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加工前

SV-100DB

湯もみ型付け加工

ＮＥＷグラブを内野手が思い通りに使いこな
すのに約半年（６ヶ月）はかかるでしょう。
それでも早い方かもしれません。思い通り
に手の一部分のような形になるのはもっと
時間がかかるものと思われます。湯もみ型
付けグラブは、この期間を短縮し早く思い
通りに使いこなしてもらうための最高の技
術加工です。
※湯もみ型付け加工で、包み込むようなポケット
は出来ますが、ポケット芯（中心）は選手自身
が使い込んで作り上げるものです。

湯もみの意味

※販売店によっては、独自の湯もみを行っている
　場合がありますので、詳細は販売店スタッフに
　ご相談下さい。

グラブの硬さを選びます

ポケットの深さを選びます

独自の技
術で

即実戦グ
ラブ！

硬く仕上げる
標準仕上げ
柔らかく仕上げる

A
B
C

深く仕上げる　　標準仕上　　浅く仕上げるA B C

使用後、内野手用なら約2ヶ月ぐらいで試合可能。（投手・外野手は約1ヶ月）
使用後、内野手用なら約1ヶ月ぐらいで試合可能。（投手・外野手は約2週間）
使用後、内野手用なら約2週間ぐらいで試合可能。（投手・外野手は約10日）
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プロ仕上・ポジション別加工

タイプ0.5の型
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加工後
親指を小指に
くっつけるような
型の深さ
（プロ仕上：４）

●好みの
硬さにで

きます！

●ポケッ
トの深さ

も自由自
在！

自然と
ボール

が入る
、

理想の
ポケット

ができ
る！

進化し続ける

タイプ 4.5

親指を小指の外側（4.5）まで
飛び超えるくらい深く

型の深さ
タイプ 4.0

親指を小指（4）にくっつける
ような型の深さ

型の深さ
タイプ 3.5

親指を薬指と小指の間（3.5）に
くっつけるような型の深さ

型の深さ
タイプ 3.0

親指を薬指（3）にくっつける
ような型の深さ

型の深さ
タイプ 2.5

親指を中指と薬指の間（2.5）に
くっつけるような型の深さ

型の深さ
タイプ 2.0

親指を中指（2）にくっつける
ような型の深さ

型の深さ
タイプ 1.5

親指を人差し指と中指の間
（1.5）にくっつけるような型の
深さ

型の深さ
タイプ 1.0

親指を人差し指（1）にくっつけ
るような型の深さ

型の深さ
タイプ 0.5

親指をウエブの端くらい（0.5）
にくっつけるような型の深さ

型の深さ

0.5～4.5まで

全9タイプ

親
指
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バックスタイルを選択してください。STEP

本体カラーを選択してください。STEP

内裏革の素材とカラーを選択してください。STEP

ウェブを選択してください。STEP

イエロー サルファ
イエロー

R・オレンジ ネイビー ホワイト ピンクS・オレンジ グレーブルータンブラック

硬式グラブ

標準オーダー

通常納期が約2～3ヶ月程度
かかるところを、湯もみ加工を行う場合も含め
20日以内（土日、祝は含まず）でお届け致します。

上記の価格より

軟式グラブ

スペシャルプロオーダーは基本型より±5～10㎜大きさを変える場合、
各部パーツカラーを変更する場合となります。

￥55,000＋税
￥40,000＋税

＋￥2,500＋税

でスピード仕上げ！！＋￥8,000＋税

スペシャルプロオーダー

基本の型を選択してください。

■ ソフトステア ブラック ■ 共革 STEP3 本体カラーよりお選びください。カラー選択

投手用投手用 投手用 投手用 投手用

内野手用 内野手用 内野手用 外野手用 外野手用外野手用外野手用

内野手用

内野手用 内野手用 内野手用

外野手用 外野手用 外野手用 外野手用 外野手用

内野手用 内野手用 内野手用 内野手用内野手用

ESPスパイラルネットT
（ESPステッチ）

スパイラルネットT スパイラルネットⅠ スパイラルネットⅢ22 23 25 2926 27 28 48スパイラルネットTⅡ スパイラルV 3段クロス 3段Vクロス

バスケット

バスケット
スパイラル

ツーピースⅡ

1

2 5 Ⅹ Ⅺ

Ⅻ

8 9

10

スパイラル
ツーピースⅡ

ビクトリー
スパイラル

76

XIII11

ビクトリー
バスケット

12 NP30

クロス Vクロス

ワンピースⅡ

13 14

15 ワンピース3316 クロスⅡ スパイラルTUⅢ31 32

ESPプロⅠ
（ESPステッチ）
3 DP46

ビクトリーⅢ35 MP37

スパイラルTUⅣ18 HⅡ47スパイラルTUⅡ スパイラルH38ワンピースバスケット40

スパイラルX39

投手用 投手用 投手用投手用

AP42

投手用 投手用 投手用 投手用 投手用 投手用

投手用投手用 投手用内野手用 内野手用 内野手用 内野手用

BP CP43

外野手用

44

45

内野手用 内野手用

H20

AG

修理の際、ウェブのみの発注は可能ですが受注生産となります。
ウェブ番号、硬式or軟式、ウェブカラー、レースカラー、縫い糸カラーを記入してください。

（納期：２～3週間） ￥2,500 ＋税

ヘリ革

ハミダシ

ウェブ

レース

ラベル

バックスタイル

縫糸

内芯とじ

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。➡

27.5
SB型
内野手用（小型）

30.5
GB型
外野手用（中型）

31.5
GG型
外野手用（大型）

ノーマルバックスタイル ノーマルバックスタイル ノーマルバックスタイルαバックスタイル

28.0
CB型
内野手用（中型）

αバックスタイル

28.5
DB型
内野手用（大型）

αバックスタイル

αバック
スタイル
にも

変更可能

ノーマル
バックスタイル
にも

変更可能

ノーマル
バックスタイル
にも

変更可能

29.0
TB型
投手用 横型

29.5
PB型
投手用 縦型

αバック
スタイル
にも

変更可能

ノーマルバックスタイルαバックスタイルwαバックスタイル

受注生産

日本のグラブ職人の数も昔に比べて減っており、それにともないオーダーグラブ
の納期にもお時間を頂いております。
グラブが出来上がっても実際に自分の手に合って試合で使える状態にするまで
は早くても半年はかかります。例えば高校生の場合、高校生活が3年間あると
言っても7月の夏季大会までを考えると実質2年4か月程です。グラブを作るタイ
ミングによってはオーダーグラブの納期がかかれば、使える期間は短くなってし
まいます。
それを解消するために「特急券システム」を採用致しました。

特急券システム

STEP

内芯とじを選択してください。STEP

立つ親指がポイント

■ 縦とじ

■ 三方親とじ

■ 横とじダブル※投手用のみ

グラブ オーダーシステム

Glove Order SystemGlove Order System4
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硬式グラブ

標準オーダー

通常納期が約2～3ヶ月程度
かかるところを、湯もみ加工を行う場合も含め
20日以内（土日、祝は含まず）でお届け致します。

上記の価格より

軟式グラブ

スペシャルプロオーダーは基本型より±5～10㎜大きさを変える場合、
各部パーツカラーを変更する場合となります。

￥55,000＋税
￥40,000＋税

＋￥2,500＋税

でスピード仕上げ！！＋￥8,000＋税

スペシャルプロオーダー

基本の型を選択してください。

■ ソフトステア ブラック ■ 共革 STEP3 本体カラーよりお選びください。カラー選択

投手用投手用 投手用 投手用 投手用

内野手用 内野手用 内野手用 外野手用 外野手用外野手用外野手用

内野手用

内野手用 内野手用 内野手用

外野手用 外野手用 外野手用 外野手用 外野手用

内野手用 内野手用 内野手用 内野手用内野手用

ESPスパイラルネットT
（ESPステッチ）

スパイラルネットT スパイラルネットⅠ スパイラルネットⅢ22 23 25 2926 27 28 48スパイラルネットTⅡ スパイラルV 3段クロス 3段Vクロス

バスケット

バスケット
スパイラル

ツーピースⅡ

1

2 5 Ⅹ Ⅺ

Ⅻ

8 9

10

スパイラル
ツーピースⅡ

ビクトリー
スパイラル

76

XIII11

ビクトリー
バスケット

12 NP30

クロス Vクロス

ワンピースⅡ

13 14

15 ワンピース3316 クロスⅡ スパイラルTUⅢ31 32

ESPプロⅠ
（ESPステッチ）
3 DP46

ビクトリーⅢ35 MP37

スパイラルTUⅣ18 HⅡ47スパイラルTUⅡ スパイラルH38ワンピースバスケット40

スパイラルX39

投手用 投手用 投手用投手用

AP42

投手用 投手用 投手用 投手用 投手用 投手用

投手用投手用 投手用内野手用 内野手用 内野手用 内野手用

BP CP43

外野手用

44

45

内野手用 内野手用

H20

AG

修理の際、ウェブのみの発注は可能ですが受注生産となります。
ウェブ番号、硬式or軟式、ウェブカラー、レースカラー、縫い糸カラーを記入してください。

（納期：２～3週間） ￥2,500 ＋税

ヘリ革

ハミダシ

ウェブ

レース

ラベル

バックスタイル

縫糸

内芯とじ

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。➡

27.5
SB型
内野手用（小型）

30.5
GB型
外野手用（中型）

31.5
GG型
外野手用（大型）

ノーマルバックスタイル ノーマルバックスタイル ノーマルバックスタイルαバックスタイル

28.0
CB型
内野手用（中型）

αバックスタイル

28.5
DB型
内野手用（大型）

αバックスタイル

αバック
スタイル
にも

変更可能

ノーマル
バックスタイル
にも

変更可能

ノーマル
バックスタイル
にも

変更可能

29.0
TB型
投手用 横型

29.5
PB型
投手用 縦型

αバック
スタイル
にも

変更可能

ノーマルバックスタイルαバックスタイルwαバックスタイル

受注生産

日本のグラブ職人の数も昔に比べて減っており、それにともないオーダーグラブ
の納期にもお時間を頂いております。
グラブが出来上がっても実際に自分の手に合って試合で使える状態にするまで
は早くても半年はかかります。例えば高校生の場合、高校生活が3年間あると
言っても7月の夏季大会までを考えると実質2年4か月程です。グラブを作るタイ
ミングによってはオーダーグラブの納期がかかれば、使える期間は短くなってし
まいます。
それを解消するために「特急券システム」を採用致しました。

