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SPORTS EVENT
設備・運営（役員・審判）グッズ

E Q U I P M E N TE Q U I P M E N T

※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。

カタログ掲載の万国旗品番は
バラ売りはしておりません。
但し、別規格にてバラ売りをし
ております。サイズ・素材・国に
よって値段が違います。
その都度お問い合せ下さい。

外国の旗

アクリル100％　20カ国　34ｃｍ×43ｃｍ（旗のみ）

アクリル万国旗（20ヶ国）
¥14,300（税抜¥13,000）

S-30
アクリル素材のため雨等による色落ちがない商品

アクリル等旗
1〜3番の3枚セット ¥2,376（税抜¥2,160）
1〜5番の5枚セット ¥3,960（税抜¥3,600）
1〜6番の6枚セット ¥4,752（税抜¥4,320）
1〜8番の8枚セット ¥6,336（税抜¥5,760）
1〜10番の10枚セット ¥7,920（税抜¥7,200）

S-418
A
B
C
D
E  

アクリル100％�32cm×45cm　染抜

カラー：1番 赤、2番 白、3番 紺、4番 黄、
5番 エンジ、6番 グリーン、7番 サックス、
8番 ピンク、9番 紫、10番 茶

アクリル等旗 バラ売りもできます。
1枚　�¥792（税抜¥720）

S-418

万国旗巻取機 旗立台（等旗用）

万国旗用ロープ

アクリル素材のため雨等による色落ちがない商品

綿100％　40ヶ国（中）　34cm×43cm（旗のみです）
万国旗のバラ売りは致しません。

万国旗40ヶ国
¥27,170（税抜¥24,700）

S-400
日本製

綿100％　20ヶ国　34cm×43cm（旗のみです）

万国旗20ヶ国（中）
¥13,992（税抜¥12,720）

S-186
日本製

綿100％　20ヶ国　28cm×35cm（旗のみです）

万国旗20ヶ国（小）
¥11,880（税抜¥10,800）

S-187
日本製

ポリエチレン製　20ヶ国　26cm×38cm（10m紐付）
万国旗のバラ売りは致しません。
●�綿タイプは雨ざらし等にすると色落ちする危険があります。
●�S-188は一本の紐に等間隔でつながっています。

万国旗20ヶ国（小）紐付き
¥2,464（税抜¥2,240）

S-188
日本製

アルミ製伸縮式

シルバーポール
2m�3段ネジ式
¥10,340 （税抜¥9,400）
3m�3段ネジ式
¥14,740（税抜¥13,400）
4m�4段ネジ式
¥19,800（税抜¥18,000）

S-100
2

3
 
4

日本製

綿100％　100cm×150cm　三角皮付　

色旗（特大） ¥3,168（税抜¥2,880）S-190
日本製

綿100％　70cm×100cm　三角皮付

色旗（大） ¥2,112（税抜¥1,920）S-191
日本製

色旗（中） ¥1,188（税抜¥1,080）S-192
綿100％　50cm×70cm　三角皮付

日本製

綿100％　32cm×45cm　三角皮なし
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、
エンジ、 紺、 茶、 黒、 ネズミ

色旗（小） ¥451  （税抜¥410）S-193
日本製

中国製

中国製

ポリエステル100％　25ｃｍ×37.5ｃｍ　紐の長さ15m

連結式万国旗（20ヶ国）
¥10,296（税抜¥9,360）

S-752
受注商品 日本製

等旗・色旗用
スチール製　
長さ200cm×直径2.2cm
フリーストッパー・旗用釣付属

フラッグポールN
¥1,584（税抜¥1,440）

S-27
日本製

万国旗用ロープ
¥7,920（税抜¥7,200）

S-125
麻　長さ100m×直径5mm

日本製

旗立台（等旗用）
¥3,410（税抜¥3,100）

S-139

S-99・S-27用
鉄製　重さ700g　皿：直径22cm　
筒：内径2.5cm

日本製

竹竿
¥990（税抜¥900）

S-99

小旗用
竹製200cm
送料別途見積りになります。

日本製

S-190

S-191

S-192

S-193

高さ69cm　台板30cm×40cm　重量3kg
固定金具2個付　150mまで巻取可能
※�万国旗の保管用として、ご使用ください。万国旗が
濡れている場合は、乾いてから巻き取ってください。

万国旗巻取機
¥19,800（税抜¥18,000）

S-670
受注商品 日本製在庫限り

在庫限り



SPORTS EVENT CATALOG  2023        

E Q U I P M E N T SPORTS EVENT
設備・運営（役員・審判）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。

コンパクト拡声器（超軽量）
¥17,600（税抜¥16,000）

S-474

ハンドコンパクト拡声器
¥11,616（税抜¥10,560）

S-446
寸法　137×257.8×210mm
出力：定格３W　防滴型
電源　単3電池4本使用（別売）
重量　約610g（電池除く）
カラー　ダークグレー　※電池別売

