
CR9･12 
スライド式竹馬

JRS ジュニア用（児童）伸縮ポール

BG9007 マイティポール（ロングタイプ）

ベルマーク商品販売担当係　　Eメール：bell@senoh.co.jp
〒 270-2214　千葉県松戸市松飛台250　　TEL: 047－311－8912

ホームページ：http://www.senoh.jp/bellmark/

フリーダイヤル 0120-292541　FAX:047-385-9177

品番 品　名 仕様 素材 パネル色 ベルマーク価格

XHB9030 肋木クライミング
ウォール（欄）

幅750×高さ1820㎜　
ホールド27個付

パネル部：
木製

茶色 ¥168,000+税

XHB9070 卒業制作用肋木クライ
ミングウォール（欄）

幅750×高さ1820㎜　
ホールド27個付
※パネル部に絵を書けるよう
特別な塗装を行っています。

白色 ￥190,000+税

※肋木の設置条件により取付を行えない場合があります。上記金額は1欄分の金額になりますので
　ご注意ください。ご購入の前に必ずお問い合せ下さい。

竹馬・ホッピング

ノルディックポール

肋木クライミングウォール

クライミングで楽しみながら体力づくり

「できたっ！」を苦手な子どもにも♪
全身補助でラクラク達成！セノーの新「逆上がり練習器」

既存の肋木に取付可能な助木用クライミングウォール

CR8　

竹馬整理台

MSM 

ホッピング整理台
60024・60025・60026

　ホッピング

※ホッピングのご購入は幼稚園、保育園のみとなります。

正しい歩行姿勢をつくることができます !

品番 品　名 仕様 重量 素材 ベルマーク価格

JRS ジュニア用（児童）
伸縮ポール（組）

サイズ60－80cm　適用身長約94－124cm　
色：ブルー、イエロー、ピンク、ホワイト 352g

シャフト：
アルミ合金

¥  5,800+税

JRL ジュニア用（学童）
伸縮ポール（組）

サイズ75－100cm　適用身長約117－ 156cm
色：ブルー、イエロー、ピンク、ホワイト 390g ¥  5,800+税

BG9007 マイティポール　ロングタイプ サイズ：全長112cm　適応身長：160－ 175cm
色：ブルー・ワイン 460g ¥  5,900+税

BG9008 マイティポール　ショートタイプ サイズ：全長102cm　適応身長：145－ 160cm
色：ライムグリーン・ゴールド 440g ¥  5,900+税

