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S W I M M I N GS W I M M I N G
SPORTS EVENT
スイミンググッズ

※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。

ナイロン80％　ポリウレタン20％
L�：�普通サイズ（54cm〜58cm）
M�：�低学年サイズ（50cm〜54cm）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、
オレンジ、 サックス、 ピンク、 紺、 黒

LLは別注にて承ります。

レーシングキャップ パワーネット
 ¥693（税抜¥630）

S-48
日本製

ナイロン80％　ポリウレタン20％　
名札　6cm×9cm�EVA樹脂フィルム
油性マジックをご使用ください。
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、
オレンジ、 サックス、 ピンク

ネームキャップ アルファ パワーネット
¥880（税抜¥800）

S-777
日本製

パッチ
白地部分は名前が書き込め、ワッペンの付けはがしが自由にでき
ます。
ナイロン85％　ポリウレタン15％　白地部分はポリウレタン
樹脂コーティング加工（オーバーロック縫製）　S・M・フリー・LL
※S・LLは受注生産。納期は2週間。
カラー： 白、 赤、 黄、 グリーン、 オレンジ、
サックス、 ピンク、 紺、 黒

ネームタイプメッシュキャップ
 ¥1,067（税抜¥970）

S-92
受注商品 日本製

ポリエステル100％　フリーサイズ
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、
オレンジ、 サックス、 ピンク

�素材・色合いが多少変わる場合があります。

トリコットネーム付キャップ
¥1,056（税抜¥960）

トリコットキャップ
¥946（税抜¥860）

S-45
S-46

日本製

スイミングバッグ丸底型 
¥1,408（税抜¥1,280）

S-60
ナイロン100％　31cm×直径17cm
カラー： 赤、 黄、 紺

日本製

1シート（単色10枚入り）　1〜15級　※S-92用

泳級表示シール（別売）
 ¥550（税抜¥500）

S-93
受注商品 日本製

1シート（単色20枚入り）　※S-92用
カラー： 赤、 黄、 ブルー、 グリーン、 オレンジ、
ピンク、 紫、 キミドリ、 茶、 黒、 ゴールド、
シルバー

シールワッペン（別売）
 ¥220（税抜¥200）

S-94
受注商品 日本製

S-436 男子用 水着 トランクス型
110〜130cm�¥2,112（税抜¥1,920）
140〜150cm�¥2,244（税抜¥2,040）
S〜L� ¥2,376（税抜¥2,160）
2L・3L� ¥2,508（税抜¥2,280）

日本製

ポリエステル100％
カラー： 紺

S-437 女子用 水着
110〜130cm�¥3,828（税抜¥3,480）
140〜150cm�¥4,092（税抜¥3,720）
S〜L� ¥4,356（税抜¥3,960）
2L・3L� ¥4,620（税抜¥4,200）

ポリエステル100％
カラー： 紺

S-438 男子用 水着 トランクス型 ツーウェイ
110〜130cm�¥2,640（税抜¥2,400）
140〜150cm�¥2,772（税抜¥2,520）
S〜L� ¥3,036（税抜¥2,760）
2L・3L� ¥3,168（税抜¥2,880）

ナイロン80％　ポリウレタン20%
カラー： 紺

S-439 女子用 水着 ツーウェイ型
110〜130cm�¥4,620（税抜¥4,200）
140〜150cm�¥4,884（税抜¥4,440）
S〜L� ¥5,280（税抜¥4,800）
2L・3L� ¥5,808（税抜¥5,280）

ナイロン80％　ポリウレタン20%
カラー： 紺

日本製 日本製 日本製

在庫限り受注商品受注商品
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サンペルカ　長さ45cm×巾30cm×厚さ3.5cm　浮力3.7kg
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー、 グリーン

カラービートバン ¥3,113（税抜¥2,830）S-61

S-90
ビニールレザー製　24cm×20cm1組
（同色5枚組）
カラー： 白、 赤、 黄、 ブルー

フラワーフラッグ（旗のみ）
1組�¥1,166（税抜¥1,060）

クレモナ　直径4mm×長さ50m

フラワーフラッグ用ロープ
¥5,170（税抜¥4,700）

S-91
硬質塩ビ製　直径4.5cm正20面体
12個1組（黄・青・オレンジ、各4個入り）

ピックアップボール
1組�¥9,350（税抜¥8,500）

S-95

L:φ95mm×200mm×2個1組
S:φ75mm×210mm×2個1組
水泳練習用ウキ　腕力強化用
サンペルカ

ストロークブイ 
L（直径10cm）　
¥2,497（税抜¥2,270）
S（直径7cm）
¥2,068（税抜¥1,880）

S-58
S-59

日本製

サンペルカ
φ135mm×80mm×3個1組
浮力3.5kg（水泳初心者に最適）
カラー： 白

ヘルパー　
 ¥2,497（税抜¥2,270）

S-54
日本製

ビニール製
カラー： 赤 ブルー

アーム浮輪�単色�2個�1組
¥1,540（税抜¥1,400）

S-68
日本製

日本製

日本製日本製 日本製

S-536
無地

S-536
枠のみ

ワンタッチネーム（100枚入）
5cm×7cm ¥15,840（税抜¥14,400）
�8cm×13cm ¥22,880（税抜¥20,800）
�14cm×20cm ¥46,200（税抜¥42,000）

■年■組 �5cm×10cm ¥17,160（税抜¥15,600）
�8cm×13cm ¥25,300（税抜¥23,000）

5cm×8cm ¥12,870（税抜¥11,700）
�8cm×13cm ¥18,590（税抜¥16,900）
�10cm×15cm ¥24,970（税抜¥22,700）
14cm×20cm ¥41,580（税抜¥37,800）

水着、体操着、スポーツウェア等に最適。
ロット500枚より学校名名入れ等別注承ります。

受注商品 日本製

ネット：1m×8.5m　ポリエチレン製　440dt／
30本　ブラックネット／オレンジパイプ　ポリプ
ロピレンロープ　ポール：φ22mm×2.43m（3
本つなぎ）スチール製　ブルー
ポールが打ち込める所ならどこでも設置可

S-744
日本製

ビーチバレーボールセット（携帯用）
¥62,480（税抜¥56,800）

※季節商品のため、メーカー在庫がなくなり次第販売終了になります。

アイカップ：ポリカーボネート　クッション：エラストマー　ベルト：エラストマー
カラー： ラベンダー

ゴーグル（子供用）
 1個�¥1,430（税抜¥1,300）

S-71
日本製在庫限り

ゴーグル（子供用）小学校低学年向け
 1個�¥1,705（税抜¥1,550）

S-76

レンズ：ポリカーボネート　ベルト・フェイスパッド：シリコンラバー
カラー： クリアー、 ブルー、 ピンク、 黒

中国製受注商品


