JTAケンコーティーボール
9インチ（JTA-KT9）
1ダース ￥6,336（税込）

JTAケンコーティーボール
11インチ（JTA-KT11）
1ダース ￥7,656（税込）

JTAケンコーティーボール
12インチ（JTA-KT12）
1ダース ￥8,316（税込）

重量：約70g 直径：約7cm
材質：ポリウレタン
色：グリーン 台湾製
※屋内・屋外使用可能

重量：約73g 直径：約8.5cm
材質：ポリウレタン
色：グリーン 台湾製
※屋内・屋外使用可能

重量：約92g 直径：約9.1cm
材質：ポリウレタン
色：グリーン 台湾製
※屋内・屋外使用可能

JTAケンコーティーボールバット
幼児・小学１・２年生用（JTA-KTB-YS）
1本 ￥3,003（税込）

JTAケンコーティーボールバット
SG-M（JTA-KTB-M）
1本 ￥8,085（税込）

重量：約310ｇ 長さ：約69cm・φ：約71 1mm（打球部）
材質：打球部／合成ゴム・芯／ポリエチレン・グリップ／ポリプロピレン
色：ライトブルー 台湾製 ※屋内・屋外使用可能

重量：約550g 長さ：約75cm・φ：約57mm（打球部）
材質：表面／ポリウレタン・芯／アルミ合金・グリップテープ／ポリウレタン
色：オレンジ 中国製 ※屋内・屋外使用可能

JTAケンコーティーボールバット
SG-S（JTA-KTB-S）
1本 ￥7,513（税込）

JTAケンコーティーボールバット
SG-L（JTA-KTB-L）
1本 ￥8,668（税込）

重量：約500g 長さ：約68.5cm・φ：約57mm（打球部）
材質：表面／ポリウレタン・芯／アルミ合金・グリップテープ／ポリウレタン
色：イエロー 中国製 ※屋内・屋外使用可能

重量：約600g 長さ：約83.5cm・φ：約57mm
（打球部）
材質：表面／ポリウレタン・芯／アルミ合金・グリップテープ／ポリウレタン
色：グリーン 中国製 ※屋内・屋外使用可能

JTAケンコーティーボールバット用グリップテープ（JTA-KTBGT） １枚￥814（税込） 色：ブラック ※JTAバット専用交換部品（S／M／Lサイズ共通）

JTAケンコーティーボールバッティングティー プレート（JTA-KTPL）
（台座）
1枚 ￥3,817（税込）

JTAケンコー
ティーボール
バッティングティー
（JTA-KTT）
1台 ￥8,085（税込）
重量：約4.7kg
高さ調節幅：55〜90㎝
材質：合成ゴム 色：ブラック
台湾製
※スペアパイプ1本付き
（長さ：約51㎝・φ約4㎝）
※屋内・屋外使用可能

ケンコーティーボール 11インチゴム（KT11R-UR）
1ダース ￥9,108（税込）
重量：約150g 直径：約9cm
色：黄 日本製

材質：表面／天然ゴム・芯／ポリウレタン

JTAケンコーティーボール
（JTA-KT11OR）
オレンジ11インチ
（低反発）
1ダース ￥9,108（税込）
重量：約70g 直径：約8.5cm 材質：ポリウレタン
色：オレンジ 台湾製 ※屋内・屋外使用可能

JTAケンコーティーボールバッティングティー ボルト（JTA-KTB）
（固定用ネジ）
1個 ￥297（税込）
JTAケンコーティーボールバッティングティー 主軸パイプ（JTA-KTMP）
1本（個）￥2,310（税込）
（固定部）
JTAケンコーティーボールバッティングティー 金属パイプ（JTA-KTKP）
（固定部／金属パイプ）
1本（個）￥578（税込）
JTAケンコーティーボールバッティングティー スペアパイプ（JTA-KTSP）
（ボール受け部）
1本（個）￥1,386（税込）

JTAケンコー
幼児用ティーボール
コーン
（JTA-YKT-CONE）
1台 ￥2,893（税込）

JTAケンコー
ティーボールバット 幼児用（JTA-KTB-Y）
1本 ￥2,662（税込）
重量：約235ｇ 長さ：約61cm・φ：約71 1mm（打球部）
材質：打球部／合成ゴム・芯／ポリエチレン・グリップ／ポリプロピレン
色：ライトピンク 台湾製 ※屋内・屋外使用可能