特急券システム

STEP

内芯とじを選択してください。STEP

立つ親指がポイント

■ 縦とじ

■ 三方親とじ

■ 横とじダブル※投手用のみ

グラブ オーダーシステム

Glove Order SystemGlove Order System
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グラブが出来上がっても実際に自分の手に合って試合で使える状態にするまで
は早くても半年はかかります。例えば高校生の場合、高校生活が3年間あると
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まいます。
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■ 三方親とじ
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グラブ オーダーシステム
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イエロータンR・オレンジ ネイビー ホワイト 本体同色サルファ
イエロー

ピンク グレーブルーブラック S・オレンジ

■玉ハミ■切ハミ イエロー

サルファイエロー

R・オレンジ

ネイビー

ホワイト

ホワイト

本体同色

S・オレンジ

ピンク グレー

ブルー タン

ブラックブラック

ネイビー ダークタンホワイト 中白ブラックピンク

S・オレンジ

グレー

ブラック イエロー サルファイエローR・オレンジ ブルー

■指の長さ調整（長く・短く）
■各部パーツカラー変更（専用オーダー用紙）  

スペシャルプロオーダー
標準オーダーに
+2,500円（税抜）

●ヒモ長残し　●背面ヒモ通し　●指あて革　●指カバー取付
●外野手用小指2本入れ無料オプション

■場　所　内裏革部　親指部　小指部

■カラー

■価　格

ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク サックス オレンジライト
シルバー

ライト
ゴールド

グリーン ホワイトゴールド シルバー サルファ
イエロー

ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク サックス オレンジライト
シルバー

ライト
ゴールド

グリーン ホワイトゴールド シルバー サルファ
イエロー

■書　体　漢字　ローマ字活字体　ブラッシュ体　ローマ字筆記体

ローマ字活字体 ローマ字筆記体ブラッシュ体

●2カ所合計8文字まで 無料 ●9文字以上 +￥2,000+税

●影付き  1行：￥2,400+税／2行：￥4,800+税　　●縁付き  1行：￥3,600+税／2行：￥7,200+税

●追加箇所 1カ所につき￥2,000+税 

■場　所　親指部　小指部

■書　体

■番　号

※文字数の制限はありません。

※影付き、縁付きは別途料金がかかります。

■カラー

ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク サックス オレンジライト
シルバー

ライト
ゴールド

グリーン ホワイトゴールド シルバー サルファ
イエロー

■カラー

■直刺繍

■ラベル

※影付き、縁付きは不可

※漢字は不可

※どちらかを選択し、カラーを
オーダーシートに記入してください。

※文字数の制限はありません。あまり多いと文字は小さくなります。

※パーツカラー変更する場合は、
ホームページからオーダーシートを
ダウンロードしてください。

立体刺繍にされる場合はオーダーシート「STEP13」の該当箇所にチェックを入れてください。

縫糸のカラーを選択してくださいSTEP

ハミダシを選択してください。STEP

ヘリ革を選択してください。STEP

レースのカラーを選択してください。STEP

オプションを選択してください。STEP

刺繍を入れる場合は、入れる場所と刺繍内容をお決めください。STEP

ラベルor 直刺繍 どちらかを選択してください。STEP

イエローR・オレンジ レッド ネイビー ホワイト ピンクグリーン グレーブルーブラック オレンジ サルファ
イエロー

エンシェント
ゴールド

グラブ オーダーシステム 受注生産

通常の刺繍より厚みをもたせた立体的な文字を刺繍します。通常の刺繍より厚みをもたせた立体的な文字を刺繍します。

1文字 ￥400＋税

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

オーダーシートにチェックの無い場合は基本モデルについていても付きません。

（ ）

外フチ中フチ 外フチメインメイン

Glove Order System ※現在の天然皮革の染色技術では光・水分・マサツ・汗・オイルの塗り過ぎなどによる多少の色落ち・色移りは避けられませんのでご了承ください。 Glove Order System6
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●追加箇所 1カ所につき￥2,000+税 

■場　所　親指部　小指部

■書　体

■番　号

※文字数の制限はありません。

※影付き、縁付きは別途料金がかかります。

■カラー

ブラック レッド ネイビー ブルー ピンク サックス オレンジライト
シルバー

ライト
ゴールド

グリーン ホワイトゴールド シルバー サルファ
イエロー

■カラー

■直刺繍

■ラベル

※影付き、縁付きは不可

※漢字は不可

※どちらかを選択し、カラーを
オーダーシートに記入してください。

※文字数の制限はありません。あまり多いと文字は小さくなります。

※パーツカラー変更する場合は、
ホームページからオーダーシートを
ダウンロードしてください。

立体刺繍にされる場合はオーダーシート「STEP13」の該当箇所にチェックを入れてください。

縫糸のカラーを選択してくださいSTEP

ハミダシを選択してください。STEP

ヘリ革を選択してください。STEP

レースのカラーを選択してください。STEP

オプションを選択してください。STEP

刺繍を入れる場合は、入れる場所と刺繍内容をお決めください。STEP

ラベルor 直刺繍 どちらかを選択してください。STEP

イエローR・オレンジ レッド ネイビー ホワイト ピンクグリーン グレーブルーブラック オレンジ サルファ
イエロー

エンシェント
ゴールド

グラブ オーダーシステム 受注生産

通常の刺繍より厚みをもたせた立体的な文字を刺繍します。通常の刺繍より厚みをもたせた立体的な文字を刺繍します。

1文字 ￥400＋税

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9

オーダーシートにチェックの無い場合は基本モデルについていても付きません。

（ ）

外フチ中フチ 外フチメインメイン

Glove Order System ※現在の天然皮革の染色技術では光・水分・マサツ・汗・オイルの塗り過ぎなどによる多少の色落ち・色移りは避けられませんのでご了承ください。 Glove Order System 7



進化し続ける

立つ親指がポイント

内芯とじは
「三方親とじ」

αバックとはZeemsのZをイメージして
デザインされたバックスタイル

■ 本体カラー／ R・オレンジ　
■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：タン
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ・αバック

¥ 48,000+税¥ 48,000+税¥ 48,000+税

■ 本体カラー／ R・オレンジ　
■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ・αバック

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税

27.527.5

品番：SV-800CB品番：SV-800CB
■ ウエブ／スパイラルH 38

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-800SB品番：SV-800SB

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

28.5

品番：SV-800DB品番：SV-800DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-800PB品番：SV-800PB
■ ウエブ／バスケットスパイラル 2

投手用（縦型）投手用（縦型）

28.0

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

SV-800PBH（左投用）

■ ラベル／

投手用 野手用

P10 P9

申込日 氏名（フリガナ） 販売店名

月 日年

STEP 12

スペシャルプロオーダー
※スペシャルプロオーダー価格になります。

指の長さ調整 長くする　□ ＋5mm  □ ＋10mm 短くする　□ －5mm  □ －10mm

※オーダー価格に含まれます。チェックの無い場合は基本モデルについていても付きません。
※パーツカラー変更する場合は、ホームページからオーダーシートをダウンロードしてください。

無料オプションをお選びください。

□ ヒモ長残し　 □ 背面ヒモ通し　 □ 指あて革　 □ 指カバー取付　 □ 外野手用小指2本入れ

湯もみ型付け加工（有料） ※「有」「無」にチェックがない場合は加工できません。 ※P2、P3 参照

グラブの硬さ　□ □　□ □　□ □ （　　　　　　）A B C ポケットの深さ　□ □　□ □　□ □A B C ポジション別加工

■ 有　■ 無

バックスタイルをお選びください。STEP 2
□ Wαバックスタイル　　□ αバックスタイル　　□ ノーマルバックスタイル

基本の型をお選びください。STEP 1
□ SB　　□ CB　　□ DB　　□ GB　　□ GG　　□ TB　　□ PB

本体カラーをお選びください。STEP 3 （　　　　　　　　　　　　）カラー

縫糸をお選びください。STEP 7 （　　　　　　　　　　　　）カラー

ヘリ革をお選びください。STEP 9 （　　　　　　　　　　　　）カラー

レースカラーをお選びください。STEP 10 （　　　　　　　　　　　　）カラー

□ 三方親とじ　□ 縦とじ　□ 横とじダブル
内芯とじをお選びください。STEP 6

ウェブをお選びください。STEP 5 （　　　　　　　　　　　　）ウェブ No.