EGN010

ゆらゆら竹馬

※鉄棒は別売りとなります。

品番 品　名 仕　様 重量 素材 ベルマーク価格

AT5000 逆上がり練習器
くるっと  Lサイズ

長さ754×幅394×高さ863㎜
目安身長：150-180cm

約4kg スチール ¥25,000+税
AT5001 逆上がり練習器

くるっと  Mサイズ
長さ754×幅353×高さ758㎜
目安身長：130-150cm

AT5002 逆上がり練習器
くるっと  Sサイズ

長さ754×幅353×高さ678㎜
目安身長：110-130cm

AT5003 逆上がり練習器
くるっとSSサイズ

長さ654×幅300×高さ610㎜
目安身長：90-110ｃｍ

AA4100 幼児用鉄棒
幅1060×奥行980×高さ
600・700・800㎜　3段階調
節式　※制限体重40㎏

7kg ¥35,000+税

　　　　　　　　　※立った状態で鉄棒バーがみぞおち付近にくる高さの鉄棒を使用してください。

品番 品　名 仕　様 素材 色展開 ベルマーク価格

CR3 幼児用 6組入 小型125cm　補助足付 1.9 ㎏

スチール・
ポリプロピレン・
合成ゴム

青・赤・緑
6組セットは、青2組、赤2組、
緑2組のセットとなります。

￥18,000+税

CR4 小学校低学年用 6組入 中型150cm　補助足付 2.1 ㎏ ￥19,000+税

CR5 小学校高学年用 6組入 大型185cm 2.4 ㎏ ￥20,000+税

CR9 スライド式　大・中兼用 6組入 4段階(150・160・170・185cm)  補助足付 3.0 ㎏
6組入（赤3組、青各3組）

￥25,000+税

CR12 スライド式　小・中兼用 6組入 4段階(125・135・140・150cm)  補助足付 2.6kg ￥24,000+税

CR6 竹馬整理台　最大20組収納 最大20組収納 幅120×長さ68×高さ115cm スチール・
組立式

￥44,100+税

CR8 竹馬整理台　最大30組収納 最大30組収納 幅198×長さ56×高さ122cm ￥57,900+税

CR7 竹馬底ゴム 10組入 合成ゴム ￥  2,000+税

EGN010 ゆらゆら竹馬 幅17×長さ27×高さ71cm 3.2kg（40kgまで） 合成ゴム ･
ポリプロピレン ￥17,000+税

60026 ホッピング（大）緑 6組入 全長98.5 ㎝ 1.6kg（体重45kgまで）

スチール製
（焼付塗装）

緑 ￥20,280+税

60025 ホッピング（中）黄 6組入 全長92.5 ㎝ 1.5kg（体重 35kgまで） 黄 ￥19,080+税

60024 ホッピング（小）赤 6組入 全長86.5 ㎝ 1.4kg（体重 30kgまで） 赤 ￥17,880+税

MSM ホッピング整理台 12本収納可能 幅31×長さ90×高さ31㎝ 4kg ￥13,000+税

逆上がり練習器・鉄棒

NEW



CR02

●  頑丈さでは群を抜いているセノー
オリジナル品です。

組立式パイプテント 組立式セーフティーテント

支柱が折れ、
幕体取付が簡単になり、
テントの上げ下ろしが楽です。

ワンタッチテント

パーツのない一体式で、
広げるだけで設置できます。
（300×600cm）

ECO10
エコメッシュベスト　

番号1～10

CR05　一輪車練習用手すり
●屋内でもすべらない様に足底ゴムを付け
ました。

●長さは1欄ごとつぎたせる　セノーオリジナ
ル品です。

強度
UP!

品 番 品　　　名 単位 サイズ 素材 色展開 ベルマーク価格

GBJ ゲームベスト　ジュニアサイズ 枚
(番号1-30まで )

幅 52×長さ46㎝

ポリエステル
100%

赤・青・黄・水色・
黒・白・蛍光緑・
蛍光橙・蛍光桃・
蛍光紫・蛍光レモン

￥  2,000+税
GB ゲームベスト　フリーサイズ 幅60×長さ55㎝ ￥  2,100+税

GBJ10 ゲームベスト　
ジュニア10枚セット セット

（1～10・
11～20番まで）

幅52×長さ46㎝ ￥15,000+税

GB10 ゲームベスト　
フリーサイズ10枚セット 幅60×長さ55㎝ ￥16,000+税

ECOJ10 エコメッシュベスト
ジュニアセット セット

(1～10番まで)

幅 52×長さ46㎝
再生ポリエス
テル100%

赤・青・白・水色・
蛍光緑・蛍光橙・
蛍光桃・蛍光黄

￥13,000+税

ECO10 エコメッシュベスト　
フリーサイズセット 幅60×長さ55㎝ ￥14,000+税

品 番  品　　　名 仕　　様 ベルマーク価格

CR02
一輪車スタンド

10台用 幅1852×長さ700×高さ670㎜　組立式 ￥31,500+税
CR03 16台用 幅2600×長さ700×高さ670㎜　組立式 ￥43,000+税

●この他の形のスタンドもご用意できます。お問い合わせ下さい。

CR05 一輪車練習用手すり
幅73×長さ327×高さ190㎝　
手すり高さ84・124㎝

￥73,600+税

●一欄増し　一欄たしますと三欄（長さ490cm）になります。 別途お見積致します。

●サドル・ベダルはお問い合わせ下さい。

ご希望商品お探しします！
お気軽にご相談ください。

品番
寸法（M） 重量

㎏ ベルマーク価格
間 間口 奥行 棟高 軒高

BSE0 1間×1.5間 2.67 1.79 2.54 2.0 36 ¥  80,000+税
BSE1 1.5間×2間 3.56 2.67 2.81 2.0 47 ¥100,000+税
BSE2 2間×3間 5.30 3.56 3.07 2.0 78 ¥175,000+税
BSE3 2間×4間 7.08 3.56 3.07 2.0 84 ¥200,000+税

三方幕はお問い合わせ下さい。

品番
寸法（M） 重量

㎏
ベルマーク価格

間 間口 奥行 棟高 軒高

BUS0 1間×1.5間 2.67 1.79 2.54 2.0 36 ¥ 85,000+税
BUS1 1.5間×2間 3.56 2.67 2.81 2.0 47 ¥110,000+税
BUS2 2間×3間 5.30 3.56 3.07 2.0 78 ¥180,000+税
BUS3 2間×4間 7.08 3.56 3.07 2.0 84 ¥210,000+税

三方幕はお問い合わせ下さい。

 組立式パイプテント　鉄骨組立式、屋根天幕、ポリエステル帆布

 組立式セーフティーテント　鉄骨組立式、屋根天幕、ポリエステル帆布 組立式パイプテント・セーフティテント文字代金（楷書・丸ゴシック）

タイプ

インチ

対応身長 対象学年

ノーパンク一輪車の種類 一輪車の種類

プラスチック ノーパンクフラミンゴ プラスチック ノーマルフラミンゴ

品　番 重 量 品　番 重 量 品　番 重 量 品　番 重 量

14 90-120㎝ 幼・年長組 － － － － － － FJ140 3.8 ㎏

16 110-140㎝ 小1-2年 KD136 4.3㎏ FP160 4.6㎏ T1160 4.5㎏ FL160 4.4㎏

18 120-150㎝ 小3-4年 KD137 4.6㎏ FP180 4.8㎏ T1161 4.8㎏ FL180 4.6㎏

20 130-160㎝ 小5-6年生 KD138 5㎏ FP200 5.3㎏ T2498 5㎏ FL200 5.0㎏

24 155-185㎝ 中学生以上 － － － － － － FL240 5.6㎏

価格
（KD136）¥16,000+税
（KD137）¥16,500+税
（KD138）¥17,000+税

¥23,800+税
（T1160）¥16,380+税
（T1161）¥16,900+税
（T2498）¥17,400+税

（FJ1421） ¥14,800+税
（CF16・18・20） ¥18,800+税

（CF24）¥18,800+税

備考 身長に応じて
お選びください。

対象学年は選択す
る時の目安です。 ピンク・ブルー エメラルドグリーン ピンク・ブルー　 エメラルドグリーン

品番 文字入れ内容 ベルマーク価格

MOJI351 1文字30～35cm  1行（10文字程度）  ¥15,000+税
MOJI151 1文字10～15cm  1行（10文字程度）  ¥12,000+税

