
是非ご活用ください！

新入生におすすめ！ 新入生におすすめ！ 新入生におすすめ！ 新入生におすすめ！ 卓球用具当店限定セットキャンペーン卓球用具当店限定セットキャンペーン卓球用具当店限定セットキャンペーン卓球用具当店限定セットキャンペーン
中学校卓球部新入部員さんにおススメの用具セットです。　1つずつ買うのも良いですが、当店限定セットはお値段もお得！

豊富な品揃えで、皆様をサポートいたします！

①

② 卓球ユニフォームチームキャンペーン卓球ユニフォームチームキャンペーン卓球ユニフォームチームキャンペーン卓球ユニフォームチームキャンペーン

同一商品で5枚以上まとめてお買い上げ時に、メーカー希望小売価格より⇒⇒⇒⇒⇒
（ニッタク・ヤサカ・TSP・ミズノ・ドニック・アンドロなどなど）　　　　　（バタフライ・アシックスは２０％OFFです。）

卓球台やマシーン等ご購入検討中の方は是非1度ご相談下さい！

★キャンペーンによって終了日が違います。

新入部員さんにおススメとは言え、ご卒業までを考えて選んでいます。とにもかくにも詳しくはP2～P５へ詳しくはP2～P５へ詳しくはP2～P５へ詳しくはP2～P５へ

ラケット・シューズ・ウェアはもちろん♪小物にいたるまで、

③

④

卓球をするなら卓球専用のシューズをおススメします！フットワーク、足腰の負担に差がでます。
同一シューズ(色違い含む)まとめて5足以上お買い上げ時に、メーカー希望小売価格より⇒⇒⇒

卓球ボールがいつでもお得です♪卓球ボールがいつでもお得です♪卓球ボールがいつでもお得です♪卓球ボールがいつでもお得です♪
1番の消耗品だからこそ！お求めやすい価格で！
各メーカーさまざまな特徴でトレ球を販売しています。
値上がりしてしまったボールを出来るだけお求めやすく！

団体戦出場の際にはチームで同じユニフォームの着用がルールで決められています。

卓球シューズまとめてお得キャンペーン卓球シューズまとめてお得キャンペーン卓球シューズまとめてお得キャンペーン卓球シューズまとめてお得キャンペーン



NoNoNoNo 戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー 商品画像商品画像商品画像商品画像 ラケットラケットラケットラケット ラバーフォアラバーフォアラバーフォアラバーフォア ラバーバックラバーバックラバーバックラバーバック ケースケースケースケース サイドテープサイドテープサイドテープサイドテープ 定価合計定価合計定価合計定価合計 販売価格販売価格販売価格販売価格
シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 メイスパフォーマンス-ＦＬ オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 ロジャル・ケース

各メーカーの
もの

バタフライバタフライバタフライバタフライ ¥6,270 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,090 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 コルベル-FL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 ロジャル・ケース
各メーカーの

もの

バタフライバタフライバタフライバタフライ ¥6,050 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,090 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 ファクティブ7-FL インセプション赤中 インセプション黒中 スパークケース
各メーカーの

もの

二ッタク二ッタク二ッタク二ッタク ¥5,720 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 ファクティブ7-ST インセプション赤中 インセプション黒中 スパークケース
各メーカーの

もの

二ッタク二ッタク二ッタク二ッタク ¥5,720 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 スワットFL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 グランデールケース
各メーカーの

もの

ＴＳＰＴＳＰＴＳＰＴＳＰ ¥5,720 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 スワットST オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 グランデールケース
各メーカーの

もの

ＴＳＰＴＳＰＴＳＰＴＳＰ ¥5,720 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 アーレスト7+FL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 クラストライケース
各メーカーの

もの

ヤサカヤサカヤサカヤサカ ¥5,280 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 アーレスト7+ST オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 アスラントケース
各メーカーの

もの

ヤサカヤサカヤサカヤサカ ¥5,280 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 ティンバー5OFF-FL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 SQケースⅡ
各メーカーの