□ ホワイト　□ ブラック
ハミダシをお選びください。STEP 8

切ハミ （　　　　　　　　　）カラー玉ハミ

内裏革をお選びください。STEP 4 （　　　　　　　　　　　）カラー□ ブラックソフトステア 共革

オーダーシート FAX 052-791-6308

□ 硬式
□ 軟式□ 使用する □ 使用しない

特急券システム □ 右投げ
□ 左投げ

サンポウシン シリーズ

意匠登録
第1414539号

バックスタイルバックスタイル
アルファ

ポケット深めタイプポケット深めタイプ

29.5

品番：SV-800GG品番：SV-800GG
■ ウエブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（大型）外野手用グラブ（大型）

SV-800GGH（左投用）

品番：SV-800CBN品番：SV-800CBN
■ ウエブ／スパイラルH 38

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-800SBN品番：SV-800SBN

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

品番：SV-800DBN品番：SV-800DBN
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-800PBN品番：SV-800PBN
■ ウエブ／バスケットスパイラル 2

投手用（縦型）投手用（縦型）

SV-800PBNH（左投用）

品番：SV-800GGN品番：SV-800GGN
■ ウエブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（大型）外野手用グラブ（大型）

SV-800GGNH（左投用） 

31.5

27.527.5

28.5

28.0

29.5 31.5

刺繍箇所 内容・書体 カラー 影カラー ふちカラー

STEP 13

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。

刺繍

□ 立体刺繍

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。□ 立体刺繍

ラベルor直刺繍どちらかをお選びください。STEP 11
（　　　　　　　）No.□ ラベル

※  　　or　　　　 の
どちらかを選択し、
カラーを右の欄へ
ご記入ください。

□ 直刺繍
フチのカラーメインカラー中フチのカラー 外フチのカラーメインカラー

Sanpoushin series



進化し続ける

立つ親指がポイント

内芯とじは
「三方親とじ」

αバックとはZeemsのZをイメージして
デザインされたバックスタイル

■ 本体カラー／ R・オレンジ　
■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：タン
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ・αバック

¥ 48,000+税¥ 48,000+税¥ 48,000+税

■ 本体カラー／ R・オレンジ　
■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ・αバック

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税

27.527.5

品番：SV-800CB品番：SV-800CB
■ ウエブ／スパイラルH 38

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-800SB品番：SV-800SB

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

28.5

品番：SV-800DB品番：SV-800DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-800PB品番：SV-800PB
■ ウエブ／バスケットスパイラル 2

投手用（縦型）投手用（縦型）

28.0

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

SV-800PBH（左投用）

■ ラベル／

投手用 野手用

P10 P9

申込日 氏名（フリガナ） 販売店名

月 日年

STEP 12

スペシャルプロオーダー
※スペシャルプロオーダー価格になります。

指の長さ調整 長くする　□ ＋5mm  □ ＋10mm 短くする　□ －5mm  □ －10mm

※オーダー価格に含まれます。チェックの無い場合は基本モデルについていても付きません。
※パーツカラー変更する場合は、ホームページからオーダーシートをダウンロードしてください。

無料オプションをお選びください。

□ ヒモ長残し　 □ 背面ヒモ通し　 □ 指あて革　 □ 指カバー取付　 □ 外野手用小指2本入れ

湯もみ型付け加工（有料） ※「有」「無」にチェックがない場合は加工できません。 ※P2、P3 参照

グラブの硬さ　□ □　□ □　□ □ （　　　　　　）A B C ポケットの深さ　□ □　□ □　□ □A B C ポジション別加工

■ 有　■ 無

バックスタイルをお選びください。STEP 2
□ Wαバックスタイル　　□ αバックスタイル　　□ ノーマルバックスタイル

基本の型をお選びください。STEP 1
□ SB　　□ CB　　□ DB　　□ GB　　□ GG　　□ TB　　□ PB

本体カラーをお選びください。STEP 3 （　　　　　　　　　　　　）カラー

縫糸をお選びください。STEP 7 （　　　　　　　　　　　　）カラー

ヘリ革をお選びください。STEP 9 （　　　　　　　　　　　　）カラー

レースカラーをお選びください。STEP 10 （　　　　　　　　　　　　）カラー

□ 三方親とじ　□ 縦とじ　□ 横とじダブル
内芯とじをお選びください。STEP 6

ウェブをお選びください。STEP 5 （　　　　　　　　　　　　）ウェブ No.

□ ホワイト　□ ブラック
ハミダシをお選びください。STEP 8

切ハミ （　　　　　　　　　）カラー玉ハミ

内裏革をお選びください。STEP 4 （　　　　　　　　　　　）カラー□ ブラックソフトステア 共革

オーダーシート FAX 052-791-6308

□ 硬式
□ 軟式□ 使用する □ 使用しない

特急券システム □ 右投げ
□ 左投げ

サンポウシン シリーズ

意匠登録
第1414539号

バックスタイルバックスタイル
アルファ

ポケット深めタイプポケット深めタイプ

29.5
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内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）
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■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
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31.5

27.527.5

28.5

28.0

29.5 31.5

刺繍箇所 内容・書体 カラー 影カラー ふちカラー

STEP 13

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。

刺繍

□ 立体刺繍

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。□ 立体刺繍

ラベルor直刺繍どちらかをお選びください。STEP 11
（　　　　　　　）No.□ ラベル

※  　　or　　　　 の
どちらかを選択し、
カラーを右の欄へ
ご記入ください。

□ 直刺繍
フチのカラーメインカラー中フチのカラー 外フチのカラーメインカラー

Sanpoushin series

進化し続ける

立つ親指がポイント

内芯とじは
「三方親とじ」

αバックとはZeemsのZをイメージして
デザインされたバックスタイル

■ 本体カラー／ R・オレンジ　
■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：タン
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ・αバック
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■ レースカラー／
【内野手用・外野手用】ダークタン
【投手用】本体同色
■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ・αバック

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税
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■ ウエブ／スパイラルH 38

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
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28.5

品番：SV-800DB品番：SV-800DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-800PB品番：SV-800PB
■ ウエブ／バスケットスパイラル 2

投手用（縦型）投手用（縦型）

28.0

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

SV-800PBH（左投用）

■ ラベル／

投手用 野手用
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申込日 氏名（フリガナ） 販売店名
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スペシャルプロオーダー
※スペシャルプロオーダー価格になります。

指の長さ調整 長くする　□ ＋5mm  □ ＋10mm 短くする　□ －5mm  □ －10mm

※オーダー価格に含まれます。チェックの無い場合は基本モデルについていても付きません。
※パーツカラー変更する場合は、ホームページからオーダーシートをダウンロードしてください。

無料オプションをお選びください。

□ ヒモ長残し　 □ 背面ヒモ通し　 □ 指あて革　 □ 指カバー取付　 □ 外野手用小指2本入れ

湯もみ型付け加工（有料） ※「有」「無」にチェックがない場合は加工できません。 ※P2、P3 参照
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バックスタイルをお選びください。STEP 2
□ Wαバックスタイル　　□ αバックスタイル　　□ ノーマルバックスタイル
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ヘリ革をお選びください。STEP 9 （　　　　　　　　　　　　）カラー
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内芯とじをお選びください。STEP 6
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□ ホワイト　□ ブラック
ハミダシをお選びください。STEP 8
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品番：SV-800SBN品番：SV-800SBN

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

品番：SV-800DBN品番：SV-800DBN
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-800PBN品番：SV-800PBN
■ ウエブ／バスケットスパイラル 2

投手用（縦型）投手用（縦型）

SV-800PBNH（左投用）

品番：SV-800GGN品番：SV-800GGN
■ ウエブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（大型）外野手用グラブ（大型）

SV-800GGNH（左投用） 

31.5

27.527.5

28.5

28.0

29.5 31.5

刺繍箇所 内容・書体 カラー 影カラー ふちカラー

STEP 13

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。

刺繍

□ 立体刺繍

※「立体刺繍」を希望される場合は、こちらにチェックを入れてください。□ 立体刺繍

ラベルor直刺繍どちらかをお選びください。STEP 11
（　　　　　　　）No.□ ラベル

※  　　or　　　　 の
どちらかを選択し、
カラーを右の欄へ
ご記入ください。

□ 直刺繍
フチのカラーメインカラー中フチのカラー 外フチのカラーメインカラー

Sanpoushin series 9



P1

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。 立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

サンポウシン シリーズ

意匠登録
第1414539号

打球を掴むグラブ立つ親指がポイント

■ ラベル／

ポケット深めタイプポケット深めタイプ

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

■ 本体カラー／ S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ

¥ 48,000+税¥ 48,000+税¥ 48,000+税
¥ 27,000+税¥ 27,000+税¥ 27,000+税

■ 本体カラー／ブラック、S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト

27.527.5

27.527.5

品番：SV-100CB品番：SV-100CB
■ ウエブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-100SB品番：SV-100SB

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

品番：SV-100SBN品番：SV-100SBN
■ ウェブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

28.5

SV-100DBSV-100DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-100TB品番：SV-100TB

■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

28.0

SV-100TBH（左投用）

29.0

品番：SV-100GB品番：SV-100GB
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBH（左投用）

品番：SV-100CBN品番：SV-100CBN
■ ウェブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）

品番：SV-100DBN品番：SV-100DBN
■ ウェブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）

内野手用グラブ内野手用グラブ

品番：SV-100TBN品番：SV-100TBN 品番：SV-100GBN品番：SV-100GBN
■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

SV-100TBNH（左投用）

品番：YH-20N品番：YH-20N
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBNH（左投用）

30.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.0

ブラックブラック

27.530.5

ブラックブラック

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ
27.529.0

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ

27.527.5

シリーズシリーズ

Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15N品番：YH-15N

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10N品番：YH-10N

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5N品番：YH-5N

26.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-20品番：YH-20

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.5

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15品番：YH-15

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10品番：YH-10

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5品番：YH-5

26.0

5ミリUP5ミリUP

バックスタイルノーマルバックスタイル

20

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

¥ 47,000+税¥ 47,000+税¥ 47,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：本体同色
■ 縫糸／エンシェントゴールド

内野手用グラブ内野手用グラブ Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H 20

まずは動画解説

両手で捕球しやすくする為に、グラブが大きく
広く開き、投げ手を添えると直接ボールを握る
ことができ、素早い握り変えに繋がります。
手が奥までしっかり入り、グラブの平部と自分
の手の平をより一体化することで、素手感覚
で捕球できます。

26㎝から5㎜UP間隔で27.5㎝まで4タイプ
あり、体格、ポジションに合わせて選べます。

ＹＨシリーズは浅いグラブ。立て過ぎると、壁
となりボールと衝突してしまいます。ボールの
勢いを利用し、衝突しないように角度をつけ、
送球しやすい捕球を心がけることが重要です。

手がしっかりと奥まで入るから
ゴロ捕球がうまくなる！！

ポジションに合わせて選べる！！

上向き下向き

さまざまな場面に応じたグラブの使い方と、基本的な使い方を理解し、
投げる為の捕球動作を意識することが基本だと考えています。

受注生産

Sanpoushin series

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

YH series10



P1

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。 立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

サンポウシン シリーズ

意匠登録
第1414539号

打球を掴むグラブ立つ親指がポイント

■ ラベル／

ポケット深めタイプポケット深めタイプ

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

■ 本体カラー／ S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ

¥ 48,000+税¥ 48,000+税¥ 48,000+税
¥ 27,000+税¥ 27,000+税¥ 27,000+税

■ 本体カラー／ブラック、S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト

27.527.5

27.527.5

品番：SV-100CB品番：SV-100CB
■ ウエブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-100SB品番：SV-100SB