MOJI2 1文字30～35cm・1文字10～15cm　
各1行（10文字程度）

 ¥17,500+税

品番 寸法（cm） ベルマーク価格

WMJ10 10以下 ¥600+税
WMJ11 11～15 ¥700+税
WMJ16 16～20 ¥900+税
WMJ21 21～25 ¥1,100+税
WMJ23 26～30 ¥1,400+税

カッティングシート・文字は31種類

 ワンタッチテント　フレーム・アルミ・スチール角パイプ　テント生地：ポリエステル100%  ワンタッチテント1文字代金

品番
寸法（cm） 重量

㎏
収納寸法
（cm）

ベルマーク価格
間口 奥行 軒高 全高

W11 180 180 178.3 270 27 28×28×135 ¥  67,000+税
W12 270 180 215.5 330 28 28×38×160 ¥  90,000+税
W23 360 240 215.5 330 39 28×38×160 ¥126,000+税
W24 480 240 215.5 330 52g 28×48×160 ¥135,000+税
W36 600 300 215.5 343 64 28×48×160 ¥177,000+税
W37 720 360 215.5 343 72 28×48×190 ¥220,000+税
色つきもあります。（単位：cm）

注：カラーは指定してください。※上記一輪車は（社）日本一輪車協会認定品です。（KD136～・T1160～除く）スタンド別
　　　　　　　　　　　　　　　※モデルチェンジする場合があります。ご了承ください。

GBJ　
ゲームベストジュニア　

番号1～30

屋外テント

ゲームベスト

一輪車スタンド・グッズ

一輪車・ノーパンク一輪車

● 校章などマークについては有料となっております。お問い合わせく
ださい。
　※書体を必ずお選び下さい。

サービスでベルマークと購入年月お入れします！

令和　　年度　　月

組立式テント・セーフティーテント・ワンタッチテントには 
ベルマークと購入年月を無料でお入れします。 
ご希望の際は注文書備考欄にご記入下さい。



SP1・SP2・SP3

スプリングボール
ゴム製のボールでちょうどソフトテニ
スボールを大きくした感じのボールで
よくはずみます。

KF  キッズラグビーボール 

DE9VB02
6人制バレーボールネット

SF3J・SF4J
スマイルサッカーボール

SL3  
テンテンてまり

D480　ゴムチップ マット

品番 品　名 仕　様 重量 素材 色展開 ベルマーク価格

SP1
スプリング
ボール

1号 直径約128㎜　 約200g

天然ゴム 赤・白・黄・青

￥1,300+税
SP2 2号 直径約154㎜ 約240g ￥1,600+税
SP3 3号 直径約200㎜ 約200g ￥2,000+税
S160

ソフティー
ボール 

160 直径16cm　 85g 表皮 / 特殊樹脂
コーティング　
内部 /スポンジ

赤・黄・緑・青

￥3,100+税
S180 180 直径18cm　 130g ￥3,600+税
S210 210 直径21cm　 200g ￥4,000+税
RC2

カラーリング
直径50cm　太さφ1.8cm

ポリエチレン 5色1組（赤・
青・黄・緑・白）

￥4,400+税
RC3 直径60cm　太さφ1.8cm ￥5,000+税

GA160 リングバトン
外径18㎝×太さφ2㎝
ナイロンケース付き　
幼児小学校低学年向

73g 塩化ビニール
6色1組
（赤・青・黄・緑・
桃・白）

￥4,300+税

MSN64 カラーソフトバレーボール 円周約64cm　
1・2・3・4年生用 約150g 特殊配合ゴム 赤・青・黄・桃・緑・

紫・白 ￥1,500+税

V400WL バレーボール軽量4号 円周62-64cm 約 210g 人工皮革 黄青 ￥5,500+税
STD-0R

ソフトドッジ　

0号 直径16㎝ 約170g

特殊ゴム

桃 ･水色 ･黄 ･緑 ￥1,300+税
STD-1R 1号 直径18㎝ 約180g 桃 ･水色 ･黄 ･

緑 ･橙 ･白
￥1,400+税

STD-2R 2号 直径20㎝ 約190g ￥1,500+税
SVC303 サッカーボール  3 号球 直径約19cm 約 250g 人工皮革 白黒 ￥2,400+税

KF キッズラグビーボール 円周62-64㎝　専用メジャー付き 約 185g 特殊配合ゴム ( ラテックス
アレルギー配慮の材料 ) 黄 ･ 桃 ･ 水色 ￥1,700+税