もの

アンドロアンドロアンドロアンドロ ¥6,380 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,750 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 ティンバー5OFF-ST オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 SQケース
各メーカーの

もの

アンドロアンドロアンドロアンドロ ¥6,380 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,750 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 BANDAオールラウンド-FL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 エッジJP
各メーカーの

もの

スティガスティガスティガスティガ ¥5,280 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 エンデバーFL オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 83JD0010
各メーカーの

もの

ミズノミズノミズノミズノ ¥6,160 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃シェイク・攻撃 エンデバーST オリジナルエクストラ赤中 オリジナルエクストラ黒中 83JD0010
各メーカーの

もの

ミズノミズノミズノミズノ ¥6,160 ¥2,640 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

シェイクハンド　ドライブ/攻撃タイプシェイクハンド　ドライブ/攻撃タイプシェイクハンド　ドライブ/攻撃タイプシェイクハンド　ドライブ/攻撃タイプ

¥13,915

¥13,695

¥9,900¥9,900¥9,900¥9,9001111

2222

11111111

¥9,800¥9,800¥9,800¥9,800

4444

7777

5555

8888

3333

6666

¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000¥15,015

☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。

9999

10101010

12121212

13131313

詳しくは、P5をご覧ください。各セット対応ケース一覧がございます。詳しくは、P5をご覧ください。各セット対応ケース一覧がございます。詳しくは、P5をご覧ください。各セット対応ケース一覧がございます。詳しくは、P5をご覧ください。各セット対応ケース一覧がございます。

¥13,255 ¥8,200¥8,200¥8,200¥8,200

¥13,695 ¥9,500¥9,500¥9,500¥9,500

¥13,255 ¥9,000¥9,000¥9,000¥9,000

¥14,685 ¥8,900¥8,900¥8,900¥8,900

¥14,135 ¥9,800¥9,800¥9,800¥9,800

↓こちらがこちらがこちらがこちらがラケットセットラケットセットラケットセットラケットセットNoになります。になります。になります。になります。



NoNoNoNo 戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー 商品画像商品画像商品画像商品画像 ラケットラケットラケットラケット ラバーフォアラバーフォアラバーフォアラバーフォア ラバーバックラバーバックラバーバックラバーバック ケースケースケースケース サイドテープサイドテープサイドテープサイドテープ 定価定価定価定価 販売価格販売価格販売価格販売価格
シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 レジストⅡ-FL スピンシャル赤薄 スピンシャル黒薄 スパークケース

各メーカーの
もの

ニッタクニッタクニッタクニッタク ¥7,480 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 レジストⅡ-ST スピンシャル赤薄 スピンシャル黒薄 スパークケース
各メーカーの

もの

ニッタクニッタクニッタクニッタク ¥7,480 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 エンドレス-FL スピンシャル赤薄 スピンシャル黒薄 スパークケース
各メーカーの

もの

ニッタクニッタクニッタクニッタク ¥3,960 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 スーパーディフェンシブ-FL スピンシャル赤薄 カールP3黒特薄 グランデールケース
各メーカーの

もの

TSPTSPTSPTSP ¥7,150 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 スーパーディフェンシブ-ST スピンシャル赤薄 カールP3黒特薄 グランデールケース
各メーカーの

もの

TSPTSPTSPTSP ¥7,150 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 ティンバー5DEF-FL スピンシャル赤薄 カールP3黒特薄 SQケースⅡ
各メーカーの

もの

アンドロアンドロアンドロアンドロ ¥7,480 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,750 ¥275

シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備シェイク・守備 ティンバー5DEF-ST スピンシャル赤薄 カールP3黒特薄 SQケースⅡ
各メーカーの

もの

アンドロアンドロアンドロアンドロ ¥7,480 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,750 ¥275

☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。

シェイクハンド　カット/守備タイプシェイクハンド　カット/守備タイプシェイクハンド　カット/守備タイプシェイクハンド　カット/守備タイプ

16161616

¥10,700¥10,700¥10,700¥10,700

¥13,255

☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。

（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・

ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ ・スティガ→エッジJP・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ ・スティガ→エッジJP・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ ・スティガ→エッジJP・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ ・スティガ→エッジJP・ ミズノ→83JD0010）