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

品番：SV-100SBN品番：SV-100SBN
■ ウェブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

28.5

SV-100DBSV-100DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-100TB品番：SV-100TB

■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

28.0

SV-100TBH（左投用）

29.0

品番：SV-100GB品番：SV-100GB
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBH（左投用）

品番：SV-100CBN品番：SV-100CBN
■ ウェブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）

品番：SV-100DBN品番：SV-100DBN
■ ウェブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）

内野手用グラブ内野手用グラブ

品番：SV-100TBN品番：SV-100TBN 品番：SV-100GBN品番：SV-100GBN
■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

SV-100TBNH（左投用）

品番：YH-20N品番：YH-20N
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBNH（左投用）

30.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.0

ブラックブラック

27.530.5

ブラックブラック

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ
27.529.0

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ

27.527.5

シリーズシリーズ

Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15N品番：YH-15N

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10N品番：YH-10N

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5N品番：YH-5N

26.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-20品番：YH-20

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.5

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15品番：YH-15

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10品番：YH-10

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5品番：YH-5

26.0

5ミリUP5ミリUP

バックスタイルノーマルバックスタイル

20

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

¥ 47,000+税¥ 47,000+税¥ 47,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：本体同色
■ 縫糸／エンシェントゴールド

内野手用グラブ内野手用グラブ Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H 20

まずは動画解説

両手で捕球しやすくする為に、グラブが大きく
広く開き、投げ手を添えると直接ボールを握る
ことができ、素早い握り変えに繋がります。
手が奥までしっかり入り、グラブの平部と自分
の手の平をより一体化することで、素手感覚
で捕球できます。

26㎝から5㎜UP間隔で27.5㎝まで4タイプ
あり、体格、ポジションに合わせて選べます。

ＹＨシリーズは浅いグラブ。立て過ぎると、壁
となりボールと衝突してしまいます。ボールの
勢いを利用し、衝突しないように角度をつけ、
送球しやすい捕球を心がけることが重要です。

手がしっかりと奥まで入るから
ゴロ捕球がうまくなる！！

ポジションに合わせて選べる！！

上向き下向き

さまざまな場面に応じたグラブの使い方と、基本的な使い方を理解し、
投げる為の捕球動作を意識することが基本だと考えています。

受注生産

Sanpoushin series

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

YH series

P1

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。 立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

サンポウシン シリーズ

意匠登録
第1414539号

打球を掴むグラブ立つ親指がポイント

■ ラベル／

ポケット深めタイプポケット深めタイプ

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

■ 本体カラー／ S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／エンシェントゴールド
■ 三方親とじ

¥ 48,000+税¥ 48,000+税¥ 48,000+税
¥ 27,000+税¥ 27,000+税¥ 27,000+税

■ 本体カラー／ブラック、S・オレンジ
■ レースカラー／
【内野手用（小・中型）・外野手用】
ダークタン
【内野手用（大型）・投手用】
本体同色

■ 素材／ステアレザー
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト
■ 三方親とじ

¥ 28,000+税¥ 28,000+税¥ 28,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：ブラック
■ 縫糸／ホワイト

27.527.5

27.527.5

品番：SV-100CB品番：SV-100CB
■ ウエブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）
品番：SV-100SB品番：SV-100SB

■ ウエブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

品番：SV-100SBN品番：SV-100SBN
■ ウェブ／H 20

内野手用グラブ（小型）内野手用グラブ（小型）

28.5

SV-100DBSV-100DB
■ ウエブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）
品番：SV-100TB品番：SV-100TB

■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

28.0

SV-100TBH（左投用）

29.0

品番：SV-100GB品番：SV-100GB
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBH（左投用）

品番：SV-100CBN品番：SV-100CBN
■ ウェブ／クロスⅡ 31

内野手用グラブ（中型）内野手用グラブ（中型）

品番：SV-100DBN品番：SV-100DBN
■ ウェブ／スパイラルTUⅢ 32

内野手用グラブ（大型）内野手用グラブ（大型）

内野手用グラブ内野手用グラブ

品番：SV-100TBN品番：SV-100TBN 品番：SV-100GBN品番：SV-100GBN
■ ウェブ／BP 43

投手用（横型）投手用（横型）

SV-100TBNH（左投用）

品番：YH-20N品番：YH-20N
■ ウェブ／スパイラルネットTⅡ 28

外野手用グラブ（中型）外野手用グラブ（中型）

SV-100GBNH（左投用）

30.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.0

ブラックブラック

27.530.5

ブラックブラック

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ
27.529.0

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ
27.528.5

ブラックブラック

S・オレンジS・オレンジ

S・オレンジS・オレンジ

27.527.5

シリーズシリーズ

Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15N品番：YH-15N

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10N品番：YH-10N

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5N品番：YH-5N

26.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-20品番：YH-20

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.5

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-15品番：YH-15

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

27.527.0

5ミリUP5ミリUP

品番：YH-10品番：YH-10

26.5

ブラックブラック イエローイエロー R・オレンジR・オレンジ

品番：YH-5品番：YH-5

26.0

5ミリUP5ミリUP

バックスタイルノーマルバックスタイル

20

ポケット浅めタイプポケット浅めタイプ

¥ 47,000+税¥ 47,000+税¥ 47,000+税

■ 本体カラー／ブラック、イエロー、R・オレンジ
■ レースカラー／ダークタン
■ 素材／ステア
■ 内裏革／ソフトステア：本体同色
■ 縫糸／エンシェントゴールド

内野手用グラブ内野手用グラブ Z1■ ラベル／ ■ ウェブ／H 20

まずは動画解説

両手で捕球しやすくする為に、グラブが大きく
広く開き、投げ手を添えると直接ボールを握る
ことができ、素早い握り変えに繋がります。
手が奥までしっかり入り、グラブの平部と自分
の手の平をより一体化することで、素手感覚
で捕球できます。

26㎝から5㎜UP間隔で27.5㎝まで4タイプ
あり、体格、ポジションに合わせて選べます。

ＹＨシリーズは浅いグラブ。立て過ぎると、壁
となりボールと衝突してしまいます。ボールの
勢いを利用し、衝突しないように角度をつけ、
送球しやすい捕球を心がけることが重要です。

手がしっかりと奥まで入るから
ゴロ捕球がうまくなる！！

ポジションに合わせて選べる！！

上向き下向き

さまざまな場面に応じたグラブの使い方と、基本的な使い方を理解し、
投げる為の捕球動作を意識することが基本だと考えています。

受注生産

Sanpoushin series

グラブサイズ表記の範囲
単位＝㎝単位＝㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

➡

YH series 11



基本の型を選択してください。STEP

本体カラーを選択してください。STEP

内裏革の素材とカラーを選択してください。STEP

ウェブを選択してください。STEP

縫糸のカラーを選択してくださいSTEP

レースのカラーを選択してください。STEP

ラベルを選択してください。STEP

刺繍を入れる場合は、内容をお決めください。STEP

チームの
仲間に
差をつけろ！！

打球を掴むグラブ
立つ親指がポイント

αバックスタイル採用！

立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。

少年用グラブ セミオーダー

SJ（小型） CJ（中型）

25.5㎝ 26.0㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。 ※捕球面に沿って測定した数値となります。

※写真はCJタイプ（ウェブ20）

￥29,000＋税

￥39,000＋税

イエローR・オレンジ S・オレンジブラック

■ ソフトステア ブラック ■ 共革 STEP2 本体カラーよりお選びください。カラー選択

28 スパイラル
ネットTⅡ

H20

イエローブラック レッド オレンジ ホワイト

S・オレンジブラック イエローR・オレンジ

P1 P6 P8

●1文字　￥300+税 ●影付き  1行：￥2,400+税 ●縁付き  1行：￥3,600+税
※文字数の制限はありません。 ※文字数の制限はありません。

　あまり多いと文字は小さくなります。

Z1 Z2 Z3

ダークタン

Junior Junior12



基本の型を選択してください。STEP

本体カラーを選択してください。STEP

内裏革の素材とカラーを選択してください。STEP

ウェブを選択してください。STEP

縫糸のカラーを選択してくださいSTEP

レースのカラーを選択してください。STEP

ラベルを選択してください。STEP

刺繍を入れる場合は、内容をお決めください。STEP

チームの
仲間に
差をつけろ！！

打球を掴むグラブ
立つ親指がポイント

αバックスタイル採用！

立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。

少年用グラブ セミオーダー

SJ（小型） CJ（中型）

25.5㎝ 26.0㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。 ※捕球面に沿って測定した数値となります。

※写真はCJタイプ（ウェブ20）

￥29,000＋税

￥39,000＋税

イエローR・オレンジ S・オレンジブラック

■ ソフトステア ブラック ■ 共革 STEP2 本体カラーよりお選びください。カラー選択

28 スパイラル
ネットTⅡ

H20

イエローブラック レッド オレンジ ホワイト

S・オレンジブラック イエローR・オレンジ

P1 P6 P8

●1文字　￥300+税 ●影付き  1行：￥2,400+税 ●縁付き  1行：￥3,600+税
※文字数の制限はありません。 ※文字数の制限はありません。

　あまり多いと文字は小さくなります。

Z1 Z2 Z3

ダークタン

Junior Junior

基本の型を選択してください。STEP

本体カラーを選択してください。STEP

内裏革の素材とカラーを選択してください。STEP

ウェブを選択してください。STEP

縫糸のカラーを選択してくださいSTEP

レースのカラーを選択してください。STEP

ラベルを選択してください。STEP

刺繍を入れる場合は、内容をお決めください。STEP

チームの
仲間に
差をつけろ！！

打球を掴むグラブ
立つ親指がポイント

αバックスタイル採用！

立つ親指がポイント

指の関節を
グラブでも再現

その秘密は親指にあります。
親指付け根に手の関節のような動きを
させるため、レースを通し折り目が付き
やすい様にしてあります。
それにより親指が活かされ、
打球を掴みやすくなっているグラブです。