S-416、S-417

S-411〜S-414

詰替カートリッジ
¥4,180（税抜¥3,800）

S-156

S-155用
カラー（煙色）： 白、 赤、 黄、 ブルー
※発煙時間は約1分30秒〜2分です。

日本製

日本製

インドネシア製

約20kg（満水時）
支柱元に置くだけで、強風・突風もこれで安心！

テント用ウェイト（注水式）
¥31,680（税抜¥28,800）

S-356
受注商品 中国製

日本製受注商品

素材：防災ポリエステル帆布　ポリ塩化ビニ
ールコーティングフッ素加工
サイズ：外寸�H3.2m×W4.4m�70cmφ、
内寸�H2.5m×W3.0m
カラー：ライトブルー
セット内容：エアアーチ1台、送風機1台、杭4
本、ウエイト用砂袋（袋のみ）6袋、ロープ4本
※名入れ及び別色、別サイズも対応いたしま
す。　別途見積りいたします。

日本製

鋼板製
縦23.5cm×横23cm（タイヤ込）×高さ
76cm
ライン巾5cm・7.6cm調整式
重量2.5kg、容量7.5kg（炭酸カルシウム）

ライン引
¥16,005（税抜¥14,550）

S-143

エアアーチS-504

中国製

奥行300cm×間口600cm×最高軒高222cm×最高全高353cm　総重量58kg
フレーム：支柱�スチール、桁アルミ、白粉体塗装　天幕：ポリエステル100％、600D、
防水・防炎加工、紫外線遮蔽率100%（白をのぞく）　カラー： 白、 赤、 黄、
ブルー、 グリーン、 白× 赤、 白× ブルー、 白× グリーン

※全てのパーツが連結した一体式テントだから2人でわずか60秒で簡単に設営できます。
テント：名入れ承ります。マーキングフィルム加工。名入代・送料別途見積りになります。

300cm×600cm� ¥277,200（税抜¥252,000）S-429
受注商品

受注商品

ワンタッチ
テント

ポリエステル100％
600D

（防水・防炎加工）

S-451

S-452

日本製

20kg　紙袋・箱入　カラー： 白
材質：炭酸カルシウム97.25％、酸化マグネ
シウム0.85％、その他不溶解物1.8％
※若干数値は変動することがあります。安全
無害。　送料別途見積りになります。

グラウンドマーカー（白）
¥3,190（税抜¥2,900）

S-451
受注商品

20kg　紙袋・箱入
カラー： 赤、 黄、 ブルー
材質：炭酸カルシウム97.25％、酸化マグネ
シウム0.85％、その他不溶解物1.8％
※若干数値は変動することがあります。安全
無害。　送料別途見積りになります。

グラウンドマーカー（カラー）
¥7,590（税抜¥6,900）

S-452
日本製受注商品

奥行179cm×間口269cm×棟高53cm×軒高180cm

180cm×270cm （1間×1.5間） ¥190,080（税抜¥172,800）S-411

奥行269cm×間口358cm×棟高78cm×軒高180cm

270cm×360cm （1.5間×2間） ¥250,800（税抜¥228,000）S-412

奥行358cm×間口535cm×棟高104cm×軒高180cm

360cm×540cm （2間×3間） ¥390,720（税抜¥355,200）S-413

360cm×720cm （2間×4間） ¥472,560（税抜¥429,600）
奥行358cm×間口713cm×棟高104cm×軒高180cm

伸縮式もあります。（各々1割増）
テント：名入れ承ります。（名入れ代は別途料金になります。）　送料別途見積りになります。

S-414

集会テント テント：ポリエステル帆布（防水加工）
フレーム：メッキ加工

白テント
ポリエステル帆布
（防水加工）

270cm×360cm （1.5間×2間）用 ¥69,300（税抜¥63,000）S-421
360cm×540cm （2間×3間）用 ¥95,700（税抜¥87,000）S-422
360cm×720cm （2間×4間）用 ¥108,900（税抜¥99,000）S-423