別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。

　日々のお手入れにおススメです♪
(有)イシザキスポーツ

宇都宮市中央2-1-2　TEL:028-634-6469・FAX:028-634-6468

19191919

14141414

¥9,200¥9,200¥9,200¥9,200

15151515

17171717

20202020

18181818

☆お掃除してラバーちょっと長持ち♪　お手入れセットはP4に掲載しています。

最初の卓球ラケットはセット買いが絶対お得です！最初の卓球ラケットはセット買いが絶対お得です！最初の卓球ラケットはセット買いが絶対お得です！最初の卓球ラケットはセット買いが絶対お得です！
Facebook、Twitterで新商品入荷情報等随時更新してます♪

宇都宮市役所北側　徒歩3分　　HP: ishizakisports.com

☆注目☆☆注目☆☆注目☆☆注目☆：去年に引き続き、カットラケット限定ですべてのラケットで裏裏、裏粒に変更可にしました！：去年に引き続き、カットラケット限定ですべてのラケットで裏裏、裏粒に変更可にしました！：去年に引き続き、カットラケット限定ですべてのラケットで裏裏、裏粒に変更可にしました！：去年に引き続き、カットラケット限定ですべてのラケットで裏裏、裏粒に変更可にしました！

お値段そのままで上記基本形から変更が可能です。(スピンシャル薄、カールP3特薄に限る)お値段そのままで上記基本形から変更が可能です。(スピンシャル薄、カールP3特薄に限る)お値段そのままで上記基本形から変更が可能です。(スピンシャル薄、カールP3特薄に限る)お値段そのままで上記基本形から変更が可能です。(スピンシャル薄、カールP3特薄に限る)

変更ありの場合は購入時にご指定下さい。変更ありの場合は購入時にご指定下さい。変更ありの場合は購入時にご指定下さい。変更ありの場合は購入時にご指定下さい。(裏：表面がツルツルのラバー→裏ソフト・粒：表面がツブツブでかつ粒が細長いラバー→粒高)(裏：表面がツルツルのラバー→裏ソフト・粒：表面がツブツブでかつ粒が細長いラバー→粒高)(裏：表面がツルツルのラバー→裏ソフト・粒：表面がツブツブでかつ粒が細長いラバー→粒高)(裏：表面がツルツルのラバー→裏ソフト・粒：表面がツブツブでかつ粒が細長いラバー→粒高)

¥16,775

¥16,445

¥11,000¥11,000¥11,000¥11,000

¥11,400¥11,400¥11,400¥11,400

¥17,105

↓こちらがこちらがこちらがこちらがラケットセットラケットセットラケットセットラケットセットNoになります。になります。になります。になります。



NoNoNoNo 戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー戦型/メーカー 商品画像商品画像商品画像商品画像 ラケットラケットラケットラケット ラバー表ラバー表ラバー表ラバー表 ラバー裏ラバー裏ラバー裏ラバー裏 ケースケースケースケース サイドテープサイドテープサイドテープサイドテープ 定価定価定価定価 販売価格販売価格販売価格販売価格
日本式ペン日本式ペン日本式ペン日本式ペン メビュールαJP オリジナルエクストラ赤中 クラストライケース

各メーカーの
もの

ヤサカヤサカヤサカヤサカ ¥6,380 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

中国式ペン中国式ペン中国式ペン中国式ペン レクロC カールＰ３黒特薄 インセプション赤中 スパークケース
各メーカーの

もの

ニッタクニッタクニッタクニッタク ¥6,930 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

中国式ペン中国式ペン中国式ペン中国式ペン ブロックマンⅡCHN カールＰ３黒特薄 インセプション赤中 グランデールケース
各メーカーの

もの

TSPTSPTSPTSP ¥7,150 ¥3,300 ¥3,300 ¥2,420 ¥275

中国式ペン中国式ペン中国式ペン中国式ペン アーレスト7＋-CHN カールＰ３黒特薄 オリジナルエクストラ赤中 クラストライケース
各メーカーの

もの

ヤサカヤサカヤサカヤサカ ¥5,280 ¥3,300 ¥2,640 ¥2,420 ¥275

¥16,225

宇都宮市役所北側　徒歩3分　　HP: ishizakisports.com

Facebook、Twitterで新商品入荷情報等随時更新してます♪

☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。☆通常店頭では税別表示になっておりますが、オススメセットはすべて税込価格です。

