワイト×ネイビー×レッドパイピング
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●ポリエステル100％　
●日本製・タイ製
※ダイアモンドスターと同サイズです。

シャツ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-10100
パンツ・レギュラータイプ

¥5,250（本体¥5,000）※52MJ-89001
カラー：ホワイト×ネイビー×レッドパイピング
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●日本製

Jr.シャツ
¥4,935（本体¥4,700）52PB-10100

カラー：ホワイト
●スタイル：SF型　●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

Jr.パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-30100
カラー：ホワイト
●スタイル：SF型  
●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：S・M・L・O・XO・2XO・L-5・O-6・O-8
●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
  エクストラロングタイプパンツは、
  S・Ｍ・Ｌ・O・XO・2XOのサイズ対応となります。
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

パンツ・エクストラロングタイプ

（                         ）

¥6,195（本体¥5,900）52PE-20100
パンツ・ロングタイプ

¥6,090（本体¥5,800）52MW-89014
カラー：ネイビー×レッド×グレーパイピング
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●ポリエステル100％　
●日本製・タイ製
※ダイアモンドスターと同サイズです。

シャツ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-10500
パンツ・レギュラータイプ

¥5,250（本体¥5,000）※52MJ-89014
カラー：ネイビー×レッド×グレーパイピング
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●日本製

Jr.シャツ
¥4,935（本体¥4,700）52PB-10500

カラー：グレー
●スタイル：SF型　●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：130、140、150、160　●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

Jr.パンツ・レギュラータイプ

¥6,195（本体¥5,900）52PE-30500
カラー：グレー
●スタイル：SF型  
●ライン：脇No.034（ⒶネイビーⒷレッド）
●サイズ：S・M・L・O・XO・L-5・O-6・O-8
●ポリエステル100％
●タイ製・日本製
  エクストラロングタイプパンツは、
  S・Ｍ・Ｌ・O・XOのサイズ対応となります。
パンツはダイアモンドスターを組み合わせてください。

パンツ・エクストラロングタイプ

（                      ）

¥6,195（本体¥5,900）52PE-20500
パンツ・ロングタイプ

※ ※

メッシュV-2

メッシュV-2

ニットV-1

ニットV-1

ニットV-1

ナショナルチームモデル
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世界と闘うJAPANの
スピリットがここにある

JAPAN NATIONAL TEAM
SYMBOL MARK

ツインピンストライプを継承しシャープ感を
表現。特殊な編み設計により、軽量感と
動きやすさの両立を実現したメッシュ素材

ツインピンストライプメッシュ2008
58mm
ライン2mm
間隔2mm ウエスト（cm）

ロングタイプ

■パンツ股下寸法

80

M
(78)

L
(82)

O
(86)

XO
(90)

71 74 77
肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、パーツを立体裁断、縫着しました。こ
の独自のカッティング手法により、腕を大きく、早く回転させても肩部分のつ
っぱりがないので、腕をスムーズに振ることができます。

腕の動きを妨げないカッティング EASY MOTION CUT

特許3866689

オフィシャルウエアサプライヤーのミズノは野球日本代
表チームの象徴である「JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL  MARK」を使用することができます。

（ 2 0１０全日本 野 球 会 議 ）

メッシュK-80

メッシュK-80

ニットW-80

メッシュK-80

メッシュK-80

ニットW-80

2008年
野球日本代表モデルレプリカ

パンツ・ロングタイプ

¥14,700（本体¥14,000）

※ 52PW-77701

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　尻当て：ポリエステル55%・綿45%
●日本製

シャツ・オープンタイプ

¥9,450（本体¥9,000）

※ 52MW-77701

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り 受注生産

シャツ・オープンタイプ

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-77771

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り 受注生産

帽子

¥10,500（本体¥10,000）

52BW-77794

カラー：ネイビー
●ポリエステル100%●庇裏：グレー
●角ツバタイプ
●サイズ：54～62cm（1cmピッチ）
●日本製

2008年
野球日本代表モデルレプリカ

パンツ・ロングタイプ

¥14,700（本体¥14,000）

※ 52PW-77705

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　尻当て：ポリエステル55%・綿45%
●日本製

シャツ・オープンタイプ

¥9,450（本体¥9,000）

※ 52MW-77705

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り 受注生産

シャツ・オープンタイプ

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-77775

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り 受注生産

帽子

¥10,500（本体¥10,000）

52BW-77794

カラー：ネイビー
●ポリエステル100%●庇裏：グレー
●角ツバタイプ
●サイズ：54～62cm（1cmピッチ）
●日本製

※野球・日本代表チーム「ユニフォームデザイン」および「代表シンボルマーク」は許諾意匠および許諾商標です。従って、これらは日本代表チームスポンサーであるミズノであっても申請し許可された商品しか製造販売をする事はできません。
※ツインストライプデザインと代表シンボルマークは全日本野球会議が保持する「権利」です。これら「権利」を使用して国際大会等にチームとして参加派遣する場合は全日本野球会議代表編成委員会への許諾申請が必要です。
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　●ベルトは別売になります。　●胸マーク・ネーム・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

メッシュK-78

メッシュK-78

ニットW-78

メッシュK-78

メッシュK-78

ニットW-78

ナショナルチームモデル

世界と闘うJAPANの
スピリットがここにある

JAPAN NATIONAL TEAM
SYMBOL MARK

オフィシャルウエアサプライヤーのミズノは野球日本代
表チームの象徴である「JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL  MARK」を使用することができます。

（ 2 0１０全日本 野 球 会 議 ）

トップアスリートのウエアやシューズに採用さ
れている「ミズノランバード」マーク。右袖に輝
く「ミズノランバード」マークは、選ばれし者の
ユニフォームであることを一層強調します。

2001年のワールドカップより採用されたツインストライプ。
ライン間を61mm、ツインピンストライプを2mmに、ツインピン
ストライプ間を2mmにし、力強さ、シャープ感を表現します。

ツインピンストライプ61mm
ライン2mm
間隔2mm

ウエスト（cm）

ロングタイプ

■パンツ股下寸法

80

XO
(90)

M
(78)

71

L
(82)

74

O
(86)

77特許3866689

肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、パーツを立体裁
断、縫着しました。この独自のカッティング手法により、腕
を大きく、早く回転させても肩部分のつっぱりがないので、
腕をスムーズに振ることができます。

腕の動きを妨げないカッティングEASY MOTION CUT

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-33395

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

アジア選手権2003年 
野球日本代表モデル

¥9,450（本体¥9,000）

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52MW-33305※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・ロングタイプ

¥14,700（本体¥14,000）

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●本体：ポリエステル95％・ナイロン5％
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●日本製

52PW-33305※

受注生産

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-33391

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

¥9,450（本体¥9,000）

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52MW-33301※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・ロングタイプ

¥14,700（本体¥14,000）

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：M、L、O、XO
●本体：ポリエステル95％・ナイロン5％
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●日本製

52PW-33301※

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

アジア選手権2003年 
野球日本代表モデル

受注生産

※野球・日本代表チーム「ユニフォームデザイン」および「代表シンボルマーク」は許諾意匠および許諾商標です。従って、これらは日本代表チームスポンサーであるミズノであっても申請し許可された商品しか製造販売をする事はできません。
※ツインストライプデザインと代表シンボルマークは全日本野球会議が保持する「権利」です。これら「権利」を使用して国際大会等にチームとして参加派遣する場合は全日本野球会議代表編成委員会への許諾申請が必要です。
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※ベルトは別売になります。

2010全日本野球会議C

K-79

2004野球日本代表チーム着用のユニフォー
ムと同間隔のラインピッチに設計された軽量
ツインピンストライプメッシュ素材。

ツインピンストライプ・
ビューリーグメッシュ61㎜61㎜

ライン2㎜ライン2㎜

間隔2㎜間隔2㎜
レギュラータイプ
ロングタイプ

S
(74)

M
(78)

L
(82)

O
(86)

XO
(90)

61 64 67 70 73
68 71 74 77 80

■パンツ股下寸法

ウエスト（cm）

メッシュK-79

メッシュK-79

ニットW-79

ニットW-79

2004年 
野球日本代表モデルレプリカ

受注生産

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

¥8,190（本体¥7,800）

52MW-33491

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

¥5,040（本体¥4,800）

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52MW-33401※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・レギュラータイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52PW-33401※

パンツ・ロングタイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：ホワイト×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52PW-33411※

受注生産

メッシュK-79

メッシュK-79

ニットW-79

ニットW-79

受注生産

2004年 
野球日本代表モデルレプリカ

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

¥8,190（本体¥7,800）

52MW-33495

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

¥5,040（本体¥4,800）

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52MW-33405※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・レギュラータイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52PW-33405※

パンツ・ロングタイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：グレー×ネイビーツインピンストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル95％・ナイロン5％
●日本製

52PW-33415※

受注生産

メッシュK-77

メッシュK-77

ニットW-77

ニットW-77

2001-03年 
野球日本代表モデルレプリカ

受注生産

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

¥8,190（本体¥7,800）

52MW-88991

カラー：ホワイト×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル83％・ナイロン17％
●日本製

¥5,040（本体¥4,800）

カラー：ホワイト×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル83％・ナイロン17％
●日本製

52MW-88901※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・レギュラータイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：ホワイト×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル90％・ナイロン10％
●日本製

52PW-88901※

パンツ・ロングタイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：ホワイト×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル90％・ナイロン10％
●日本製

52PW-88911※

受注生産

メッシュK-77

メッシュK-77

ニットW-77

ニットW-77

受注生産

2001-03年 
野球日本代表モデルレプリカ

シャツ・オープンタイプ
JAPAN  NATIONAL TEAM
SYMBOL  MARK 入り

¥8,190（本体¥7,800）

52MW-88995

カラー：グレー×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル83％・ナイロン17％
●日本製

¥5,040（本体¥4,800）

カラー：グレー×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル83％・ナイロン17％
●日本製

52MW-88905※

シャツ・オープンタイプ

パンツ・レギュラータイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：グレー×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル90％・ナイロン10％
●日本製

52PW-88905※

パンツ・ロングタイプ

¥6,510（本体¥6,200）

カラー：グレー×ネイビーツインストライプ
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル90％・ナイロン10％
●日本製

52PW-88915※

受注生産

2010全日本野球会議C

45㎜45㎜

ライン5㎜ライン5㎜

間隔2㎜間隔2㎜

日本代表モデルで採用した「ツインストライプ」。2本
の細いストライプで構成されたツインストライプはシャ
ープ感と力強さをアピールしています。スピーディな選
手の動きと相まって、よりグラウンドに映えて見えます。

ツインストライプ

レギュラータイプ
ロングタイプ

S
(74)

M
(78)

L
(82)

O
(86)

XO
(90)

61 64 67 70 73
68 71 74 77 80

■パンツ股下寸法

ウエスト（cm）

※野球・日本代表チーム「ユニフォームデザイン」および「代表シンボルマーク」は許諾意匠および許諾商標です。従って、これらは日本代表チームスポンサーであるミズノであっても申請し許可された商品しか製造販売をする事はできません。
※ツインストライプデザインと代表シンボルマークは全日本野球会議が保持する「権利」です。これら「権利」を使用して国際大会等にチームとして参加派遣する場合は全日本野球会議代表編成委員会への許諾申請が必要です。
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※JAPAN NATIONAL TEAM 
　SYMBOL MARK は付いていません。

ハーフZIPジャケット/半袖
52WW-772□□

¥10,920（本体¥10,400）

※

●ツインシャドーST［G-77］
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●裏地付き
●中国製・日本製

アジア選手権2007年 
野球日本代表モデル

ハーフZIPジャケット/長袖
52WW-77191

¥15,960（本体¥15,200）

JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL MARK 入り

ツインシャドーST

●ツインシャドーST［G-77］
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●裏地付き
●中国製・日本製

アジア選手権2007年 
野球日本代表モデル

トレーニングジャケット/長袖
52WW-77391

¥11,970（本体¥11,400）

JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL MARK 入り受注生産

●本体：ポリエステル100％
●切替：ポリエステル85％・
　　　 ポリウレタン15％
●フライス：ポリエステル100％　
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

アジア選手権2007年 
野球日本代表モデル

トレーニングジャケット/半袖
52WW-77491
¥9,975（本体¥9,500）

JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL MARK 入り受注生産

●本体：ポリエステル100％
●切替：ポリエステル85％・
　　　 ポリウレタン15％
●フライス：ポリエステル100％　
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

●本体：ポリエステル100％
●切替：ポリエステル85％・
　　　 ポリウレタン15％
●フライス：ポリエステル100％　
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製
※JAPAN NATIONAL TEAM 
　SYMBOL MARK は付いていません。

トレーニングジャケット/半袖
52WW-774□□
¥8,925（本体¥8,500）

※

アジア選手権2007年 
野球日本代表モデル

ハーフZIPジャケット/半袖
52WW-77291

¥13,860（本体¥13,200）

JAPAN NATIONAL TEAM 
SYMBOL MARK 入り受注生産

●ツインシャドーST［G-77］
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●裏地付き
●中国製・日本製

※JAPAN NATIONAL TEAM 
　SYMBOL MARK は付いていません。

●本体：ポリエステル100％
●切替：ポリエステル85％・
　　　 ポリウレタン15％
●フライス：ポリエステル100％　
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

トレーニングジャケット/長袖
52WW-773□□
¥10,290（本体¥9,800）

※

ハーフZIPジャケット/長袖
52WW-771□□

¥13,125（本体¥12,500）

※

●ツインシャドーST［G-77］
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●裏地付き
●中国製・日本製
※JAPAN NATIONAL TEAM 
　SYMBOL MARK は付いていません。

学生野球対応

ナショナルチームモデル

91.ホワイト×ネイビー 91.ホワイト×ネイビー

91.ホワイト×ネイビー 91.ホワイト×ネイビー

01.ホワイト×ネイビー 01.ホワイト×ネイビー

01.ホワイト×ネイビー 01.ホワイト×ネイビー

09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト 09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト

09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト

ツインシャドーST

09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト

受注生産

〔トレーニングジャケット〕

〔ハーフZIPジャケット〕
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東京ヤクルトスワローズ型

シャツ・オープンタイプ

カラー：ホワイト（前立て裏：ホワイト）
ライン：袖口（8mm）・グレー
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

¥6,090（本体¥5,800）

※52MW-08001

メッシュV-2

パンツ・足掛けタイプ

¥7,140（本体¥6,800）

※52PW-08001

カラー：ホワイト
ライン：脇（8mm）・グレー
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

ニット

ホームモデル

シャツ・オープンタイプ

カラー：レッド
ライン：前立て・袖口（4mm）・ネイビー
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

¥6,090（本体¥5,800）

※52MW-07862

広島東洋カープ型

メッシュV-2

ビジターモデル

シャツ・オープンタイプ

カラー：ホワイト
スタイル：FH型
ライン：前立てNO.605（シルバー）、
　　  袖NO.545（イエロー）
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●タイ製・日本製

¥4,830（本体¥4,600）

52ME-10100

福岡ソフトバンクホークス型

ホームモデル

由規
（東京ヤクルトスワローズ）

小久保 裕紀
（福岡ソフトバンクホークス）

前田 健太
（広島東洋カープ）

東京ヤクル

ホームモデル

広島東洋

ビビジターモデル

スワローズ型

ープ型
デ

シ

カラ
スタ
ライ

●
●

パンツ・ロングタイプ

¥7,140（本体¥6,800）

※52PW-07701

カラー：ホワイト
ライン：脇（6mm）・ネイビー×レッド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

ニット
パンツ・ロングタイプ

¥6,195（本体¥5,900）

52PE-20100

カラー：ホワイト
スタイル：MQ型
ライン：脇NO.545（イエロー）
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO、L-5、O-6、O-8
●タイ製・日本製

●ベルト・アンダーシャツは付属しておりません。

2011年2月発売

シャツ・オープンタイプ

カラー：ホワイト
ライン：袖口（6mm）・ネイビー×レッド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

¥6,090（本体¥5,800）

※52MW-07701

広島東洋カープ型
メッシュV-2

ホームモデル

パンツ・ロングタイプ

¥7,140（本体¥6,800）

※52PW-07701

カラー：ホワイト
ライン：脇（6mm）・ネイビー×レッド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

ニット

2011年2月発売 2011年2月発売

東京ヤクルトスワローズ型

シャツ・オープンタイプ

カラー：グレー（前立て裏：レッド）
ライン：袖口(8mm)・レッド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

¥6,090（本体¥5,800）

※52MW-08005

パンツ・足掛けタイプ

¥7,140（本体¥6,800）

※52PW-08005

カラー：グレー
ライン：脇(8mm)・レッド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●タイ製

ニット

メッシュV-2

ビジターモデル

2011年2月発売

内衿ジャージ：ネイビー×レッド 内衿ジャージ：レッド×ネイビー
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プロコレクション

北海道日本ハムファイターズ型

シャツ・オープンタイプ

カラー：ホワイト×ブラック
ライン：首（11ミリ）・ブルー×ゴールド×ブラック
　　  袖（20ミリ）・ブルー×ゴールド
　　  脇（6ミリ）・ゴールド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-77001

パンツ・ロングタイプ

カラー：ホワイト
ライン：脇（11ミリ）・ブルー×ゴールド×ブラック
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥7,140（本体¥6,800）

52PW-77011

ホームモデル

メッシュ

北海道日本ハムファイターズ型

シャツ・オープンタイプ

カラー：グレー×ブラック
ライン：首（11ミリ）・ブルー×ゴールド×ブラック
　　  袖（20ミリ）・ブルー×ゴールド
　　  脇（6ミリ）・ゴールド
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-77005

パンツ・ロングタイプ

カラー：グレー
ライン：脇（11ミリ）・ブルー×ゴールド×ブラック
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥7,140（本体¥6,800）

52PW-77015

ビジターモデル

メッシュ

シャツ・オープンタイプ

カラー：ホワイト×パステルネイビー
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-66601

パンツ・ロングタイプ

カラー：ホワイト×パステルネイビー
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥7,140（本体¥6,800）

52PW-66601

中日ドラゴンズ型

ホームモデル

メッシュ シャツ・オープンタイプ

※パンツはホワイトでの組み合わせとなります。

カラー：パステルネイビー×ホワイト
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-66616

中日ドラゴンズ型

ビジターモデル

メッシュ シャツ・オープンタイプ

パンツ・ロングタイプ

カラー：ホワイト
ライン：4ミリ・エンジ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-08801

カラー：ホワイト
ライン：4ミリ・エンジ
●サイズ：M、L、O、XO
●ポリエステル100％　●日本製

¥7,140（本体¥6,800）

52PW-08801

東北楽天ゴールデンイーグルス型

ホームモデル

メッシュ

林 昌範
（北海道日本ハムファイターズ）

山﨑 武司
（東北楽天ゴールデンイーグルス）

吉見 一起
（中日ドラゴンズ）

イターズ型

プ

ールド×ブラック
ールド

本製

5,800）

001

ールド×ブラック

本製

6,800）

011

メッシュ

北海道日本ハ

シャツ・オープ

カラー：グレー×ブラ
ライン：首（11ミリ）
　　  袖（20ミリ）
　　  脇（6ミリ）・ゴ
●サイズ：M、L、O、
●ポリエステル10

¥6,09
52M

パンツ・ロング

カラー：グレー
ライン：脇（11ミリ）
●サイズ：M、L、O、
●ポリエステル10

¥7,14
52P

ビジターモデル

北海道日本ハ

シャツ・オープン

カラー：ホワイト×ブラ
ライン：首（11ミリ）・
　　  袖（20ミリ）・
　　  脇（6ミリ）・ゴ
●サイズ：M、L、O、
●ポリエステル100

¥6,09
52MW

パンツ・ロング

カラー：ホワイト
ライン：脇（11ミリ）・
●サイズ：M、L、O、
●ポリエステル100

¥7,14
52PW

ホームモデル

※選手の所属、ユニフォームは’10年10月1日現在のものです。●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。●実際の各球団のデザイン、カラーとは異なる場合があります。
A-172
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ミズノプロ・ベースボールユニフォームオーダーシステム　　※1チーム＜9人＞以上でご注文ください。

基本スタイルをお選びください。※ツインピンストライプの生地をお選びいただいた場合、本体価格が500円upとなります。あらかじめご了承ください。

素材とカラー配色をお選びください。

ライン・ジャージのパターンとカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

オプション加工をお選びください。

前部
後部

プロ仕様の縫製、こだわりのディテールで、本格プレイヤー気分を満喫。

11-
インターロック地縫＋本縫ステッチ。主要な縫合せ部分には、
強度を徹底的に追及したプロ仕様の縫目を施しています。

縫目仕様
製造年と背番号をシャツ・パンツのそれぞれに表
示しています。

製造年表示
激しい肩の動きを妨げないセミラグランスリーブ
を採用。シルエットの美しさでも定評があります。

セミラグランスリーブ
過酷な動きに耐えるプロ仕様のウエストマーベルトを、パンツ腰
裏に装着。シャツのずりあがりを防いでウエストにジャストフィット。

プロ用ウエストマーベルト

52PW-50500
ベルトループ型
レギュラー丈
¥14,700
（本体¥14,000）
52PW-51500
（ツインピンストライプ対象品番）
¥15,225
（本体¥14,500）

52PW-50600
ベルトループ型
ロング丈
¥14,700
（本体¥14,000）
52PW-51600
（ツインピンストライプ対象品番）
¥15,225
（本体¥14,500）

52MW-50500
フロントオープン型
¥11,550
（本体¥11,000）
52MW-51500
（ツインピンストライプ対象品番）
¥12,075
（本体¥11,500）

52MW-50600
V首プルオーバー型
¥11,550
（本体¥11,000）
52MW-51600
（ツインピンストライプ対象品番）
¥12,075
（本体¥11,500）

52MW-50700
イージーモーションカット
フロントオープン型
¥12,600
（本体¥12,000）
52MW-51700
（ツインピンストライプ対象品番）
¥13,125
（本体¥12,500）

シ　ャ　ツ パ　ン　ツ

01 05 09 14 16 21 25 27 35 37 48 62 63 67

01 06 09 14 16 62

ホワイト グレー ブラック ネイビー P.
ネイビー

S.
ブルー

B.
ブルー ブルー グリーン L.

グリーン アイボリー レッド エンジ パープル

－ － － － － － － －

素材名・生地記号
カラーNO.

素材名・生地記号

G.M.C.K.プロ
（表）ポリエステル100％（裏）ポリエステル80％、綿20％

メッシュ・イン・メッシュ
　ポリエステル100％

ピンストライプニットプロ
　ポリエステル95％・ナイロン5％
ピンストライプメッシュ
　ポリエステル95％・ナイロン5％
ツインピンストライプニットプロ
　ポリエステル95％・ナイロン5％
ツインピンストライプメッシュプロ
　ポリエステル95％・ナイロン5％

ツインピンストライプメッシュ2008
　ポリエステル100％
ツインピンストライプニット2008
　ポリエステル100％

ツインピンストライプエアウェイライトメッシュ
　ポリエステル95％・ナイロン5％

2㎜

26㎜

26㎜
2㎜

X-1

X-2

カラーNO.

61㎜
2㎜
K-78

ス
ト
ラ
イ
プ

無
　
地

X-3

X-4

K-80 58㎜2㎜

W-80
58㎜2㎜

X-5
2㎜ 61㎜

61㎜
2㎜
W-78

ホワイト×
ネイビー

グレー×
ネイビー

ホワイト×
ブラック

ホワイト×
ネイビー

ホワイト×
P.ネイビー

ホワイト×
レッド

〈パターン〉 〈配列〉
① A

A B
A B C
A B C
A B C
A B C D

②
③
④
⑤
⑥

1
1：1
1：1：1
2：1：2
1：2：1
3：1：1：1

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16P.ネイビー

24C.ブルー 25B.ブルー 27ブルー 35グリーン 37L.グリーン

45イエロー 53オレンジ 54L.オレンジ 48アイボリー 62レッド

63エンジ 64ピンク 67パープル
※ライン・ジャージスタイルは、P.211のフロントオ－プン型、V首プルオーバー型、
　ベルトループ型をご覧ください。

※　　の枠内のサイズは基本サイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。別寸サイズの中でも受注実績の多いサイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。納期は、ミズノ品取扱店にお問合せ下さい。

3XO-G

3XO-F

3XO-E

3XO-D

3XO-C

3XO-B

3XO-A 4XO-A 5XO-A

5XO-B

6XO-A

6XO-B

6XO-G

7XO-A

7XO-B

7XO-G

7XO-F

7XO-C

4XO-B

4XO-G

4XO-F

4XO-E

4XO-D

4XO-C

5XO-G

5XO-F

5XO-E

5XO-D

5XO-C

6XO-F

6XO-E

6XO-D

7XO-E

7XO-D

6XO-C身
　
　
長（   

）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm

111～119

97～105

119～127

105～113

127～135

113～121

135～143

121～129

143～151
111～119 119～127 127～135 135～143 143～151

129～137

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

ユニフォームのパンツにパッド加工
を承ります。
詳しくはP.209パッド加工オプション
システムをご覧ください。

袖・脇下切込み加工
シ　ャ　ツ パ　ン　ツ

脇下に切込みを入れることによって
腕と肩の動きをスムーズにします。
●52MW-50700、51700は加工できません。

81～87 85～91 89～95 93～99 97～103
67～73 71～77 75～81 79～85 83～89ウエスト（cm）

胸囲（cm）

身
　
　
長（
　
）

SS

SS-B

S-A M-A L-A O-A XO-A 2XO-A

2XO-B

2XO-C

2XO-D

XO-B

XO-C

XO-D

XO-G

O-B

O-C

O-G

L-B

L-F

L-G

M-E

M-F

M-G

S-D

S-E

S-F

S-G

SS-C

SS-D

SS-E

SS-F

SS-G

S

L

S-C M

M-B

M-D

L-C

L-E

O-D

O XO-E

XO

2XO

2XO-E

2XO-F

ＢＬ

BO BXO

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

87～93 91～97
101～107 105～111

B
体

cm

87～93

93～99
89～95

97～103
97～103

101～107
99～105

91～97 103～109

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

O-F
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ダイアモンドスター・ベースボールユニフォームオーダーシステム

「ダイアモンドスター」チームの個性が光る！！プレイがもっと楽しくなる！！

色々なスタイルから、あなたに合ったシルエットを選べます！！特長

豊富なデザインバリエーション！！
30,000通りを超えるデザインの組み合わせを可能にしました。

特長

特長

特長

特長

どのスタイルも同一価格！！

シャツ…￥4,830（本体￥4,600）パンツ…￥6,195（本体￥5,900）

●シャツ、パンツ、ラインの組み合わせは自由！！どの組み合わせも同じ価格です。
●切替デザインタイプも同一価格！！

ＦＲＥＥ＆ＦＲＥＥシステム対応！！
●ダイアモンドスターは、シャツとパンツの別売ができます。
●シャツだけ、パンツだけのオーダーや上下サイズ違いのオーダーも可能です。

カタログに掲載をしているサンプルから選ぶ　　　と
オリジナルでオーダーする 　　　の2種類があります。

●カタログに掲載しているサンプルから選ぶ

パンツタイプを選ぶ。
ショートタイプ、レギュラータイプ、
ロングタイプ、エクストラロングタイプ、
足掛け式タイプから
お選びになり、
品番をご指定ください。

デザインを選ぶ。
P.197～P.208から
お好みのデザインを
お選びください。
デザインナンバー
NO.11 DS-00

マーキングを
指定してください。

P.327～P.332

アクセサリーを
お選びください。

P.275～P.300

※裾ゴムが入っており、折り返
　してはくスタイルです。

プロ選手にも人気の
ストッキングを大胆に見せた
軽快なスタイル

シャツ レギュラースタイルショートスタイル ロングスタイル エクストラロングスタイル 足掛け式ストレートスタイル

※足掛けゴムをスパイクにかけ
　てはくスタイルです。

Free
＆Free

今、流行の
アメリカンスタイル

変わらない野球の
定番シルエット

ゆったりシルエットの
中でも動き易さを追求

足掛けゴムが
スパイクとの一体感を演出

動きやすさにもこだわった
正統派ロングスタイル

A-174
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自由な組み合わせでオリジナルのユニフォームを作る

ベースとなる
シャツを
お選びください。
P.193からスタイル、
カラー、素材を
お選びください。

ベースとなる
パンツを
お選びください。
P.194からスタイル、
カラーをお選びください。

ライン・ジャージ
スタイルを
お選びください。
P.195からシャツ、パンツ
それぞれのスタイルを
お選びください。

ライン・ジャージ
カラーを
お選びください。
P.196

マーキングを  
指定して
ください。
P.327～P.332

アクセサリーを
お選び
ください。
P.275～P.302

★個性的な、切替デザインタイプにしよう！
★パンツはゆったりとしたはきこなしのロングタイプにしよう！
★シンプルなデザインで、勝ちにいこう！

オーダー方法

40ミリジャージ（袖用ジャージ） 24ミリジャージ（Ｖ首用ジャージ）

12ミリ、30ミリライン 4ミリ、9ミリライン

20ミリライン

ライン・ジャージカラーをお選びください。

ダ
イ
ア
モ
ン
ド
ス
タ
ー

M
E

N
'S

U
N

IF
O

R
M

S

ベースとなるシャツを選ぶ。　　　　　　  P.193

ネイビー
×ホワイト
52ME-61400

52ME-42200 52ME-42400 52ME-42900 52ME-42200

52ME-53100 52ME-53400 52ME-5350052ME-53200 52ME-53200

52ME-4090052ME-40900 52ME-41600

メッシュ

オープン・ピンストライプタイプ オープン・レギュラーストライプタイプ

52ME-41400

52ME-50900 52ME-51400 52ME-51600 52ME-52700 52ME-56200

52ME-60900 52ME-61600 52ME-61400 52ME-6090052ME-6620052ME-67400 52ME-67200

52ME-52700

52ME-70900 52ME-71400 52ME-71600 52ME-76200 52ME-80900 52ME-81400 52ME-80500 52ME-86200

メッシュ

オープン・切替デザインタイプ生地

生地

191

ベースとなるパンツを選ぶ。　　　　　　  P.194

シャツ・パンツのライン・ジャージスタイルを選ぶ。  P.195

ベースとなるシャツをお選びください。　　　　　　　　　　　　　      パンツ…￥6,195（本体￥5,900）

生地 レギュラータイプショートタイプ ロングタイプ 足掛け式タイプ

パンツ素材に適したはき心地
の良い柔らかい風合いのニッ
ト素材です。

ニット

グラウンド部分をポリエステ
ル、ライン部分をナイロンで
編みたてたパンツ素材に適し
た柔らかいピンストライプニッ
ト素材です。

無
地
タ
イ
プ

ピ
ン
ス
ト
ラ
イ
プ

レ
ギ
ュ
ラ
ー
ス

26㎜

3㎜

26㎜

6㎜

ニット

U
N

IF
O

R
M

S

ダイアモンドスター・ベースボールユニフォームオーダーシステム

シャツのライン・ジャージスタイルをお選びください。

パ　ン　ツ

V首・プルオーバー型

EF型

袖

ベルトループ型 

セミハーフボタン型

WK型MN型MQ型 WQ型

シ　ャ　ツ
フロントオープン型

LA型 OK型 SF型OQ型 CA型 SA型

KR型

193（ラインなし）

シャツ・パンツのライン・ジャージカラーを選ぶ。  P.196

パンツ

メッシュ

ニット

胸マーク:シアトル マリナーズ型（V）/
シルバー×ネイビー×グレー
背番号:シアトル マリナーズ型（V）/
シルバー×ネイビー×グレー

マーク

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

A-175
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ダイアモンドスター・ベースボールユニフォームオーダーシステム

ベースとなるシャツをお選びください。　　　　　　　　　　　　　　   シャツ…￥4,830（本体￥4,600）

ホワイト×レッド
52ME-42200

ホワイト×ネイビー
52ME-42400

ホワイト×ブラック
52ME-42900

バックスタイル
52ME-42200

ホワイト×ネイビー
52ME-53100

ネイビー×ホワイト
52ME-53400

ネイビー×レッド
52ME-53500

ホワイト×レッド
52ME-53200

バックスタイル
52ME-53200

52ME-00100
ホワイト

52ME-20100
ホワイト

52ME-30100
ホワイト

52ME-40900
バックスタイル

52ME-40900
ホワイト×ブラック ホワイト×パステルネイビー

52ME-41600

52ME-90100
ホワイト

52ME-91400
ネイビー

オープン・ピンストライプタイプ オープン・レギュラーストライプタイプ

52ME-10100
ホワイト

52ME-10500
グレー

52ME-10900
ブラック

52ME-11400
ネイビー

52ME-11600
パステルネイビー

52ME-12700
ブルー

52ME-14800
アイボリー

52ME-16200
レッド

52ME-00500
グレー

52ME-20900
ブラック

52ME-21400
ネイビー

52ME-31400
ネイビー

52ME-31600
パステルネイビー

52ME-36200
レッド

ホワイト×ネイビー
52ME-41400

52ME-50900

ホワイト
×ブラック

ホワイト
×ネイビー

52ME-51400

ホワイト
×パステルネイビー
52ME-51600

ホワイト
×ブルー

52ME-52700

ホワイト
×レッド

52ME-56200

52ME-60900

ホワイト
×ブラック

ホワイト
×パステルネイビー
52ME-61600

ネイビー
×ホワイト

52ME-61400 52ME-60900
バックスタイル

ホワイト
×レッド

52ME-66200

ホワイト
×ネイビー

52ME-67400

レッド
×ホワイト

52ME-67200

パンツ素材にも適した着心
地の良い柔らかい風合いの
ニット素材です。

ポリエステル100％

ポリエステル100％

ポリエステル100％

ポリエステル90％・ナイロン10％

ポリエステル85％・ナイロン15％

オリジナリティーを演出するた
めの複雑なマーク加工に適し
たミドルウエイトタイプのメッシ
ュ素材です。縦ラインのメッシ
ュ目が清涼感を演出します。

流行のダブルメッシュタイプ
素材をトリコット編みで実現。
機能性に優れた軽量タイプ
素材です。

流行のダブルメッシュタイプ
素材をトリコット編みで実現。
機能性に優れた軽量タイプ
素材です。

グラウンド部分はプロ野球球団
でも採用された実績のあるメッ
シュ・イン・メッシュ素材より改良
されたストライプメッシュです。

52ME-52700
バックスタイル

ブラック
ストライプ

52ME-70900

ネイビー
ストライプ

52ME-71400

パステルネイビー
ストライプ

52ME-71600

レッド
ストライプ

52ME-76200

ブラック
ストライプ

52ME-80900

ネイビー
ストライプ

52ME-81400

グレー×
ブラックストライプ
52ME-80500

レッド
ストライプ

52ME-86200

27㎜
2㎜

27㎜
4㎜

オープン・無地タイプ生地

セミハーフボタン・無地タイプ Ｖ首・無地タイプ生地

オープン・切替デザインタイプ生地

生地

●タイ製・日本製

●タイ製・日本製

●タイ製・日本製

●タイ製・日本製●タイ製・日本製

●タイ製・日本製●タイ製・日本製

●タイ製・日本製

●タイ製・日本製

●タイ製・日本製

●日本製●日本製

流行のダブルメッシュタイプ
素材をトリコット編みで実現。
機能性に優れた軽量タイプ
素材です。

ポリエステル100％

ポリエステル100％

※ユニフォームシャツについて
52ME-50000に代表される前身頃と後身頃
でカラーの異なるシャツ着用に関しては連盟、
大会によって禁止されている場合があります
ので、詳細の確認は各連盟、協会へお問い合
わせください。

メッシュ

メッシュ

メッシュ

メッシュ

メッシュ

ニット
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ベースとなるパンツをお選びください。　　　　　　　　　　　　　      パンツ…￥6,195（本体￥5,900）

※　　の枠内のサイズは基本サイズです。
※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。別寸サイズの中でも、受注実績の多いサイズです。納期は、ミズノ品取扱店にお問合せ下さい。
※52PE-00100･10100･20100･30100以外の2XOのパンツ、L-5、O-6、O-8のシャツは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。
※その他カタログ記載以外の完全別寸オーダー等は4割アップの代金を頂きます。

81～87 85～91 89～95 93～99 97～103
67～73 71～77 75～81 79～85 83～89ウエスト（cm）

胸囲（cm）

シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ

SS
SS

S
S

L
L

S-C
S-C

M
M

M-B
M-B

M-D
M-D

L-C
L-C

L-E
L-E

O-D
O-D
O
O

XO-E
XO-E
XO
XO

2XO
－

2XO-E
2XO-E
2XO-F
2XO-F

－
L-5

－
O-6

－
O-8

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

87～93 91～97
101～107 105～111

B
体

3XO-G
3XO-G

3XO-F
3XO-F

3XO-E
3XO-E

3XO-D
3XO-D

3XO-C
3XO-C

4XO-G
4XO-G

4XO-F
4XO-F

4XO-E
4XO-E

4XO-D
4XO-D

4XO-C
4XO-C

5XO-G
5XO-G

5XO-F
5XO-F

5XO-E
5XO-E

5XO-D
5XO-D

5XO-C
5XO-C

6XO-F
6XO-F

6XO-E
6XO-E

6XO-D
6XO-D

7XO-E
7XO-E

7XO-D
7XO-D

6XO-C
6XO-C

111～119

97～105

119～127

105～113

127～135

113～12187～93

93～99
89～95

97～103
97～103

101～107
99～105

91～97 103～109

135～143

121～129

143～151
111～119 119～127 127～135 135～143 143～151

129～137
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm

身
　
　
長
（
　
）

胸囲(cm)
腹囲(cm)
ｳｴｽﾄ(cm)

胸囲(cm)
腹囲(cm)
ｳｴｽﾄ(cm)

cm

ダイアモンドスター・メンズ適合サイズ表

生地 レギュラータイプショートタイプ ロングタイプ 足掛け式タイプエクストラロングタイプ

パンツ素材に適したはき心地
の良い柔らかい風合いのニッ
ト素材です。

ポリエステル100％

グラウンド部分をポリエステ
ル、ライン部分をナイロンで
編みたてたパンツ素材に適し
た柔らかいレギュラーストライ
プニット素材です。

ポリエステル85％
ナイロン15％

グラウンド部分をポリエステ
ル、ライン部分をナイロンで
編みたてたパンツ素材に適し
た柔らかいピンストライプニッ
ト素材です。

ポリエステル90％
ナイロン10％

無
地
タ
イ
プ

ピ
ン
ス
ト
ラ
イ
プ

レ
ギ
ュ
ラ
ー
ス
ト
ラ
イ
プ

26㎜

3㎜

26㎜

6㎜

52PE-46200

レッド
ストライプ

プロ仕様のパッド加工が可能です。パッド加工オプションシステム
詳しくはP.209パッド加工オプションシステムをご覧ください。

52PE-25900
ホワイト×ブラック

52PE-25400
ホワイト×ネイビー

52PE-25600
ホワイト×パステルネイビー

52PE-25200
ホワイト×レッド

52PE-56200

レッド
ストライプ

●タイ製・日本製●タイ製・日本製

●日本製 ●日本製

●日本製 ●日本製

●日本製

●タイ製・日本製 ●タイ製・日本製 ●タイ製・日本製

●パンツ
サイズ

ウエスト（cm）

ショートタイプ

レギュラータイプ

ロングタイプ

エクストラロングタイプ

足掛式タイプ

股下寸法

S JASPO

71～77

45
58
68
82
71

M JASPO

75～81

47
61
71
85
74

L JASPO

79～85

49
64
74
88
77

O JASPO

83～89

51
67
77
91
80

XO JASPO

87～93

53
70
80
94
83

身
　
　
長（
　
）

L-5
87～93

61
71

O-6
91～97

64
74

O-8
103～109

64
74

2XO JASPO

91～97

55
73
83
97

ショートタイプ、エクストラロングタイプ、
足掛け式パンツは、Ｂ体（L-5•O-6•O-8）
のサイズ対応はできません。

2XOのパンツはショート、レギュラー、
ロング、エクストラロングのホワイトのみ
基本サイズの対応が可能です。

※注1 ※注2

※注1

※注2

ニット

ニット

ニット
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ダイアモンドスター・ベースボールユニフォームオーダーシステム

シャツのライン・ジャージスタイルをお選びください。

前立て
4ミリライン

袖
30ミリ
ライン

首
12ミリ
ライン

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

パ　ン　ツ

V首・プルオーバー型

ラインなし

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

首
12ミリライン

前立て
4ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

前立て
4ミリライン

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

袖
9ミリライン
（15ミリあき）

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

4ミリライン
前立て

首 24ミリ
ジャージ

袖
30ミリ
ライン

首 24ミリジャージ

4ミリライン
前立て

EF型

※フロントオープン型スタイルのLA,CA,TB,CH,SF,BS,FL,MN,NY,TX,SG,
　SQ,EQ,EF型はセミハーフボタン型でも対応可能です。

※ WK、WQ型は52PE-25200・25400・25600・
　 25900のみ対応可能です。

袖
12ミリライン

肩
30ミリライン

首
12ミリライン

袖
30ミリライン

袖
40ミリ
ジャージ

前立て
4ミリライン

前立て
4ミリライン

袖
12ミリ
2本ライン

（ライン間8ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

前立て
4ミリライン

ベルトループ型 ※ 52PE-25200・25400・25600・25900に関する注意事項／CA型、MQ型、MN型のラインスタイルは選択できません。S以下のサイズはOQ・SF・WQ型は選択できません。

セミハーフボタン型

WK型MN型MQ型 WQ型

シ　ャ　ツ
フロントオープン型

4ミリライン 9ミリライン

LA型 OK型 SF型OQ型 CA型 SA型

KR型
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2色ラインの場合、外側からA・Bの順番の配色となります。

例えばラインNo.008
（　ネイビー　ホワイト　レッド）と指定された場合、
下のような配色で加工されます。

40ミリジャージ（袖用ジャージ） 24ミリジャージ（Ｖ首用ジャージ）

●ジャージは逆配色できません。 ●ジャージは逆配色できません。

12ミリ、30ミリライン 4ミリ、9ミリライン

20ミリライン

ライン・ジャージカラーをお選びください。

●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。
A-179
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￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

NO.11 DS-02
ニューヨーク メッツ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-41400
52PE-20100

NO.11 DS-03
04ソフトJAPAN型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-41400
52PE-20100

●胸マーク:ヤクルト型（H）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:ヤクルト型/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:ヤクルト型/
  レッド,ネイビー×ホワイト×ネイビー

NO.11 DS-04
ヤクルト型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-41400
52PE-25400

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ネイビー×ホワイト×オレンジ
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-05
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-67400
52PE-20100

NO.11 DS-01
ロサンゼルス ドジャース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-51400
52PE-3010 0

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

ネイビー

●胸マーク:ロサンゼルス ドジャース型（H）/
ネイビー×ホワイト×オレンジ
●背番号:ロサンゼルス ドジャース型/
ネイビー×ホワイト×オレンジ
●帽子マーク:ロサンゼルス ドジャース型/
ホワイト

●胸マーク:ニューヨーク メッツ型（V）/
  パープル×ホワイト×ネイビー（影）
●背番号:ニューヨーク メッツ型/
  パープル×ホワイト×ネイビー（影）
●帽子マーク:ニューヨーク メッツ型/
  パープル×ホワイト

●胸マーク:04ソフトJAPAN型/
  ネイビー×レッド
●背番号:04ソフトJAPAN型/
  ネイビー×レッド
●帽子マーク:04ソフトJAPAN型/
  レッド×ホワイト

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

SF型
ネイビー×レッド×ネイビー（015）

SA型
ネイビー×レッド×ネイビー（015）

AR型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

A-180
(197)



●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

●胸マーク:シアトル マリナーズ型（V）/
  シルバー×ネイビー×グレー
●背番号:シアトル マリナーズ型（V）/
  シルバー×ネイビー×グレー
●帽子マーク:シアトル マリナーズ型/
  シルバー×ホワイト

NO.11 DS-06
シアトル マリナーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-61400
52PE-20100

●胸マーク:ニューヨーク メッツ型（H）/
  レッド×ネイビー×ホワイト（影）
●背番号:ニューヨーク メッツ型/
  レッド×ネイビー×ホワイト（影）
●帽子マーク:ニューヨーク メッツ型/
  ホワイト

NO.11 DS-07
ニューヨーク メッツ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-31400
52PE-30100

●胸マーク:クリーブランド インディアンス型（V）/
  レッド×ホワイト×ネイビー
●背番号:クリーブランド インディアンス型（V）/
  レッド×ネイビー×ホワイト
●帽子マーク:クリーブランド インディアンス型

NO.11 DS-08
クリーブランド インディアンス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-21400
52PE-10500

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（V）/
  シルバー×ネイビー×シルバー
●背番号:04-07千葉ロッテ型/ホワイト
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  シルバー×ホワイト

NO.11 DS-09
04-07千葉ロッテ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-11400
52PE-30100

●胸マーク:ボストン レッドソックス型（H）/
  レッド×ネイビー
●背番号:ボストン レッドソックス型/
  レッド×ネイビー
●帽子マーク:ボストン レッドソックス型/
  レッド×ホワイト

NO.11 DS-10
ボストン レッドソックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-10100
52PE-20100

●胸マーク:テキサス レンジャーズ型（H）/
  ネイビー×ホワイト×イエロー
●背番号:テキサス レンジャーズ型/
  ネイビー×ホワイト×イエロー
●帽子マーク:テキサス レンジャーズ型/
  ネイビー×ホワイト×イエロー

NO.11 DS-11
テキサス レンジャーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-81400
52PE-71400

●胸マーク:ニューヨーク ヤンキース型（H）/
  ネイビー
●背番号:ニューヨーク ヤンキース型（H）/
  ネイビー
●帽子マーク:ニューヨーク ヤンキース型/
  ホワイト

NO.11 DS-12
ニューヨーク ヤンキース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-71400
52PE-61400

●胸マーク:シアトル マリナーズ型（V）/
  ネイビー×グリーン×ホワイト
●背番号:シアトル マリナーズ型（V）/
  ネイビー×グリーン
●帽子マーク:シアトル マリナーズ型/
  シルバー×ホワイト

NO.11 DS-13
シアトル マリナーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52ME-10500
52PE-20500

ダイアモンドスターサンプル

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
ネイビー（002）

SF型
ネイビー×ホワイト×ネイビー（018）

NY型
レッド×ホワイト（067）

KR型
ホワイト（060）

SF型
ネイビー×ホワイト×ネイビー（018）

AQ型
シルバー（605）

AR型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）

OK型
ネイビー（002）
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MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:SH型（H）/
  ブラック×シルバー
●背番号:SH型/
  ブラック×シルバー
●帽子マーク:SH型/
  イエロー×グレー

NO.11 DS-14
SH型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-10100
52PE-10100

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

ブラック

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ブラック×ホワイト×レッド（影）
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ブラック×ホワイト×レッド（影）
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト×レッド

NO.11 DS-15
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-10100
52PE-20100

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（V）/
  ブラック×シルバー×ブラック
●背番号:04-07千葉ロッテ型/
  ブラック×シルバー×ブラック
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  シルバー×ブラック×シルバー

NO.11 DS-16
04-07千葉ロッテ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-20100
52PE-20100

●胸マーク:シカゴ ホワイトソックス型（H）/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●背番号:シカゴ ホワイトソックス型/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:シカゴ ホワイトソックス型/
  ホワイト

NO.11 DS-17
シカゴ ホワイトソックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-50900
52PE-20100

●胸マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型（V）/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●背番号:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  ホワイト

NO.11 DS-18
アリゾナ ダイヤモンドバックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-60900
52PE-25900

FS型
シルバー（605）

イエロー（545）

MQ型
イエロー（545）

OK型
ブラック（001）

SA型
ブラック×ホワイト×ブラック（052）

SF型
ブラック×ホワイト×ブラック（052）

OK型
ブラック（001）

OK型
ブラック（001）

OK型
ブラック（001）

A-182
(199)



●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（H）/
  ブラック×シルバー×ブラック×レッド（影）
●背番号:04-07千葉ロッテ型/
  ブラック×シルバー×レッド（影）
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  ホワイト×ブラック×ホワイト

NO.11 DS-20
04-07千葉ロッテ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-40900
52PE-25900

●胸マーク:SH型（V）/
  ホワイト×グレー
●背番号:SH型/
  ホワイト×グレー
●帽子マーク:SH型/
  イエロー×グレー

NO.11 DS-21
SH型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-10900
52PE-20100

●胸マーク:ニューヨーク メッツ型（H）/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●胸番号:ニューヨーク メッツ型/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●背番号:ニューヨーク メッツ型/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●帽子マーク:ニューヨーク メッツ型/
  ホワイト

NO.11 DS-22
ニューヨーク メッツ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-20900
52PE-20100

NO.11 DS-23
広島型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-10900
52PE-20100

●胸マーク:フロリダ マーリンズ型（H）/
  ブラック×シルバー×エメラルドグリーン
●背番号:フロリダ マーリンズ型/
  ブラック×シルバー×エメラルドグリーン
●帽子マーク:フロリダ マーリンズ型/
  ブラック×ホワイト

NO.11 DS-24
フロリダ マーリンズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-70900
52PE-50900

●胸マーク:ロサンゼルス ドジャース型（V）/
  ブラック×ホワイト×イエロー
●背番号:ロサンゼルス ドジャース型/
  ブラック×ホワイト×イエロー
●帽子マーク:ロサンゼルス ドジャース型/
  ホワイト×イエロー

NO.11 DS-25
ロサンゼルス ドジャース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-80500
52PE-70500

●胸マーク:ワシントン ナショナルズ型（V）/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●背番号:ワシントン ナショナルズ型/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:ワシントン ナショナルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-26
ワシントン ナショナルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-10500
52PE-10500

ダイアモンドスターサンプル

●胸マーク:広島型（H）/
  ブラック×ピンク×ホワイト
●背番号:広島型/
  ブラック×ピンク×ホワイト
●帽子マーク:広島型/
  ピンク

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（V）/
  ブラック×イエロー
●背番号:04-07千葉ロッテ型/
  ブラック×イエロー
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  イエロー

NO.11 DS-19
04-07千葉ロッテ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52ME-40900
52PE-20100

OK型
ブラック（001）

OK型
ブラック（001）

MQ型
シルバー（605）

FS型
シルバー（605）

OK型
パステルネイビー（085）

SF型
ピンク×ブラック×ピンク（077）

SA型
ピンク×ブラック×ピンク（077）

SF型
ブラック×ホワイト×ブラック（052）

AR型
パステルネイビー（085）

SA型
ブラック×ホワイト（203）

KR型
ブラック（001）

ブラック×レッド×ブラック（050）

ホワイト（060）

A-183
(200)



￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型（H）/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ
●背番号:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ
●帽子マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-27
カンザスシティー ロイヤルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-11600
52PE-51600

パステルネイビー

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

●胸マーク:ニューヨーク ヤンキース型（V）/
  パステルネイビー×ホワイト
●背番号:ニューヨーク ヤンキース型（V）/
  パステルネイビー×ホワイト
●帽子マーク:ニューヨーク ヤンキース型/
  ホワイト

NO.11 DS-28
ニューヨーク ヤンキース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-11600
52PE-20100

●胸マーク:ワシントン ナショナルズ型（V）/
  ホワイト×パステルネイビー×レッド
●背番号:ワシントン ナショナルズ型/
  ホワイト×パステルネイビー×レッド
●帽子マーク:ワシントン ナショナルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-29
ワシントン ナショナルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-11600
52PE-30100

●胸マーク:ロサンゼルス ドジャース型（V）/
  パステルネイビー×ホワイト×シルバー
●背番号:ロサンゼルス ドジャース型/
  パステルネイビー×ホワイト×シルバー
●帽子マーク:ロサンゼルス ドジャース型/
  ホワイト

NO.11 DS-30
ロサンゼルス ドジャース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-11600
52PE-20100

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

LA型
ホワイト×パステルネイビー×
ホワイト（322）

OK型
パステルネイビー（085）

OK型
パステルネイビー（085）

AR型
ホワイト（060）

SA型
ホワイト×パステルネイビー×
ホワイト（322）

A-184
(201)



●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

●胸マーク:GS型（3rdH）/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●背番号:GS型（3rdH）/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ（影）
●帽子マーク:GS型/
  オレンジ

NO.11 DS-31
GS型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-61600
52PE-20100

●胸マーク:テキサス レンジャーズ型（H）/
  パステルネイビー×レッド×パステルネイビー（影）
●背番号:テキサス レンジャーズ型/
  パステルネイビー×レッド
●帽子マーク:テキサス レンジャーズ型/
  ホワイト×パステルネイビー×レッド（影）

NO.11 DS-32
テキサス レンジャーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-51600
52PE-25600

●胸マーク:ロサンゼルス ドジャース型（V）/
  パステルネイビー
●胸番号:ロサンゼルス ドジャース型/レッド
●背番号:ロサンゼルス ドジャース型/
  パステルネイビー×ホワイト
●帽子マーク:ロサンゼルス ドジャース型/
  ホワイト

NO.11 DS-33
ロサンゼルス ドジャース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-10500
52PE-20500

●胸マーク:ヤクルト型（V）/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:ヤクルト型/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:ヤクルト型/
  レッド・パステルネイビー×ホワイト

NO.11 DS-34
ヤクルト型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-51600
52PE-20100

●胸マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型（H）/
  パステルネイビー×ホワイト×ブラック
●背番号:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  パステルネイビー×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  ホワイト

NO.11 DS-35
アリゾナ ダイヤモンドバックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-41600
52PE-20100

●胸マーク:横浜型（H）/
  パステルネイビー×ホワイト×ブラック
●背番号:横浜型/
  パステルネイビー×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:横浜型/
  ホワイト

NO.11 DS-36
横浜型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52ME-71600
52PE-51600

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
パステルネイビー（085）

OK型
パステルネイビー（085）

AR型
パステルネイビー（085）

OK型
パステルネイビー（085）

OK型
パステルネイビー（085）

SA型
レッド×パステルネイビー（202）

SF型
レッド×パステルネイビー（202）

ダイアモンドスターサンプル

A-185
(202)



MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

NO.11 DS-37
ボストン レッドソックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-16200
52PE-10500

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

レッド

●胸マーク:ボストン レッドソックス型（H）/
  ネイビー×ホワイト
●背番号:ボストン レッドソックス型/
  ネイビー×ホワイト
●帽子マーク:ボストン レッドソックス型/
  ホワイト×ネイビー

●胸マーク:ボストン レッドソックス型（H）/
  レッド×ネイビー
●背番号:ボストン レッドソックス型/
  レッド×ネイビー
●帽子マーク:ボストン レッドソックス型/
  レッド

NO.11 DS-38
ボストン レッドソックス型マーク

52BA-39014
52ME-10500
52PE-20500

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ブラック×ホワイト×ゴールド（影）
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ブラック×ホワイト
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-39
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-67200
52PE-20100

●胸マーク:シンシナティ レッズ型（H）/
  レッド×ホワイト（影）×ブラック
●胸番号:シンシナティ レッズ型/
  レッド×ホワイト×ブラック（影）
●背番号:シンシナティ レッズ型/
  レッド×ホワイト×ブラック（影）
●帽子マーク:シンシナティ レッズ型/
  ホワイト

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-56200
52PE-25200

NO.11 DS-40
シンシナティ レッズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

OK型
レッド（006）

OK型
レッド（006）

AR型
ネイビー（002）

AR型
レッド（006）

SF型
ホワイト×レッド×ホワイト（021）

A-186
(203)



●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

ダイアモンドスターサンプル

●胸マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型（H）/
  レッド×ホワイト×ブラック
●背番号:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  レッド×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-41
カンザスシティー ロイヤルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-66200
52PE-20100

●胸マーク:08ソフトJAPAN型/
  レッド×ネイビー
●背番号:08ソフトJAPAN型/
  レッド×ネイビー
●帽子マーク:08ソフトJAPAN型/
  ホワイト

NO.11 DS-42
08ソフトJAPAN型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-42200
52PE-30100

●胸マーク:広島型（H）/
  レッド×ホワイト×ブラック
●背番号:広島型/
  レッド×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:広島型/ホワイト

NO.11 DS-43
広島型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-76200
52PE-46200

●胸マーク:ヤクルト型（H）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:ヤクルト型（H）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:ヤクルト型/
  ホワイト

NO.11 DS-44
ヤクルト型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-53200
52PE-30100

●胸マーク:ボストン レッドソックス型（V）/
  レッド×ネイビー
●背番号:ボストン レッドソックス型/
  レッド×ネイビー
●帽子マーク:ボストン レッドソックス型/
  ホワイト×ネイビー

NO.11 DS-45
ボストン レッドソックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-10100
52PE-20100

●胸マーク:フィラデルフィア フィリーズ型（H）/
  レッド×パステルネイビー（星）
●背番号:フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド
●帽子マーク:フィラデルフィア フィリーズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-46
フィラデルフィア フィリーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52ME-86200
52PE-76200

SF型
レッド×ネイビー×レッド
（038）

EF型
レッド×ネイビー×レッド（038）

OK型
レッド（006）

OK型
レッド（006）

OK型
レッド（006）

SG型
ネイビー×レッド（034）

SF型
ネイビー×レッド（034）

A-187
(204)



￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

NO.11 DS-47
シアトル マリナーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA- 39027
52ME- 52700
52PE- 30100