SD20 キッズドッジボール 円周61-63㎝ 約160g EVA（特殊スポ
ンジ）製

黄青・黄青緑・黄桃緑 ￥2,000+税
SLV4 レッスンバレーボール4号 円周62-64㎝ 約160g 黄青・黄緑・黄桃 ￥2,000+税
SF3J スマイルサッカーボール3号 円周約59㎝ 約150g EVA（特殊スポ

ンジ） 黄青・黄緑・黄桃
￥2,000+税

SF4J スマイルサッカーボール4号 円周約65㎝ 約 180g ￥2,100+税
SL3 テンテンてまり 直径19cm 約150g 赤・青・黄・緑・桃 ￥2,000+税

FFD2 ふぁふぁスマイルドッジ
2号 円周約63cm 約150g EVA 白赤・白青・白黄・白緑・

黄赤・黄青・黄緑・黄黒 ￥2,000+税

SB512 スマイルバスケットボー
ル5号 円周約70cm 約315g EVA（特殊スポ

ンジ） 黄橙色 ￥2,400+税

STTN スティックボール
ターゲットナイン 幅100×長さ160㎝ ￥14,400+税

STF スティックボール
専用フレーム

幅115×長さ103×高
さ175㎝ ( 組立時 ) スチール ￥9,600+税

STB スティックボール
専用ボール 直径約65㎜ 約42g 中：ゴム　

表面：フェルト
12個
（赤6/青 6） ￥4,320+税

STTNSET スティックボール
ターゲットナインセット

ターゲットナイン1枚・フ
レーム1台・ボール12個 ￥24,000+税

ベルマーク商品販売担当係　　Eメール：bell@senoh.co.jp
〒 270-2214　千葉県松戸市松飛台250　　TEL: 047－311－8912

ホームページ：http://www.senoh.jp/bellmark/

フリーダイヤル 0120-292541　FAX:047-385-9177

GT399　ターボ三輪車

KS147 キッコ・スライド

GT864　三輪車収納スタンド

品番 品　名 仕　様 重量 素材 /色展開 ベルマーク価格

GN20 メッシュトンネル 直径60cm、長さ3m 4kg 赤白黄・青白緑 ￥33,800+税

KS147 キッコ・スライド 折りたたみ時：
幅116×長さ50×高さ25cm 約5kg ポリエチレン ￥18,000+税

GT399 ターボ三輪車 幅420×長さ630×高さ580㎝ 4kg 本体：スチール
タイヤ：EVA発泡樹脂 ￥15,500+税

GT864 三輪車収納スタンド 6台収納・組立式　
幅172×長さ47.5×高さ65.5㎝ 4.2㎏

スチール
（メラミン焼付塗装）

￥19,500+税

GT178 なわとびポール　
縄付き

なわとび (長さ5m)　3本付き
高さ60-90㎝　4段階 9kg スチール+鋳物　 ￥36,000+税

GT776 はだしマルチ平均板 直板8曲板8ジョイント4　
直板45×13×6.5 ㎝　 10.2 ㎏ ポリエチレン ￥41,000+税

D480 ゴムチップマット 幅140×長さ60×厚さ2cm　
固定U字杭8本・ゴムカバー8枚付 13.6kg リサイクル ･

ゴムチップ製 ￥27,800+税

幼児用遊具

低学年・幼児用遊具他

STD-0R  ソフトドッジ

STTNSET
スティックボール

SLV4 レッスンバレーボール

MSN64
カラーソフトバレーボール

S160・S180・S210
ソフティーボール　
スウェーデン製の多目的スポンジ
ボールです。室内遊びに最適です。

GN20　メッシュトンネル　
※色ご指定ください。

GT776　
はだしマルチ平均板

GT178　

なわとびポール

GA160 
リングバトン

SB512
スマイルバスケットボール5号

SD20  
キッズドッジボール 

品番 品　名 仕　様 重量 ベルマーク価格

DE9VB02 6人制バレーボールネット ポリエチレン素材・太さ488T/45本・テクノーラロープ・練習向け 約4kg ￥15,800+税
NT3222 卓球台 中密度ファイバーボード22mm　セパレート式　ネットサポート付　日本卓球協会公認 100kg ￥111,300+税
DU03 卓球用ラケットペンホルダー ボール2個付き ￥1,500+税
DU13 卓球用ラケットシェークハンド ボール2個付き ￥1,500+税

NB1320 卓球ボール 硬球プラスチック　1ダース入り　カラー /白　40mm ￥2,880+税
DG7 バドミントンシャトル 練習球　グースフェザー使用　12球入り ￥2,500+税