¥16,445 ¥11,000¥11,000¥11,000¥11,000

24242424

  日々のお手入れにおススメです♪  日々のお手入れにおススメです♪  日々のお手入れにおススメです♪  日々のお手入れにおススメです♪

日本式ペンホルダー・中国式ペンホルダー日本式ペンホルダー・中国式ペンホルダー日本式ペンホルダー・中国式ペンホルダー日本式ペンホルダー・中国式ペンホルダー

¥13,915 ¥9,500¥9,500¥9,500¥9,500

¥10,800¥10,800¥10,800¥10,800

¥11,715

（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・（バタフライ→ロジャルケース・ ニッタク→スパークケース ・ ＴＳＰ→グランデールケース・

☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。☆一覧にありますラケットケースは各メーカーの指定ケースになります。別紙にラケットケースの写真を掲載しておりますのでP５をご覧いただき、色を選択してください。

22222222

(有)イシザキスポーツ
宇都宮市中央2-1-2　TEL:028-634-6469・FAX:028-634-6468

☆お掃除してラバーちょっと長持ち♪　お手入れセットは☆お掃除してラバーちょっと長持ち♪　お手入れセットは☆お掃除してラバーちょっと長持ち♪　お手入れセットは☆お掃除してラバーちょっと長持ち♪　お手入れセットは☟☟☟☟こちらこちらこちらこちら☟☟☟☟に掲載しています。に掲載しています。に掲載しています。に掲載しています。

¥8,000¥8,000¥8,000¥8,00021212121

23232323

ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ・スティガ→エッジJP ・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ・スティガ→エッジJP ・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ・スティガ→エッジJP ・ ミズノ→83JD0010）ヤサカ→クラストライケース ・ アンドロ→SQケースⅡ・スティガ→エッジJP ・ ミズノ→83JD0010）

「お手入れセット」とは、ラケットについているラバーの表面はゴム製品なので体育館のホコリや「お手入れセット」とは、ラケットについているラバーの表面はゴム製品なので体育館のホコリや「お手入れセット」とは、ラケットについているラバーの表面はゴム製品なので体育館のホコリや「お手入れセット」とは、ラケットについているラバーの表面はゴム製品なので体育館のホコリや

手の脂が付いたり、使わずに置いておいても劣化して、ボールをコントロールしにくくなります。手の脂が付いたり、使わずに置いておいても劣化して、ボールをコントロールしにくくなります。手の脂が付いたり、使わずに置いておいても劣化して、ボールをコントロールしにくくなります。手の脂が付いたり、使わずに置いておいても劣化して、ボールをコントロールしにくくなります。

日々のお手入れで良い状態を保ち少しでも長持ちさせる為のお掃除セットです。日々のお手入れで良い状態を保ち少しでも長持ちさせる為のお掃除セットです。日々のお手入れで良い状態を保ち少しでも長持ちさせる為のお掃除セットです。日々のお手入れで良い状態を保ち少しでも長持ちさせる為のお掃除セットです。

お掃除してちょっとラバー長持ちお掃除してちょっとラバー長持ちお掃除してちょっとラバー長持ちお掃除してちょっとラバー長持ち お手入れセットお手入れセットお手入れセットお手入れセット をおすすめします！をおすすめします！をおすすめします！をおすすめします！

←←←←ブラシはブラシはブラシはブラシは+300+300+300+300円です。円です。円です。円です。
((((セットセットセットセットNo.17No.17No.17No.17～～～～20202020・・・・22222222～～～～24242424におススメします。におススメします。におススメします。におススメします。))))

