■バドミントンラケット取扱説明

ダンロップのラケットスポーツの公式ホームページへアクセス！
公式SNSページもご覧いただけます。

使用について

ht tps://spor ts.dunlop.co.jp/tennis/contents/link /

シャトルコックを打つこと以外に、使用しないでください。
床やネット、
ネットポストなどにたたきつけたり、
本来の目的以外のことに使用したりすると破損の原因となります。

万一、
ラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。
破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。

改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、
その責任は負えません。
ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。
ラケット本体に変形や傷（ヒビ）
があるものは使用しないでください。
フェイス部を片手で固定し、
グリップを左右にひねり、
グリップの接合に異常がないことを確認してください。
同様にシャフトに適度なひねりやしなりを与え、
シャフトに異常がないことを確認してください。
すり減ったグリップテープは、
すべりやすくケガの原因になることがありますので、
早めに取り換えてください。

ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。
ラケットカバーに使用している生地、
プリント、刺繍などは、
雨・汗・摩耗等の影響で、衣服に色落ち、
色移りすることがありますので、
ご注意ください。
長い期間ご使用いただいたり、
また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、使用に伴う強度の低下により、
性能が変化したり破損したりする場合があります。

お手入れについて
シンナー、
ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。

本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
ストリングの張り替え、
グリップテープの交換、
その他の修理に関しては、
お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

保管について

DUNLOP
BADMINTON
2021

車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。
ストリング切れ、
ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
また、
ラケットの性能低下につながることもあります。

ラケット本体に不必要な荷重がかからないように保管してください。
携行する場合も不必要な荷重がかからないようにご注意ください。

＝禁止事項

＝警告事項

■お問い合わせ窓口
カスタマーサービス部
〒651-0072

神戸市中央区脇浜町3-6-9

お客様専用フリーダイヤル 0120-301129 （10：00〜12：00

13：00〜17：00 ※平日のみ）

■製造元

■カタログ発行者

〒108-0075 東京都港区港南1-6-41
●カタログ表示の仕様・商品コード・原産地等は、
一部変更する場合がありますのでご了承ください。
●色については印刷により実際の色と多少違う場合がありますのでご了承ください。
●価格はメーカー希望小売価格です
（オープン価格商品は除く）。
●メーカー希望小売価格は、素材の価格変動その他の事情により
予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カタログで表示の重量・サイズなどは設計値です。
●このカタログに記載されている写真・文章等を無断で使用することはお断りします。
●安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず添付の取扱説明書及び
使用上の注意をお読みください。
●カタログの内容は2021年3月現在のものです。
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2021年4月印刷 21•4

広

2•DT2 KOS 1 0 , 0 0 0

CHANGE
YOUR
GAME
ゲームを変える。
英国で生まれたダンロップのバドミントンは、海外では半世紀以上の歴史を誇り、

C HA NGE Y OUR
B R A ND

CHA NGE OU R
C OM M UNIC ATI ON

伝統あるバドミントンブランドとして広く知られています。
2021年、
そんなダンロップのバドミントンに、
長年に渡りゴルフやテニスで培ってきた日本の技術力を結集。
伝統と革新が融合したグローバルブランドとして、
日本での展開を開始します。
世界に向けて発信するメッセージは
「CHANGE YOUR GAME」。
これはゲームを愛するプレーヤーに寄り添い、
バドミントンをこれまで以上に楽しく、

CHA NGE Y OUR
BA DM INTON

エキサイティングにするためのダンロップの大切なテーマです。
バドミントンは一択の時代から、
さまざまな選択がおこなえる多様な選択の時代へ。
その確かな選択肢が、
バドミントンを変え、
ラケットを変え、
ゲームを変える。
日本のバドミントンシーンに新しい風を。
ダンロップのバドミントンが新登場。
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202 1 BADMINTON RACKETS
求められる性能に特化した2つのシリーズを展開。
ダンロップのバドミントンラケットは、
自分に合ったラケットの性能が一目で判断できるように

他とは違うユーザーファーストな全9機種をラインナップ。
ダンロップのバドミントンラケットは、他とは違う洗練されたシンプルなデザインをめざし、
モチーフにはダンロップ伝統の
「フライングD」
を採用。
各シリーズ内のデザインを統一するとともに、誰もが一目でダンロップのラケットであることがわかるように、

「わかりやすさ」
を追求した2つのシリーズを展開。

テニスやスカッシュなどのラケットデザインとの連動も図っています。

一つはヘッドヘビーで、
パワーに特化した
「Z-STAR」
シリーズ。

また
「ダンロップらしさ」
を主張するだけではなく、全てのモデル名には、
フレーム重量を表す数字と、
各モデルにはシャフトのフレックスを表す文字（氷／水／霧）
も表記されており、

もう一つがヘッドライトで、振り抜きに特化した
「AERO-STAR」
シリーズです。

「わかりやすさ」
や
「選びやすさ」
にもこだわったユーザーファーストな全9機種をラインナップ。

この2つのシリーズは、
プレースタイルやプレーレベルにも適合するように、

さらにゴルフのプレミアムシャフトとして、世界的に高い評価を獲得している高品質な
「Miyazakiシャフト」
を3機種に搭載し、

パワー系の
「Z-STAR」
シリーズには、

シャフトにゴールドプリントをあしらったプレミアムモデルとして展開します。

よりパワーを重視した
「Z-STAR POWER」
とコントロール重視の
「Z-STAR CONTROL」
を。
振り抜き系の
「AERO-STAR」
シリーズには、