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

ブルー

●胸マーク:シアトル マリナーズ型（H）/
  ブルー×ホワイト×ブラック
●背番号:シアトル マリナーズ型（ALT）/
  ブルー×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:シアトル マリナーズ型/
  ブルー×ホワイト

●胸マーク:04ソフトJAPAN型/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:04ソフトJAPAN型/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:04ソフトJAPAN型/
  レッド×ホワイト

NO.11 DS-48
04ソフトJAPAN型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA- 39027
52ME- 12700
52PE- 30100

●胸マーク:GS型（3rdH）/
  ホワイト×ブラック×レッド（影）
●背番号:GS型（3rdH）/
  ホワイト×ブラック×レッド（影）
●帽子マーク:GS型/ホワイト

NO.11 DS-49
GS型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA- 39027
52ME- 12700
52PE- 20100

52BA- 39027
52ME- 10100
52PE- 20100

NO.11 DS-50NO

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ブルー×ホワイト×イエロー
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ブルー×ホワイト×イエロー
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
ブルー（003）

OK型
ブルー（003）

OK型
ブルー（003）

OK型
ブルー（003）

OK型
ブルー（003）

AK型
パステルネイビー（085）

パステルネイビー×ホワイト×
スカイブルー（306）

AR型
ホワイト（060）

サンディエゴ パドレス型マーク
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●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

●胸マーク:オークランド アスレチックス型（H）/
  グリーン×イエロー×ブラック
●背番号:オークランド アスレチックス型/
  グリーン×イエロー×ブラック
●帽子マーク:オークランド アスレチックス型/
  グリーン×イエロー

NO.11 DS-51
オークランド アスレチックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA- 39035
52ME- 10100
52PE- 30100

￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  グリーン×ホワイト×ゴールド（影）
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  グリーン×ホワイト×ゴールド（影）
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-52
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39035
52ME-10100
52PE-30100

●胸マーク:広島型（H）/
  グリーン×ホワイト×ブラック
●背番号:広島型/
  グリーン×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:広島型/ホワイト

NO.11 DS-53
広島型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA- 39035
52ME- 40900
52PE- 25900

NO.11 DS-54

52BA- 39035
52ME- 50900
52PE- 20100

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

グリーン

AR型
グリーン（004）

OK型
グリーン（004）

SA型
グリーン×ホワイト×グリーン（051）

SF型
グリーン×ホワイト×グリーン（051）

OK型
グリーン（004）

OQ型
グリーン（004）

NO

AR型
グリーン（004）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

●胸マーク:ニューヨーク ヤンキース型（H）/
  グリーン×ブラック
●背番号:ニューヨーク ヤンキース型/
  グリーン
●帽子マーク:ニューヨーク ヤンキース型/
  ホワイト

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

ニューヨーク ヤンキース型マーク

OK型
グリーン（004）
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￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

NO.11 DS-55
RE型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA -39063
52ME-14800
52PE-14800

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

エンジ

●胸マーク:RE型（H）/エンジ×ゴールド
●背番号:RE型/エンジ×ゴールド
●帽子マーク:RE型/ホワイト×ゴールド

●胸マーク:世界NO.1型/
  エンジ×ゴールド
●背番号:世界NO.1型/
  エンジ×ゴールド
●帽子マーク:世界NO.1型/
  エンジ×ゴールド×ホワイト

NO.11 DS-56
世界NO.1型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA -39063
52ME-10100
52PE-20100

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ゴールド×エンジ
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ゴールド×エンジ
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-57
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA -39063
52ME-40900
52PE-25900

●胸マーク:HNF型（H）/
  エンジ×ゴールド×ブラック（影）
●背番号:HNF型/
  エンジ×ゴールド×ブラック
●帽子マーク:HNF型/
  ホワイト×ゴールド

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA -39063
52ME-60900
52PE-20100

NO.11 DS-58
HNF型マーク

OK型
エンジ（563）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

AR型
エンジ（563）

OK型
エンジ（563）

AR型
エンジ（563）

OK型
エンジ（563）

OK型
エンジ（563）

OK型
エンジ（563）

OK型
エンジ（563）
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●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。
●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。 MIZUNO/MLBP 2010

￥11,025（本体￥10,500）

￥4,830（本体￥4,600）シャツ

￥6,195（本体￥5,900）パンツ

シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:シアトル マリナーズ型（V）/
  パープル×ホワイト×ブラック
●背番号:シアトル マリナーズ型（ALT）/
  パープル×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:シアトル マリナーズ型/
  パープル×シルバー

NO.11 DS-60
シアトル マリナーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39067
52ME-10100
52PE-20100

●胸マーク:テキサス レンジャーズ型（V）/
  パープル×ホワイト×ブラック（影）
●背番号:テキサス レンジャーズ型/
  パープル×ホワイト
●帽子マーク:テキサス レンジャーズ型/
  ホワイト×ブラック

NO.11 DS-61
テキサス レンジャーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39067
52ME-50900
52PE-20100

●胸マーク:GS型（3rdV）/
  パープル×ホワイト×ブラック（影）
●背番号:GS型（3rdV）/
  パープル×ホワイト×ブラック（影）
●帽子マーク:GS型/
  ホワイト

NO.11 DS-62
GS型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39067
52ME-40900
52PE-20100

ライン加工代は本体価格に含まれております。帽子は上記価格に含まれておりません。
胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

パープル

●胸マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型（V）/
  パープル×ゴールド×ブラック
●背番号:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  パープル×ゴールド×ブラック
●帽子マーク:アリゾナ ダイヤモンドバックス型/
  ホワイト

NO.11 DS-59
アリゾナ ダイヤモンドバックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39067
52ME-70900
52PE-50900

SG型
パープル（076）

SF型
パープル×ホワイト×パープル（079）

SA型
パープル×ホワイト×パープル（079）

SF型
パープル（076）

SF型
パープル×ホワイト×パープル（079）

SF型
パープル（076）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM
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パッド加工オプションシステム

パンツの内側から加工する場合 パンツの外側から加工する場合
①ヒップまたは
　ヒザどちらか1ヶ所②ヒップ1ヶ所＋ヒザ1ヶ所

●スペクトラ・ダイアモンドスターヒザパッド取付位置
スペクトラ・ダイアモンドスターの
パンツにヒザパッド52ZB-50000・
52ZB-50100・52ZB-50200・
52ZB-50300をつける場合は
大人用Lサイズで、裾から
ショート丈 3cm
レギュラー丈 9cm
ロング丈 25cm
足掛け式 28cm
エクストラロング丈 37cm
ジュニア用150サイズ 9cm
が基本となります。
※他サイズに関しては股下寸法に
　準じて上下変動します。
　特定の位置に取り付けを希望され
　る場合は、裾から何cmの位置に取
　り付けるか指定してください。

ショート丈 ：3cm
レギュラー丈・ジュニア ：9cm
ロング丈 ：25cm
足掛け式 ：28cm
エクストラロング丈 ：37cm

ヒザ

①ヒップまたは
　ヒザどちらか1ヶ所

ヒップ

ヒザ

ヒップ ヒップ

ヒザ

52ZB-50200
￥2,625（本体￥2,500）

52ZB-50000
￥2,100（本体￥2,000）

52ZB-50100
￥3,360（本体￥3,200）

ヒップ

ヒザ

ダイアモンドスターは対応できません。
パンツの内側から加工する場合 パンツの外側から加工する場合

※52ZB-50100・52ZB-50300以外はヒップもしくはヒザどちらか一ヶ所の加工料金となります。

①生地のみ
　（2重に重ねる）

②生地＋ステッチ
    （2重に重ねて、ミシンでステッチ） ③生地＋ウレタン＋ステッチ

52ZB-50400
￥2,100（本体￥2,000）

52ZB-50500
￥2,363（本体￥2,250）

52ZB-50600
￥2,625（本体￥2,500）

①生地のみ
　（2重に重ねる）

②生地＋ステッチ
    （2重に重ねて、ミシンでステッチ） ③生地＋ウレタン＋ステッチ

52ZB-50700
￥2,625（本体￥2,500）

52ZB-50800
￥2,888（本体￥2,750）

52ZB-50900
￥3,150（本体￥3,000）

スペクトラ
サイズ表
パンツ股下寸法

ウエスト（cm）
レギュラー丈

レギュラー丈

ロング丈
エクストラロング丈

足掛け式

レギュラー型

08ベースボール型

S（74）
58
68
82
71
52

SS（70）
55
65
79
68
49

M（78）
61
71
85
74
55

L（82）
64
74
88
77
58

O（86）
67
77
91
80
61

XO（90）
70
80
94
83
64

2XO（94）
73
83
97
86
67

BL（90）
64
74
88
77
58

BO（94）
67
77
91
80
61

BXO（106）
67
77
91
80
61

52ZB-50300
￥4,200（本体￥4,000）

②ヒップ1ヶ所＋ヒザ1ヶ所

ヒップ ヒップ ヒップ ヒップヒップ ヒップ

ヒザ ヒザ ヒザヒザ ヒザヒザ

スペクトラ
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基本スタイルをお選びください。

スペクトラメンズ・ベースボールユニフォームオーダーシステム

チームの個性が段々と見えてくる。オーダーメイドの＜スペクトラ＞

基本スタイルを
お選びください。
（P.210）

ライン・ジャージスタイルを
お選びください。
（P.211）

素材とカラー配色を
お選びください。
（P.212）

ライン・ジャージのパターンとカラー、パイピン
グカラー、ミズノランバードワッペンの位置と
カラーをお選びください。（P.212）

サイズをお選び
ください。
（P.212）

ツインストライプ、ツインピンストライプの生地をお選びいただいた場合、他の生地と本体価格が異なります。あらかじめご了承願います。 注意  

’08ベースボール型
レギュラー丈
52PW-35610
￥8,400
（本体¥8,000）
52PW-96510
（ツインストライプ）
¥11,340
（本体¥10,800）
＜Jr.＞
52PJ-95400
¥7,245
（本体¥6,900）

ベースボール型
ツータック･レギュラー丈
52PW-35710
￥8,715
（本体¥8,300）
52PW-95710
（ツインストライプ）
¥11,340
（本体¥10,800）

※青字はジュニア対応品番・価格です。
※緑字の品番記載のないスタイルはツインストライプ生地の使用はできません。 

オープンセミラグラン　52MW-30000
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96000（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-90000
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

オープンセットイン　52MW-30300
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96030（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-90300
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

オープンセミラグラン
メジャースタイル
52MW-30600
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96060（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）

1

2 2

オープンノースリーブ　
52MW-30700
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96070（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）

1

オープンラグラン　52MW-30500
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96050（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-90500
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

V首セミラグラン　52MW-31000
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96100（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-91000
¥6,300（本体¥6,000）

2 2

1

V首ラグラン　52MW-31500
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96150（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-91500
¥6,300（本体¥6,000）

2 2

1

丸首ラグラン　52MW-36500
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96650（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-96500
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

セミハーフボタンセミラグラン　52MW-35000
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96500（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-95000
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

セミハーフボタンラグラン　52MW-35500
¥7,035（本体¥6,700）
52MW-96550（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-95500
¥6,300（本体¥6,000）

1

2 2

レギュラー型
レギュラー丈
52PW-35800
￥8,400
（本体¥8,000）
52PW-96580
（ツインストライプ）
¥11,340
（本体¥10,800）
＜Jr.＞
52PJ-95000
¥7,245
（本体¥6,900）

21

レギュラー型
ロング丈
52PW-35900
￥8,715
（本体¥8,300）
52PW-96590
（ツインストライプ）
¥11,340
（本体¥10,800）

21

レギュラー型
エクストラロング丈
52PW-36100
￥8,925
（本体¥8,500）
52PW-96610
（ツインストライプ）
¥11,550
（本体¥11,000）

21 1

1

レギュラー型
レギュラー丈　52PW-36800
￥8,400（本体¥8,000）
＜Jr.＞
52PJ-96000
¥7,245（本体¥6,900）

09ヤクルトビジター型
レギュラー丈　
52PW-37400
￥8,925（本体¥8,500）
＜Jr.＞
52PJ-97400
¥7,875（本体¥7,500）

09ヤクルトビジター型
ロング丈　
52PW-37410
￥9,240（本体¥8,800）

09ヤクルトビジター型
足掛け式　
52PW-37420
￥9,450（本体¥9,000）

21

レギュラー型
ロング丈
52PW-36900
￥8,715（本体¥8,300）

21

レギュラー型
レギュラー丈　52PW-37800
￥8,715（本体¥8,300）
＜Jr.＞
52PJ-97000
¥7,560（本体¥7,200）

1

レギュラー型
ロング丈
52PW-37900
￥9,030（本体¥8,600）

1

オープン身頃切替　52MW-30800
¥7,035（本体¥6,700）
＜Jr.＞52MJ-90800
¥6,300（本体¥6,000）

1

2

2

1

1 1

2

レギュラー型
ロング丈脇切替
52PW-35200
￥9,240
（本体¥8,800）

レギュラー型
ロング丈脇切替
52PW-35210
￥9,240
（本体¥8,800）
＜Jr.＞
52PJ-95210
¥8,085
（本体¥7,700）

※インナーベルト型の場合は必ず、
　ウエストジャージをご指定ください。

※ノータックタイプよりもヒップから下が
　ゆったりとしたシルエットになっています。

※エクストラロング丈：
　裾ゴムが入っており、
　折り返してはくスタイル。

※足掛け式：足掛けゴムを
　スパイクにかけてはくスタイル。

※足掛け式：足掛けゴムを
　スパイクにかけてはくスタイル。

レギュラー型
足掛け式
52PW-38100
￥9,240
（本体¥8,800）
52PW-96810
（ツインストライプ）
¥11,550
（本体¥11,000）

1

オープンセットイン小衿付（W型） 52MW-30350
¥7,245（本体¥6,900）
52MW-96035（ツインストライプ）
¥7,875（本体¥7,500）
＜Jr.＞52MJ-90350
¥6,510（本体¥6,200）

3(衿裏)1(衿表)

1

2 2

丸首プルオーバー型

ベルトループ型
パ　ン　ツ

ベルトレス型 インナーベルト型

1 1

2

フロントオープン型
シ　ャ　ツ

11

1

1 1

1

1 1 パイピングパ
イ
ピ
ン
グ

22

2 2

1
1 1
1

1
パ
イ
ピ
ン
グ

パイピング
2

2

2

2

2

2

2

2

09JAPAN型 52MW-37000
¥9,240（本体¥8,800）
＜Jr.＞52MJ-97000
¥8,400（本体¥8,000）

1 1

11

11

パイピングパ
イ
ピ
ン
グ

22

1

1 1

11

2

パ
イ
ピ
ン
グ

パイピング

22

世界NO.1ホーム型 52MW-37100
¥9,240（本体¥8,800）
＜Jr.＞52MJ-97100
¥8,400（本体¥8,000）

11

1 1
パイピングパ

イ
ピ
ン
グ

2 2

2 22 2

1
11

1 パ
イ
ピ
ン
グ

パイピング
22

2 2

世界NO.1ビジター型 52MW-37200
¥9,240（本体¥8,800）
＜Jr.＞52MJ-97200
¥8,400（本体¥8,000）

セミハーフボタン型

V首プルオーバー型

1 1

2

1 1

2

1 1

2

2

1
1 1

1
1

1
1

1

2 2

33

432 23

09ヤクルトビジター型 52MW-37400
¥8,925（本体¥8,500）
＜Jr.＞52MJ-97400
¥7,560（本体¥7,200）

●Ｐ.210の商品はすべて日本製です。

1

1 1
2 2

22 22

1
1

1

3 3
1

2

1

1
1

2
1 1
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ライン・ジャージスタイルをお選びください。
シ　ャ　ツ

フロントオープン型（LA・CA・TB・CH・MI・PH・SF・BS・FL・NY・MN・TX・BU・SG・EF・SQ・EQ型はセミハーフボタン型も対応可能です。）

セミハーフボタン型 V首プルオーバー型

ベルトレス・インナーベルト型

袖
12ミリライン

袖
40ミリ
ジャージ
前立て
4ミリライン

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

首
12ミリライン（5ミリあき）

袖
30ミリライン

首
12ミリライン

肩
30ミリライン

袖
40ミリ
ジャージ

首
24ミリジャージ

袖
40ミリ
ジャージ

首
20ミリジャージ

前立て
4ミリライン

首
24ミリジャージ

袖
30ミリ
ライン

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

前立て
4ミリライン

袖
30ミリライン

首
12ミリライン

袖
30ミリライン

肩
30ミリライン

首
20ミリジャージ

袖
4ミリライン

前立て
4ミリライン

（25ミリあき）

袖
30ミリライン

袖
12ミリライン

前立て
4ミリライン

（15ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

首
24ミリジャージ

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

首
12ミリライン

前立て
4ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

首
12ミリライン（5ミリあき）

パンツ脇
12ミリライン

パンツ脇
12ミリライン

ベルトループ
12ミリライン

ウエスト
60ミリジャージ

パンツ脇
30ミリライン

パンツ脇
4ミリライン

パンツ脇
30ミリライン

ウエスト
60ミリジャージ

ラインなし

ベルトループ型 ※52PW-35210・52PJ-95210はCA・MQ・MN型は選択できません。52PW-35210のS以下・52PJ-95210のサイズは、OQ・SF・WQ型は選択できません。

首
24ミリジャージ

袖
12ミリ
2本ライン
（ライン間8ミリあき）

パンツ脇
12ミリ2本ライン
（ライン間8ミリあき） 4ミリライン 9ミリライン

袖
12ミリ
2本ライン

首
12ミリライン（5ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

4ミリライン
本体

・52MW-30800
・52MJ-90800のみ対応

※FS型のJr用の作成は
　できません。

30ミリ2本ライン
（袖口から30ミリあき）
（ライン間27ミリあき）

20ミリ2本ライン
（袖口から35ミリあき）
（ライン間18ミリあき）

9ミリライン
（25ミリあき）

ラインなし
袖
4ミリライン
（25ミリあき）

SQ型TB型FL型

LA型EF型

9ミリライン
（15ミリあき）

SG型

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

EQ型

SF型 BS型 CA型

OQ型OK型 AR型 KR型 AQ型

TR型SA型 MN型 FH型 CH型FS型

NY型PH型 TX型 AK型 BU型MI型

CL型SE型 SD型 AT型 CI型

ST型

CO型

HO型

OK型LA型 OQ型 SF型

HO型

SA型

MQ型 MN型 WK型 WQ型 YK型 YQ型

CA型

9ミリライン

パ　ン　ツ

4ミリライン 9ミリライン

スペクトラメンズ・ベースボールユニフォームオーダーシステム

脇
30ミリライン

肩
30ミリライン

ベルトループ
12ミリライン

パンツ脇
12ミリ2本ライン
（ライン間8ミリあき）

※ WK、WQ型は52PW-35210、52PJ-95210のみ対応。 ※ YK、YQ型は52PW-37400、37410、37420、52PJ-97400のみ対応。
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素材とカラー配色をお選びください。

ライン・ジャージのパターンとカラー、パイピングカラー、ミズノランバードワッペン位置とカラーをお選びください。

01ホワイト

16P.ネイビー

35グリーン

54L.オレンジ

64ピンク

05グレー

24C.ブルー

37L.グリーン

48アイボリー

67パープル

09ブラック

25B.ブルー

45イエロー

62レッド

14ネイビー

27ブルー

53オレンジ

63エンジ※4ミリ、9ミリラインはパターン①
　のみとなります。

ブラック ネイビー ブルー グリーン レッド

ユニフォームのパンツにパッド加工を承ります。詳しくはP.209パッド加工オプションシステムをご覧ください。
パッド加工オプションシステム
※　　の枠内のサイズは基本サイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。別寸サイズの中でも受注実績の多いサイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。納期は、ミズノ品取扱店にお問合せ下さい。

81～87 85～91 89～95 93～99 97～103
67～73 71～77 75～81 79～85 83～89ウエスト（cm）

胸囲（ｃｍ）

身
　
　
長（
　
）

SS

SS-B

S-A M-A L-A O-A XO-A 2XO-A

2XO-B

2XO-C

2XO-D

XO-B

XO-C

XO-D

XO-G

O-B

O-C

O-G

L-B

L-F

L-G

M-E

M-F

M-G

S-D

S-E

S-F

S-G

SS-C

SS-D

SS-E

SS-F

SS-G

S

L

S-C M

M-B

M-D

L-C

L-E

O-D

O XO-E

XOO-F

2XO

2XO-E

2XO-F

BL

BO BXO

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

87～93 91～97
101～107 105～111

B
体

cm

87～93

93～99
89～95

97～103
97～103

101～107
99～105

91～97 103～109

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

3XO-G

3XO-F

3XO-E

3XO-D

3XO-C

3XO-B

3XO-A 4XO-A 5XO-A

5XO-B

6XO-A

6XO-B

6XO-G

7XO-A

7XO-B

7XO-G

7XO-F

7XO-C

4XO-B

4XO-G

4XO-F

4XO-E

4XO-D

4XO-C

5XO-G

5XO-F

5XO-E

5XO-D

5XO-C

6XO-F

6XO-E

6XO-D

7XO-E

7XO-D

6XO-C身
　
　
長（   

）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm

111～119

97～105

119～127

105～113

127～135

113～121

135～143

121～129

143～151
111～119 119～127 127～135 135～143 143～151

129～137

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

※ツインストライプの生地をお選びいただいた場合、他の生地と本体価格が異なります。あらかじめご了承ください。

01 05 09 14 16 25 27 35 45 48 53 62 63 67
ホワイト グレー ブラック ネイビー P.ネイビー B.ブルー ブルー グリーン イエロー アイボリー オレンジ レッド エンジ パープル

05 09 14 16 62
グレー×ブラック ホワイト×ブラック ホワイト×ネイビー ホワイト×P.ネイビー －ホワイト×レッド

無
　
　
地

素材名・生地記号

素材名・生地記号
カラー№

06 　カラー№

G.M.C.K.
      （表）ポリエステル100％
      （裏）ポリエステル80％・綿20％

メッシュ・イン・メッシュ
　ポリエステル100％

ニット
　ポリエステル100％

メッシュ
　ポリエステル100％

メッシュ
　ポリエステル100％

エアウェイライトメッシュ
　ポリエステル100％

－ グレー×ネイビー ホワイト×ブラック ホワイト×ネイビー ホワイト×P.ネイビー －

－

－－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－－ －

－

09 14

ツインストライプメッシュ
　ポリエステル83％・ナイロン17％

16

ツインピンストライプビューリーグニット
　ポリエステル95％・ナイロン5％

カラー№

レギュラーストライプニット
　ポリエステル85％・ナイロン15％

ツインピンストライプビューリーグメッシュ
　ポリエステル95％・ナイロン5％

ツインピンストライプメッシュ2008
　ポリエステル100％

ツインピンストライプニット2008
　ポリエステル100％

素材名・生地記号
ツインストライプニット
　ポリエステル90％・ナイロン10％

レギュラーストライプメッシュ
　ポリエステル85％・ナイロン15％

ピンストライプメッシュ
　ポリエステル90％・ナイロン10％

6㎜

26㎜
3㎜

27㎜
2㎜

27㎜
4㎜

45㎜
5㎜

45㎜
5㎜

2㎜

2㎜

61㎜
2㎜

2㎜

61㎜
2㎜

2㎜

26㎜
V-10

V-1

 V-2

 V-3

 K-47

V-21

V-11

K-77

W-79

K-79

W-77

W-18

K-35

 V-20

K-80
58㎜2㎜

W-80
58㎜2㎜

ピンストライプニット
　ポリエステル90％・ナイロン10％

ス
ト
ラ
イ
プ

ツ
イ
ン
ス
ト
ラ
イ
プ

サイズをお選びください。

パターン ライン・ジャージ・パイピングカラー

ミズノランバードワッペンカラー

※シャツにワッペンは付きません。
なし あり（左腰）

ミズノランバードワッペン取付け位置

配　列
① A

A B
A B C
A B C
A B C
A B C D

②
③
④
⑤
⑥

1
1：1
1：1：1
2：1：2
1：2：1
3：1：1：1
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●Ｐ.213・214の商品は全て日本製です。

NO.11 SP-A

NO.11 SP-C NO.11 SP-D

NO.11 SP-B
シャツ・09JAPAN型

¥9,240（本体¥8,800）

52MW-37000

●スタイル：FL型
●1　素材：K-47　カラー：05グレー
●2　素材：K-47　カラー：09ブラック
●パイピング：62レッド

パンツ•ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：OQ型
●1.2　素材：W-18　カラー：01ホワイト
●脇パターン：①　カラー：Ⓐ09ブラック
●ワッペンカラー：レッド
●ベルトループ型

¥17,955（本体¥17,100）

ユニフォーム価格

シャツ・世界NO.1ホーム型

¥9,240（本体¥8,800）

52MW-37100

●スタイル：FL型
●1　素材：K-35　カラー：35グリーン
●2　素材：K-35　カラー：01ホワイト
●パイピング：45イエロー

パンツ•ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：OK型
●1.2　素材：V-1　カラー：01ホワイト
●脇パターン：①　カラー：Ⓐ35グリーン
●ワッペンカラー：ブラック
●ベルトループ型

¥17,955（本体¥17,100）

ユニフォーム価格

シャツ・世界NO.1ビジター型

¥9,240（本体¥8,800）

52MW-37200

●スタイル：FL型
●1　素材：K-47　カラー：62レッド
●2　素材：K-47　カラー：09ブラック
●パイピング：01ホワイト

パンツ•ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：SF型
●1.2　素材：W-18　カラー：01ホワイト
●脇パターン：②　
　カラー：ⒶブラックⒷレッド
●ワッペンカラー：ブラック
●ベルトループ型

¥17,955（本体¥17,100）

ユニフォーム価格

シャツ・09ヤクルトビジター型

¥8,925（本体¥8,500）

52MW-37400

●スタイル：FL型
●1　素材：K-35　カラー：05グレー
●2　素材：K-35　カラー：14ネイビー
●3　素材：K-35　カラー：62レッド
●4　素材：K-35　カラー：05グレー

パンツ・09ヤクルトビジター型•足掛式

¥9,450（本体¥9,000）

52PW-37420

●スタイル：YQ型
●1　素材：W-18　カラー：05グレー
●2　素材：W-18　カラー：14ネイビー
●脇パターン：①　カラー：Ⓐ62レッド
●ワッペンなし
●ベルトループ型

¥18,375（本体¥17,500）

ユニフォーム価格
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スペクトラ

●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

NO.11 SP-G NO.11 SP-H

NO.11 SP-E NO.11 SP-F
シャツ・オープンセミラグランタイプ

¥7,035（本体¥6,700）

52MW-30000

●スタイル：AR型
●1　素材：K-35　カラー：01ホワイト
●2　素材：K-35　カラー：25B.ブルー
●前立てパターン：①　カラー：25B.ブルー
●袖パターン：①　カラー：62レッド

パンツ・ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：OK型
●1.2　素材：W-18　カラー：01ホワイト
●脇パターン：① 　カラー：Ⓐ25B.ブルー
●ワッペンカラー：ネイビー
●ベルトループ型

¥15,750（本体¥15,000）

ユニフォーム価格

シャツ・オープン身頃切替タイプ

¥7,035（本体¥6,700）

52MW-30800

●スタイル：TR型
●1.2　素材：K-35　カラー：63エンジ
●ラインパターン：①　カラー：Ⓐ01ホワイト

パンツ・ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：OK型
●1.2　素材：W-18　カラー：01ホワイト
●脇パターン：①　  カラー：Ⓐ63エンジ
●ワッペンカラー：レッド　
●ベルトループ型

¥15,750（本体¥15,000）

ユニフォーム価格

シャツ・オープンノースリーブタイプ

¥7,035（本体¥6,700）

52MW-30700

●スタイル：OK型
●1　素材：K-35　カラー：09ブラック
●前立てパターン：①　カラー：Ⓐ53オレンジ

パンツ・ロングタイプ

¥8,715（本体¥8,300）

52PW-35900

●スタイル：SF型
●1.2　素材：W-18　カラー：01ホワイト
●脇パターン：⑤        
　カラー：Ⓐ09ブラックⒷ53オレンジⒸ09ブラック
●ワッペンカラー：ブラック　
●ベルトループ型

¥15,750（本体¥15,000）

ユニフォーム価格

シャツ・セミハーフボタンセミラグランタイプ

¥7,875（本体¥7,500）

52MW-96500

●スタイル：FL型
●1.2　素材：K-79
　カラー：14ホワイト×ネイビー

パンツ・ロングタイプ

¥11,340（本体¥10,800）

52PW-96590

●スタイル：LA型
●1.2　素材：W-79
　カラー：14ホワイト×ネイビー
●ワッペンカラー：ネイビー
●ベルトループ型

¥19,215（本体¥18,300）

ユニフォーム価格
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メンズ・ベースボールユニフォームオーダーライン

シャツ・パンツそれぞれの品番をお選びください。

ライン・ジャージスタイルをお選びください。

ライン・ジャージカラーの配色をP.196からお選びください。

ライン・デザインまでこだわれるオーダーシステムです。

シャツ

パンツ

カラー

素　材 K-41

※52ＭK-180□□　￥3,150（本体￥3,000）
※52PK-180□□　￥4,200（本体￥4,000）

01ホワイト、05グレー、21スカイブルー、48アイボリー S、M、L、O、XOサイズ

　　　 M.C.K.-11  ポリエステル100％

例

〈シャツ〉
〈パンツ〉

52MK-18048
52PK-18048

〈シャツライン加工〉
〈パンツライン加工〉

52ZL-10
52ZL-11

18
18

BS（ボストン）型

2色ラインの場合、外側からA・Bの
順番の配色となります。

※上記の商品以外のユニフォームについても同様のライン加工が可能です。

袖
4ミリライン

前立て
4ミリライン

（25ミリあき）

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

前立て
4ミリライン

パンツ脇
4ミリライン

TB型

〈シャツライン加工〉52ZL-70
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-60
￥1,050（本体￥1,000）
〈パンツライン加工〉52ZL-61
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-90
￥1,365（本体￥1,300）

OK型

AR型

袖
40ミリ
ジャージ

〈シャツライン加工〉52ZL-20
￥945（本体￥900）
〈パンツライン加工〉52ZL-21
￥840（本体￥800）

〈シャツジャージ加工〉52ZL-80
￥1,365（本体￥1,300）

SF型（Aスタイル）

NY型

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

パンツ脇
12ミリライン

BS型（Gスタイル）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

パンツ脇
30ミリライン

〈シャツライン加工〉52ZL-10
￥945（本体￥900）
〈パンツライン加工〉52ZL-11
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-42
￥1,365（本体￥1,300）
〈パンツライン加工〉52ZL-43
￥1,365（本体￥1,300）

SA型

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

パンツ脇
12ミリライン

ベルト通し
12ミリライン

〈シャツライン加工〉52ZL-50
￥945（本体￥900）
〈パンツライン加工〉52ZL-11
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-30
￥1,155（本体￥1,100）
〈パンツライン加工〉52ZL-31
￥1,155（本体￥1,100）

〈シャツライン加工〉52ZL-71
￥840（本体￥800）

CA型

MN型（Cスタイル）

首
12ミリライン

パンツ脇
30ミリライン

袖
30ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

首
12ミリライン

袖
12ミリ2本ライン

パンツ脇
12ミリ2本ライン

（5ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

（8ミリあき）

SG型

●マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

シャツ
※52MK-18001
パンツ
※52PK-18001
●シャツライン加工
SA型（NO.037）
52ZL-4237
（ⒶレッドⒷホワイトⒸレッド）
●パンツライン加工
SA型（NO.037）
52ZL-4337
（ⒶレッドⒷホワイトⒸレッド）

シャツ
※52MK-18005
パンツ
※52PK-18005
●シャツライン加工
AR型（NO.085）
52ZL-9085
（Ⓐパステルネイビー）
●パンツライン加工
OK型（NO.085）
52ZL-6185
（Ⓐパステルネイビー）

シャツ
※52MK-18048
パンツ
※52PK-18048
●シャツライン加工
SF型（NO.016）
52ZL-2016
（ⒶG.オレンジⒷブラックⒸG.オレンジ）
●パンツライン加工
SF型（NO.016）
52ZL-2116
（ⒶG.オレンジⒷブラックⒸG.オレンジ）

シャツ
※52MK-18021
パンツ
※52PK-18021
●ライン加工
　シャツ：ラインなし
　パンツ：ラインなし

① ② ③ ④

01.ホワイト

Free
＆Free
Free
＆Free

05（グレー）

01（ホワイト）

21（スカイブルー）

48（アイボリー）
NEW
ベースボール型

シャツ
※52MK-180□□
￥3,150（本体￥3,000）
パンツ
※52PK-180□□
￥4,200（本体￥4,000）
●K-41/M.C.K.-11
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●タイ製

ニット
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スペクトラ セレクト・ベースボールユニフォームシャツ　オーダーシステム

スペクトラセレクトでは、チームのスタイルを表現するカラーリングを、
自由に・カンタンに、カスタムオーダー感覚でお選びいただけます。

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 62レッド45イエロー27ブルー

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 62レッド16パステルネイビー

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 27ブルー 62レッド

サイズ
胸囲（ｃｍ）
身長（ｃｍ）

SJASPO
85-91
162-168

MJASPO
89-95
167-173

LJASPO
93-99
172-178

OJASPO
97-103
177-183

XOJASPO
101-107
182-188

流行のダブルメッシュタイプ素材をト
リコット編みで実現。機能性に優れ
た軽量タイプ素材です。

●ポリエステル100％

V-2

6,195¥
52MW-00400

（本体¥5,900）

●ポリエステル100％
●タイ製・日本製

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

1

11

1

222

22

2 2

22

1

1 1

1

6,195¥
52MW-00300

（本体¥5,900）

●ポリエステル100％
●タイ製・日本製

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

1

1

1

1

1

1

22

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

2

2 2

1 1

1

1 1

6,195¥
52MW-00100

（本体¥5,900）

●ポリエステル100％
●タイ製・日本製

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

1

1

1

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

11

11

22

2 2

6,195¥
52MW-00200

（本体¥5,900）

●ポリエステル100％
●タイ製・日本製

パ
イ
ピ
ン
グ

パ
イ
ピ
ン
グ

1

1

1

1

1

1

1

1

22

1

1 1

2 2

基本スタイルをお選びください。

本体①のカラーをお選びください。

本体②のカラーをお選びください。

パイピングのカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

パンツをP.194からお選びください。

メッシュ
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SF型
レッド×パステルネイビー（202）

パイピング：イエロー（45）

パイピング：レッド（62）

OK型
レッド（006）

パイピング：ホワイト（01）

OK型
パステルネイビー（085）

パイピング：グレー（05）

パイピング：ブルー（27）

OK型
ブルー（003）

パイピング：レッド（62）

●パンツはダイアモンドスターのパンツを使用しています。●アンダーシャツ・ベルトは付いておりません。●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。

胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。帽子は上記価格に含まれておりません。

（本体￥11,800）

スペクトラセレクト

●胸マーク:TX型（Ｈ）/
  #68パステルネイビー×レッドエッジ
●背番号:TX型（Ｈ）/
  #68パステルネイビー×レッドエッジ
●帽子マーク:TX型/
  ホワイト×レッド（影）
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-01
TX型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MW-00100
52 P E -20100

●胸マーク:HNF型（Ｈ）/
  #67ホワイト×イエローエッジ
●背番号:HNF型（Ｈ）/
  #67ホワイト×イエローエッジ
●帽子マーク:HNF型/
  ホワイト×イエロー
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-02
HNF型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00100
52 P E -10500

●胸マーク:GS型（Ｈ）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:GS型（Ｈ）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:GS型/
  ホワイト

NO.11 SS-03
GS型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00100
52 P E -20100

●胸マーク:BS型（Ｖ）/
  レッド×ブラック×シルバー
●背番号:BS型（Ｖ）/
  レッド×ブラック×シルバー
●帽子マーク:BS型/
  ブラック×シルバー

NO.11 SS-05
BS型（Ｖ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52MW-00100
52 P E -25900

●胸マーク:SD型（Ｈ）/
  シルバー×ネイビー
●背番号:SD型（Ｈ）/
  シルバー×ネイビー
●帽子マーク:SD型/
  シルバー

NO.11 SS-06
SD型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00100
52 P E -20100

●胸マーク:横浜型（Ｈ）/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:横浜型（Ｈ）/
  パステルネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:横浜型/
  レッド×ホワイト

NO.11 SS-04
横浜型（H）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MW-00100
52 P E -20100

￥12,390￥6,195（本体￥5,900）シャツ ￥6,195（本体￥5,900）パンツ シャツ＋パンツセット価格
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●胸マーク:ヤクルト型（Ｈ）/
  #70ネイビー×レッドエッジ
●背番号:ヤクルト型（Ｈ）/
  #70ネイビー×レッドエッジ
●帽子マーク:ヤクルト型/
  レッド×ホワイト
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-07
ヤクルト型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00200
52 P E -25400

●胸マーク:G型（V）
  ブラック×レッド×ホワイト
●背番号:G型（V）
  ブラック×レッド×ホワイト
●帽子マーク:G型/
  ホワイト

NO.11 SS-09
G型（V）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00200
52 P E -20100

●胸マーク:LA型（Ｈ）/
  シルバー×ブラック
●背番号:LA型（Ｈ）/
  シルバー×ブラック
●帽子マーク:LA型/
  シルバー

NO.11 SS-10
LA型（H）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MW-00200
52 P E -30100

●胸マーク:SD型（H）/
  ブラック×ホワイト×ゴールド（影）
●背番号:SD型（H）/
  ブラック×ホワイト
●帽子マーク:SD型（V）/
  レッド

NO.11 SS-11
SD型（H）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00200
52 P E -20100

●胸マーク:SH型（V）/
  ホワイト×イエロー
●背番号:SH型（V）/
  ホワイト×イエロー
●帽子マーク:SH型/
  イエロー

NO.11 SS-12
SH型（V）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00200
52 P E -30100

●胸マーク:SD型（Ｈ）/
  #63シルバー×ホワイトエッジ
●背番号:SD型（Ｈ）/
  #63シルバー×ホワイトエッジ
●帽子マーク:SD型/
  シルバー
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-08
SD型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39027
52MW-00200
52 P E -20100

パイピング：ブラック（09）

OK型
ブラック（001）

パイピング：グレー（05）

OK型
ブルー（003）

パイピング：レッド（62）

OK型
レッド（006）

パイピング：イエロー（45）

パイピング：ホワイト（01）

OK型
レッド（006）

パイピング：グレー（05）

●※繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。
A-201
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（本体￥11,800）￥12,390￥6,195（本体￥5,900）シャツ ￥6,195（本体￥5,900）パンツ シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:世界NO.1型/
  レッド×ネイビー×イエロー×ホワイト（影）
●背番号:世界NO.1型/
  レッド×イエロー
●帽子マーク:世界NO.1型/
  レッド×ホワイト

NO.11 SS-13
世界NO.1型

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00300
52 P E -10500

●胸マーク:GS型（Ｖ）/
  #67ホワイト×イエローエッジ
●背番号:GS型（Ｖ）/
  #67ホワイト×イエローエッジ
●帽子マーク:GS型/
  ホワイト
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-14
GS型（V）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MW-00300
52 P E -10100

●胸マーク:フルブロック型（USAアーチ）/
  #69レッド×ホワイトエッジ
●背番号:フルブロック型/
  #69レッド×ホワイトエッジ
●帽子マーク:フルブロック型/
  レッド
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-15
フルブロック型

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00300
52 P E -20100

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（Ｖ）/
  レッド×ブラック×シルバー
●背番号:04-07千葉ロッテ型（Ｖ）/
  レッド×シルバー
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  レッド×ブラック×レッド

NO.11 SS-17
04-07千葉ロッテ型（Ｖ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00300
52 P E -20100

●胸マーク:NM型（Ｈ）/
  ネイビー×レッド×ブラック
●背番号:NM型（Ｈ）/
  ネイビー×レッド
●帽子マーク:NM型/
  ネイビー

NO.11 SS-18
NM型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52MW-00300
52 P E -25200

●胸マーク:HNF型（Ｈ）/
  シルバー×イエロー×ブラック
●背番号:HNF型（Ｈ）/
  シルバー×イエロー
●帽子マーク:HNF型/
  シルバー×イエロー

NO.11 SS-16
HNF型（H）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00300
52 P E -25900

パイピング：ホワイト（01） パイピング：グレー（05）

パイピング：イエロー（45）

OK型
イエロー（545）

パイピング：レッド（62）

OK型
レッド（006）

パイピング：ホワイト（01）

SF型
ネイビー×レッド×ネイビー（015）

パイピング：ネイビー（14）

●パンツはダイアモンドスターのパンツを使用しています。●アンダーシャツ・ベルトは付いておりません。●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。

胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。帽子は上記価格に含まれておりません。

スペクトラセレクト
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（本体￥11,800）

スペクトラセレクト

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（Ｖ）/
  ブラック×イエロー
●背番号:04-07千葉ロッテ型（Ｖ）/
  ブラック×イエロー
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  イエロー

NO.11 SS-19
04-07千葉ロッテ型（Ｖ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00400
52 P E -25900

●胸マーク:HNF型（Ｈ）/
  #64ブルー×ゴールドエッジ
●背番号:HNF型（Ｈ）/
  #64ブルー×ゴールドエッジ
●帽子マーク:HNF型/
  ホワイト×ゴールド
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-20
HNF型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39027
52MW-00400
52 P E -30100

●胸マーク:SD型（Ｈ）/
  #61ブラック×ホワイトエッジ
●背番号:SD型（Ｈ）/
  #61ブラック×ホワイトエッジ
●帽子マーク:SD型/
  シルバー
●胸マーク•背番号は昇華エッジ
  マークです。

NO.11 SS-21
SD型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00400
52 P E -20100

●胸マーク:BS型（Ｖ）/
  レッド×シルバー
●背番号:BS型（Ｖ）/
  レッド×シルバー
●帽子マーク:BS型/
  レッド

NO.11 SS-22
BS型（Ｖ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MW-00400
52 P E -20500

●胸マーク:TX型（Ｈ）/
  パステルネイビー×レッド×ホワイト
●背番号:TX型（Ｈ）/
  パステルネイビー×レッド×ホワイト
●帽子マーク:TX型/
  ホワイト×パステルネイビー×
  レッド（影）

NO.11 SS-23
TX型（Ｈ）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MW-00400
52 P E -20100

●胸マーク:GS型（Ｖ）/
  シルバー×ブラック
●背番号:GS型（Ｖ）/
  シルバー×ブラック
●帽子マーク:GS型/
  シルバー

NO.11 SS-24
GS型（V）

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MW-00400
52 P E -20100

●パンツはダイアモンドスターのパンツを使用しています。●アンダーシャツ・ベルトは付いておりません。●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。

胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。帽子は上記価格に含まれておりません。

パイピング：イエロー（45）

パイピング：ネイビー（14）

OK型
ネイビー（002）

パイピング：グレー（05）

OK型
グレー（065）

パイピング：レッド（62）

OK型
レッド（006）

パイピング：ホワイト（01）

OK型
パステルネイビー（085）

パイピング：グレー（05）

OK型
シルバー（605）

￥12,390￥6,195（本体￥5,900）シャツ ￥6,195（本体￥5,900）パンツ シャツ＋パンツセット価格
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スペクトラサブリ・ベースボールユニフォームオーダーシステム ※1チーム＜9人＞以上でご注文ください。

本体デザインをお選びください。

本体生地をお選びください。

本体カラーをお選びください。

マーキングをお選びください。 サイズをお選びください。

1 1

2 2

11

1

1 1

2 2
3

52MW-01200
06世界NO.1 H型

1

1

2

1

2

1

2

1

2

52MW-01300
06世界NO.1 V型

3

〈シャツ〉 〈パンツ〉

流行のダブルメッシュタイプ素
材をトリコット編みで実現。機能
性に優れた軽量タイプ素材。 

軽さにこだわった薄地のメッシ
ュ素材。

●ポリエステル100％ エアウェイライトメッシュ
●ポリエステル100％

風合いと強度のバランスを意
識した、激しい動きにも対応す
る優れた素材。

G.M.C.K.
●（表）ポリエステル100％
●（裏）ポリエステル80％・綿 20％特殊な編み設計により軽量化

とストレッチ性を高い次元で両
立させた素材。

LS軽快メッシュ
●ポリエステル100％ パンツ素材に適した着心地の

良い柔らかい風合いのニット
素材。

●ポリエステル100％

ラッシェル編み機で編まれた、
柔らかさや風合いに優れた素
材。

ミズノプロ・CR・ニット
●ポリエステル100％

K-47V-2 V-1 W-61K-62

本体①②のカラーお選びください。※グラデーションカラーの選択は、本体②のみ可能です。
〈1色カラー〉

〈グラデーションカラー〉
01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 27ブルー 35グリーン 45イエロー 48アイボリー 54オレンジ 62レッド 63エンジ 64ピンク 67パープル

本体③のカラーお選びください。
〈1色カラー〉

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 27ブルー 35グリーン 45イエロー 54オレンジ 62レッド 63エンジ 64ピンク 67パープル

05Gグレー 09Gブラック 14Gネイビー 16Gパステルネイビー 27Gブルー 35Gグリーン 45Gイエロー 54Gオレンジ 62Gレッド 63Gエンジ 64Gピンク 67Gパープルストライプのカラーは05G～67Gの
グラデーションはお選び頂けません。

スペクトラサブリでは
胸マークや左袖マーク、
背番号が、
すべて本体カラーや
グラデーションとともに
同時加工。

書体・カラーはP.222・223を
ご覧ください。

シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ

SS
SS

S
S

L
L

S-C
S-C

M
M

M-B
M-B

M-D
M-D

L-C
L-C

L-E
L-E

O-D
O-D
O
O

XO-E
XO-E
XO
XO

2XO
2XO

2XO-E
2XO-E
2XO-F
2XO-F

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm

1 1

2

1 1

1
1

ワイド
ストライプ

2
ワイド
ストライプ

ライン6mm
ライン間 50mm

ライン2mm
ライン間 58mm
ライン間隔 2mm

1 1

1 1

1
1

2
ツインピン
ストライプ

2
ツインピン
ストライプ

52MW-01000
00シドニー ワイドストライプ型

52MW-01100
08野球日本代表 ツインピンストライプ型

スペクトラサブリパンツ選択可能
¥13,650（本体¥13,000）
52PW-01100（レギュラー丈）　52PW-01110（ロング丈）

スペクトラサブリパンツ選択可能
¥13,650（本体¥13,000）
52PW-01000（レギュラー丈）　52PW-01010（ロング丈）

2

2 2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2 2

52MW-01400
09 JAPAN 型

メッシュ メッシュ メッシュ ニット ニット W-18 ニット

●Ｐ.223の商品はすべて日本製です。

ユニフォームシャツ×昇華プリント加工
 （本体デザイン＋3点チームマーク） ￥12,600（本体￥12,000）
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※1チーム＜9人＞以上でご注文ください。スペクトラサブリ・マーキングオーダーシステム

胸マーク、背番号の書体デザインを選ぶ。

胸マーク 背番号左袖マーク

マークカラー指定位置
キャップマーク胸マーク

背番号

左袖マーク

胸マーク
（1～3色）

（1～2色）

（1～3色）
背番号

シャツ本体に直接プリントする「昇華プリント加工」は、
従来のマーキング加工よりも軽くて柔らかく、通気性に優れたマーキング加工です。

点マーク
同時加工！

〈マーク加工位置〉

※上記写真はイメージサンプルとなります。　※商品・マークの色は、印刷の工程上、多少異なる場合がございます。 ※キャップマークは別途加工が必要となります。

ミズノランバード
マーク選択可能！

さら
に！

A 文字 文字フチB 外フチC

※胸マーク・背番号の組み合わせを変更することはできません。

S1S1

SS11

S15S15

S21S21

S7S7

★

★

シャドー

S2S2

S12S12

S16S16

S23

S8S8 ★

★

★

シャドー

シャドー

S5S5

S13S13

S18S17

S9S9

S24 片ムネ
マーク

★

★

★

★

★

シャドー

シャドー

S6S6

S10S10

S14S14

S20S20

S26

★

★

★※4色対応可

シャドー

シャドー
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スペクトラサブリ・マーキングオーダーシステム

ミズノランバードマークの有無を選ぶ。

OR

オレンジ

BU

ブルー

YE

イエロー

PK

ピンク

BL

ブラック

NE

ネイビー

RE

レッド

PN

パステルネイビー

EN

エンジ

WH

ホワイト

PP

パープル

GR

グリーン

GD

ゴールド

SL

シルバー

マーク位置

書体

加工方法

マークカラー

胸マーク・背番号と同型になります。

昇華プリント加工

上記の 　　　 よりお選びください。

左 右 マーク位置

書体

加工方法

マークカラー

上記の 　　　 よりお選びください。

昇華プリント加工

上記の 　　　 よりお選びください。

右マーク位置

書体

加工方法

マークカラー

昇華プリント加工

上記の 　　　 よりお選びください。

❶胸番号
52ZW-01617

昇華プリント加工
￥1,050（本体￥1,000）

52ZW-02017

❷背ネーム

昇華プリント加工
￥1,050（本体￥1,000）

52ZW-00917

❸右袖1段マーク

昇華プリント加工
￥840（本体￥800）

楷書 K（プレインブロック型）

S27 S31 S33 片ムネ
マーク

S28

S34 S36 S38 S39

S40

S59 S60 S61

S44 S47S46 片ムネ
マーク

S57

S63S62 S64 S65

●全ての書体デザインで胸マーク・背番号は1～3色までお選びいただけます。  ●   　　  を選択した場合、胸マークのみ4色までお選びいただけます。  ●左袖マークは1～2色までお選びいただけます。S14

ご希望の方は、ミズノランバードマークを
入れることができます。

※シャツ本体カラーがホワイト・グレー・イエロー・アイボリーの場合はマークはブラックに、その他の本体カラーの場合はマークはホワイトになります。
※全胸マークをお選びの方は左胸に、片胸マークをお選びの方は右胸になります。
※加工位置は選択されたマーク書体によって若干異なります。ご了承ください。
※メーカー商標の表示については連盟、大会によって禁止されている場合がありますので、詳細の確認は各連盟、協会へお問い合わせ下さい。

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★

シャドー

シャドー

シャドーシャドーシャドー

シャドー

左袖マークの書体デザインを選ぶ。

胸マーク・左袖マーク・背番号のカラーを選ぶ。

オプション
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￥12,600（本体￥12,000）ユニフォームシャツ×昇華プリント加工

●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

パンツの価格は含まれておりません。

スペクトラサブリ

パンツ

マーキング

¥13,650（本体¥13,000）

52PW-01000

シャツ

00シドニーワイドストライプ型

（シャツ×昇華プリント加工）

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-01000

●シャツ

●パンツ

本体①：54オレンジ
本体②：09ブラック

●シャツ K-47 ●パンツ W-61

本体①：01ホワイト
本体②：54オレンジ

S5
Kプレインブロック型
胸マーク：BL×OR×SL
左袖マーク：BL
背番号：BL×OR×SL

パンツ

¥13,650（本体¥13,000）

52PW-01100

シャツ

08野球日本代表ツインピンストライプ型

（シャツ×昇華プリント加工）

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-01100

マーキング

●シャツ

●パンツ

本体①：01ホワイト
本体②：35グリーン

●シャツ V-2 ●パンツ V-1

本体①：01ホワイト
本体②：35グリーン

S10
Kプレインブロック型
胸マーク：GR×SL×BL
左袖マーク：BL
背番号：GR×SL×BL

パンツ（ダイアモンドスター）

¥6,195（本体¥5,900）

52PE-20100

シャツ

06世界NO.1H型

（シャツ×昇華プリント加工）

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-01200

マーキング

●シャツ

●パンツ

本体①：14ネイビー
本体②：01ホワイト
本体③：45イエロー

●シャツ K-47
OK型：002（ネイビー）
●パンツ V1

ホワイト
＊パンツはダイアモンドスターのパンツを
使用しています。

S1
Kプレインブロック型
胸マーク：SL×NE×YE
左袖マーク：NE
背番号：SL×NE×YE

パンツ（ダイアモンドスター）

¥6,195（本体¥5,900）

52PE-20100

シャツ

06世界NO.1V型

（シャツ×昇華プリント加工）

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-01300

マーキング

●シャツ

●パンツ

本体①：09ブラック
本体②：67Gパープルグラデーション
本体③：01ホワイト

●シャツ K-62
OK型：001（ブラック）

●パンツ V1

ホワイト
＊パンツはダイアモンドスターのパンツを
使用しています。

S47
Kプレインブロック型
胸マーク：PP×SL×PP
左袖マーク：SL
背番号：PP×SL×PP

マーキング

●シャツ

●パンツ

本体①：62レッド
本体②：01ホワイト
本体③：14ネイビー

●シャツ V2
OK型：006（レッド）

●パンツ V1

ホワイト×ネイビー
＊パンツはダイアモンドスターのパンツを
使用しています。

S14
Kプレインブロック型
胸マーク：NE×RE×WH
左袖マーク：NE
背番号：NE×RE×WH

パンツ（ダイアモンドスター）

¥6,195（本体¥5,900）

52PE-25400

シャツ

09JAPAN型

（シャツ×昇華プリント加工）

¥12,600（本体¥12,000）

52MW-01400
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イージーオーダーシャツシステム

ラインスタイル・カラーをお選びください。（4mmラインのみ）注）JP型は52MW/MJ-44000、44100、44500のみの対応となります。

P.224・225よりマーク書体をお選びください。 各書体ナンバーの横に★マークのついている全25書体よりお選びください。

基本スタイルとサイズをお選びください。 大人用 ¥3,780（本体 ¥3,600）／ジュニア用 ¥3,465（本体 ¥3,300）
大人用 ¥3,150（本体 ¥3,000）／ジュニア用 ¥2,940（本体 ¥2,800）

●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO

●ポリエステル100％

●サイズ：120、130、140、150、160

ライン無し

ライン有り

大  人  用／52MW-41300
ジュニア用／52MJ-41300

ライン無し

大  人  用／52MW-42300
ジュニア用／52MJ-42300

ライン有り

大  人  用／52MW-41100
ジュニア用／52MJ-41100

ライン無し

大  人  用／52MW-42100
ジュニア用／52MJ-42100

ライン有り

大  人  用／52MW-41200
ジュニア用／52MJ-41200

ライン無し

大  人  用／52MW-42200
ジュニア用／52MJ-42200

ライン有り

大  人  用／52MW-43500
ジュニア用／52MJ-43500

ライン無し

大  人  用／52MW-44500
ジュニア用／52MJ-44500

ライン有り

大  人  用／52MW-43100
ジュニア用／52MJ-43100

ライン無し

大  人  用／52MW-44100
ジュニア用／52MJ-44100

ライン有り

大  人  用／52MW-43000
ジュニア用／52MJ-43000

ライン無し

大  人  用／52MW-44000
ジュニア用／52MJ-44000

ライン有り

ラインなし

FL型

4ミリライン
前立て

SE型

001（ブラック） 002（ネイビー） 003（ブルー） 004（グリーン） 006（レッド） 060（ホワイト） 065（グレー） 085（パステルネイビー） 525（B.ブルー） 545（イエロー） 554（オレンジ） 563（エンジ） 605（シルバー）

JP型

肩～袖
4ミリライン4ミリライン

前立て

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

CL型

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

TB型

ラバー圧着マークカラーは下記カラーからお選びください。

ダイレクト昇華カラーは下記カラーからお選びください。

01（ホワイト） 03（シルバー） 09（ブラック） 14（ネイビー） 16（パステルネイビー） 19（サックス） 24（ロイヤルブルー） 35（グリーン） 45（イエロー） 50（ゴールド） 54（オレンジ） 62（レッド） 63（エンジ） 64（ピンク） 67（パープル）

胸マーク
胸番号

背番号

マークカラー指定位置
胸マーク 胸番号・背番号

A 文字 文字フチB 外フチC

●全ての書体デザインで胸マーク・胸番号・背番号は1～3色までお選びいただけます。  ●　　  　を選択した場合、胸マークのみ4色までお選びいただけます。S14

オレンジ

OR

ブルー

BU

イエロー

YE

ピンク

PK

ブラック

BL

ネイビー

NE

レッド

RE

パステルネイビー

PN

エンジ

EN

ホワイト

WH

パープル

PP

グリーン

GR

ゴールド

GD

シルバー

SL

点マーク
同時加工も可能！

簡単かつ手軽にユニフォームをそろえられる新システム登場！！

●P.227. 228の商品はすべてタイ製・日本製です。

レッド×ホワイト ホワイト×ネイビー ホワイト×レッド ネイビー×レッド ホワイト×ネイビー ホワイト

イージーオーダーシャツシステム 2010年12月オーダー開始
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マーク位置

書体

加工方法

マークカラー

昇華プリント加工、ラバー圧着加工

P227の 　　　 　 よりお選びください。

❶背ネーム
オプション

〈ダイレクト昇華加工〉
52ZW-02017：¥1,050（本体¥1,000）
〈1重ラバー圧着加工〉
52ZW-04015：¥1,260（本体¥1,200）
〈2重ラバー圧着加工〉
52ZW-04025：¥1,890（本体¥1,800）

マーク位置

書体

加工方法

マークカラー

昇華プリント加工、ラバー圧着加工

❷袖1段マーク
〈ダイレクト昇華加工〉
52ZW-00917：¥840（本体¥800）
〈1重ラバー圧着加工〉
52ZW-04014：¥945（本体¥900）
〈2重ラバー圧着加工〉
52ZW-04024：¥1,050（本体¥1,000）

右 左 2

楷書

52ZW-09017
¥2,310（本体 ¥2,200）
52ZW-09027
¥1,155（本体 ¥1,100）
52ZW-09037
¥1,155（本体 ¥1,100）

ダイレクト昇華加工
本体カラーがホワイトのシャツのみ対応

3点マーク
加工

全胸のみ

片胸のみ

52ZW-04011
¥2,520（本体 ¥2,400）
52ZW-04012
¥1,575（本体 ¥1,500）
52ZW-04013
¥1,155（本体 ¥1,100）

1重ラバー圧着加工
本体カラー全色対応できます

3点マーク
加工

全胸のみ

片胸のみ

52ZW-04021
¥3,150（本体 ¥3,000）
52ZW-04022
¥2,310（本体 ¥2,200）
52ZW-04023
¥1,680（本体 ¥1,600）

2重ラバー圧着加工
本体カラー全色対応できます

3点マーク
加工

全胸のみ

片胸のみ

P227の 　　　 　 よりお選びください。

【マーク加工種類と価格】

●背ネーム・袖1段マークは1～2色までお選びいただけます。

C
-1 C

-2

52MJ-44100（ライン有り）
●胸マーク：S63（ダイレクト昇華加工）
ブルー×ホワイト×ネイビー

52MJ-41100（ライン無し）
●胸マーク：S38（ダイレクト昇華加工）
ピンク×ネイビー

52MJ-42300（ライン有り）
●胸マーク：S6（2重ラバー圧着加工）
レッド×ホワイト

※パンツはダイアモンドスターのパンツを使用しています。

JP型
パステルネイビー
（085）

CL型
ネイビー
（002）

セカンドユニフォームに
適したニット素材です。

ニットV-4
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ラインで見せる
ショートフィット
スタイル登場！

3つのシルエットで充実のラインナップ！

タイトに着こなす為に、
伸縮性にすぐれた新素材
「D.Tニット」「M.S.K」を開発。
シルエットだけでなく
機能にもこだわりました。

ショート
フィット

該当品番
52PW-275
52PW-587

フレッシュリーグ

ショート レギュラー

該当品番
52PW-487

ショートフィットとショートの違い
ショートフィットは、ショートよりも股上
がやや浅く、股下が少し短く、シルエ
ットがタイトな新スタイルです。

ショートとレギュラーの違い
ショートはレギュラーよりも股下が短
いスタイルです。

52PW-275には更に
動きやすさにこだわって
内股に新カッティング
「クロスムーブカット」搭載

ショートフィット
ショート
レギュラー

P.240
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オプションをお選びください。

基本スタイルをお選びください。

フレッシュリーグ・ベースボールユニフォームオーダーシステム

シャツ、パンツの基本スタイルにオプション機能、ライン、カラーを加える。高機能に個性をプラスしたオーダーシステムです。
ご注文方法は次の
　　　　　　　　　　の
順序でお選び下さい。

基本スタイルを
お選びください。
（P.230）

オプションを
お選びください。
（P.230）

ライン・ジャージ
スタイルをお選び
ください。（P.230）

素材とカラー配色
をお選びください。
（P.231）

ライン・小衿裏の
カラーをお選びく
ださい。（P.231）

サイズを
お選びください。
（P.231）

ナンバー・デイトを
お選びください。
（P.231）

※ノータックタイプよりもヒッ
プから下がゆったりとしたシ
ルエットになっています。

ノータック
52PW-65600

￥11,025（本体￥10,500）
52PW-85600（ツインピンストライプ）

￥11,340（本体￥10,800）

ツータック
52PW-65700

￥11,340（本体￥10,800）
52PW-85700（ツインピンストライプ）

￥11,550（本体￥11,000）

（内股ジャージ）

ハーフボタンセットイン
52MW-65300
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-85300
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

セミハーフボタンセミラグラン
52MW-65100
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-85100
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

イージーモーションカット セミラグラン
52MW-65200
￥8,400（本体￥8,000）
52MW-85210（ツインピンストライプ）
￥9,240（本体￥8,800）

イージーモーションカットⅡ セミラグラン
52MW-65400
￥8,925（本体￥8,500）

ショートタイプ
52PW-65800

￥10,500（本体￥10,000）
52PW-85800（ツインピンストライプ）

￥10,710（本体￥10,200）

（内股ジャージ）

ショートフィットタイプ
52PW-65900

￥10,500
（本体￥10,000）

（内股ジャージ）

シ　ャ　ツ

※イージーモーションカット・イージーモーションカットⅡを選択の場合は、
　DFカット・脇下切り込みは選択できません。

※アイテム特性により、DTニット（W-80）
　のみの生地対応となります。

表

裏

オープンセミラグラン
52MW-60000
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-80000
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

オープンセットイン
52MW-60300
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-80300
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

オープンラグラン
52MW-60500
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-80500
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

ハーフボタンセミラグラン
52MW-65000
￥7,350（本体￥7,000）
52MW-85000
（ツインピンストライプ）
￥7,875（本体￥7,500）

※52MW-60300、65300のみ対応

小衿付（W型）衿の高さ2.5cm
52ZB-60000
￥210（本体￥200）

小衿付（C型）衿の高さ2cm
52ZB-60100
￥210（本体￥200）

脇下切り込み
52ZB-60200
￥315（本体￥300）

DFカット
52ZB-60300
￥840（本体￥800）

ダミーオープン
52ZB-60400
￥525（本体￥500）

小衿付（C型）後切替有
52ZB-60500
￥210（本体￥200）

ライン・ジャージスタイルをお選びください。

FL型
オープン型

LA型 SF型 BS型 CA型

MN型 HS型 OR型 SG型 EF型

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

首
12ミリライン（5ミリあき）

袖
30ミリライン

パンツ脇
30ミリライン

首
12ミリライン

ラインなし

袖
12ミリライン

パンツ脇
12ミリライン

ベルトループ
12ミリライン

首 12ミリライン（5ミリあき）
肩

（5ミリあき）
袖
4ミリライン
（25ミリあき）

前立て
4ミリライン

パンツ脇
4ミリライン

袖
12ミリライン

パンツ脇
12ミリライン

首
12ミリライン（5ミリあき）

（15ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

袖
12ミリライン

袖
12ミリ
2本ライン

パンツ脇
12ミリ2本ライン

首
12ミリライン（5ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

袖
30ミリライン

パンツ：ラインなし

12ミリライン

パ　ン　ツ

●Ｐ.230の商品はすべて日本製です。

内股のカッティング
（クロスムーブカット）

A-211
(230)



ナンバー・デイトをお選びください。

サイズをお選びください。

ライン・小衿裏のカラーをお選びください。

素材とカラー配色をお選びください。※ツインピンストライプの生地をお選びいただいた場合、他の生地と本体価格が異なります。あらかじめご了承ください。

36㎜

36㎜

61㎜

4㎜

4㎜

2㎜

61㎜
2㎜

61㎜2㎜

61㎜
2㎜
K-79

素材名・生地記号
カラー№

素材名・生地記号
カラー№

W-18

K-62

K-60

W-32

W-55

K-55

K-47

W-61

K-37

K-44

K-39

K-38

K-53

W-52

K-78

W-78

W-79

 G.M.C.K.