三方幕
ポリエステル帆布
（防水加工）

日本製 受注商品

受注商品日本製

奥行269cm×間口358cm×棟高78cm×軒高180cm

270cm×360cm （1.5間×2間） ¥266,640（税抜¥242,400）S-416

奥行358cm×間口535cm×棟高104cm×軒高180cm　送料別途見積りになります。
※各種テントの収納袋は別売になります。

360cm×540cm （2間×3間） ¥425,040（税抜¥386,400）S-417

ストライプ 
テント

ポリエステル帆布
（防水加工）

受注商品日本製
送料別途見積りになります。

寸法：口径約φ109mm×全長約228mm×高さ約205mm
出力：定格4.5W、最大6W
質量：約400g（乾電池別）
材質：ASA樹脂
カラー： キミドリ

受注商品

発煙式トーチ
¥10,560（税抜¥9,600）

S-155
アルミニウム製
約380g　長さ約60cm×内径約2.5cm・
外径約4cm　カートリッジ白　１本付

日本製在庫限り

在庫限り
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スチール製　0〜9999まで

数取器
¥2,365（税抜¥2,150）

S-524

ビニール製　長さ50m×巾7.5cm

催事用紅白テープ
¥2,640（税抜¥2,400）

S-118

木製組立式　白板：20cm×90cm　全長：110cm　重さ：約1.6kg
名入れはお客様の方でお入れ下さい。
水性マジックインキを御使用下さい。

白板付プラカード
¥21,120（税抜¥19,200）

S-399

ポリエチレン製
高さ120cm×底部62cm×62cm
重さ約2.1kg
カラー： 赤　送料別途見積りになります。

ジャンボコーン120
1個¥47,520（税抜¥43,200）

S-354
受注商品

ビニールレザー製　15cm×20cm
プラ棒40cm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー

コーナーフラッグ同色5本組
 1組��¥1,584（税抜¥1,440）

S-199
日本製

フィニッシュテープ
5mサイズ（10㎝巾）¥3,168（税抜¥2,880）
7mサイズ（10㎝巾）¥4,752（税抜¥4,320）

S-200
　　5
　　7

日本製

ゴールテープ
1巻�¥1,980（税抜¥1,800）

S-108

レーヨン100％　長さ30m×巾3.6cm
カラー： 白、 赤

日本製

セーフティマーカー
1個¥3,740（税抜¥3,400）

S-491
本体：塩化ビニール　底部：ターポリン製
底部おもり：砂鉄　約1kg入り
高さ72cm×底部直径22cm
倒れても起き上がります。

カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

日本製

日本製

日本製

コーナーポスト
1個�¥4,224（税抜¥3,840）

S-142
ポリプロピレン製
高さ70cm×底部38.5cm角　重さ約1kg
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

日本製

中国製

日本製

S-450 屋内用粘着ラインテープ
1箱 ¥4,752（税抜¥4,320）

1箱（同色5巻入）ビニール製
長さ20m×巾5cm×5巻
カラー： 白、 赤、 黄、 グリーン

中国製

ジャンボコーン180
1個¥74,250（税抜¥67,500）

S-355
ポリエチレン製（2段式）
高さ180cm×底部95cm×95cm　
重さ約8.5kg
カラー： 赤　送料別途見積りになります。

日本製

台湾製

ダークグレー
サイズ：W472×D342×H291mm、30Ｌ

万能バスケット（10ヶ組）
�¥16,390（税抜¥14,900）

S-47
受注商品

サイズ：W400×D300×H260mm、重量：約560g
レモンイエロー（持ち手）　材質：ポリプロピレン
カラー： 赤、 ブルー、 グリーン、
黒

サイズ�：�最大外寸約W356×H575×T0.08mm
素材�：�ポリエチレン（PE）、文字表裏2面印刷
※カラーコーンは別売りです。

万能バスケット（各色10ヶ組）�
¥12,760（税抜¥11,600）

カラーコーン70cm用透明カバー駐車禁止
¥682（税抜¥620）

S-37

S-461

カラーコーン70cm用透明カバー立入禁止
¥682（税抜¥620）

S-462

カラーコーン70cm用透明カバー駐車お断り
¥682（税抜¥620）

S-463

受注商品

日本製 日本製

サイズ：6cm×50m　非粘着

STOP立入禁止テープ
¥1,430（税抜¥1,300）

S-458
日本製

サイズ：本体W255×D255×H850mm
素材：ポリエチレン　ポリ台満水時：3.3kg
カラー：ポール�ホワイト、ポリ台�ブラック

注水式ポール
¥2,640（税抜¥2,400）

S-457
日本製

S-457

S-458

S-457・S-458組合せ例

受注商品

写真はイメージです。

サイズ:長さ7.5cm×幅600mm×厚さ1.9cm　重さ46g
防雨タイプ、単純計時、積算計時、スプリットタ
イム計時、１位・２位の同時計時、1/1,000秒計
時、LR44電池使用

ストップウォッチ055
¥3,300（税抜¥3,000）

S-669
中国製

サイズ:長さ6.9cm×幅5.9cm×厚さ1.6cm　重さ50g
単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、
１位・２位の同時計時、1/1,000秒計時、
LR44電池使用