HEAD HEAVY

スピード重視の
「AERO-STAR SPEED」
と扱いやすさを重視した
「AERO-STAR LITE」
を用意しています。

88

POSITIONING MAP

83

88

HEAD HEAVY

83

78

FOR THE ALL
ROUNDER

SOFT
FEELING

（よりパワーを重視）

HARD
FEELING

85

FOR THE
HARD HITTERS

SERIES

ヘッドヘビーで、
パワーに特化。

83

（コントロール重視）

86

82
SOFT
FEELING

HARD
FEELING

HEAD LIGHT

プレミアムモデルに搭載された
「Miyazakiシャフト」

（スピード重視）
FOR NET
PLAYERS

SERIES

ヘッドライトで、振り抜きに特化。

（扱いやすさを重視）
FOR AVERAGE
PLAYERS

HEAD LIGHT

88

83

88

83

78

86

85

83

82

各モデルに表記されたシャフトのフレックスを表す3つの文字
硬い

04

氷

STIFF

水

MEDIUM

霧

FLEXIBLE

柔らかい
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DUNLOP BADMINTON TECHNOLOGY

伝統あるダンロップラケットに、
日本の技術力を結集。

SO N I C CORE TEC H NOLOGY

M IYA ZA K I S H A FT TEC H NO LO GY

テニスラケットで培ってきたキーテクノロジーをバドミントンラケットに応用。

住友ゴム工業の宮崎工場（株式会社ダンロップゴルフクラブ）
において30年以上に渡り、

ソニックコアをフェイス部のフレーム内に装着することで、振動吸収性の向上や反発力の増幅、面ブレの抑制など、

ゴルフシャフトで培ってきたキーテクノロジーとノウハウをバドミントンシャフトに展開。

多くの効果をラケットにもたらします。

カーボン繊維の高密度化により、通常のシャフトよりも高い剛性を実現し、
その高品質なプレミアムシャフトが、搭載ラケットに大きなアドバンテージをもたらします。
ソニックコアによる効果
（ダンロップR&Dラボの官能テスト結果より）

■カーボン層の比較

打球感の良さ

ソニックコアの素材に、高反発素材
「Inﬁnergy®（インフィナジー）」
を採用。
フレームの反発力を増幅し、
パワーアップやリカバリー性を向上。

コントロールのしやすさ
（ドロップ／ネット）

●Miyazakiシャフト

衝撃の少なさ

●通常シャフト

カーボン層の間に隙間が
ほとんどない高品質化を実現。

剛性や耐久性の低下につながる隙間が
ところどころに散見。

隙間

（搭載機種： Z-STAR CONTROL 88/83/78）
®
「Inﬁnergy（インフィナジー）
」
とは

打ちやすさ
（スマッシュ）

飛ばしやすさ
（ハイクリア）

ドイツのBASF社が開発した
高反発ウレタン発泡体材料（E-TPU）。
ランニングシューズをはじめ、
さまざまな製品の高性能化に応用されています。

ソニックコア未搭載モデル
ソニックコア・インフィナジー搭載モデル

カーボン繊維の高密度化を図ることにより、
より高い剛性を実現。
スマッシュをはじめ、強打におけるラケットへのロスのないパワー伝達が可能に。

ソニックコアによる効果

（搭載機種： Z-STAR POWER 88）

（ダンロップR&Dラボの官能テスト結果より）

打球感の良さ

●シャフト断面の比較
Miyazaki Vシャフト
（肉厚1.2mm）

コントロールのしやすさ
（ドロップ／ネット）

ソニックコアの素材に、
振動吸収性に優れた制振ゴムを採用。
インパクト時の衝撃を効果的に吸収・抑制し、
強打における安定性も向上。

●試打テストの結果
通常シャフト
（肉厚1.5mm）

衝撃の少なさ

70cm

（搭載機種： Z-STAR POWER 88/83）

約2度鋭角に

カーボン繊維の高密度化により

肉厚19％ダウン

打ちやすさ
（スマッシュ）

飛ばしやすさ
（ハイクリア）

重量13％ダウン
剛性68％アップ

ソニックコア未搭載モデル

イメージ図

Miyazaki Vシャフト搭載モデル

通常ラケット

Miyazaki Vシャフト搭載モデルは、通常ラケットに比べて、
より鋭角なスマッシュが可能。

（アンケート結果より抜粋）

ソニックコアVG搭載モデル

DOUBLE BEAM CORE
TECHNOLOGY

WIDE FRAME
T ECHNOLOGY

フェイス部のフレーム構造をダブルビーム形状にす
ることで、面の安定性を向上。面のたわみやブレを
抑制し、
より素早いラリーや高速プレーが可能に。

WIDE T- J OINT
TECHNOLOGY

フレームの厚みを増したワイドフレーム。
シャトル
を遠くまで楽に飛ばすことができ、
プレーヤーの
ステップアップを加速。

シャフトとのジョイント部をワイド化。ヘッドライ
トバランスをキープしながら、安定性とフレーム剛
性を向上。

イメージ図

カーボン繊維の高密度化を実現するとともに、
カーボン繊維層間に振動を抑制する粒子を付加。
インパクト時の衝撃や不快な振動を抑え、
ラケット全体の安定性を向上。
（搭載機種： Z-STAR CONTROL 88、AERO-STAR SPEED 86）

●Miyazaki Xのカーボン繊維層

硬い

●ダブルビームコアの安定性
ヘッドフレーム剛性が向上

カーボン繊維層

イメージ図

柔らかい

ワイドフレーム

■＝ダブルビームコア未搭載 ■＝ダブルビームコア
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振動を抑制する粒子の付加により

振動減衰性20％アップ

奥行方向

（搭載機種： AERO-STAR SPEED 86／85）

カーボン繊維層

ワイドTジョイント

ノーマルフレーム

ノーマルTジョイント

イメージ図

（搭載機種： AERO-STAR LITE 83／82）

強度、剛性は同等以上

1.5

振幅
ラケットの振動

振動を抑制する粒子

縦方向
横方向
（12時／6時） （3時／9時）

●振動減衰性の比較

1.0
0.5

通常ラケット

0

Miyazaki Xシャフト搭載モデル

-0.5
-1.0
-1.5

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

イメージ図

イメージ図

（搭載機種： AERO-STAR LITE 83／82）
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POWER