ツ
イ
ン
ピ
ン
ス
ト
ラ
イ
プ

ス
ト
ラ
イ
プ

無
　
　
地

W-60

ツインピンストライプビューリーグニット
ポリエステル95％・ナイロン5％

ツインピンストライプビューリーグメッシュ
ポリエステル95％・ナイロン5％

ツインピンストライプニット
ポリエステル95％・ナイロン5％

ツインピンストライプメッシュ
ポリエステル95％・ナイロン5％

ビクトリーレギュラーストライプニット
ポリエステル90％・ナイロン10％

ラインエアーレギュラーストライプメッシュ
ポリエステル90％・ナイロン10％

ブライトシャドーストライプニット
ポリエステル100％

ブライトシャドーストライプメッシュ
ポリエステル100％

ビクトリー・ニット
（表）ポリエステル100％（裏）ポリエステル80％・綿20％

エアウェイライトメッシュ
ポリエステル100％

ミズノプロ・CR・ニット
ポリエステル100％

ラインエアーメッシュ
ポリエステル100％

光沢軽量メッシュ
ポリエステル100％

ダイアレッチメッシュ
ポリエステル100％

ブライトメッシュインメッシュ
ポリエステル100％

LS軽快メッシュ
ポリエステル100％

ポリエステル100％

（表）ポリエステル100％（裏）ポリエステル80％・綿20％

ブライトG.M.C.K.
（表）ポリエステル100％（裏）ポリエステル80％・綿20％

01 05 21 48 91
ホワイト グレー スカイブルー アイボリー スーパーホワイト

09 14 16 06
ホワイト×ブラック ホワイト×ネイビー ホワイト×P.ネイビー グレー×ネイビー

※素材はG.M.C.K.  W-18
　のみになります。

※　　の枠内のサイズは基本サイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。別寸サイズの中でも受注実績の多いサイズです。納期はミズノ品取扱店にお問合せ下さい。
※　　の枠内のサイズは別寸サイズ対応ですので、２割アップの代金を頂きます。

81～87 85～91 89～95 93～99 97～103
67～73 71～77 75～81 79～85 83～89ウエスト（㎝）

胸囲（㎝）

身
　
　
長（
　
）

SS

SS-B

S-A M-A L-A O-A XO-A 2XO-A

2XO-B

2XO-C

2XO-D

XO-B

XO-C

XO-D

XO-G

O-B

O-C

O-G

L-B

L-F

L-G

M-E

M-F

M-G

S-D

S-E

S-F

S-G

SS-C

SS-D

SS-E

SS-F

SS-G

S

L

S-C M

M-B

M-D

L-C

L-E

O-D

O XO-E

XOO-F

2XO

2XO-E

2XO-F

BL

BO BXO

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

87～93 91～97
101～107 105～111

B
体

3XO-G

3XO-F

3XO-E

3XO-D

3XO-C

3XO-B

3XO-A 4XO-A 5XO-A

5XO-B

6XO-A

6XO-B

6XO-G

7XO-A

7XO-B

7XO-G

7XO-F

7XO-C

4XO-B

4XO-G

4XO-F

4XO-E

4XO-D

4XO-C

5XO-G

5XO-F

5XO-E

5XO-D

5XO-C

6XO-F

6XO-E

6XO-D

7XO-E

7XO-D

6XO-C身
　
　
長（   

）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm cm

111～119

97～105

119～127

105～113

127～135

113～12187～93

93～99
89～95

97～103
97～103

101～107
99～105

91～97 103～109

135～143

121～129

143～151
111～119 119～127 127～135 135～143 143～151

129～137

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

胸囲（cm）
腹囲（cm）
ｳｴｽﾄ（cm）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

09ブラック

05グレー

14ネイビー

09ブラック

16パステルネイビー

14ネイビー

25B.ブルー

16パステルネイビー

35グリーン

35グリーン

63エンジ 67パープル

63エンジ

※K-60、K-62、W-60、W-61の素材を選択すると、レピアネームは、
　ミズノプロになります。

11
〈チーム名〉
水野高校 11

〈用途別〉
夏・大会用11

〈大会名〉
○○○○出場記念11

〈ナンバー〉
1

ビクトリーステージ レピアネーム

製造年が入ります。

右記例をご参照下さい。11

ラインカラー

小衿裏カラー

D.Tニット
ポリエステル100％ W-80

A-212
(231)



フレッシュリーグ・ベースボールユニフォームオーダーシステム

●アクセサリー品は参考商品です。アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

P.235･236の定番品から品番とカラーをお選びください。S t e p 1
サイズを下記表の別寸規格サイズよりお選びください。S t e p 2

●胸マーク：ヘルベチカ型
　　　　　・ネイビー×ゴールド　・ストレート
　　　　　・一重縁取り刺繍

シ
ャ
ツ

パ
ン
ツ

52MW-60000

 ￥7,350（本体￥7,000）
－
FL型

1 素材：K-53　カラー：14
－

52PW-65600

 ￥11,025（本体￥10,500）
LA型

1 素材：W-52　カラー：14
－

52MW-80000

 ￥7,875（本体￥7,500）
－
FL型

1 素材：K-78　カラー：14
－

52PW-85600

 ￥11,340（本体￥10,800）
LA型

1 素材：W-78　カラー：14
－

●胸マーク：HNF型（V）
　　　　　・ネイビー×ゴールド×ブラック
　　　　　 ・アーチ   ・三重圧着

シ
ャ
ツ

パ
ン
ツ

52MW-60300

 ￥7,350（本体￥7,000）
52ZB-60000

 ￥210（本体￥200）
FL型

1 素材：K-37　カラー：05
－

52PW-65600

 ￥11,025（本体￥10,500）
LA型

1 素材：W-18　カラー：05
－

●胸マーク：オールドイングリッシュ＋K型
　　　　　・ブラック×ゴールド　・ストレート
　　　　　・一重縁取り刺繍

シ
ャ
ツ

パ
ン
ツ

定番展開しているフレッシュリーグユニフォームの別寸サイズオーダーをオーダーシステムとして確立。
別寸規格サイズでオーダーしたい場合、定番品価格の2割アップの代金で対応します。

※　　の枠内のサイズは基本サイズです。※　　の枠内のサイズは別寸サイズの中でも受注実績の多いサイズです。
●実寸・仕上がりサイズ指定など、上記表の別寸規格サイズ以外での対応は完全別注となりますので、金額も異なります。別途見積もりとなりますので、ご了承下さい。
●オプションの追加・ライン加工は、別途見積もりとなりますので、ご了承下さい。

3XO-G

3XO-F

3XO-E

3XO-D

3XO-C

3XO-B

3XO-A 4XO-A 5XO-A

5XO-B

6XO-A

6XO-B

6XO-G

7XO-A

7XO-B

7XO-G

7XO-F

7XO-C

4XO-B

4XO-G

4XO-F

4XO-E

4XO-D

4XO-C

5XO-G

5XO-F

5XO-E

5XO-D

5XO-C

6XO-F

6XO-E

6XO-D

7XO-E

7XO-D

6XO-C身
　
　
長（   

）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

cm

111～119

97～105

119～127

105～113

127～135

113～121

135～143

121～129

143～151

111～119 119～127 127～135 135～143 143～151

129～137

胸囲（cm）

腹囲（cm）

ｳｴｽﾄ（cm）

品番によってはサイズ展開が異なります。P.233・234でご確認ください。
81～87 85～91 89～95 93～99 97～103

67～73 71～77 75～81 79～85 83～89ウエスト（cm）

胸囲（cm）

身
　
　
長（
　
）

SS

SS-B

S-A M-A L-A O-A XO-A 2XO-A

2XO-B

2XO-C

2XO-D

XO-B

XO-C

XO-D

XO-G

O-B

O-C

O-F

O-G

L-B

L-F

L-G

M-E

M-F

M-G

S-D

S-E

S-F

S-G

SS-C

SS-D

SS-E

SS-F

SS-G

S

L

S-C M

M-B

M-D

L-C

L-E

O-D

O XO-E

XO

2XO

2XO-E

2XO-F

BL

BO BXO

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

87～93 91～97

101～107 105～111

B
体

cm

87～93

89～95

97～103

97～103

101～107

99～105

91～97 103～109

胸囲（cm）

腹囲（cm）

ｳｴｽﾄ（cm）

157～163
（160）
162～168
（165）
167～173
（170）
172～178
（175）
177～183
（180）
182～188
（185）
187～193
（190）

93～99

サイズオーダーシステム

●胸マーク：ケストレ型
　　　　　・エンジ×シルバー
　　　　　・ストレート　・一重縁取り刺繍

シ
ャ
ツ

パ
ン
ツ

52MW-60300

 ￥7,350（本体￥7,000）
52ZB-60100

￥210（本体￥200）
LA型

1 素材：K-37　カラー：01
袖ラインカラー：63

52PW-65600

 ￥11,025（本体￥10,500）
LA型

1 素材：W-55　カラー：01
－

サイズを下記表の別寸規格サイズよりお選びください。

P.233･234の定番品から品番とカラーをお選びください。

●Ｐ.232の商品はすべて日本製です。
A-213
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●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

FRESH LEAGUE  試合用ユニフォームシャツ

特許3866689

LS
軽快メッシュ S

M
L
O
XO
2XO

01ホワイト

48アイボリー

52MW-173□□
￥6,300
（本体￥6,000）
イージーモーションカット

P.235

メッシュ

特許3866689

M
L
O
XO
2XO

01ホワイト

48アイボリー

K-60

52MW-169□□
￥6,300
（本体￥6,000）
イージーモーションカット

P.235

メッシュ

エアウェイ
ライトメッシュ S

M
L
O
XO
2XO

01ホワイト

48アイボリー

K-47

52MW-174□□
￥6,090
（本体￥5,800）

P.235

メッシュ

特許3866689

エアウェイ
ライトメッシュ S

M
L
O
XO
2XO

01ホワイト

48アイボリー

K-47

52MW-168□□
￥6,090
（本体￥5,800）
イージーモーションカット

P.236

メッシュ

ラインエアー
メッシュ

K-55

52MW-165□□
￥5,880
（本体￥5,600）

P.236

メッシュ

ブライトメッシュイン
メッシュ

K-38

P.236

メッシュ

ラインエアーレギュラー
ストライプメッシュ S

M
L
O
XO

K-53

P.237

メッシュ

SOFT
M.M.C. S

M
L
O
XO

K-37

P.237

メッシュ

ダイアレッチ
メッシュ S

M
L
O
XO

01ホワイト

K-39

P.237

メッシュ

SOFT
M.M.C. S

M
L
O
XO

01ホワイト

48アイボリー

K-37

P.238

メッシュ

デラックス
メッシュ

K-33

P.239

メッシュ

マルチユース
メッシュⅡ

K-48

P.238

メッシュ

デラックス
メッシュ S

M
L
O
XO

01ホワイト

48アイボリー

K-33

P.238

メッシュ

G.M.C.K. S
M
L
O
XO

W-18

P.238

K-62

素材 スタイル カラー サイズ 素材 スタイル カラー サイズ

ブライトシャドー
ストライプメッシュ

52MW-167□□
￥5,880
（本体￥5,600）

52MW-177□□
￥5,250
（本体￥5,000）

36㎜

4㎜

ラインエアーレギュラー
ストライプメッシュ

01ホワイト

S
M
L
O
XO05グレー

48アイボリー

05グレー

48アイボリー

91スーパーホワイト

M
L
O
XO

14
ホワイト×ネイビーストライプ

09
ホワイト×ブラックストライプ

52MW-152□□
￥5,565
（本体￥5,300）

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

04シルバーグレー

52MW-164□□
￥5,460
（本体￥5,200）

05グレー

48アイボリー

ハーフボタン
52MW-159□□
￥5,565
（本体￥5,300）

52MK-09□□
￥4,620
（本体￥4,400）

S
M
L
O
XO
（       

　
）

SS
BO

01のみ
21スカイブルー

46クリーム

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

52MW-142□□
￥3,990
（本体￥3,800）

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

91スーパーホワイト

（
ホ
ワ
イ
ト
の
み
　
　
）

BO
BXO

S
M
L
O
XO

52MW-69□□
￥5,040
（本体￥4,800）

52MW-187□□
￥3,780
（本体￥3,600）

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

ニット

A-214
※(223)



2011年2月発売

2011年2月発売

フレッシュリーグ

●ベルトは付いておりません。

M
L
O
XO

52PW-269□□
￥9,345
（本体￥8,900）

P.235

ミズノプロ・CR・
ニット S

M
L
O
XO
2XO

W-61

52PW-272□□
￥9,345
（本体￥8,900）

P.236

ビクトリー
ニット S

M
L
O
XO
2XO

S
M
L
O
XO
2XO

W-55

52PW-265□□
￥9,345
（本体￥8,900）

P.236

ブライト
G.M.C.K. M

L
O
XO
2XO

W-32

52PW-267□□
￥9,345
（本体￥8,900）

P.236

ビクトリーエアー
レギュラー
ストライプニット

ビクトリーエアー
レギュラー
ストライプニット

S
M
L
O
XO

W-52

52PW-277□□
￥8,085
（本体￥7,700）

P.237

SOFT
C.C.B.U. S

M
L
O
XO
2XO

W-27

52PW-252□□
￥8,925
（本体￥8,500）

P.239

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット

P.C.K. S
M
L
O
XO
2XO

W-4

52PW-270□□
￥7,140
（本体￥6,800）

P.239

D.Tニット

01ホワイト

48アイボリー

W-80

52PW-275□□
￥9,345
（本体￥8,900）

P.240

M.S.K S
M
L
O
XO

W-81

52PW-587□□
￥5,880
（本体￥5,600）

P.240

G.M.C.K. S
M
L
O
XO

W-18

52PW-487□□
￥5,880
（本体￥5,600）

P.240

G.M.C.K. S
M
L
O
XO
01、48
のみ 
SS
BL
BO
BXOW-18

52PW-387□□
￥6,090
（本体￥5,800）

P.240

G.M.C.K. S
M
L
O
XO

W-18

52PW-288□□
￥6,510
（本体￥6,200）

P.240

G.M.C.K. M
L
O
XO

W-18

52PW-087□□
￥6,090
（本体￥5,800）

P.240

素材 スタイル カラー サイズ 素材 スタイル カラー サイズ

FRESH LEAGUE  試合用ユニフォームシャツ

01ホワイト

48アイボリー

ブライトシャドー
ストライプニット

（裏）

01ホワイト

48アイボリー

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

05グレー

48アイボリー

91スーパーホワイト

09
ホワイト×ブラックストライプ

14
ホワイト×ネイビーストライプ

48アイボリー

01ホワイト

05グレー

（裏）

01ホワイト

05グレー

48アイボリー

ショートタイプ
01ホワイト

48アイボリー

05グレー 91スーパー
  ホワイト

01ホワイト 48アイボリー

04シルバー
  グレー

21スカイブルー

46クリーム

（
　
　
　
　
　  

　
　
　 

）
ツータック仕様

01ホワイト

48アイボリー

05グレー

最適
フィット
設計

シルエットを見直した、
最適フィット設計！！

太もも裏、ふくらはぎ裏を細くしたシルエ
ットにし、着用時のダブつき感をなくしス
マートな着こなしを演出します。

股上を浅くすることにより腹部をしめつ
けず、いつもリラックスした快適プレイが
可能です。(ローライズではありません)

股下を短くすることにより、裾を折り返し
た時に出来るダブつきがなくなりました。

W-60

36㎜

4㎜

ショート
フィット

ショート
フィット

ショート

レギュラー

レギュラー

レギュラー

レギュラー レギュラー

レギュラー

レギュラー

レギュラー

レギュラー

レギュラー

A-215
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●W－60/ポリエステル100％

パンツ・ベルトループ型

¥9,345（本体¥8,900）

52PW-269□□

●ブライトシャドーストライプニット
●本体：ポリエステル100％　
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：M、L、O、XO
●日本製

●K－60/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥6,300（本体¥6,000）

52MW-169□□

●EASY MOTION CUT
●ブライトシャドーストライプメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO、2XO
●日本製

メッシュシャツ・オープン型、小衿付

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-174□□

●エアウェイライトメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、パーツを立体裁断、縫着しま
した。この独自のカッティング手法により、腕を大きく、早く回転させて
も肩部分のつっぱりがないので、腕をスムーズに振ることができます。

腕の動きを妨げないカッティング
特許3866689

軽量感と動きやすさを考慮した素材
「LS軽快メッシュ」
特殊な編み設計により、軽量
化とストレッチ性を高い次元で
両立させた素材です。

LS軽快メッシュ
メッシュ

●K－62/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥6,300（本体¥6,000）

52MW-173□□

●EASY MOTION CUT
●LS軽快メッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、パーツを立体裁断、縫着しま
した。この独自のカッティング手法により、腕を大きく、早く回転させて
も肩部分のつっぱりがないので、腕をスムーズに振ることができます。

腕の動きを妨げないカッティング
特許3866689

光沢糸でストライプを表現した
プロ向け素材を採用
無地の生地に同色の光沢糸
を使用することで、ストライプを
表現しました。

ブライト シャドー ストライプ ニット
プロ向け開発素材と立体裁断で、
素早い、滑らかな動作を生み出す
無地の生地に同色の光沢糸を使用す
ることで、ストライプを表現しました。メッ
シュ目を閉じた中肉タイプの素材です。

ブライト シャドー ストライプ メッシュ
メッシュ ニット

スライディング
パッド付

実績のある軽量メッシュ素材で
滑らかな動作を実現
トリコット編み機で編まれた、軽
量タイプのメッシュ素材です。

エアウェイ ライト メッシュ
メッシュ

●K－47/ポリエステル100％

人気の小衿付スタイル！！

48.アイボリー01.ホワイト

48.アイボリー

48.アイボリー

48.アイボリー01.ホワイト

01.ホワイト

01.ホワイト

レギュラー

A-216
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フレッシュリーグ

●サイズ適合表はP177をご参照下さい。●ベルトは付いておりません。●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

05.グレー 48.アイボリー01.ホワイト

05.グレー 48.アイボリー01.ホワイト

肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、パーツを立体裁断、縫着しま
した。この独自のカッティング手法により、腕を大きく、早く回転させて
も肩部分のつっぱりがないので、腕をスムーズに振ることができます。

腕の動きを妨げないカッティング
特許3866689

●W－61/ポリエステル100％

プロ向け開発素材で、
風合いにもこだわる
ラッシェル編み機で編まれた素材で、
柔らかさ、風合いに優れています。

ミズノプロ・CR・ニット

パンツ・ベルトループ型

¥9,345（本体¥8,900）

52PW-272□□

●ミズノプロ・CR・ニット
●本体：ポリエステル100％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

立体裁断と軽量メッシュ素材で
滑らかな動作を実現
トリコット編み機で編まれた、軽
量タイプのメッシュ素材です。

●K－47/ポリエステル100％

エアウェイ ライト メッシュ

メッシュシャツ・オープン型

¥6,090（本体¥5,800）

52MW-168□□

●EASY MOTION CUT
●エアウェイライトメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

メッシュ ニット

表 裏

●W－32/（表）ポリエステル100％
              （裏）ポリエステル80％・綿20％

パンツ・ベルトループ型

¥9,345（本体¥8,900）

52PW-267□□

●ブライトG.M.C.K.
●本体：表側／ポリエステル100％
　　 　裏側／ポリエステル80％、綿20％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ ：M、L、O、XO、2XO
●日本製

●K－38/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥5,880（本体¥5,600）

52MW-167□□

●ブライトメッシュインメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO
●日本製

裏

●W－55/ポリエステル100％

パンツ・ベルトループ型

¥9,345（本体¥8,900）

52PW-265□□

●ビクトリーニット
●本体：ポリエステル100％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

●K－55/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥5,880（本体¥5,600）

52MW-165□□

●ラインエアーメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

スライディング
パッド付

通気性に優れた、
新編み構造を採用
新編み構造で通気性に優れて
います。

ビクトリーニット
肌触り良く、高級感のある、
メッシュ素材
高級感があり肌触りの良い素
材です。

ラインエアーメッシュ
メッシュ ニット

スライディング
パッド付

ベトつきを抑えた
光沢感あるニット素材
格調高い光沢感に加え、ソフト
な風合、不快なベトつきを抑え
た素材です。

ブライトG.M.C.K.
涼しさを演出する
光沢メッシュ素材
メッシュ・イン・メッシュ・クールの機能を
受け継ぎ、加えてブライト糸を使用した、
上品な高級感のある光沢素材です。

ブライトメッシュインメッシュ
メッシュ

スライディング
パッド付

48.アイボリー01.ホワイト

48.アイボリー01.ホワイト

05.グレー 48.アイボリー

05.グレー 48.アイボリー

91.スーパーホワイト

91.スーパーホワイト

レギュラー

レギュラー

ニット

レギュラー
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01.ホワイト 05.グレー 48.アイボリー

09.ホワイト×ブラックストライプ 14.ホワイト×ネイビーストライプ

09.ホワイト×ブラックストライプ 14.ホワイト×ネイビーストライプ

01.ホワイト 05.グレー 48.アイボリー 04.シルバーグレー

●K－53/ポリエステル90％・ナイロン10%

36㎜4㎜ 4㎜ 36㎜

ボリューム感と風合いある
生地にストライプ柄を採用
生地のボリューム感と風合い、
ナチュラルなストライプの柄と太
さが格調高い素材を演出します。

ビクトリーレギュラーストライプニット
肌触りの良いラインメッシュ素材
を使った、ストライプタイプ
高級感があり肌触りの良いライン
エアーメッシュに、ナチュラルなス
トライプ柄を編み込んだ素材です。

ラインエアーレギュラーストライプメッシュ
メッシュ ニット

スライディング
パッド付

パンツ・ベルトループ型

¥8,085（本体¥7,700）

52PW-277□□

●ビクトリーレギュラーストライプニット
●本体：ポリエステル90％・ナイロン10％
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●日本製

メッシュシャツ・オープン型

¥5,250（本体¥5,000）

52MW-177□□

●ラインエアーレギュラーストライプメッシュ
●ポリエステル90％・ナイロン10％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

涼しさを演出し、輝く白さも実現
メッシュ・イン・メッシュ・クールの機能を受け継
ぎ、加えてソフトな風合と、どんなニット・ユニフ
ォームにも合う輝きのある白さを実現しました。

ソフト・メッシュ・イン・メッシュ・クール
メッシュ

メッシュシャツ・オープン型

¥5,565（本体¥5,300）

52MW-152□□

●ソフトM.M.C.
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●日本製

●K－37/ポリエステル100％

●W－52/ポリエステル90％・ナイロン10%

新編み構造による軽量タイプ
新編み構造（ダイアタイプ）。軽
量感を実現させた素材です。

ダイアレッチメッシュ
メッシュ

●K－39/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥5,460（本体¥5,200）

52MW-164□□

●ダイアレッチメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO  ●日本製

レギュラー
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フレッシュリーグ

●サイズ適合表はP177をご参照下さい。●ベルトは付いておりません。●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

01.ホワイト

01.ホワイト 05.グレー 48.アイボリー 91.スーパーホワイト

48.アイボリー

01.ホワイト 48.アイボリー05.グレー

48.アイボリー01.ホワイト

涼しさを演出し、輝く白さも実現
ソフト・メッシュ・イン・メッシュ・クール

メッシュ

メッシュ・イン・メッシュ・クールの機
能を受け継ぎ、加えてソフトな風合
と、どんなニット・ユニフォームにも
合う輝きのある白さを実現しました。

●K－37/ポリエステル100％

メッシュシャツ・セミハーフボタン型

¥5,565（本体¥5,300）

52MW-159□□

●ソフトM.M.C.
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO  ●日本製

軽量感とボリュームある風合いを
両立した、メッシュ素材

マルチユース メッシュⅡ
メッシュ

生地のボリューム感、軽量感が揃った幅
広い層に愛用頂けるメッシュ素材です。

●K－48/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型

¥3,990（本体¥3,800）

52MW-142□□

●マルチユースメッシュⅡ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
　（01ホワイトのみBO、BXO）
●タイ製

●W－18/（表）ポリエステル100％
　（裏）ポリエステル80％・綿20％

ニットシャツ・オープン型

¥3,780（本体¥3,600）

52MW-187□□

●G.M.C.K.
●本体：表側：ポリエステル100％
　　　：裏側：ポリエステル80％、綿20％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

風合いにこだわり、
激しい動きにも対応
風合いと強度のバランスを意識した、
激しい動きにも対応する優れた素材です。

グランド・マルティ・キャビティ・ニット
ニット

軽く、涼しく、動きやすい。
3拍子揃った快適軽量メッシュ素材。

デラックスメッシュ
メッシュ

●K－33/ポリエステル100％

メッシュシャツ・オープン型、小衿付

¥5,040（本体¥4,800）

52MW-69□□

●デラックスメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●日本製

A-219
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01.ホワイト 05.グレー 48.アイボリー

01.ホワイト 05.グレー 48.アイボリー

01.ホワイト 21.スカイブルー05.グレー

48.アイボリー46.クリーム

内股ジャージを備え
動きやすさを意識した素材・アイテム

ソフト・クーリング・クリエイト・ベースボール・ユニフォーム
ニット

スライディング
パッド付

●W－27/ポリエステル100％

パンツ・ベルトループ型

¥8,925（本体¥8,500）

52PW-252□□

●ソフトC.C.B.U.
●内股ジャージ付き
●本体：ポリエステル100％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
　ジャージ：ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

レギュラー

レギュラー

3層構造ニット素材で、
プレイ中の着心地を爽やかに
P．C．K．は肌と点接触する組織
で肌の爽やかな状態を保ちます。

パースピレーション・コントロール・ニット
ニット

スライディング
パッド付

パンツ・ベルトループ型

¥7,140（本体¥6,800）

52PW-270□□

●P.C.K.
●本体：ポリエステル95％、綿5％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

●W－4/（表）ポリエステル100％ （裏）ポリエステル100％ 
（中）ポリエステル50％・綿50％

●K－33/ポリエステル100％

軽く、涼しく、動きやすい。
3拍子揃った快適軽量メッシュ素材。

デラックスメッシュ

メッシュシャツ・オープン型

¥4,620（本体¥4,400）

52MK-09□□

●デラックスメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
　（０１ホワイトのみSS、BO）
●日本製

メッシュ
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フレッシュリーグ

●サイズ適合表はP177をご参照下さい。●ベルトは付いておりません。●胸マークはサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

01.ホワイト 48.アイボリー

01.ホワイト 48.アイボリー

05.グレー

01.ホワイト 05.グレー 21.スカイブルー 46.クリーム 48.アイボリー

スライディング
パッド付

パンツ・ベルトループ型

¥6,090（本体¥5,800）

52PW-387□□

●G.M.C.K.
●本体：表側：ポリエステル100％
　　　 裏側：ポリエステル80％、綿20％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO
　　　  （01：ホワイト 48:アイボリーのみ
　　　  SS、BL、BO、BXO）
●日本製

ニット

スライディング
パッド付

パンツ（ショートタイプ）・ベルトループ型

¥5,880（本体¥5,600）

52PW-487□□

●G.M.C.K.
●本体：表側：ポリエステル100％
　　　 裏側：ポリエステル80％、綿20％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

ニット

スライディング
パッド付

パンツ（ツータック）・ベルトループ型

¥6,510（本体¥6,200）

52PW-288□□

●G.M.C.K.
●本体：表側：ポリエステル100％
　　　 裏側：ポリエステル80％、綿20％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

ニット

スライディング
パッド付

パンツ・ベルトループ型

¥6,090（本体¥5,800）

52PW-08705

●G.M.C.K.
●本体：表側：ポリエステル100％
　　　 裏側：ポリエステル80％、綿20％
　尻当て：ポリエステル55％、綿45％
●サイズ：M、L、O、XO
●日本製

ニット

風合いにこだわり、激しい動きにも対応
風合いと強度のバランスを意識した、激しい動きにも対応する優れ
た素材です。

グランド・マルティ・キャビティ・ニット ニット

●W－18/（表）ポリエステル100％ 
（裏）ポリエステル80％・綿20％

当社従来素材

グランド・M.C.K.
50

50

ヨコ（％）ヨコ（％）

タテ（％）

タテ（％）

5050

伸長率

01.ホワイト 48.アイボリー 05.グレー　01.ホワイト 48.アイボリー

新しい着こなしの提案、2タイプ登場！！
2011年2月発売2011年2月発売

●1

●2

●3

●4

●学生が履くウエスト位置を検証し、
　生地の特性を考慮し、股上を少
　し浅くしています。
●腰に近い位置で履くため、ウエス
　トサイズを少し大きくしています。
●体にフィットさせるため、ヒップや太
　もも周りを細くしています。
●生地の特性を考慮し、ダブつき感
　をなくすために股下を短くしてい
　ます。

1

2

3

4

91.スーパーホワイト 04.シルバーグレー

●W－80/ポリエステル100％

パンツ・ベルトループ型・ショート丈フィットタイプ

¥9,345（本体¥8,900）

52PW-275□□

●本体：ポリエステル100％　
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO　
●日本製

やや肉厚ながら、非常にタテにもヨコ
にもストレッチ性に富んだ素材（当社
従来素材比）。タイトに履きこなしても
全く違和感を感じさせない素材

D.Tニット
ニット

●W－81/ポリエステル100％

パンツ・ベルトループ型・ショート丈フィットタイプ

¥5,880（本体¥5,600）

52PW-587□□

●本体：ポリエステル100％　
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●日本製

マジカルストレッチニットの
略で、タテヨコのストレッチ
性と肉厚感、風合いのバラ
ンスを意識した素材

M.S.K
ニット

スライディング
パッド付

スライディング
パッド付

内股のカッティング
（クロスムーブカット）

レギュラー

レギュラー

レギュラー

ショート
フィット

ショート
フィット

ショート

A-221
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フレッシュリーグ

●サイズ適合表はP177をご参照下さい。●ベルトは付いておりません。

右尻ポケット上に
ブランドロゴワッペン

01.ホワイト 48.アイボリー

01.ホワイト 48.アイボリー

01.ホワイト

01.ホワイト

日
々
の
厳
し
い
練
習
を
支
え
る
ユ
二
フ
ォ
ー
ム
。

綿独特の着心地や肌触りの良さで、長時間での練習も軽快にこなせます。

激しい練習にも対応した、伸縮性のあるストレッチ素材

ニットニットシャツ・オープン型

¥3,675（本体¥3,500）

52MW-132□□

●ポリエステル89％、綿11％
●サイズ ：SS、Ｓ、M、L、O、XO
　　　　（ＳＳはホワイトのみ）
●中国製

肌面

着心地を追求しつつ、強度とスト
レッチ性のバランスに定評のある
M.C.K組織を採用しています。

ニットパンツ・ベルトループ型

¥5,775（本体¥5,500）

52PW-132□□

●本体：ポリエステル89％、綿11％
　尻当て：ポリエステル70％、綿30％
●サイズ：SS、S、M、L、O、XO、BO、BXO
　　　　（ＳＳ、BO、BXOはホワイトのみ）
●中国製
スライディング
パッド付

首衿表側に
ブランドロゴワッペン

マーベルトがさらに進化！！

ベースボール
型

ストレッチ織物

スペアパンツ・ベルトループ型

¥4,725（本体¥4,500）

52PW-10801

●ポリエステル100％
●サイズ：SS、S、M、L、O
●中国製

ストレッチ織物

上下セット・シャツ：オープン型
パンツ：ベルトループ型

¥7,245（本体¥6,900）

52FW-10801

●ポリエステル100％
●サイズ：SS、S、M、L、O
●中国製

アイシングポンチョ・丸首

¥7,140（本体¥6,800）

52MW-99001

●ポリエステル55％、綿45%
●サイズ：フリー（胸囲85～107cm・
　　　　身長162～188cm）
●日本製

アイシングポンチョ・フロントオープン

¥8,925（本体¥8,500）

52MW-99101

●本体：ポリエステル55％、綿45%
　フライス：ポリエステル100%
●ファスナーフルオープン
●サイズ：フリー（胸囲85～107cm・
　　　　身長162～188cm）
●日本製

従来マーベルトの凹凸
形状に加え、シリコンライ
ンを付けることでシャツが
パンツから出たり、ズレ上
がることを防ぎます。

受注生産受注生産

※

※

※

※
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ウィメンズユニフォーム

ナショナルチームモデル

受注生産

2004年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：スーパーホワイト×レッド×ネイビー
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100％
●光沢軽量メッシュ
●日本製
●胸マーク・番号はサンプルであり価
格に含まれておりません。あらかじめ
ご了承ください。

シャツ・V首タイプ
52MS-40091

¥10,290（本体¥9,800）

受注生産

カラー：スーパーホワイト×レッド×ネイビー
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　尻当て：ポリエステル55%、綿45％
●光沢トリコット
●日本製

パンツ・ハーフタイプ
52PS-41091

¥10,290（本体¥9,800）

受注生産

カラー：ホワイトⒶネイビーⒷレッドⒸホワイト
●サイズ：23～25㎝
●ナイロン、綿、その他
●日本製

ソックス
52UA-40092

¥3,150（本体¥3,000）

本体：
ホワイト

受注生産

2004年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：レッド×ネイビー×スーパーホワイト
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100％
●光沢軽量メッシュ
●日本製
●胸マーク・番号はサンプルであり価
格に含まれておりません。あらかじめ
ご了承ください。

シャツ・V首タイプ
52MS-40062

¥10,290（本体¥9,800）

※素材の特性上、ひっかけるとキズに
なり易いので、着用時には十分ご注
意ください。

受注生産

カラー：レッド×ネイビー×スーパーホワイト
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　尻当て：ポリエステル55%、綿45％
●光沢トリコット
●日本製

パンツ・ハーフタイプ
52PS-41062

¥10,290（本体¥9,800）

受注生産

カラー：ホワイトⒶネイビーⒷレッドⒸホワイト
●サイズ：23～25㎝
●ナイロン、綿、その他
●日本製

ソックス
52UA-40092

¥3,150（本体¥3,000）

本体：
ホワイト

ミズノは、全日本女子ソフトボールチームの
オフィシャルサプライヤーです。

※素材の特性上、ひっかけるとキズに
なり易いので、着用時には十分ご注
意ください。

ニットW-48

メッシュK-44

ニットW-48

メッシュK-44
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受注生産

2008年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：レッド×ネイビー
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　切替：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
●フライス：ポリエステル100%
●日本製

シャツ・ノースリーブ
52MS-77862

¥19,740（本体¥18,800）

ナショナルチームモデル

世界を湧かせたJAPAN
記憶に残るユニフォームに感動！あの感動をあなたのチームにも・・・。
08ソフトJAPANのフォントでチーム名を表現してみませんか？！

このページのユニフォーム価格はマーク代込となります。

世界を湧かせたJAPAN
ミズノは、全日本女子ソフトボールチームの

オフィシャルサプライヤーです。

昇華プリントタイプ

受注生産

2008年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：ホワイト×ネイビー×レッド
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　切替：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
●フライス：ポリエステル100%
●日本製

シャツ・ノースリーブ
52MS-77801

¥19,740（本体¥18,800）

※ホワイト・レッドのみの対応となります。　※すべてのデザイン（宇宙マーク＋チーム名＋胸番号＋背番号＋背ネーム）が昇華プリント加工で入ります。　※チーム名は1段のみの対応となります。

受注生産

2008年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：ホワイト×ネイビー×レッド
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　切替：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
●フライス：ポリエステル100%
●日本製

シャツ・ノースリーブ
52MS-77821

¥19,740（本体¥18,800）

昇華ワッペンタイプ ※昇華プリントしたワッペンをチドリ加工。　

受注生産

2008年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：レッド×ネイビー
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　切替：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
●フライス：ポリエステル100%
●日本製

シャツ・ノースリーブ
52MS-77822

¥19,740（本体¥18,800）

受注生産

2008年
ソフトJAPANレプリカモデル

カラー：ネイビー×レッド
●サイズ：S、M、L、O、XO
●本体：ポリエステル100%
　切替：ポリエステル85%・ポリウレタン15%
●フライス：ポリエステル100%
●日本製

シャツ・ノースリーブ
52MS-77814

¥19,740（本体¥18,800）

※ミズノランバードマークは直接刺繍で入ります。
※宇宙マークは入りません。
※背ネームをつける場合は別途料金がかかります。
※チーム名は1段のみの対応となります。　

● 昇華プリントタイプ・昇華ワッペンタイプ共 　　（クロス）を入れる文字を指定できます。

 チーム名に入る　　 （クロス）の位置をお選びください。

〈デザイン例〉
① ② ③

※クロスがない場合

後丈

※セミロング丈

受注生産

カラー：ホワイト×ネイビー×レッド
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

パンツ・ハーフタイプ
52PS-77801

¥10,290（本体¥9,800）

受注生産

カラー：レッド×ネイビー×ホワイト
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

パンツ・ハーフタイプ
52PS-77862

¥10,290（本体¥9,800）

受注生産

カラー：ネイビー×レッド×ホワイト
●サイズ：S、M、L、O、XO
●ポリエステル100%
●日本製

パンツ・ハーフタイプ
52PS-77814

¥10,290（本体¥9,800）

●マーク方法・価格に関しては、ミズノ品取扱店にお問い合わせ下さい。

メッシュK-14

メッシュK-14

メッシュK-14

メッシュK-14

メッシュK-14

ニットW-8ニットW-8 ニットW-8

サイズ（㎝） S M L O XO
後丈 49.5 51 52.5 54 55.5
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豊富なデザインバリエーション！！
15,000通りを超えるデザインの組み合わせを可能にしました。

どのスタイルも同一価格！！

シャツ … ￥4,725（本体￥4,500） パンツ … レギュラー・ロングタイプ ￥5,355（本体￥5,100）
 ハーフタイプ ￥4,515（本体￥4,300）※シャツ・パンツ共にライン加工込、ライン加工ナシの場合も同価格となります。

シャツ、パンツ、ラインの組み合わせは自由！！どの組み合わせも同じ価格です。もちろん切替デザインも同一価格！！

 　　ＦＲＥＥ＆ＦＲＥＥシステム対応！！
Free
＆Free

●ダイアモンドスターは、シャツとパンツの別売ができます。●シャツだけ、パンツだけのオーダーや上下サイズ違いのオーダーも可能です。

カタログに掲載をしているサンプルから選ぶ　　　と
オリジナルでオーダーする 　　　の2種類があります。

ダイアモンドスター・ウィメンズオーダー方法

特長

特長

特長

特長

ライン・ジャージスタイルを
お選びください。
P.246からシャツ、パンツ
それぞれのスタイルを
お選びください。

ベースとなるパンツを
お選びください。
P.245からスタイル、
カラーを
お選びください。

ベースとなるシャツを
お選びください。
P.245からスタイル、
カラー、素材を
お選びください。 P.196

ライン・ジャージ
カラーを
お選びください。

P.327～P.332

マーキングを
指定して
ください。

P.263～P.264

アクセサリーを
お選びください。

■ ダイアモンドスター・ウィメンズ適合サイズ表
※　　の枠内のサイズは基本
サイズです。

※　　の枠内のサイズは別寸
サイズ対応ですので、２割アッ
プの代金を頂きます。納期は、
ミズノ品取扱店にお問合せ下
さい。

バスト（ｃｍ） 81-85

62-66

84-88

65-69

87-91

68-72

90-94

71-75

157-163（160）

162-168（165）

167-173（170）

172-178（175）

ウエスト（ｃｍ）

身
　
　
長（
ｃｍ
）

Ｍ
Ｍ

Ｌ-3
Ｌ-3
Ｌ
Ｌ

Ｏ-4
Ｏ-4

ＸＯ-4
ＸＯ-4
ＸＯ-5
ＸＯ-5
ＸＯ
ＸＯ

Ｏ
Ｏ

シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ

NO.11 DS-W00

ダイアモンドスター・ウィメンズ・ベースボール・ソフトボールユニフォームオーダーシステム
DIAMOND STAR Women's Baseball Softball Uniform

カタログに掲載しているサンプルから選ぶ 

デザインナンバー

デザインを選ぶ。
P.247～P.249から
お好みのデザインをお選びください。

パンツタイプを選ぶ。
レギュラー、ロングタイプ、ハーフタイプから
お選びになり、品番をご指定ください。

自由な組み合わせでオリジナルのユニフォームを作る 

Order System
※チームでご発注するシステムです

ダイアモンドスター・ウィメンズ
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●Ｐ.245の商品はすべてタイ製・日本製です。

ダイアモンドスター・ウィメンズ・ベースボール・ソフトボールユニフォームオーダーシステム

ベースとなるシャツとパンツをお選びください。ポリエステル100％

●ジュニアサイズはP.265をご覧ください。

ホワイト×ネイビー
52ML-51400 52ML-51600

ホワイト×パステルネイビー
52ML-52700
ホワイト×ブルー

52ML-52700
バックスタイル

52ML-66200
バックスタイル

52ML-61400
ネイビー×ホワイト

52ML-61600
ホワイト×パステルネイビー

52ML-66200
ホワイト×レッド

ホワイト×ネイビー
52PL-51400 52PL-51600 52PL-52700

ホワイト×パステルネイビー ホワイト×ブルー
52PL-56200
ホワイト×レッド

52PL-57400
ネイビー×ホワイト

52PL-57200
レッド×ホワイト

52PL-40100
ホワイト

52PL-41400
ネイビー

52PL-41600
パステルネイビー

52PL-42700
ブルー

52PL-46200
レッド

ホワイト
52ML-90100 52ML-91400

ネイビー

52PL-10100
ホワイト

52PL-11400
ネイビー

52PL-20100
￥5,355（本体￥5,100）

ホワイト

アイテム

セ
ミ
ハ
ー
フ
ボ
タ
ン

切
替
デ
ザ
イ
ン

Ｖ
首

パンツアイテム

レ
ギ
ュ
ラ
ー
タ
イ
プ

ロ
ン
グ
タ
イ
プ

ハ
ー
フ
タ
イ
プ

ハ
ー
フ
タ
イ
プ
切
替
デ
ザ
イ
ン

監督・コーチ用

監督・コーチ用

ホワイト
52ML-30100 52ML-31400

ネイビー
52ML-31600
パステルネイビー

●ダイアモンドスター・ウィメンズ股下サイズ表

ハーフタイプ
サイズ（cm）

レギュラータイプ
ロングタイプ

Ｍ
18
55
65

Ｌ
18
58
68

Ｏ
19
61
71

ＸＯ
19
64
74

※ライン加工は対応していません。 ※ジュニアサイズは対応しておりません。

シャツ…￥4,725（本体￥4,500）

52ML-36200
レッド

52ML-56200
ホワイト×レッド

52ML-67200
レッド×ホワイト

￥5,355（本体￥5,100）

￥4,515（本体￥4,300）

￥4,515（本体￥4,300）

パンツ素材に適したはき心地の良い柔ら
かい風合いのニット素材です。

●ポリエステル100％
流行のダブルメッシュタイプ素材をトリコット編み
で実現。機能性に優れた軽量タイプ素材です。

●ポリエステル100％

52ME-30100
52ME-31400
52ME-31600
52ME-36200

サイズ：S.M.L.O.XO.2XO

￥4,830（本体￥4,600）

52ME-51400
52ME-51600
52ME-52700
52ME-56200

サイズ：S.M.L.O.XO.2XO

￥4,830（本体￥4,600）

52ME-61600
52ME-66200
52ME-61400
52ME-67200

サイズ：S.M.L.O.XO.2XO

￥4,830（本体￥4,600）

52ME-90100
52ME-91400

サイズ：S.M.L.O.XO.2XO

￥4,830（本体￥4,600）

52PE-10100
52PE-20100
52PE-30100

サイズ：S.M.L.O.XO.
　　L-5.O-6.O-8.2XO
※2XOはホワイトのみの対応です。
￥6,195（本体￥5,900）

ホワイト

★その他カラーは、メンズ
Ｐ.194よりお選び下さい。

52PE-10100
52PE-20100
52PE-30100

サイズ：S.M.L.O.XO.
　　L-5.O-6.O-8.2XO
※2XOはホワイトのみの対応です。
￥6,195（本体￥5,900）

ホワイト

★その他カラーは、メンズ
Ｐ.194よりお選び下さい。

52PW-35200

￥9,240（本体￥8,800）

★スペクトラＰ.210を
参照下さい。

サイズは、
P.212スペクトラメンズ
基本サイズから
お選びください。

※ジュニアサイズは
　対応しておりません。

メッシュ

メッシュ

メッシュ

メッシュ

メッシュ

ニット

ニット

ニット

ニット

ニット
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ライン・ジャージカラーをP.196からお選び下さい。

セミハーフボタン型Ｖ首プルオーバー型

フロントオープン型
シ　ャ　ツ

前立て
4ミリライン

OK型

袖
40ミリ
ジャージ

NY型

AR型

前立て
4ミリライン

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

KR型

前立て
4ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

SG型

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

SA型

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

MN型

袖
12ミリ
2本ライン

（ライン間8ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

前立て
4ミリライン

FS型

EQ型

前立て
4ミリライン

FH型

OQ型 AQ型

袖
9ミリライン
（15ミリあき）

SQ型

首
24ミリ
ジャージ

SD型

袖
30ミリ
ライン

首
24ミリ
ジャージ

AT型 SE型

4ミリライン
前立て

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

CL型

4ミリライン
前立て

ラインなし

FL型

CA型

袖
30ミリライン

首
12ミリライン

TB型

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

CH型

肩
30ミリライン

首
12ミリライン

袖
30ミリライン

SF型
首

12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

LA型

TX型

袖
40ミリ
ジャージ

首
12ミリライン

※フロントオープン型スタイルのLA,CA,TB,CH,SF,BS,FL,MN,NY,TX,SG,SQ,EQ,EF型は
　セミハーフボタン型でも対応可能です。

LA型 SA型

12ミリライン
パンツ脇

ID型

30ミリライン
パンツ裾

30ミリライン
パンツ脇

OK型

4ミリライン
パンツ脇

OQ型

9ミリライン
パンツ脇

SF型

12ミリライン
パンツ脇

CA型

30ミリライン
パンツ脇

IT型

12ミリライン
パンツ脇

パンツ裾
12ミリライン

SE型

30ミリライン
パンツ裾

IP型

12ミリライン
パンツ裾

（ライン間8ミリあき）（ライン間8ミリあき）

袖
12ミリライン 30ミリライン

9ミリライン

EF型

BS型

AK型

袖
40ミリ
ジャージ
前立て
4ミリライン

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

ハーフパンツ
ベルトループ型

パンツ
ベルトループ型

LA型 OK型 SF型 CA型

●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

ライン・ジャージスタイルをお選び下さい。
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MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

AT型
ネイビー×ホワイト×ネイビー（018）

SF型
ネイビー×レッド×ネイビー（015）

SA型
ネイビー×レッド×ネイビー（015）

CL型
レッド（006）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM SE型

ネイビー（002）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
レッド（006）

●胸マーク：ヤクルト型（V）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●胸番号：横浜型/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号：横浜型/
  ネイビー×ホワイト×レッド

NO.11 DS-W1
ヤクルト型マーク
シャツ
パンツ

52ML-30100
52PL-40100

NO.11 DS-W3
フィラデルフィア フィリーズ型マーク
シャツ
パンツ

52ML-30100
52PL-40100

NO.11 DS-W4
横浜型マーク
シャツ
パンツ

52ML-90100
52PL-51400

NO.11 DS-W5
セントルイス カージナルス型マーク

●胸マーク：セントルイス カージナルス型（H）/
  ネイビー×ホワイト×エメラルドグリーン
●胸番号：セントルイス カージナルス型/
  ネイビー
●背番号：セントルイス カージナルス型/
  ネイビー×ホワイト×エメラルドグリーン

マーク

シャツ
パンツ

52ML-30100
52PL-51600

NO.11 DS-W2
ヒューストン アストロズ型マーク
シャツ
パンツ

52ML-30100
52PL-41400

マーク

●胸マーク：ヒューストン アストロズ型（H）/
  ネイビー×ホワイト×レッド×ネイビー（影）
●胸番号：野球日本代表型/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号：野球日本代表型/
  ネイビー×ホワイト×レッド

マーク

●胸マーク：フィラデルフィア フィリーズ型（H）/
  レッド×グレー
●胸番号：フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド
●背番号：フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド×グレー

マーク

●胸マーク：横浜型/
  ネイビー×ホワイト×ブラック
●胸番号：横浜型/
  ネイビー×ホワイト×ブラック
●背番号：横浜型/
  ネイビー×ホワイト×ブラック

マーク
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￥4,725（本体￥4,500）シャツ ￥4,515（本体￥4,300）ハーフパンツ ￥ 9,240（本体￥8,800）シャツ＋ハーフパンツセット価格
￥5,355（本体￥5,100）レギュラー/ロングパンツ ￥10,080（本体￥9,600）シャツ＋パンツセット価格

●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。あらかじめご了承ください。●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。
ライン加工代は本体価格に含まれております。胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

ダイアモンドスター・ウィメンズサンプル

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

CL型
ホワイト（060）

●胸マーク：ボストン レッドソックス型（H）/
  ネイビー×ホワイト
●胸番号：ボストン レッドソックス型/
  ネイビー×ホワイト
●背番号：ボストン レッドソックス型/
  ネイビー×ホワイト

NO.11 DS-W6
ボストン レッドソックス型マーク
シャツ
パンツ

52ML-67200
52PL-57200

マーク
●胸マーク：04-07千葉ロッテ型（V）/
  ホワイト×ネイビー
●胸番号：04-07千葉ロッテ型/
  ホワイト×ネイビー
●背番号：04-07千葉ロッテ型/
  ホワイト×ネイビー

NO.11 DS-W9
04-07千葉ロッテ型マーク
シャツ
パンツ

52ML-36200
52PL-56200

マーク

●胸マーク：デトロイト タイガース型（V）/
  レッド×ホワイト×ネイビー
●胸番号：デトロイト タイガース型/
  レッド
●背番号：デトロイト タイガース型/
  ホワイト

