ケンコー
スプリングボール
1号（SP1）
1個 ￥1,650（税込）

ケンコー
スプリングボール
2号（SP2）
1個 ￥1,980（税込）

ケンコー
スプリングボール
3号（SP3）
1個 ￥2,420（税込）

重量：約200g
直径：約128mm
材質：天然ゴム
色：赤・青・黄・白
日本製

重量：約240g
直径：約154mm
材質：天然ゴム
色：赤・青・黄・白
日本製

重量：約380g
直径：約200mm
材質：天然ゴム
色：赤・青・黄・白
日本製

ケンコー
ニューミニトリムボール
（NTBM-W）
1個 ￥6,600（税込）

❸ケンコーソフティボール
160（S160）
1個 ￥3,850（税込）

❺ケンコーソフティボール
120（S120）
1個 ￥2,530（税込）

重量：約200g 直径：約210mm
色：赤・青・黄・緑

重量：約85g 直径：約160mm
色：赤・青・黄・緑

重量：約45g 直径：約120mm
色：赤・青・黄・緑・橙・紫

❷ケンコーソフティボール
180（S180）
1個 ￥4,400（税込）

❹ケンコーソフティボール
150（S150）
1個 ￥2,750（税込）

❻ケンコーソフティボール
70（S70）
1ダース ￥9,900（税込）

重量：約130g 直径：約180mm
色：赤・青・黄・緑

重量：約73g 直径：約150mm
色：赤・青・黄・緑・橙・紫

重量：約16g（ボール1個）
直径：約70mm（ボール1個） 色：黄
※ラケットテニス用ボールとしても使用できます。

重量：約32g
（ボール1個）
直径：約90mm
（ボール1個）
色：赤・青・黄・緑
【セット内容】
ボール12個
（赤／3・青／3・黄／3・緑／3）
※単色のみ12個入りでの対応もできます
（S90-R・BU・Y・G）
※小学校
「ベースボール型」授業に最適

材質：ウレタン 色：赤・白 日本製

ケンコージャンボボール95
チューブ（J95TB）
1枚 ￥13,200（税込）

材質：ウレタン 色：赤・白 日本製

材質：合成ゴム 色：黒 日本製

ケンコー
ジャンボボール70
チューブ（J70TB）
1枚 ￥11,000（税込）

ケンコージャンボボール95
縫製修理

ユニカールスタンダードストーン（USS-BU・Y） ユニカールジュニアストーン（UJS-BU・Y）
1個 ￥46,200（税込）
1個 ￥35,200（税込）
重量：3kg 直径：27cm 材質：特殊合成樹脂
色：青・黄 スウェーデン製

重量：2kg 直径：23cm 材質：特殊合成樹脂
色：青・黄 スウェーデン製

ユニカールスタンダードカーペット（USK）
1枚 ￥176,000（税込）

ユニカールジュニアカーペット（UJK）
1枚 ￥84,700（税込）

サイズ：L10 W2m 材質：ポリエステル
色：緑 スウェーデン製

サイズ：L8 W1.2m 材質：ポリエステル
色：緑 スウェーデン製

ユニカールスタンダードセット（USSET）
1セット ￥462,000（税込）

ユニカールジュニアセット（UJSET）
1セット ￥297,000（税込）

【セット内容】
ストーン6個
（青／3・黄／3）
スタンダードカーペット1枚 付属：ワックス・
スコアカード・DVD・ルールブック

【セット内容】
ストーン6個
（青／3・黄／3）
ジュニアカーペット1枚 付属：ワックス・
スコアカード・DVD・ルールブック

（J95RREP／J95WREP）
1個（1ヶ所）￥9,570（税込）

材質：合成ゴム 色：黒 日本製

ケンコージャンボボール70
（J70-R／-W）
1個 ￥35,200（税込）
重量：約1.6kg 直径：約70cm
材質：表皮／ウレタン・内部／合成ゴム
色：赤・白 日本製

ケンコー
ジャンボボール70
縫製修理
（J70RREP／J70WREP）
1個（1ヶ所）￥6,270（税込）

ケンコー
ラケットテニスボール
ケンコージャンボボール95
（J95-R／-W）
1個 ￥46,200（税込）
重量：約2.6kg 直径：約95cm
材質：表皮／ウレタン・内部／合成ゴム
色：赤・白 日本製

重量：約185g 直径：約26cm
材質：表皮／合成樹脂・内部／合成ゴム
色：白 日本製

縫製修理（NTBREP）
1式 ￥2,200（税込）

チューブ修理（NTBTBREP）
1式 ￥3,080（税込）

❼ケンコー
ソフティボール
90セット（S90SET）
1セット ￥15,840（税込）

ケンコージャンボボール95
表皮（J95H-R／-W）
1枚 ￥34,100（税込）
ケンコー
ジャンボボール70
表皮（J70H-R／-W）
1枚 ￥26,400（税込）

（NTB-W）
1個 ￥6,600（税込）

重量：約152g 直径：約23cm
材質：表皮／合成樹脂・内部／合成ゴム
色：白 日本製

縫製修理（NTBMREP） チューブ修理（NTBMTBREP）
1式 ￥2,200（税込）
1式 ￥3,080（税込）

❶ケンコーソフティボール
210（S210）
1個 ￥4,950（税込）

ケンコー
ニュートリムボール

ケンコージャンボボール
ゴム栓（JSEN）
1袋 ￥605（税込）
材質：合成ゴム 色：黒 日本製
※1袋4個入り

（RB）
1ダース ￥5,940（税込）
重量：約15g
（ボール1個）
直径：約69mm（ボール1個）
材質：ウレタンスポンジ
色：黄 日本製

ケンコー
スティックボール
ターゲットナイン（STTN）
1枚 ￥16,500（税込）

ケンコー
スティックボール
専用フレーム（STF）
1台 ￥11,000（税込）

サイズ：L160 W100cm
材質：ナイロン 色：青 台湾製

サイズ：H175 D103 W115cm
（組立時）
材質：スチール 色：黒 台湾製

ケンコー
スティックボール
専用ボール（STB）
1ダース ￥5,060（税込）

ケンコー
スティックボール
ターゲットナインセット
（STTNSET）

重量：約42g
（個）直径：約65mm
（個） 1セット ￥28,600
（税込）
材質：中／ゴム・表面／フェルト
【セット内容】
ボール12個
（桃／6・青／6）・
色：桃・青 【セット内容】
ボール12個
ターゲットナイン1枚 ・
（桃／6・青／6） 台湾製
専用フレーム1台 台湾製

ケンコー
ミニチュアテニスラケット（MINI-TR）
1本 ￥5,830（税込）
サイズ：全長／500mm・幅／255mm・
グリップ部／約120mm
重量：約190g
材質：本体／アルミ グラファイト・カバー／PVC
色：白 青 中国製
※ストラップ付・専用ラケットカバー付
※その他ミニチュア型ラケットスポーツ用として
使用できます。

