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SPORTS EVENT
帽子・ハチマキ・タスキ

A T H L E T I CA T H L E T I C
SPORTS EVENT
競技用グッズ

※カタログと商品の色が若干異なる場合がありますので、ご了承ください。 ※生地縫製品は、表記寸法より多少誤差が発生する場合があります。

カラー玉入れ台
１台�¥35,200（税抜¥32,000）

S-293
支柱：38mm、丸パイプ、スチール製　カゴ：直径43cm×深
さ45cm　重量：9kg　高さ：スプリング調節式（1.8、2.3、
2.5、2.7、2.9m）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
ネット付組立式　※仕様がかわる場合があります。
（紅白玉、カラー玉は別売りです）送料別途見積りになります。

日本製

玉入れ用カラーネット
¥3,168（税抜¥2,880）

S-149

アクリル100％　リング径φ40cm〜50cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 ピンク

日本製

カラー： 黄、 ブルー、 グリーン、 ピンク�同色50個1組
布製　オガクズ入　直径約6cm　同色綿収納袋付　ダンボールケース入

S-456 カラー玉50個セット（同色50個）
¥17,600（税抜¥16,000）

カラー玉バラ売り
1個�¥352（税抜¥320）

S-183

日本製

カラー： 白×50個、 赤×50個、100個1組
布製　オガクズ入　直径約6cm　綿紅白収納袋付　ダンボールケース入

S-455 紅白玉100個セット（紅白各50個）
¥35,200（税抜¥32,000）

紅白玉バラ売り
1個�¥352（税抜¥320）

S-182

日本製

カラーネット付背負いカゴ
¥9,504（税抜¥8,640）

S-453

プラスチック製　直径33cm×高さ34cm
ネット付（紅白玉、カラー玉は別売り）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
送料別途見積りになります。

日本製受注商品

受注商品

玉あて名人
１組�¥61,050（税抜¥55,500）

S-770
製品寸法：的玉�直径400mm、専用球�幅80×奥行60×高さ
60mm　製品重量：的玉�480g、専用球�55g/個　材質：的
玉�ベルクロ（表面）ビーチボール（中身）、専用球�フレンチパ
イル（表面）ペレット（中身）　セット内容：的玉1個・専用球20個
（白×4、赤×4、黄×4、青×4、緑×4）・専用球収納袋1枚・ロープ
（L：500mm）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、
マルチ（ 赤、 黄、 ブルー、 グリーン）

●�的になる球めがけて専用球を投げるとペタッと気持ちよくつきます。
●�球の中身はビーチボールですので軽く、使用後は空気を抜
いてスッキリ収納できます。
●�運動会の玉入れの代わりに使用している園様が増えており
ます。（室内運動会）
送料別途見積りになります。

日本製受注商品

規格：リング径�40cm、高さ40cm　材質：スチールパイプ塩
ビコーティングφ28mm・ポリエチレン
ネット取付済、鈴付
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
簡単組立。幼稚園〜小学校低学年・リハビリなどに最適です。
ピンポン球やゴルフボールにも使用できます。
送料別途見積りになります。

フロア玉入れ台
１台�¥15,840（税抜¥14,400）

S-778
日本製受注商品
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特大ジャンボ・ボール＋スピードポンプセット
¥221,430（税抜¥201,300）

S-280
150cmボール2個＋スピードポンプ

90cmボール2個＋スピードポンプ

ジャンボ・ボール＋スピードポンプセット
 ¥113,190（税抜¥102,900）

S-284

ジャンボ・ボール
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー
内部：塩化ビニール　外装：レザー
（別色はオーダーにて承ります）

ポリエチレン製　重さ約2500g
3m×5m　網目3.8cm

S-151 障害物ネット
 ¥29,700（税抜¥27,000）

二人三脚用ベルト（強化型）
¥792（税抜¥720）

S-226
パイレン製　鉄管付　巾2.5cm×長さ62cm
カラー： 赤

ジャンボ・ボールをふくらませる時、S-909スピードポンプが
必要です。一緒に御購入下さい。

寸法：縦10cm×横8cm×高さ8cm　材質：プラスチック
重量：約0.5kg　電源：AC100V�50/60Hz（AC電源使用）
ノズル：3種（大・中・小）　連続使用時間：15分
大型プールやジャンボ・ボールなどの空気の注入も排出も両
方できる1台2役のコンパクトポンプ。

スピードポンプ
¥4,950（税抜¥4,500）

S-909

（紅白セット又は2個1組）�直径約150cm　重さ9kg／1個

特大ジャンボ・ボール
¥216,700（税抜¥197,000）

S-180
日本製

ジャンボ・ボール
¥108,240（税抜¥98,400）

S-184
（紅白セット又は2個1組）�直径約90cm　重さ3.5kg／1個

（グリーン）直径約150cm　重さ9kg／1個
カラー： グリーン

別色特大ジャンボ・ボール
1個�¥150,700（税抜¥137,000）

S-380

別色ジャンボ・ボール
1個�¥55,440（税抜¥50,400）

S-384
（グリーン）直径約90cm　重さ3.5kg／1個
カラー： グリーン

日本製

日本製

日本製

5枚組、60cm×93cm

S-86 麻袋
1組�¥7,656（税抜¥6,960）

バングラディッシュ製

ポリエステル65％　綿35％　胴廻り約200cm×丈46cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 オレンジ、 サックス、 ピンク、
紫、 キミドリ