CHANGE
YOUR
GAME

より鋭角なスマッシュを打ち込める
オフェンスモデル。

スマッシュの威力を徹底追求した
オフェンスモデル。

プレミアムシャフトの効果で、
より鋭角で威力のあるスマッシュを実現。
強打における衝撃も少なく、
パワーのあるシングルスプレーヤーや
攻撃を重視するダブルスプレーヤーに。

ソニックコアの効果で、強打における衝撃が少なく、
ショットの安定性も向上。
深い位置からのスマッシュを多用するシングルスプレーヤーや
攻撃を重視するダブルスプレーヤーに。

ソニックコアをフェイス部のフレーム内に装着。
ソニックコアの素材に、
振動吸収性に優れた制振ゴムを採用。
インパクト時の衝撃を効果的に吸収・抑制し、
強打における安定性も向上。

NEW

NEW

一撃必殺の
スマッシュパワー。
「Z-STAR」
シリーズのパワー系モデルは、
コートの深い位置から一撃必殺のスマッシュを多用する
プレーヤーのためのパワーラケット。
ヘッドヘビー設計に加え、
長めのシャフトや短めのグリップを採用するなど、
求められる球威を実現するために、
スマッシュパワーを徹底追求しました。
ジャパンメイドの高品質なプレミアムシャフトを用意。
カーボン繊維の高密度化を図ることにより、
より高い剛性を実現。
スマッシュをはじめ、
強打におけるラケットへのロスのない
パワー伝達が可能に。

プレースタイル
深い位置からのスマッシュを多用するプレーヤーに。

フルレングスカバー付

Z-STAR POWER 88
ゼットスター・パワー 88

25,300円（税抜価格 23,000円）

Z-STAR POWER 83
ゼットスター・パワー 83

23,100円（税抜価格 21,000円）

商品コード： DBF00001

商品コード： DBF00002

カラー：ブラック×イエロー

カラー：ブラック×イエロー

素材： グラファイト、制振ゴム

素材： グラファイト、制振ゴム

長さ： 675mm

長さ： 675mm

平均重量： 88g（フレームのみ）

平均重量： 83g（フレームのみ）

バランス： ヘッドヘビー

バランス： ヘッドヘビー

シャフトフレックス： 氷（STIFF）

シャフトフレックス： 水（MEDIUM）

サイズ： 3UG5

サイズ： 4UG5

推奨テンション： 20〜28ポンド

推奨テンション： 20〜28ポンド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ストリングは別売です。

※ストリングは別売です。

※交換用グロメット
（DBF00064G）
別売 550円（税抜価格 500円）

※交換用グロメット
（DBF00064G）
別売 550円（税抜価格 500円）

日本バドミントン協会検定審査合格品
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フルレングスカバー付

日本バドミントン協会検定審査合格品
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CONTROL
正確なショットを自在に打ち込める
オールラウンドモデル。

バランスの良さでゲームを支配できる
オールラウンドモデル。

攻守に秀でたダンロップ最軽量の
オールラウンドモデル。

プレミアムシャフトの効果で、衝撃や不快な振動を抑
え、安定性を向上。
ショットコントロールとリカバリー
性に優れ、攻め込まれても返球しやすく、ラケットを
しっかりと振りきれるシングルスプレーヤーに。

重量やシャフトの硬さなど、中間的なスペックを採用
し、バランスの良さを追求。
ソニックコアの効果で、攻
め込まれても返球しやすく、
シングルスプレーヤーや
守備を重視するダブルスプレーヤーに。

ソニックコアの効果で、
フレームの反発力を増幅し、
リ
カバリー性を向上。攻め込まれても返球しやすく、操作
性を重視するシングルスプレーヤーや守備を重視する
ダブルスプレーヤーに。

CHANGE
YOUR
GAME
NEW
臨機応変の
ショットコントロール。
「Z-STAR」
シリーズのコントロール系モデルは、
コートのあらゆる位置から正確なショットを
臨機応変に打ち込みたい
シングルスプレーヤーのためのオールラウンドモデル。
強烈なパワーを確保しながら、
ゲームを自在にコントロールできる
バランスの良さも実現しました。

NEW

NEW

ソニックコアをフェイス部のフレーム内に装着。
ソニックコアの素材に、
高反発素材「Inﬁnergy®（インフィナジー）」
を採用。
フレームの反発力を増幅し、
パワーアップやリカバリー性を向上。

フレームの素材にジャパンメイドの
高品質なカーボン素材を採用。
安定性に優れ、
ハイレベルなラケットパフォーマンスを実現。

プレースタイル
あらゆる位置から正確なショットを打ち込みたいシングルスプレーヤーに。

フルレングスカバー付

Z-STAR CONTROL 88
ゼットスター・コントロール 88

ジャパンメイドの高品質なプレミアムシャフトを用意。
カーボン繊維の高密度化を実現するとともに、
カーボン繊維層間に振動を抑制する粒子を付加。
インパクト時の衝撃や不快な振動を抑え、
ラケット全体の安定性を向上。

Z-STAR CONTROL 83
ゼットスター・コントロール 83

フルレングスカバー付

Z-STAR CONTROL 78
ゼットスター・コントロール 78

25,300円（税抜価格 23,000円）

23,100円（税抜価格 21,000円）

商品コード： DBF00003

商品コード： DBF00004

商品コード： DBF00005

カラー：ブラック×レッド

カラー：ブラック×レッド

カラー：ブラック×レッド

素材： グラファイト、高反発ウレタン

素材： グラファイト、高反発ウレタン

素材： グラファイト、高反発ウレタン

長さ： 675mm

長さ： 675mm

長さ： 675mm

平均重量： 88g（フレームのみ）

平均重量： 83g（フレームのみ）

平均重量： 78g（フレームのみ）

バランス： ヘッドヘビー

バランス： ヘッドヘビー

バランス： ヘッドヘビー

シャフトフレックス： 氷（STIFF）

シャフトフレックス： 水（MEDIUM）

シャフトフレックス： 霧（FLEXIBLE）

サイズ： 3UG5

サイズ： 4UG5

サイズ： 5UG5

推奨テンション： 20〜28ポンド

推奨テンション： 20〜28ポンド

推奨テンション： 17〜24ポンド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ストリングは別売です。