ストップウォッチ060
¥3,300（税抜¥3,000）

S-659
中国製

ミニコーン 単色10個組
¥6,160（税抜¥5,600）

S-490
ポリエチレン製　高さ15cm×底部14.5cm角
重さ約60g（1個）
カラー： 黄、 ブルー、 キミドリ

台湾製在庫限り

在庫限り
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ポリエステル65％　綿35％　巾9cm×長さ
37cm
ハトメ止4ヶ所、ヒモ付
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、 黒

名入れ承ります。黒も出来ます。

カラー腕章
1枚�¥594（税抜¥540）

S-131 差し込み腕章
¥429（税抜¥390）

S-140
ビニール製　巾9cm×長さ39cm　
ハトメ止4ヶ所、ヒモ、安全ピン付
中紙は入替え可
カラー： 白
※中紙はお客様の方で御用意下さい。

手旗（白・赤セット）
� １組�¥2,002（税抜¥1,820）

S-195
綿100％　32cm×45cm　直径18mm×長さ45cm木棒付
カラー： 白、 赤

S-295

日本製 日本製

（オーダー見本）　各種別注承ります。

S-908 別注腕章     
受注商品 日本製

手袋（白のみ）
綿 １双 ¥528 （税抜¥480）
ナイロン １双 ¥792 （税抜¥720）
ナイロンホック付 １双 ¥1,232（税抜¥1,120）
ナイロン赤線入 １双 ¥946 （税抜¥860）

S-109
S-107
S-122
S-776

中国製

1箱（12個入）プラスティック製

プラ笛（ポリス型）
1箱 ¥2,970（税抜¥2,700）

S-106
中国製

アクリル・バンディング生地製　34cm×46cm
直径16mm×長さ50cm木棒付
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン

カラー手旗
1本�¥1,804（税抜¥1,640）

S-290
日本製

日本製

手旗（白・黄セット）
 １組�¥2,002（税抜¥1,820）

S-295
綿100％　32cm×45cm　直径18mm×長さ45cm木棒付
カラー： 白、 黄

日本製

のびのび手袋（10双1組）
1組 ¥4,620（税抜¥4,200）

S-201

アクリルポリウレタン
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン

中国製

材質：本体�真鍮コルク、リング�銅、ひも�ナイ
ロン、止め具�ABS樹脂　1箱（12個入）
※パッケージが変更になる場合があります。

メタル呼子笛
1箱 ¥4,224（税抜¥3,840）

S-629
中国製受注商品

S-195

S-109、107、122

S-201

レーヨン100％　1箱（10本入）

日本製

ペナントリボン
（大）7.2cm×100cm 1箱�¥5,544（税抜¥5,040）
（中）4.8cm×60cm 1箱�¥3,036（税抜¥2,760）
（小）3.8cm×30cm 1箱�¥2,112（税抜¥1,920）

S-196
S-197
S-198

サイズ：長さ14cm×高さ14cm　材質：本
体/スチール、受皿・撃鉄/真鍮合金　単発式
クリーナー付　重量：400g/丁　エバニュ
ー製

ファースト信号器単発B（2丁組）
¥6,710（税抜¥6,100）

S-419
日本製

100発入小箱　薬量0.01g以下（1発あたり）　防滴加工品　エバニュー製
※�運動会・スポーツイベント等での使用に限り販売許可不要となります。

注意 �•�ミシン目にそって切離してご使用ください。��•�火薬が露出するような使用はお止めください。

ミニ雷管（100発入）
¥990（税抜¥900）

S-616
日本製

100発入小箱　薬量0.07g以下（1発あたり）　防滴加工品　耳せん1ヶ付　エバニュー製
※�競技用紙雷管の販売には、都道府県知事の許可が必要です。

注意 �•�ミシン目にそって切離してご使用ください。��•�火薬が露出するような使用はお止めください。

競技用紙雷管（100発入）
¥1,980（税抜¥1,800）

S-404
日本製販売許可必要

サイズ：長さ8.5cm×幅5.6cm×厚さ2.3cm
材質：ABS樹脂　自重：100g（電池含）　音
量：125dB　電池角9V付　※音量は、電池
満量時に15cm距離にて測定
カラー： 黒　エバニュー製
口で吹かずに、本体に付いているボタンを押
すだけで強烈なホイッスル音が得られます。

ホイッピー
¥6,820（税抜¥6,200）

S-709
日本製

サイズ：長さ14cm×高さ14cm��材質：本体／
スチール��受皿・撃鉄／真鍮合金　双発式、連
打防止装置付、クリーナー付　エバニュー製

ファースト信号器双発B
 ¥5,170（税抜¥4,700）

S-420
日本製

軟質塩ビ　中紙寸法：105×74mm
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、
グリーン

仕様がかわる場合があります。

ゴムバンド式差込み腕章
¥528（税抜¥480）

S-331
日本製受注商品

受注商品

※木棒が45cmになりました。

※�仕様が変わる場合があります。　S-107は 在庫限り です。

S-776

販売許可不要