S-146 二人三脚用デカパン
¥5,544（税抜¥5,040）

日本製

日本製

日本製

日本製

素材：レーヨン、ナイロン、ポリエステル（天然ゴム使用）
適応目安：S�24〜30cm　丈19cm
� M�26〜32cm　丈21cm
※採寸位置　ひざ頭周りにて
カラー： 赤、 ブルー、 黒

ジュニア用ひざパッド
 1個�¥924（税抜¥840）

S-614

日本製

アクリル製　100％オペロンゴム
マジックテープ仕様　長さ47cm×巾5cm
ゴム素材なので柔らかく、マジックテープでワンタッ
チで脱着できます。二人三脚にもご使用ください。
カラー： 赤、 ブルー、 黒

30人31脚用ベルト
1本�¥924（税抜¥840）

S-350

卒業記念に、ジャンボ・ボール名入れ承ります。

日本製

在庫限り
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受注商品

S-401 体育マット屋内外兼用型
¥52,030（税抜¥47,300）

ナイロン帆布　巾90cm×長さ180cm×厚さ5cm
重さ約12kg　
カラー： 黄、 ブルー、 グリーン
送料別途見積りになります。

日本製 受注商品

S-409 カラー平均台
¥105,600（税抜¥96,000）

木製　重さ約25kg　センターライン入り
長さ300cm×高さ30cm×巾10cm
カラー： 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
送料別途見積りになります。

日本製

木製、重さ約5kg　特殊金具使用
厚さ3cm×巾10cm×長さ140cm

4人用ムカデ競走用ゲタ
¥39,600（税抜¥36,000）

S-152
日本製

木製、重さ約6kg　特殊金具使用
厚さ3cm×巾10cm×長さ170cm
送料別途見積りになります。

5人用ムカデ競走用ゲタ
¥47,520（税抜¥43,200）

S-157
日本製

受注商品

木製、重さ約2.5kg　特殊金具使用
厚さ3cm×巾10cm×長さ70cm

2人用ムカデ競走用ゲタ
¥27,720（税抜¥25,200）

S-82
日本製

麻製　中心点赤マーク入り
直径36mm×長さ36m　重さ34.2kg

競技用ロープ
 ¥105,600（税抜¥96,000）

S-105
日本製

麻製　中心点赤マーク入り
※一般用�直径50mmは製造中止となりました。
※30m未満は、別途見積りになります。
送料別途見積りになります。

綱引き用ロープ
園児用　直径30mm
� 1mに付き��¥2,640（税抜¥2,400）
小・中用　直径36mm
� 1mに付き��¥3,432（税抜¥3,120）
小・中・高用　直径38mm
� 1mに付き��¥3,828（税抜¥3,480）
一般用　直径45mm
� 1mに付き��¥5,016（税抜¥4,560）

S-126
1

2

3

4

受注商品 日本製

写真は4人用です

ロープ本体：ポリプロピレン製　直径8mm×長さ12m
縛り紐：ポリプロピレン製　50cm間隔（10ヵ所）
※パンはお客様でお買い求めください。

パン食い競走用ロープ
 ¥6,336（税抜¥5,760）

S-500
日本製

ナイロンタフタ製　直径7mφ　収納バッグ付
材質を強化しました。

S-268 スポーツバルーン ミックス
 ¥128,040（税抜¥116,400）

日本製

ロープ本体：ビニロン製　直径14mm×長さ310cm
足縛り紐：アクリル製　巾20mm×長さ50cm

10人用ムカデ競走用ロープ
¥14,784（税抜¥13,440）

S-214

ロープ本体：ビニロン製　直径14mm×長さ140cm
足縛り紐：アクリル製　巾20mm×長さ50cm

5人用ムカデ競走用ロープ
¥7,920（税抜¥7,200）

S-213
日本製

日本製

写真は5人用です

S-764 アルミ得点板
¥89,760（税抜¥81,600）

アルミ＋スチール製　幅98cm×奥行41cm×高さ161cm
重量7kg
文字板：ターポリン製（14cm×30cm・12cm×25cm）表示
0〜199　ホワイトボード付　50mmキャスターストッパー
付　組立式