※ストリングは別売です。

※ストリングは別売です。

※交換用グロメット
（DBF00065G）
別売 550円（税抜価格 500円）

※交換用グロメット
（DBF00065G）
別売 550円（税抜価格 500円）

※交換用グロメット
（DBF00065G）
別売 550円（税抜価格 500円）

日本バドミントン協会検定審査合格品
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フルレングスカバー付

日本バドミントン協会検定審査合格品

23,100円（税抜価格 21,000円）

日本バドミントン協会検定審査合格品
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SPEED
テンポの早いラリーを制する
オフェンスモデル。

より俊敏なプレーを可能にする
オフェンスモデル。

優れた面の安定性に加え、
プレミアムシャフトの効果で、
衝撃や不快な振動を抑制。
特に体回りのショットで卓越した操作性を発揮し、
より素早いゲーム展開を好むシングルスプレーヤーやダブルスプレーヤーに。

優れた面の安定性で、
より俊敏なプレーを可能にし、
特に体回りのショットでは卓越した操作性を発揮。
バランスが良く、
テンポの早いラリーを好む
シングルスプレーヤーやダブルスプレーヤーに。

CHANGE
YOUR
GAME
イメージ図

変幻自在の
ラケットワーク。

フェイス部のフレーム構造を
ダブルビーム形状にすることで、
面の安定性を向上。
面のたわみやブレを抑制し、
より素早いラリーや、
より俊敏なプレーが可能に。

NEW

NEW

「AERO-STAR」
シリーズのスピード系モデルは、
ネットに近い位置で、
テンポの早いラリーを好むプレーヤーのために開発された
振り抜きの良いラケット。
その優れた面の安定性は、
より俊敏なプレーを可能にし、
特に体回りのショットでは卓越した操作性を発揮します。
フレームの素材にジャパンメイドの
高品質なカーボン素材を採用。
安定性に優れ、
ハイレベルなラケットパフォーマンスを実現。

プレースタイル
ネットに近い位置で、
テンポの早いラリーを好むプレーヤーに。
フルレングスカバー付

AERO-STAR SPEED 86
ジャパンメイドの高品質なプレミアムシャフトを用意。
カーボン繊維の高密度化を実現するとともに、
カーボン繊維層間に振動を抑制する粒子を付加。
インパクト時の衝撃や不快な振動を抑え、
ラケット全体の安定性を向上。

エアロスター・スピード 86

25,300円（税抜価格 23,000円）

AERO-STAR SPEED 85
エアロスター・スピード 85

23,100円（税抜価格 21,000円）

商品コード： DBF00006

商品コード： DBF00007

カラー： ホワイト×ネイビー

カラー： ホワイト×ネイビー

素材： グラファイト

素材： グラファイト

長さ： 675mm

長さ： 675mm

平均重量： 86g（フレームのみ）

平均重量： 85g（フレームのみ）

バランス： ヘッドライト

バランス： イーブン

シャフトフレックス： 氷（STIFF）

シャフトフレックス： 霧（FLEXIBLE）

サイズ： 3UG5

サイズ： 4UG5

推奨テンション： 20〜28ポンド

推奨テンション： 20〜28ポンド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ストリングは別売です。

※ストリングは別売です。

※交換用グロメット
（DBF00066G）
別売 550円（税抜価格 500円）

※交換用グロメット
（DBF00066G）
別売 550円（税抜価格 500円）

日本バドミントン協会検定審査合格品
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フルレングスカバー付

日本バドミントン協会検定審査合格品
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LITE
日々のステップアップを支える
エントリーモデル。

振りやすく、
自由に楽しめる
エントリーモデル。

ゲームをもっと無理なく、
もっと自由に楽しみたいというニーズに応え、
振りやすさと扱いやすさを追求。
優れたコストパフォーマンスを実現し、
ステップアップをめざすプレーヤーに。

ダンロップラケットの中で、最も柔らかな打球感を実現し、
より快適なプレーが可能に。
卓越した振りやすさで、
シャトルを遠くまで楽に飛ばすことができ、
ゲームをもっと自由に楽しみたいプレーヤーに。

CHANGE
YOUR
GAME
フレームの厚みを増した
ワイドフレームを採用。
シャトルを遠くまで
楽に飛ばすことができ、
プレーヤーのステップアップを加速。

NEW

NEW

日進月歩の
ステップアップ。
「AERO-STAR」
シリーズのライト系モデルは、
バドミントンをもっと無理なく、
もっと自由に楽しみたい
プレーヤーのためのエントリーラケット。
振りやすさと扱いやすさを究め、
優れたコストパフォーマンスを実現し、
プレーヤーも選びません。

プレースタイル
無理なく自由にバドミントンを楽しみたいプレーヤーに。

シャフトとのジョイント部をワイド化。
ヘッドライトバランスをキープしながら、
安定性とフレーム剛性を向上。

フレームの素材にジャパンメイドの
高品質なカーボン素材を採用。
安定性に優れ、
ハイレベルなラケットパフォーマンスを実現。
フルレングスカバー付

AERO-STAR LITE 83
エアロスター・ライト 83

13,200円（税抜価格 12,000円）

AERO-STAR LITE 82
エアロスター・ライト 82

15,400円（税抜価格 14,000円）

商品コード： DBF00008

商品コード： DBF00009

カラー： ホワイト×オレンジ

カラー： ホワイト×ティール

素材： グラファイト

素材： グラファイト

長さ： 675mm

長さ： 675mm

平均重量： 83g（フレームのみ）

平均重量： 82g（フレームのみ）

バランス： ヘッドライト

バランス： ヘッドライト

シャフトフレックス： 霧（FLEXIBLE）

シャフトフレックス： 霧（FLEXIBLE）

サイズ： 4UG5

サイズ： 4UG5

推奨テンション： 17〜24ポンド

推奨テンション： 17〜24ポンド

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

※ストリングは別売です。

※ストリングは別売です。

※交換用グロメット
（DBF00067G）
別売 550円（税抜価格 500円）

※交換用グロメット
（DBF00067G）
別売 550円（税抜価格 500円）

日本バドミントン協会検定審査合格品
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フルレングスカバー付