球技－バレー・卓球・バドミントン

NEW

NT3222 卓球台 
※ネット・サポート付きます。

RC2・RC3　

カラーリング 
SVC303 
サッカーボール 

V400WL 
バレーボール
軽量4号 



品番 品　名 対象学年 仕　様 重量 素材 色展開 ベルマーク価格

SD1

ドッジボール

1号 低 直径18㎝ 230-250g

ゴム 赤・青・黄・橙・紫・緑

￥1,600+税
SD2 2号 中 直径20㎝ 300-320g ￥1,700+税
SD3 3号 高 直径21㎝ 370-390g ￥1,800+税

SSLD0

らいと・どっじ
0号 幼 - 低 直径約16㎝ 130-150g

ゴム 青桃・緑黄・青緑・
桃黄・青黄・緑桃

￥1,500+税
SSLD1 1号 低 直径約18㎝ 180-200g ￥1,600+税
SSLD2 2号 低 直径約20㎝ 200-220g ￥1,700+税

SSFD0 ソフトライン
ドッジボール0号 幼・低 直径約16㎝ 130-150ｇ ゴム 桃・青・黄・緑・紫・

橙 ￥1,500+税

SD1S22 ドッジボール軽量
1号 小学 直径約16㎝ 150-170g

貼り ･人工
皮革　EVA

桃黄緑・桃緑水色・
青白水色※水辺禁止

￥2,000+税

SD2S22 ドッジボール軽量
2号 小学 直径約20㎝ 170-190ｇ ￥2,000+税

D3C50 ドッジボール　
公認球3号

高 協会公認球　
直径約21㎝ 370-390g 縫い・

人工皮革 ￥4,800+税

SST16

スポンジボール

直径約16㎝ 85-105g

スポンジ
赤・青・黄・緑
※ 吸水性があるので
水辺での使用禁止

￥2,400+税
SST18 直径約18㎝ 130-150g ￥3,000+税
SST21 直径約21㎝ 200-230g ￥3,600+税
SF3W サッカーボール　3号 幼・小学 直径約19㎝ 300-320g

ゴム

白黒 ￥1,900+税
SF4W サッカーボール　4号 小学 直径約20.5 ㎝ 350-390g 白黒 ￥2,100+税
SSF4 ライトサッカー　4号 小学 直径約20.5 ㎝ 240-260g 白黒・白ブルー・白ピンク ￥2,100+税

SS3XG ソフトサッカーボール 小学 直径約19㎝ 320-350g スポンジ 白黒・黄黒　
※水辺禁止 ￥4,200+税

SF3S22 サッカーボール 
軽量 3号

小学
直径約19㎝ 140-160g

貼り ･人工
皮革　EVA

青水色・桃水色
※水辺禁止

￥2,100+税

SF4S22 サッカーボール 
軽量 4号 直径約20.5 ㎝ 170-190ｇ ￥2,100+税

SF4L3 サッカーボール 4号 小学 直径約20.5 ㎝ 350-390g 縫い・
人工皮革

白黒・白赤・白青・白緑・
青黄・蛍光橙・蛍光黄

￥3,800+税

SF5L3 サッカーボール 5号 中学～一 直径約22㎝ 410-450g ￥4,000+税

SV4C22L バレーボール
軽量4号 小学 直径約20㎝ 170-190ｇ 貼り ･人工

皮革　EVA ※水辺禁止 ￥2,000+税

V4M4 バレーボール   4 号 中学 直径約20㎝ 240-260g
貼り・
人工皮革

白赤緑 ￥4,700+税

SV4M5 バレーボール　
軽量4号 小学・中学 直径約20㎝ 200-220g ￥5,300+税

SKV4IT レクリエーション
バレーボール　4号 小学 直径約20㎝ 150-170g 縫い・

人工皮革 ￥3,700+税

SS3Y12 ソフトバレーボール 円周77-79㎝ 200-220g

ゴム

桃・青・黄・緑・赤
紫・白赤緑

￥1,500+税

SS2Y12 ミニソフトバレーボール 低・中（白：高） 円周63-65㎝
145-155g

（白赤緑のみ175-185g） ￥1,500+税

SS3Y15 ソフトバレーボール
デラックス

円周77-79㎝　
糸巻タイプ 200-220g

白桃・白青・白緑・
白赤緑

￥1,700+税

SS2Y15 ミニソフトバレーボール
デラックス

低・中（白：高）
円周63-65㎝　
糸巻タイプ

145-155g
（白赤緑のみ175-185g） ￥1,700+税

KVN100 教材用
ソフトバレーボール

高 円周77-79㎝ 90-100g
ビニール

白赤緑・黄　6個入 ￥6,000+税
KVN50 低  中 円周77-79㎝ 45-50g 白　6個入 ￥6,000+税
SBGR5 バスケットボール　5号 小学 直径約22㎝ 470-500g

ゴム

茶・赤・青・黒・黄・白 ￥2,200+税
SBGR6 バスケットボール　6号 中学  以上 女子  直径23.2cm 510-567g 茶・赤・青・水色・黄・白 ￥2,300+税
SBGR7 バスケットボール　7号 中学  以上 男子  直径24.5cm 567-650g 茶・赤・青・黒・黄・白 ￥2,400+税
SB5C2 ソフトバスケットボール 小学 直径約22㎝　5号 340-370g 青 ￥2,200+税
SB5C5

バスケット
ボール

5号 小学 直径約22㎝ 470-500g
貼り・
人工皮革 茶

￥4,400+税
SB6C35 6号 中学  以上 女子  直径23.2 ㎝ 510-567g ￥6,100+税
SB7C35 7号 中学  以上 男子 直径24.5cm 567-650g ￥6,300+税
SRG300 ラグビー