少年用グラブ セミオーダー

SJ（小型） CJ（中型）

25.5㎝ 26.0㎝

※革製品ですので、多少の膨張により誤差が生じます。
※グラブサイズ表記は人差し指先端より土手までとしています。 ※捕球面に沿って測定した数値となります。

※写真はCJタイプ（ウェブ20）

￥29,000＋税

￥39,000＋税

イエローR・オレンジ S・オレンジブラック

■ ソフトステア ブラック ■ 共革 STEP2 本体カラーよりお選びください。カラー選択

28 スパイラル
ネットTⅡ

H20

イエローブラック レッド オレンジ ホワイト

S・オレンジブラック イエローR・オレンジ

P1 P6 P8

●1文字　￥300+税 ●影付き  1行：￥2,400+税 ●縁付き  1行：￥3,600+税
※文字数の制限はありません。 ※文字数の制限はありません。

　あまり多いと文字は小さくなります。

Z1 Z2 Z3

ダークタン

Junior Junior 13



受注生産
約45日

受注生産
約45日

受注生産
約45日

■ ラベル／ P10■ ラベル／ P10

シリーズ

だから出来る、実践向けにこだわり抜いたミットをこの価格で実現！

¥38,000＋税本体価格
左投用／¥43,000＋税

イエロー×ブラック

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

ブラック
×
タン

R・オレンジ
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ
■ ラベル／

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／レッド
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／タン
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／イエロー　■ レースカラー／ブラック
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

DX298NM  DX298NMH（左投用） DX297NJ  DX297NJH（左投用） DX296S   DX296SH（左投用）

本体価格 ￥25,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥23,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥24,000＋税  ￥29,000＋税左投用

■ ラベル／ P10

ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

イエロー×ブラック ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

約31.5㎝

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

R・オレンジ
×

ブラック

ブラック
×
タン

約32㎝

P10

Lバックスタイルで
　フィット感は最高！
Lバックスタイルで
　フィット感は最高！

ZL-380CMZL-380CM
キャッチャーミットキャッチャーミット

ZL-380CMH（左投用） Z1

¥27,000＋税本体価格
左投用／¥32,000＋税

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ　■ ラベル／SV-400CMSV-400CM

キャッチャーミットキャッチャーミット

SV-400CMH（左投用）

P10 ¥27,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／SV-400FMSV-400FM

ファーストミットファーストミット

SV-400FMH（左投用）

¥38,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／ZL-380FMZL-380FM

ファーストミットファーストミット

ZL-380FMH（左投用）

Z1

キャッチャーミットキャッチャー・ファースト兼用キャッチャー・ファースト兼用

受注生産

MITT シリーズMITT

シリーズMITT

MITT MITT14



受注生産
約45日

受注生産
約45日

受注生産
約45日

■ ラベル／ P10■ ラベル／ P10

シリーズ

だから出来る、実践向けにこだわり抜いたミットをこの価格で実現！

¥38,000＋税本体価格
左投用／¥43,000＋税

イエロー×ブラック

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

ブラック
×
タン

R・オレンジ
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ
■ ラベル／

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／レッド
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／タン
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／イエロー　■ レースカラー／ブラック
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

DX298NM  DX298NMH（左投用） DX297NJ  DX297NJH（左投用） DX296S   DX296SH（左投用）

本体価格 ￥25,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥23,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥24,000＋税  ￥29,000＋税左投用

■ ラベル／ P10

ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

イエロー×ブラック ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

約31.5㎝

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

R・オレンジ
×

ブラック

ブラック
×
タン

約32㎝

P10

Lバックスタイルで
　フィット感は最高！
Lバックスタイルで
　フィット感は最高！

ZL-380CMZL-380CM
キャッチャーミットキャッチャーミット

ZL-380CMH（左投用） Z1

¥27,000＋税本体価格
左投用／¥32,000＋税

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ　■ ラベル／SV-400CMSV-400CM

キャッチャーミットキャッチャーミット

SV-400CMH（左投用）

P10 ¥27,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／SV-400FMSV-400FM

ファーストミットファーストミット

SV-400FMH（左投用）

¥38,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／ZL-380FMZL-380FM

ファーストミットファーストミット

ZL-380FMH（左投用）

Z1

キャッチャーミットキャッチャー・ファースト兼用キャッチャー・ファースト兼用

受注生産

MITT シリーズMITT

シリーズMITT

MITT MITT

受注生産
約45日

受注生産
約45日

受注生産
約45日

■ ラベル／ P10■ ラベル／ P10

シリーズ

だから出来る、実践向けにこだわり抜いたミットをこの価格で実現！

¥38,000＋税本体価格
左投用／¥43,000＋税

イエロー×ブラック

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

ブラック
×
タン

R・オレンジ
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ
■ ラベル／

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／レッド
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／ブラック　■ レースカラー／タン
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

■ 本体カラー／イエロー　■ レースカラー／ブラック
■ 素材／軟式ステア　　　■ 内裏革／ソフトステア

DX298NM  DX298NMH（左投用） DX297NJ  DX297NJH（左投用） DX296S   DX296SH（左投用）

本体価格 ￥25,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥23,000＋税  ￥28,000＋税左投用本体価格 ￥24,000＋税  ￥29,000＋税左投用

■ ラベル／ P10

ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

イエロー×ブラック ブラック×タンR・オレンジ×ブラック R・オレンジ×タン

約31.5㎝

イエロー×タン
イエロー
×

ブラック

約30㎝

※革なので多少の誤差があります。
※捕球面に沿って測定した数値となります。

R・オレンジ
×

ブラック

ブラック
×
タン

約32㎝

P10

Lバックスタイルで
　フィット感は最高！
Lバックスタイルで
　フィット感は最高！

ZL-380CMZL-380CM
キャッチャーミットキャッチャーミット

ZL-380CMH（左投用） Z1

¥27,000＋税本体価格
左投用／¥32,000＋税

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　■ 内裏革／ソフトステア
■ ハミダシ／ツマミ　■ ラベル／SV-400CMSV-400CM

キャッチャーミットキャッチャーミット

SV-400CMH（左投用）

P10 ¥27,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／イエロー×タン、イエロー×ブラック、R・オレンジ×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／SV-400FMSV-400FM

ファーストミットファーストミット

SV-400FMH（左投用）

¥38,000＋税本体価格

■ 本体×レースカラー／ R・オレンジ×ブラック、R・オレンジ×タン、イエロー×ブラック、ブラック×タン
■ 素材／ステアレザー　　■ 内裏革／ソフトステア
■ ラベル／ZL-380FMZL-380FM

ファーストミットファーストミット

ZL-380FMH（左投用）

Z1

キャッチャーミットキャッチャー・ファースト兼用キャッチャー・ファースト兼用

受注生産

MITT シリーズMITT

シリーズMITT

MITT MITT 15



樹脂底

ヘアライン素材で
柔らかく、幅広で
履きやすい。

■ ベロのZeemsロゴは
　 三方親限定グラブと
　 同じマークを使用

■ マークが
　 際立つデザイン

レギュラーカットタイプ
埋めこみスパイク

ジーカルティ エイト

足馴染み抜群 ！
ヘアライン素材のアッパー

本体価格 ¥8,000＋税
中国製

ZE-90ZE-90 ホワイトホワイト

ワイド設計

本体価格 ¥14,500＋税
中国製

ZCE-145ZCE-145
レギュラーカットレギュラーカット

軽量+ワイド設計

バッグバッグ

3

1

2

トレーニングシューズ

樹脂底軽量スパイク シリーズ

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥7,500＋税
エナメル

本体価格 ¥6,500＋税

ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB702GZEB702G 本体価格 ¥8,000＋税
エナメル

本体価格 ¥8,500＋税
ナイロン

Ｒｏブルーブラックホワイトネイビー レッド

※背面は前ポケットと同色になります。  ※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）　※ショルダーは取り外しできません。

※背面は前ポケットと同色になります。　※ショルダーは取り外しできません。
※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ15㎝×巾10㎝×高さ20㎝

本体価格 ¥6,500＋税

■ 素材／エナメル（ショルダーなし）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥6,000＋税

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB717ZEB717 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型

大型大型■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB701GZEB701G 本体価格 ¥8,000＋税
中型中型

ZEB714ZEB714
タテ型タテ型

ZEB716ZEB716

ZEB715ZEB715

ヨコ型ヨコ型

ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB718ZEB718 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB719ZEB719 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型グリーングリーン

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB720ZEB720 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型グリーングリーン

ジッパー金具（大）

ゴールド

グリーン

ネイビー

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

チビバッグ（ヨコ手提げタイプ）

チビショルダーバッグ

ショルダーバッグ Zeems Bigマークモデル

ショルダーバッグ

■ アッパー／人工皮革
■ 底材／合成ゴム
■ サイズ／25cm～29cm

■ アッパー／人工皮革　　■ アウトソール／合成樹脂（ナイロン）
■ ミッドソール／熱成形EVAスポンジ　　■ スパイク／金属製（固定式）
■サイズ／26cm～28.5cm

■ Zeems独自の埋め込みソール

左右のスタートポイント

安定感を与える投手・野手
オールラウンドポイント

ダッシュポイント
前3本の歯は直進方向へ走る為のダッシュポイント！
走る時は足の外側から地面に着いて内側に力を伝え
ていく為に外側の歯が少し後に付いています。

野球というスポーツは横向き姿勢でのスタートが多いス
ポーツです。盗塁のスタート時・帰塁、バッターボックスでの
構え、投手のセットポジションetc　横の動きに対してしっか
りと地面をつかんでくれるのがこのスタートポイントです。

昔ながらの3本の歯の位置で安定感を与え、動きのブレを
抑えてくれます。

★②③の歯に摩擦強度を上げる特殊加工を施しています。
★つま先は広く、土ふまずの部分は細く足をつつみ込むような
　ラストを使用。

3

1

2
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樹脂底

ヘアライン素材で
柔らかく、幅広で
履きやすい。

■ ベロのZeemsロゴは
　 三方親限定グラブと
　 同じマークを使用

■ マークが
　 際立つデザイン

レギュラーカットタイプ
埋めこみスパイク

ジーカルティ エイト

足馴染み抜群 ！
ヘアライン素材のアッパー

本体価格 ¥8,000＋税
中国製

ZE-90ZE-90 ホワイトホワイト

ワイド設計

本体価格 ¥14,500＋税
中国製

ZCE-145ZCE-145
レギュラーカットレギュラーカット

軽量+ワイド設計

バッグバッグ

3

1

2

トレーニングシューズ

樹脂底軽量スパイク シリーズ

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥7,500＋税
エナメル

本体価格 ¥6,500＋税

ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB702GZEB702G 本体価格 ¥8,000＋税
エナメル