日本バドミントン協会検定審査合格品
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ダンロップのバドミントンストリングが新登場。

ダンロップラケットの日本での展開に伴い、
そのパフォーマンスを最大限引き出すダンロップのバドミントンストリングが新登場。

クリアに響き渡るような打球音と優れた耐久性を実現し、
ダンロップならではの高性能ストリングが、
日本のバドミントンシーンに新たな選択肢を提供します。
●打球音の比較

高くクリアに
響き渡るような
打球音を実現。

160
150

●耐久性テスト
60000

他社品と同等、
および同等以上の優れた耐久性を発揮。

130

40000

120

回数

音圧︵音の大きさ︶

50000

140

110

30000

100
20000

90
80
650

670

690

710

730

750

770

10000

790

周波数（音の高さ）

0

他社品A

●＝他社品A ●＝他社品B ●＝他社品C ●＝ICONIC CLEAR 63

ICONIC CLEAR 63

他社品B

ICONIC CLEAR 67

ナイロン系マルチフィラメント
クリアで快適な打球音で、耐久性に優れた高性能ストリング。

クリアな打球音で、
より耐久性を重視した高性能ストリング。

NEW

DURABILITY
& SOUND

SOUND

ゲージ

ロールタイプ

0.63mm

ICONIC CLEAR 63
商品コード： DBST00001

1,320円（税抜価格 1,200円）

ロールタイプ

0.67mm

アイコニック・クリア 67
200m（ロールタイプ）

商品コード： DBST00002

20,790円（税抜価格 18,900円）

10m

商品コード： DBST00003

1,320円（税抜価格 1,200円）

カラー： ホワイト

カラー： ホワイト

素材： ナイロンマルチ

素材： ナイロンマルチ

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

日本バドミントン協会検定審査合格品

ICONIC

ゲージ

ICONIC CLEAR 67

アイコニック・クリア 63
10m

NEW

200m（ロールタイプ）

商品コード： DBST00004

20,790円（税抜価格 18,900円）

日本バドミントン協会検定審査合格品

M U LT I F I L A M E N T

Dunlop high-performance strings empower players to hit the shuttlecock the way
they want. Strings trusted by world-class players to bring game-winning edge
to any style of play. Fine-tune the configuration. Fine-tune the game.

NEW
ガチョウ羽根と天然コルクを使用した
高品質なシャトルコック。

SHUTTLECOCK

AEROFLITE 90
エアロフライト 90（1ダース入り）

5,225円（税抜価格 4,750円）

●温度別適正分類表
温度表示番号

適正範囲温度

適正温度表示番号： 2（商品コード： DBFS00001）

2

27〜33℃

3（商品コード： DBFS00002）

3

22〜28℃

4

17〜23℃

4（商品コード： DBFS00003）
素材： 水鳥羽根＋天然コルク
MADE IN CHINA
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BAGS
DTC-2180

NEW

DTC-2080

ラケットバッグ
（テニスラケット12本収納可）

17,600円（税抜価格 16,000円）

ラケット収納部から飛び出すタイ
プのグリップカバー付き。

商品コード： DTC2180
カラー：ブラック×レッド
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W53.5×H34cm
（約114ℓ）
重さ： 約2kg

折りたたみ式の仕切り
（1枚）を
設け、衣類やシューズなどの分別
収納が可能。

●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸に荷
重が分散し、背負い心地が向上。
●壊れやすい小物類の収納に適した成型タイプのアクセ
サリーポケット付き。
●中央の収納部には、折りたたみ式の仕切り
（1枚）
を設
け、衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●片側の収納部には、折りたたみ式仕切りとメッシュオー
プンポケット付き。
●シューズポケット付き。

ラケットバッグ
（テニスラケット12本収納可）

16,500円（税抜価格 15,000円）
商品コード： DTC2080
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W46×H34cm
重さ： 約1.9kg

折りたたみ式の仕切り
（2枚）を
設け、衣類やシューズなどの分別
収納が可能。

●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸の荷重
が分散し、背負い心地が向上。
●片側の収納部には、
内側にオープンメッシュポケット付き。
●中央の収納部には、折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。

ブラック×ブラック

MADE IN CHINA

ブラック×イエロー

MADE IN CHINA

天面

天面

底面

天面

DTC-2181

DTC-2182

NEW

ラケットバッグ
（テニスラケット8本収納可）

底面

NEW

DTC-2081

ラケットバッグ
（テニスラケット2本収納可）

14,300円（税抜価格 13,000円）

12,100円（税抜価格 11,000円）

商品コード： DTC2181
カラー：ブラック×レッド
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W46×H34cm（約92ℓ）
重さ： 約1.9kg

商品コード： DTC2182
カラー：ブラック×レッド
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L60×W29×H32cm（約45ℓ）
重さ： 約1.2kg

●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸に荷
重が分散し、背負い心地が向上。
●壊れやすい小物類の収納に適した成型タイプのアクセ
サリーポケット付き。
●中央の収納部には、折りたたみ式の仕切り
（1枚）
を設
け、衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●片側の収納部には、折りたたみ式仕切りとメッシュオー
プンポケット付き。
●シューズポケット付き。