ボール
3号 幼・低 長さ26-28cm 360-380g 縫い・

ゴム
白 ￥3,200+税

SRG400 4号 高 長さ27-29cm 380-400g 白 ￥3,400+税

品番 品　名 仕　様 重 量 素 材 ベルマーク価格

SAP70 高圧ポンプ ボール・自転車・ビニール玩具用
幅22.5×高さ60cm 約600g ポリプロ

ピレン ￥4,700+税

SMCS ミニコンプレッサー 電動ボール空気入れ100V 2.0 ㎏ ￥26,000+税

SUX0110 デジタイマー
幅71.5×奥行24×高さ38cm
得点タイマ、セットなど12種類機能付
電源コード5m付  24秒 /30秒切換スイッチ付き

5㎏ ￥88,000+税

SUD001 デジタイマー
チャレンジ

幅26.3×奥行4.6×高さ11.8cm
マグネット、壁掛け用穴付　ACアダプタ付 470g ￥20,000+税

UX0020 トレーニング
タイマー

得点タイマ、セットなど6種類機能付、電源コー
ド5m付　幅54×長さ12.5×高さ20cm 2.2 ㎏ ¥53,000+税

SWG0507 レーザーライナー
2輪

幅33.5×長さ33×高さ99㎝　
ライン :5㎝・7.6 ㎝※サッカー用もあります。 3.8 ㎏ ¥13,000+税

SRA001 電子ホイッスル 単三電池2本使用　音3パターン
※色によって音が違います。　赤・青・黄 90g ABS樹脂 ￥2,600+税

WO90 ストップウォッチ アラーム機能付き ￥2,800+税

　

SD3 

ドッジボール

V4M4 
バレーボール

SSVDX 

ソフトバレーボールデラックス

SBGR5 
バスケットボール

SD1S22 
軽量ドッジ1号

SD2S22 
軽量ドッジ2号

SRG300 
ラグビーボール

SMCS 

ミニコンプレッサー

SUX0110 デジタイマ

UX0020

トレーニングタイマー

SWG0507
レーザーライナー2輪

SAP70 
高圧ポンプ

SRA001  
電子ホイッスル

SUD001
デジタイマチャレンジ
マグネット付なので黒板に
貼り付けたり教室でも使用
できます。

※色によって音が違います。

SKV4IT

レクリエーションバレー
軽く、痛くないので

レクリエーション用に最適

D3C50 

ドッジボール

SB6C35 

バスケットボール

SS3XG 
ソフトサッカーボール

SSLD2
らいと ･どっじ

SV4M5 

バレーボール
軽量4号

全国小学生公式大会球

SB5C2 
ソフトバスケットボール

SST16 

スポンジボール
SSFD0 

ソフトライン
ドッジボール

SV4C22L 
バレー軽量4号

SF4S22
軽量4号サッカー

球技－ボール・付属品

SF4W 
サッカーボール

WO90
ストップウオッチ

SSV 
ソフトバレーボール

ご希望商品お探しします！
お気軽にご相談ください。

幼：幼児　低：低学年　中：中学年　高：高学年

小学：小学校　中学：中学校　一：一般

SF3S22 
軽量 3号サッカー

NEW

SF4L3 
サッカーボール



KTS11　ティーボールセット
11インチ（DVD付）

ティーボールは少人数でも大勢でも楽し
めるボールゲームです。このセットは入
門書やDVD付きです。

※他サイズのセットやバラ売りもあります。

●バラ売りも
　出来ます。

NS20 ユニホック
年令に関係なく、誰でも扱える用具と、
柔軟性のあるルールでだれもが楽しめ
ます。

HZ01　優勝旗 
●校旗：ご要望のデザイン
でお見積致します。

●上記優勝旗は、竿頭、旗竿、
旗立台、保存ケース付になり
ます。（別途金刺繍）

HZ06　校旗

●横断幕（応援用垂れ幕） 
文字例：｢がんばれ ! ○○小学校 ｣

●ユニット紅白幕

●「カーテン」場所により適し
　た生地でお見積いたします。

ベルマーク商品販売担当係　　Eメール：bell@senoh.co.jp
〒 270-2214　千葉県松戸市松飛台250　　TEL: 047－311－8912

ホームページ：http://www.senoh.jp/bellmark/

フリーダイヤル 0120-292541　FAX:047-385-9177

化繊生地 90×300cm 90×400cm 90×500cm
文字のみ ￥38,000+税 ￥48,000+税 ￥58,000+税

マーク入り ￥41,000+税 ￥51,000+税 ￥61,000+税
●優勝旗（70×100cm）

品番 仕様 素材 ベルマーク価格

HZ04 幅180×長さ3600㎜（2間）　ワンタッチ式 テト
ロン

￥7,000+税
HZ05 幅180×長さ5400㎜（3間）　ワンタッチ式 ￥10,000+税

●幕はファスナー、ひもはフックでつなげられます。文字入れ出来ます。

※生地・工法等により価格は変動します。

ホットすのこ

ソフトすのこ
表面が柔らかく、肌に
やさしいすのこです。

● 軽く、場所にあわせて
　カッターで切れます。

品番      品　　　名　 仕様 重量 素材 色展開 ベルマーク価格

JT91
ホームベンチ 
ステンレス

幅400×長さ1200×高375㎜ 座面：ポリプロピレン
（再生樹脂）　
脚：ステンレス

赤・青・白・黄
￥30,000+税

JT92 幅400×長さ1500×高375㎜ ￥40,000+税

JF9580 折畳プールフロア 幅1×長さ2×高さ0.4ｍ（折畳時高さ11cm） 35㎏ ￥84,600+税
JG91 ビート板　M-30 幅300×長さ450×高30㎜ 発砲ポリエチレン 赤・青・黄・緑・白 ￥1,700+税
B2355 アクアポール 直径70㎜×長さ160㎝ 170g ポリエチレン発砲 赤・青・黄 ￥1,500+税