NO.11 DS-W7
デトロイト タイガース型マーク
シャツ
パンツ

52ML-56200
52PL-56200

マーク
●胸マーク:ヒューストン アストロズ型（H）/
  レッド×ネイビー
●胸番号：ヒューストン アストロズ型/
  レッド
●背番号:ヒューストン アストロズ型/
  レッド×ネイビー

NO.11 DS-W10
ヒューストン アストロズ型マーク
シャツ
パンツ

52ML-56200
52PL-57200

マーク

NO.11 DS-W8
CH（中京）型縦型マーク
シャツ
パンツ

52ML-66200
52PL-57200

●胸マーク：CH（中京）型縦型/
  レッド×ホワイト×シルバー
●胸番号：プレインブロック/
  レッド×ホワイト×シルバー
●背番号：プレインブロック/
  レッド×ホワイト×シルバー

マーク

MIZUNO/MLBP 2010
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MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

TX型
B.ブルー×イエロー×B.ブルー（090）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

ダイアモンドスター・
ウィメンズサンプル

NO.11 DS-W11
ヒューストン アストロズ型マーク

●胸マーク：ヒューストン アストロズ型（V）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●胸番号：ヒューストン アストロズ型/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号：ヒューストン アストロズ型/
  ネイビー×ホワイト×レッド

マーク

シャツ
パンツ

52ML-51400
52PL-51400

NO.11 DS-W14

●胸マーク：花文字/
  イエロー×ネイビー
●胸番号：丸型/
  イエロー×ネイビー
●背番号：丸型/
  イエロー×ネイビー

マーク

シャツ
パンツ

52ML-31600
52PL-51600

NO.11 DS-W12

●胸マーク：楷書/
  ホワイト×ネイビー×シルバー
●胸番号：楷書/
  ホワイト×ネイビー×シルバー 
●背番号：楷書/
  ホワイト×ネイビー×シルバー

マーク

シャツ
パンツ

52ML-91400
52PL-40100

NO.11 DS-W15
ミルウォーキー ブルワーズ型マーク

●胸マーク：ミルウォーキー ブルワーズ型（H）/
  ブラック×ホワイト×ゴールド×ブラック（影）
●胸番号：ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ブラック×ホワイト×ゴールド（影）
●背番号：ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ブラック×ホワイト×ゴールド（影）

マーク

シャツ
パンツ

52ML-51600
52PL-51600

NO.11 DS-W13
ミルウォーキー ブルワーズ型マーク

●胸マーク：ミルウォーキー ブルワーズ型（H）/
  ピンク×ホワイト
●胸番号：ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ピンク
●背番号：ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ピンク×ホワイト

マーク

シャツ
パンツ

52ML-31400
52PL-40100

NO.11 DS-W16
クリーブランド インディアンス型マーク

●胸マーク：クリーブランド インディアンス型／
  パステルネイビー×ホワイト×
  エメラルドグリーン
●胸番号：クリーブランド インディアンス型／
  パステルネイビー×ホワイト
●背番号：クリーブランド インディアンス型／
  パステルネイビー×ホワイト

マーク

シャツ
パンツ

52ML-52700
52PL-52700

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM LA型

ネイビー×ホワイト×ネイビー（018）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

ライン加工代は本体価格に含まれております。胸マーク•番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

￥4,725（本体￥4,500）シャツ ￥4,515（本体￥4,300）ハーフパンツ ￥ 9,240（本体￥8,800）シャツ＋ハーフパンツセット価格
￥5,355（本体￥5,100）レギュラー/ロングパンツ ￥10,080（本体￥9,600）シャツ＋パンツセット価格

●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。あらかじめご了承ください。●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。
MIZUNO/MLBP 2010

AT型
ネイビー×ホワイト×ネイビー（018）

ホワイト×ネイビー×ホワイト
（020）
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ショート丈 セミロング丈

シ ャ ツ

パ ン ツ
ハーフタイプ セミロングタイプ

※ハーフタイプ・セミロングタイプの違いは股下のみとなります。
※腰履きシルエットの設定のためウエストサイズは通常サイズより大きく設定しております。
　サイズをお選びの際にはP.255の適合サイズ表をご覧ください。

〈シャツサイズ表〉

ショート後丈
（cm）

セミロング後丈
（cm）

ロング後丈
（cm）

サイズ SS

43

48

63

S

44.5

49.5

65

M

46

51

67

L

47.5

52.5

69

O

49

54

71

XO

50.5

55.5

73

2XO

52

57

75

〈ショートタイプ〉

〈パンツサイズ表〉

ウエスト
（cm）

股上
（cm）

ハーフタイプ股下
（cm）

セミロングタイプ股下
（cm）

サイズ SS

68

22

16

23

S

71

22.5

17

24

M

74

22.5

18

25

L

77

23

18

25

O

80

23

19

26

XO

83

23.5

19

26

2XO

86

23.5

20

27

※ショート丈・セミロング丈・ロング丈の違いは丈（後丈、前丈）のみとなります。

スペクトラウィメンズ
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スペクトラウィメンズ・ベースボール・ソフトボールユニフォームオーダーシステム

基本スタイルをお選びください。

まず基本スタイルを選ぶ。そしてラインとジャージスタイルを決めて、最後に素材とカラーを。チームの個性が段々と見えてくる。オーダーメイドの＜スペクトラ＞

基本スタイルをお選び
ください。
（P.251～252）

ライン・ジャージスタイル
をお選びください。
（P.253～254）

ライン・ジャージのパターンとカラー、パイピン
グカラー、ミズノランバードワッペンの位置と
カラーをお選びください。（P.254）

素材とカラー配色を
お選びください。
（P.255）

サイズを
お選びください。
（P.255）

2 2

1

セミラグラン・ロング丈
52ＭＳ-81000
￥6,510
（本体￥6,200）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
セミラグラン・ロング丈
52ＭＷ-31000
￥7，035
（本体￥6,700）

2 2

1

セットイン・ロング丈
52ＭＳ-81300
￥6,510
（本体￥6,200）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
セットイン・ロング丈
52ＭＷ-31300
￥7，035
（本体￥6,700）

1 1
2

3 3

5

パイピング

1

1 1
3 3

4

パイピング パイピング

22

 

ラグラン・切替ロング丈
52ＭＳ-86700
￥7，140（本体￥6,800）

ラグラン・切替ショート丈
52ＭＳ-86710
￥6,825（本体￥6,500）

ラグラン・切替セミロング丈
52ＭS-86750
￥7，140（本体￥6,800）

（監督・コーチ用）
ラグラン・切替ロング丈
52ＭＷ-86700
￥7，980（本体￥7,600）

パイピング パイピング

パイピング

1

1 1
2 2

2 2

1 13

パイピング

1
2

22

1
2

1

パイピング パイピング11 3

ラグラン・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-86500
￥7，140（本体￥6,800）
ラグラン・切替ショート丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-86510
￥6,825（本体￥6,500）

ラグラン・切替セミロング丈
共生地小衿付き
52ＭS-86550
￥7，140（本体￥6,800）
（監督・コーチ用）
ラグラン・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＷ-86500
￥7，770（本体￥7,400）

1

1 1
2 2

3 3

3 3

1 1

33

1 11 1

1

3 32 2

ラグラン・切替ロング丈
52ＭＳ-86100
￥7，140
（本体￥6,800）

ラグラン・切替ショート丈
52ＭＳ-86110
￥6,825
（本体￥6,500）

ラグラン・切替セミロング丈
52ＭS-86150
￥7，140
（本体￥6,800）

（監督・コーチ用）
ラグラン・切替ロング丈
52ＭW-86100
￥7，980
（本体￥7,600）

1

1

1 1

3

3 3

3

2 2

ラグラン・切替ロング丈
52ＭＳ-86400
￥10，290
（本体￥9，800）

ラグラン・切替ショート丈
52ＭＳ-86410
￥10，290
（本体￥9，800）

ラグラン・切替セミロング丈
52ＭS-86450
￥10，290
（本体￥9,800）

（監督・コーチ用）
ラグラン・切替ロング丈
52ＭＷ-86400
￥10，290
（本体￥9,800）

1

1 1
2

3

2 2

パイピング

パイピング

パイピング

パイピング
22 3

1
2

2 2

1

1

パイピング パイピング

パイピング パイピング

2

ラグラン・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-86600
￥7，140（本体￥6,800）
ラグラン・切替ショート丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-86610
￥6,825（本体￥6,500）

ラグラン・切替セミロング丈
共生地小衿付き
52ＭS-86650
￥7，140（本体￥6,800）
（監督・コーチ用）
ラグラン・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＷ-86600
￥7，770（本体￥7,400）

※共生地小衿部分の生地はW-18になります。 ※共生地小衿部分の生地はW-18になります。

1
33

2 2

パイピング

15
1

1

1 1

1

2

33

2

4 4

パイピング

51

ノースリーブ・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-87000
￥7，140（本体￥6,800）
ノースリーブ・切替ショート丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-87010
￥6,825（本体￥6,500）

ノースリーブ・切替セミロング丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-87050
￥7,140（本体￥6,800）
（監督・コーチ用）
ノースリーブ・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＷ-87000
￥7，770（本体￥7,400）

ノースリーブ・切替セミロング丈
52ＭＳ-87100
￥8，190（本体￥7,800）
※セミロング丈のみの展開です。

（監督・コーチ用）
ノースリーブ・切替ロング丈
52ＭＷ-87100
￥8，925（本体￥8,500）

ノースリーブ・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＳ-87200
￥8，190（本体￥7,800）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
ノースリーブ・切替ロング丈
共生地小衿付き
52ＭＷ-87200
￥9，240（本体￥8,800）

※共生地小衿部分の生地はW-18になります。　
※ファスナーカラーは1番色と同色になります。

　
※共生地小衿部分の生地はW-18になります。

フレンチスリーブ・切替ロング丈
52ＭＳ-86300
￥7，560
（本体￥7,200）

フレンチスリーブ・切替ショート丈
52ＭＳ-86310
￥7，140
（本体￥6,800）

フレンチスリーブ・切替セミロング丈
52ＭS-86350
￥7，560
（本体￥7,200）

（監督・コーチ用）
フレンチスリーブ・切替ロング丈
52ＭW-86300
￥7，770
（本体￥7,400）

1

1

1 1

1

2 2
1

11

1

1

2 2

1

 

セットイン・切替ロング丈
小衿付（内衿ジャージ）
52ＭＳ-86800
￥7，140（本体￥6,800）
セットイン・切替ショート丈
小衿付（内衿ジャージ）
52ＭＳ-86810
￥6,825（本体￥6,500）

セットイン・切替セミロング丈
小衿付（内衿ジャージ）
52ＭS-86850
￥7，140（本体￥6,800）
（監督・コーチ用）
セットイン・切替
小衿付（内衿ジャージ）
52ＭＷ-86800
￥7，770（本体￥7,400）

※共生地小衿部分の生地はW-18になります。
※ジャージカラーをお選びください。

1

3 3

1 1

42 2

3 3

1 1

1

2 2
4

内衿ジャージ

ジャージ

シ　ャ　ツ
V首プルオーバー型

ハーフボタン型

ノースリーブハーフジップ型 小衿付きプルオーバー型ノースリーブプルオーバー型
パイピング

1

3 3
22

衿ジャージ

パイピング

1

1

3
2

3
2

2 2
1

1 1

2

2

2

33

2

2

2

1 1

2

2

2

2

2

1

（衿に番号がないデザインはジャージとなります。）

1 1

3 3

22
1

※セミロング丈の後丈はP.250をご覧ください。

●Ｐ.251、P.252の商品はすべて日本製です。

 

セミラグラン・ロング丈
52ＭＳ-80000
￥6,510（本体￥6,200）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
セミラグラン・ロング丈
52ＭＷ-30000
￥7，035（本体￥6,700）

セミラグラン・ロング丈
52ＭＳ-83000
￥6,510（本体￥6,200）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
セミラグラン・ロング丈
52ＭＷ-83000（衿付）
52ＭＷ-31000（Ｖ首）
￥7，035（本体￥6,700）

セットイン・切替ショート丈
52ＭＳ-83220
￥6,825（本体￥6,500）

セットイン・切替セミロング丈
52ＭＳ-83250
￥8,190
（本体￥7,800）

（監督・コーチ用）
セットイン・切替ロング丈
52ＭＷ-83320（衿付）
52ＭＷ-81320（Ｖ首）
￥7，035（本体￥6,700）

セットインＤＦカット・ロング丈
52ＭＳ-80500
￥7，035（本体￥6,700）
※ロング丈のみの展開です。
（監督・コーチ用）
セットインＤＦカット・ロング丈
52ＭＷ-82500
￥7，350（本体￥7,000）
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セットイン・切替ショート丈
52ＭＳ-83240
￥7，350（本体￥7,000）

セットイン・切替セミロング丈
52ＭＳ-83260
￥8,190
（本体￥7,800）

（監督・コーチ用）
セットイン・切替ロング丈
52ＭＷ-83240（衿付）
52ＭＷ-81240（Ｖ首）
￥7，665（本体￥7,300）

3 3

2 22 2
1 1

1

1 1

4

4

1

1

1 1

1
2 2

3 3
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フロントオープン型 衿付プルオーバー型
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●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

ベルトレス
52PＳ-84110
￥5,460
（本体￥5,200）

1

ベルトループ
52PＳ-84100
￥5,775
（本体￥5,500）

1 2 1

ベルトループ
レギュラー丈
52PＳ-84000
￥6,615（本体￥6,300）
ロング丈
52PS-84001
￥6,615（本体￥6,300）
（監督・コーチ用）
レギュラー丈
52PＷ-35800
￥8,400（本体￥8,000）
ロング丈
52PＷ-35900
￥8,715（本体￥8,300）

12

ベルトループ
52PS-89800
￥7,140
（本体￥6,800）

1 1

1 1

2

ベルトループ
52PS-89300
￥10,290
（本体￥9,800）

1

2 2

13

ベルトループ
52PS-89400
￥6,615
（本体￥6,300）

1 1

1
2 2

ベルトレス
52PＳ-89410
￥6,615
（本体￥6,300）

1 1

1
2 2

ベルトループ
52PS-89700
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

ゴムシャーリング
52PＳ-89420
￥6,615
（本体￥6,300）

1 1

1
2 2

ベルトレス
52PＳ-89610
￥6,615
（本体￥6,300）

1

2

11

ベルトレス
52PＳ-89310
￥10,290
（本体￥9,800）

1

2 2

13

ベルトループ
52PS-89000
￥6,615
（本体￥6,300）

ベルトループ
52PS-89030
￥7,140
（本体￥6,800）

ベルトレス
52PS-89040
￥7,140
（本体￥6,800）

ゴムシャーリング
52PS-89050
￥7,140
（本体￥6,800）

ベルトループ
52PS-89130
￥7,560
（本体￥7,200）

ベルトレス
52PS-89140
￥7,560
（本体￥7,200）

ゴムシャーリング
52PS-89150
￥7,560
（本体￥7,200）

ベルトループ
52PS-89230
￥7,560
（本体￥7,200）

ゴムシャーリング
52PS-89240
￥7,560
（本体￥7,200）

ベルトループ
52PS-89330
￥10,290
（本体￥9,800）

ベルトレス
52PS-89340
￥10,290
（本体￥9,800）

12

パイピング

ベルトレス
52PＳ-89010
￥6,615
（本体￥6,300）

12

パイピング

ゴムシャーリング
52PＳ-89020
￥6,615
（本体￥6,300）

12

パイピング

ベルトループ
52PS-89200
￥6,825
（本体￥6,500）

ゴムシャーリング
52PＳ-89210
￥6,825
（本体￥6,500）

ベルトレス
52PＳ-89810
￥7,140
（本体￥6,800）

1 1

1 1

2

ベルトループ
52PS-89500
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

1

2

パイピング

ベルトレス
52PＳ-89510
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

1

2

パイピング

ゴムシャーリング
52PＳ-89520
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

1

2

パイピング

ベルトループ･脇切替
レギュラー丈
52PＳ-84800
￥9,240（本体￥8,800）
ロング丈
52PS-84801
￥9,240（本体￥8,800）
（監督・コーチ用）
ロング丈
52PＷ-35200
￥9,240
（本体￥8,800）

11 2

ベルトループ
52PS-89100
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

2

パイピング

ベルトレス
52PＳ-89110
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

2

パイピング

ゴムシャーリング
52PＳ-89120
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

2

パイピング

レギュラータイプ

ベルトループ（スリット有）
52PＳ-84130
￥5,775
（本体￥5,500）

1

ベルトループ
52PS-89600
￥6,615
（本体￥6,300）

1

2

11

パ　ン　ツ
ハーフタイプ・セミロングタイプ

ハ
ー
フ

ショートタイプ

ゴムシャーリング
52PＳ-89620
￥6,615
（本体￥6,300）

1

2

11

セ
ミ
ロ
ン
グ

ベルトループ
52PS-89430
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトレス
52PS-89440
￥7,350
（本体￥7,000）

ゴムシャーリング
52PS-89450
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトループ
52PS-89530
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトレス
52PS-89540
￥7,350
（本体￥7,000）

ゴムシャーリング
52PS-89550
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトループ
52PS-89630
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトレス
52PS-89640
￥7,350
（本体￥7,000）

ゴムシャーリング
52PS-89650
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトループ
52PS-89730
￥7,350
（本体￥7,000）

ハ
ー
フ

セ
ミ
ロ
ン
グ

ベルトレス
52PＳ-89710
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

ベルトレス
52PS-89740
￥7,350
（本体￥7,000）

ゴムシャーリング
52PＳ-89720
￥6,825
（本体￥6,500）

1 1

2 2

ゴムシャーリング
52PS-89750
￥7,350
（本体￥7,000）

ベルトループ
52PS-89830
￥7,665
（本体￥7,300）

ベルトレス
52PS-89840
￥7,665
（本体￥7,300）

ゴムシャーリング
52PＳ-89820
￥7,140
（本体￥6,800）

1 1

1 1

2

ゴムシャーリング
52PS-89850
￥7,665
（本体￥7,300）

ベルトループ（スリット有）
52PS-89960
￥6,090
（本体￥5,800）

1 1

ベルトループ（スリット有）
52PS-89970
￥6,615
（本体￥6,300）

ベルトループ
52PS-89900
￥6,090
（本体￥5,800）

1 1

ベルトループ
52PS-89930
￥6,615
（本体￥6,300）

ベルトレス
52PＳ-89910
￥5,775
（本体￥5,500）

1 1

ベルトレス
52PS-89940
￥6,300
（本体￥6,000）

ベルトレス･切替
52PＳ-89980
￥6,195
（本体￥5,900）

1 12 2

ベルトレス･切替
52PS-89990
￥6,720
（本体￥6,400）

ゴムシャーリング
52PＳ-89920
￥6,300
（本体￥6,000）

1 1

ゴムシャーリング
52PS-89950
￥6,825
（本体￥6,500）

ハ
ー
フ

セ
ミ
ロ
ン
グ

※ハーフタイプ・セミロングタイプのシルエットについてはP.250をご覧ください。

ベルトレス
レギュラー丈
52PＳ-84010
￥6,615（本体￥6,300）
ロング丈
52PS-84011
￥6,615（本体￥6,300）
（監督・コーチ用）
レギュラー丈
52PＷ-36800
￥8,400（本体￥8,000）
ロング丈
52PＷ-36900
￥8,715（本体￥8,300）

1

1

12

2

3

パイピング

1 12

2

3

パイピング

1

股下
サイズ SS

7 8 9 9 10 10 11

S M L O XO 2XO
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スペクトラウィメンズ・ベースボール・ソフトボールユニフォームオーダーシステム

ライン・ジャージスタイルをお選びください。

※サイズによって袖ラインの間隔が変わることがあります。※サイズによって袖ラインの間隔が変わることがあります。

衿付プルオーバー型
シ　ャ　ツ

Ｖ首プルオーバー型

セミハーフボタン型小衿付プルオーバー型 ノースリーブ型

フロントオープン型

LA型  CA型SF型 BS型

OK型

SA型

AR型

MN型

KR型

EF型

SD型
首
24ミリ
ジャージ

AT型

袖
30ミリ
ライン

首
24ミリ
ジャージ

SC型

袖
12ミリ
ライン

首
24ミリ
ジャージ

KD型

4ミリライン
身返し

前立て
4ミリライン

袖
30ミリライン

袖
30ミリライン

首
12ミリ
ライン

前立て
4ミリライン

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリ
2本ライン

（ライン間8ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン

★MW86300・MS86300・
　MS86310・MS86350のみ対応

前立て
4ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

FL型

ラインなし

TB型

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

SG型

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

SQ型

9ミリライン
（15ミリあき）

EQ型

9ミリライン

OQ型

9ミリライン

AQ型

9ミリライン
（25ミリあき）

9ミリライン

OD型

★MW82500・MS80500のみ対応

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

前立て
12ミリライン

FS型

前立て
4ミリライン

30ミリ2本ライン
（袖口から30ミリあき）
（ライン間27ミリあき）

FH型

前立て
4ミリライン

20ミリ2本ライン
（袖口から35ミリあき）
（ライン間18ミリあき）

SR型
首
24ミリ
ジャージ

袖
12ミリ
ライン

SK型

★MS86800・MS86810・MS86850・MW86800のみ対応

内衿
24ミリ
ジャージ

切替・

※内衿と切替ジ ャ
ージのパターンは、
①(1色)となり、内衿、
切替ジャージは同色
になります。

衿

衿
12ミリ
ライン

ラインなし

衿

衿
12ミリ
ライン

衿

衿
12ミリ
ライン

袖
30ミリライン

袖
30ミリライン

袖
30ミリライン

肩 袖
30ミリライン

CO型KC型LA型FL型 CH型

NJ型

前衿
20ミリ
ジャージ

後衿
24ミリ
ジャージ

A-234
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●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

ショート・ハーフ・セミロングウエストゴムシャーリング型

ショート・ハーフ・セミロングベルトレス型

ショート・ハーフ・セミロングベルトループ型 レギュラーベルトループ型

LA型

ラインなし

AT型

30ミリライン
パンツ脇

ST型

ラインなし

50ミリジャージ
ウエスト

WA型

30ミリライン
パンツ脇

50ミリジャージ
ウエスト

LA型

ラインなし

SE型

30ミリライン
裾

CA型

30ミリライン
脇

OO型

ラインなし

ST型

ラインなし

50ミリジャージ
ウエスト

CO型

30ミリライン
裾

50ミリジャージ
ウエスト

WA型

30ミリライン
脇

50ミリジャージ
ウエスト

BU型

50ミリジャージ
ウエスト

30ミリライン
裾

30ミリライン
脇

ID型

30ミリライン
裾

30ミリライン
脇

OS型

12ミリライン
裾

（5ミリあき）

フロントオープン型

レギュラーベルトレス型

スリット有（52PS-84130・
52PS-89960・52PS-89970）
の場合

スリット有（52PS-84130・
52PS-89960・
52PS-89970）の場合

30ミリライン
裾

30ミリライン
裾

OC型

30ミリライン
裾

TX型

袖
40ミリ
ジャージ

首
12ミリライン

NY型

袖
40ミリ
ジャージ

AK型

袖
40ミリ
ジャージ

前立て
4ミリライン

MI型

袖
40ミリ
ジャージ

首
20ミリ
ジャージ

BU型
首
20ミリ
ジャージ

肩
30ミリライン 袖

30ミリライン

〈シャツ〉

なし 左腰
〈パンツ〉

あり

A-3A-1 A-2

A
-4 A

-5

A-6

① A
1

A B②
1：1

A B C③
1：1：1

A B C④
2：1：2

A B C⑤
1：2：1

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16P.ネイビー

ブラック ネイビー ブルー グリーン レッド

21スカイブルー 25B.ブルー 27ブルー 35グリーン

37L.グリーン

63エンジ 64ピンク 67パープル

45イエロー 53オレンジ 54L.オレンジ 48アイボリー

28L.ブルー

62レッド

パイピングカラー

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16P.ネイビー 27ブルー

35グリーン 45イエロー 53オレンジ 63エンジ 67パープル62レッド

※4ｍｍラインはパターン①のみとなります。

A-1 右胸
左胸
中央
右袖

左袖
切り替部A-2

A-3
A-4

A-5
A-6
なし

⑥
2：1：2：1：2
A B A B A

ミズノランバードワッペンカラー

※パターン⑦は52MS-86400・86410・86450のみの対応となります。
※パターン⑥は12ｍｍラインには、対応できません。
※パターン⑥は衿ジャージのみの対応になります。

※ノースリーブ型は　　　　　　   のみ対応
※A-6は、52MS-86300、52MS-86310、52MS-86350のみ対応
※52MS-86300、52MS-86310、52MS-86350は
　袖にワッペンは入りません。　

A-1 A-2 A-3

⑦ A
B
C （04ソフトJAPAN型）

（ソフト04JAPAN型）

OK型

脇
4ミリライン

CA型

脇
30ミリライン

ライン・ジャージのパターンとカラー、パイピングカラー、ミズノランバードワッペンの位置とカラーをお選びください。

パターン 配　列 ライン・ジャージカラー

ミズノランバードワッペン取付け位置

A-235
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スペクトラウィメンズ・ベースボール・ソフトボールユニフォームオーダーシステム

素材とカラー配色をお選びください。

※光沢トリコット〈W-48〉‥‥素材の特性上、ひっかけるとキズになり易いので、着用時には十分ご注意ください。

01 05 09 14 16 27 35 45 48 53 62 63 67 91

ホワイト グレー ブラック ネイビー P.
ネイビー ブルー グリーン イエロー アイボリー オレンジ レッド エンジ パープル スーパー

ホワイト

05 09 14 16 62

－ グレー
×

ブラック

ホワイト
×

ブラック

ホワイト
×

ネイビー

ホワイト
×

P.ネイビー
－ － －

ホワイト
×
レッド

無
　
　
地

ス
ト
ラ
イ
プ

素材名・生地記号

メッシュ・イン・メッシュ
ポリエステル100％

光沢トリコット
ポリエステル100％

ニット
ポリエステル100％

メッシュ
ポリエステル100％

08ソフトBライトニット
ポリエステル100％

ブライトＧ.Ｍ.Ｃ.Ｋ.
表側：ポリエステル100％
裏側：ポリエステル80％・綿20%

エアウェイライトメッシュ
ポリエステル100％

ストライプニット
ポリエステル85％・
ナイロン15％

ピンストライプニット
ポリエステル90％・
ナイロン10％

ストライプメッシュ
ポリエステル85％・
ナイロン15％

ピンストライプメッシュ
ポリエステル90％・
ナイロン10％

カラー№

素材名・生地記号

カラー№

G.M.C.K.
　（表）ポリエステル100％
　（裏）ポリエステル80％・
　　　綿20％

光沢軽量メッシュ
　ポリエステル100％

－－－－－

W-18

K-35

W-32

K-47

W-8

K-44

W-48

 V-10

 V-20

V-11

V-21

27㎜

27㎜

26㎜

26㎜

3㎜

4㎜

6㎜

2㎜

身
　
　
長（
㎝
）

SS
SS

S
S

L-3

O-4
O
O

XO-4

XO-5

XO
XO

2XO-4

2XO-5

2XO-6

2XO
2XO

M
M

L
L

バスト（㎝）
ウエスト（㎝）

147-153（150）

152-158（155）

157-163（160）

162-168（165）

167-173（170）

172-178（175）

177-183（180）

シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ
シャツ
パンツ

75-79 78-82 81-85 84-88 87-91 90-94 93-97
56-60 59-63 62-66 65-69 68-72 74-7871-75

※　　　は基本サイズです。基本サイズ以外につきましては2割アップの代金を頂きます。

監督・コーチ用サイズ サイズはP.212メンズスペクトラ基本サイズよりお選びください。

V-2

V-1

パッド加工オプションシステム P.209パッド加工オプションシステムをご覧ください。

サイズをお選びください。
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●胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

シャツ パンツNO.11 SP-W01

NO.11 SP-W05

52MS-87100
シャツ・ノースリーブ切替セミロング丈

●スタイル：NJ型 
●1：14ネイビー
●2：62レッド
●3：14ネイビー
●パイピング：01ホワイト
●前衿パターン：1：14ネイビー
●後衿パターン：1：14ネイビー
●ワッペンなし

¥8,190（本体¥7,800）

K-44

パンツ・ベルトループ/セミロングタイプ

●スタイル：LA型 
●1：14ネイビー

52PS-89930 ¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：NJ型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●3：01ホワイト
●パイピング：62レッド
●前衿パターン：1：14ネイビー
●後衿パターン：1：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W02
セミロング丈
52MS-87100
¥8,190（本体¥7,800）

●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89620
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：NJ型 
●1：62レッド
●2：14ネイビー
●3：62レッド
●パイピング：01ホワイト
●前衿パターン：1：14ネイビー
●後衿パターン：1：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W03
セミロング丈
52MS-87100
¥8,190（本体¥7,800）

●1：62レッド
●2：14ネイビー

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89620
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：NJ型 
●1：05グレー
●2：14ネイビー
●3：05グレー
●パイピング：01ホワイト
●前衿パターン：1：14ネイビー
●後衿パターン：1：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ブラック

NO.11 SP-W04
セミロング丈
52MS-87100
¥8,190（本体¥7,800）

●1：05グレー
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ブラック

ベルトループハーフタイプ
52PS-89600
¥6,615（本体¥6,300）

パイピング

1

3 3
22

衿ジャージ
パイピング

1

1

3
2

3
2

2 2
1

2

11

52MS-86410

パンツ・ベルトループハーフタイプ

シャツ・V首プルオーバー切替ショート丈

●スタイル：LA型 
●1：14ネイビー
●2：62レッド
●3：01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：SD型 
●1：14ネイビー
●2：62レッド
●3：01ホワイト
●首パターン：4
　：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥10,290（本体¥9,800）

52PS-89300 ¥10,290（本体¥9,800）

ユニフォーム価格 ¥20,580（本体¥19,600）

W-48

W-48

W-18

●スタイル：LA型 
●1：14ネイビー
●2：01ホワイト
●3：05グレー

●スタイル：SD型 
●1：14ネイビー
●2：01ホワイト
●3：05グレー
●首パターン：7
　：Ⓐ05グレーⒷ14ネイビーⒸ01ホワイト

NO.11 SP-W08
ロング丈
52MS-86400
¥10,290（本体¥9,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89300
¥10,290（本体¥9,800）

●スタイル：SD型 
●1：01ホワイト
●2：05グレー
●3：14ネイビー
●首パターン：4
　：Ⓐ05グレーⒷ14ネイビーⒸ01ホワイト
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W07
セミロング丈
52MS-86450
¥10,290（本体¥9,800）

●スタイル：ST型 
●1：01ホワイト
●2：05グレー
●3：14ネイビー
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89310
¥10,290（本体¥9,800）

●スタイル：LA型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●3：09ブラック
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：SD型 
●1：62レッド
●2：09ブラック
●3：01ホワイト
●首パターン：4
　：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイトⒸ09ブラック

NO.11 SP-W06
ショート丈
52MS-86410
¥10,290（本体¥9,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89300
¥10,290（本体¥9,800）

1

2 2

13

首ジャージ

1

1

1 1

3

3 3

3

2 2

首ジャージ

11

3 3

2

2
1

シャツ パンツ
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NO.11 SP-W09

ユニフォーム価格 ¥13,440（本体¥12,800）

52MS-86510
シャツ・ハーフボタン小衿付きショート丈

●スタイル：FL型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●3：01ホワイト
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン位置：A-5
●ワッペンカラー：レッド

¥6,825（本体¥6,500）

V-2

パンツ・ベルトループハーフタイプ

●スタイル：LA型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

52PS-89000 ¥6,615（本体¥6,300）

W-18
●スタイル：CO型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●パイピング：62レッド
●裾パターン：3：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイトⒸ62レッド
●ウエストパターン：3：Ⓐ14ネイビーⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：14ネイビー
●2：01ホワイト
●3：62レッド
●パイピング：62レッド

NO.11 SP-W12
ロング丈
52MS-86500
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89010
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：LA型 
●1：27ブルー
●2：01ホワイト
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ブルー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●3：27ブルー
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ブルー

NO.11 SP-W11
セミロング丈
52MS-86550
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89000
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：LA型 
●1：14ネイビー
●2：62レッド
●パイピング：01ホワイト

●スタイル：FL型 
●1：14ネイビー
●2：62レッド
●3：62レッド
●パイピング：01ホワイト

NO.11 SP-W10
ショート丈
52MS-86510
¥6,825（本体¥6,500）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89000
¥6,615（本体¥6,300）

NO.11 SP-W13 シャツ パンツ

※ロング丈のみになります。

52MS-87200
シャツ・ノースリーブ切替ロング丈

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●3：09ブラック
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥8,190（本体¥7,800）

V-1

●スタイル：FL型
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●3：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ブルー

NO.11 SP-W16
ロング丈
52MS-87200
¥8,190（本体¥7,800）

●1：27ブルー

ベルトループハーフタイプ
52PS-89900
¥6,090（本体¥5,800）

●スタイル：FL型 
●1：62レッド
●2：14ネイビー
●3：01ホワイト
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ブラック

NO.11 SP-W14
ロング丈
52MS-87200
¥8,190（本体¥7,800）

●1：62レッド

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89920
¥6,300（本体¥6,000）

●スタイル：FL型 
●1：05グレー
●2：14ネイビー
●3：01ホワイト
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W15
ロング丈
52MS-87200
¥8,190（本体¥7,800）

●1：05グレー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ベルトループハーフタイプ
52PS-89900
¥6,090（本体¥5,800）

1

1 1

2

2

2

33

2

2

2

1 1

2

2

2

2

2

1 1 1

シャツ パンツ

12

パイピング

パイピング パイピング

パイピング

1

1 1
2 2

2 2

1 13

パイピング

1
2

22

1
2

1

パイピング パイピング11 3

A-238
(257)



●胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

NO.11 SP-W17

52MS-86600

パンツ・ベルトレスハーフタイプ

シャツ・ハーフボタン切替共生地小衿付ロング丈

●スタイル：ST型
●1：01ホワイト
●2：16P.ネイビー
●パイピング：09ブラック
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ16P.ネイビーⒷ01ホワイトⒸ16P.ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー 

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：16P.ネイビー
●パイピング：09ブラック
●ワッペン位置：A-5
●ワッペンカラー：ネイビー

¥7,140（本体¥6,800）

52PS-89110 ¥6,825（本体¥6,500）

ユニフォーム価格 ¥13,965（本体¥13,300）

W-48

W-48

●スタイル：ST型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●パイピング：62レッド
●ウエストパターン：1：01ホワイト

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W18
ショート丈
52MS-86610
¥6,825（本体¥6,500）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89110
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：LA型 
●1：27ブルー
●2：01ホワイト
●パイピング：09ブラック

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●パイピング：09ブラック

NO.11 SP-W19
セミロング丈
52MS-86650
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89100
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：ST型 
●1：14ネイビー
●2：27ブルー
●パイピング：01ホワイト
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ27ブルーⒸ14ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：14ネイビー
●2：27ブルー
●パイピング：01ホワイト

NO.11 SP-W20
ロング丈
52MS-86600
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89110
¥6,825（本体¥6,500）

シャツ パンツ

1
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パイピング

パイピング

パイピング
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パイピング パイピング

パイピング
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1 1

2 2

2

パイピング

NO.11 SP-W21 パンツ

52MS-83240

パンツ・ベルトループハーフタイプ

シャツ・衿付き切替ショート丈

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●パイピング：27ブルー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：16P.ネイビー
●3：14ネイビー
●4：01ホワイト
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥7,350（本体¥7,000）

52PS-89500 ¥6,825（本体¥6,500）

ユニフォーム価格 ¥14,175（本体¥13,500）

W-48

W-48

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●3：62レッド
●4：01ホワイト
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W24
セミロング丈
52MS-83260
¥8,190（本体¥7,800）

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89520
¥6,825（本体¥6,500）
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シャツ

●スタイル：LA型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト

●スタイル：FL型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●3：14ネイビー
●4：14ネイビー

NO.11 SP-W22
ショート丈
52MS-83220
¥6,825（本体¥6,500）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89600
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：LA型 
●1：27ブルー
●2：01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●3：16P.ネイビー
●4：16P.ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ブルー

NO.11 SP-W23
セミロング丈
52MS-83250
¥8,190（本体¥7,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89600
¥6,615（本体¥6,300）

A-239
(258)



NO.11 SP-W29

NO.11 SP-W25

52MS-83000

パンツ・ベルトループレギュラータイプ

シャツ・衿付きプルオーバーロング丈

●スタイル：AT型 
●1：01ホワイト
●2：01ホワイト
●脇パターン：3：Ⓐ01ホワイトⒷ14ネイビーⒸ01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：CO型 
●1：16P.ネイビー
●2：01ホワイト
●3：16P.ネイビー
●衿パターン：3：Ⓐ16P.ネイビーⒷ01ホワイトⒸ16P.ネイビー
●袖パターン：3：Ⓐ01ホワイトⒷ16P.ネイビーⒸ01ホワイト
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥6,510（本体¥6,200）

52PS-84000 ¥6,615（本体¥6,300）

ユニフォーム価格 ¥13,125（本体¥12,500）

K-35

W-18

●スタイル：CO型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●3：62レッド
●衿パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●袖パターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ62レッドⒸ01ホワイト
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：レッド

NO.11 SP-W28
ロング丈
52MS-83000
¥6,510（本体¥6,200）

●スタイル：CA型 
●1：62レッド
●脇パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ベルトループハーフタイプ
52PS-89900
¥6,090（本体¥5,800）

●スタイル：AT型 
●1：16ホワイト×P.ネイビー
●2：16ホワイト×P.ネイビー
●脇パターン：3
　：Ⓐ16P.ネイビーⒷ62レッドⒸ16P.ネイビー

●スタイル：CO型 
●1：16ホワイト×P.ネイビー
●2：16P.ネイビー
●3：16P.ネイビー
●衿パターン：1：Ⓐ01ホワイト
●袖パターン：3
　：Ⓐ01ホワイトⒷ62レッドⒸ01ホワイト
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W26
ロング丈
52MS-83000
¥6,510（本体¥6,200）

ベルトループレギュラータイプ
52PS-84000
¥6,615（本体¥6,300） ●スタイル：CA型 

●1：63エンジ
●脇パターン：1：Ⓐ14ネイビー

●スタイル：CO型 
●1：63エンジ
●2：01ホワイト
●3：63エンジ
●衿パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●袖パターン：3
　：Ⓐ01ホワイトⒷ63エンジⒸ14ネイビー

NO.11 SP-W27
ロング丈
52MS-83000
¥6,510（本体¥6,200）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89900
¥6,090（本体¥5,800）

ユニフォーム価格 ¥12,600（本体¥12,000）

52MS-80000
シャツ・オープンタイプロング丈

●スタイル：SA型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●前立てパターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー
●袖パターン：3
　：Ⓐ01ホワイトⒷ14ネイビーⒸ01ホワイト

¥6,510（本体¥6,200）

K-35

パンツ・ベルトループハーフタイプ（スリット有）

●スタイル：ID型 
●1：01ホワイト
●脇・裾パターン：3：Ⓐ14ネイビーⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

52PS-89960 ¥6,090（本体¥5,800）

V-1

●スタイル：SA型 
●1：62レッド
●2：62レッド
●前立てパターン：1：Ⓐ01ホワイト
●袖パターン：1：Ⓐ01ホワイト

NO.11 SP-W30
ロング丈
52MS-80000
¥6,510（本体¥6,200）

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：OD型 
●1：01ホワイト
●2：01ホワイト
●3：01ホワイト
●4：14ネイビー
●袖・前立てパターン：1：14ネイビー
●ワッペン位置：A-5
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W32
ロング丈
52MS-80500
¥7,035（本体¥6,700）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89700
¥6,825（本体¥6,500）●スタイル：WA型 

●1：01ホワイト
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー
●脇パターン：1：Ⓐ62レッド

●スタイル：SA型 
●1：14ネイビー
●2：14ネイビー
●前立てパターン：2
　：Ⓐ01ホワイトⒷ62レッド
●袖パターン：2
　：Ⓐ01ホワイトⒷ62レッド

NO.11 SP-W31
ロング丈
52MS-80000
¥6,510（本体¥6,200）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89910
¥5,775（本体¥5,500）

●スタイル：SE型 
●1：62レッド
●裾パターン：2：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイト

ベルトループハーフタイプ（スリット有）
52PS-89960
¥6,090（本体¥5,800）
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●胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

NO.11 SP-W33

52MS-81000
シャツ・V首タイプロング丈

パンツ・ベルトレスハーフタイプ

●スタイル：ST型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●パイピング：05グレー

●スタイル：SD型 
●1：62レッド
●2：14ネイビー
●首パターン：3
　：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイトⒸ14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥6,510（本体¥6,200）

52PS-89010 ¥6,615（本体¥6,300）

ユニフォーム価格 ¥13,125（本体¥12,500）

K-44

W-48

●スタイル：AT型 
●1：05グレー
●2：14ネイビー
●首パターン：3：Ⓐ14ネイビー
　Ⓑ62レッドⒸ01ホワイト
●袖パターン：3：Ⓐ14ネイビー
　Ⓑ62レッドⒸ01ホワイト

NO.11 SP-W34
ロング丈
52MS-81000
¥6,510（本体¥6,200）

●スタイル：AT型 
●1：16P.ネイビー
●2：01ホワイト
●首パターン：3：Ⓐ16P.ネイビー
　Ⓑ01ホワイトⒸ16P.ネイビー
●袖パターン：3：Ⓐ14ネイビー
　Ⓑ01ホワイトⒸ14ネイビー

NO.11 SP-W36
ロング丈
52MS-81300
¥6,510（本体¥6,200）

●スタイル：ST型 
●1：16P.ネイビー
●2：14ネイビー
●パイピング：01ホワイト
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ16P.ネイビーⒷ01ホワイトⒸ16P.ネイビー

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89110
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：OO型 
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●3：14ネイビー
●パイピング：14ネイビー

●スタイル：AT型 
●1：01ホワイト
●2：27ブルー
●首パターン：3：Ⓐ14ネイビー
　Ⓑ01ホワイトⒸ14ネイビー
●袖パターン：3：Ⓐ14ネイビー
　Ⓑ01ホワイトⒸ14ネイビー

NO.11 SP-W35
ロング丈
52MS-81000
¥6,510（本体¥6,200）

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89210
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：LA型 
●1：14ネイビー
●2：05グレー
●3：62レッド
●パイピング：62レッド

ベルトループハーフタイプ
52PS-89200
¥6,825（本体¥6,500）
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52MS-87000

パンツ・ゴムシャーリングハーフタイプ

シャツ・ノースリーブ切替ロング丈

●スタイル：OO型 
●1：01ホワイト
●2：45イエロー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：45イエロー
●3：01ホワイト
●4：45イエロー
●5：45イエロー
●パイピング：45イエロー
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

¥7,140（本体¥6,800）

52PS-89820 ¥7,140（本体¥6,800）

ユニフォーム価格 ¥14,280（本体¥13,600）

W-18

K-35

NO.11 SP-W37

●スタイル：LA型 
●1：16P.ネイビー
●2：01ホワイト

●スタイル：FL型 
●1：16P.ネイビー
●2：27ブルー
●3：27ブルー
●4：01ホワイト
●5：16P.ネイビー
●パイピング：01ホワイト

NO.11 SP-W40
ロング丈
52MS-87000
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89800
¥7,140（本体¥6,800）

●スタイル：OO型 
●1：05グレー
●2：01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：05グレー
●2：01ホワイト
●3：14ネイビー
●4：01ホワイト
●5：14ネイビー
●パイピング：62レッド

NO.11 SP-W39
セミロング丈
52MS-87050
¥7,140（本体¥6,800）

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89820
¥7,140（本体¥6,800）

●スタイル：ST型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●ウエストパターン：
　3： 01ホワイト 14ネイビー 01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：45イエロー
●3：14ネイビー
●4：14ネイビー
●5：14ネイビー
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W38
ショート丈
52MS-87010
¥6,825（本体¥6,500）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89810
¥7,140（本体¥6,800）
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NO.11 SP-W45

52MS-86100

パンツ・ゴムシャーリングハーフタイプ

シャツ・V首プルオーバー切替ロング丈

●スタイル：OO型 
●1：14ネイビー
●2：45イエロー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：SC型 
●1：14ネイビー
●2：45イエロー
●3：01ホワイト
●首パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●袖パターン：1：Ⓐ45イエロー
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

¥7,140（本体¥6,800）

52PS-89820 ¥7,140（本体¥6,800）

ユニフォーム価格 ¥14,280（本体¥13,600）

K-35

W-18
●スタイル：OO型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド

●スタイル：SC型 
●1：01ホワイト
●2：01ホワイト
●3：62レッド
●首パターン：1： 62レッド
●袖パターン：1： 62レッド

NO.11 SP-W44
ロング丈
52MS-86100
¥7,140（本体¥6,800）

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89820
¥7,140（本体¥6,800）

●スタイル：SC型 
●1：01ホワイト
●2：45イエロー
●3：14ネイビー
●首パターン：1： 01ホワイト
●袖パターン：1： 45イエロー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W42
ショート丈
52MS-86110
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：ST型 
●1：01ホワイト
●2：16P.ネイビー
●ウエストパターン：3
　： 14ネイビー 16P.ネイビー 14ネイビー

●スタイル：SC型 
●1：01ホワイト
●2：16P.ネイビー
●3：14ネイビー
●首パターン：1： 14ネイビー
●袖パターン：1： 16P.ネイビー

NO.11 SP-W43
セミロング丈
52MS-86150
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89810
¥7,140（本体¥6,800）

●スタイル：OO型 
●1：01ホワイト
●2：45イエロー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89820
¥7,140（本体¥6,800）

K-35

W-18
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52MS-86800

パンツ・ゴムシャーリングハーフタイプ

シャツ・小衿付き切替ロング丈

●スタイル：OO型 
●1：27ブルー
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ブルー

●スタイル：SK型 
●1：27ブルー
●2：14ネイビー
●3：14ネイビー
●内衿パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●切替パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

¥7,140（本体¥6,800）

52PS-89420 ¥6,615（本体¥6,300）

ユニフォーム価格 ¥13,755（本体¥13,100）

V-2

W-18

V-2

W-18

●スタイル：LA型 
●1：27ブルー
●2：05グレー

●スタイル：SK型 
●1：27ブルー
●2：05グレー
●3：05グレー
●内衿パターン：1：Ⓐ05グレー
●切替パターン：1：Ⓐ05グレー

NO.11 SP-W48
ロング丈
52MS-86800
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89400
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：SK型 
●1：05グレー
●2：14ネイビー
●3：05グレー
●内衿パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●切替パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W46
ショート丈
52MS-86810
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：OC型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●裾パターン：1：Ⓐ05グレー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

●スタイル：SK型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●3：14ネイビー
●内衿パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●切替パターン：1：Ⓐ14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W47
セミロング丈
52MS-86850
¥7,140（本体¥6,800）

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89420
¥6,615（本体¥6,300）

●スタイル：OO型 
●1：05グレー
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89420
¥6,615（本体¥6,300）
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●胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

NO.11 SP-W49

ユニフォーム価格 ¥13,965（本体¥13,300）

52MS-86700
シャツ・ハーフボタン切替ロング丈

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：01ホワイト
●3：62レッド
●4：01ホワイト
●5：01ホワイト
●パイピング：14ネイビー
●ワッペン位置：A-2
●ワッペンカラー：レッド

¥7,140（本体¥6,800）

V-2

パンツ・ベルトループハーフタイプ

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

52PS-89700 ¥6,825（本体¥6,500）

W-18

V-2

W-18

●スタイル：LA型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト

●スタイル：FL型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●3：01ホワイト
●4：62レッド
●5：62レッド
●パイピング：14ネイビー

NO.11 SP-W52
ロング丈
52MS-86700
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89700
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：FL型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●3：01ホワイト
●4：14ネイビー
●5：14ネイビー
●パイピング：62レッド
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W50
ショート丈
52MS-86710
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：ST型 
●1：14ネイビー
●2：01ホワイト
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ14ネイビーⒷ62レッドⒸ14ネイビー

●スタイル：FL型 
●1：14ネイビー
●2：14ネイビー
●3：62レッド
●4：01ホワイト
●5：14ネイビー
●パイピング：01ホワイト

NO.11 SP-W51
セミロング丈
52MS-86750
¥7,140（本体¥6,800）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89710
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：OO型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●3：01ホワイト
●パイピング：ブラック
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：レッド

ゴムシャーリングハーフタイプ
52PS-89210
¥6,825（本体¥6,500）
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NO.11 SP-W53

ユニフォーム価格 ¥13,965（本体¥13,300）

52MS-86310
シャツ・V首フレンチスリーブ切替ショート丈

●スタイル：SR型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●首パターン：6：Ⓐ62レッドⒷ01ホワイト
●袖パターン：Ⓐ01ホワイト
●ワッペン位置：A-6
●ワッペンカラー：レッド

¥7,140（本体¥6,800）

K-44

パンツ・ベルトループハーフタイプ

●スタイル：LA型 
●1：62レッド
●2：01ホワイト
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

52PS-89700 ¥6,825（本体¥6,500）

W-18 W-18

K-44

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：レッド

●スタイル：SR型 
●1：01ホワイト
●2：62レッド
●首パターン：6
　：Ⓐ01ホワイトⒷ62レッド
●袖パターン：Ⓐ62レッド
●ワッペン位置：A-6
●ワッペンカラー：レッド

NO.11 SP-W56
ロング丈
52MS-86300
¥7,560（本体¥7,200）

ベルトループハーフタイプ
52PS-89700
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：SR型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●首パターン：6
　：Ⓐ01ホワイトⒷ14ネイビー
●袖パターン：Ⓐ14ネイビー
●ワッペン位置：A-1
●ワッペンカラー：ネイビー

NO.11 SP-W54
ショート丈
52MS-86310
¥7,140（本体¥6,800）

●スタイル：ST型 
●1：63エンジ
●2：01ホワイト
●ウエストパターン：3
　：Ⓐ01ホワイトⒷ63エンジⒸ01ホワイト

●スタイル：SR型 
●1：63エンジ
●2：01ホワイト
●首パターン：6
　：Ⓐ63エンジⒷ01ホワイト
●袖パターン：Ⓐ01ホワイト

NO.11 SP-W55
セミロング丈
52MS-86350
¥7,560（本体¥7,200）

ベルトレスハーフタイプ
52PS-89710
¥6,825（本体¥6,500）

●スタイル：LA型 
●1：01ホワイト
●2：14ネイビー
●ワッペン：あり
●ワッペンカラー：ネイビー

ベルトループハーフタイプ
52PS-89700
¥6,825（本体¥6,500）
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アジャスター式

サンバイザーオーダー

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー

62レッド

16パステルネイビー

35グリーン 63エンジ

本体カラーをお選びください。※サンドタイプは対応できません。

●F（52～62㎝）
●E.M.C.K.：ポリエステル100%
●日本製●クリップ式

52BW-40000
￥1,995
（本体￥1,900）

●F（54～62㎝）
●ポリエステル100％
●アジャスター式
●中国製

サンバイザー

¥1,785（本体¥1,700）

※52BA-410□□

01.ホワイト

14.ネイビー 16.パステルネイビー

62.レッド

サンバイザー

ハイソックスオーダー

本体：ホワイト 本体：

●サイズ：23～25㎝
●ナイロン・綿・その他
●日本製

52UA-41000
￥3,150
（本体￥3,000）

●サイズ：23～25㎝
●ナイロン・綿・その他
●日本製

52UA-42000
￥3,990
（本体￥3,800）

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 25B.ブルー 27ブルー

35グリーン 45イエロー 54オレンジ 62レッド 63エンジ 67パープル

●カラーをお選びください。
●ミズノランバード刺繍カラーをお選びください。
　（ミズノランバード刺繍は正面に入ります）

Ⓐネイビー（14）
Ⓑブルー（27）
Ⓒイエロー（45）

52UA-41000
Ⓐホワイト（01）
Ⓑオレンジ（54）
Ⓒブラック（09）
Ⓓブラック（09）

52UA-42000

●ハイソックスオーダーサンプル

ハイソックス

16.パステルネイビー14.ネイビー 62.レッド

●ナイロン・アクリル・その他
●サイズ：23～25㎝
●日本製

ハイソックス
※52UA-147□□
¥1,575（本体¥1,500）

27.ブルー14.ネイビー 62.レッド

●アクリル・ナイロン・その他
●サイズ：23～25㎝
●日本製

ハイソックス
※52UA-148□□
¥1,365（本体¥1,300）

ダイアモンドスター・ユニフォームオーダーシステム ※オーダーの詳細はP.245をご参照ください。※Jr.用についてはP.265をご参照ください。

ホワイト×ネイビー ホワイト×パステルネイビー ホワイト×レッド ネイビー×ホワイトホワイト

●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO
●タイ製・日本製

ダイアモンドスター・ハーフタイプ切替デザイン
52PL-57400

¥4,515（本体¥4,300）
●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO
●タイ製・日本製

ダイアモンドスター・ハーフタイプ切替デザイン
52PL-56200

¥4,515（本体¥4,300）
●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO
●タイ製・日本製

ダイアモンドスター・ハーフタイプ切替デザイン
52PL-51600

¥4,515（本体¥4,300）
●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO
●タイ製・日本製

ダイアモンドスター・ハーフタイプ切替デザイン
52PL-51400

¥4,515（本体¥4,300）
●ポリエステル100％
●サイズ ：M、L、O、XO
●タイ製・日本製

ダイアモンドスター・ハーフタイプ
52PL-40100

¥4,515（本体¥4,300）

2011年2月発売
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ウィメンズアクセサリー

62.ホワイト×レッド

14.ネイビー×ホワイト 16.ホワイト×パステルネイビー

74.ホワイト×ネイビー
09.ホワイト×ブラック

マルチベースボールシャツ

※サイズはメンズサイズです。
※胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれて
　おりません。あらかじめご了承ください。

バックスタイル バックスタイル

20100.ホワイト×ネイビー×イエロー

21600.パステルネイビー×ホワイト×レッド 26200.レッド×ブラック×ブラック

20900.ブラック×ホワイト×イエロー

21400.ネイビー×ホワイト×レッド
●胸マークは昇華一重チドリ加工です。

※胸マーク・番号はサンプルであり価格に含ま
　れておりません。あらかじめご了承ください。

※サイズはメンズサイズです。

14.ネイビー

09.ブラック01.ホワイト 16.パステルネイビー 62.レッド

首元にミズノランバードマーク

BIOGEAR BIOGEARアンダーウェア

バイオギア/ゆれぴたっⅡブラ

4,410¥
73CL-217□□

（本体¥4,200）
●本体：ポリエステル89％・

ポリウレタン11％
裏地：ナイロン80％・
　　ポリウレタン20％
ゴム部：ナイロン83％・
　　　ポリウレタン17％
●サイズ：Ｓ、M、L、O
●中国製

01.ホワイト

64.ピンク

09.ブラック

スパッツロングタイツ

09.ブラック

09.ブラック

14.ネイビー

01.ホワイト 14.ネイビー 16.パステルネイビー 62.レッド

バックスタイル
●本体：ポリエステル80％・ポリウレタン20％
　ウエストゴム： ナイロン40％・
 ポリエステル40％・
 ポリウレタン20％
●35ｍｍウエストゴム　
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO
●股下：Ｓ（24㎝）1㎝ピッチ
●日本製

バイオギア/スパッツ
※52CP-160□□
¥2,940（本体¥2,800）

※サイズはメンズサイズです。

バイオギア/ロングタイツ

¥4,095（本体¥3,900）

※52CP-150□□

●本体：ポリエステル85％・ポリウレタン15％
　ウエストゴム：ナイロン45％・
　　　　　　ポリエステル30％・　
　　　　　   ポリウレタン25％
●35mmウエストゴム
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO　●日本製
●股下：Ｓ（58ｃｍ）3ｃｍピッチ
※サイズはメンズサイズです。

ハーフボタン・小衿タイプ

3,675¥
※52LE-2□□00

（本体¥3,500）
●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO
●タイ製 セカンドユニフォームに

適したニット素材です。

ニットV-4

●テクノタッチST
●本体：ポリエステル86％・
　　　 ポリウレタン14％
　脇切替部：ポリエステル87％・
　　　　　 ポリウレタン13％
●サイズ：S、M、L、O、XO  
●タイ製
※サイズはメンズサイズです。

バイオギア／ハイネック・長袖

3,990¥
※52CA-372□□

（本体¥3,800）

セカンドユニフォームに
適したニット素材です。

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO
●タイ製

マルチベースボールシャツ
※52LB-309□□
¥3,360（本体¥3,200）

ニットV-4
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NO.11 DS-J00

ダイアモンドスター・ジュニア・ベースボールユニフォームオーダーシステム

●豊富なデザイン・カラーバリエーション！！どのスタイルも同一価格！！

※シャツ・パンツ共にライン加工代込、ライン加工ナシの場合も同価格となります。
●ダイアモンドスターは、シャツとパンツの別売ができます。
●シャツだけ、パンツだけのオーダーや上下サイズ違いのオーダーも可能です。