MADE IN CHINA

ラケットバッグ
（テニスラケット8本収納可）

13,200円（税抜価格 12,000円）
商品コード： DTC2081
カラー：ブラック×イエロー、
ブラック×ブラック
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W35×H34cm
重さ： 約1.7kg

ブラック×ブラック

76.5cm

ブラック×イエロー

60cm

MADE IN CHINA

天面

MADE IN CHINA

（
天面

●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸の荷重
が分散し、背負い心地が向上。
●片側の収納部には、
内側にオープンメッシュポケット付き。
●中央の収納部には、折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設け、
衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。

【DTC-2180/2181/2182 サイズ比較】

DTC-2180

テニスラケット
12本収納可

）（

DTC-2181

テニスラケット
8本収納可

）
（

DTC-2182

テニスラケット
2本収納可

）

天面

底面

底面

シャトルケースに適したバッグ

DTC-2084
ラケットバッグ
（テニスラケット12本収納可）

シャトルケースに適したバッグ

16,500円（税抜価格 15,000円）

DAC-2002

商品コード： DTC2084
カラー：ブラック×ブルー
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W46×H34cm
重さ： 約1.9kg

ボールバッグ

●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸に荷
重が分散し、背負い心地が向上。
●片側収納部の内側にメッシュオープンポケット付き。
●中央の収納部には折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設
け、衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。

バスケットを
そのまま収納可能。

持ち運びが便利な
リュック機能を採用。

DST-002
ボールバッグ

オープン価格

4,950円（税抜価格 4,500円）

商品コード： DAC2002
カラー：ブラック
素材： ナイロン
サイズ：φ29×39cm
重さ： 約0.3kg

商品コード： DST002
カラー：ブラック
素材： ナイロン
サイズ： 52×27×37cm
重さ： 約1.1kg

●シャトルコック10ダース収納可。

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

DTC-2085
ラケットバッグ
（テニスラケット8本収納可）

13,200円（税抜価格 12,000円）
商品コード： DTC2085
カラー：ブラック×ブルー
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L76.5×W35×H34cm
重さ： 約1.7kg
●ショルダーベルトは背負ったままで長さの調整が可能。
バッグを身体にフィットさせることで、背中・肩・胸に荷
重が分散し、背負い心地が向上。
●片側収納部の内側にメッシュオープンポケット付き。
●中央の収納部には折りたたみ式の仕切り
（2枚）
を設
け、衣類やシューズなどの分別収納が可能。
●前面のファスナーポケット内側にオープンポケット付き。
MADE IN CHINA
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シューズポケット付き。

DTC-2185

NEW

ラケットバッグ
（バドミントンラケット5本収納可）

11,000円（税抜価格 10,000円）

シャトルケースに適したバッグ

DAC-2003
ボールバッグ

TAC-8002
ラケットケース

4,400円（税抜価格 4,000円）

オープン価格

●テニスラケット2本収納可。

商品コード： DAC2003
カラー：ブラック
素材： ポリエステル
サイズ：φ30×46cm
重さ： 約0.5kg

商品コード： TAC8002
カラー：ブラック
素材： ポリエステル
サイズ： 33×75cm

MADE IN CHINA

●シャトルコック12ダース収納可。

商品コード： DTC2185
カラー：ブラック×シルバー
素材： ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： L70×W23×H30.5cm（約39ℓ）
重さ： 約1kg

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA
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SOCKS

WRISTBANDS

TUNE-UP GEAR
ウェット

日本製

日本製

厚手

日本製

ブラック
ホワイト

厚手

タイプ

厚手

タイプ

ブラック

TPO-6050

ホワイト

TPO-6051

メンズソックス
（厚手レギュラー）

TPO-6052

メンズ

メンズソックス
（厚手ハーフ）

ブラック

メンズソックス
（厚手ショート）

660円（税抜価格 600円）

商品コード： TPO6050
カラー：ブラック、
ホワイト
素材： 綿、
ナイロン、
アクリル、
ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： 25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、
ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード： TPO6051
カラー：ブラック、
ホワイト
素材： 綿、
ナイロン、
アクリル、
ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： 25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、
ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード： TPO6052
カラー：ブラック、
ホワイト
素材： 綿、
ナイロン、
アクリル、
ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： 25〜27cm
※Yヒール、土踏まずサポート、
ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード： TW3002
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： 綿、
ポリエステル、
ポリウレタン

MADE IN JAPAN

甲メッシュ

MADE IN JAPAN

ブルー

甲メッシュ

日本製

ツアータック 1PC

ホワイト

ブラック

ホワイト

日本製

ツアータック 3PC

TOUR-TAC 3PC
オーバーグリップ ウェットタイプ
（3本入）

ツアータック 30PC

日本製

TOUR-TAC 30PC
オーバーグリップ ウェットタイプ
（30本入）

385円（税抜価格 350円）

990円（税抜価格 900円）

8,800円（税抜価格 8,000円）

商品コード： DTA2011
カラー： ホワイト、
ブラック、
レッド、
イエロー、
ブルー
素材： ウレタン布
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,050mm、幅＝29mm

商品コード： DTA2010
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ウレタン布
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,050mm、幅＝29mm

商品コード： DTA2012
カラー： ホワイト
素材： ウレタン布
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,050mm、幅＝29mm

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

底パイル

イエロー

オーバーグリップ ウェットタイプ
（1本入）

1,430円（税抜価格 1,300円）

底パイル

レッド

TOUR-TAC 1PC

リストバンド 1個入

1,540円（税抜価格 1,400円）

甲メッシュ

TO U R-TAC

TW-3002

メンズ

1,540円（税抜価格 1,400円）

MADE IN JAPAN

ブラック

ホワイト

タイプ

ホワイト

メンズ

グリップ力と吸水性、耐久性に優れたオーバーグリップ。
ホワイト

日本製

ブラック

OVERGRIPS

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

グリップ力に優れたオーバーグリップ。

底パイル

ホワイト

ブラック
ホワイト

日本製

日本製

ホワイト

厚手

ブラック

タイプ

ホワイト

日本製

ホワイト

厚手

ブラック

タイプ

NEW
ホワイト

TPO-6053W

レディス

レディスソックス
（厚手ショート）

TPO-6054W

TPO-610J

レディス

レディスソックス
（厚手アンクル）

ブラック

ジュニアソックス
（ハーフ）

リストバンド 2個入

1,430円（税抜価格 1,300円）

オープン価格

880円（税抜価格 800円）

商品コード： TPO6054W
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： 綿、
ナイロン、
アクリル、
ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： 23〜25cm
※Yヒール、土踏まずサポート、
ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