ホットすのこ 幅585×長さ900×高さ35㎜　
耐熱温度100℃　カッターで切れます 0.4㎏ 発砲ポリプロピレン ￥6,000+税

ソフトすのこ 幅60×長さ180×高さ4.5㎝ 9.5㎏ 表面：EVA発砲体　
本体：ポリスチレン

青・赤・黄・緑・
木目 ￥25,000+税

優勝旗・校旗・横断幕・暗幕・カーテン  

プール用品

ニュースポーツ

JG91 ビート板 JF9580  プールフロア（折り畳み式）

B2355

アクアポール

品番 仕　　様 ベルマーク価格

HZ01 70×100㎝　ポリエステル塩瀬旗地・インクジェット染・人絹金茶ヘリ付棒フレンジ　竿頭・旗竿・旗立台・保存ケース付き　別途学校名金刺繍可 ￥155,000+税
HZ03 70×100㎝　ナイロン厚地袷旗、ミシン総刺繍、人絹金茶ヘリ付四段七宝　竿頭・旗竿・旗立台・保存ケース付き　別途学校名金刺繍可 ￥230,000+税

＊上記優勝旗は、竿頭、旗竿、旗立台、保存ケース付になります。　（別途 学校名金刺繍入れ）

（この他にも多数あります。お問い合せ下さい）

幕・旗・カーテン等はオーダーメイドですのでお問い合せ下さい。

品 番 品　名 仕　様 ベルマーク価格

NS20 ユニホック
オリジナルセット スティック赤・黄格6本、ボール6個 ¥21,000+税

NS21 ユニホック ゴール 2個 1組　ネット：白　組立式 ¥18,000+税

ETE016 ティーボール
セット 9インチ

ボール9インチ6個・バット（長
さ 75× 最 大 径 5.4cm）2 本・
ティー1台　スペアヘッド1本

¥17,300+税

AB02 ティーボール
セット　11インチ

ボール11インチ6個・バットS.M
各 1本・ティー1台小学校向け ¥15,800+税

KTS11 ティーボールセット
11インチ（DVD付）

ボール9インチ24個・バットS.M各1本・
ティー 2 台　DVD・テキスト・入門書付 ¥44,800+税

KIN100P キンボール 直径122センチ　1㎏
カバー：ナイロン　インナーボール：ラテックス ¥54,000+税

KIN2 キンボール・
コンペセット

キンボール1・ゼッケン (12 枚セット ) スコア
ボード・電動ブロア・ビデオ・ルール・バック
カバー：ナイロン　インナーボール：ラテックス

¥116,000+税

品番 品　名 仕様 ベルマーク価格

SP814 タグボール 直径270×長さ570㎜
390g　特殊ラバー製 ¥2,800+税

SP320G タグベルト110cmまで（4名分）ウエスト110㎝まで ¥3,600+税

品番 品　名 仕　様 ベルマーク価格

D270 270タイプセット 5枚セット 直径27㎝ ¥10,000+税

D235 235タイプセット 5枚セット 直径23.5 ㎝ ¥8,500+税

●グランドゴルフ

品番 仕　様 素材 ベルマーク価格

FB

ホームベース1枚 :50×50㎝　扇型
1塁ベース1枚 :76×38㎝ (グリーン /レッド )
折りたたみ式　
塁ベース2枚：38×38㎝
2号球2個：日本フットベースボール協会公認球