本体価格 ¥8,500＋税
ナイロン

Ｒｏブルーブラックホワイトネイビー レッド

※背面は前ポケットと同色になります。  ※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）　※ショルダーは取り外しできません。

※背面は前ポケットと同色になります。　※ショルダーは取り外しできません。
※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ15㎝×巾10㎝×高さ20㎝

本体価格 ¥6,500＋税

■ 素材／エナメル（ショルダーなし）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥6,000＋税

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB717ZEB717 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型

大型大型■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB701GZEB701G 本体価格 ¥8,000＋税
中型中型

ZEB714ZEB714
タテ型タテ型

ZEB716ZEB716

ZEB715ZEB715

ヨコ型ヨコ型

ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB718ZEB718 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB719ZEB719 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型グリーングリーン

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB720ZEB720 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型グリーングリーン

ジッパー金具（大）

ゴールド

グリーン

ネイビー

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

チビバッグ（ヨコ手提げタイプ）

チビショルダーバッグ

ショルダーバッグ Zeems Bigマークモデル

ショルダーバッグ

■ アッパー／人工皮革
■ 底材／合成ゴム
■ サイズ／25cm～29cm

■ アッパー／人工皮革　　■ アウトソール／合成樹脂（ナイロン）
■ ミッドソール／熱成形EVAスポンジ　　■ スパイク／金属製（固定式）
■サイズ／26cm～28.5cm

■ Zeems独自の埋め込みソール

左右のスタートポイント

安定感を与える投手・野手
オールラウンドポイント

ダッシュポイント
前3本の歯は直進方向へ走る為のダッシュポイント！
走る時は足の外側から地面に着いて内側に力を伝え
ていく為に外側の歯が少し後に付いています。

野球というスポーツは横向き姿勢でのスタートが多いス
ポーツです。盗塁のスタート時・帰塁、バッターボックスでの
構え、投手のセットポジションetc　横の動きに対してしっか
りと地面をつかんでくれるのがこのスタートポイントです。

昔ながらの3本の歯の位置で安定感を与え、動きのブレを
抑えてくれます。

★②③の歯に摩擦強度を上げる特殊加工を施しています。
★つま先は広く、土ふまずの部分は細く足をつつみ込むような
　ラストを使用。

3

1

2

Spike / Shoes Bag

樹脂底

ヘアライン素材で
柔らかく、幅広で
履きやすい。

■ ベロのZeemsロゴは
　 三方親限定グラブと
　 同じマークを使用

■ マークが
　 際立つデザイン

レギュラーカットタイプ
埋めこみスパイク

ジーカルティ エイト

足馴染み抜群 ！
ヘアライン素材のアッパー

本体価格 ¥8,000＋税
中国製

ZE-90ZE-90 ホワイトホワイト

ワイド設計

本体価格 ¥14,500＋税
中国製

ZCE-145ZCE-145
レギュラーカットレギュラーカット

軽量+ワイド設計

バッグバッグ

3

1

2

トレーニングシューズ

樹脂底軽量スパイク シリーズ

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥7,500＋税
エナメル

本体価格 ¥6,500＋税

ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB702GZEB702G 本体価格 ¥8,000＋税
エナメル

本体価格 ¥8,500＋税
ナイロン

Ｒｏブルーブラックホワイトネイビー レッド

※背面は前ポケットと同色になります。  ※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）　※ショルダーは取り外しできません。

※背面は前ポケットと同色になります。　※ショルダーは取り外しできません。
※前ポケット・ファスナーは取り外しできません。（オーダーでは＋500円＋税で取り外し可能）

■ 素材／エナメル（ショルダー付）
■ サイズ／長さ15㎝×巾10㎝×高さ20㎝

本体価格 ¥6,500＋税

■ 素材／エナメル（ショルダーなし）
■ サイズ／長さ20㎝×巾10㎝×高さ15㎝

本体価格 ¥6,000＋税

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB717ZEB717 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型

大型大型■ 素材／エナメル、ナイロン
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB701GZEB701G 本体価格 ¥8,000＋税
中型中型

ZEB714ZEB714
タテ型タテ型

ZEB716ZEB716

ZEB715ZEB715

ヨコ型ヨコ型

ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB718ZEB718 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型ゴールドゴールド

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ40㎝×巾21㎝×高さ28㎝

ZEB719ZEB719 本体価格 ¥8,200＋税
中型中型グリーングリーン

■ 素材／エナメル（小分けポケット付）
■ サイズ／長さ44㎝×巾21㎝×高さ34㎝

ZEB720ZEB720 本体価格 ¥8,700＋税
大型大型グリーングリーン

ジッパー金具（大）

ゴールド

グリーン

ネイビー

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

ホワイトネイビー ブラック Ｒｏブルー レッド

チビバッグ（ヨコ手提げタイプ）

チビショルダーバッグ

ショルダーバッグ Zeems Bigマークモデル

ショルダーバッグ

■ アッパー／人工皮革
■ 底材／合成ゴム
■ サイズ／25cm～29cm

■ アッパー／人工皮革　　■ アウトソール／合成樹脂（ナイロン）
■ ミッドソール／熱成形EVAスポンジ　　■ スパイク／金属製（固定式）
■サイズ／26cm～28.5cm

■ Zeems独自の埋め込みソール

左右のスタートポイント

安定感を与える投手・野手
オールラウンドポイント

ダッシュポイント
前3本の歯は直進方向へ走る為のダッシュポイント！
走る時は足の外側から地面に着いて内側に力を伝え
ていく為に外側の歯が少し後に付いています。

野球というスポーツは横向き姿勢でのスタートが多いス
ポーツです。盗塁のスタート時・帰塁、バッターボックスでの
構え、投手のセットポジションetc　横の動きに対してしっか
りと地面をつかんでくれるのがこのスタートポイントです。

昔ながらの3本の歯の位置で安定感を与え、動きのブレを
抑えてくれます。

★②③の歯に摩擦強度を上げる特殊加工を施しています。
★つま先は広く、土ふまずの部分は細く足をつつみ込むような
　ラストを使用。

3

1

2
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※ショルダーは取り外しできません。

■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ20㎝×巾13㎝×高さ33㎝

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／高さ35㎝×径30㎝

ZEB707ZEB707 本体価格 ¥12,000＋税本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ67㎝×巾30㎝×高さ32㎝

ZEB706ZEB706 本体価格 ¥18,500＋税

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥12,000＋税

本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥18,500＋税

１本入１本入

３本入３本入

５本入５本入

10本入10本入

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径9㎝

本体価格 ¥6,750＋税ZEB710ZEB710

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径13㎝

本体価格 ¥8,500＋税ZEB711ZEB711

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径18㎝

本体価格 ¥9,000＋税ZEB712ZEB712

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径23㎝

本体価格 ¥10,000＋税ZEB713ZEB713

ZEB705ZEB705 本体価格 ¥6,250＋税
■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ30㎝×巾15㎝×高さ40㎝

ZEB704ZEB704 本体価格 ¥6,250＋税

ネイビー

ネイビーネイビー

ネイビー

ネイビー

ネイビー

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ43㎝×巾29㎝

ZEB709ZEB709
大型大型

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ27㎝×巾28㎝   

ZEB708ZEB708
中型中型

ネイビー ホワイト ブラック Ｒｏブルー レッド

セカンドバッグ

遠征バッグ

ヘルメットケース兼キャッチャーギアケース

バットケース

ボールケース（5ダース用）

ドライTシャツドライTシャツ

シューズケース兼ミニセカンドバッグ

ウェア オーダーシステムバッグバッグ

サイズ
着  丈
身  巾
肩  巾

120
48
36
34

130
52
38
36

140
56
40
38

150
59
42
40

160
62
45
42

S
65
48
45

M
68
51
47

L
71
54
49

XL
74
57
51

XXL
77
60
54

XXXL
80
64
57

XXXXL
83
68
60

■Color Variations

084
コバルトブルー

069
レッド

086
ネイビー

002
ブラック

001
ホワイト

001
ホワイト

114
蛍光ピンク

111
蛍光イエロー

072
バーガンディ

■PRICE 120～150
¥ 3,550+税¥ 3,550+税

XXL～XXXXL
¥ 3,850+税¥ 3,850+税

ZCAT-□□□〔カラー番号〕

品名

品番

■SIZE CHART（単位：cm）

160～XL
¥ 3,600+税¥ 3,600+税

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！

Bag Wear Order System18



※ショルダーは取り外しできません。

■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ20㎝×巾13㎝×高さ33㎝

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／高さ35㎝×径30㎝

ZEB707ZEB707 本体価格 ¥12,000＋税本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ67㎝×巾30㎝×高さ32㎝

ZEB706ZEB706 本体価格 ¥18,500＋税

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥12,000＋税

本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥18,500＋税

１本入１本入

３本入３本入

５本入５本入

10本入10本入

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径9㎝

本体価格 ¥6,750＋税ZEB710ZEB710

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径13㎝

本体価格 ¥8,500＋税ZEB711ZEB711

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径18㎝

本体価格 ¥9,000＋税ZEB712ZEB712

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径23㎝

本体価格 ¥10,000＋税ZEB713ZEB713

ZEB705ZEB705 本体価格 ¥6,250＋税
■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ30㎝×巾15㎝×高さ40㎝