価格は価格は価格は価格は1,1001,1001,1001,100円です。円です。円です。円です。

↓こちらがこちらがこちらがこちらがラケットセットラケットセットラケットセットラケットセットNoになります。になります。になります。になります。

デイリークリーナーデイリークリーナーデイリークリーナーデイリークリーナー + クリーン・ケアクリーン・ケアクリーン・ケアクリーン・ケア + 粘着保護シート粘着保護シート粘着保護シート粘着保護シート



☆ご注意ください☆☆ご注意ください☆☆ご注意ください☆☆ご注意ください☆
ラケットケースは、ラケットケースは、ラケットケースは、ラケットケースは、ご選択頂いたラケットセットと同じメーカーのものしかお選びいただけません。ご選択頂いたラケットセットと同じメーカーのものしかお選びいただけません。ご選択頂いたラケットセットと同じメーカーのものしかお選びいただけません。ご選択頂いたラケットセットと同じメーカーのものしかお選びいただけません。各ラケットケース画像の下にセット番号をご案各ラケットケース画像の下にセット番号をご案各ラケットケース画像の下にセット番号をご案各ラケットケース画像の下にセット番号をご案

内しておりますのでご確認ください。注文用紙に色の番号と名前を明記頂きますようお願い致します。内しておりますのでご確認ください。注文用紙に色の番号と名前を明記頂きますようお願い致します。内しておりますのでご確認ください。注文用紙に色の番号と名前を明記頂きますようお願い致します。内しておりますのでご確認ください。注文用紙に色の番号と名前を明記頂きますようお願い致します。

店頭通常価格はバタフライ・ミズノ・アシックスは１５％off、それ以外は２０％off、ケースは全部１０％off、小物に至っては5%offです！店頭通常価格はバタフライ・ミズノ・アシックスは１５％off、それ以外は２０％off、ケースは全部１０％off、小物に至っては5%offです！店頭通常価格はバタフライ・ミズノ・アシックスは１５％off、それ以外は２０％off、ケースは全部１０％off、小物に至っては5%offです！店頭通常価格はバタフライ・ミズノ・アシックスは１５％off、それ以外は２０％off、ケースは全部１０％off、小物に至っては5%offです！

☆店頭では、通常税別価格で表示しております。セット以外の他商品をご購入の際はレジにて消費税が加算されます。ご了承ください。☆☆店頭では、通常税別価格で表示しております。セット以外の他商品をご購入の際はレジにて消費税が加算されます。ご了承ください。☆☆店頭では、通常税別価格で表示しております。セット以外の他商品をご購入の際はレジにて消費税が加算されます。ご了承ください。☆☆店頭では、通常税別価格で表示しております。セット以外の他商品をご購入の際はレジにて消費税が加算されます。ご了承ください。☆

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆
09090909ブルーブルーブルーブルー

20202020レッドレッドレッドレッド

21212121ピンクピンクピンクピンク

71717171ブラックブラックブラックブラック

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆
006006006006レッドレッドレッドレッド

008008008008ピンクピンクピンクピンク

174174174174スカイスカイスカイスカイ

278278278278ブラックブラックブラックブラック

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆
0021002100210021

ブラックブラックブラックブラック××××レッドレッドレッドレッド

レッドレッドレッドレッド

0022002200220022

ブラックブラックブラックブラック××××ブルーブルーブルーブルー

0120012001200120

ブルーブルーブルーブルー

0300030003000300

ピンクピンクピンクピンク

☆☆☆☆バタフライラケットセットバタフライラケットセットバタフライラケットセットバタフライラケットセット用卓球ラケットケース用卓球ラケットケース用卓球ラケットケース用卓球ラケットケース

ロジャル・ケースロジャル・ケースロジャル・ケースロジャル・ケース

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.1.1.1.1・・・・2222・用ケース・用ケース・用ケース・用ケース