商品コード： TPO610J
カラー： ホワイト
素材： ポリエステル、綿、
その他
サイズ： 17〜20cm、20〜22cm
※つま先かかと補強、
かかとフィットYヒール、
土踏まずサポート。

商品コード： TW3003
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： 綿、
ポリエステル、
ポリウレタン

底パイル

甲メッシュ

甲メッシュ

ゲコタック 3PC

ゲコタック 12PC

GECKO-TAC 1PC

GECKO-TAC 3PC

GECKO-TAC 12PC

オーバーグリップ ウェットタイプ
（3本入）

825円（税抜価格 750円）

2,860円（税抜価格 2,600円）

商品コード： DTA2030
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード： DTA2031
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード： DTA2032
カラー： ホワイト
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝0.5mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

甲メッシュ

ホワイト

ブラック

底パイル

ホワイト

メッシュで甲部分の通気性を高め、
足のムレを防止。

底パイル

ブラック

MENT
REPLACEG
RIP

厚めのパイル編みで、
クッション性を高め、
衝撃から足を保護。

V I P E R- D RY

バイパードライ 1PC

バイパードライ 3PC

VIPER-DRY 1PC

VIPER-DRY 3PC

オーバーグリップ セミドライタイプ
（1本入）

TOWELS
NEW

日本製

MADE IN CHINA

速乾性に優れたオーバーグリップ。

底パイル

ソックス機能一覧
抗菌防臭加工
繊維上に発生する菌の増殖を抑え、
不快な臭いを防止。

オーバーグリップ ウェットタイプ
（12本入）

308円（税抜価格 280円）

MADE IN JAPAN

MADE IN CHINA

MADE IN JAPAN

ゲコタック 1PC

オーバーグリップ ウェットタイプ
（1本入）

商品コード： TPO6053W
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： 綿、
ナイロン、
アクリル、
ポリエステル、
ポリウレタン
サイズ： 23〜25cm
※Yヒール、土踏まずサポート、
ずれにくいかかと設計、
足底にグリップ性の高い糸を使用。

甲メッシュ

G EC KO -TAC

TW-3003

ジュニア

1,540円（税抜価格 1,400円）

MADE IN JAPAN

ブラック

NEW

ブラック

TPT-7131

日本製

オーバーグリップ セミドライタイプ
（3本入）

308円（税抜価格 280円）

825円（税抜価格 750円）

商品コード： DTA2020
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

商品コード： DTA2021
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝25mm

MADE IN CHINA

速乾性に優れた
リプレイスメントグリップ。
ホワイト

MADE IN CHINA

TPT-7132

バスタオル

ブラック

スポーツタオル

3,300円（税抜価格 3,000円）

2,200円（税抜価格 2,000円）

商品コード： TPT7131
カラー：ブラック
素材： 綿100％
サイズ： 約60×120cm

商品コード： TPT7132
カラー：ブラック、
ネイビー
素材： 綿100％
サイズ： 約34×110cm

MADE IN JAPAN

吸水性に優れたソフトなオーバーグリップ。
ホワイト

ブラック
ホワイト

ブラック

MADE IN JAPAN

バイパードライ 1PC
ネイビー

VIPER-DRY 1PC
U -S W E AT

ネイビー

NEW

NEW

日本製

TPT-7133

TPT-7134

マフラータオル

ピンク
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MADE IN JAPAN

770円（税抜価格 700円）
ネイビー

ピンク

商品コード： TPT7134
カラー： ネイビー、
ピンク
素材： 綿100％
サイズ： 約34×36cm
MADE IN JAPAN

ユースウェット 3PC

U-SWEAT 1PC

U-SWEAT 3PC

オーバーグリップ ドライタイプ
（1本入）

ウォッシュタオル

1,100円（税抜価格 1,000円）
商品コード： TPT7133
カラー： ネイビー、
ピンク
素材： 綿100％
サイズ： 約20×110cm

日本製

ユースウェット 1PC

ドライ

オーバーグリップ ドライタイプ
（3本入）

308円（税抜価格 280円）

825円（税抜価格 750円）

商品コード： DTA2040
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン、
レーヨン
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝28mm

商品コード： DTA2041
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン、
レーヨン
サイズ： 厚さ＝0.6mm、長さ＝1,100mm、幅＝28mm

MADE IN TAIWAN

リプレイスメントグリップ セミドライタイプ（1本入）

1,210円（税抜価格 1,100円）
商品コード： DTA2022
カラー： ホワイト、
ブラック
素材： ポリウレタン
サイズ： 厚さ＝1.8mm、長さ＝1,100mm、
幅＝25mm
MADE IN CHINA

MADE IN TAIWAN
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COURT GOODS
S T R I N G I N G P AT T E R N
コンパクトでポータブルな
ネット・ポストセット

タテ糸スタート

タテ糸スタート

ヨコ糸スタート

コンパクトに収納でき、
どこにでも持ち運べるネット・ポストセット。
組み立ても簡単におこなえ、安全で広い場所なら、
どこでも手軽にバドミントンが楽しめます。

ST-8000
ネット・ポストセット 3mタイプ

13,200円（税抜価格 12,000円）

バドミントン使用時

ヨコ糸スタート

組立式ポストスタンド×1組
ネット×1張り
収納袋×1枚

商品コード： ST8000
重量： 約5.3kg
素材： 組立式ポストスタンド＝スチール
ネット＝ナイロン、収納袋＝ナイロン
サイズ： 収納時＝約91×φ約19cm
組立時＝W約300×D約103×H約87/約155cm
MADE IN TAIWAN