●ダイアモンドスター・ジュニア適合サイズ表
胸囲　（㎝）
ウエスト（㎝）

61～67

125～135
135～145
145～155
155～165

53～59
65～72
54～62

70～78
58～66

76～84
62～70

身
　
長（
㎝
）

シャツ・パンツ
シャツ・パンツ
シャツ・パンツ
シャツ・パンツ

130
140

150
160

シャツ…￥4,095（本体￥3,900）　パンツ…￥4,935（本体￥4,700）

ダイアモンドスター・ジュニアオーダー方法
カタログに掲載しているデザインから選ぶ。 

自由な組み合わせでオリジナルのユニフォームを作る。

デザインを選ぶ。
P.267～P.270からお好みのデザインをお選びください。
デザインナンバー

 シャツ素材を選ぶ。
ニット、メッシュから素材をお選びになり、
品番をご指定ください。

ベースとなるシャツをお選びください。
P.265からスタイル、カラー、
素材をお選びください。

ベースとなるパンツをお選びください。
P.265からスタイル、カラー、
素材をお選びください。

ライン・ジャージスタイルをお選びください。
P.266からシャツ、パンツそれぞれの
スタイルをお選びください。

ライン・ジャージカラーを
お選びください。
P.266

P.327～P.332

マーキングを
指定して
ください。

P.275～P.302

アクセサリーを
お選びください。

アイテム レギュラーストライプピンストライプシャツ

オープン
無地タイプ

ポリエステル100％　タイ製・日本製

52MB-40900

ホワイト
×ブラック

52MB-40900
バックスタイル

ホワイト
×ネイビー
52MB-41400

ホワイト
×パステルネイビー
52MB-41600

52MB-50900

ホワイト
×ブラック

ホワイト
×ネイビー
52MB-51400

ホワイト
×パステルネイビー
52MB-51600

ホワイト
×レッド

52MB-56200 52MB-56200
バックスタイル

ポリエステル90％・ナイロン10％　日本製 ポリエステル85％・ナイロン15％　日本製ポリエステル100％　タイ製・日本製

パステル
ネイビー

52MB-11600

ブルー

52MB-12700

アイボリー

52MB-14800

ホワイト

52MB-10100

グレー

52MB-10500

ブラック

52MB-10900

ネイビー

52MB-11400 52MB-70900

ブラック
ストライプ

52MB-71400

ネイビー
ストライプ

52MB-80900

ブラック
ストライプ

52MB-81400

ネイビー
ストライプ

52MB-42900

ホワイト
×ブラック

ホワイト
×ネイビー
52MB-42400

ホワイト
×レッド

52MB-42200 52MB-42200
バックスタイル

ポリエステル100％　タイ製・日本製ポリエステル100％　タイ製・日本製

ポリエステル100％
タイ製・日本製

ポリエステル100％
タイ製・日本製

52MB-53100

ホワイト
×ネイビー

ホワイト
×レッド

52MB-53200
×ホワイト
ネイビー

52MB-53400

ネイビー
×レッド

52MB-53500 52MB-53200
バックスタイル

52PB-30100
ホワイト

52PB-31400
ネイビー

52PB-31600
パステルネイビー

52PB-32700
ブルー

52PB-36200
レッド

オープン
切替

デザインタイプ
￥4,095
（本体￥3,900）

52PB-70900 52PB-71400

ブラック
ストライプ

ネイビー
ストライプ

ポリエステル85％・ナイロン15％　日本製

52PB-40900 52PB-41400

ブラック
ストライプ

ネイビー
ストライプ

ポリエステル90％・ナイロン10％　日本製ポリエステル100％　タイ製・日本製

展開サイズ 130、140、150、160 ●使用生地に関してはP.193～195をご覧ください。

アイテム レギュラーストライプピンストライプパンツジュニア

ホワイト
52PB-10100

グレー
52PB-10500

アイボリー
52PB-14800

52PB-25200

ホワイト
×レッド

52PB-25900

ホワイト
×ブラック

52PB-25400

ホワイト
×ネイビー

レギュラー
パンツ ￥4,935

（本体￥4,700）

アイテム ハーフパンツジュニア

ハーフ
タイプ ￥4,200

（本体￥4,000）

●ライン加工に関してはP.246をご覧ください。

￥4,095
（本体￥3,900）

ポリエステル100％　タイ製・日本製52MB-00100

ホワイト

ニット

ニット

ニット

￥4,095
（本体￥3,900）

メッシュ

メッシュ

ベースとなるシャツ、パンツをお選びください。

ダイアモンドスター・ジュニア
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●ジャージは逆配色できません。

001 002 003 004 006 060 065 085 525 545 554 563 605

001 002 003 004 006 060 065 085 545

060 545

554 563 605

ネイビー×ホワイト×
レッド

ネイビー×イエロー×
ネイビー

ネイビー×レッド×
ネイビー

ネイビー×ホワイト×
ネイビー

ホワイト×ネイビー×
ホワイト

ホワイト×レッド×
ホワイト

ネイビー×レッド レッド×ホワイト×
レッド

ブラック×レッド×
ブラック

ブラック×ホワイト×
ブラック

ネイビー×
ホワイト

レッド×
ホワイト

パステルネイビー×ホワイト×
パステルネイビー

B.ブルー×イエロー×
B.ブルー

イエロー×B.ブルー×
イエロー

パステルネイビー×
ホワイト

パステルネイビー×
ホワイト×スカイブルー

グリーン×イエロー×
グリーン

4ミリライン

9ミリライン

20ミリライン

40ミリ（袖用）ジャージ

2色ラインの場合、外側からA・Bの順番の
配色となります。

シ　ャ　ツ
フロントオープン型

パ　ン　ツ
ベルトループ型

12ミリ、30ミリライン

LA型

袖
30ミリライン

TB型

袖 4ミリ
ライン

（25ミリあき）

SF型

袖

首

12ミリライン

12ミリライン
（5ミリあき）

（15ミリあき）

FL型

（ラインなし）

SG型

（15ミリあき）
12ミリライン
袖

SQ型

袖

（15ミリあき）
9ミリライン

EQ型

9ミリライン
袖

EF型

12ミリライン
袖

CA型

袖

首

30ミリライン

12ミリライン

BS型

袖

首

30ミリライン

12ミリライン
（5ミリあき）

（5ミリあき）

OK型
前立て 4ミリライン

OQ型
前立て 9ミリライン

SA型
前立て 12ミリライン

12ミリ
ライン

袖

（15ミリあき）

AR型
前立て 4ミリライン

4ミリライン
袖

（25ミリあき）

AQ型
前立て 9ミリライン

9ミリライン
（25ミリあき）

袖

KR型
前立て 4ミリライン

12ミリライン
袖

（15ミリあき）

注意　FS型のジュニア対応はできません。

首

袖
30ミリライン

肩 30ミリ
ライン

12ミリライン 前立て 4ミリライン

袖
40ミリ
ジャージ

袖

前立て 4ミリライン

20ﾐﾘ2本ﾗｲﾝ
（袖口から35ミリあき）
（ﾗｲﾝ間18ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

袖

首

40ミリ
ジャージ

12ミリライン

袖

（ﾗｲﾝ間8ミリあき）

首

12ミリ
2本ライン

12ミリライン
（5ミリあき）

CH型 AK型FH型 NY型 TX型MN型

12ミリライン

12ミリライン
パンツ脇

ベルトループ

SA型
12ミリライン
パンツ脇

SF型

4ミリライン
パンツ脇

OK型

9ミリライン
パンツ脇

OQ型

30ミリライン
パンツ脇

CA型

（ラインなし）

LA型

9ミリ2本ライン（ライン間8ミリあき）
パンツ脇

MQ型

12ミリ2本ライン（ライン間8ミリあき）
パンツ脇

MN型 WK型
※WK型は
52PB-25200,25400,
25900のみ対応可能です。

4ミリライン
パンツ脇

※ 52PB-25900・25400・25200はOQ型、SF型、CA型、MQ型、MN型、WQ型のラインスタイルは選択できません。

008 010003 004 006 007002 011009001

018 020014 015 016
G.オレンジ×
ブラック
G.オレンジ

017
ブラック×
G.オレンジ×
ブラック

013 021019012

052 060048 049 050 051047 062056045

079 085075 076 077 078065 086084063

095 301089 090 091 093088 302202087

563 605 163526545

038 040034 035 036 037033 044039032

323 203305 306 317 322304 326525303

ライン・ジャージのカラーをお選びください。

※チームでご発注するシステムです

※繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

ライン・ジャージスタイルをお選びください。

（ⒶネイビーⒷホワイトⒸレッド）と
指定された場合、下のような配色で
加工されます。
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●胸マーク:ヤクルト型（H）/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●背番号:ヤクルト型/
  ネイビー×ホワイト×レッド
●帽子マーク:ヤクルト型/
  レッド,ネイビー×ホワイト×
  ネイビー

NO.11 DS-J1
ヤクルト型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MB-41400
52PB-25400

●胸マーク:世界NO.1型/
  レッド×ゴールド
●背番号:世界NO.1型/
  レッド×ゴールド
●帽子マーク:世界NO.1型/
  ゴールド

NO.11 DS-J2
世界NO.1型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MB-11400
52PB-10100

●胸マーク:ボストン レッドソックス型（H）/
  レッド×ホワイト
●背番号:ボストン レッドソックス型（H）/
  レッド×ホワイト
●帽子マーク:ボストン レッドソックス型/
  レッド

NO.11 DS-J3
ボストン レッドソックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39074
52MB-53500
52PB-10100

●胸マーク:テキサス レンジャーズ型（H）/
  ネイビー×ホワイト×イエロー
●背番号:テキサス レンジャーズ型/
  ネイビー×ホワイト×イエロー
●帽子マーク:テキサス レンジャーズ型/
  ネイビー×ホワイト×イエロー

NO.11 DS-J4
テキサス レンジャーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39014
52MB-81400
52PB-71400

●胸マーク:広島型（H）/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●背番号:広島型/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:広島型/ホワイト

NO.11 DS-J5
広島型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MB-40900
52PB-10100

●胸マーク:04-07千葉ロッテ型（H）/
  シルバー×ブラック×シルバー
●胸番号:04-07千葉ロッテ型/
  シルバー×ブラック×シルバー
●背番号:04-07千葉ロッテ型/
  シルバー×ブラック×シルバー
●帽子マーク:04-07千葉ロッテ型/
  グレー×ブラック×シルバー

NO.11 DS-J6
04-07千葉ロッテ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MB-10900
52PB-10100

●

●

 
●

N
ボ

パ

AR型
ネイビー（002）

AR型
レッド（006）

OK型
レッド（006）

AR型
ブラック（001）

OK型
ブラック（001）

SA型
シルバー×ブラック×
シルバー（303）

SF型
ブラック×ホワイト×ブラック
（052）

TB型
ホワイト（060）

OK型
レッド（006）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM
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￥9,030（本体￥8,600）￥4,095（本体￥3,900）シャツ ￥4,935（本体￥4,700）パンツ シャツ＋パンツセット価格

●胸マーク:フロリダ マーリンズ型（H）/
  ブラック×シルバー×エメラルドグリーン
●背番号:フロリダ マーリンズ型/
  ブラック×シルバー×エメラルドグリーン
●帽子マーク:フロリダ マーリンズ型（ALT）/
  ブラック×シルバー

NO.11 DS-J7
フロリダ マーリンズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MB-70900
52PB-40900

●胸マーク:ワシントン ナショナルズ型（V）/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●背番号:ワシントン ナショナルズ型/
  ブラック×ホワイト×ブラック
●帽子マーク:ワシントン ナショナルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-J8
ワシントン ナショナルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39009
52MB-10500
52PB-10500

●胸マーク:ヤクルト型（V）/
  レッド×ホワイト×ブラック
●背番号:ヤクルト型/
  レッド×パステルネイビー×グレー（影）
●帽子マーク:ヤクルト型/
  レッド・パステルネイビー×ホワイト

NO.11 DS-J9
ヤクルト型

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MB-51600
52PB-10100

●胸マーク:シンシナティ レッズ型（H）/
  レッド×ホワイト（影）×ブラック
●胸番号:シンシナティ レッズ型/
  レッド×ホワイト×ブラック（影）
●背番号:シンシナティ レッズ型/
  レッド×ホワイト×ブラック（影）
●帽子マーク:シンシナティ レッズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-J11
シンシナティ レッズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52MB-56200
52PB-25200

●胸マーク:08ソフトJAPAN型/
  レッド×ネイビー
●背番号:08ソフトJAPAN型/
  レッド×ネイビー
●帽子マーク:08ソフトJAPAN型/
  ホワイト

NO.11 DS-J12
08ソフトJAPAN型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39062
52MB-42200
52PB-10100

●胸マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型（H）/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ
●背番号:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  パステルネイビー×ホワイト×オレンジ
●帽子マーク:カンザスシティー ロイヤルズ型/
  ホワイト

NO.11 DS-J10
カンザスシティー ロイヤルズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39016
52MB-11600
52PB-10100

SA型
ブラック×ホワイト（203）

OK型
ブラック（001）

SA型
レッド×パステルネイビー（202）

OK型
パステルネイビー（085）

SF型
ホワイト×レッド×ホワイト
（021）

EF型
レッド×ネイビー×レッド（038）

SF型
レッド×ネイビー×レッド
（038）

SF型
レッド×パステルネイビー
（202）

ダイアモンドスター・ジュニアサンプル

●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。
ライン加工代は本体価格に含まれております。胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。帽子は上記価格に含まれておりません。

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MIZUNO/MLBP 2010

A-249
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（本体￥8,600）

●胸マーク:GS型（3rdH）/
  ホワイト×ブラック×レッド（影）
●背番号:GS型（3rdH）/
  ホワイト×ブラック×レッド（影）
●帽子マーク:GS型/
  ホワイト

NO.11 DS-J13
GS型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39027
52MB-12700
52PB-10100

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ブルー×ホワイト×イエロー
●背番号:サンディエゴ パドレス型/
  ブルー×ホワイト×イエロー
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-J14
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39027
52MB-10100
52PB-10100

●胸マーク:オークランド アスレチックス型（H）/
  グリーン×イエロー×ブラック
●背番号:オークランド アスレチックス型/
  グリーン×イエロー×ブラック
●帽子マーク:オークランド アスレチックス型/
  グリーン×イエロー

NO.11 DS-J15
オークランド アスレチックス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39035
52MB-10100
52PB-10100

●胸マーク:ニューヨーク ヤンキース型（H）/
  グリーン×ブラック
●背番号:ニューヨーク ヤンキース型/
  グリーン
●帽子マーク:ニューヨーク ヤンキース型/
  ホワイト

NO.11 DS-J16
ニューヨーク ヤンキース型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39035
52MB-50900
52PB-10100

●胸マーク:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ゴールド×エンジ
●背番号:サンディエゴ パドレス型（H）/
  ゴールド×エンジ
●帽子マーク:サンディエゴ パドレス型/
  ホワイト

NO.11 DS-J17
サンディエゴ パドレス型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39063
52MB-40900
52PB-25900

●胸マーク:テキサス レンジャーズ型（V）/
  パープル×ホワイト×ブラック（影）
●背番号:テキサス レンジャーズ型（V）/
  パープル×ホワイト
●帽子マーク:テキサス レンジャーズ型/
  ホワイト×ブラック

NO.11 DS-J18
テキサス レンジャーズ型マーク

マーク

帽  子
シャツ
パンツ

52BA-39067
52MB-50900
52PB-10100

 

 

 

●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●52BA-390はP.295をご覧ください。●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。

ダイアモンドスター・
ジュニアサンプル

AR型
ホワイト（060）

OK型
ブルー（003）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM OK型

ブルー（003）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM AR型

グリーン（004）

OK型
グリーン（004）

AR型
グリーン（004）

OK型
グリーン（004）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM OK型

エンジ（563）

OK型
エンジ（563）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM SG型

パープル（076）

SF型
パープル（076）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
ブルー（003）

￥9,030￥4,095（本体￥3,900）シャツ ￥4,935（本体￥4,700）パンツ シャツ＋パンツセット価格

帽子は上記価格に含まれておりません。A-250
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（本体￥7,900）￥8,295￥4,095（本体￥3,900）シャツ ￥4,200（本体￥4,000）ハーフパンツ シャツ＋ハーフパンツセット価格

●胸マーク:ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ピンク×ホワイト
●胸番号:ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ピンク
●背番号:ミルウォーキー ブルワーズ型/
  ピンク×ホワイト

NO.11 DSW-J01
ミルウォーキー ブルワーズ型マーク

マーク

シャツ
パンツ

52MB-11400
52PB-30100

●胸マーク:フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド×グレー
●胸番号:フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド
●背番号:フィラデルフィア フィリーズ型/
  レッド×グレー

NO.11 DSW-J02
フィラデルフィア フィリーズ型マーク

マーク

シャツ
パンツ

52MB-10100
52PB-30100

●胸マーク:ヒューストン アストロズ型/
  レッド×ネイビー
●胸番号:ヒューストン アストロズ型/
  レッド
●背番号:ヒューストン アストロズ型/
  レッド×ネイビー

NO.11 DSW-J04
ヒューストン アストロズ型マーク

マーク

シャツ
パンツ

52MB-56200
52PB-30100

●胸マーク:セントルイス カージナルス型/
  パステルネイビー×ホワイト×ゴールド×
  パステルネイビー（影）
●胸番号:セントルイス カージナルス型/
  パステルネイビー
●背番号:セントルイス カージナルス型/
  パステルネイビー×ホワイト

NO.11 DSW-J05
セントルイス カージナルス型マーク

マーク

シャツ
パンツ

52MB-51600
52PB-31600

●胸マーク:セントルイス カージナルス型/
  ネイビー×ホワイト×モスグリーン
●胸番号:セントルイス カージナルス型/
  ネイビー
●背番号:セントルイス カージナルス型/
  ネイビー×ホワイト×モスグリーン

NO.11 DSW-J03
セントルイス カージナルス型マーク

マーク

シャツ
パンツ

52MB-10100
52PB-31400

KR型
レッド
（006）

OQ型
レッド
（006）

KR型
ホワイト×レッド×ホワイト
（049）

●アクセサリー品に関してはP.275以降をご覧ください。●アンダーシャツ、ベルトは付いておりません。●実際の各球団のデザイン、カラーとは多少異なる場合があります。●繊維製品の特性上多少サイズの異なることがあります。
ライン加工代は本体価格に含まれております。胸マーク・番号はサンプルであり価格に含まれておりません。

ダイアモンドスター・ウィメンズ
ジュニアサンプル

MIZUNO/MLBP 2010

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

LA型
ネイビー×ホワイト×ネイビー
（018）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

OK型
ネイビー（002）

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

MAJOR LEAGUE BASEBALL
REPLICA UNIFORM

A-251
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14.ネイビー

16.パステルネイビー 27.ブルー

09.ブラック01.ホワイト

62.レッド
●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ：140、150、160
●中国製・日本製

ジュニア・バイオギア/ハイネック・長袖
52CJ-208□□

¥3,360（本体¥3,200） 名前が書ける
レピアネーム付

折り返し
マジックアジャスター式

62.レッド
（サンド：ホワイト）

63.エンジ
（サンド：ホワイト）

01.ホワイト
（サンド：レッド）

09.ブラック
（サンド：レッド）

14.ネイビー
（サンド：レッド）

16.パステルネイビー
（サンド：レッド）

●ポリエステル100％
●サイズ：S（50～54㎝）

M（54～58㎝）
L（58～62㎝）

●庇裏：グレー　●庇サンドタイプ
●折り返しマジックアジャスター式
●中国製、日本製
※天ボタンカラーは庇と同色となります。
※マークはサンプルであり、価格には
含まれておりません。

プラクティスキャップ
52BA-300□□
1,890¥ （本体¥1,800）

14.ネイビー 27.ブルー16.パステルブルー

01.ホワイト

03.ネイビー
（ライン：ホワイト）

05.ネイビー
×ホワイト

46.ネイビー
（ライン：レッド）

35.グリーン 62.レッド 63.エンジ09.ブラック

13cm 15cm

注意事項
色落ちする事がありますので取り扱いには充分ご注意下さい。
・汗、水で濡れたまま放置しないで下さい。
・漬け置き洗いはお避け下さい。
・雨、汗等濡れた状態で白、淡色品との組合わせでの着用は
 出来るだけお避け下さい。

レギュラーカットモデル（ジュニア・ウィメンズ用）

¥893（本体¥850）

52UA-126□□

●ポリエステル・ポリウレタン
●ラオス製

2011年2月発売

14.ネイビー

52LJ-205□□
¥2,940（本体¥2,800）

●ポリエステル100%
●サイズ：130、140、150、160
●インドネシア製

ベースボールシャツ Jr.

09.ブラック

52CJ-205□□
¥2,625（本体¥2,500）

●ポリエステル100%
●サイズ：130、140、150、160
●インドネシア製

アンダーシャツ Jr.

●サイズ ：18～21㎝ 
●綿・アクリル・その他
●ラオス製

抗菌防臭厚手Jr.
52UW-6800
¥630（本体¥600）

ホワイト

●表地：ポリエステル58％・綿42％
　裏地：ポリエステル65％・綿35％
　パッド：ポリエステル100％
　ウエストゴム：ポリエステル60％・
　 ナイロン30％・
　 ポリウレタン10％
●40ｍｍウエストゴム
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

スライディングパンツ Jr.
52CP-6701

¥2,415（本体¥2,300）

バックスタイル

01.ホワイト

ジュニアアクセサリー

14.ネイビー09.ブラック

衿の高さ、素材など夏の暑さに負けないための仕様。 猛暑対策アイテム 衿・長袖で直射日光を防ぎ、夏を勝ち抜け！！

後ろ衿を高くし、直射日光か
ら首を保護します。

後ろ衿を高くし、直射日光か
ら首を保護します。

部分は
UVカット生地

部分は
吸汗速乾生地

A-252
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2011年2月発売

62.レッド35.グリーン 27.ブルー16.パステルネイビー

14.ネイビー09.ブラック

●バックル、ピン穴の形状を改良～
　スムーズに着脱できる。

●サイズ：79㎝対応
●人工皮革
●中国製・ベトナム製

ベルト・ジュニア用
 52VA-130□□

¥1,155（本体¥1,100）

縫着パッド

【パッド取り付け方法】
●ヒップパッド付け位置はポケットから 大人7～8cm、子供6～7cm下がった位置が平
均的です。ニーパッド付け位置はパンツを着用し、スライディング時に最も汚れる部分に
取り付けてください。
●パッドは外側加工用です。ユニフォームの外側にパッドをあて、まわりをミシンで縫うか、
まつり縫いするだけなので縫着はご家庭でOKです。

55.グレー 58.アイボリー

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ニーパッド（小）
52ZB-02□□
¥683（本体¥650）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ヒップパッド（小）
52ZB-01□□
¥788（本体¥750）

11㎝

13㎝

55.グレー 58.アイボリー

18.5㎝

16.5㎝

18.5
㎝

18.5
㎝

ご家庭のアイロンでより簡単に取り付け可能！
ユニフォームの表からでも、裏からでも自由自在。

■パッドの取り付け方法とパッドの取り付け方の違いによる特徴
●ヒップパッド付け位置はポケットから 大人7～8cm、子供6～7cm下がった位置が平均的です。ニーパッド付け位置はパンツを着用し、スライ
ディング時に最も汚れる部分に取り付けてください。
［ユニフォームの内側に取付けた場合］
●ユニフォームの表側にキルティング模様ができ、プロ野球選手が着用しているユニフォームのように、「カッコ良く」仕上がります。　●内側から
取り付けた接着フィルムの効果で、ユニフォーム生地の摩耗強度がアップし、耐久性が増します。　●内側に付いているパッドのウレタンが、ス
ライディング時の衝撃を緩和します。　●スライディングによるパッドの剥がれ等、取り付け強度にはほとんど影響しません。　●ユニフォーム本
体の色・柄に関係なく、ご使用できます。
［ユニフォームの表側に取付けた場合］
●スライディング時の摩耗によるユニフォーム本体生地の破れを防ぎます。　●表側から取り付けたパッドのウレタンが、スライディング時の衝撃
を緩和します。　●ユニフォーム本体が白色の場合のみ使用できます。
※パッド取付けの詳細は取扱説明書をご覧ください。
注意）ミズノ製品専用パッドですので、他社製のパンツにご使用の際は付かないことがありますので、ご注意ください。
●アイロンを当てる際は、体重をかけてアイロン全体でしっかりと押さえてください。　●アイロン接着後は、熱が冷めるまでお手を触れないようにして
ください。　●接着作業にミスが生じると、剥離強度が低下する（剥がれ易くなる）恐れがあります。　●コードレスアイロンをご使用の際は、充熱をこ
まめに行い、温度が下がりすぎない様にしてください。　●アイロンによる「あたり」、「てかり」が発生する恐れがありますので生地の表側からアイロ
ンを掛ける場合は、当て布をすることをお勧めします。　●冷めてから、再度アイロンを当ててしまうとパッドが剥がれますので、ご注意ください。
●アイロンの温度は、「高温・ドライ（180℃～210℃）」に設定してください。
※ストライプ柄・ナイロンの入っている生地は高温で取り付けると生地本体が溶ける可能性がありますので、「中温・ドライ（140℃～160℃）」に設
定してください。

簡単取付パッド

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製

ヒップパッド（小）

¥998（本体¥950）

52ZB-00350

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製

ニーパッド（小）

¥893（本体¥850）

52ZB-00450

18.5㎝

17㎝

18.5
㎝

11㎝

13㎝

18.5
㎝

フレッシュジュニア

スペアパンツ

¥3,780（本体¥3,600）

52PJ-11001

●カラー：ホワイト　
●本体：ポリエステル100％
　尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製 

上下セット

¥6,615（本体¥6,300）

52FJ-11001

●カラー：ホワイト
●シャツ：オープン型、パンツ：ベルトループ型
●シャツ：ポリエステル100％
●パンツ：本体：ポリエステル100％
　　　　  尻当て：ポリエステル55％・綿45％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製 

スペアパンツ

¥3,675（本体¥3,500）

52PJ-10801

〈監督・コーチ用〉
52FW-10801 
P.241をご覧ください。

監督・コーチ

●カラー：ホワイト　●ベルトループ型
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160●中国製

上下セット

¥5,880（本体¥5,600）

52FJ-10801

●カラー：ホワイト
●シャツ：オープン型、パンツ：ベルトループ型
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●中国製

〈監督・コーチ用〉
52MW-14201 
P.238をご覧ください。

監督・コーチ

シャツ

¥3,360（本体¥3,200）

52MJ-14201

●カラー：ホワイト
●K-48／マルチユースメッシュ
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

●マークはサンプルであり価格に含まれておりません。

メッシュ

ストレッチ織物

ストレッチ織物

ニット

ニット

50.ホワイト50.ホワイト

ジュニアアクセサリー

05.グレー

62.レッド×ネイビー

45.イエロー

●ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
●1組2コ入 ●サイズ：30×320mm
●中国製

ストッキングバンド・ジュニア

¥578（本体¥550）

52ZS-103□□

A-253
※(273)



ジュニア・ベースボールユニフォームオーダーライン

シャツ・パンツそれぞれの品番をお選びください。

ライン・ジャージスタイルをお選びください。

ライン・ジャージカラーの配色をP.266からお選びください。

シャツ

パンツ

カラー

素　材 　　　 M.C.K.-11  ポリエステル100％●タイ製K-41

※52ＭJ-180□□　￥2,625（本体￥2,500）
※52PJ-180□□　￥3,360（本体￥3,200）

01ホワイト、05グレー、21スカイブルー、48アイボリー 130、140、150、160サイズ

※上記の商品以外のユニフォームについても同様のライン加工が可能です。

例

〈シャツ〉
〈パンツ〉

52MJ-18048
52PJ-18048

〈シャツライン加工〉
〈パンツライン加工〉

52ZL-15
52ZL-16

18
18

BS（ボストン）型

2色ラインの場合、外側からA・Bの順番の
配色となります。

ニット

〈シャツライン加工〉52ZL-71
￥840（本体￥800）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

パンツ脇
12ミリライン

首
12ミリライン

パンツ脇
30ミリライン

袖
30ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

袖
4ミリライン

前立て
4ミリライン

（25ミリあき）

袖
40ミリ
ジャージ

TB型

袖
4ミリライン
（25ミリあき）

首
12ミリライン
（5ミリあき）

袖
30ミリライン
（5ミリあき）

パンツ脇
30ミリライン

前立て
4ミリライン

パンツ脇
4ミリライン

首
12ミリライン

袖
12ミリ2本ライン

パンツ脇
12ミリ2本ライン

（5ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

（ライン間8ミリあき）

〈シャツライン加工〉52ZL-70
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-90
￥1,365（本体￥1,300）

〈シャツライン加工〉52ZL-60
￥1,050（本体￥1,000）
〈パンツライン加工〉52ZL-61
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-55
￥840（本体￥800）
〈パンツライン加工〉52ZL-16
￥735（本体￥700）

〈シャツライン加工〉52ZL-20
￥945（本体￥900）
〈パンツライン加工〉52ZL-21
￥840（本体￥800）

〈シャツライン加工〉52ZL-30
￥1,155（本体￥1,100）
〈パンツライン加工〉52ZL-31
￥1,155（本体￥1,100）

〈シャツジャージ加工〉52ZL-80
￥1,365（本体￥1,300）

〈シャツライン加工〉52ZL-15
￥840（本体￥800）
〈パンツライン加工〉52ZL-16
￥735（本体￥700）

〈シャツライン加工〉52ZL-42
￥1,365（本体￥1,300）
〈パンツライン加工〉52ZL-43
￥1,365（本体￥1,300）

SF型（Aスタイル）CA型 BS型（Gスタイル）

前立て
12ミリライン

袖
12ミリライン
（15ミリあき）

パンツ脇
12ミリライン

ベルトループ
12ミリライン

SA型NY型OK型 MN型（Cスタイル）

AR型 SG型

Free
＆Free
Free
＆Free

05グレー

01ホワイト

21スカイブルー

48アイボリー

シャツ
※52MJ-180□□
￥2,625（本体￥2,500）
パンツ
※52PJ-180□□
￥3,360（本体￥3,200）
●K-41：M.C.K.-11
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

①シャツ
※52MJ-18001
パンツ
※52PJ-18001
●シャツライン加工
SA型（No.037）
52ZL-4237
（ⒶレッドⒷホワイトⒸレッド）
●パンツライン加工
SA型（No.037）
52ZL-4337
（ⒶレッドⒷホワイトⒸレッド）

②シャツ
※52MJ-18005
パンツ
※52PJ-18005
●シャツライン加工
AR型（No.085）
52ZL-9085
（Ⓐパステルネイビー）
●パンツライン加工
OK型（No.085）
52ZL-6185
（Ⓐパステルネイビー）

④シャツ
※52MJ-18048
パンツ
※52PJ-18048
●シャツライン加工
SF型（No.016）
52ZL-2016
（ⒶG.オレンジⒷブラックⒸG.オレンジ）
●パンツライン加工
SF型（No.016）
52ZL-2116
（ⒶG.オレンジⒷブラックⒸG.オレンジ）

③シャツ
※52MJ-18021
パンツ
※52PJ-18021
●ライン加工
シャツ：ラインなし
パンツ：ラインなし

01.ホワイト

① ② ③ ④

●マークはサンプルであり価格に含まれておりません。

ライン・デザインまでこだわれるオーダーシステムです。
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ミズノプロ・ベースボールシャツオーダーシステム

●P.275. 276の商品はすべて日本製です。

サイズをお選びください。

パイピングカラー③をお選びください。

本　体　①/34D.グリーン
本　体　②/01ホワイト
パイピング③/05グレー
内衿フライス/34D.グリーン

本　体　①/05グレー
本　体　②/01ホワイト
パイピング③/62レッド
内衿フライス/05グレー

本　体　①/16パステルネイビー
本　体　②/62レッド
パイピング③/62レッド
衿フライス①/16パステルネイビー
衿フライス②/01ホワイト

本　体　①/34D.グリーン
本　体　②/01ホワイト
パイピング③/01ホワイト
衿フライス①/34D.グリーン
衿フライス②/01ホワイト

52LB-91700　￥5,565（本体￥5,300）

52LB-91000　￥5,565（本体￥5,300）

衿フライス
①本体
②２本ライン

本体①

パイピング③
本体①

パイピング③

本体①
本体①

本体②

本体①

本体②

本体①

52LB-91000　￥5,565（本体￥5,300）

●吸汗速乾：汗を素早く吸収、拡散し外部へ放出
し、ウエア内をよりドライな状態に保ちます。
●DRY（さらっと感）：発汗時に衣服による肌へのべ
とつき感を軽減し、さらっとした着心地です。

ドライサイエンス

52LB-91700　￥5,565（本体￥5,300）

※52LB-91700のパイピングは、衿、肩ともに同色になります。
※パイピングはシングルパイピングになります。

01 ホワイト 09 ブラック05 グレー 14 ネイビー 16 パステルネイビー

27 ブルー 34 D.グリーン 62 レッド 63 エンジ 67 パープル

01 ホワイト 09 ブラック05 グレー 14 ネイビー 16 パステルネイビー 27 ブルー

45 イエロー 50 ゴールド34 D.グリーン 62 レッド 63 エンジ 67 パープル

サイズ

胸囲（cm）

身長（cm）

M JASPO

89-95

167-173

S JASPO

85-91

162-168

L JASPO

93-99

172-178

O JASPO

97-103

177-183

XO JASPO

101-107

182-188

2XO JASPO

105-111

187-193

●本体：
　ポリエステル87％・
　レーヨン13％ 
　フライス：
　ポリエステル100％

本体カラー①、②と衿フライスカラーをお選びください。

本　体　①/27ブルー
本　体　②/05グレー
パイピング③/62レッド
内衿フライス/27ブルー

本　体　①/67パープル
本　体　②/01ホワイト
パイピング③/63エンジ
内衿フライス/67パープル

本　体　①/63エンジ
本　体　②/05グレー
パイピング③/05グレー
衿フライス①/63エンジ
衿フライス②/05グレー

本　体　①/01ホワイト
本　体　②/67パープル
パイピング③/67パープル
衿フライス①/01ホワイト
衿フライス②/67パープル

パイピング③

パイピング③

本体①

本体①

本体① 本体②

本体②

本体② 本体①

本体①

本体①

本体①
本体① 本体①

内衿フライス
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●胸マーク・番号・ネームはサンプルであり価格に含まれておりません。

ビクトリーステージ・ベースボールシャツオーダーシステム

スタイルをお選びください。

52LB-90200　
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はワープマークです。

本　体　①/14ネイビー
本　体　②/05グレー
パイピング③/05グレー
衿フライス①/05グレー
衿フライス②/14ネイビー

52LB-90900　
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

本　体　①/62レッド
本　体　②/01ホワイト
パイピング③/14ネイビー
内衿フライス/62レッド

本　体　①/16パステルネイビー
本　体　②/05グレー
衿フライス①/16パステルネイビー
衿フライス②/05グレー

本　体　①/27ブルー
本　体　②/05グレー
パイピング③/62レッド

52LB-90400  
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

52LB-90500  
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

52LB-90600  
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

本　体　①/62レッド
本　体　②/05グレー
パイピング③/01ホワイト
衿フライス①/62レッド
衿フライス②/01ホワイト

52LB-90800  
￥5,775（本体￥5,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

52LB-90700  
￥5,775（本体￥5,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。 

本　体 ①/09ブラック
本　体 ②/62レッド
衿フライス ①/09ブラック
衿フライス ②/62レッド

本　体 ①/05グレー
本　体 ②/09ブラック
パイピング ③/01ホワイト

52LB-91800　
￥4,725（本体￥4,500）　
●マーク加工法はカラーキャムです。

本　体　①/01ホワイト
本　体　②/62レッド
衿フライス①/62レッド
衿フライス②/01ホワイト
飾りステッチ/14ネイビー

52LB-91300　
￥5,250（本体￥5,000）

本　体　①/14ネイビー
本　体　②/62レッド
衿フライス①/62レッド
パイピング③/01ホワイト

45 イエロー 50 ゴールド

45 イエロー

胸囲
 （cm）

身長
 （cm）

サイズ M JASPO

89-95

167-173

S JASPO

85-91

162-168

L JASPO

93-99

172-178

O JASPO

97-103

177-183

XO JASPO

101-107

182-188

2XO JASPO

105-111

187-193

52LB-91800・93100の飾りステッチカラーの50ゴールドは対応不可です。注意

本体カラー・衿フライスカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

01 ホワイト

27 ブルー

05 グレー

34 D.グリーン

09 ブラック

62 レッド

14 ネイビー

63 エンジ

16 パステルネイビー

67 パープル

パイピングカラー③を          及び45イエロー. 
50ゴールドよりお選びください。

52LB-91800・93100を
お選びの場合は

52LB-91800・93100の飾りステッチカラーを
及び45イエローよりお選びください。

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

52LB-90700  ￥5,775（本体￥5,500）
★52LB-93700　（2011年4月より）

52LB-90800  ￥5,775（本体￥5,500）
★52LB-93800　（2011年4月より）

本体①
①

①
① ①

①

本体①

衿フライス①衿フライス②

②

飾りステッチ

※肩から手口にかけての飾りステッチは本体②と同色になります。
※袖口のフライスは①と同色になります。
※バックにミズノランバード刺繍は入りません。

52LB-90900　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93600　（2011年4月より）

52LB-90500　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93400　（2011年4月より）

52LB-90600　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93500　（2011年4月より）

52LB-90400　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93300　（2011年4月より）

52LB-91800　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93100　（2011年4月より）

52LB-90200　￥4,725（本体￥4,500）
★52LB-93200　（2011年4月より）

52LB-91300　￥5,250（本体￥5,000）
★52LB-93000　（2011年4月より）

※袖口のフライスは①と同色となります。
※バックにミズノランバード刺繍は入りません。

※パイピングはシングルパイピングになります

※パイピングはシングルパイピングになります ※パイピングはシングルパイピングになります

①

①

①①

①

本体① 本体①

②
②

②

パイピング③

パイピング③

パイピング③
パイピング③

本体① 本体①
本体①

本体①

本体①

本体②

本体②
本体①本体①

衿フライス①
本体①

飾りステッチ

衿フライス①
衿フライス②

衿フライス①
衿フライス②

本体①

本体①

本体② 本体②

本体①
本体①

本体①

本体①

本体①

本体①

本体② 本体②本体①

衿フライス②
衿フライス①

衿フライス②
衿フライス①

パイピング③

本体①
本体①

本体① 本体①

本体①本体①

本体②
衿フライス①

衿フライス①

衿フライス②
衿フライス①

本体②

本体② 本体②
パイピング③

本体① 本体①

本体①

本体①

本体① 本体①

衿フライス① 衿フライス②2本ライン

本体① 本体①

本体①本体①

パイピング③本体② 本体②
衿フライス①

パイピング③

本体① 本体①
本体①本体①

本体①

本体②

本体② 本体①

本体①本体①
衿フライス① 衿フライス①パイピング③

※パイピングは、衿、肩ともに同色になります。

※2011年4月より生地リニューアルに伴って、オーダー品番が新しくなります（★印）。価格は変更ありません。

●2011年4月より生地リニューアルに伴って、オーダー品番が新しくなります（★印）。価格は変更ありません。●ポリエステル100%
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P.224～P.225の中からマーク書体を選ぶ。

下記の3つの加工コースから選ぶ。

本体シャツを選ぶ。

マークのカラーを選ぶ。

ミズノランバードマークの有無を選ぶ。

選べる3つの加工コース!!

ミズノランバードマークを無料でマーキング!!

全25種の書体に、14色のカラーを自由に組み合わせ!!

￥2,310（本体￥2,200） ￥1,155（本体￥1,100） ￥1,155（本体￥1,100）
3カ所 全胸のみ 片胸のみ全胸マーク＋

胸番号＋背番号

ダイレクト昇華加工は、マーク生地を使わず、
シャツ本体に直接プリントする新しいマーキングスタイル。
よけいな生地や刺繍を使わず、シャツ本体だけなので、
これまでにない軽量感や通気性、運動性の向上を実現しました。

ダイレクト昇華加工は、ご希望の加工位置に合わせて3つの加工コースをお選びいただけます。

書体の種類は全25種類!カラーは下記の14色の中から自由に組み合わせ出来るのでこれまでにない多彩なカラーリングが表現できます。

52LB309、52LE20100、52LB130、52LB148、52LB133、52LB137、52LB131

各書体ナンバーの横に★マークの付いている全25書体よりお選びください。

マーク位置

書体

加工方法
マークカラー

昇華プリント加工

①袖1段マーク
52ZW-00917
昇華プリント加工
￥840（本体￥800）

②背ネーム
52ZW-02017
昇華プリント加工
￥1,050（本体￥1,000）

上記の　　　   よりお選びください。 上記の　　　   よりお選びください。

※本体カラーがホワイトのみ対応できます。

S14※胸マーク・胸番号・背番号は1～3色までお選びいただけます。     　　を選択した場合、胸マークのみ4色までお選びいただけます。

※袖1段マーク・背ネームは1～2色までお選びいただけます。

※全胸マークをお選びの方は左胸に、片胸マークをお選びの方は右胸になります。
※加工位置は選択されたマークによって若干異なります。ご了承ください。
※メーカー商標の表示については連盟・大会によって禁止されている場合がありますので、詳細の確認は各連盟、協会へお問い合わせください。

BL

ブラック

NE

ネイビー

RE

レッド

PN

パステルネイビー

EN

エンジ

WH

ホワイト

PP

パープル

GR

グリーン

OR

オレンジ

BU

ブルー

YE

イエロー

PK

ピンク

GD

ゴールド

SL

シルバー

右 C-1 左 C-2 マーク位置

書体

加工方法
マークカラー

昇華プリント加工

D-1

52ZW-09017 52ZW-09027 52ZW-09037

C
-1 C

-2

【全胸マーク・胸番号】 【片胸マーク・胸番号】 【背番号】

◯加工位置

◯加工位置

大 人 用

52LJ131、52LJ130、52LJ137、52LJ20100ジュニア用
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●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

マルチベースボールシャツ

ベースボールシャツ

マルチベースボールシャツ
52LB-309□□
3,360¥ （本体¥3,200）

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO
●タイ製 セカンドユニフォームに

適したニット素材です。

62.ホワイト×レッド

14.ネイビー×ホワイト 16.ホワイト×パステルネイビー

74.ホワイト×ネイビー バックスタイル

バックスタイル

●胸マークは昇華影付きチドリ加工です。

バックスタイル
20100.ホワイト×ネイビー×イエロー

20900.
ブラック×ホワイト×イエロー

21400.
ネイビー×ホワイト×レッド

21600.
パステルネイビー×ホワイト×レッド

26200.
レッド×ブラック×ブラック

ハーフボタン・小衿タイプ
52LE-2□□00
3,675¥ （本体¥3,500）

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO
●タイ製 セカンドユニフォームに

適したニット素材です。ニットV-4

●胸マークはダイレクト昇華加工です。
09.ホワイト×ブラック

ニットV-4 ニットV-4

パイピング：エンジ×グレー
パイピング衿部分：グレー

63.ホワイト×エンジ
パイピング：ホワイト×レッド
パイピング衿部分：レッド

14.ネイビー×ホワイト
パイピング：グレー×レッド
パイピング衿部分：レッド

09.ブラック×グレー

パイピング：ブラック×レッド
パイピング衿部分：レッド

79.ホワイト×ブラック
パイピング：ネイビー×レッド
パイピング衿部分：レッド

74.ホワイト×ネイビー

ドライサイエンス機能によ
り、ドライ感持続！！

●本体：ポリエステル87％・
　　　 レーヨン13％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO、2XO
●日本製

ハーフボタン・小衿タイプ
52LB-111□□

¥5,040（本体¥4,800）

野球日本代表モデル
2010全日本野球会議C

パイピング：ホワイト×レッド
パイピング衿部分：レッド

16.パステルネイビー×ホワイト

名前が書ける転写サイズ
ネームが衿下内側に入り
ます。

ハーフボタン•小衿タイプ
52LB-113□□
4,725¥ （本体¥4,500）

●アイスタッチエアリー
●本体：ポリエステル75％・
　　　 指定外繊維（アイスタッチ）25%
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO、2XO
●日本製

09.ホワイト×ブラック 14.ホワイト×ネイビー

16.ホワイト×パステルネイビー 63.ホワイト×エンジ
※パイピングは全カラーゴールドとなります

丸首
52LB-140□□
3,570¥ （本体¥3,400）

●アイスタッチエアリー
●本体：ポリエステル75％・
　　　 指定外繊維（アイスタッチ）25%
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO、2XO
●中国製

01.ホワイト

01.ホワイト

09.ブラック

05.グレー 09.ブラック 14.ネイビー

63.エンジ16.パステルネイビー

74.ネイビー×ホワイト

軽量（バーンアウト加工）
52LB-109□□
4,200¥ （本体¥4,000）

●ポリエステル85％・レーヨン15％
●サイズ：M、L、O、XO、2XO
●中国製

2011年2月発売

新しい加工法を施した注目アイテム。

バックスタイル

14.ネイビー

バーンアウト加工の特徴
特殊な加工を施し、デザイン
部分のみをメッシュ状に溶か
し出すことで、非常に軽量で
通気性に優れる新しいベー
スボールシャツです。　

名前が書ける転写サイズネ
ームが衿下内側に入ります。

バックスタイル

名前が書ける転写サイズ
ネームが衿下内側に入り
ます。
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ハーフボタン
52LB-148□□
3,675¥ （本体¥3,500）

●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製、日本製

V 首
52LB-133□□
2,730¥ （本体¥2,600）

●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

丸 首
52LB-137□□
2,625¥ （本体¥2,500）

●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

09.ブラック 14.ネイビー

62.レッド48.アイボリー

16.パステルネイビー

01.ホワイト

転写サイズネームが衿下
内側に入ります。

転写サイズネームが衿下
内側に入ります。

01.ホワイト

05.グレー 09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

01.ホワイト

05.グレー 09.ブラック 14.ネイビー

62.レッド16.パステルネイビー

ソフティストニットⅡ ソフティストニットⅡ

転写サイズネームが衿下
内側に入ります。

ソフティストニットⅡ

09.ブラック×ホワイト

14.ネイビー×ホワイト

74.ホワイト×ネイビー

63.ホワイト×エンジ

ハーフボタン・脇切り替え
52LB-130□□
3,990¥ （本体¥3,800）

●本体：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル95%・
　　　　 ポリウレタン5%
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●中国製

62.ホワイト×レッド

79.ホワイト×ブラック

16.パステルネイビー×ホワイト

76.ホワイト×パステルネイビー

2011年2月発売

2011年2月発売

サイズ、カラーバリエーションが豊富になってリニューアル！！

●胸マークはダイレクト昇華加工です。 ●胸マークはダイレクト昇華加工です。 ●胸マークはダイレクト昇華加工です。

A-259
※(279)



01.ホワイト

14.ネイビー 16.パステルネイビー

転写ネームが衿下内側に
入ります。

14.ネイビー 16.パステルネイビー

転写ネームが衿下内側に
入ります。

ソフティストニットⅡ

●アイスタッチエアリー
●本体：ポリエステル75％・
　指定外繊維（アイスタッチ）25％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：140、150、160
●中国製

ジュニア・丸首
52LJ-140□□
2,520¥ （本体¥2,400）

●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●中国製

ジュニア・丸首

1,785¥
52LJ-137□□

（本体¥1,700）

01.ホワイト

プロ着用アイテムをアレンジしたデザイン。
ダブルパイピングがアクセントに。

ベースボールシャツ

V首・デザイン切り替え
52LB-131□□
3,045¥ （本体¥2,900）

●ポリエステル100％
●サイズS、M、L、O、XO
●中国製

2011年2月発売2011年2月発売

2011年2月発売

2011年2月発売

09.ホワイト×ブラック

14.ネイビー×ホワイト 16.ホワイト×パステルネイビー

62.ホワイト×レッド 74.ホワイト×ネイビー

プロ着用アイテムをアレンジしたデザイン。
ダブルパイピングがアクセントに。

バックスタイル

バックスタイル

バックスタイル
右袖にミズノランバードワッペン
付き

右袖にミズノランバードワッペン
付き

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

52LJ-131□□
¥2,835（本体¥2,700）

●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●中国製

ジュニア・V首デザイン切り替え

14.ネイビー×ホワイト

74.ホワイト×ネイビー

ジュニア・ハーフボタン・脇切り替え
52LJ-130□□
3,780¥ （本体¥3,600）

●本体：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル95%・
　　　　 ポリウレタン5%
●サイズ：140、150、160
●中国製

14.ネイビー×ホワイト 16.ホワイト×パステルネイビー

62.ホワイト×レッド 74.ホワイト×ネイビー

09.ホワイト×ブラック

セカンドユニフォームに
適したニット素材です。

バックスタイル21600.
パステルネイビー×ホワイト×レッド

26200.
レッド×ブラック×ブラック

20900.
ブラック×ホワイト×イエロー

21400.
ネイビー×ホワイト×レッド

20100.ホワイト×ネイビー×イエロー
●胸マークは昇華影付きチドリ加工です。

●胸マークはカラーキャムタイプです。

マルチベースボールシャツ

52LJ-2□□00
¥2,940（本体¥2,800）

ジュニア・ハーフボタン・小衿タイプ

●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

ニットV-4
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前身から後身にかけて運動時の
ひきつれを解消させ運動機能を
さらにアップ！

スタイルをお選びください。

バイオギアオーダーシステム

●P.281の商品はすべて日本製です。

52CA-60500
￥6,825（本体￥6,500）
●テクノタッチWD
●ポリエステル80％・
　ポリウレタン10％・
　ポリプロピレン10％
52CA-305使用生地
●衿の高さ：7cm

ハイネック・長袖
52CA305型オーダー（WD）

09、14、16は52CA-305（P282）で定番展開しております。

52CA-61300
￥6,300（本体￥6,000）
●素材：テクノタッチ
●前身頃・袖：ポリエステル85％・
　　　　　　ポリウレタン15％
●素材：テクノタッチメッシュ
●後身頃：ポリエステル80％・
　　　　 ポリウレタン20％
52CA-371使用生地
●衿の高さ：5.5cm

ハイネック・長袖
52CA371型オーダー

09、14、16は52CA-371（P282）で定番展開しております。

52CA-60600
￥7,140（本体￥6,800）
●テクノタッチWD
●ポリエステル80％・
　ポリウレタン10％・
　ポリプロピレン10％
52CA-305使用生地
●衿の高さ：9cm
　　　　  （折返し時）

タートルネック・長袖 ハーフネック・長袖

52CA-61400
￥6,300（本体￥6,000）
●素材：テクノタッチ
●前身頃・袖：ポリエステル85％・
　　　　　　ポリウレタン15％
●素材：テクノタッチメッシュ
●後身頃：ポリエステル80％・
　　　　 ポリウレタン20％
52CA-371使用生地
●衿の高さ：3.5cm

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 27ブルー

34D.グリーン 62レッド 63エンジ 67パープル

サイズ

胸囲（cm）

身長（cm）

M JASPO

89-95

167-173

S JASPO

85-91

162-168

L JASPO

93-99

172-178

O JASPO

97-103

177-183

XO JASPO

101-107

182-188

「TECHNO TOUCH ﾃｸﾉﾀｯﾁ」の特徴は、極細
繊維で構成されており薄地で、軽量で、しかもバラ
ンスのとれたストレッチ性で、体に心地よいフィット
感と、心地よいサポート感、心地よい感触（肌触り
感）で吸汗速乾機能も備えたまさに、BIO GEAR
のために、開発した機能素材です。

52CA-87300
￥4,410（本体￥4,200）
●テクノタッチ
●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
52CA-308・408・508・708使用生地
●衿の高さ：3.5cm

52CA-87200
￥4,515（本体￥4,300）
●テクノタッチ
●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
52CA-308・408・508・708使用生地
●衿の高さ：3.5cm

バイオギア／ハーフネック・七分袖バイオギア／ハーフネック・半袖

01、09、14、16、27、62は
52CJ-208（P283）で定番展開しております。

52CJ-87000
￥4,200（本体￥4,000）
●テクノタッチ
●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
52CJ-208・608使用生地
●衿の高さ：4cm

バイオギア／ハイネック・長袖

09、14、16、27、62は
52CJ-608（P283）で定番展開しております。

52CJ-87400
￥3,990（本体￥3,800）
●テクノタッチ
●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
52CJ-208・608使用生地
●衿の高さ：4cm

バイオギア／ハイネック・半袖

カラーをお選びください。 サイズをお選びください。

基本スタイルをお選びください。

01ホワイト

16パステルネイビー

62レッド

09ブラック

27ブルー

63エンジ

14ネイビー

34D.グリーン

67パープル

カラーをお選びください。

サイズ

胸囲（cm）

身長（cm）

M JASPO

89-95

167-173

S JASPO

85-91

162-168

L JASPO

93-99

172-178

O JASPO

97-103

177-183

XO JASPO

101-107

182-188

大人用

サイズ

身長（cm）

胸囲（cm）

155-165

76-84

160

145-155

70-78

150

135-145

65-72

140

ジュニア用

サイズをお選びください。

「TECHNO TOUCH ﾃｸﾉﾀｯ
ﾁ」の特徴は、極細繊維で構
成されており薄地で、軽量
で、しかもバランスのとれたス
トレッチ性で、体に心地よいフ
ィット感と、心地よいサポート
感、心地よい感触（肌触り
感）で吸汗速乾機能も備え
たまさに、BIO GEARのため
に、開発した機能素材です。

前身から後身にかけて運動時のひきつ
れを解消させ運動機能をさらにアップ！

前身頃

後身頃

動時の
機能を

●衿の

2011年1月オーダー受付開始

2011年1月オーダー受付開始
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●胸マーク・番号・ネームはサンプルであり価格に含まれておりません。

バイオギア

前身頃

後身頃

16.パステルネイビー

09.ブラック

●テクノタッチ
●前身頃：ポリエステル85％・
　　　　 ポリウレタン15％ 
●テクノタッチメッシュ
●後身頃：ポリエステル80％・
　　　　 ポリウレタン20％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

バイオギア/ハイネック・ノースリーブ

4,200¥
52CA-578□□

（本体¥4,000）

14.ネイビー

様々なスポーツの動作を三次元コンピュータグラフィック
スから解析し、動作中の皮膚の伸縮量・方向データをウエア
の設計に応用。種目に応じた皮膚の伸縮に合わせてカッテ
ィングしているので、つっぱり感を軽減し、これまでにない
動きやすさ実現しました。

09.ブラック

バックスタイル

●テクノタッチ
　本体：ポリエステル85％・
　　　 ポリウレタン15％
●テクノタッチメッシュ
　切替部：ポリエステル80％・
　　　　 ポリウレタン20％ 
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製、日本製

バイオギア/ハイネック・長袖

5,040¥
52CA-371□□

（本体¥4,800）

14.ネイビー

16.パステルネイビー

09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

●本体：ポリエステル87％・
　　　 指定外繊維（ブレスサーモ）7％・
　　　 ポリウレタン6％
　脇切替部：ポリエステル85％・
　　　　　 ポリウレタン15％
●サイズ：S、M、L、O、XO 
●日本製、中国製

バイオギア/ハイネック・長袖

4,725¥
52CA-302□□

（本体¥4,500）

●本体：ポリエステル87％・
　　　 指定外繊維（ブレスサーモ）7％・
　　　 ポリウレタン6％
　脇切替部：ポリエステル85％・
　　　　　 ポリウレタン15％
●サイズ：S、M、L、O、XO  
●日本製、中国製

バイオギア/タートルネック・長袖

5,040¥
52CA-392□□

（本体¥4,800）

着た時点からウエア内の温度が上昇し、局部で
はなく、ウエア全体から自然な温もりが得られます。
［試験条件］
乾燥させた試料を20℃90％の中に入れた時の温度変化（試験
開始3分後を計測）　※当社比

バイオギア/ハイネック・長袖
52CA-305□□
5,880¥ （本体¥5,600）

●テクノタッチWD
●ポリエステル80％・
　ポリウレタン10％・
　ポリプロピレン10％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

14.ネイビー 16.パステルネイビー

前身から後身にかけて運動時
のひきつれを解消させ運動機
能をさらにアップ！

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

前身から後身
にかけて運動
時のひきつれ
を解消させ運
動機能をさら
にアップ！

※脇切替部に使用

前身から後身
にかけて運動
時のひきつれ
を解消させ運
動機能をさら
にアップ！

※脇切替部に使用

09.ブラック

秋冬用に新たに1アイテム「WD」デビュー。
その名の通りWarm&Dry。「厚い」だけの生地じゃない！！

●ポリエステル80％・
　ポリウレタン10％・
ポリプロピレン10％

●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

前身
のひ
能をさ

吸湿発熱素材「ブレスサーモ」は、人体から発生する水分を
吸収して発熱効果をもたらす新しい保温メカニズムを実現さ
せました。ブレスサーモの吸湿発熱した空気を繊維間に取り
こみ保温する為、衣服内をドライで温かな状態にします。

発熱するから温かい。
吸湿発熱素材「ブレスサーモ」
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63.エンジ 67.パープル34.D.グリーン 62.レッド