JTA
幼児＆小学1・2年生のための
ティーボール教室ＤＶＤ
（JTA-DVD-S）
1巻（2枚組）￥6,600（税込）
※DISC1：丸山克俊先生の幼児ティーボール教室
（約55分収録）
※DISC2：学生による幼児ティーボール教室
（約55分収録）

重量：約1.1kg
高さ：約43cm
材質：軟質PVC
色：橙 中国製
※屋内・屋外使用可能

JTA
笑顔いっぱいティーボール
学習指導案バイブルDVD
（JTA-DVD-E）
1巻 ￥3,850（税込）
※小学3・4年生と5・6年生の学習指導案
バイブルのDVD版
※第16回日本ティーボールセミナー資料
※約40分収録

ケンコースクールボール
14インチ中空（KS14A）
1個 ￥1,155（税込）

ケンコーティーボール
11インチゴム（KT11R-UR）
1ダース ￥9,108（税込）

重量：約160g 直径：約11.3cm
材質：天然ゴム
（中空） 色：緑 日本製
※空気調整式 小学校1〜6年生向き
（公財）
日本ソフトボール協会推奨品
全国小学校体育研究連盟推薦品

重量：約150g 直径：約9cm
材質：表面／天然ゴム・芯／ポリウレタン
色：黄 日本製

ケンコー
グリーンソフトボール
12インチ・ウレタン芯

ケンコーティーボール
9インチ（KT9）
1ダース ￥4,356（税込）

ケンコーティーボール
11インチ（KT11）
1ダース ￥5,808（税込）

ケンコーティーボール
12インチ（KT12）
1ダース ￥6,534（税込）

重量：約70g 直径：約7.1cm
材質：ポリウレタン 色：緑 台湾製
※屋内・屋外使用可能

重量：約75g 直径：約8.6cm
材質：ポリウレタン 色：緑 台湾製
※屋内・屋外使用可能

重量：約93g 直径：約9.3cm
材質：ポリウレタン 色：緑 台湾製
※屋内・屋外使用可能

ケンコー
グリーンソフトボール
14インチ・ウレタン芯

（G3KRV-UR）
1個 ￥968（税込）

（G4KRV-UR）
1個 ￥1,331（税込）

重量：約163g 直径：約9.7cm
材質：表面／天然ゴム・芯／ポリウレタン
色：緑 日本製
（公財）
日本ソフトボール協会推奨品

重量：約190g 直径：約11.3cm
材質：表面／天然ゴム・芯／ポリウレタン
色：緑 日本製
（公財）
日本ソフトボール協会推奨品

ケンコーティーボール バットS（KTBS）
1本 ￥4,235（税込）
重量：約430g 長さ：約68.5cm・Φ：約5.5cm
材質：表面／ポリウレタン・芯／グラスファイバー 色：赤
※屋内・屋外使用可能・グリップテープ装着
※スペアグリップテープ1本付

台湾製

ケンコーティーボール バットM（KTBM）
1本 ￥4,840（税込）
重量：約500g 長さ：約75cm・Φ：約5.7cm
材質：表面／ポリウレタン・芯／グラスファイバー 色：黄
※屋内・屋外使用可能・グリップテープ装着
※スペアグリップテープ1本付

台湾製

ケンコーティーボール
バッグ2（KTSB2）
1個 ￥14,520（税込）
サイズ：L49 W10 H57cm
材質：ナイロン 色：青 黄 日本製
※バットは商品に含まれません。

ケンコーホームベース
５ミリ厚（KHB5）
1枚 ￥1,650（税込）
サイズ：432 432mm（最大値）
材質：合成ゴム 色：白
日本製 屋外用

ケンコー塁ベース・
ホワイト（SPB-W）
1枚 ￥1,760（税込）
サイズ：380 380mm
厚さ：5mm
材質：合成ゴム 色：白
日本製 屋外用
※別途、
塁ベース・オレンジと
合わせてダブルベースとしても
使用できます。

ケンコーティーボール バットL（KTBL）
1本 ￥5,445（税込）
重量：約590g 長さ：約83.5cm・Φ：約5.9cm
材質：表面／ポリウレタン・芯／グラスファイバー 色：青
※屋内・屋外使用可能・グリップテープ装着
※スペアグリップテープ1本付

ティーボールバット専用交換部品

グリップテープ（KTBGT） 1枚 ￥396（税込） ※KTBS／KTBM／KTBL専用交換部品

台湾製

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）
【セット内容】
ボール12個
（桃／6・青／6）・
材質：中／ゴム・表面／フェルト
ターゲットナイン1枚 ・専用フレーム1台
色：桃・青 【セット内容】
ボール12個
台湾製
（桃／6・青／6） 台湾製