ショートテニス使用時
収納袋付

敷くだけでコートサイズを
設定できるライン・エッジセット。
エッジ×4枚

タテ糸結ぶ

ヨコ糸結ぶ

タテ糸結ぶ

タテ糸結ぶ

ヨコ糸結ぶ

タテ糸結ぶ

＝ダブルホール

収納袋付

＝ダブルホール

メイン22本 × クロス22本

メイン22本 × クロス22本

タテ糸スタート

タテ糸スタート

ライン×12枚

TC-013
ベンチ

ST-8002

エッジ×4枚
ライン×12枚
収納袋×1枚

ライン・エッジセット

オープン価格
商品コード： ST8002
素材：ライン・エッジ＝サーモプラスティックラバー
収納袋＝ナイロン
サイズ：ライン＝約34.5×7.5cm
エッジ＝約27.5×27.5cm

60,500円（税抜価格 55,000円）

ヨコ糸スタート

タテ糸結ぶ

ヨコ糸スタート

タテ糸結ぶ

カラー：ブルー
素材： 綱管25mm角パイプ・綱管φ22.2mm丸パイプ
サイズ： 150×48×70cm（有効座部＝150×45cm）
MADE IN JAPAN（モリマーキンキ社製）

MADE IN TAIWAN

シャトル入れとして使えるボールカゴ

TC-260
ボールカゴ

シャトル入れとして使えるボールカゴ

TC-030
ボールカゴ

13,200円（税抜価格 12,000円）

16,500円（税抜価格 15,000円）

素材： スタンド＝スチールパイプ
（メッキ仕上げ）
バッグ＝ポリエステル＋スチール
サイズ： セット時＝W53×D41×H90cm
バッグのみ＝30×30×30cm
重量： 約3.9kg（スタンド＝3kg、
バッグ＝900g）

素材： スチール
サイズ： 52.1×57.1×95.2cm

●持ち運びに便利な折りたたみ式。
MADE IN TAIWAN

●カゴ2個付。
●スペアカゴ
（1個）
の別売があります。
1,100円（税抜価格 1,000円）
MADE IN JAPAN（大和産業社製）

ヨコ糸結ぶ

タテ糸結ぶ

TC-260BAG

ヨコ糸結ぶ

＝ダブルホール

タテ糸結ぶ
＝ダブルホール

スペアバッグ ※TC-260用

4,620円（税抜価格 4,200円）

メイン20本 × クロス21本

メイン22本 × クロス22本

●スチール金具は付いておりません。
TC-260に付属のものをご使用ください。
MADE IN TAIWAN
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■バドミントンラケット取扱説明

ダンロップのラケットスポーツの公式ホームページへアクセス！
公式SNSページもご覧いただけます。

使用について

ht tps://spor ts.dunlop.co.jp/tennis/contents/link /

シャトルコックを打つこと以外に、使用しないでください。
床やネット、
ネットポストなどにたたきつけたり、
本来の目的以外のことに使用したりすると破損の原因となります。

万一、
ラケットが破損した場合は、破損部に触れないでください。
破損部分は鋭利なため、直接触れるとケガの原因となります。

改造されたラケットで破損や事故が発生した場合、
その責任は負えません。
ラケットを使用する前に、各部に異常がないことを確認してください。
ラケット本体に変形や傷（ヒビ）
があるものは使用しないでください。
フェイス部を片手で固定し、
グリップを左右にひねり、
グリップの接合に異常がないことを確認してください。
同様にシャフトに適度なひねりやしなりを与え、
シャフトに異常がないことを確認してください。
すり減ったグリップテープは、
すべりやすくケガの原因になることがありますので、
早めに取り換えてください。

ストリングは推奨張力の範囲内に張り上げてください。
ラケットカバーに使用している生地、
プリント、刺繍などは、
雨・汗・摩耗等の影響で、衣服に色落ち、
色移りすることがありますので、
ご注意ください。
長い期間ご使用いただいたり、
また短い期間内でも使用時間が多くなりますと、使用に伴う強度の低下により、
性能が変化したり破損したりする場合があります。

お手入れについて
シンナー、
ベンジン等の溶剤による拭き取りは、絶対に行わないでください。
塗装面の劣化、変色の原因となることがあります。

本体各部の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。
ストリングの張り替え、
グリップテープの交換、
その他の修理に関しては、
お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

DUNLOP
BADMINTON
2021

保管について
車中・車のトランクなど、高温多湿の場所に保管しないでください。
ストリング切れ、
ラケットの変形や破損、変色の原因となります。
また、
ラケットの性能低下につながることもあります。

ラケット本体に不必要な荷重がかからないように保管してください。
携行する場合も不必要な荷重がかからないようにご注意ください。

＝禁止事項

＝警告事項

■お問い合わせ窓口
カスタマーサービス部
〒651-0072

神戸市中央区脇浜町3-6-9

お客様専用フリーダイヤル 0120-301129 （10：00〜12：00

13：00〜17：00 ※平日のみ）

■製造元

■カタログ発行者

〒108-0075 東京都港区港南1-6-41
●カタログ表示の仕様・商品コード・原産地等は、
一部変更する場合がありますのでご了承ください。
●色については印刷により実際の色と多少違う場合がありますのでご了承ください。
●価格はメーカー希望小売価格です
（オープン価格商品は除く）。
●メーカー希望小売価格は、素材の価格変動その他の事情により
予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カタログで表示の重量・サイズなどは設計値です。
●このカタログに記載されている写真・文章等を無断で使用することはお断りします。
●安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず添付の取扱説明書及び
使用上の注意をお読みください。
●カタログの内容は2021年3月現在のものです。
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