16.パステルネイビー

27.ブルー

14.ネイビー09.ブラック

63.エンジ 67.パープル

34.D.グリーン 62.レッド

62.レッド 名前が書ける
レピアネーム付

名前が書ける
レピアネーム付

名前が書ける
レピアネーム付

14.ネイビー 27.ブルー09.ブラック01.ホワイト

63.エンジ 67.パープル34.D.グリーン 62.レッド

名前が書ける
レピアネーム付

名前が書ける
レピアネーム付

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

14.ネイビー

16.パステルネイビー 27.ブルー

09.ブラック01.ホワイト

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：140、150、160
●中国製・日本製

ジュニア・バイオギア/ハイネック・長袖
52CJ-208□□

¥3,360（本体¥3,200）
名前が書ける
レピアネーム付

62.レッド

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：140、150、160
●日本製

ジュニア・バイオギア/ハイネック・半袖
52CJ-608□□

¥3,150（本体¥3,000）

09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

27.ブルー 62.レッド

名前が書けるレピアネーム付

※脇切替部に使用

01.ホワイト

バイオギア/ハイネック・長袖
52CA-308□□
¥3,570（本体¥3,400）

バイオギア

●テクノタッチST
●本体：ポリエステル86％・
　　　 ポリウレタン14％
　脇切替部：ポリエステル87％・
　　　　　 ポリウレタン13％
●サイズ：S、M、L、O、XO  
●タイ製

バイオギア／ハイネック・長袖
52CA-372□□

01.ホワイト 09.ブラック

16.パステルネイビー

首元にミズノラン
バードマーク

16.パステルネイビー ●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

バイオギア/ハイネック・半袖
52CA-408□□
¥3,360（本体¥3,200）

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

バイオギア/ハイネック・七分袖
52CA-708□□
¥3,465（本体¥3,300）

16.パステルネイビー 27.ブルー14.ネイビー09.ブラック

27.ブルー 62.レッド

14.ネイビー 16.パステルネイビー

63.エンジ 67.パープル

34.D.グリーン

09.ブラック01.ホワイト

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

バイオギア/ハイネック・ノースリーブ
52CA-508□□
¥3,150（本体¥3,000）

¥3,990（本体¥3,800）

14.ネイビー 01.ホワイト

14.ネイビー 16.パステルネイビー

ジュニア・バイオギア/ハイネック・長袖
52CJ-202□□

●本体： ポリエステル87％・
　 指定外繊維（ブレスサーモ）7％・
 ポリウレタン6％
　脇切替部：ポリエステル85％・
　　　　    ポリウレタン15％
●サイズ：JM・JL
●日本製

¥4,515（本体¥4,300）

09.ブラック

発熱するから温かい「ブレスサーモ」
野球シーンにおけるアップ時の冷え感
などを解消する、発熱保温素材です。
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14.ネイビー

16.パステルネイビー

09.ブラック

63.エンジ

●エアストドライ（前身頃・袖）
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO 
●中国製

Vカットスロープネック・長袖
52CA-309□□
¥4,200（本体¥4,000）

軽い、乾きやすい、新しい素材「エアストドライ」登場。
衿の高さにもこだわったシャープなシルエット！！

喉をしめつけない、後衿が高い
Vカットスロープネック採用。

14.ネイビー

16.パステルネイビー

09.ブラック

63.エンジ

●エアストドライ（前身頃）
●ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O、XO 
●中国製

Ｖカットスロープネック・ノースリーブ
52CA-509□□

¥3,570（本体¥3,400）

軽い、乾きやすい、新しい素材「エアストドライ」登場。
衿の高さにもこだわったシャープなシルエット！！

基幹素材の使用で、冬でも快適なプレイを演出。 プレーンなデザインながら、高度な防寒性能。

喉をしめつけない、後衿が高い
Vカットスロープネック採用。

14.ネイビー

●ポリエステル94％・
指定外繊維（ブレスサーモ）6％
●サイズ ：S・M・L・O・XO
●タイ製

ブレスサーモ/タートルネック･長袖
52CA-394□□
¥4,200（本体¥4,000）

●ポリエステル94％・
指定外繊維（ブレスサーモ）6％
●サイズ ：S・M・L・O・XO
●タイ製

ブレスサーモ/ハイネック･長袖
52CA-304□□
¥3,990（本体¥3,800）

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

09.ブラック

16.パステルネイビー

62.レッド 63.エンジ

09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

62.レッド 63.エンジ

後身頃後身頃

2011年2月発売 2011年2月発売

01.ホワイト 01.ホワイト

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

アンダーシャツ
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14.ネイビー

09.ブラック01.ホワイト 16.パステルネイビー 27.ブルー

62.レッド 67.パープル63.エンジ35.グリーン

09.ブラック 14.ネイビー 27.ブルー16.パステルネイビー

35.グリーン 62.レッド 67.パープル63.エンジ

01.ホワイト

09.ブラック

14.ネイビー01.ホワイト 16.パステルネイビー 27.ブルー

35.グリーン 62.レッド 67.パープル63.エンジ

●ライトコンビニット
●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO　●タイ製

ハイネック・長袖
52CA-370□□

¥2,940（本体¥2,800）

表 裏

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

表 裏

●ライトコンビニット
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

丸首・長袖
52CA-320□□

¥2,625（本体¥2,500）

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

表

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ、M、L、O、XO　●タイ製

丸首・半袖
52CA-520□□

¥2,310（本体¥2,200）

気軽に着られる、リーズナブルなベーシックモデル。 オールシーズン気軽に着られる、開放的なラウンドネック。

爽やかな着心地がプレイ中の集中力につながる。
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●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

タートルネック・ノースリーブ
52CA-590□□

¥2,415（本体¥2,300）

01.ホワイト

09.ブラック 14.ネイビー

63.エンジ16.パステルネイビー

●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

ハイネック・半袖
52CA-570□□

¥2,520（本体¥2,400）

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

表

01.ホワイト

09.ブラック 14.ネイビー 63.エンジ16.パステルネイビー

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

表

●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

ハイネック・ノースリーブ
52CA-510□□

¥2,205（本体¥2,100）

01.ホワイト

09.ブラック 14.ネイビー 63.エンジ16.パステルネイビー

表

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

ハイネック形状で夏の戦いに備えるタイプ。

タートルネックで個性を表現。 生地の吸汗速乾性に袖のない着心地の良さをプラス。

アンダーシャツ

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。
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サイズをお選びください。

カラーをお選びください。

アンダーシャツオーダーシステム

基本スタイルをお選びください。

52CA-73800
￥2,625
（本体￥2,500）
52CJ-73800〈Jr.〉
￥2,205
（本体￥2,100）

●ドライクロスニット
●衿の高さ：2.5㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-71500
￥3,885
（本体￥3,700）
52CJ-71500〈Jr.〉
￥3,255
（本体￥3,100）

●ライトコンビニット
●衿の高さ：大人：15㎝・Jr.：10㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-72500
￥3,465
（本体￥3,300）
52CJ-72500〈Jr.〉
￥2,835
（本体￥2,700）

●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：15㎝・Jr.：10㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-72700
￥3,150
（本体￥3,000）
52CJ-72700〈Jr.〉
￥2,520
（本体￥2,400）

●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：4㎝・Jr.：3.2㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-73700
￥2,730
（本体￥2,600）
52CJ-73700〈Jr.〉
￥2,310
（本体￥2,200）

●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：4㎝・Jr.：3.2㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-71600
￥3,675（本体￥3,500）
52CJ-71600〈Jr.〉
￥3,045（本体￥2,900）
●ライトコンビニット
●衿の高さ：大人：5.5㎝・Jr.：4㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-71600は52CA-370（P.285）
52CJ-71600は52CJ-270（P.288）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

52CA-71700
￥3,465（本体￥3,300）
52CJ-71700〈Jr.〉
￥2,835（本体￥2,700）
●ライトコンビニット
●衿の高さ：2.5㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-71700は52CA-320（P.285）
52CJ-71700は52CJ-260（P.288）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

52CA-72600
￥3,255（本体￥3,100）
52CJ-72600〈Jr.〉
￥2,625（本体￥2,500）
●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：5.5㎝・Jr.：4㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-72600は52CA-570（P.286）
52CJ-72600は52CJ-670（P.288）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

52CA-73500
￥2,940（本体￥2,800）
52CJ-73500〈Jr.〉
￥2,520（本体￥2,400）
●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：15㎝・Jr.：10㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-73500は52CA-590（P.286）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

52CA-73600
￥2,835（本体￥2,700）
52CJ-73600〈Jr.〉
￥2,415（本体￥2,300）
●ドライクロスニット
●衿の高さ：大人：5.5㎝・Jr.：4㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-73600は52CA-510（P.286）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

52CA-72800
￥3,045（本体￥2,900）
52CJ-72800〈Jr.〉
￥2,415（本体￥2,300）
●ドライクロスニット
●衿の高さ：2.5㎝
●ポリエステル100％
●日本製

52CA-72800は52CA-520（P.285）
52CJ-72800は52CJ-620（P.288）
で定番展開しております。

※オーダーのみのカラー展開もあります。

タートルネック・長袖

丸首・ノースリーブハーフネック・ノースリーブ

ハイネック・ノースリーブタートルネック　ノースリーブ丸首・半袖

ハーフネック・半袖ハイネック・半袖タートルネック・半袖

丸首・長袖ハイネック・長袖

長袖使用生地

半袖、ノースリーブ使用生地

表
ライトコンビニット
オールシーズン着用できるように肌
触りの良さと濡れた時の乾きやすさ
を併せ持っています。

裏

表

ドライクロスニット
薄地•軽量感のある素材で、吸汗速乾
性にも優れているため、主に春夏用と
して適しています。

14ネイビー01ホワイト 09ブラック 16パステルネイビー 27ブルー 34D.グリーン 35グリーン 62レッド 63エンジ 67パープル

サイズ 

胸囲（cm）

身長（cm）

M JASPO

89-95

167-173

S JASPO

85-91

162-168

L JASPO

93-99

172-178

O JASPO

97-103

177-183

XO JASPO

101-107

182-188

大人用
サイズ

身長（cm）

胸囲（cm）

140

135-145

65-72

130

125-135

61-67

150

145-155

70-78

160

155-165

76-84

ジュニア用
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14.ネイビー

09.ブラック 16.パステルネイビー 62.レッド14.ネイビー

転写ネームが衿下内側に
入ります。

●ポリエステル94％・
　指定外繊維（ブレスサーモ）6％
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

ジュニア・ブレスサーモ・ハイネック・長袖
52CJ-233□□

¥3,150（本体¥3,000）

16.パステルネイビー

27.ブルー 35.グリーン

62.レッド 63.エンジ

09.ブラック

表

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

●ライトコンビニット
●ポリエステル100％
●サイズ：120、130、140、150、160
●タイ製

ジュニア・ハイネック・長袖
52CJ-270□□

¥2,205（本体¥2,100） 裏 ●ライトコンビニット
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●中国製

ジュニア・丸首・長袖
52CJ-260□□

¥2,100（本体¥2,000）

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

01.ホワイト

27.ブルー

16.パステルネイビー

35.グリーン

62.レッド 63.エンジ

09.ブラック 14.ネイビー

表 裏

気軽に着られる風合いで、
プレイを充実させる一着。

ブレスサーモ素材の温かさをジュニアにも。

オールシーズン着られる、
吸汗速乾タイプ。

01.ホワイト

アンダーシャツ

●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：130、140、150、160
●中国製

ジュニア・ハイネック・半袖
52CJ-670□□

¥1,890（本体¥1,800）
●ドライクロスニット
●ポリエステル100％
●サイズ：120、130、140、150、160
●タイ製

ジュニア・丸首・半袖
52CJ-620□□

¥1,785（本体¥1,700）表

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

表

転写サイズネームが
衿下内側に入ります。

09.ブラック 14.ネイビー

01.ホワイト

27.ブルー

16.パステルネイビー

35.グリーン

62.レッド 63.エンジ

09.ブラック

01.ホワイト

27.ブルー 35.グリーン

62.レッド 63.エンジ

16.パステルネイビー14.ネイビー

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。
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スパッツ

バックスタイル

09.ブラック

様々なスポーツの動作を三次元コンピュータグラフィックスから解析し、動作中の皮膚の伸縮量・
方向データをウエアの設計に応用。種目に応じた皮膚の伸縮に合わせてカッティングしているの
で、つっぱり感を軽減し、これまでにない動きやすさ実現しました。

09.ブラック

バックスタイル

05.グレー

バックスタイル

09.ブラック 14.ネイビー 14.ネイビー16.パステルネイビー 62.レッド

バックスタイル

●ポリエステル85％・ポリウレタン15％
●サイズ：M、Ｌ、O、XO　
●股下：Ｓ（24ｃｍ）1ｃｍピッチ　●日本製

バイオギア/ヴァーチャルボディスパッツ
52CP-1709

¥3,990（本体¥3,800）

●本体：ナイロン94％・ポリウレタン6％
　切替部：ポリエステル81％・ポリウレタン19％
　パッド：ポリウレタン100％
　ウエストゴム：ポリエステル74％・

ナイロン15％・ポリウレタン11％
●35ｍｍウエストゴム　
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO
●股下：Ｓ（24ｃｍ）1ｃｍピッチ　●タイ製
●ファウルカップ収納式
注）ファウルカップは別売りとなります。

バイオギア/スパッツ
52CP-120□□
¥3,675（本体¥3,500）

●本体：ポリエステル80％・ポリウレタン20％
　ウエストゴム：ポリエステル40％・

ナイロン40％・ポリウレタン20％
●35ｍｍウエストゴム　
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO
●股下：Ｓ（24ｃｍ）1ｃｍピッチ　●日本製

バイオギア/スパッツ
52CP-160□□
¥2,940（本体¥2,800）

●本体：ポリエステル80％・ポリウレタン20％
　パッド：ポリエステル100％
　ウエストゴム：ポリエステル40％・ナイロン40％・

        ポリウレタン20％
●35ｍｍウエストゴム
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO　
●股下：Ｓ（24ｃｍ）1ｃｍピッチ　●日本製

バイオギア/スパッツ・パッド付
52CP-161□□
¥4,410（本体¥4,200）

バイオギア/ロングタイツ

¥4,095（本体¥3,900）

52CP-150□□

●本体：ポリエステル85％・ポリウレタン15％
　ウエストゴム：ナイロン45％・
　　　　　　ポリエステル30％・　
　　　　　   ポリウレタン25％
●35mmウエストゴム
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO　●日本製
●股下：Ｓ（58ｃｍ）3ｃｍピッチ

09.ブラック

09.ブラック

01.ホワイト

01.ホワイト 14.ネイビー 16.パステルネイビー 62.レッド
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バックスタイル

ダイナミックエアリー

●通気コントロール／水分で伸長
する“動く繊維”を肌面に使用してお
り、発汗や環境変化に対応し、組織
（編み目）が開いたり、閉じたりする
事で通気性をコントロールし、衣服
内の温度を快適に保ちます。その効
果により温度調節のための重ね着
や着脱の手間を軽減します。
●吸汗速乾性
クラビオン
優れた抗菌効果を持つ天然系成分
のキチン・キトサンの効果で、清潔感を
キープ。

“動く繊維”を使用した通気コントロール素材。

40mmの凸凹テープ
でフィットするので、
プレイ中にテープが
ズレません。

サイドテープによって、
バックテープがプレ
イ中に中央によって
しまう不快感を妨げ
ます。

40mm幅ウエストゴム

01.ホワイト

09.ブラック

スライディングパンツ

●本体：ポリエステル50％・指定外繊
　維（ダイナミックエアリー）50％
　脇切替部：ポリエステル73％・
　脇切替部：綿17％・レーヨン10％
　ウエストゴム：ナイロン45％・
　ウエストゴム：ポリエステル30％・ポリウレタン25％
●50ｍｍウエストゴム
●サイズ：S、M、L、O、XO　●日本製
注）ファウルカップは別売となります。

ファウルカップ収納式
52CP-100□□
¥3,780（本体¥3,600）

●本体：ポリエステル80％・綿20％
　パッド：綿65％・ポリエステル35％
　ウエストゴム：ポリエステル60％・
　ウエストゴム：ナイロン27％・
　ウエストゴム：ポリウレタン13％
●60ｍｍウエストゴム
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO
●タイ製

プロタイプ
52CP-6401

¥3,255（本体¥3,100）

●表地：ポリエステル58％・綿42％
　裏地：ポリエステル65％・綿35％
　パッド：ポリエステル100％
　ウエストゴム：ポリエステル63％・ナイロン22％・
　ウエストゴム：ポリウレタン15％
●60ｍｍウエストゴム
●サイズ：S、M、Ｌ、O、XO　
●タイ製

スライディングパンツ
52CP-6801

¥2,835（本体¥2,700）

●本体：ポリエステル100％
　ウエストゴム：ポリエステル37％・
　ウエストゴム：アクリル28％・綿16％・
　ウエストゴム：ナイロン16％・ポリウレタン3％
●60ｍｍウエストゴム
●サイズ：S、M、L、O、XO　
●タイ製
注）ファウルカップは別売となります。

ファウルカップ収納式
52CP-5501

¥3,465（本体¥3,300）

バックスタイル バックスタイル

01.ホワイト

特許３６１０１６９

バックスタイル

●本体：ポリエステル80％・綿20％
　パッド：綿65％・ポリエステル35％
　ウエストゴム：ポリエステル60％・
　ウエストゴム：ナイロン30％・ポリウレタン10％
●40ｍｍウエストゴム
●サイズ：140、150、160　
●タイ製
注）ファウルカップは別売りとなります。

ファウルカップ収納式 Jr.
52CP-6901

¥3,045（本体¥2,900）
●表地：ポリエステル58％・綿42％
　裏地：ポリエステル65％・綿35％
　パッド：ポリエステル100％
　ウエストゴム：ポリエステル60％・
　ウエストゴム：ナイロン30％・
　ウエストゴム：ポリウレタン10％
●40ｍｍウエストゴム
●サイズ：130、140、150、160
●タイ製

スライディングパンツ Jr.
52CP-6701

¥2,415（本体¥2,300）

●表地：ナイロン83％・ポリウレタン17％
●裏地：ポリエステル63％・綿34％・ポリウレタン3％
●ウエストゴム：ポリエステル48％・
●ウエストゴム：綿44％・ポリウレタン8％
●サイズ：MF（78～86ｃｍ）LF（82～90ｃｍ）
●中国製

ファウルカップサポーター
52ZB-13900

¥2,940（本体¥2,800）

●表地：ナイロン83％・ポリウレタン17％
●裏地：ポリエステル63％・綿34％・ポリウレタン3％
●ウエストゴム：ポリエステル48％・
●ウエストゴム：綿44％・ポリウレタン8％
●サイズ：JF（60～68ｃｍ）　●中国製
※ファウルカップは参考商品です。

ファウルカップサポーター（ジュニア用）
52ZB-13910

¥2,940（本体¥2,800）

01.ホワイト

バックスタイル

01.ホワイト

バックスタイル

01.ホワイト

●本体：ABS　
●カバー：シリコーン
●中国製

ファウルカップ・レギュラー型
52ZB-13810

1,470¥ （本体¥1,400）
●本体：ABS　
●カバー：シリコーン
●中国製

ファウルカップ・レギュラー型（ジュニア用）
52ZB-13820

1,260¥ （本体¥1,200）
●本体：ABS　
●カバー：シリコーン
●中国製

ファウルカップ・テーパー型
52ZB-13800

1,470¥ （本体¥1,400）

ブラック ブラックブラック

01.ホワイト

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

2011年2月発売

2011年2月発売
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01
ホワイト

09
ブラック

14
ネイビー

16
P.ネイビー

25
B.ブルー

27
ブルー

35
グリーン

45
イエロー

48
アイボリー

53
G.オレンジ

54
オレンジ

62
レッド

63
エンジ

67
パープル

Mメッシュ
（ポリエステル100％）

ウールカシミア
（毛100％）

Wサージ（サキソニー）
（毛50％・ポリエステル50％）

Wメッシュ
（ナイロン100％）

E.M.C.K.
（ポリエステル100％）

素材名
カラー

サイズをお選びください。

スタイル、素材、カラーをお選びください。●サンドカラーについては下記カラー一覧よりお選びください。

オールニット オールメッシュ 後メッシュ

●カラーは次の部分を明確に指定してください。
Ⓐ本体 1.（　　）　2.（　　）
Ⓑ庇 （　　）　   Ⓒ穴かがり （　　）
Ⓓ天ボタン （　　）
Ⓔ庇ウラ　1.グリーン　
 2.グレー
Ⓕサンド　 （　　）

天ボタン

本体1

庇

庇ウラ
サンド

本体1 本体2

本体2

穴かがり

54cmから1.0cmピッチでご指定ください。

CD型

型をお選びください。

52BW-60000
52BW-60050（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／柔らかな丸い型。
●庇／少し小ぶりタイプ。

SH型

52BW-60900
52BW-60950（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／角型タイプ。
●庇／少し横に広いタイプ。

HC型

52BW-60100
52BW-60150（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／やや高め、スマートな型。
●庇／角型、スマートなタイプ。

HNF型

52BW-70500
52BW-70550（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／丸型。
●庇／丸型、短めタイプ。

※旧品番も対応します。
※サンドタイプも同価格です。

09RE型

52BW-61800
52BW-61850（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／やや丸い、メジャータイプ。
●庇／丸型、短めタイプ。

08野球日本代表型

52BW-77000
52BW-77050（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／高く、立っている。
●庇／角型、長くスマートタイプ。

野球日本代表型

52BW-33300
52BW-33350（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／高く、やや角ばっている。
●庇／角型、長めタイプ。

オリックス型

52BW-61300
52BW-61350（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／少し深めの力強い丸型タイプ。
●庇／スッキリした、丸みタイプ。

プロ野球・野球日本代表と同仕様のベースボールキャップのオーダーを実現！！ ★全て日本製

ミズノプロ・キャップオーダーシステム

11HNF型

52BW-71500
52BW-71550（サンドタイプ）
￥8,400（本体￥8,000）
●前部／丸く立っている。
●庇／丸型、やや短め。

2011年3月オーダー受付開始
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型をお選びください。

P291のSTEP2・3よりお選びください。

素材とカラーをお選びください。●サンドカラーについては下記カラー一覧よりお選びください。

サイズをお選びください。

型をお選びください。

SS（52～53cm）　S（54～55cm）　Ｍ（56～57cm）　Ｌ（58～59cm）　ＬＬ（60～61cm）　EＬ（62～63cm）

52BW-1000
52BW-1050（サンドタイプ）
●六方型
●前部／まるく、大きくカーブしています。
●庇／まるく広いタイプ。

52BW-1600
52BW-1650（サンドタイプ）
●六方型
●前部／角ばっている。
●庇／四角くスマートなタイプ。

52BW-1300
52BW-1350（サンドタイプ）
●六方型
●前部／やや高く立っています。
●庇／まるくて細いタイプ。

52BW-1400
52BW-1450（サンドタイプ）
●六方型（カレッジタイプ）
●前部／低く立っています。
●庇／細くて長いスマートタイプ。

52BW-1900
52BW-1950（サンドタイプ）
●六方型
●前部／まるく、大きくカーブしています。
●庇／四角くスマートなタイプ。

52BW-2500
52BW-2550（サンドタイプ）
●六方型（メジャー型）
●前部／まるく、ゆるやかなカーブ。
●庇／まるくて細いタイプ。

名前が書けるレピアネーム付き

●庇裏カラーは指定がなければ、すべてグリーンです。
　（グレーも指定可能です。）
●オールメッシュ、又は後メッシュのメッシュ部分には、
　基本的に穴かがりが付きません。
　必要な場合は、オーダー書に特記して下さい。
●ビン革の後部分に名前が書けるレピアネーム付き。

サンド加工例 （全品番対応可）※サンドタイプも同価格です。

52BW-1650

★全て日本製

★全て日本製、中国製

六方型 ￥6,825（本体￥6,500）

52BW-1800
52BW-1850（サンドタイプ）
●八方型（カレッジタイプ）
●前部／低く立っています。
●庇／細くて長いスマートタイプ。

52BW-1700
52BW-1750（サンドタイプ）
●八方型（ハイスクールタイプ）
●前部／やや低い。
●庇／まるく広いタイプ。 

52BW-1200
52BW-1250（サンドタイプ）
●八方型
●前部／やや高い。
●庇／まるく広いタイプ。

52BW-1500
52BW-1550（サンドタイプ）
●八方型（カレッジタイプ）
●前部／やや低く、まるみがついています。
●庇／まるく広いタイプ。 

52BW-2000
52BW-2050（サンドタイプ）
●八方型 
●前部／低く立っています。
●庇／四角くスマートなタイプ。

52BW-2600
52BW-2650（サンドタイプ）
●八方型
●前部／やや高い
●庇／四角くスマートなタイプ。

八方型 ￥7,350（本体￥7,000）

サンド52BW-5500
￥2,625
（本体￥2,500）

52BW-5550
（サンドタイプ）
￥2,835（本体￥2,700）

52BW-5600
￥2,625
（本体￥2,500）

52BW-5650
（サンドタイプ）
￥2,835（本体￥2,700）

52BW-5700
￥2,625
（本体￥2,500）

52BW-5750
（サンドタイプ）
￥2,835（本体￥2,700）

サンド加工例 （全品番対応可）

01
素材名

カラー

メジャーメッシュ
（ポリエステル100％）

オールWメッシュ
（ポリエステル100％）

09 14 16 27 34 62 63

●メジャーメッシュ  　　　　●Wメッシュ
※サンドタイプは価格が異なります。ご注意ください。
※本体、庇生地は同生地となります。
※後メッシュ仕様は対応できません。

※Ⓐ本体（帽子本体）、Ⓑ（庇）、Ⓓ天ボタン、Ⓒ穴かがりに関しては色変更可能です。
※つば裏はグレー、グリーンからの選択になります。

●カラーは次の部分を明確に指定してください。
Ⓐ本体 （　　）
Ⓑ庇 （　　）
Ⓒ穴かがり （　　）
Ⓓ天ボタン （　　）
Ⓔ庇ウラ　1.グリーン　2.グレー
Ⓕサンド　（　　）

本体
本体 本体

本体

庇

庇ウラ

サンド

穴かがり 天ボタン

●マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

八方型 六方型（カレッジタイプ） 六方型（プロタイプ）

ビクトリーステージ・キャップオーダーシステム

ビューリーグ・キャップオーダーシステム

ホワイト ブラック ネイビー P.ネイビー ブルー D.グリーン レッド エンジ
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★全て日本製、中国製

〈バックメッシュタイプ〉 〈オールニットタイプ〉〈バックメッシュタイプ〉 〈オールニットタイプ〉

型をお選びください。

マーク書体をP224～P225の★マークの付いている全25書体、
もしくは下記の4つのデザイン書体よりお選び下さい。

庇Ⓒのカラーをお選びください。

マークのカラーをお選びください。

本体Ⓐと本体Ⓑのカラーを          　よりお選びください。

穴がかりⒺのカラーを          　よりお選びください。

サンドⒻのカラーを          　よりお選びください。

サイズをお選びください。

52BW-3000
￥2,310（本体￥2,200）
52BW-3050（サンドタイプ）
￥2,520（本体￥2,400）

52BW-3200
￥2,310（本体￥2,200）
52BW-3250（サンドタイプ）
￥2,520（本体￥2,400）

52BW-3300
￥2,310（本体￥2,200）
52BW-3350（サンドタイプ）
￥2,520（本体￥2,400）

52BW-3100
￥2,310（本体￥2,200）
52BW-3150（サンドタイプ）
￥2,520（本体￥2,400）

C

A

E
D

B
本体

本体

庇

穴かがり 天ボタン

C

A

D

B
本体本体

庇

穴かがり 天ボタン

C

A

D

B
本体

本体

庇

天ボタン

C

A

E
D

B
本体本体

庇

穴かがり 天ボタン

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16P.ネイビー 35グリーン 62レッド 63エンジ

※52BW-3000の前2面のみ対応可能です。（カラーを指定してください。）　※52BW-3200・3300は全面対応可能です。（カラーを指定してください）

※アメリカンアジャスター式。　※庇裏はグレーになります。　※角ツバタイプ。
※マークについては、ミズノマーキングのページをご参照ください。転写プリント・直接刺繍・ワッペンの取り付けの中からお選びください。（マークの大きさは、縦6㎝×横14㎝以内です。）

※SI3、SI4のイラスト部分のカラー変更はできません。
※デザイン書体の字型は変更できません。
※SI2の字型・イラストカラーの配色パターンは
　サンプル同様となります。

Ｍ（54～58cm）　Ｌ（58～62cm）

●（庇）（前立）E.M.C.K.  （後部分）Wメッシュ ●（庇）（前立）（後部分）E.M.C.K.  ※サンドタイプは価格が異なります。ご注意ください。

サンドタイプ

F サンド

プラクティスキャップオーダーシステム

プラクティスキャップオーダーにも
昇華プリントによるマーク対応スタート！

BL

ブラック

NE

ネイビー

RE

レッド

PN

パステルネイビー

EN

エンジ

WH

ホワイト

PP

パープル

GR

グリーン

OR

オレンジ

BU

ブルー

YE

イエロー

PK

ピンク

GD

ゴールド

SL

シルバー

前立て部分（ホワイト）への昇華プリント　52ZW-09047　￥1,155（本体￥1,100）

SI1 SI2 SI3 SI4

2011年1月オーダー受付開始

天ボタンⒹのカラーを          　よりお選びください。
※素材については、E.M.C.K.（ポリエステル100％）になります。

E
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本体Ⓐ、Ⓑ、庇Ⓒのカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

ビューリーグ・ベンチレーションキャップオーダーシステム

※グリーン、グレーもお選びいただけます。

S（54～56cm）　Ｍ（56～58cm）　Ｌ（59～61cm）

※折り返しマジックアジャスター式です。

53 G.オレンジ
本体本体 本体 本体

庇 メッシュ

パイピング

サンド

穴かがり②

天ボタン
穴かがり①

キャップ

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16P.ネイビー 27ブルー

34D.グリーン 62レッド 63エンジ 67パープル

14.ネイビー

09.ブラック

形くずれしにくい
前立て形状

●Ｗメッシュ（ナイロン100％）
●サイズ：55～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇裏：グレー　●角ツバタイプ
●中国製、日本製

オールメッシュ八方型
※52BA-192□□
¥4,515（本体¥4,300）

●Wメッシュ（ナイロン100％）
●サイズ：S（54～55㎝）M（56～57㎝）
　　　　L（58～59㎝）LL（60～61㎝）
●庇裏：グレー  ●前立て付き
●角ツバタイプ　●中国製・日本製

オールメッシュ八方型
※52BA-94□□
¥3,675（本体¥3,500） ●Wメッシュ：09・14（ナイロン100％）

　　　　  01・16（ポリエステル100％）
●サイズ：S（54～55㎝）M（56～57㎝）
　　　  L（58～59㎝）LL（60～61㎝）
●庇裏：グレー  ●前立て付き 
●角ツバタイプ　●中国製・日本製

オールメッシュ八方型
※52BA-96□□
¥3,675（本体¥3,500）

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ（54～55㎝）M（56～57㎝）
　　　　L（58～59㎝）LL（60～61㎝）
　　　　EL（62～63㎝）
●庇裏：グレー　●前立て付き
●中国製

八方ニット
※52BA-30501

¥2,100（本体¥2,000）

●Ｗメッシュ（ナイロン100％）
●サイズ：55～62㎝（1㎝ピッチ）
●庇裏：グレー　●角ツバタイプ
●中国製、日本製

オールメッシュ六方型
※52BA-193□□
¥4,515（本体¥4,300）

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ（54～55㎝）M（56～57㎝）
　　　　L（58～59㎝）LL（60～61㎝）
　　　　EL（62～63㎝）
●庇裏：グレー　●前立て付き
●中国製

六方ニット
※52BA-306□□
¥1,890（本体¥1,800）

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ（50～54cm）
　　　　M（53～57cm）
　　　　L（58～62cm）
●庇裏：グレー
●インドネシア製

六方ストレッチ軽量練習用帽子
52BA-24001

¥1,260（本体¥1,200）

14.ネイビー

09.ブラック

形くずれしにくい
前立て形状

01.ホワイト

防汚
クリーン加工 防汚に優れた生地を使用しています

汚れ防止
シート付き

01.ホワイト

09.ブラック

14.ネイビー

※ホワイトは防汚に優れた生地を使用しています。防汚
クリーン加工 ※01のみ

汚れ防止シート付き

14.ネイビー

48.アイボリー

09.ブラック

14.ネイビー

09.ブラック

吸汗性に優れた
ビン革

吸汗性に優れた
ビン革

16.パステルネイビー

62.レッド

14.ネイビー

16.パステルネイビー

09.ブラック01.ホワイト

27.ブルー 70.ネイビー×レッドサンド

80.ブラック×レッドサンド

防汚性に機能を
発揮するツバ裏
の素材です。01.ホワイト

ミズノランバードマーク入り
ビン革を採用。

ストレッチ性に優れた、
織物生地調の素材です。

●Wメッシュ（ポリエステル100％）
●アメリカンアジャスター式
●サイズ：M（55～59㎝）L（57～62㎝）
●庇裏：グレー　●中国製

オールメッシュ六方型
※52BA-220□□
¥2,415（本体¥2,300）

●本体Ⓐ/14ネイビーⒷ/01ホワイト
●庇Ⓒ/14ネイビー ●メッシュⒹ/01ホワイト
●パイピングⒺ/62レッド ●サンドⒻ/62レッド
●穴かがりⒼ①/14ネイビー②/01ホワイト
●天ボタンⒽ/14ネイビー

●本体Ⓐ/14ネイビーⒷ/01ホワイト
●庇Ⓒ/01ホワイト ●メッシュⒹ/01ホワイト
●パイピングⒺ/14ネイビー ●サンドⒻ/14ネイビー
●穴かがりⒼ①/14ネイビー②/01ホワイト
●天ボタンⒽ/01ホワイト

●本体Ⓐ/16P.ネイビーⒷ/01ホワイト
●庇Ⓒ/16P.ネイビー ●メッシュⒹ/01ホワイト
●パイピングⒺ/62レッド ●サンドⒻ/62レッド
●穴かがりⒼ①/16P.ネイビー②/01ホワイト
●天ボタンⒽ/16P.ネイビー

●本体Ⓐ/63エンジⒷ/63エンジ
●庇Ⓒ/63エンジ ●メッシュⒹ/63エンジ
●パイピングⒺ/01ホワイト ●サンドⒻ/01ホワイト
●穴かがりⒼ①/63エンジ②/63エンジ
●天ボタンⒽ/63エンジ

●本体Ⓐ/14ネイビーⒷ/01ホワイト
●庇Ⓒ/01ホワイト ●メッシュⒹ/01ホワイト
●パイピングⒺ/62レッド ●サンドⒻ/62レッド
●穴かがりⒼ①/14ネイビー②/01ホワイト
●天ボタンⒽ/01ホワイト

●本体Ⓐ/01ホワイトⒷ/01ホワイト
●庇Ⓒ/01ホワイト ●メッシュⒹ/01ホワイト
●パイピングⒺ/62レッド ●サンドⒻ/62レッド
●穴かがりⒼ①/01ホワイト②/01ホワイト
●天ボタンⒽ/62レッド

52BW-6000　￥3,675（本体￥3,500）
●ポリエステル100％ ●日本製、中国製

オーダーサンプル

01.ホワイト

01ホワイト

2011年2月発売

●マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

14.ネイビー

A-274
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62.レッド
（サンド：ホワイト）

63.エンジ
（サンド：ホワイト）

01.ホワイト×ネイビー庇
（サンド：レッド）

09.ブラック
（サンド：レッド）

14.ネイビー
（サンド：レッド）

16.パステルネイビー
（サンド：レッド）

62.レッド

01.ホワイト

14.ネイビー 16.パステルネイビー

折り返し
マジックアジャスター式

折り返し
マジックアジャスター式

折り返し
マジックアジャスター式

09.ブラック

62.レッド
（サンド：ホワイト）

63.エンジ
（サンド：ホワイト）

01.ホワイト×ネイビー庇
（サンド：レッド）

09.ブラック
（サンド：レッド）

14.ネイビー
（サンド：レッド）

16.パステルネイビー
（サンド：レッド）

●ポリエステル100％
●サイズ：S（50～54㎝）

M（54～58㎝）
L（58～62㎝）

●庇裏：グレー　●庇サンドタイプ
●折り返しマジックアジャスター式
●中国製、日本製
※天ボタンカラーは庇と同色になります。
※マークはサンプルであり、価格には
含まれておりません。

プラクティスキャップ
52BA-300□□
1,890¥ （本体¥1,800）

●ポリエステル100％
●サイズ：S（50～54㎝）

M（54～58㎝）
L（58～62㎝）

●庇裏：グレー　●庇サンドタイプ
●折り返しマジックアジャスター式
●中国製、日本製
※天ボタンカラーは庇と同色になります。
※マークはサンプルであり、価格には
含まれておりません。

プラクティスキャップ
52BA-301□□
1,890¥ （本体¥1,800）

●ポリエステル100％
●サイズ：M（56～58㎝）

L（59～61㎝）
●庇裏：グレー
●折り返しマジックアジャスター式
●中国製
※マークはサンプルであり、価格には
含まれておりません。

軽量09JAPAN型
52BA-303□□
2,100¥ （本体¥2,000）

●メジャーメッシュ：ポリエステル100％
●サイズ：ＳS（52～53㎝）
　　　　 Ｓ（54～55㎝）
　　　　M（56～57㎝）
　　　　L（58～59㎝）
　　　　LL（60～61㎝）
●庇裏：グレー　
●中国製

オールメッシュ六方型

¥2,100（本体¥2,000）

52BA-231□□

●ポリエステル100％
●サイズ：Ｓ（52～56㎝）
　　　　M（55～59㎝）
　　　　L（57～62㎝）
●庇裏：グレー　●前立て付き
●インナーマジック式
●インドネシア製

六方型オールニット

¥1,890（本体¥1,800）

52BA-390□□

27.ブルー 62.レッド09.ブラック 14.ネイビー 16.パステルネイビー

アジャスターなし
01.ホワイト

09.ブラック

01.ホワイト

27.ブルー14.ネイビー 16.パステルネイビー 35.グリーン

48.アイボリー 62.レッド 63.エンジ 67.パープル 70.ネイビー×レッド庇

80.ブラック×レッド庇 71.ホワイト×ネイビーサンド 74.ネイビー×レッドサンド 79.ブラック×レッドサンド

01.ホワイト

90.ネイビー×ホワイト×ネイビー庇 91.Ｐ.ネイビー×ホワイト×Ｐ.ネイビー庇

76.アイボリー×ブルー庇 77.グリーン×イエロー庇

81.ブラック×イエロー庇 82.ブラック×オレンジ庇

62.レッド

70.ネイビー×レッド庇 71.ネイビー×イエロー庇 75.アイボリー×ネイビー庇

27.ブルー09.ブラック 14.ネイビー 16.パステルネイビー
●ポリエステル100％
●サイズ：S（52～56㎝）

M（55～59㎝）
L（57～62㎝）

●庇裏：グレー　●前立て付き
●インナーマジック式
●インドネシア製

後メッシュ六方型

¥1,890（本体¥1,800）

52BA-323□□

インナーマジック式

インナーマジック式

09.ブラック×ホワイトパイピング
サンドカラー：ホワイト

14.ネイビー×ホワイトパイピング
サンドカラー：ホワイト

16.P.ネイビー×ホワイトパイピング
サンドカラー：ホワイト

62.レッド×ホワイトパイピング
サンドカラー：ホワイト

●ポリエステル100％ 
●折り返しマジックアジャスター式 
●サイズ：S（54～56㎝）

M（56～58㎝）
L（59～61㎝）

●庇サンドタイプ
●中国製
※パイピングとサンドのカラーは同色
になります。
※庇裏は庇表と同色になります。
※マークはサンプルであり、価格には
含まれておりません。

ベンチレーションキャップ

¥2,625（本体¥2,500）

52BA-230□□

折り返し
マジックアジャスター式

01.ホワイト×ネイビーパイピング
サンドカラー：ネイビー

帽子脇から後部にかけて、本体
生地とメッシュ生地を重ね合わ
せることにより、当社従来品に
比べ、より清涼感のあるかぶり
心地になっています。

ベンチレーション機能

2011年2月発売

ジュニアにも対応できる豊
富なサイズ。他定番にはない
アジャスターなしの仕様に！

キャップ

前立て付 前立て付
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ホワイト

●サイズ：25～28㎝
●綿・ポリエステル・ポリウレタン
●ラオス製

カラー5本指ソックス

¥1,365（本体¥1,300）

52UW-84□□

●サイズ：25～29㎝
●綿・ポリエステル・その他
●日本製

カラーソックス

¥1,050（本体¥1,000）

52UW-83□□

ホワイトホワイト ホワイト ホワイト

ソフト仕上げ

つま先・カカト補強

ソフト仕上げ

つま先・カカト補強

スベリ止め

縮みが少ない

スベリ止め付

やわらかい

スベリ止め

やわらかい
吸水性

ムレにくく力が
入りやすい5本指

スベリ止め付

●サイズ ：25～28㎝
●綿・アクリル・その他
●日本製

5本指ソックス
52UW-17700

¥1,260（本体¥1,200）

●サイズ ：25～28㎝
●アクリル・綿・その他
●日本製

つま先補強Ⅱ
52UW-7200

¥1,260（本体¥1,200）
●サイズ ：22～25㎝ 
●綿・アクリル・その他
●ラオス製

5本指ジュニア・ウィメンズ用
52UW-12100

¥1,050（本体¥1,000）
●サイズ ：25～28㎝ 
●綿・アクリル・その他
●ラオス製

抗菌防臭厚手
52UW-6600
¥735（本体¥700）

●サイズ ：21～24㎝ 
●綿・アクリル・その他
●ラオス製

抗菌防臭厚手Jr.
52UW-6700
¥630（本体¥600）

●サイズ ：18～21㎝ 
●綿・アクリル・その他
●ラオス製

抗菌防臭厚手Jr.
52UW-6800
¥630（本体¥600）

●サイズ ：25～28㎝
●綿・アクリル・その他
●日本製

足袋式
52UW-17800

¥1,260（本体¥1,200）
●サイズ ：24～27㎝
●綿・ナイロン・その他
●日本製

プロモデル
52UW-17900
¥945（本体¥900）

●サイズ ：26～29㎝
●綿・ナイロン・その他
●日本製

プロモデル
52UW-17950
¥945（本体¥900）

ホワイト ホワイト ホワイトホワイト

やわらかい

ダイニーマ糸
を使用する
ことにより補強

縮みが少ない

サポーター
編みでしっかり
サポート

62.レッド

14.ネイビー 16.パステルネイビー

27.ブルー

62.レッド

14.ネイビー

16.パステルネイビー

09.ブラック

27.ブルー

09.ブラック

14.ネイビー

27.ブルー 62.レッド

09.ブラック

16.パステルネイビー

●サイズ ：22～25cm
●綿・ポリエステル・その他
●中国製

カラーソックス ・ジュニア

¥840（本体¥800）

52UW-123□□

2011年2月発売

2011年2月発売

アンダーストッキング
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ミズノプロ・ストッキングオーダーシステム

ビクトリーステージ・ストッキングオーダーシステム

デザインをお選びください。（7型）

カラーをお選びください。（12色）

基本スタイルをお選びください。

ウール混タイプ

スタイルをお選びください。

ナイロンタイプ

16cm 18cm 45cm

16cm 18cm 48cm

52UA-50000
￥4,305（本体￥4,100）
●アクリル・毛・その他
●ヨコ編
●レギュラーカット

52UA-50100
￥2,415（本体￥2,300）
●ナイロン・ポリエステル・その他
●丸編
●レギュラーカット

注意事項
色落ちする事がありますので取り扱いには充分ご注意下さい。
・汗、水で濡れたまま放置しないで下さい。
・漬け置き洗いはお避け下さい。
・雨、汗等濡れた状態で白、淡色品との組合わせでの着用は出来るだけお避け下さい。

A B C D E F G

●ラインは後ぐりから1cm上の部分からデザインできます。
●ライン幅は1cm以上0.5cm単位で指定して下さい。
●全体で4色までお使いになれます。（はき口 白を含んで4色まで対応可）
●はき口に白（毛混3cm、ナイロン6cm）を配色すればプロと同様にネームスペースとなります。
●ライン幅は編み地の伸び縮みの関係で多少の誤差がでます。あらかじめご承知下さい。

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 25B.ブルー 27ブルー

35グリーン 45イエロー 54オレンジ 62レッド 63エンジ 67パープル

ボリューム感があり、丈夫なストッキ
ング。ふくらはぎ部分に丸みをもたせ
ているため、ジャストフィットします。

52UA-8100 
￥3,990（本体￥3,800）
●アクリル・毛・その他 ●ヨコ編
●レギュラーカット・ローカット
●Jr.対応可（赤字はJr.サイズです） 

ふくらはぎ部分がゴム編みにな
っているため、伸縮性に優れ、
フィット感に優れています。

52UA-8200 
￥2,520（本体￥2,400）
●アクリル・毛・その他 ●ヨコ編
●レギュラーカット・ローカット
●Jr.対応可（赤字はJr.サイズです） 

スーパーナイロンを使用して
いるため、はき心地が良くフィ
ット感に優れています。

52UA-8300 
￥2,100（本体￥2,000）
●ナイロン・ポリエステル・その他
●丸編 ●レギュラーカット・ローカット
●Jr.対応可（赤字はJr.サイズです） 

ボリューム感があり、丈夫で、
しかもはき心地が良くフィット
感に優れています。

52UA-8400 
￥3,150（本体￥3,000）
●アクリル・毛・その他
●丸編 ●超ローカット
●Jr.対応不可

ボリューム感があり、丈夫で、
しかもはき心地が良くフィット
感に優れています。

52UA-8500 
￥3,150（本体￥3,000）
●アクリル・毛・その他
●丸編 ●レギュラーカット
●Jr.対応不可 

16cm 18cm 45cm

13cm 15cm 41cm
16cm 18cm 48cm

13cm 15cm 43cm

要望の多かった大人用とJr.用の中間サ
イズを商品化。スーパーナイロンを使用
し、はき心地とフィット感に優れています。

52UA-83500 
￥2,100（本体￥2,000）
●ナイロン・ポリエステル・その他
●丸編 ●レギュラーカット・ローカット
●中学生対応サイズ

10cm 12cm 44cm
15cm 17cm 44cm 16cm13cm 15cm

43cm

注意事項
色落ちする事がありますので取り扱いには充分ご注意下さい。　・汗、水で濡れたまま放置しないで下さい。　・漬け置き洗いはお避け下さい。　・雨、汗等濡れた状態で白、淡色品との組合わせでの着用は出来るだけお避け下さい。

カカトまでつつみこむ形状で一体
感を高めつつ、アキレス腱を保護
するプロモデルストッキングです。

52UA-86000 
￥2,310（本体￥2,200）
●天竺編
●ナイロン・ポリウレタン・
その他

16cm 18cm 45cm

13cm 15cm 41cm

※くりの長さは
変更可能です

※くりの長さは
変更可能です

※くりの長さは
変更可能です

※くりの長さは
変更可能です

※くりの長さは
変更可能です

※カカトから16cm
　上までラインが
　入ります。

※52UA-8400、52UA-8500のみオフホワイト（01）になります。
※上記以外の柄物については、サンプルをご提示ください。

01ホワイト 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 25B.ブルー 27ブルー

35グリーン 45イエロー 54オレンジ 62レッド 63エンジ 67パープル

デザインをお選びください。（10型）

カラーをお選びください。（12色）

2011年2月
オーダー
受付開始

2011年2月
オーダー
受付開始

●P.297の商品はすべて日本製です。
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09.ブラック

8cm 10cm

14.ネイビー 10.ホワイト

学生野球対応
●ポリエステル・ポリウレタン
●ラオス製

ローカットモデル
52UA-10□□

¥1,050（本体¥1,000）

53.パステルネイビー32.レッド

01.ネイビー

21.ブラック

●サイズ：25～28㎝
●ナイロン・綿・その他
●日本製

合体タイプ（アンダーストッキング＋ストッキング）
52UA-77□□

¥1,260（本体¥1,200）

14.ネイビー 16.パステルネイビー09.ブラック 49.グリーン 67.パープル37.ブルー

32.レッド

10.ホワイト 63.エンジ

学生野球対応
●ポリエステル・ポリウレタン
●日本製

ローカットモデル
52UA-180□□
¥1,470（本体¥1,400）

09.ブラック01.ホワイト 14.ネイビー

瞬発力追求
ふくらはぎ
　サポート効果

アキレス腱の保護
ズレおちない

ズリ
上がらない

　甲の保護
　アンダー
　ストッキングの
　汚れを防ぎます。

プロモデル

¥1,785（本体¥1,700）

52UA-132□□

●天竺編
●ナイロン・ポリウレタン・その他
●日本製

14.ネイビー

09.ブラック

16.パステル
ネイビー

62.レッド

レギュラーカットモデル（ジュニア・ウィメンズ用）

ストッキング

09.ブラック 10.ホワイト14.ネイビー

10cm 12cm

※素材の特性上着用時の摩擦や
洗濯により毛玉が発生すること
があります。洗う時に他の衣料
の糸クズなどの付着により、毛
玉が目立つことがありますので、
単品洗いをおすすめします。

学生野球対応
●アクリル・ナイロン・その他
●パイル編みメカストッキング
●日本製

厚手ローカットモデル
52UA-131□□
¥1,890（本体¥1,800）

15cm 17cm
学生野球対応
●天竺編
●アクリル・毛・その他
●中国製

レギュラーカットモデル・抗菌防臭

¥1,890（本体¥1,800）

52UA-129□□

09.ブラック01.ホワイト 14.ネイビー

11cm 13cm学生野球対応
●天竺編
●アクリル・毛・その他
●中国製

ローカットモデル・抗菌防臭

¥1,890（本体¥1,800）

52UA-128□□

01.ホワイト

09.ブラック 14.ネイビー 16.パステルネイビー 27.ブルー 35.グリーン 62.レッド 63.エンジ 67.パープル 03.ネイビー
（ライン：ホワイト）

05.ネイビー
　　×ホワイト

65.エンジ
　　×ホワイト

学生野球対応学生野球対応

レギュラーカットモデル

¥998（本体¥950）

52UA-123□□

●天竺編
●ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
●中国製、日本製 14cm 16cm

14.ネイビー 27.ブルー16.パステルネイビー

01.ホワイト

03.ネイビー
（ライン：ホワイト）

05.ネイビー
×ホワイト

46.ネイビー
（ライン：レッド）

35.グリーン 62.レッド 63.エンジ09.ブラック

13cm 15cm

¥893（本体¥850）

52UA-126□□

●ポリエステル・ポリウレタン
●ラオス製

14.ネイビー09.ブラック 62.レッド

01.ホワイト

27.ブルー16.パステルネイビー

ローカットモデル（ジュニア・ウィメンズ用）

¥893（本体¥850）

52UA-138□□

●天竺編スーパーストレッチ
●ポリエステル・ナイロン・その他
●中国製 10cm 11cm

2011年2月発売 2011年2月発売

2011年2月発売

2011年2月発売 2011年2月発売

注意事項　色落ちする事がありますので取り扱いには充分ご注意下さい。
・汗、水で濡れたまま放置しないで下さい。　・漬け置き洗いはお避け下さい。
・雨、汗等濡れた状態で白、淡色品との組合わせでの着用は出来るだけお避け下さい。 
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ミズノプロ・ベルトオーダーシステム

パワーベルト用

ストレート用

牛革スムース

牛革エナメル

09 ブラック 14 ネイビー 16 Ｐ.ネイビー 27 ブルー 62 レッド

ストレート型
52VW-60500　
￥5,775（本体￥5,500）
●スムース：日本製
●エナメル：日本製・中国製

パワーベルト型
52VW-60800　
￥5,250（本体￥5,000）
●スムース・エナメル：日本製・中国製

パワーベルト型
（左利き用）
52VW-60900　
￥5,250（本体￥5,000）
●スムース・エナメル：日本製・中国製

表：牛革　裏：人工皮革

表：牛革　裏：人工皮革
芯：ポリプロピレン樹脂

表：牛革　裏：人工皮革
芯：ポリプロピレン樹脂

●110cm以上は
　対応できません。

本金メッキ　・　シルバー

後パッド部分:EVA

後パッド部分:EVA

Ｍ………72～90cm
Ｌ………84～103cm
LL………104～110cm
※52VW-60800でサイズM・Lの場合は52VW-126、127をお選び下さい。
　52VW-126、127のバックルは本金メッキです。

スタイルをお選びください。●1チーム9人以上でご注文ください。

革の種類とカラーをお選びください。 バックルのカラーをお選びください。

サイズをお選びください。（パワーベルト型のみ）

裏面パッド構造により、
ユニフォームとプレイヤーの一体感を実現。
●バッティング時のインパクトのパワーロスを防止。腰の回転や腕のスイングから生まれた力を、
バットを介してボールに無駄なく伝えます。

●後パッド部分はポリプロピレン樹脂とEVAパッドを内蔵した特殊構造により、腰の安定感が
得られます。

●7穴のベルト穴により細かいサイズ調整が可能。最適なフィット感が得られます。
●長時間使用によるパッド部分の腰への当たりを軽減する、クッション構造。

12609.ブラック

パワーロスをなくす設計のポイント
ベルトを締めた状態でピンが表にはみ出ない為、
ヘッドスライディング時に力のロスがありません。1 バックルを下開きにすることで、スライディング

時の開きの可能性を低減しました。2

※52VW-127□□

後パッド部分

●サイズ：M（72～90㎝）、L（84～103㎝）
●表：牛革（スムース）、裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂
●後パッド部分：EVA
●バックル：本金メッキ加工
●中国製

パワーベルトDX（スムース）

¥4,725（本体¥4,500）

※ 52VW-12609

後パッド部分

●サイズ：M（72～90㎝）、L（84～103㎝）
●表：牛革（エナメル）、裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂
●後パッド部分：EVA
●バックル：本金メッキ加工
●中国製

パワーベルトDX（エナメル）

¥4,725（本体¥4,500）

※ 52VW-127□□

ピンが出ない設計で、
スライディング時の
パワーロスを防ぎます。

下開きバックル

ベルトの通しをスムーズ
にするローラー

バックルをはずす
際にはこのベロを
押してください。

スリットを入れて
いるため、しっか
り革をかみます。

■52VW-12609
■52VW-127番台対応

野球専用
ベルトが、
プレイの
キレを生む。

ベルト

12714.ネイビー 12716.パステルネイビー 12727.ブルー 12762.レッド12709.ブラック
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強いかしめ

下開き構造

ピンが出ない

後パッド部分

●サイズ：M（72～90㎝）
　　　　L（84～103㎝）
●表：人工皮革（スムース）
　裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂
●後パッド部分：EVA
●バックル：金メッキ加工
●中国製

パワーベルトST（スムース）

¥2,415（本体¥2,300）

 52VA-166□□

後パッド部分

●サイズ：M（72～90㎝）
 L（84～103㎝）
●表：人工皮革（エナメル）
●裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂
●後パッド部分：EVA
●バックル：金メッキ加工
●中国製

パワーベルトST（エナメル）

¥2,415（本体¥2,300）

52VA-165□□

09.ブラック 14.ネイビー

27.ブルー 35.グリーン 62.レッド

01.ホワイト 09.ブラック 14.ネイビー 16.パステルネイビー

後パッド部分

●サイズ：57～72㎝
●表：人工皮革（スムース）、裏：人工皮革
●芯：ポリプロピレン樹脂
●後パッド部分：EVA
●バックル：シルバーメッキ加工 ●中国製

パワーベルトSTジュニア

¥1,995（本体¥1,900）

52VA-137□□

09.ブラック

14.ネイビー

●サイズ：100㎝対応
●人工皮革   
●中国製・ベトナム製

ベルト
52VA-20□□

¥1,575（本体¥1,500）
01.ホワイト

62.レッド35.グリーン27.ブルー16.パステルネイビー14.ネイビー09.ブラック

●サイズ：125㎝対応
●人工皮革   
●中国製・ベトナム製

ベルト
 52VA-40□□長尺（125cm）
¥1,890（本体¥1,800）

27.ブルー01.ホワイト 16.パステルネイビー09.ブラック 62.レッド14.ネイビー 62.レッド27.ブルー

35.グリーン

14.ネイビー 16.パステルネイビー09.ブラック

●バックルの形状を改良～スムーズに 
　着脱できる。
●ピン穴の形状を改良。

●サイズ：79㎝対応
●人工皮革
●中国製・ベトナム製

ベルト・ジュニア用
 52VA-130□□

¥1,155（本体¥1,100）35.グリーン

09.ブラック

14.ネイビー

●サイズ：106cm対応
●表：合成皮革
　裏：ナイロン83％・ポリウレタン17％
●芯：EVA　　
●バックル：鉄・黒ニッケルメッキ
●中国製

軽量ベルト

¥2,100（本体¥2,000）

52VA-100□□

2011年2月発売

ベルト内側

パワーベルトST（エナメル）と比較し、
約30%の軽量化を実現！

ベルト

●牛革
●エナメル加工 ●100㎝対応
●中国製・日本製
●別カラーもできます。

ベルト
52VW-13□□

¥5,250（本体¥5,000）

14.ネイビー 16.パステルネイビー 27.ブルー09.ブラック

62.レッド
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2011年2月発売

01.ホワイト×ブラック

09.ブラック×グレー 14.ネイビー×ホワイト 62.レッド×ネイビー

70.ブラック×ピンク 74.ネイビー×レッド●綿・アクリル・その他
●1組1コ入り　●140㎜
●中国製・日本製

デザインタイプ

¥1,260（本体¥1,200）

52YS-94□□

09.ブラック 14.ネイビー

16.パステルネイビー 62.レッド

01.ホワイト

•優れた吸水性
•抗菌防臭
•快適肌触り

●綿・アクリル・その他
●1組1コ入り　●130㎜
●日本製

テーパータイプ

¥1,260（本体¥1,200）

52YS-190□□

09.ブラック 14.ネイビー 62.レッド

01.ホワイト

•優れた吸水性
•抗菌防臭
•快適肌触り

●綿・アクリル・その他
●1組1コ入り　●150㎜
●日本製

プロ愛用・ロングタイプ・横型

¥1,260（本体¥1,200）

52YS-191□□ ●綿・ポリエステル・その他
●1組2コ入り
●90mm
●タイ製
※番号はサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

ショートタイプ2個組

¥1,260（本体¥1,200）

52YS-195□□

62.レッド

09.ブラック 14.ネイビー

16.パステルネイビー 01.ホワイト

09.ブラック

14.ネイビー

ストッキングバンド

●表側：ナイロン／裏側：合成ゴム
●1組2コ入 ●サイズ：35×390㎜
●中国製

¥1,050（本体¥1,000）

52ZS-50□□

09.ブラック

14.ネイビー

ストッキングバンド

●表側：ナイロン／裏側：合成ゴム
●1組2コ入 ●サイズ：30×370㎜
●中国製

¥945（本体¥900）

52ZS-51□□

リストバンド

ストッキングバンド

05.グレー

62.レッド

14.ネイビー

●ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
●1組2コ入 ●サイズ：30×350mm
●中国製

ストッキングバンド

¥630（本体¥600）

52ZS-102□□

2011年2月発売

05.グレー

62.レッド×ネイビー

45.イエロー

●ナイロン・ポリエステル・天然ゴム
●1組2コ入 ●サイズ：30×320mm
●中国製

ストッキングバンド・ジュニア

¥578（本体¥550）

52ZS-103□□

2011年2月発売
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●アクリル・ポリエステル・ウール・
　指定外繊維（ブレスサーモ）・
　ポリウレタン
●日本製

レッグウォーマー
52UA-700□□

¥2,100（本体¥2,000）

09.ブラック

16.パステルネイビー 63.エンジ62.レッド

63.エンジ16.パステルネイビー

09.ブラック 14.ネイビー  バックスタイル

●アクリル80％・綿14％・
　指定外繊維（ブレスサーモ）6％
●F（56～61㎝）
●大人用　●中国製
※バックの刺繍デザインは全カラーともに同じです。

（ホワイト）

ウォッチキャップ
52BA-610□□

¥3,150（本体¥3,000）

62.レッド
09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

62.レッド

バックスタイル

●アクリル92％・ポリエステル6％・
　指定外繊維（ブレスサーモ）2％
●F（52～62㎝）　●中国製

ニットキャップ
52BA-614□□

¥2,310（本体¥2,200）

14.ネイビー

05.グレー×ブラック

09.ブラック×イエロー 14.ネイビー×レッド

掌部
●アクリル・ポリエステル・ナイロン・
　指定外繊維（ブレスサーモ）・
　その他
●日本製

ニットグローブ
52ZB-700□□

¥1,680（本体¥1,600）

【使用上の注意】
●カイロはカイロ収納箇所以
外には入れないで下さい。

●ファスナーの開閉時にカイ
ロを噛まないように注意し
て下さい。
●強い衝撃がかかる、スポー
ツ、作業には使用しないで
下さい。

●貼るタイプのカイロは使用
しないで下さい。
●手袋の大きさに合うカイロを
使用して下さい。

●カイロに明記している使用
上の注意をよく読んで使
用して下さい。

特許番号：特許第3988954号

●L（23～26㎝)

ウォームアップ手袋
52ZB-18000

¥2,940（本体¥2,800）
●M（19～22㎝)

52ZB-18100
¥2,940（本体¥2,800）

●S（16～19㎝)
●表地：ナイロン100％
　裏地：ポリエステル100％
　裏地ポケット：ナイロン100％
●中国製

52ZB-18200
¥2,625（本体¥2,500）

ご家庭のアイロンでより簡単に取り付け可能！ユニフォームの表からでも、裏からでも自由自在。

00.ホワイト

05.グレー

48.アイボリー 50.ホワイト

55.グレー

58.アイボリー 00.ホワイト

05.グレー

48.アイボリー 50.ホワイト

55.グレー

58.アイボリー

縫着パッド

簡単取付パッド

23cm

20cm

23cm

18.5cm

16.5cm

18.5cm

25cm

17cm

14cm

18.5cm

13cm

11cm

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ニーパッド（小）
52ZB-02□□
¥683（本体¥650）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ヒップパッド（小）
52ZB-01□□
¥788（本体¥750）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ニーパッド（大）
52ZB-02□□
¥840（本体¥800）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製・タイ製

ヒップパッド（大）
52ZB-01□□
¥945（本体¥900）

22.5cm

20.5cm

22.5cm

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％　
●中国製

ヒップパッド（大）

¥1,155（本体¥1,100）

52ZB-00300

18.5cm

17cm

18.5cm

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製

ヒップパッド（小）

¥998（本体¥950）

52ZB-00350

25cm

17cm

14cm

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製

ニーパッド（大）

¥1,050（本体¥1,000）

52ZB-00400

18.5cm

13cm

11cm

●ホワイト
●表地：M.C.K.
　　　 ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　詰め物：ポリウレタン100％
●中国製

ニーパッド（小）

¥893（本体¥850）

52ZB-00450

ネックウォーマーとして最適!!