☆ヤサカラケットセット用卓球ケース☆ヤサカラケットセット用卓球ケース☆ヤサカラケットセット用卓球ケース☆ヤサカラケットセット用卓球ケース

クラストライケースクラストライケースクラストライケースクラストライケース

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆
レッドレッドレッドレッド

グリーングリーングリーングリーン

サックスサックスサックスサックス

ピンクピンクピンクピンク

ラベンダーラベンダーラベンダーラベンダー

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.7.7.7.7・・・・8888・・・・21212121・・・・24242424用ケース用ケース用ケース用ケース

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.3.3.3.3・・・・4444・・・・14141414・・・・15151515・・・・16161616・・・・22222222用ケース用ケース用ケース用ケース

☆☆☆☆ＴＳＰラケットセットＴＳＰラケットセットＴＳＰラケットセットＴＳＰラケットセット用用用用

卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース

グランデールケースグランデールケースグランデールケースグランデールケース

☆☆☆☆ニッタクラケットニッタクラケットニッタクラケットニッタクラケットセット用卓球ケースセット用卓球ケースセット用卓球ケースセット用卓球ケース

スパークケーススパークケーススパークケーススパークケース

☆☆☆☆ミズノラケットセットミズノラケットセットミズノラケットセットミズノラケットセット用用用用

卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース

83JD0010

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.12.12.12.12・・・・13131313用ケース用ケース用ケース用ケース

☆☆☆☆アンドロラケットセットアンドロラケットセットアンドロラケットセットアンドロラケットセット用用用用

卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース

SQケースケースケースケースⅡⅡⅡⅡ

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.9.9.9.9・・・・10101010・・・・19191919・・・・20202020用用用用

ケースケースケースケース

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆
412058412058412058412058

グレーグレーグレーグレー××××ブラックブラックブラックブラック

412059412059412059412059

グレーグレーグレーグレー××××ピンクピンクピンクピンク

412060412060412060412060

グレーグレーグレーグレー××××イエローイエローイエローイエロー

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆

87878787

ネイビーネイビーネイビーネイビー××××

ピンクピンクピンクピンク

92929292

ブラックブラックブラックブラック××××

ブルーブルーブルーブルー

96969696

ブラックブラックブラックブラック××××

レッドレッドレッドレッド

☆☆☆☆スティガケットセットスティガケットセットスティガケットセットスティガケットセット用用用用

卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース卓球ラケットケース

エッジエッジエッジエッジJP

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.11.11.11.11 用ケース用ケース用ケース用ケース

☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆☆カラー☆

0266026602660266----81818181

ブルーブルーブルーブルー

0377037703770377----81818181

ピンクピンクピンクピンク

0111011101110111----81818181

ブラックブラックブラックブラック

☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ☆セットＮｏ.5.5.5.5・・・・6666・・・・17171717・・・・18181818・・・・23232323用ケース用ケース用ケース用ケース



する　・　しないする　・　しないする　・　しないする　・　しない

する　・　しないする　・　しないする　・　しないする　・　しない

ブラシの追加ブラシの追加ブラシの追加ブラシの追加（お手入れセットご注文の方）（お手入れセットご注文の方）（お手入れセットご注文の方）（お手入れセットご注文の方）

学校名学校名学校名学校名

ご注文セット番号ご注文セット番号ご注文セット番号ご注文セット番号 ご注文日ご注文日ご注文日ご注文日

ラケットケースカラーラケットケースカラーラケットケースカラーラケットケースカラー ご注文合計金額ご注文合計金額ご注文合計金額ご注文合計金額

年　　月　　日年　　月　　日年　　月　　日年　　月　　日No.No.No.No.