ZEB704ZEB704 本体価格 ¥6,250＋税

ネイビー

ネイビーネイビー

ネイビー

ネイビー

ネイビー

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ43㎝×巾29㎝

ZEB709ZEB709
大型大型

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ27㎝×巾28㎝   

ZEB708ZEB708
中型中型

ネイビー ホワイト ブラック Ｒｏブルー レッド

セカンドバッグ

遠征バッグ

ヘルメットケース兼キャッチャーギアケース

バットケース

ボールケース（5ダース用）

ドライTシャツドライTシャツ

シューズケース兼ミニセカンドバッグ

ウェア オーダーシステムバッグバッグ

サイズ
着  丈
身  巾
肩  巾

120
48
36
34

130
52
38
36

140
56
40
38

150
59
42
40

160
62
45
42

S
65
48
45

M
68
51
47

L
71
54
49

XL
74
57
51

XXL
77
60
54

XXXL
80
64
57

XXXXL
83
68
60

■Color Variations

084
コバルトブルー

069
レッド

086
ネイビー

002
ブラック

001
ホワイト

001
ホワイト

114
蛍光ピンク

111
蛍光イエロー

072
バーガンディ

■PRICE 120～150
¥ 3,550+税¥ 3,550+税

XXL～XXXXL
¥ 3,850+税¥ 3,850+税

ZCAT-□□□〔カラー番号〕

品名

品番

■SIZE CHART（単位：cm）

160～XL
¥ 3,600+税¥ 3,600+税

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！

Bag Wear Order System

※ショルダーは取り外しできません。

■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ20㎝×巾13㎝×高さ33㎝

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／高さ35㎝×径30㎝

ZEB707ZEB707 本体価格 ¥12,000＋税本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ67㎝×巾30㎝×高さ32㎝

ZEB706ZEB706 本体価格 ¥18,500＋税

本体価格 ¥11,000＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥12,000＋税

本体価格 ¥17,500＋税
エナメル ナイロン

本体価格 ¥18,500＋税

１本入１本入

３本入３本入

５本入５本入

10本入10本入

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径9㎝

本体価格 ¥6,750＋税ZEB710ZEB710

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径13㎝

本体価格 ¥8,500＋税ZEB711ZEB711

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径18㎝

本体価格 ¥9,000＋税ZEB712ZEB712

■ 素材／エナメル
■ サイズ／高さ93㎝×径23㎝

本体価格 ¥10,000＋税ZEB713ZEB713

ZEB705ZEB705 本体価格 ¥6,250＋税
■ 素材／エナメル
■ サイズ／長さ30㎝×巾15㎝×高さ40㎝

ZEB704ZEB704 本体価格 ¥6,250＋税

ネイビー

ネイビーネイビー

ネイビー

ネイビー

ネイビー

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ43㎝×巾29㎝

ZEB709ZEB709
大型大型

■ 素材／エナメル、ナイロン（ショルダー付）
■ サイズ／長さ94㎝×高さ27㎝×巾28㎝   

ZEB708ZEB708
中型中型

ネイビー ホワイト ブラック Ｒｏブルー レッド

セカンドバッグ

遠征バッグ

ヘルメットケース兼キャッチャーギアケース

バットケース

ボールケース（5ダース用）

ドライTシャツドライTシャツ

シューズケース兼ミニセカンドバッグ

ウェア オーダーシステムバッグバッグ

サイズ
着  丈
身  巾
肩  巾

120
48
36
34

130
52
38
36

140
56
40
38

150
59
42
40

160
62
45
42

S
65
48
45

M
68
51
47

L
71
54
49

XL
74
57
51

XXL
77
60
54

XXXL
80
64
57

XXXXL
83
68
60

■Color Variations

084
コバルトブルー

069
レッド

086
ネイビー

002
ブラック

001
ホワイト

001
ホワイト

114
蛍光ピンク

111
蛍光イエロー

072
バーガンディ

■PRICE 120～150
¥ 3,550+税¥ 3,550+税

XXL～XXXXL
¥ 3,850+税¥ 3,850+税

ZCAT-□□□〔カラー番号〕

品名

品番

■SIZE CHART（単位：cm）

160～XL
¥ 3,600+税¥ 3,600+税

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！

オーダ
ーメイ

ド

ウェア
ライン

ナップ！
！
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オーダーシート（ウェア）
申込日 氏名（フリガナ）

チーム名

販売店名

月 日年

品名・品番・カラーをお選びください。STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

〔　　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕
品　番

カラー

プリントカラー

品　名

チームのデザインパターンをお選びください。

マークのプリントカラーをお選びください。

サイズ、枚数を指定してください。

FAX 052-791-6308

デザインパターン

※アルファベット（大文字・小文字）、アラビア数字のみに限ります。

上段

プリントする文字

下段

□ A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

□ B 上段 /３～１1文字まで
下段 /３～１6文字まで

□ C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

枚合　計

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

チーム名・学校名をオリジナルプリントしよう

ホワイト イエロー オレンジ ピンク レッド エンジ パープル ネイビー

ロイヤルブルー グリーン Ｄ．グリーン ゴールド シルバー ブラック グレー

A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

B 上段 /３～１１文字まで
下段 /３～１６文字まで

すべて同一カラー

C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

注１）   アルファベット(大文字・小文字）、アラビア数字のみ
         に限ります

注３）   フォントの指定・変更はできません
　　　　（各デザインによってフォントが決まっています）

注4）   ブランドネームカラーはフォントカラーと同じカラーになります

注2）   プリントされるサイズは、幅約28cmx高さ約13cmが
         目安となります
         （文字数によって多少のサイズ変動はあります）
         （マークサイズの変更はできません）

例）デザインパターンAを選び、
　　　上段：チーム名 (ZEEMS BC)、
     　 下段：競技名 (Baseball Club) にした場合

上段 

下段 

ZEEMS BC

Baseball Club

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

進化し続ける

チームのデザインパターンを選択してください。
デザインパターン A～C を選び、上段・下段にプリントする文字を決めます。

STEP

品名・品番・カラーを選択してください。 P19からお選びください。STEP

マークのプリントカラーを選択してください。STEP

サイズを選択し、枚数を指定してください。STEP 最少オーダー数 /５枚

Wear Order System Wear Order System20



オーダーシート（ウェア）
申込日 氏名（フリガナ）

チーム名

販売店名

月 日年

品名・品番・カラーをお選びください。STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

〔　　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕
品　番

カラー

プリントカラー

品　名

チームのデザインパターンをお選びください。

マークのプリントカラーをお選びください。

サイズ、枚数を指定してください。

FAX 052-791-6308

デザインパターン

※アルファベット（大文字・小文字）、アラビア数字のみに限ります。

上段

プリントする文字

下段

□ A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

□ B 上段 /３～１1文字まで
下段 /３～１6文字まで

□ C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

枚合　計

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

チーム名・学校名をオリジナルプリントしよう

ホワイト イエロー オレンジ ピンク レッド エンジ パープル ネイビー

ロイヤルブルー グリーン Ｄ．グリーン ゴールド シルバー ブラック グレー

A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

B 上段 /３～１１文字まで
下段 /３～１６文字まで

すべて同一カラー

C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

注１）   アルファベット(大文字・小文字）、アラビア数字のみ
         に限ります

注３）   フォントの指定・変更はできません
　　　　（各デザインによってフォントが決まっています）

注4）   ブランドネームカラーはフォントカラーと同じカラーになります

注2）   プリントされるサイズは、幅約28cmx高さ約13cmが
         目安となります
         （文字数によって多少のサイズ変動はあります）
         （マークサイズの変更はできません）

例）デザインパターンAを選び、
　　　上段：チーム名 (ZEEMS BC)、
     　 下段：競技名 (Baseball Club) にした場合

上段 

下段 

ZEEMS BC

Baseball Club

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

進化し続ける

チームのデザインパターンを選択してください。
デザインパターン A～C を選び、上段・下段にプリントする文字を決めます。

STEP

品名・品番・カラーを選択してください。 P19からお選びください。STEP

マークのプリントカラーを選択してください。STEP

サイズを選択し、枚数を指定してください。STEP 最少オーダー数 /５枚

Wear Order System Wear Order System

オーダーシート（ウェア）
申込日 氏名（フリガナ）

チーム名

販売店名

月 日年

品名・品番・カラーをお選びください。STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

〔　　　　　　　　　　　　〕
〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕

〔　　　　　　　　　　　　〕
品　番

カラー

プリントカラー

品　名

チームのデザインパターンをお選びください。

マークのプリントカラーをお選びください。

サイズ、枚数を指定してください。

FAX 052-791-6308

デザインパターン

※アルファベット（大文字・小文字）、アラビア数字のみに限ります。

上段

プリントする文字

下段

□ A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

□ B 上段 /３～１1文字まで
下段 /３～１6文字まで

□ C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

枚合　計

サ　イ　ズ 枚　数

枚

枚

枚

枚

枚

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

チーム名・学校名をオリジナルプリントしよう

ホワイト イエロー オレンジ ピンク レッド エンジ パープル ネイビー

ロイヤルブルー グリーン Ｄ．グリーン ゴールド シルバー ブラック グレー

A 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

B 上段 /３～１１文字まで
下段 /３～１６文字まで

すべて同一カラー

C 上段 /３～１２文字まで
下段 /３～１４文字まで

すべて同一カラー

注１）   アルファベット(大文字・小文字）、アラビア数字のみ
         に限ります

注３）   フォントの指定・変更はできません
　　　　（各デザインによってフォントが決まっています）

注4）   ブランドネームカラーはフォントカラーと同じカラーになります

注2）   プリントされるサイズは、幅約28cmx高さ約13cmが
         目安となります
         （文字数によって多少のサイズ変動はあります）
         （マークサイズの変更はできません）

例）デザインパターンAを選び、
　　　上段：チーム名 (ZEEMS BC)、
     　 下段：競技名 (Baseball Club) にした場合

上段 

下段 

ZEEMS BC

Baseball Club

※オーダー受付後、お客様にデザイン確認のご連絡をさせていただきます。
　デザイン確認・完了後、約２週間でのお届けになります。
　（受注状況により通常納期より時間がかかる場合もございます。）
※オーダー受付後のキャンセルは、デザイン料を頂く場合がございます。

進化し続ける

チームのデザインパターンを選択してください。
デザインパターン A～C を選び、上段・下段にプリントする文字を決めます。

STEP

品名・品番・カラーを選択してください。 P19からお選びください。STEP

マークのプリントカラーを選択してください。STEP

サイズを選択し、枚数を指定してください。STEP 最少オーダー数 /５枚
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WASHABLE 洗えます！