ウインターアクセサリー

パッド

【パッド取り付け方法】
●ヒップパッド付け位置はポケットから 大人7～8cm、子供6～7cm下がった位置が平均的です。ニーパッド付け位置はパンツを着用し、スライディング時に最も汚れる部分に取り付けてください。
●パッドは外側加工用です。ユニフォームの外側にパッドをあて、まわりをミシンで縫うか、まつり縫いするだけなので縫着はご家庭でOKです。

■パッドの取り付け方法とパッドの取り付け方の違いによる特徴
●ヒップパッド付け位置はポケットから 大人7～8cm、子供6～7cm下がった位置が平均的です。ニーパッド付け位置はパンツを着用し、スライディング時に最も汚れる部分に取り付けてください。
［ユニフォームの内側に取付けた場合］　●ユニフォームの表側にキルティング模様ができ、プロ野球選手が着用しているユニフォームのように、「カッコ良く」仕上がります。　●内側から取り付けた接着フィルムの効果で、ユニフォーム生地
の摩耗強度がアップし、耐久性が増します。　●内側に付いているパッドのウレタンが、スライディング時の衝撃を緩和します。　●スライディングによるパッドの剥がれ等、取り付け強度にはほとんど影響しません。　●ユニフォーム本体の色・柄に関
係なく、ご使用できます。
［ユニフォームの表側に取付けた場合］　●スライディング時の摩耗によるユニフォーム本体生地の破れを防ぎます。　●表側から取り付けたパッドのウレタンが、スライディング時の衝撃を緩和します。　●ユニフォーム本体が白色の場合
のみ使用できます。　※パッド取付けの詳細は取扱説明書をご覧ください。
注意）ミズノ製品専用パッドですので、他社製のパンツにご使用の際は付かないことがありますので、ご注意ください。
【パッド取り付け方法】
●アイロンを当てる際は、体重をかけてアイロン全体でしっかりと押さえてください。　●アイロン接着後は、熱が冷めるまでお手を触れないようにしてください。　●接着作業にミスが生じると、剥離強度が低下する（剥がれ易くなる）恐れがあります。　●コ
ードレスアイロンをご使用の際は、充熱をこまめに行い、温度が下がりすぎない様にしてください。　●アイロンによる「あたり」、「てかり」が発生する恐れがありますので生地の表側からアイロンを掛ける場合は、当て布をすることをお勧めします。　●冷めて
から、再度アイロンを当ててしまうとパッドが剥がれますので、ご注意ください。　●アイロンの温度は、「高温・ドライ（180℃～210℃）」に設定してください。　※ストライプ柄・ナイロンの入っている生地は高温で取り付けると生地本体が溶ける可能性があ
りますので、「中温・ドライ（140℃～160℃）」に設定してください。
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グラウンドコート

16.パステルネイビー

14.ネイビー

グラウンドコート
52WM-330□□

¥23,100（本体¥22,000）
●メタリックDIMA（G-60）
●表地：ポリエステル100％
 　　　（裏面ポリウレタンラミネート）
　裏地：身頃：ポリエステル56％・
                 ナイロン44％
　　　  袖：ポリエステル100％
　中綿：後身頃上：ポリエステル82％・
                   指定外繊維
                   （ブレスサーモ）18％
　　　  その他：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●内ポケット付き
●サイズ ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

見る角度によって表情を変える、
重厚な高級感にみちた素材を採用。

レザーのような素材感が「伝統」の強さを表現。

03.シルバー×ネイビー

●表地:ポリエステル100％
　（表面ポリウレタンラミネート）
　裏地:ポリエステル100%
　中綿:前身頃・袖：ポリエステル100％
　　　 後身頃：ポリエステル65％・
                 指定外繊維
            　　（ブレスサーモ）35％
　フライス：アクリル55％・毛25％・
　　  　  ナイロン20％
●フロントファスナー＋フラップ付きタイプ
●内ポケット付き
●サイズ ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-323□□

¥18,900（本体¥18,000）

●ビンテージワッシャー（G-50）
●表地 ： ポリエステル100％
　裏地 ： 身頃 ： ポリエステル56％・
　　　　　　　ナイロン44％
　　　　　袖：ポリエステル100％
　中綿 ： ポリエステル100％
　フライス ： ポリエステル100％
●内ポケット付
●サイズ ： M・L・O・XO・2XO
●中国製

グラウンドコート
52WM-324□□

¥13,650（本体¥13,000）

背中にはブレスサーモ
中綿を使用。

馬原 孝浩
（福罔ソフトバンクホークス）
馬原 孝浩
（福罔ソフトバンクホークス）

メタリックDIMA
上質な光沢で高級感を
演出する表面素材。

背中にはブレスサーモ
中綿を使用。

09.ブラック

14.ネイビー

16.パステルネイビー

63.エンジ

●ライティーMAX（G-45）
●表地：ナイロン100％
 　　　（表面ポリウレタンラミネート）
　裏地：ポリエステル100％
　中綿：前身頃・袖：ポリエステル100％
　　   後身頃：ポリエステル65％・
                   指定外繊維
                   （ブレスサーモ）35％
　フライス：アクリル55％・毛25％・
　　   　 ポリエステル20％
●フロントファスナー＋フラップ付き
　タイプ
●内ポケットなし
●サイズ ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-322□□

¥20,475（本体¥19,500）

背中にはブレスサーモ
中綿を使用。

DIMA（ディマ）
ライティMAX
軽量感・光沢性・ワッ
シャー加工を施したミズノ
オリジナル素材です。

保湿性に優れた仕様で、風を通
さないファスナー+フラップ設計。

保湿性に優れた仕様で、風を通
さないファスナー+フラップ設計。

09.ブラック

09.ブラック×アイボリー

12.ダークネイビー×アイボリー

ライダースーツ感覚の、アクティブなスタイル。

09.ブラック

14.ネイビー

16.パステルネイビー

※選手の所属、ユニフォームは’10年10月1日現在のものです。●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

流れるようなステッチと、ヴィンテージ加工で上質な表情。

アウターとして新鮮な
アイボリーカラー

シャープなアクセントを
そえる飾りステッチ

48.アイボリー×ダークネイビー

バックスタイル

上質な風合いでつつむ
ヴィンテージ加工

ビンテージワッシャー

A-283
※(304)



大胆なツートンカラーがシャープな表情を演出。

パールな光沢が生みだす、しなやかなドレープ感。 重厚かつ機能的な着心地のベストセラーモデル。

感動を演出したデザインが登場。
厳しい寒さに耐える中綿タイプ。

落ち着いた質感に、
ラインとパイピングがアクセント。

09.ブラック×ホワイト

14.ネイビー×ホワイト

16.パステルネイビー×ホワイト

●表地:ポリエステル100％
　裏地:ポリエステル56％・ナイロン44％
　中綿:ポリエステル100％
　フライス:ポリエステル100％
●フロントファスナー＋フラップ付きタイプ
●内ポケット付き
●サイズ ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-302□□

¥13,650（本体¥13,000）

裏地
ソフトな風合い
で快適な着心地
を実現。

保湿性に優れた仕様
で、風を通さないファス
ナー+フラップ設計。

14.ネイビー×レッド

09.ブラック×グレー

74.ネイビー×ホワイト

●表地：ポリエステル100％
　裏地：身頃：ポリエステル56％・
　　　 ナイロン44%
　　　 袖：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●内ポケット付
●サイズ：M・L・O・XO
●中国製

グラウンドコート
52WM-383□□

¥12,600（本体¥12,000）

09ジャパンモデル

Jr.サイズ対応
52WJ-383
P.307

09.ブラック

14.ネイビー

16.パステルネイビー

素材表面の高密度組
織による優れた防風、
撥水性と快適な肌触り。

保湿性に優れた仕様
で、風を通さないファス
ナー+フラップ設計。

●表地：ポリエステル100％
          （表面：撥水加工）
　裏地：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100％
　フライス:アクリル55％・毛25％・
　  　　  ポリエステル20％
●フロントファスナー＋フラップ付タイプ 
●内ポケット付き
●サイズ：S、M、L、O、XO　●中国製

グラウンドコート
52WM-301□□

¥12,600（本体¥12,000）

Jr.サイズ対応
52WJ-301
P.307

09.ブラック

63.エンジ×シルバー16.パステルネイビー×シルバー

03.シルバー

12.ダークネイビー

●DIMAパール薄手［G-29］
●裏起毛トリコット 
●表地:ナイロン100％
　（表面：ポリウレタンラミネート）
　裏地:ポリエステル100％
　フライス:アクリル69％・毛29％・
　　　　  ポリウレタン2％
●内ポケットなし
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-226□□

¥11,550（本体¥11,000）

DIMA（ディマ）パール薄手
従来のニューレイド素材の光沢感を
シックにおさえ、肉厚感をもたせること
で、強さや高級感を表現した素材です。
防水性、保温性にも優れています。

Jr.サイズ対応
52WJ-226
P.307

03.シルバー

70.ブラック×シルバー 71.ダークネイビー×シルバー

09.ブラック 12.ダークネイビー

72.パステルネイビー×シルバー

●DIMAパール厚手（G-28）
●表地:ナイロン100％
          （表面ポリウレタンラミネート）
　裏地:ポリエステル100％
　中綿:ポリエステル100％
　フライス:アクリル56％・毛24％・   
　  　　  ポリエステル20％ 
●内ポケット付き
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-227□□

¥15,750（本体¥15,000）

前身から後身にかけて運動時のひきつ
れを解消させ運動機能をさらにアップ！

たっぷりの中綿仕様
で寒気をシャットアウト

世界の頂点に立った感
動がよみがえるデザイン

表地
防水性、耐水性
に優れた軽量素
材を採用。

シルエットをシャープに
見せるツインライン

A-284
※(305)



グラウンドコート

キルト裏地やツイル素材で、
シンプルながらも上質感。

シャープな雰囲気が魅力のエントリーモデル。 軽さを追求し、起毛裏地で保温性も確保。

印象的な光沢感のなかに、軽さと動きやすさを凝縮。 タウンユースにも魅力のスタジャン感覚。

03.シルバー

09.ブラック 14.ネイビー

16.パステルネイビー 63.エンジ

屈曲カッティング
腕にそった屈曲設計により、
動き易さがさらにアップします。

ナイロンサテン（撥水加工）
高級感のあるナチュラルな光沢と
肌ざわりの良い素材

保湿性に優れた仕様で、風を
通さないファスナー+フラップ
設計。

前身から後身にかけて運動時のひきつれを
解消させ運動機能をさらにアップ！

グラウンドコート
52WM-314□□

¥12,075（本体¥11,500）
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：衿部分：綿70％・アクリル30％
                袖・裾部分：綿58％・アクリル24％・  
                             ナイロン16％・
                             ポリウレタン2％
　中綿：ポリエステル100％
●フロントファスナー＋フラップ付きタイプ
●内ポケット付き
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

09.ブラック×シルバー 14.ネイビー×シルバー

16.パステルネイビー×シルバー 34.グリーン×シルバー

62.レッド×シルバー

ナイロン釦

キルティング加工
ショルダー部分のキルティングにより、
適度なホールド感が得られます。

前身から後身にかけて運動時のひきつ
れを解消させ運動機能をさらにアップ！

シャーリング縫製
袖、身頃、脇にシャーリングを入れること
により身体にまとわりつきにくくなります。

エステルサテン
光沢感と軽量感のある、ソフトで肌触り
の良い素材です。

63.エンジ

14.ネイビー 16.パステルネイビー

03.シルバー 09.ブラック

Jr.サイズ対応
52WJ-74
P.307

●ポリエステルツイル
   （裏面：アクリルコーティング）
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●キルト綿入り
●内ポケットなし
●サイズ：S、M、L、O、XO
●日本製

グラウンドコート
52WM-74□□
¥8,190（本体¥7,800）

14.ネイビー×ホワイト 16.パステルネイビー×ホワイト

62.レッド×ホワイト

Jr.サイズ対応
52WJ-200
P.307

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●内ポケット付き
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-200□□
¥7,875（本体¥7,500）

09.ブラック×ホワイト

Jr.サイズ対応
52WJ-325
P.307

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●内ポケット付き
●サイズ：S、M、L、O、XO
●中国製

グラウンドコート
52WM-325□□
¥7,140（本体¥6,800）

14.ネイビー×グレー×ホワイト

09.ブラック×グレー×ホワイト 16.パステルネイビー×ホワイト×グレー

62.レッド×ホワイト×グレー

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ナイロン100％
　中綿：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％  
●内ポケット付き
●サイズ：M、L、O、XO
●中国製・日本製

グラウンドコート
52WM-183□□

¥14,700（本体¥14,000）

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。
A-285
※(306)



グラウンドコート

14.ネイビー×レッド

09.ブラック×グレー

74.ネイビー×ホワイト

●表地：ポリエステル100％
　裏地：身頃：ポリエステル56％・
　　　 ナイロン44%
　　　 袖：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100%
　フライス：ポリエステル100%
●内ポケット付
●サイズ：140・150・160
●中国製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-383□□
¥8,925（本体¥8,500）

09ジャパンモデル

62.レッド×ホワイト

09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト

16.パステルネイビー×ホワイト

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●内ポケット付き
●サイズ：140、150、160
●中国製・日本製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-200□□
¥6,825（本体¥6,500）

16.パステルネイビー×ホワイト×グレー

14.ネイビー×グレー×ホワイト09.ブラック×グレー×ホワイト

62.レッド×ホワイト×グレー

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●内ポケット付き
●サイズ：140、150、160
●中国製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-325□□
¥6,090（本体¥5,800）

保湿性に優れた仕
様で、風を通さない
ファスナー+フラップ
設計。

素材表面の高密度
組織による優れた防
風、撥水性と快適な
肌触り。

14.ネイビー

09.ブラック

●表地:ポリエステル100％
         （表面：撥水加工）
　裏地：ポリエステル100％
　中綿：ポリエステル100％
　フライス:アクリル55％・毛25％・
　　　　 ポリエステル20％
●フロントファスナー＋フラップ付タイプ
●内ポケットなし
●サイズ：140、150、160
●中国製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-301□□
¥9,240（本体¥8,800）

03.シルバー

DIMA（ディマ）
パール薄手
従来のニューレイド
素材の光沢感をシッ
クにおさえ、肉厚感を
もたせることで、強さ
や高級感を表現した
素材です。防水性、
保温性にも優れてい
ます。

12.ダークネイビー

16.パステルネイビー×シルバー

09.ブラック

●DIMAパール薄手［G-29］
●裏起毛トリコット
●表地:ナイロン100％
          （表面：ポリウレタンラミネート）
　裏地:ポリエステル100％
　フライス:アクリル69％・毛29％・
             ポリウレタン2％
●内ポケットなし
●サイズ：140、150、160
●中国製・日本製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-226□□

¥10,500（本体¥10,000）

09.ブラック

16.パステルネイビー

14.ネイビー

●ポリエステルツイル
  （裏面：アクリルコーティング）
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●キルト綿入り
●内ポケットなし
●サイズ：140、150、160
●日本製

ジュニア・グラウンドコート
52WJ-74□□

¥7,140（本体¥6,800）

感動を演出したデザインが登場。
厳しい寒さに耐える中綿タイプ。

落ち着いた表情に、
ラインとパイピングでアクセント。

光沢感とドレープ感が生み出す、
しなやかな表情。

キルト裏地とツイル素材で、
シンプルながらも上質感を表現。

シンプルなデザインに、シャープな雰囲気。 軽快に着られて、起毛裏地がぬくもりをキープ。

16.パステルネイビー

A-286
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ベンチコート/オーバーパンツ

01.ホワイト 09.ブラック
09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

●マイクロフトシルモンド
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
●サイズ ：S、M、L、O
●後ろ丈：S-108cm/M-112cm/
            L-116cm/O-120cm
●フード取り外し式
●中国製・日本製

ベンチコート
52WM-600□□
¥9,345（本体¥8,900）

頭まですっぽり、
寒さからシャット
ダウンするフード
付き。

バックスタイル

冷える真冬の
ベンチからの
応援にも
最適 !!

ミズノランバードプリント入り。
プリントカラー（本体色ホワイトはブ
ラック、その他の色は全てグレーとな
ります。）

62.レッド

14.ネイビー

●ポリエステル100％
　（メッシュ裏地付き）/ヒザまで
●サイズ ： M・L・O・XO
●中国製

ウォーマーパンツ
52WP-200□□
¥4,935（本体¥4,700）

エステルサテン
光沢感と軽量感に優れた、ソフトで肌
触りの良い素材です。

機能カッティングパターン
「D・F・CUT」
前身から後身にかけて運動時のひき
つれを解消させ運動機能をさらにアップ！

NEW BASIC
スタイル
ゆったりとした
シルエット

ATHLETE
スタイル
よりシャープな
シルエット

綿入りキルティング加工（裏地）
ボリュームたっぷりの綿が入った
キルト加工を施した裏地。
（カラーはグレーのみ）

ナイロン釦
メッキ調（ハイメリック加工）の塗
装でオシャレに仕上げました。

保温性に優れた仕様設計
保温性に優れた仕様で、風を通
さないファスナー+フラップ設計。

フリーカラースタイル
衿は、スタンドタイプにもオープン
タイプにもなる2WAYデザイン。
気候や、お好みに合わせて自由
に着こなしが楽しめるカラースタ
イルです。

屈曲カッティング
腕にそった屈曲設計により、動き
易さがさらにアップします。

シャーリング縫製 
袖、身頃、脇にシャーリングを入れ
ることにより身体にまとわりつき
にくくなります。

ショルダー部分のキルティングに
より、適度なホールド感が得られ
ます。

［G-45］
DIMA（ディマ）ライティーMAX
軽量感・光沢性・ワッシャー加工を施した
ミズノオリジナル素材です。

［G-28］
DIMA（ディマ）パール厚手
従来のニューレイド素材の光沢感をシックにおさえ、
肉厚感をもたせることで、強さや高級感を表現し
た素材です。防水性、保温性にも優れています。

［G-22］
ニューレイド
表面感は、ツヤ消しタイプで、飽きのこない落
ち着きのある素材です。

［G-24］
ニューレイドパール
パール調の光沢感があり、グラウンドコートらし
さを一層引き立てます。

［G-50］
ビンテージワッシャー
上品なアクセントとなるように、ワッシャー加工
を施した軽量素材です。

［G-30］
サテンワッシャー
大リーグジャケットの風合いをイメージした、ワッ
シャータイプの素材です。

［G-77］
ツインシャドーST
異なる糸によって、シャドー柄でツインストライプを
表現し、JAPANアウター品に採用された生地です。

［G-60］
メタリックDIMA（ディマ）
適度なハリと角度によって、異なる光沢性で重厚
感のある素材です。

［G-29］
DIMA（ディマ）パール薄手
DIMAパール厚手タイプを一枚物、裏付仕様
にふさわしい仕上げにした素材です。

発熱するから温かい。吸湿発熱素材「ブレスサーモ」
吸湿発熱素材「ブレスサーモ」は、人体から発生する水分を吸収して発熱効果をもたらす新しい保温メカニズム
を実現させました。ブレスサーモの吸湿発熱した空気を繊維間に取りこみ保温する為、衣服内をドライで温かな
状態にします。

シンプルなスタイルながら、寒さを防ぐロングタイプ。女性も着られる、
Sサイズからのラインナップ!

コーディネイトを考えたデザインで、
オフの寒気をさらにシャットアウト。

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

ジャケットとあわせやすい
シンプルデザイン

脇部分にホワイトのダブル
ステッチ入り

裏は重ね着しても
スムーズな膝上メッシュ

16.パステルネイビー
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ミズノプロ・グラウンドコートスペシャルオーダー

素材及び基本仕様、カラーをお選びください。※素材写真はP.308のMATERIALをご覧ください。

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO 2XO JASPO

※BS型の切替フライスは、パターンA.無地のみとなります。カラーのみお選びください。

●全て内ポケット付になります。●YS型は、フロントファスナーは付いておりません。

※RE型、YS型、BS型、野球日本代表型、WCP型、HNFN型、09JP型のみ対応可能です。

【ダブル凸ラインテープ】

I.2本ライン ※ＲＥ型のみ対応可能

選び抜いた色とスタイルを纏い、団結したチームを作る。

HNFN型 52WM-12110 52WM-12120 52WM-12130 52WM-12140 52WM-12150 52WM-12160 -

RE型 52WM-11110 52WM-11120 52WM-11130 52WM-11140 52WM-11150 52WM-11160 -

HNF型 52WM-11210 52WM-11220 52WM-11230 52WM-11240 52WM-11250 52WM-11260 -

YS型 52WM-11310 52WM-11320 52WM-11330 52WM-11340 52WM-11350 52WM-11360 -

CD型 52WM-11410 52WM-11420 52WM-11430 52WM-11440 52WM-11450 52WM-11460 -

SH型 52WM-11510 52WM-11520 52WM-11530 52WM-11540 52WM-11550 52WM-11560 -

BS型 52WM-11610 52WM-11620 52WM-11630 52WM-11640 52WM-11650 52WM-11660 -

 52WM-11810 52WM-11820 52WM-11830 52WM-11840 52WM-11850 52WM-11860 52WM-11870

WCP型 52WM-11910 52WM-11920 52WM-11930 52WM-11940 52WM-11950 52WM-11960 -

09JP型 52WM-12210 52WM-12220 52WM-12230 52WM-12240 52WM-12250 52WM-12260 -

HNFN型 52WM-13110 52WM-13120 52WM-13130 52WM-13140 52WM-13150 52WM-13160 -

RE型 52WM-10110 52WM-10120 52WM-10130 52WM-10140 52WM-10150 52WM-10160 -

HNF型 52WM-10210 52WM-10220 52WM-10230 52WM-10240 52WM-10250 52WM-10260 -

YS型 52WM-10310 52WM-10320 52WM-10330 52WM-10340 52WM-10350 52WM-10360 -

CD型 52WM-10410 52WM-10420 52WM-10430 52WM-10440 52WM-10450 52WM-10460 -

SH型 52WM-10510 52WM-10520 52WM-10530 52WM-10540 52WM-10550 52WM-10560 -

BS型 52WM-10610 52WM-10620 52WM-10630 52WM-10640 52WM-10650 52WM-10660 -

 52WM-10810 52WM-10820 52WM-10830 52WM-10840 52WM-10850 52WM-10860 52WM-10870

WCP型 52WM-10910 52WM-10920 52WM-10930 52WM-10940 52WM-10950 52WM-10960 -

09JP型 52ＷＭ-13210 52ＷＭ-13220 52ＷＭ-13230 52ＷＭ-13240 52ＷＭ-13250 52ＷＭ-13260 -

 ビンテージワッシャー（G-50） ライティーMAX（G-45） DIMA厚手（G-28） DIMA薄手（G-29） サテンワッシャー（G-30） 　メタリックDIMA（G-60）   ツインシャドーST（G-77）

 ポリエステル　100％ ナイロン　100％ ナイロン　100％ ナイロン　100％ ナイロン　100％ ポリエステル　100％ 
  （表面：ポリウレタンラミネート） （表面：ポリウレタンラミネート） （表面：ポリウレタンラミネート）  （裏面：ポリウレタンラミネート）  

厚手
後身頃：ブレス中綿入り
後身頃：ポリエステル85％・
　　　　 指定外繊維
　　　　 （ブレスサーモ）15％
その他：ポリエステル100％

薄手 
後身:ブレスピンソニックキルト
その他箇所：ピンソニックキルト
後身頃：ポリエステル65％・
　　　　指定外繊維
　　　　（ブレスサーモ）35％
その他：ポリエステル100％

￥33,600
（本体 ¥32,000）

￥29,400
（本体 ¥28,000）

￥34,650（本体 ¥33,000）

￥30,450（本体 ¥29,000）

ポリエステル　100％

01

03

09

12

14

16

27

54

62

63

67

34

45

05

 ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 

 - ○ ○ ○ - - -

 ○ - - - ○ ○ - 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ○ - ○ ○ - - -

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

 ○ ○ ○ ○ - - -

 ○ - - - - - -

 - - - ○ - - -

 - - ○ ○ - - -

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

 ○ - ○ ○ ○ - -

野球日本
代表型

野球日本
代表型

スタイルをお選びください。

フライス、ラインテープのパターンとカラーをお選びください。※外側からＡ、Ｂ、Ｃの順の配色となります。

パイピングのカラーをお選びください。 サイズをお選びください。

●P.309. 310の商品はすべて日本製です。

パイピング
切替フライス

①

①

①①①

①

① ①

RE型
ラインテープ

パイピング
①

①

①①

①
①

②

①

①②②
①

①

①
パイピング

①外衿共地

①①①

②

③①

②

③

①

①

①
①

①①

①①

①①①①

①

①

①
②

②
①
②

②
①
②

②

パイピング

①
①①

①

①

②
② パイピング

①
パイピング

①

①

①

①

①

②②

パイピング

①

②②

①

① ①①

パイピング①
パイピング②

①

②

①①

①

①

②
① ①

①RE型 HNF型

BS型

CD型YS型

WCP型 HNFN型

SH型

09JP型野球日本代表型

A-288
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オーダーサンプル

●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

フライス ネーム

厚手タイプフライス素材
アクリル60％・ウール25％・
ナイロン14％・ポリウレタン1％

※厚手タイプのグラウンドコートには、厚手タイプフライス素材、薄手タイプのグラウンドコートには薄手タイプフライス素材が付きます。

内側ポケット横にレピアネーム付き。薄手タイプフライス素材
アクリル60％・ウール25％・
ナイロン14％・ポリウレタン1％

52WM-12210 [09JP型] / SAMPLE 52WM-12160 [HNFN型] / SAMPLE 52WM-11910 [WCP型] / SAMPLE

52WM-11810 [野球日本代表型] / SAMPLE 52WM-11110 [RE型] / SAMPLE 52WM-10550 [SH型] / SAMPLE

52WM-10640 [BS型] / SAMPLE

52WM-10450 [CD型] / SAMPLE

52WM-10320 [YS型] / SAMPLE 52WM-11210 [HNF型] / SAMPLE

袖・裾

衿素
材
：
G-

50

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

①

②

A

A

14 ネイビー

62 レッド

62 レッド

14 ネイビー

①

②

62 レッド

01 ホワイト

衿

袖・裾

K
素
材
：
G-

60

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

①

②

01 ホワイト

09 ブラック
50 ゴールド

衿・袖・裾

素
材
：
G-

50

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

①

②
A

14 ネイビー

62 レッド
14 ネイビー 01 ホワイト

素
材
：
G-

30

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

裾①

② AE
09 ブラック

05 グレー
09 ブラック袖 09 ブラック

05 グレー

衿 A
袖・裾
J

素
材
：
G-

50

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

ダブル凸ラインテープカラー
①

②

14 ネイビー

01 ホワイト

14 ネイビー

62 レッド
衿

素
材
：
G-

50

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

①

② A
01 ホワイト

14 ネイビー
14 ネイビー 50 ゴールド

袖・裾

衿素
材
：
G-

29

フ
ラ
イ
ス

パイピング

切替フライス

A

A12 ダークネイビー

12 ダークネイビー

12 ダークネイビー

05 グレー

12 ダークネイビー 袖・裾

衿素
材
：
G-

45

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
イ
ピ
ン
グ

①
②
③

A

A

01 ホワイト
62 レッド
14 ネイビー

14 ネイビー

14 ネイビー
14 ネイビー

袖・裾

衿素
材
：
G-

50

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

①

②

 I

 I

09 ブラック

27 ブルー

09 ブラック

09 ブラック

B

B

27 ブルー

27 ブルー

A

A

袖・裾

衿素
材
：
G-

30

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

A

A
16 パステルネイビー

16 パステルネイビー

16 パステルネイビー

本体色

E
衿
（
両
面
）

09 ブラック

05 グレー

A

B

A

B

A
B
C

14 ネイビー
01 ホワイト
62 レッド

A
B
C

14 ネイビー
62 レッド
01 ホワイト

袖・裾
I

01 ホワイト

14 ネイビー

A

B

A
B
C
A

09 ブラック
27 ブルー
50 ゴールド
09 ブラック

A-289
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ビクトリーステージ グラウンドコート スペシャルオーダー

●Ｐ.311.312の商品はすべて日本製です。

素材及び基本仕様、カラーをお選びください。 素材写真はP.308のMATERIALをご覧ください。

オリジナリティあふれるデザインで、チームの士気を高めるオーダーシステム。

フライス

フライス：アクリル55%・毛25％・ポリエステル20%

01ホワイト 05グレー 09ブラック 12D.ネイビー 14ネイビー 16P.ネイビー 25B.ブルー 27ブルー

35グリーン 37L.グリーン 45イエロー 54L.オレンジ 62レッド 63エンジ 64ピンク 67パープル

A_無地 B_2色 C_3色 D_1本ライン E_2本ライン F_Sライン G_Pライン H_ライン

ナイロン100％（表面：ポリウレタンラミネート）

・ポリエステル100％

・ポリエステル100％

ナイロン100％（表面：ポリウレタンラミネート） ナイロン100％（表面：ポリウレタンラミネート） ナイロン100％（表面：ポリウレタンラミネート）

￥21,000
（本体￥20,000） 52WM-61000

52WM-62000

52WM-63000

52WM-64000

52WM-65000

52WM-66000

52WM-67000

52WM-61500

52WM-62500

52WM-63500

52WM-64500

52WM-65500

52WM-66500

52WM-67500

52WM-61100

52WM-62100

52WM-63100

52WM-64100

52WM-65100

52WM-66100

52WM-67100

52WM-61600

52WM-62600

52WM-63600

52WM-64600

52WM-65600

52WM-66600

52WM-67600

52WM-61200

52WM-62200

52WM-63200

52WM-64200

52WM-65200

52WM-66200

52WM-67200

52WM-61700

52WM-62700

52WM-63700

52WM-64700

52WM-65700

52WM-66700

52WM-67700

52WM-61300

52WM-62300

52WM-63300

52WM-64300

52WM-65300

52WM-66300

52WM-67300

52WM-61800

52WM-62800

52WM-63800

52WM-64800

52WM-65800

52WM-66800

52WM-67800

￥22,050
（本体￥21,000）

￥23,100
（本体￥22,000）

￥23,100
（本体￥22,000）

￥22,050
（本体￥21,000）

￥22,050
（本体￥21,000）

￥22,050
（本体￥21,000）

￥23,100
（本体￥22,000）

￥25,200
（本体￥24,000）

￥24,150
（本体￥23,000）

￥24,150
（本体￥23,000）

￥24,150
（本体￥23,000）

￥25,200
（本体￥24,000）

￥24,150
（本体￥23,000）

スタイルをお選びください。

 サイズをお選びください。

フライスのパターンとカラーをお選びください。※ラインは外側からABCの順の配色になります。袖と裾フライスは同パターン同配色になります。

52WM-63600 / SAMPLE

カラー

袖・裾

V
3
型

素
材
：
G-

28

●V6型のみ、ファスナー＋フラップ式です。

A-290
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ビューリーグ グラウンドコート スペシャルオーダー

●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

素材及び基本仕様、カラーをお選びください。 素材写真はP.308のMATERIALをご覧ください。

 スタイルをお選びください。（①前身頃 ②袖 ③衿 ④後身頃）

機能、スタイル、カラー、すべてがチームのスタイルを明快に主張。

52WM-53000
￥12,600
（本体￥12,000）

52WJ-53000
￥11,025
（本体￥10,500）

52WM-54000
￥14,175
（本体￥13,500）

52WJ-54000
￥12,600
（本体￥12,000）

52WM-55000
￥17,850
（本体￥17,000）

52WJ-55000
￥16,275
（本体￥15,500）

52WM-53200
￥13,125
（本体￥12,500）

52WJ-53200
￥11,550
（本体￥11,000）

52WM-54200
￥14,700
（本体￥14,000）

52WJ-54200
￥13,125
（本体￥12,500）

52WM-55200
￥18,375
（本体￥17,500）

52WJ-55200
￥16,800
（本体￥16,000）

52WM-53300
￥12,600
（本体￥12,000）

52WJ-53300
￥11,025
（本体￥10,500）

52WM-54300
￥14,175
（本体￥13,500）

52WJ-54300
￥12,600
（本体￥12,000）

52WM-53400
￥10,500
（本体￥10,000）

52WJ-53400
￥9,450
（本体￥9,000）

52WM-54400
￥13,125
（本体￥12,500）

52WJ-54400
￥11,550
（本体￥11,000）

52WM-55400
￥16,800
（本体￥16,000）

52WJ-55400
￥15,225
（本体￥14,500）

52WM-54500
￥10,500
（本体￥10,000）

52WJ-54500
￥9,450
（本体￥9,000）

52WM-55500
￥14,175
（本体￥13,500）

52WJ-55500
￥12,600
（本体￥12,000）

52WM-55300
￥18,375
（本体￥17,500）

52WJ-55300
￥16,800
（本体￥16,000）

ア
ダ
ル
ト

ジ
ュ
ニ
ア

ア
ダ
ル
ト

ジ
ュ
ニ
ア

ア
ダ
ル
ト

ジ
ュ
ニ
ア

一枚物

ポリエステル100％

ポリエステル100％

ナイロン100％
（表面：ポリウレタンラミネート）

ナイロン100％
（表面：ポリウレタンラミネート）

ナイロン100％
（表面：ポリウレタンラミネート）

ナイロン100％
（表面：ポリウレタンラミネート） ナイロン100％ナイロン100％

フライス：アクリル55%・毛25％・ポリエステル20%

01ホワイト 05グレー 09ブラック 12D.ネイビー 14ネイビー 16P.ネイビー 25B.ブルー 27ブルー

35グリーン 37L.グリーン 45イエロー 54L.オレンジ 62レッド 63エンジ 64ピンク 67パープル

A_無地 B_2色 C_3色 D_1本ライン E_2本ライン F_Sライン G_Pライン

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO
大
人
用

130 140 150 160ジ
ュ
ニ
ア
用

●サイズによってボタン数は変わります。

フライスフライス フライス フライス

フライスのパターンとカラーをお選びください。※ラインは外側からABCの順の配色になります。袖と裾フライスは同パターン同配色になります。

 サイズをお選びください。

カラー

袖・裾

B
2
型

素
材
：
G-

30

1
2
3
4

14
14
-
14

Ｇ
Ｇ

Ⓐ14  Ⓑ37  Ⓒ01
Ⓐ14  Ⓑ37  Ⓒ01

52WM-54400 / SAMPLE

ラグラン・丸衿フライスタイプ（裏付）

●全てフロントファスナー式ではありません。

A-291
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ウインドブレーカースーツ

ミズノプロ・ウィンドブレーカー スーツスペシャルオーダー

本体カラーⒶⒷⒸをお選びください。

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●メッシュ裏地付き
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

ウィンドブレーカーシャツ
※52WB-951□□
¥9,450（本体¥9,000）

バックスタイル
（ミズノプロ ロゴ：ホワイト）

ベンチレーション背中
（マジックテープ式）

74.ネイビー×ホワイト62.レッド×ホワイト

14.ネイビー09.ブラック

16.パステルネイビー

14.ネイビー 62.レッド09.ブラック

16.パステルネイビー
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　ベンチレーション裏：ナイロン83％・ポリウレタン17％
●メッシュ裏地付き
●サイズ ：S、M、L、O、XO
●中国製・日本製

ウィンドブレーカーパンツ
※52WP-951□□
¥7,350（本体¥7,000）

09.ブラック×ホワイト 14.ネイビー×ホワイト

01.ホワイト×ネイビー

バックスタイル
背面ベンチレーション
（マジックテープ式）
チーム名のプリント加工
なども可能です。

サイドスタイル

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　（起毛トリコット裏地付き）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●中国製

ウィンドブレーカーパンツ
※52WP-952□□
¥6,510（本体¥6,200）

14.ネイビー×ホワイト09.ブラック×ホワイト

パイピングカラーをお選びください。

MCラインカラーをお選びください。

ファスナーカラーをお選びください。

サイズをお選びください。
S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO
－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
●裏地（身頃：起毛トリコット・袖：タフタ）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●中国製

ウィンドブレーカーシャツ
※52WB-952□□
¥8,190（本体¥7,800）

バックスタイル

裾ファスナーで
着脱カンタン

52WB-95100 / SAMPLE 52WP-95100 / SAMPLE

16 パステルネイビー

05 グレー

05 グレー

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

本体カラー

01 ホワイト

16 パステルネイビー

16 パステルネイビー

パイピングカラー

ファスナーカラー

MCラインカラー

16 パステルネイビー

05 グレー

Ⓐ

Ⓑ

本体カラー

01 ホワイト

01 ホワイト

16 パステルネイビー

パイピングカラー

ファスナーカラー

MCラインカラー

タフな素材感と動きのある切り返しデザイン。

ユニフォームの上からでも着脱がスムーズ。

※背中のミズノプロロゴは、本体色がホワイト、グレー、レッドはブラック、本体色がブラック、ネイビー、パステルネイビーはホワイトとなります。
※シャツの右胸・パンツの左ももにミズノランバードワッペンが付きます。

パイピング

Ⓐ
Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

パイピング

Ⓑ

ⒶⒶ

52WB-95100  ¥10,395（本体¥9,900） 52WP-95100  ¥8,190（本体¥7,800）

パイピングⒶ

ⒶⒶ

Ⓐ

Ⓑ Ⓑ
Ⓑ

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％　フライス：ポリエステル100％ 
●メッシュ裏地付き　●中国製・日本製 

●表地：ポリエステル100％ 
　裏地：ポリエステル100％
　ベンチレーション裏：ナイロン83％・ポリウレタン17％
●メッシュ裏地付き　●中国製・日本製 
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ミズノプロ・ウィンドブレーカー スーツスペシャルオーダー

コーディネイトスタイル

本体・MCライン・ファスナーカラーをお選びください。 サイズをお選びください。
S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO
－ － － － －

－ － － － －

－ － － － －

※背中のミズノプロロゴは、本体色がホワイト、グレー、レッドはブラック、本体色がブラック、ネイビー、パステルネイビーはホワイトとなります。
※シャツの左衿先・パンツの左脇にミズノランバードワッペンが付きます。

52WB-95000  ¥10,395（本体¥9,900） 52WP-95000  ¥8,190（本体¥7,800）

Ⓐ

Ⓐ

ⒷⒶ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓔ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ
Ⓐ
Ⓐ

Ⓓ
Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

●H2OFF（透湿撥水加工）
　表地：ポリエステル100％　
　裏地：ポリエステル100％　フライス：ポリエステル100％　
●メッシュ裏地付き　●中国製・日本製

●H2OFF（透湿撥水加工）
　表地：ポリエステル100％　
　裏地：ポリエステル100％
●メッシュ裏地付き　●中国製・日本製 

52WB-95000 / SAMPLE 52WP-95000 / SAMPLE

62 レッド

01 ホワイト

62 レッド

62 レッド

62 レッド

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

本体カラー

62 レッド

ファスナーカラー

62 レッド

62 レッド

Ⓐ

Ⓑ

本体カラー

ホワイト×レッドライン

62 レッド

ファスナーカラー

MCラインカラー

ホワイト×レッドライン

MCラインカラー

●表地：ポリエステル100%
　裏地：ポリエステル100%
　（メッシュ裏地付き）/ヒザまで
●サイズ ： M・L・O・XO
●中国製

ウォーマーパンツ
52WP-200□□
¥4,935（本体¥4,700）

09.ブラック
14.ネイビー

ジャケットとあわせやすい
シンプルデザイン

脇部分にホワイトのダブル
ステッチ入り

裏は重ね着しても
スムーズな膝上メッシュ

16.パステルネイビー

コーディネイトを考えたデザインで、オフの寒気をさらにシャットアウト。

ハーフZIPジャケット
52WW-383□□
¥8,925（本体¥8,500）

Vネックジャケット/裏ブレスサーモ
52WW-181□□
¥8,925（本体¥8,500）

※胸マークはサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

ハーフZIPジャケット・小衿
52WW-89□□
¥7,875（本体¥7,500）

保温と通気を両立したコーディネイトで、ウォームアップの効率をさらにアップ！

由規
（東京ヤクルトスワローズ）
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ハーフジップジャケット

適度な保湿のショートスリーブで
より軽快な動きを追求。

あの感動を演出したインパクトのある
デザイン登場。

動きやすいハーフZIPに、着心地の
良い起毛トリコット裏地を採用。

74.ネイビー×ホワイト

09.ブラック×グレー

09.ブラック×グレー 14.ネイビー×レッド 09.ブラック×グレー

01.ホワイト×ネイビー 14.ネイビー×レッド

74.ネイビー×ホワイト

52WJ-384□□
¥6,825（本体¥6,500）

ジュニア・ハーフZIPジャケット

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
　（起毛トリコット裏地付き）
●サイズ：140・150・160
●脇ポケット付き
●中国製

異素材コーディネイトで、
保温性に高級感をプラス。

人気のカラーバリエーションが、
新鮮なステッチデザインで登場。

人気の小衿とツインパイピングで
印象をシャープに。

長く愛用できるシンプルで
深みのあるデザイン。

14.ネイビー

09.ブラック

16.パステルネイビー
独特の光沢感を
持つ素材を胸元
にコーディネイト。

ブレスサーモ織り込み
の裏地は、ごわつきが
なく軽快な着心地。

防水性･保温性
に優れ、シワ加
工によるヴィン
テージ感覚の
同色素材が
ベース。

●ビンテージワッシャー（G-50）
●表地：ポリエステル100％
　裏地：後身頃：ポリエステル92％・
　　　      　指定外繊維
　　　      　（ブレスサーモ）8%
　 前身頃・袖：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：S・M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製
※胸マークはサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

ハーフZIPジャケット・長袖
52WW-102□□

¥11,025（本体¥10,500）

学生野球対応

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
　（起毛トリコット裏地付き）
●サイズ：M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製

ハーフZIPジャケット
52WW-103□□
¥7,245（本体¥6,900）

学生野球対応

09.ブラック

学生野球対応
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％ 
　（起毛トリコット裏地付き）
●サイズ：S、M、L、O、XO
●脇ポケット付き
●中国製・日本製
※胸マークはサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

ハーフZIPジャケット・小衿
52WW-89□□
¥7,875（本体¥7,500）

62.レッド

14.ネイビー09.ブラック 16.パステルネイビー

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
　（起毛トリコット裏地付き）  
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き
●中国製
※胸マークはサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

ハーフZIPジャケット・立衿
52WW-101□□
¥6,825（本体¥6,500）

学生野球対応

スマートな
印象を演出する
飾りステッチ

09.ブラック

14.ネイビー 16.パステルネイビー

63.エンジ

より動きやすい
シャープな
シルエットを
採用。

汗をかいても
快適な裏メッシュ
仕様。

01.ホワイト×ネイビー

74.ネイビー×ホワイト バックスタイル

バックスタイル

01.ホワイト×ネイビー 14.ネイビー×レッド

ハーフZIPジャケット・半袖
52WW-385□□
¥6,825（本体¥6,500）

学生野球対応
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
　（メッシュ裏地付き）
●サイズ：M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製

09ジャパンモデル

52WW-383□□
¥8,925（本体¥8,500）

ハーフZIPジャケット

学生野球対応
●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
　（起毛トリコット裏地付き）
●サイズ：M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製

09ジャパンモデル

14.ネイビー 16.パステルネイビー

A-294
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Vネックジャケット

イージーモーションカット
肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、
パーツを立体裁断、縫着しました。この
独自のカッティング手法により、腕を大き
く、早く回転させても肩部分のつっぱり
がないので、腕をスムーズに振ることが
できます。

イージーモーションカット
肩甲骨周辺の生地の要尺を広くとり、
パーツを立体裁断、縫着しました。この
独自のカッティング手法により、腕を大き
く、早く回転させても肩部分のつっぱり
がないので、腕をスムーズに振ることが
できます。

16.パステルネイビー 63.エンジ

09.ブラック01.ホワイ卜

14.ネイビー 09.ブラック

学生野球対応
●マイクロフトシルモンド
●EASY MOTION CUT
●表地：ポリエステル100％
　裏地：身頃：ポリエステル91％・
　指定外繊維（ブレスサーモ）9％
　袖：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き
●中国製・日本製

Vネックジャケット/裏ブレスサーモ
52WW-181□□
¥8,925（本体¥8,500）

16.パステルネイビー

14.ネイビー

14.ネイビー×ホワイト

09.ブラック×ホワイト

16.パステルネイビー×ホワイト

学生野球対応
●マイクロフトシルモンド
●表地：ポリエステル100％
　裏地：身頃：綿100％
　袖：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き
●中国製・日本製

Vネックジャケット
52WW-184□□

¥10,290（本体¥9,800）

※選手の所属、ユニフォームは’10年10月1日現在のものです。●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

16.パステルネイビー×
ホワイト

62.レッド×
ホワイト

09.ブラック×
ホワイト

14.ネイビー×
レッド

16.パステルネイビー×
ホワイト

62.レッド×
ホワイト

14.ネイビー×
レッド

待望の切替デザイン裏メッシュタイプがリーズナブルな価格で登場。 脇のニット素材切替がアクセントの
半袖アウター。

機能性にこだわったスタンダードなスタイル。 妥協しないジュニアのための
本格ジャケット。

大胆な切り替えデザインと、
天竺裏地素材の爽やかな着心地。

左袖にミズノ
ランバードマー
ク刺繍あり。

●マイクロフトシルモンド
●EASY MOTION CUT
●表地：ポリエステル100％
　裏地：身頃：ポリエステル91％・
　指定外繊維（ブレスサーモ）9％
　袖：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：140、150、160
●脇ポケット付き
●中国製・日本製

Vネックジャケット/裏ブレスサーモ
52WJ-181□□
¥5,985（本体¥5,700）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：S・M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製

Vネックジャケット・長袖
52WW-140□□
¥5,040（本体¥4,800）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：140・150・160
●脇ポケット付き
●中国製

Vネックジャケット・長袖
52WJ-140□□
¥4,515（本体¥4,300）

●表地：ポリエステル100％
　裏地：ポリエステル100％
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：S・M・L・O・XO
●脇ポケット付き
●中国製

Vネックジャケット・半袖
52WW-141□□
¥4,725（本体¥4,500）

学生野球対応

バックスタイル バックスタイル

2011年4月発売 2011年4月発売 2011年4月発売

01.ホワイ卜×ネイビー 09.ブラック×ホワイト 09.ブラック×グレー

16.パステルネイビー×
ホワイト

63.エンジ×
ホワイト

01.ホワイ卜×
ネイビー

14.ネイビー×
ホワイト

岸 孝之
（埼玉西武ライオンズ）
岸 孝之
（埼玉西武ライオンズ）
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トレーニングジャケット

前身から後身にかけて運動時の
ひきつれを解消させ運動機能を
さらにアップ！

●本体：ポリエステル100％
　切替部：ポリエステル85％・綿15%
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：S・M・L・O・XO
●中国製

トレーニングジャケット
52WW-175□□
¥2,835（本体¥2,700）

前身から後身にかけて運動時の
ひきつれを解消させ運動機能を
さらにアップ！

●本体：ポリエステル100％
　切替部：ポリエステル85％・綿15%
　フライス：ポリエステル100％
●サイズ：130・140・150・160
●中国製

ジュニア・トレーニングジャケット
52WJ-175□□
¥2,625（本体¥2,500）

●ポリエステル100％
●サイズ：M・L・O・XO
●日本製
※胸マークはサンプルであり、
　価格に含まれておりません。

トレーニングジャケット・半袖
52WW-130□□
¥4,935（本体¥4,700）

09.ホワイト×ブラック14.ネイビー

動きやすさを重視して、首
まわり、胸部に伸縮性に優
れるフライス素材を採用。

動きやすさを重視して、首
まわり、胸部に伸縮性に優
れるフライス素材を採用。

09.ブラック

16.パステルネイビー 27.ブルー

62.レッド 63.エンジ

01.ホワイト14.ネイビー

16.パステルネイビー 27.ブルー

62.レッド 63.エンジ

01.ホワイト

62.ホワイト×
レッド

63.ホワイト×
エンジ

14.ホワイト×
ネイビー

16.ホワイト×
パステルネイビー

ファスナー付でシューズをはいたままでも
着脱がラクラク!

※収納する時は本体を裏返しにし①～⑤の順にたたんで下さい。09.ブラック

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

泥だらけでも、車内を汚さない為の必須アイテム！マナーパンツ登場！!