円円円円
お手入れセットの注文をお手入れセットの注文をお手入れセットの注文をお手入れセットの注文を

選択されていない場合はつけません。選択されていない場合はつけません。選択されていない場合はつけません。選択されていない場合はつけません。

電話番号電話番号電話番号電話番号

氏名氏名氏名氏名

☆新入部員ラケットセットNo.1～16☆新入部員ラケットセットNo.1～16☆新入部員ラケットセットNo.1～16☆新入部員ラケットセットNo.1～16

と、No.21にブラシ必要ありません。と、No.21にブラシ必要ありません。と、No.21にブラシ必要ありません。と、No.21にブラシ必要ありません。

シューズシューズシューズシューズ
サイズ：サイズ：サイズ：サイズ：

シューズをご注文の際は…シューズをご注文の際は…シューズをご注文の際は…シューズをご注文の際は… メーカー名：メーカー名：メーカー名：メーカー名：

ユニフォームをご注文の際は…ユニフォームをご注文の際は…ユニフォームをご注文の際は…ユニフォームをご注文の際は…

上サイズ：上サイズ：上サイズ：上サイズ：

下サイズ：下サイズ：下サイズ：下サイズ：

メーカー名：メーカー名：メーカー名：メーカー名：

ユニフォーム上ユニフォーム上ユニフォーム上ユニフォーム上
商品名：商品名：商品名：商品名：

カラー：カラー：カラー：カラー：

シューズ商品名：シューズ商品名：シューズ商品名：シューズ商品名：

カラー:カラー:カラー:カラー:

カラー:カラー:カラー:カラー:

ユニフォーム下ユニフォーム下ユニフォーム下ユニフォーム下
商品名：商品名：商品名：商品名：



メーカーメーカーメーカーメーカー 生産国生産国生産国生産国 数量数量数量数量 メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 当店販売価格当店販売価格当店販売価格当店販売価格

二ッタク二ッタク二ッタク二ッタク 日本 1ダース ¥4,752 ¥3,700¥3,700¥3,700¥3,700
NB-1301 1個約￥308.3

バタフライバタフライバタフライバタフライ 中国 1ダース ¥3,696 ¥3,200¥3,200¥3,200¥3,200
95790 1個約￥266.6

ＴＳＰＴＳＰＴＳＰＴＳＰ 中国 1ダース ¥2,244 ¥1,700¥1,700¥1,700¥1,700
014059 1個約￥141.6

メーカーメーカーメーカーメーカー 生産国生産国生産国生産国 数量数量数量数量 メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格 当店販売価格当店販売価格当店販売価格当店販売価格

ニッタクニッタクニッタクニッタク 日本 5ダース ¥6,930 ¥5,300¥5,300¥5,300¥5,300
Jトップトレ球 NB-1366 1個約￥88.3

ニッタクニッタクニッタクニッタク 日本 10ダース ¥13,200 ¥10,000¥10,000¥10,000¥10,000
Jトップトレ球 NB-1367 1個約￥83.3

ニッタクニッタクニッタクニッタク 日本 50ダース ¥62,700 ¥46,000¥46,000¥46,000¥46,000
Jトップトレ球 NB-1368 1個約￥76.6

ヤサカヤサカヤサカヤサカ 中国 10ダース ¥6,600 ¥4,400¥4,400¥4,400¥4,400
A-61 1個約￥36.6

ワールドコネクト 中国 100球 ¥5,500 ¥4,000¥4,000¥4,000¥4,000
DV001A 1個￥40

ワールドコネクト 中国 500球 ¥27,500 ¥20,000¥20,000¥20,000¥20,000
ワールドトレーニングボール(ケース入) DV003A 1個￥40

ワールドコネクト 中国 100球 ¥3,850 ¥3,000¥3,000¥3,000¥3,000
ワールドスクールトレーニングボール DV010A 1個￥30

ワールドコネクト 中国 500球 ¥20,900 ¥15,000¥15,000¥15,000¥15,000
ワールドスクールトレーニングボール DV011A 1個￥30

ワールドトレーニングボール

プラセレクトボール

★このご案内に掲載している価格はすべて税込です。

★当店オススメボール価格表★

プラスチック製トレーニングボールプラスチック製トレーニングボールプラスチック製トレーニングボールプラスチック製トレーニングボール（練習球・白）（練習球・白）（練習球・白）（練習球・白）

各メーカープラスチック製公認球(３スター)各メーカープラスチック製公認球(３スター)各メーカープラスチック製公認球(３スター)各メーカープラスチック製公認球(３スター)

プラ3スタープレミアム

CP40＋3スターボール

バタフライ スリースターボールA40+