日本製

受注商品

S-753 カラーガード
¥3,432（税抜¥3,120）

ナイロン製　旗60cm×80cm　棒の長さ150cm
カラー： 赤 白 グリーン、�� ブルー 白 赤、

黄 白 ブルー、�� グリーン 白 黄
写真と色合いが多少変わることがあります。
※2色も出来ますのでお問い合わせください。
送料別途見積りになります。

日本製 受注商品

S-754 フラッグ
¥2,640（税抜¥2,400）

ナイロン製　旗60cm×60cm　棒の長さ70cm
カラー： 赤／ 白、   黄／ 白、�� ブルー／ 白

グリーン／ 白
カラー： 白、 赤／ 黄、 ブルー、 グリーン
写真と色合いが多少変わることがあります。
※単色も出来ますのでお問い合わせください。

日本製 受注商品

S-755 小旗（2本セット）
¥1,716（税抜¥1,560）

ナイロン製　旗35cm×25cm　棒の長さ35cm　2本セット
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
写真と色合いが多少変わることがあります。

日本製

S-751 カラーガード（単色）
¥3,432（税抜¥3,120）

ナイロン製　旗60cm×80cm　棒の長さ150cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン
写真と色合いが多少変わることがあります。
送料別途見積りになります。

日本製受注商品

受注商品
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スチール製　約95cm　耐荷重35kg
適正身長115〜135cm　カラー： 黄
※�注意：ご使用の前に必ず注油してください。
（スプリングの奥）
送料別途見積りになります。

S-487 ホッピング
１本 ¥9,625（税抜¥8,750）

日本製

綿製　約8mmφ
カラー： 白（S-717のみ）、 赤、 黄、
ブルー、 グリーン

S-717
S-724
S-725

カラーなわとび（柄なし）
� 2.2m�１本� ¥682  （税抜¥620）
� 3m�１本� ¥902  （税抜¥820）
� 10m�１本�¥2,838（税抜¥2,580）

日本製

材質：ロープ=綿、グリップ=ポリプロピレン
寸法1.7m（ 赤、 黄、 ブルー、 グ
リーンの4色セット）
※�バラ売りも致します。

S-719 初心者用なわとび（4色セット）
�¥5,830（税抜¥5,300）

日本製受注商品

スチール製　耐荷重80kg
カラー： ブルー
送料別途見積りになります。

S-485
S-486

竹馬
（大）185cm １組
¥9,020（税抜¥8,200）
（中）150cm�１組
¥8,635（税抜¥7,850）

日本製

S-485

S-486

S-487

70cm×3m　素材：綿100％

S-641 入退場門
¥59,400（税抜¥54,000）

日本製

S-408 運動会用得点板
 2色1組�¥173,800（税抜¥158,000）000）�

長さ120cm　ナンバープレート横36cm×高さ60cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー
赤地/白数字　0〜9　　白地/黒数字　0〜9
黄地/黒数字　0〜9　　青地/黒数字　0〜9

日本製

S-194
全長6m、ロープ太さ6mm
材質：パイレン16打ビニール芯入
グリップ：回転式、屋内外兼用タイプ
カラー： 黄、 ブルー、 ピンク

団体用ジャンピングロープ
�¥2,772（税抜¥2,520）

日本製

S-766
S-767

新体操リボン
長さ�2.5m� ¥1,848（税抜¥1,680）�
長さ� 4m� ¥2,376（税抜¥2,160）�

材質：レーヨン100％
サイズ：長さ2.5m×巾5cm、長さ4m×巾5cm
カラー： 赤、 サックス、 ピンク

日本製受注商品

S-768 新体操リボンスティック
 ¥6,072（税抜¥5,520）00））�

材質：グラスファイバー、持ち手（赤部分）＝プラスチック
サイズ：約50cm

中国製受注商品

S-671 表彰台
 ¥123,200（税抜¥112,000）�

木製　1位台：縦60cm×横60cm、高さ約30cm
2・3位台：縦60cm×横60cm、高さ約17cm
送料別途見積りになります。

在庫限り

取替用聖火トーチ
NS-5（5分物）� ¥49,500（税抜¥45,000）�
NS-14（14分物）�¥90,200（税抜¥82,000）�

S-643
S-644

日本製

※�販売は、取替用聖火トーチのみになります。
　聖火トーチホルダーは完売しました。

日本製受注商品

S-112 リレーバトン
1セット�¥1,320（税抜¥1,200）

ポリエチレン製
長さ29cm×直径2.8cm　6色組　袋付

日本製

S-743
S-745

カラーリング
直径60cm�5色1組� ¥10,032（税抜¥9,120）
直径90cm�5色1組� ¥15,840（税抜¥14,400）

5本1セット　合成樹脂　直径18mmパイプ使用
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン

日本製受注商品

なわとび
 ¥198（税抜¥180）

S-723
ビニール製　全長270cm　ロープ240cm
カラー： ピンク

日本製在庫限り

S-774
S-775

チームジャンプ
全長10m�グリップ25cm� ¥7,392（税抜¥6,720）
全長15m�グリップ60cm� ¥9,240（税抜¥8,400）

材質：ポリエチレン金剛打　ロープ太さ：9mmφ
グリップ：高強度軽量スチールパイプ　ナイロン袋付
◎ロープにおもりを入れ回転しやすい。
※他の全長（長さ）もありますのでお見積りします。

日本製受注商品