湾曲構造
●握った状態の立体構造
●指のたるみをなくし密着
　したグリップを実現

●●

●●

●●

●●

●●

●●

1

2

2
3

3

4

ハイグリップ合成皮革 甲側急乾メッシュ使用

中国製

本体価格 ¥1,600＋税

中国製

● グラブオイルによる変形・型くずれ等を防止するのに適した、
　 ウレタン製のカラーボール付
● 個性派グラブの微妙な形を守る上に必要なベルトの長さに設定！
● ポケット芯を潰さないように、カラーボールは
　 大きさがポイントです！

ZW-2000ZW-2000
ブラック

ZW-2400ZW-2400
ネイビー

ZW-2500ZW-2500
レッド

ZGB-1200BGZGB-1200BG
ブラック×ゴールド

ZGB-1200RGZGB-1200RG
レッド×ゴールド

ZGB-1200GBZGB-1200GB
ゴールド×ブラック

ZGB-1200SNZGB-1200SN
シルバー×ネイビー

ZGB-1200NGZGB-1200NG
ネイビー×ゴールド

■ 素材／合皮　■ サイズ／長さ34cm×高さ41cm

本体価格 ¥1,200＋税

バーユ

本体価格 ¥1,300＋税

ZR-50ZR-50

馬油＆スクワランオイル

50㎖

浸透性が良く、染みにならず保湿
に優れている馬の油とスクワラン
を配合した最高級保革オイル
（香りもついています）

グラブ袋

グラブホルダー

オイル

■ 素材／ナイロン
■ サイズ／高さ28㎝×直径20cm

ZEB722ZEB722
シルバープリント

ZEB721ZEB721
ゴールドプリント

本体価格 ¥2,300＋税

■ 素材／合成皮革（ウオッシャブル）＋合成繊維
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥1,800＋税

グラブケース  　

守備用グローブ

セカンドバッグに
取り付け可能 ！

グラブの型くずれ防止に

※グラブホルダーを併用
して頂くとより型崩れし
にくくなります。

アクセサリーアクセサリー
高校野球対応

バッティング用カラーグローブ高校野球対応

片手用

WASHABLE 洗えます！

中国製

Wシリコンで
グリップ力UP！

両手用

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,900＋税WASHABLE 洗えます！

中国製

●補強アテ革付

ZER-844BZER-844B
ブラック×ホワイト

ZER-845RBZER-845RB
レッド×ブラック

ZER-846YBZER-846YB
イエロー×ブラック

ZER-842NZER-842N
ネイビー×ホワイト

ZER-843RZER-843R
レッド×ホワイト

両手用

ZER-610W ZER-610B

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,800＋税
中国製● 補強アテ革付　● ダブルベルト　● 高校野球対応　

高校野球対応

シリコン樹脂で
驚異の
グリップ力UP！

手の平を引っ張ることにより、
たるみを解消。

人工皮革にシリコン樹脂を装着。
未体験のグリップ力を実現。

摩耗の激しい部分を補強。

伸縮性・通気性に優れた
高機能ジャージを使用。

●幅広ベルト

●シリコンパワー

●補強アテ

●ハイストレッチジャージ1

2

3

4

バッティング用グローブ

ZER-910WZER-910W
ホワイト

ZER-910BZER-910B
ブラック

メッシュ素材使用で通気性◎
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WASHABLE 洗えます！

湾曲構造
●握った状態の立体構造
●指のたるみをなくし密着
　したグリップを実現

●●

●●

●●

●●

●●

●●

1

2

2
3

3

4

ハイグリップ合成皮革 甲側急乾メッシュ使用

中国製

本体価格 ¥1,600＋税

中国製

● グラブオイルによる変形・型くずれ等を防止するのに適した、
　 ウレタン製のカラーボール付
● 個性派グラブの微妙な形を守る上に必要なベルトの長さに設定！
● ポケット芯を潰さないように、カラーボールは
　 大きさがポイントです！

ZW-2000ZW-2000
ブラック

ZW-2400ZW-2400
ネイビー

ZW-2500ZW-2500
レッド

ZGB-1200BGZGB-1200BG
ブラック×ゴールド

ZGB-1200RGZGB-1200RG
レッド×ゴールド

ZGB-1200GBZGB-1200GB
ゴールド×ブラック

ZGB-1200SNZGB-1200SN
シルバー×ネイビー

ZGB-1200NGZGB-1200NG
ネイビー×ゴールド

■ 素材／合皮　■ サイズ／長さ34cm×高さ41cm

本体価格 ¥1,200＋税

バーユ

本体価格 ¥1,300＋税

ZR-50ZR-50

馬油＆スクワランオイル

50㎖

浸透性が良く、染みにならず保湿
に優れている馬の油とスクワラン
を配合した最高級保革オイル
（香りもついています）

グラブ袋

グラブホルダー

オイル

■ 素材／ナイロン
■ サイズ／高さ28㎝×直径20cm

ZEB722ZEB722
シルバープリント

ZEB721ZEB721
ゴールドプリント

本体価格 ¥2,300＋税

■ 素材／合成皮革（ウオッシャブル）＋合成繊維
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥1,800＋税

グラブケース  　

守備用グローブ

セカンドバッグに
取り付け可能 ！

グラブの型くずれ防止に

※グラブホルダーを併用
して頂くとより型崩れし
にくくなります。

アクセサリーアクセサリー
高校野球対応

バッティング用カラーグローブ高校野球対応

片手用

WASHABLE 洗えます！

中国製

Wシリコンで
グリップ力UP！

両手用

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,900＋税WASHABLE 洗えます！

中国製

●補強アテ革付

ZER-844BZER-844B
ブラック×ホワイト

ZER-845RBZER-845RB
レッド×ブラック

ZER-846YBZER-846YB
イエロー×ブラック

ZER-842NZER-842N
ネイビー×ホワイト

ZER-843RZER-843R
レッド×ホワイト

両手用

ZER-610W ZER-610B

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,800＋税
中国製● 補強アテ革付　● ダブルベルト　● 高校野球対応　

高校野球対応

シリコン樹脂で
驚異の
グリップ力UP！

手の平を引っ張ることにより、
たるみを解消。

人工皮革にシリコン樹脂を装着。
未体験のグリップ力を実現。

摩耗の激しい部分を補強。

伸縮性・通気性に優れた
高機能ジャージを使用。

●幅広ベルト

●シリコンパワー

●補強アテ

●ハイストレッチジャージ1

2

3

4

バッティング用グローブ

ZER-910WZER-910W
ホワイト

ZER-910BZER-910B
ブラック

メッシュ素材使用で通気性◎

Accessory Accessory

WASHABLE 洗えます！

湾曲構造
●握った状態の立体構造
●指のたるみをなくし密着
　したグリップを実現

●●

●●

●●

●●

●●

●●

1

2

2
3

3

4

ハイグリップ合成皮革 甲側急乾メッシュ使用

中国製

本体価格 ¥1,600＋税

中国製

● グラブオイルによる変形・型くずれ等を防止するのに適した、
　 ウレタン製のカラーボール付
● 個性派グラブの微妙な形を守る上に必要なベルトの長さに設定！
● ポケット芯を潰さないように、カラーボールは
　 大きさがポイントです！

ZW-2000ZW-2000
ブラック

ZW-2400ZW-2400
ネイビー

ZW-2500ZW-2500
レッド

ZGB-1200BGZGB-1200BG
ブラック×ゴールド

ZGB-1200RGZGB-1200RG
レッド×ゴールド

ZGB-1200GBZGB-1200GB
ゴールド×ブラック

ZGB-1200SNZGB-1200SN
シルバー×ネイビー

ZGB-1200NGZGB-1200NG
ネイビー×ゴールド

■ 素材／合皮　■ サイズ／長さ34cm×高さ41cm

本体価格 ¥1,200＋税

バーユ

本体価格 ¥1,300＋税

ZR-50ZR-50

馬油＆スクワランオイル

50㎖

浸透性が良く、染みにならず保湿
に優れている馬の油とスクワラン
を配合した最高級保革オイル
（香りもついています）

グラブ袋

グラブホルダー

オイル

■ 素材／ナイロン
■ サイズ／高さ28㎝×直径20cm

ZEB722ZEB722
シルバープリント

ZEB721ZEB721
ゴールドプリント

本体価格 ¥2,300＋税

■ 素材／合成皮革（ウオッシャブル）＋合成繊維
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥1,800＋税

グラブケース  　

守備用グローブ

セカンドバッグに
取り付け可能 ！

グラブの型くずれ防止に

※グラブホルダーを併用
して頂くとより型崩れし
にくくなります。

アクセサリーアクセサリー
高校野球対応

バッティング用カラーグローブ高校野球対応

片手用

WASHABLE 洗えます！

中国製

Wシリコンで
グリップ力UP！

両手用

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,900＋税WASHABLE 洗えます！

中国製

●補強アテ革付

ZER-844BZER-844B
ブラック×ホワイト

ZER-845RBZER-845RB
レッド×ブラック

ZER-846YBZER-846YB
イエロー×ブラック

ZER-842NZER-842N
ネイビー×ホワイト

ZER-843RZER-843R
レッド×ホワイト

両手用

ZER-610W ZER-610B

■ 素材／掌部：合成皮革　当て革部：合成皮革　甲部：ポリエステル
■ サイズ／S（23cm～）　M（24cm～）　L（25cm～）　O（26cm～）

本体価格 ¥3,800＋税
中国製● 補強アテ革付　● ダブルベルト　● 高校野球対応　

高校野球対応

シリコン樹脂で
驚異の
グリップ力UP！

手の平を引っ張ることにより、
たるみを解消。

人工皮革にシリコン樹脂を装着。
未体験のグリップ力を実現。

摩耗の激しい部分を補強。

伸縮性・通気性に優れた
高機能ジャージを使用。

●幅広ベルト

●シリコンパワー

●補強アテ

●ハイストレッチジャージ1

2

3

4

バッティング用グローブ

ZER-910WZER-910W
ホワイト

ZER-910BZER-910B
ブラック

メッシュ素材使用で通気性◎
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