14.ネイビー

マーキング加工OK！

ウエア側面のファスナーを開
けて刺繍ミシンに挿入

脇切替
部分

14.ネイビー×ホワイト

●マイクロフトライトタイプ
●表地：ポリエステル１００％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
●サイズ：S、M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●中国製
●ミズノランバードマークが入っていな
　い面は学生野球にも対応できます。

Vネックジャケット･リバーシブル
52WW-25□□
¥6,825（本体¥6,500）

09.ブラック×グレー

マーキング加工OK！

ウエア側面のファスナーを開
けて刺繍ミシンに挿入

●マイクロフトライトタイプ
●表地：ポリエステル１００％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
●サイズ：M、L、O、XO
●脇ポケット付き　●中国製
●ミズノランバードマークが入っていな
　い面は学生野球にも対応できます。

Vネックジャケット･リバーシブル
52WW-26□□
¥6,090（本体¥5,800）

27.ブルー×グレー

マーキング加工OK！

ウエア側面のファスナーを開
けて刺繍ミシンに挿入

●マイクロフトライトタイプ
●表地：ポリエステル１００％
　裏地：ポリエステル１００％
　フライス：ポリエステル１００％
●サイズ：140、150、160
●脇ポケット付き　●中国製

ジュニア・Vネックジャケット･リバーシブル
52WJ-26□□

¥5,040（本体¥4,800）

優れた透湿性でムレ感を抑えて、
着用感も軽快。

学生野球にも対応できる、
リバーシブルデザイン。　

リバーシブルデザインで
多様な着こなし可能。

えて、 学生野
リバー

ニングジャケットニングジャケット

ンで
。

●ポリエステル100％
●サイズ ： 140・150・160
●中国製

マナーパンツ
52WP-300□□
¥4,935（本体¥4,700）

使用後も
スッキリ
収納

09.ブラック×ホワイト 16.パステルネイビー×ホワイト 16.パステルネイビー×グレー 63.エンジ×グレー14.ネイビー×グレー 14.ネイビー×グレー 16.パステルネイビー×グレー09.ブラック×グレー

09.ブラック

防風・防水性、動きやすさを意識した
コストパフォーマンスアイテム

防風・防水性、動きやすさを意識した
コストパフォーマンスアイテム

配色は、チームカラーで選べる５色展開！

右袖にミズノランバー
ドワッペンが付きます。

メッシュ柄の布帛
（ふはく）。

ボタンは第3釦まで開く
ダミーオープンタイプ。

バックスタイル

2011年4月発売

① ②

⑤④③

ジャケットとあわせやすい
シンプルデザイン
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ビューリーグ ハーフジップジャケット/トレーニングジャケット スペシャルオーダー

スタイルをお選びください。

本体①②のカラーをお選びください。※ファスナーカラーは本体同色及びブラックをご指定できます。特にご指定のない場合は本体同色となります。

裾フライスのパターンとカラーをお選びください。※52WW70500はお選びいただけません。

ラインスタイルをお選びください。※52WW70500はFL型・WF型・WLA型のみとなります。※首は12mmライン、袖は12mmラインと30mmラインがあります。

サイズをお選びください。

オーダーサンプル

※52WW-70300、70400のカラー01ホワイトを選ばれた場合、ビンテージワッシャー（G-50）ポリエステル100％となります。

G.オレンジ×
ブラック×
G.オレンジ

ブラック×
G.オレンジ×
ブラック

16パステルネイビー 62レッド 63エンジ09ブラック 14ネイビー01ホワイト

01ホワイト 05グレー

25B.ブルー 27ブルー 35グリーン 37ライトグリーン

09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー

63エンジ 64ピンク 67パープル

45イエロー

54ライトオレンジ 62レッド
A_無地 B_1本ライン C_2本ライン D_Pライン E_3色

＜ライン配色＞

（首側から）
首

（外側から）
袖

●Ｐ.318の商品はすべて日本製です。

①①①① ①

②
①

②

本体生地：ポリエステルタフタ ポリエステル100％
　　　　 （マイクロフト）

本体生地：ポリエステルタフタ ポリエステル100％
　　　　 （マイクロフト）

本体生地：サテンワッシャー  ナイロン100％
（G-30）

本体生地：サテンワッシャー  ナイロン100％
（G-30）

本体生地：ポリエステルタフタ ポリエステル100％
　　　　 （マイクロフト）

52WW-70100
¥ 8,400（本体¥8,000）長袖 52WW-70200

¥ 7,560（本体¥7,200）半袖 52WW-70300
¥ 8,400（本体¥8,000）長袖 52WW-70400

¥ 7,560（本体¥7,200）半袖 52WW-70500
¥ 7,875（本体¥7,500）半袖

52WW-70200 / SAMPLE

09 ブラック

本体カラー

パターン C

WCA型

Ⓐ 09 ブラック

Ⓐ ホワイト Ⓑ ブラック Ⓒ ホワイト

Ⓑ 01 ホワイト

裾フライス

ラインスタイル

首ライン 袖ライン

No.048 No.048

52WW-70400 / SAMPLE

16 パステルネイビー

本体カラー

パターン C

WCA型

Ⓐ 16 パステルネイビー

Ⓐ ホワイト Ⓑ P.ネイビー Ⓒ ホワイト

Ⓑ 01 ホワイト

裾フライス

ラインスタイル

首ライン 袖ライン

No.322 No.322

52WW-70500 / SAMPLE

本体カラー

FL型

ラインスタイル

① 09 ブラック ② 62 レッド

A-297
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ビクトリーステージ・ハーフジップジャケット/Vネックジャケット/オーバーパンツスペシャルオーダー

スタイルをお選びください。※ファスナー色は本体①と同色となります。 ※ポケット玉縁は本体①と同色となります。

本体生地をお選びください。

衿、袖、裾、アームホ－ル、前立てのフライスカラーとパターンをお選びください。

裏地をお選びください。

オーダーサンプル

●Ｐ.319. 320の商品はすべて日本製です。

52WW-60100  ¥11,025（本体¥10,500） 52WW-60200  ¥10,290（本体¥9,800） 52WW-60500  ¥11,550（本体¥11,000）

52WW-60900  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-60300  ¥9,450（本体¥9,000） 52WW-60400  ¥8,715（本体¥8,300）

52WW-81210  ¥12,600（本体¥12,000） 52WW-81200  ¥14,700（本体¥14,000） 52WW-81100  ¥14,700（本体¥14,000）

52WW-80300  ¥13,650（本体¥13,000） 52WW-80500  ¥13,650（本体¥13,000） 52WW-80600  ¥13,650（本体¥13,000）

52WW-80400  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-80510  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-80610  ¥11,550（本体¥11,000）

52WW-60500 / SAMPLE52WW-60100 / SAMPLE

本
体
色

14 ネイビー①

衿

袖

裾

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
D

ア
ー
ム
ホ
ー
ル

A

B

C

　01 ホワイト

　62 レッド

　14 ネイビー

52WW-60400 / SAMPLE

本
体
色

62 レッド①

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
D

A

B

C

　05 グレー

　01 ホワイト

　62 レッド

52WW-60200 / SAMPLE

本
体
色

16 パステルネイビー①

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
B

A

B

　01 ホワイト

　62 レッド

本
体
色

63 エンジ　
01 ホワイト63 エンジ①

② 01 ホワイト

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
C

ラ
イ
ン

テ
ー
プ 

A
B

A
B

C

01 ホワイト
63 エンジ
01 ホワイト

衿
袖
裾

NO.163

衿

袖

裾

52WW-60300 / SAMPLE

09 ブラック①

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
B

A

B

　01 ホワイト

　62 レッド

衿

 

裾

本
体
色

ア
ー
ム
ホ
ー
ル

衿

裾

52WW-80100 / SAMPLE

本
体
色

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
A

ラ
イ
ン

テ
ー
プ 

A
B

63 エンジA

C

01 ホワイト
63 エンジ
01 ホワイト

衿
袖
裾

NO.163

パ
イ
ピ
ン
グ

①

②

63 エンジ

63 エンジ

01 ホワイト

A-298
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本体カラーをお選びください。

ラインテープ・パイピングカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

.318

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

52WW-60600  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-60700  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-60800  ¥11,550（本体¥11,000）

52WW-60610  ¥9,450（本体¥9,000） 52WW-60710  ¥9,450（本体¥9,000） 52WW-60910  ¥9,450（本体¥9,000）

52WW-80100  ¥13,650（本体¥13,000） 52WW-80200  ¥13,650（本体¥13,000） 52WP-60000  ¥10,500（本体¥10,000）

52WP-60500  ¥11,550（本体¥11,000）

52WW-80800  ¥13,650（本体¥13,000）52WW-80700  ¥13,650（本体¥13,000）

52WW-80710  ¥11,550（本体¥11,000） 52WW-80900  ¥11,550（本体¥11,000）

52WW-80400 / SAMPLE52WW-80300 / SAMPLE52WW-80200 / SAMPLE 52WP-60000 / SAMPLE52WP-60500 / SAMPLE52WW-80400 / SAMPLE

本
体
色

62 レッド①

衿

袖

裾

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
C

ア
ー
ム
ホ
ー
ル 本

体
色

09 ブラック①

01 ホワイト②

本
体
色

16 パステルネイビー 01 ホワイト①

パ
イ
ピ
ン
グ

62 レッド

パ
イ
ピ
ン
グ

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
A

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
B

A 01 ホワイト
衿
前
立
て
袖

裾

A

B

　01 ホワイト

　62 レッド

本
体
色 A

B
01 ホワイト
14 ネイビー

パ
イ
ピ
ン
グ

01 ホワイト①

② 01 ホワイト

14 ネイビー

A 01 ホワイト衿

裾

本
体
色

A
B

01 ホワイト
14 ネイビー

01 ホワイト①

62 レッドパイピング
14 ネイビー②

本
体
色
パ
イ
ピ
ン
グ

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
A

ラ
イ
ン

テ
ー
プ 

A

A
B
C

01 ホワイト

14 ネイビー
01 ホワイト
14 ネイビー

衿

裾

01 ホワイト①

② 01 ホワイト

14 ネイビー NO.018
ラ
イ
ン

テ
ー
プ 

A
B
C

14 ネイビー
01 ホワイト
62 レッド

NO.008

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
A

フ
ラ
イ
ス

パ
タ
ー
ン
B

A-299
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ビクトリーステージ・オーダーサンプル

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。●胸マークはサンプルであり、価格に含まれておりません。あらかじめご了承ください。

本
体
色

14 ネイビー

01 ホワイト

01 ホワイト

62 レッド

①

②

①

②

パ
イ
ピ
ン
グ

14 ネイビー
　
　
14 ネイビー

衿

裾

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

52WW-60600 / SAMPLE

本
体
色

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
D

衿

袖

裾

Ⓐ 01 ホワイト
Ⓒ 14 ネイビー
Ⓐ 01 ホワイト
Ⓒ 14 ネイビー
Ⓐ 01 ホワイト
Ⓒ 14 ネイビー

Ⓑ 05 グレー

Ⓑ 05 グレー

Ⓑ 05 グレー

01 ホワイト

14 ネイビー

①

②
パ
イ
ピ
ン
グ
05 グレー

52WW-60700 / SAMPLE

本
体
色

14 ネイビー

62 レッド

62 レッド

01 ホワイト

①

②

①

②

62 レッド
　
14 ネイビー
　
14 ネイビー

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

衿

袖

裾

パ
イ
ピ
ン
グ

01 ホワイト
05 グレー
01 ホワイト
05 グレー

①
②
③
④

09 ブラック

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
F

衿

袖

裾

Ⓐ 09 ブラック
Ⓒ 09 ブラック
Ⓐ 09 ブラック
Ⓒ 09 ブラック
Ⓐ 09 ブラック
Ⓒ 09 ブラック

Ⓑ 62 レッド

Ⓑ 62 レッド

Ⓑ 62 レッド

本
体
色

パイピング

52WW-60800 / SAMPLE

本
体
色

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
B

衿

袖

裾

　62 レッド
　01 ホワイト
　62 レッド
　01 ホワイト
　62 レッド
　01 ホワイト

A 

A 

B

B

B

A 62 レッド

01 ホワイト

①

②
パ
イ
ピ
ン
グ

01 ホワイト

52WW-60900 / SAMPLE

　09 ブラック
　62 レッド
　09 ブラック
　62 レッド
　09 ブラック
　62 レッド

09 ブラック

01 ホワイト

①

②本
体
色 パ

イ
ピ
ン
グ

62 レッド

A 

A 

B

B

B

A フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
B

衿

袖

裾

52WW-80910 / SAMPLE

14 ネイビー

01 ホワイト

①

②本
体
色 パ

イ
ピ
ン
グ

63 エンジ

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
G

衿

裾

Ⓐ 14 ネイビー
Ⓑ 01 ホワイト
Ⓒ 62 レッド
Ⓐ 14 ネイビー
Ⓑ 01 ホワイト
Ⓒ 62 レッド

52WW-80500 / SAMPLE

本
体
色

Ⓑ 09 ブラック

Ⓑ 09 ブラック

Ⓐ 01 ホワイト

Ⓐ 01 ホワイト05 グレー

01 ホワイト
05 グレー
09 ブラック

①
②
③
パ
イ
ピ
ン
グ

05 グレーフ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン

衿A

B
袖

裾

52WW-80600 / SAMPLE

05 グレー
パ
イ
ピ
ン
グ

本
体
色

16 P.ネイビー
05 グレー
01 ホワイト

①
②
③

05 グレー

16 P.ネイビー

16 P.ネイビー

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

衿

袖

裾

52WW-80700 / SAMPLE

01 ホワイト
パ
イ
ピ
ン
グ

本
体
色

34 D.グリーン
01 ホワイト
05 グレー

①
②
③

05 グレー
　
34 D.グリーン
　
34 D.グリーン

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

衿

袖

裾

52WW-80800 / SAMPLE

本
体
色

Ⓐ 09 ブラック
Ⓒ 62 レッド
Ⓐ 09 ブラック
Ⓒ 62 レッド

Ⓑ 01 ホワイト

Ⓑ 01 ホワイト62 レッド

09 ブラック

01 ホワイト

　 09 ブラックフ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン

衿A

G
袖

裾

①

②

パ
イ
ピ
ン
グ

52WW-80510 / SAMPLE

　 14 ネイビー

パ
イ
ピ
ン
グ

14 ネイビー

本
体
色

衿

裾

62 レッド
14 ネイビー
01 ホワイト

①
②
③

Ⓐ 62 レッド
Ⓑ 14 ネイビー
Ⓒ 01 ホワイト

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン

A

D

52WW-80610 / SAMPLE

パ
イ
ピ
ン
グ

01 ホワイト

本
体
色

衿

裾

09 ブラック
01 ホワイト
62 レッド

①
②
③

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

62 レッド
　
　
09 ブラック

52WW-80710 / SAMPLE

パ
イ
ピ
ン
グ

62 レッド

本
体
色

衿

裾

01 ホワイト
14 ネイビー
14 ネイビー

①
②
③

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

14 ネイビー
　
　
01 ホワイト

52WW-80900 / SAMPLE

パ
イ
ピ
ン
グ

ホ
ー
ル

ア
ー
ム27 ブルー

裾
09 ブラック
09 ブラック
09 ブラック

①
②
③

　 27 ブルー

Ⓐ 09 ブラック

Ⓑ 27 ブルー

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン

C

A

本
体
色

52WW-81210 / SAMPLE

本
体
色

09 ブラック

01 ホワイト

01 ホワイト

45 イエロー

①

②

①

②

パ
イ
ピ
ン
グ

09 ブラック
　
09 ブラック
　
09 ブラック

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

衿

袖

裾

52WW-81200 / SAMPLE

本
体
色

14 ネイビー

62 レッド

01 ホワイト

①

②

14 ネイビー

14 ネイビー　
　
14 ネイビー

衿

袖

裾

パ
イ
ピ
ン
グ

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
A

52WW-60610 / SAMPLE 52WW-60710 / SAMPLE

フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
F

衿

裾

Ⓐ 09 ブラック
Ⓑ 62 レッド
Ⓒ 09ブラック
Ⓐ 09 ブラック
Ⓑ 62 レッド
Ⓒ 09ブラック

本
体
色

01 ホワイト
05 グレー
05 グレー
01 ホワイト

①
②
③
④

62 レッドパイピング

　16 P.ネイビー
　01 ホワイト
　62 レッド
　16 P.ネイビー
　01 ホワイト
　62 レッド

01 ホワイト

16 P.ネイビー

①

②本
体
色 パ

イ
ピ
ン
グ

62 レッド

C 

B

B

A

C

A フ
ラ
イ
ス
パ
タ
ー
ン
G

衿

裾

52WW-81100 / SAMPLE

A-300
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フリースジャケット

スタイルを選びください。

本体カラーをお選びください。

袖、裾、衿のバインダーカラーをお選びください。

サイズをお選びください。

パイピングカラーをお選びください。

16パステルネイビー

01ホワイト 05グレー 09ブラック 14ネイビー 16パステルネイビー 27ブルー 62レッド 63エンジ 67パープル34D.グリーン

オーダーサンプル

ビクトリーステージ・フリースジャケットスペシャルオーダー

●Ｐ.321. 322の商品はすべて日本製です。●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

1

1 1

1

1
1 1

1

11 1 1

1

1

パイピング

バインダー

バインダー
1 1

1

11

1 1

1 1

1

1 1

1

パイピング

バインダー

1
1 1

1
1 1

1

1
パイピング

バインダー

バインダー

1 1 1 1
1 1

1

1
パイピング

バインダー

バインダー

12 2

2

1

1 1

1

パイピング
バインダー

バインダー

2

1 1

1

2 2
1 1

バインダー

バインダー

パイピング

52LA-90000 / SAMPLE
★52LA-90100（2011年4月より）

本体色

05 グレー
05 グレー

パイピング

09 ブラック

バインダー

本体色

62 レッド
62 レッド

パイピング

16 パステルネイビー

バインダー

本体色

05 グレー
05 グレー

パイピング

14 ネイビー

62 レッド

1

2

バインダー

※ 52LA-200□□
¥5,040（本体¥4,800）

●ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO　
●タイ製

フリースジャケット

14.ネイビー×レッド09.ブラック×シルバー

52LA-90000  ¥9,975（本体¥9,500）
★52LA-90100（2011年4月より）

52LA-91000  ¥9,240（本体¥8,800）
★52LA-91100（2011年4月より）

52LA-92000  ¥9,240（本体¥8,800）
★52LA-92100（2011年4月より）

52LA-91000 / SAMPLE
★52LA-91100（2011年4月より）

52LA-92000 / SAMPLE
★52LA-92100（2011年4月より）

一見するとシンプルなデザインながら、
動きにあわせて見えるシルバーカラーがアクセント。

バックスタイル

なめらかな風合いで、フリースにも上質感を演出。

※2011年4月より生地リニューアルに伴ってオーダー品番が新しくなります（★印）。価格は変更ありません。

動きやすさと温かさのバランスにこだわった新生地フリース登場！

14.ネイビー×シルバー

09.ブラック×シルバー

※ 52LA-105□□
¥5,040（本体¥4,800）

●ポリエステル100％
●サイズ：M、L、O、XO　
●中国製

フリースジャケット

2011年4月発売

●2011年4月よりオーダー品番が新しくなります（★印）。●ポリエステル100％

●ポリエステル100％

フード部分のみ
裏地付き

A-301
(322)



BKジャケット

グローバルエリート/BKジャケット

スタイルをお選びください。

本体カラーをお選びください。 ※ファスナーカラーは本体①と同色となります。

52LA82000・52LA83000をお選びの方はパイピングカラーをお選びください。

ミズノランバードワッペンの有無、付ける位置を下の図よりお選びください。

袖、裾、衿のバインダーカラーをお選びください。 サイズをお選びください。

移動もトレーニングも
すべてこなせる
新たなトレンド。

軽快感と保温性能を両立させた、新感覚のプレイヤージャケット！

16.パステルネイビー

05グレー01ホワイト 09ブラック 63エンジ14ネイビー 16パステルネイビー 62レッド

01ホワイト 05グレー 27ブルー09ブラック 14ネイビー 34D.グリーン

62レッド 63エンジ 67パープル

16パステルネイビー

50ゴールド

01ホワイト 05グレー 27ブルー09ブラック 14ネイビー 34D.グリーン

62レッド 63エンジ 67パープル

16パステルネイビー

①右胸 ②左袖

③左裾

※52LA-107□□
¥5,565（本体¥5,300）

BKジャケット

●ポリエステル100％
●サイズ ： M・L・O・XO・2XO
●中国製
※胸マークはサンプルであり、価格
　に含まれておりません。

学生野球対応

52LA-80000  ¥7,665（本体¥7,300） 52LA-81000  ¥7,875（本体¥7,500） 52LA-82000  ¥7,875（本体¥7,500） 52LA-83000  ¥8,190（本体¥7,800）

1

1 1

2 2

2

2

1

1 1 1

1

1 1
バインダー

バインダー

バインダー

バインダー

バインダー

バインダー

1

1 1

2

2

2

1

1
2

1

1

1 1

1 1

(内衿5mmふき出し)

バインダー

バインダー

バインダー

バインダー11

2

2 2

2

1 11 11

11

2

2 2

2

1 1 1
1

パイピング

パイピング

バインダー

バインダー

バインダー1
2

22

2

2 2

2 21

11 11

11 11

1

1
1 1

パイピング

パイピング

本体色

09 ブラック

09 ブラック
16 パステルネイビー

1
2

バインダー

③ワッペン位置

52LA-82000 / SAMPLE 52LA-83000 / SAMPLE52LA-81000 / SAMPLE52LA-80000 / SAMPLE

本体色

14 ネイビー

05 グレー
14 ネイビー

1
2

バインダー

①ワッペン位置

本体色

05 グレー
09 ブラック
なし

パイピング

09 ブラック
01 ホワイト

1
2

バインダー
ワッペン位置

本体色

01 ホワイト
14 ネイビー

②

パイピング

14 ネイビー
62 レッド

1
2

バインダー
ワッペン位置

●日本製

岸 孝之
（埼玉西武ライオンズ）
岸 孝之
（埼玉西武ライオンズ）

85－91

 162－168

89－95

167－173

93－99

172－178

97－103

177－183

101－107

182－188

105－111

187－193

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO 2XO JASPO

オーダーサンプル

バックスタイル09.ブラック

05.グレー 14.ネイビー

※選手の所属、ユニフォームは’10年10月1日現在のものです。
A-302
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ビューリーグ・ウォームアップ スーツ スペシャルオーダー

スタイルをお選びください。

本体とパイピングのカラーをお選びください。

フライスのパターンとカラーをお選びください。
※フライスのパターン
（B～D）が選べる
のは52RS-920、
921、938、52RP-
920のみです。その
他の品番はすべて
パターンA、無地に
なります。

●スタンドカラータイプの衿裏フライス及び切替デザインタイプの袖、裾口フライスは下記よりお選びください。

袖 フライス

衿裏フライス

袖

サイズをお選びください。

85－91

 162－168

89－95

167－173

93－99

172－178

97－103

177－183

101－107

182－188

105－111

187－193

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO 2XO JASPO

71－77 75－81 79－85 83－89 87－93 91－97

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO 2XO JASPO

●Ｐ.324の商品はすべて日本製です。

●ポリエステル100 %

52RS-93700  
¥13,650（本体¥13,000）

52RS-43000  
¥14,700（本体¥14,000）

52RS-92000  
¥10,500（本体¥10,000）

52RS-93200  
¥ 12,075（本体¥11,500）

52RP-96000  
¥9,450（本体¥9,000）

52RP-93700  
¥9,450（本体¥9,000）

52RP-92000  
¥8,190（本体¥7,800）

52RP-92100  
¥7,560（本体¥7,200）

52RP-93800  
¥9,450（本体¥9,000）

52RP-93400  
¥7,875（本体¥7,500）

52RP-93100  
¥9,240（本体¥8,800）

52RP-96100  
¥6,720（本体¥6,400）

52RP-93600  
¥6,090（本体¥5,800）

ⒶⒶ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ
Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

パイピング

ⒶⒶ

パイピング
Ⓑ

ⒶⒶ

パイピング

Ⓑ ⒶⒶ

本体は全てⒶ色

本体は全てⒶ色本体は全てⒶ色

パイピング

Ⓑ

ⒶⒶ

パイピング

Ⓑ

Ⓐ
Ⓐ

Ⓐ
Ⓐ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓒ
Ⓑ

Ⓑ Ⓐ Ⓒ Ⓑ
Ⓐ

パイピング

Ⓑ

Ⓐ

ⒶⒶ

Ⓐ

Ⓐ

ⒷⒷ

Ⓒ
Ⓒ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ Ⓐ Ⓐ

52RS-96000  
¥ 14,700（本体¥14,000）

パイピング

パイピング

Ⓑ
Ⓑ Ⓐ

ⒶⒶ
Ⓐ Ⓐ

52RS-92100  
¥ 10,710（本体¥10,200）

本体は全てⒶ色

52RS-93800 
 ¥ 12,075（本体¥11,500）

パイピング

Ⓑ
Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

52RP-43000  
¥9,450（本体¥9,000）

52RS-93400  
¥12,600（本体¥12,000）

パイピング

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ
Ⓐ

Ⓐ

52RS-93700 
本
体
色

パイピング

Ⓐ

Ⓑ

01ホワイト

14 ネイビー

62 レッド

パターンA

14 ネイビー

01 ホワイト

本
体
色

パイピング

Ⓐ

Ⓑ

01ホワイト

14 ネイビー

62 レッド

袖

フライス・衿裏

52RS-93400
本
体
色

パイピング

Ⓐ

Ⓑ

62 レッド

01ホワイト

01ホワイト

パターンA

62 レッド

62 レッド

52RP-93400
本
体
色

パイピング

Ⓐ 62 レッド

01ホワイト

袖

フライス・衿裏

52RP-93700 
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ウォームアップスーツ

バックスタイル

05.グレー×ホワイト

05.グレー×ホワイト

14.ネイビー×ホワイト

16.パステルネイビー

16.パステルネイビー

●テクノファイン
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

ウォームアップシャツ
52RS-600□□

¥8,400（本体¥8,000）
●テクノファイン
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

ウォームアップパンツ
52RP-600□□

¥6,825（本体¥6,500）
●テクノファイン
●ポリエステル100％
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

ハーフパンツ
52RP-601□□

¥5,040（本体¥4,800）
●テクノファイン
●ポリエステル100％
●サイズ：M・L・O・XO
●日本製

ウォームアップシャツ
 52RS-620□□
¥8,925（本体¥8,500）

●テクノファイン
●ポリエステル100％
●サイズ：M・L・O・XO
●日本製

ウォームアップパンツ
52RP-620□□

¥7,350（本体¥7,000）

シンプルながらも個性的な
パイピングデザイン。

特殊なW型繊維構造を持つ機能繊維
〈テクノファイン〉は、レギュラーポリエス
テルに比べ吸汗性に優れ、吸った汗を
肌面に戻さずベタつきを抑えます。さら
に優れた速乾性により、ウェア内を快適
ドライに保ちます。

スーツとして着用した時に
連続するパイピング。

パンツの上から履きやすい
サイドファスナー。

09.ブラック

09.ブラック

14.ネイビー

14.ネイビー

14.ネイビー×ホワイト

14.ネイビー×ホワイト

ウォームアップにより適した軽さと厚さを追求。

個性的なサイドスタイルで、充実したトレーニングを予感。

特殊なW型繊維構造を持つ機能繊維
〈テクノファイン〉は、レギュラーポリエス
テルに比べ吸汗性に優れ、吸った汗を
肌面に戻さずベタつきを抑えます。さら
に優れた速乾性により、ウェア内を快適
ドライに保ちます。

09.ブラック×グレー

09.ブラック×グレー

09.ブラック×グレー

05.グレー×ホワイト

A-304
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ポロシャツ

ソフトな吸汗速乾Tシャツ ソフトな吸汗速乾ポロシャツ ボタンダウンタイプホワイトは
昇華プリント可能！

NAVIDRY ポロシャツ（ボタンダウン）
87WP-860□□

¥3,465（本体¥3,300）
¥3,885（本体¥3,700）

ホワイト
カラー
        

●ポリエステル100％
●サイズ：SS、S、M、L、O、XO、2XO
●中国製

NAVIDRY ポロシャツ
87WP-800□□

¥3,045（本体¥2,900）
¥3,465（本体¥3,300）

ホワイト
カラー
        

01.ホワイト 09.ブラック

22.ロイヤルブルー62.レッド

14.ネイビー
01.ホワイト 09.ブラック

22.ロイヤルブルー62.レッド

14.ネイビー

●ポリエステル100％
●サイズ：SS、S、M、L、O、XO、2XO
●Jr.サイズ ：130、140、150
●中国製

NAVIDRY Tシャツ
87WT-800□□

¥1,050（本体¥1,000）
¥945（本体¥900）
¥1,260（本体¥1,200）
¥1,155（本体¥1,100）

ホワイト
      Jr.
カラー
      Jr.

01.ホワイト 01.ホワイト 01.ホワイト

●ポリエステル100％
●サイズ ：SS、S、M、L、O、XO、2XO
●中国製

01.ホワイト 09.ブラック 14.ネイビー

●サイズ適合表はP.177をご参照下さい。

●ポリエステル100%
●サイズ：S、M、L、O、XO、2XO
●日本製

ポロシャツ
※ 52HG-600□□
¥4,935（本体¥4,700）

遠征時の移動に！！

バックスタイル14.ネイビー

01.ホワイト

ポロシャツオーダーシステム

本体カラーをお選びください。

サイズをお選びください。

01 ホワイト 09 ブラック05 グレー 14 ネイビー

27 ブルー 62 レッド 63 エンジ

※ボタンカラーは本体同色となります。
※ボタンホールカラー・ミズノランバード刺繍カラーは肩口シームと同色になります。

S JASPO M JASPO L JASPO O JASPO XO JASPO 2XO JASPO

シーム本体同色

シーム配色シーム配色

シーム本体同色

シーム配色シーム配色

52HG-10000　￥5,775（本体￥5,500）
●日本製

A-305
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マーキングオーダーシステム

取り付け位置をお選びください。

書体をお選びください。

アメリカンリーグマーク型

ボルティモア  オリオールズ型

オリジナル例

クリーブランド  インディアンス型

オリジナル例

ボストン  レッドソックス型

オリジナル例

デトロイト  タイガース型

オリジナル例

カンザスシティー  ロイヤルズ型

オリジナル例

シカゴ  ホワイトソックス型

オリジナル例

B-2

A-2A-3

E - 1

D - 1

B-1

A - 1

C
-1

C
-2

F-1 F-2

G - 1

B-2

A-2A-3

E - 1

D - 1

A-○は、胸マーク・胸ワッペン　B-○は、胸番号
C-○は、袖マーク・袖ワッペン・袖番号
D-1は、背ネーム（K型・アーチのみ）
E-1は、背番号　F-○は、腰番号
G-1は、帽子マーク
注意事項
1）アメリカ・日本プロ野球等のチームの型を、ミズノ独自でアレン
ジしたチームのサンプル例を掲載しています。本物とサンプル
のアルファベット・NO等の型・大きさカラー等に多少の違いが
ある場合もありますので、ご了承願います。

2）マークの絵柄は、各チームの本物ではありませんので、 ご注意下さい。
＊不明な点につきましては、担当者にご相談下さい。

グラウンドコート

帽　子ユニフォーム

B-1

A - 1C -1 C -2

C -4C -3

A-306
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●胸マーク・番号・ネームはサンプルであり価格に含まれておりません。

※アメリカンリーグマーク型は、MLBレプリカユニフォームにのみ入れることができます。
　それ以外のグラウンドコート、ユニフォーム、帽子には入れることができません。

アメリカンリーグマーク型

ニューヨーク  ヤンキース型

オリジナル例

テキサス  レンジャーズ型

オリジナル例

※2010年シーズンのロゴです。

オークランド  アスレチックス型

オリジナル例

シアトル  マリナーズ型

オリジナル例

ミネソタ  ツインズ型

オリジナル例

エンゼルス型

オリジナル例

タンパベイ  レイズ型

オリジナル例

トロント  ブルージェイズ型

オリジナル例

A-307
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マーキングオーダーシステム

取り付け位置をお選びください。（P.327）をご覧ください。

書体をお選びください。

ナショナルリーグマーク型

ヒューストン  アストロズ型

オリジナル例

アリゾナ  ダイヤモンドバックス型

オリジナル例

シンシナティ  レッズ型

オリジナル例

ミルウォーキー  ブルワーズ型

オリジナル例

シカゴ  カブス型

オリジナル例

フロリダ  マーリンズ型

オリジナル例

ロサンゼルス  ドジャース型

オリジナル例

コロラド  ロッキーズ型

オリジナル例

アトランタ  ブレーブス型

オリジナル例

A-308
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●胸マーク・番号・ネームはサンプルであり価格に含まれておりません。

フィラデルフィア  フィリーズ型

オリジナル例

サンディエゴ  パドレス型

オリジナル例

サンフランシスコ  ジャイアンツ型

オリジナル例

ピッツバーグ  パイレーツ型

オリジナル例

※2010年シーズンのロゴです。

セントルイス  カージナルス型

オリジナル例

ニューヨーク  メッツ型

オリジナル例

ワシントン  ナショナルズ型

オリジナル例

※ナショナルリーグマーク型は、MLBレプリカユニフォームにのみ入れることができます。
　それ以外のグラウンドコート、ユニフォーム、帽子には入れることができません。

ナショナルリーグマーク型

A-309
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マーキングオーダーシステム

取り付け位置をお選びください。（P.327）をご覧ください。

書体をお選びください。

プロ野球型・野球日本代表型・ソフトボール日本代表型・世界No.1型

RE型04-07千葉ロッテ型

GS型

HNF型

04ソフトJAPAN型

SH型

野球日本代表型

G型

08ソフトJAPAN型

※           （クロス）の位置を指定して下さい。

世界No.1型

横浜型広島型 ヤクルト型

阪神型 中日型

スタンダードタイプ 番号

オリジナルマーク

MIZ 1
MZ-U01 MZ-No01 MZ-C01

MIZ 5
MZ-U05 MZ-No05 MZ-C05

MIZ 2
MZ-U02 MZ-No02 MZ-C02

MIZ 7
MZ-U07 MZ-No07 MZ-C07

MIZ 4
MZ-U04 MZ-No04 MZ-C04

MIZ 3
MZ-U03 MZ-No03 MZ-C03

MIZ 8
MZ-U08 MZ-No08 MZ-C08

MIZ 6
MZ-U06 MZ-No06 MZ-C06

CH（中京）型

オールド　イングリッシュ

楷　書

行　書

ケストレ

クラレンドン

W型

ヘルベチカ

マイクログラマー

K（プレインブロック）型ケストレ （スラッシュ付）

フルブロック

プリンスタン

A-310
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●胸マーク・番号・ネームはサンプルであり価格に含まれておりません。

素材とカラーをお選びください。

取り付けスタイルをお選びください。
1）ストレート

6）ベース

2）ストリーム

7）USAアーチ

3）スコープ

8）サンライズ

4）アーチ

9）ライトスロープ

5）ブリッジ

10）USAブリッジ

アルファベット

●無地マーク

NX（ニュークロス） 52ZM-401□□

AT（エーティーサテン）

FIT（フィット）

ハープ

ニット

メジャーマーク

●柔らかでソフトな感触
●色鮮やかな刺繍の風合い
●優れた接着力

●着用時に違和感のない柔らかさ
●サテン地の光沢感
●優れた接着力
●フチ刺繍によくあいます。

●軽くて伸縮性に富んでいます。
●鮮やかな光沢感
●薄い素材に適しています。

●メジャー球団使用と同素材

52ZM-402□□

52ZM-403□□

52ZB-42□□

52ZB-40□□

52ZM-404□□

●マーク部分に直接家庭用アイロンを当てないでください。　●ぬれた時には長時間放置せずに、すぐに洗濯してください。
●メジャーマークについて…二重圧着、三重圧着の場合、マークが厚くなりますので、一番上の面にメジャーマークを使用し、他（下、中）は、従来のマーク生地使用をおすすめします。
●印刷インキの性質上、マーク生地の色とは若干異なる場合があります。 また、生地の種類によって色合いが多少異なります。

01 シロ 45 キ 62 アカ 63 エンジ 35 グリーン 27 ブルー 15 ハナコン 14 コン

01 シロ 45 キ 62 アカ 63 エンジ 35 グリーン 27 ブルー 15 ハナコン 14 コン 09 ブラック

01 シロ 45 キ 54 オレンジ 62 アカ 63 エンジ 35 グリーン 27 ブルー 15 ハナコン 14 コン

09 クロ

61 Gオレンジ 37 ケリーグリーン05 シルバーグレー50 ゴールド 67 パープル64 ピンク 22 Lブルー

209 クロ 37 ケリーグリーン64 ピンク 67 パープル 24 ターコイズブルー26 オリエンタルブルー19 サックス 51 金 03 シルバー

61 Gオレンジ 05 グレー 65 ケイコーピンク50 ゴールド 67 パープル 19 サックス 11 ノウコン

01 ホワイト 05 グレー 09 ブラック 14 ネイビー 16 パステルネイビー19 サックス 27 ブルー 35 グリーン 37 ライトグリーン

45 イエロー 54 オレンジ 56 レンガ 62 レッド 63 エンジ 64 ピンク 67 パープル

01 ホワイト 03 シルバー 09 ブラック 14 ネイビー 16 パステルネイビー21 マリンブルー 27 ブルー 35 グリーン 37 ライトグリーン

45 イエロー 50 ゴールド 54 オレンジ 62 レッド 67 パープル

01 ホワイト 09 ブラック 14 ネイビー 16 パステルネイビー27 ブルー 35 グリーン 37 ライトグリーン 45 イエロー 54 オレンジ

62 レッド 63 エンジ 64 ピンク

19 サックス 16 パステルネイビー

60 スカーレット

※一部接着しずらい生地もありますので、必ずプレステストを行ってから使用して下さい。

ダイヤクロス

ダイヤシルキー

●刺繍の輝きをもつ美しさ

●シルクにも似た鮮やかな色彩

52ZB-6100

52ZB-6110
01 シロ 05 グレー 09 ブラック 14 コン 15 ハナコン 19 サックス 22 Lブルー 27 ブルー 35 グリーン

45 キ 50 ゴールド 54 オレンジ 62 アカ 63 エンジ 64 ピンク 67 パープル

01 シロ 05 グレー 09 ブラック 14 コン 15 ハナコン 16 チュウニチブルー 22 Lブルー 27 ブルー 35 グリーン

45 キ 50 ゴールド 54 オレンジ 61  Gオレンジ 62 アカ 63 エンジ 67 パープル

11）三重刺繍凸タイプ 12）二重縁取り刺繍凸タイプ

※11）、12）の刺繍凸タイプを厚手グラウンドコートへ加工の場合は、ワッペン式になります。

1）一重圧着 2）二重圧着 3）三重圧着 4）一重ちどり刺繍 5）二重ちどり刺繍 6）三重ちどり刺繍 7）一重縁取り刺繍8）二重縁取り刺繍（W刺繍）9）直接刺繍 10）台付刺繍

加工方法をお選びください。

漢字
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マーク価格表

¥1,890
（本体¥1,800）
52ZW-00501

¥945
（本体¥900）
52ZW-00601

¥1,260
（本体¥1,200）
52ZW-00701

¥735
（本体¥700）
52ZW-00801

¥840
（本体¥800）
52ZW-00901

¥840
（本体¥800）
52ZW-01201

¥735
（本体¥700）
52ZW-01301

¥630
（本体¥600）
52ZW-01401

¥473
（本体¥450）
52ZW-01501

¥420
（本体¥400）
52ZW-01601

¥263
（本体¥250）
52ZW-01701

¥1,575
（本体¥1,500）
52ZW-02001

¥2,730
（本体¥2,600）
52ZW-00502

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-00602

¥1,785
（本体¥1,700）
52ZW-00702

¥945
（本体¥900）
52ZW-00802

¥1,050
（本体¥1,000）
52ZW-00902

¥1,155
（本体¥1,100）
52ZW-01202

¥1,050
（本体¥1,000）
52ZW-01302

¥945
（本体¥900）
52ZW-01402

¥630
（本体¥600）
52ZW-01502

¥578
（本体¥550）
52ZW-01602

¥367
（本体¥350）
52ZW-01802

¥2,100
（本体¥2,000）
52ZW-02002

¥3,990
（本体¥3,800）
52ZW-00513

¥1,890
（本体¥1,800）
52ZW-00613

¥2,205
（本体¥2,100）
52ZW-00713

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-00813

¥1,628
（本体¥1,550）
52ZW-00913

¥1,785
（本体¥1,700）
52ZW-01213

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-01313

¥1,260
（本体¥1,200）
52ZW-01413

¥945
（本体¥900）
52ZW-01513

¥840
（本体¥800）
52ZW-01613

¥3,570
（本体¥3,400）
52ZW-02013

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-00810

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-00910

¥840
（本体¥800）
52ZW-01710

¥1,470
（本体¥1,400）
52ZW-01810

¥1,890
（本体¥1,800）
52ZW-01910

全胸1段マ－ク

片胸マーク
1文字及び2文字
までの組み合わせ
片胸マーク
独立2文字及び3～4文字
までの組み合わせ
袖1段マーク
アルファベット及び
漢字1～5文字
袖1段マーク
アルファベット及び
漢字6文字以上

背番号（2桁）
20cm

背番号（2桁）
18cm

背番号（2桁）
15cm

胸番号（2桁）
10cm

胸番号（2桁）
8cm

帽子マ－ク
1文字、1色

帽子マ－ク
1文字、2色

帽子マ－ク
1文字、3色

背 個人ネ－ム
Ｋ（プレイン
ブロック型）

¥2,940
（本体¥2,800）
52ZW-00511

¥1,680
（本体¥1,600）
52ZW-00611

¥1,995
（本体¥1,900）
52ZW-00711

¥1,365
（本体¥1,300）
52ZW-01211

¥1,260
（本体¥1,200）
52ZW-01311

¥1,155
（本体¥1,100）
52ZW-01411

¥735
（本体¥700）
52ZW-01511

¥630
（本体¥600）
52ZW-01611

¥4,515
（本体¥4,300）
52ZW-00512

¥2,100
（本体¥2,000）
52ZW-00612

¥2,940
（本体¥2,800）
52ZW-00712

¥1,785
（本体¥1,700）
52ZW-01212

¥1,575
（本体¥1,500）
52ZW-01312

¥1,365
（本体¥1,300）
52ZW-01412

¥893
（本体¥850）
52ZW-01512

¥840
（本体¥800）
52ZW-01612

¥3,780
（本体¥3,600）
52ZW-00514

¥2,625
（本体¥2,500）
52ZW-00614

¥2,940
（本体¥2,800）
52ZW-00714

¥1,785
（本体¥1,700）
52ZW-01214

¥1,680
（本体¥1,600）
52ZW-01314

¥1,575
（本体¥1,500）
52ZW-01414

¥945
（本体¥900）
52ZW-01514

¥840
（本体¥800）
52ZW-01614

¥3,150
（本体¥3,000）
52ZW-00715

¥2,835
（本体¥2,700）
52ZW-00615

¥3,990
（本体¥3,800）
52ZW-00515

¥1,995
（本体¥1,900）
52ZW-01215

¥1,890
（本体¥1,800）
52ZW-01315

¥1,785
（本体¥1,700）
52ZW-01415

¥1,155
（本体¥1,100）
52ZW-01515

¥1,050
（本体¥1,000）
52ZW-01615

統一マーク

¥1,155（本体¥1,100）
52ZM-03501

¥3,675（本体¥3,500）
52ZM-03502

¥3,360（本体¥3,200）
52ZM-03503

加工方法 カラーキャム 3重凸刺繍 2重縁刺繍(文字凸型）

片胸　マーク

¥2,520
（本体¥2,400）
52ZW-02011

¥3,938
（本体¥3,750）
52ZW-02012

一重チドリ刺繍 二重チドリ刺繍 昇華 一重チドリ
（4色まで）

昇華 影付きチドリ
（4色まで）加工方法 一重圧着 二重圧着 縁取刺繍 直接刺繍

注） ●ラバー圧着は除きます。
●指定書体・特殊なデザインでの加工については別途料金がかかる場合があります。

※上記以外の加工方法については別途お問い合わせ下さい。

特殊マーク
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 オリジナルマーキングオーダーシステム

TYPE D / 刺繍エッジマークタイプ

取り付け位置を選ぶ。
P.335

書体デザイン・加工方法を選ぶ。
P.335

カラーを選ぶ。
P.336

加工方法のご提案

オリジナルマーキングオーダーシステムでは、5タイプの加工方法をご提案します。 
※発注は各固定デザイン、10名様以上からでお願い致します。

※ワッペン台はグラウンドコート本体と
　同色になります。

※本体取付はチドリがけ加工になります。
※ワッペン台は全て白色になります。

※ワッペン台はグラウンドコート本体と同色になります。※ワッペン台はグラウンドコート本体と同色になります。

※全てに白台が付きます。
※グラウンドコートには対応できません。

※カラーキャム使用の注意
●ドライクリーニング及びタンプラー乾燥は不可です。
●長時間濡れたままで放置しないで下さい。
●プリント部へのアイロンがけは避けて下さい。
●洗濯は製品に付いている洗濯表示に従って、塩素系洗剤・
漂白剤・乾燥機の使用は避け、手絞りをせず、脱水後すぐに広
げ、陰干しをして下さい。

※ワッペン台はグラウンドコート本体と同色になります。

ウレタン入り刺繍3D凸［レギュラー］ サブリメーションワッペン ウレタン入り刺繍3D凸［コンビネーションワード］
立体プリントと3D凸タイプの刺繍を組み合わせた加工法。
高級感と斬新さをあわせもつデザイン性の高さが特徴です。

カラーキャム ※カラーキャムはプレイヤージャケットのみ対応です。

軽く美しいマーキング。カラーバリエーション豊かなプリントです。

刺繍エッジマーク

刺繍の中央カラーに陰影をつけ、シャープな立体感を表現。

立体的なマーク加工法により、
高級感のある仕上がりです。

1ワードの直接刺繍との一体型。
チームカラーを更にアピール。

加工方法のご提案
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R1 R2 R3 R4 R5

R6 R7 R8 R9 R10

R5

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6

W 1 W 2 W 3 W 4

W 5 W 6 W 7 W 8

W 9 W 10 W 11 W 12

I 1 I 2 I 3 I 4

I 5 I 6 I 7 I 8

I 9 I 10 I 11 I 12

カラーキャムタイプウレタン入り刺繍3D凸タイプ

刺繍エッジマーク

カラーキャムタイプウレタン入り刺繍3D凸タイプ

カラーキャムタイプサブリメーションワッペンタイプ

S t e p

S t e p

書体デザイン加工方法

書体デザイン加工方法

※イラスト部分のカラーは変更できません。※文字タイプのベースの文字は、チーム名の頭文字になります。
※I4・I7・I8・I9・I10・I11・I12のワッペン台は全て白色になります。
※サブリメーションワッペンタイプをお選びの場合は、I1・I2・I3・I5・I6のワッペン台はグラウンドコート本体と
　同色になります。

※ウレタン入り刺繍３D凸タイプは、グラウンドコート・リバーシブルVジャン（52WW25、26～/52WJ26～）に
　加工の場合はワッペン式になります。
※片胸マークR19、24、33、46はカラーキャムタイプのみの選択となります。

※ウレタン入り刺繍3D凸タイプのBASEBALLの文字は金糸になります。
※カラーキャムのBASEBALLの文字はゴールド色になります。

▼ ▼ ▼

▼

書体デザイン加工方法

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

書体デザイン加工方法

レギュラー（全57書体） 豊富な書体バリエーションが、チームの個性を引き出します。

コンビネーションイラスト（全12書体） サブリマーキングにイラストを組み合わせ、チームイメージをより強く表現できます。

コンビネーションワード（全12書体） 1ワードの直接刺繍との一体型。チームカラーを更にアピール。

刺繍エッジマーク（全6書体） 刺繍の中央カラーに陰影をつけることで、シャープな立体感を表現。

A-2A-3

C-2 C-4

C-1

C-3

｠オリジナルマーキングオーダーシステム

取り付け位置をお選びください。

書体デザイン・加工方法をお選びください。 4タイプの中からお選びください。

R14 R15 R16R11 R12 R13 R17 R18

R22 R23 R24R19 R20 R21 R25 R26

R30 R31 R32R27 R28 R29 R33 R34

R38 R39 R40R35 R36 R37 R41 R42

R46 R47 R48R43 R44 R45 R49 R50

R54 R55 R56R51 R52 R53 R57 R58

R62 R63 R64R59 R60 R61 R65 R66
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ベース色：ブラック

ブラック×ホワイト×オレンジ

＃02

ネイビー×ホワイト×オレンジ

＃01

ネイビー×シルバー×オレンジ

＃10

ネイビー×ホワイト×レッド

＃13

ネイビー×オレンジ×ホワイト

＃19

ネイビー×ゴールド×ホワイト

＃20

ネイビー×グレー×ホワイト

＃30

ネイビー×レッド×ブラック

＃54

ネイビー×ホワイト×パープル

＃59

ネイビー×イエロー×シルバー

＃101

ネイビー×グリーン×ホワイト

＃109

ネイビー×ゴールド×レッド

＃114

ネイビー×イエロー×ブラック

＃116

ネイビー×シルバー×ブルー

＃118

ネイビー×ピンク×ホワイト

＃120

ネイビー×オレンジ×シルバー

＃126

パステルネイビー×イエロー×オレンジ

＃05

パステルネイビー×オレンジ×ブラック

＃09

パステルネイビー×グレー×ブラック

＃27

パステルネイビー×レッド×ブラック

＃52

パステルネイビー×ホワイト×レッド

＃55

パステルネイビー×ホワイト×パープル

＃56

パステルネイビー×イエロー×グレー

＃89

パステルネイビー×ホワイト×ゴールド

＃115

パステルネイビー×ホワイト×ブルー

＃128

パステルネイビー×オレンジ×グレー

＃129

レッド×ホワイト×シルバー

＃08

レッド×ホワイト×ゴールド

＃16

レッド×ネイビー×ホワイト

＃17

レッド×ゴールド×ブラック

＃23

レッド×ネイビー×ゴールド

＃29

レッド×シルバー×ブラック

＃96

レッド×ブラック×ホワイト

＃102

レッド×ネイビー×シルバー

＃103

レッド×ホワイト×ブラック

＃113

レッド×ブラック×ゴールド

＃127

エンジ×アイボリー×レッド

＃12

エンジ×ゴールド×ホワイト

＃28

エンジ×オレンジ×シルバー

＃82

エンジ×イエロー×ブラック

＃111

エンジ×ホワイト×シルバー

＃124

グリーン×ホワイト×ゴールド

＃07

グリーン×アイボリー×オレンジ

＃84

グリーン×オレンジ×ホワイト

＃85

グリーン×イエロー×ブラック

＃98

グリーン×ネイビー×シルバー

＃99

ゴールド×ブラック×パープル

＃15

ゴールド×エンジ×ブラック

＃58

ゴールド×ピンク×シルバー

＃78

ゴールド×ホワイト×グリーン

＃88

ゴールド×ブラック×レッド

＃130

ホワイト×ネイビー×グレー

＃18

ホワイト×ネイビー×レッド

＃25

ホワイト×パステルネイビー×ゴールド

＃79

ホワイト×グリーン×ゴールド

＃83

ホワイト×ブルー×ホワイト

＃93

ホワイト×パープル×ブラック

＃94

ホワイト×レッド×ネイビー

＃97

ホワイト×エンジ×シルバー

＃107

ホワイト×レッド×ゴールド

＃108

ホワイト×オレンジ×ブラック

＃123

ブラック×ホワイトエッジ

＃61

ネイビー×ホワイトエッジ

＃62

シルバー×ホワイトエッジ

＃63

ブルー×ゴールドエッジ

＃64

ネイビー×ゴールドエッジ

＃65

ネイビー×オレンジエッジ

＃66

ホワイト×イエローエッジ

＃67

パステルネイビー×レッドエッジ

＃68

レッド×ホワイトエッジ

＃69

ネイビー×レッドエッジ

＃70

ブラック×ゴールド×エンジ

＃04

ブラック×ホワイト×ゴールド

＃06

ブラック×シルバー×レッド

＃21

ブラック×シルバー×ホワイト

＃22

ブラック×ホワイト×ブラック

＃26

ブラック×レッド×ブラック

＃51

ブラック×ホワイト×レッド

＃71

ブラック×パープル×シルバー

＃80

ブラック×オレンジ×ホワイト

＃125

ベース色：ネイビー

ベース色：パステルネイビー

ベース色：レッド

ベース色：エンジ

ベース色：ホワイト

オレンジ×ネイビー×ホワイト

＃11

オレンジ×アイボリー×グリーン

＃86

オレンジ×エンジ×シルバー

＃87

オレンジ×イエロー×ブラック

＃100

オレンジ×ホワイト×ネイビー

＃112

パープル×ホワイト×ネイビー

＃03

パープル×ホワイト×ゴールド

＃14

パープル×イエロー×ブラック

＃53

パープル×パステルネイビー×ゴールド

＃81

パープル×ブラック×シルバー

＃90

ベース色：グリーン ベース色：ゴールド

ブルー×ゴールド×ブラック

＃24

ブルー×レッド×ブルー

＃57

ブルー×ホワイト×シルバー

＃72

ブルー×イエロー×ブラック

＃95

ブルー×アイボリー×パステルネイビー

＃110

シルバー×エンジ×ホワイト

＃73

シルバー×オレンジ×ホワイト

＃74

シルバー×ブラック×シルバー

＃75

シルバー×ブルー×ブラック

＃104

シルバー×ネイビー×ホワイト

＃117

ベース色：オレンジ ベース色：パープル

イエロー×グリーン×シルバー

＃60

イエロー×レッド×ブルー

＃76

イエロー×パステルネイビー×ホワイト

＃77

イエロー×エンジ×ブラック

＃105

イエロー×ブルー×ホワイト

＃106

ピンク×アイボリー×ゴールド

＃91

ピンク×ゴールド×シルバー

＃92

ピンク×ホワイト×シルバー

＃119

ピンク×ホワイト×ブルー

＃121

ピンク×イエロー×ブルー

＃122

ベース色：ブルー ベース色：シルバー

ベース色：イエロー ベース色：ピンク

でお選びの加工方法により、選べるカラーが異なります。

カラーをお選びください。

レギュラーカラー（全100色）［レギュラーカラーに適用可能な加工方法］ウレタン入り刺繍3D凸タイプ・サブリメーションワッペン・カラーキャム

エッジマークカラー（全10色）刺繍エッジマークタイプのみ、適用可能です。
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オリジナルワッペンオーダーシステム

レギュラーワッペンシステム
自分たちだけのオリジナルワッペンをつくる。それもまた、野球の楽しみのひとつだ。

レギュラーワッペンを選ぶ。（品番で指定してください） チーム名を指定する。（年号の変更も出来ます）

ベースデザインを選ぶ。（品番で指定してください） パーツデザインを選ぶ。（番号で指定してください）

アルファベットデザインを選び文字を指定する（品番で指定してください） 上記パーツデザインよりパーツデザインを選んでください（番号で指定してください）

52ZW-52136（L・縦約11cm）
52ZW-52236（M・縦約9cm）

52ZW-52128（L・縦約11cm）
52ZW-52228（M・縦約9cm）

52ZW-51132（L・縦約11cm）
52ZW-51232（M・縦約9cm）

52ZW-51130（L・縦約11cm）
52ZW-51230（M・縦約9cm）

52ZW-53127（L・縦約11cm）
52ZW-53227（M・縦約9cm）

52ZW-53131（L・縦約11cm）
52ZW-53231（M・縦約9cm）

左胸全刺繍ワッペンタイプ
52ZW-51332

左胸全刺繍ワッペンタイプ
52ZW-52329

52ZW-53339
左胸全刺繍ワッペンタイプ

アルファベットデザイン
（パーツデザインとの組合せ例）

アルファベットチームロゴサンプル

フルブロック
52ZW-51100（L・縦約11cm）　52ZW-51200（M・縦約9cm）

オールドイングリッシュ
52ZW-52100（L・縦約11cm）　52ZW-52200（M・縦約9cm）

ケストレ
52ZW-53100（L・縦約11cm）　52ZW-53200（M・縦約9cm）

フルブロック・USAアーチ
52ZW-51300（ワイド約13cm）

オールドイングリッシュ・ストレート
52ZW-52300（ワイド約13cm）

ケストレ・スラッシュ付
52ZW-53300（ワイド約13cm）

（パーツデザインとの組合せ例）
アルファベットイニシャルサンプル

レギュラーワッペン

52ZW-31100（L・縦約11cm）
52ZW-31200（M・縦約9cm）

52ZW-32100（L・縦約11cm）
52ZW-32200（M・縦約9cm）

52ZW-33100（L・縦約8cm）
52ZW-33200（M・縦約7cm）

52ZW-34100（L・縦約11cm）
52ZW-34200（M・縦約9cm）

52ZW-35100（L・縦約11cm）
52ZW-35200（M・縦約9cm）

52ZW-36100（L・縦約11cm）
52ZW-36200（M・縦約9cm）

スペクトラワッペンシステム

ベースデザイン

書体

※52ZW-11100（L・縦約11cm）
※52ZW-11200（M・縦約9cm）

52ZW-10100（L・縦約11cm）
52ZW-10200（M・縦約9cm）

52ZW-00100（L・縦約11cm）
52ZW-00200（M・縦約9cm）

52ZW-01100（L・縦約11cm）
52ZW-01200（M・縦約9cm）

52ZW-13100（L・縦約11cm）
52ZW-13200（M・縦約9cm）

52ZW-12100（L・縦約11cm）
52ZW-12200（M・縦約9cm）

52ZW-03100（L・縦約11cm）
52ZW-03200（M・縦約9cm）

★

52ZW-05100（L・縦約8cm）
52ZW-05200（M・縦約7cm）

52ZW-15100（L・縦約11cm）
52ZW-15200（M・縦約9cm）

52ZW-14100（L・縦約11cm）
52ZW-14200（M・縦約9cm）

★

52ZW-04100（L・縦約11cm）
52ZW-04200（M・縦約9cm）

52ZW-09100（L・縦約11cm）
52ZW-09200（M・縦約9cm）

行書体
DX-01 - 01

楷書体
DX-02 - 01

ヘルベチカ
DX-20 - 01

マイクログラマー
DX-04 - 01

クラレンドン
DX-05 - 01

プリンスタン
DX-06 - 01

オールドイングリッシュ
DX-07-01

ケストレ
DX-08 - 01

ケストレ（スラッシュ付）
DX-09 - 01

アルファベットマーキングシステム

A-316
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チーム名の刺繍カラーを指定する マーク取付位置（下図）を指定する

アルファベットのマーク地カラーと刺繍糸カラーを指定する（左胸タイプは刺繍カラーのみ） マーク取付位置（上図）を指定する

書体を選びチーム名を記入する（9文字まで） ★のみ年号を指定する（書体、カラーはサンプル通り）

チーム名の刺繍カラーを指定する マーク取付位置（上図）を指定する

チーム名刺繍カラー

イエローレッド

グレー

エンジ

ブルー

パステルネイビー

ライトグリーン

グリーン

パープル

ブラック

ピンク

オレンジ

サックス

ホワイト

ブラウン

ネイビー

金 銀

●サンプルのカラーの組合せは、基本配色です。
　違ったカラーになるとイメージが異なる場合がありますので注意してください

マーク取付位置

A-2A-3

C -3
C -2 C -4

C -1

パーツデザイン

03 05 08 27 10

16 17 18 20

28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

レッド エンジ パステルネイビー グリーン ブラック オレンジ ホワイト ネイビー イエロー グレー ブルー ライトグリーン パープル ピンク サックス ブラウン 金 銀

●サンプルのカラーの組合せは、基本配色です。違ったカラーになるとイメージが異なる場合がありますので注意してください

チーム名刺繍カラー

マーク地カラー（サンプルのカラーの組合せは、基本配色です。違ったカラーになるとイメージが異なる場合がありますので注意してください）

刺繍糸カラー（サンプルのカラーの組合せは、基本配色です。違ったカラーになるとイメージが異なる場合がありますので注意してください）

レッド エンジ パステルネイビー グリーン ブラック オレンジ ホワイト ネイビー イエロー グレー ブルー ライトグリーン パープル ピンク サックス ブラウン 金 銀

レッド エンジ パステルネイビー グリーン ブラック オレンジ ホワイト ネイビー イエロー グレー ブルー ライトグリーン パープル ピンク サックス ブラウン 金 銀

○マーク地（文字カラー）
　マーク地カラーより指定する

○縁取刺繍
　刺繍糸カラーより指定する

○文字カラー
　刺繍糸カラーより指定する

○ベースカラー
　刺繍糸カラーより指定する○マーク地（ベースカラー）

　マーク地カラーより指定する

アルファベット（イニシャル） アルファベット（チームロゴ）

A-317
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