ゴム ¥18,500+税

●タグラグビー

●フットベースボールセット

●ドッヂビー　ドッヂボールをソフトディスクで行います。（水洗い可能）

KIN100P
キンボール（個）

KIN2
キンボール
コンペセット

BH1110 
チームセット

JT91 ホームベンチ

BH-4001
スタートマット

BH5830S
ワンタッチホー
ルポストセット

（折り畳んだ状態）

品　番 品　名 仕　様 ベルマーク価格

BH1110 チームセット クラブ6・ボール6・マーカー6・
スコアカード100・ペン6 ¥35,800+税

BH4001 スタートマット 32×12×2.5 ㎝ ¥2,100+税

BH5830S ワンタッチ
ホールポストセット 3本継ポール1・旗1・ホールポスト1 ¥5,350+税

BH3802 エアブレイド
ボール

φ６㎝　重量：約93g　
素材：特殊合成樹脂
カラー：ブルー・イエロー・オレンジ・
レッド・ピンク・ホワイト・パープル

¥1,000+税

BH5001 旗
35×28㎝　
カラー：赤 ･青（NO.1-16）   
　　　　黄・緑（NO.1-8）

¥550+税

※ホールポストセット・旗は、旗の色・ナンバーを指定して下さい。

NEW



ジャンボボール

FZ20 

デラックスダルマ（はしご付）

FZ29 長なわ（木製柄）

B6535　
紅白玉

● 重ねても取りやす
く、風に倒れにくい
です。

NC70 

ネットコーン

セルフバスケット
ゲームベストやボール等体
育小物入れに大活躍！

FZ30,FZ31FZ32,FZ33 
長なわ

U7016 

綱引きロープ巻取器

NR-50　
巻尺（50m）

GZ9320　
熱中症計指数モニター

品番 品　名 仕　様 重 量 素　材 色展開 ベルマーク価格

B2469 紅白玉入台
カゴ内径43㎝･ベース径48㎝
高さ調節5段式（180・210・
230・250・270㎝）

15㎏ /組 ￥31,400+税

S182 紅白玉 赤・白各50個 表面：綿 
中身：オガクズ ￥26,000+税

B6535 紅白玉
（カラー玉） 直径７㎝　10ケ1組5色 60g 外被 : 合成皮革（PVC）

中身 : 樹脂粒子
赤・青・黄・
緑・白 ￥2,400+税

FZ10
綱引きロープ

直径32㎜ マニラ麻混紡
強化ロープ

￥1,500+税
FZ11 直径36㎜ ￥1,700+税

U7016 綱引きロープ
巻取器

幅74×長さ79×高さ76㎝
直径45㎜ロープ50mまで巻取可能 19㎏ 主材 : スチール ￥45,500+税

FZ20 デラックスダルマ
直径約70㎝　高さ90㎝　
運搬梯子：幅30×長さ160㎝

約6.5 ㎏
内袋 : 塩ビ　
外装 : トリコットタ
ーポリン

赤・青・
黄・白 ￥35,000+税

FZ30 ながなわ   6m 柄30㎝　φ9㎜　携帯袋付 400g 柄：アルミ合金アル
マイト加工
スポンジグリップ付
ロープ：ポリプロピ
レン

赤・青・
黄・緑・
白

￥5,700+税
FZ31 ながなわ 10m 柄30㎝　φ9㎜　携帯袋付 500g ￥6,500+税
FZ32 ながなわ 15m 柄60㎝　φ9㎜　携帯袋付 800g ￥8,600+税
FZ33 ながなわ 20m 柄60㎝　φ9㎜　携帯袋付 1000g ￥9,700+税

FZ29 長縄跳び　6m 325g 柄 : 木製ロープ : 高密度
ナイロンスピンドル　 ￥2,200+税

NC70 ネットコーン　
5本1組 高さ：70㎝ 1.0㎏ 軟質ポリエチレ

ン樹脂
5色1組（赤・
青・黄・緑・白） ￥12,500+税

S188
万国旗

25×35㎝（10m紐付） ポリエチレン製 20カ国
セット

￥1,600+税
S186 35×43㎝（旗のみ） 布製 ￥10,600+税
S125 万国旗用ロープ 長さ100m×直径5㎜ 麻 ￥5,600+税

S30 アクリル万国旗（20カ国） 34×43㎝（旗のみ） アクリル100% 20カ国
セット ￥10,000+税

S164 番号入ランニング
ゼッケン

27×34㎝　首回り57㎝　両面ゴムマジック式 ポリエステル65%
　綿35% 12色

￥2,000+税
S166 30×41㎝　首回り62㎝　両面ゴムマジック式 ￥2,000+税

EKA445 ジャンボ   90ボール 直径90㎝　内被、外被独立
2重構造　補修シート付 3㎏ 軟質PVC 赤・青・黄・

緑・白 ￥33,900+税

CE32 ジャンボ 100ボール 直径100㎝　補修シート付 4㎏

PVC 赤 ･青 ･
黄 ･白

￥28,000+税
CE33 ジャンボ125ボール 直径125㎝　補修シート付 5㎏ ￥31,700+税
CE34 ジャンボ150ボール 直径150㎝　補修シート付 ６㎏ ￥40,000+税

KA771 大玉用エアポンプ 幅15×長さ18×高さ17㎝ 1.4kg ￥15,000+税
KAGO セルフバスケット 3個セット ￥4,080+税

SKA622 スーパーライン
引き

幅24×長さ27×高さ80.8㎝ライ
ン幅：5㎝　標準容量（炭酸カルシ
ウム）=約8.5㎏

2.7 ㎏ 本体：鋼板　
タイヤ：EVA発砲 ￥12,000+税

品番 品　名 仕　様 素材 /色 ベルマーク価格

NRCR2 ネットランチャーAL 
Type Ⅱ 本体セット

( カートリッジ+グリップ1)
ネット仕様 :3.2×3.2m 使用期限 :

グリップ8年
カートリッジ4年

超高強力ポリ
エチレン

￥35,000+税

NRAL2 ネットランチャーAL 
Type Ⅱ カートリッジ

カートリッジのみ　
ネット仕様 :3.2×3.2m ￥15,000+税

セーフティキャップ フリーサイズ　マジックテープ調整方式・ナ
イロン100%・ツバフチ・ベルト部分反射

蛍光カラー：
緑・黄・橙 ￥1,200+税

セーフティキャップ
プリント代 文字：黒　1箇所 ￥450+税

セーフティベスト フリーサイズ・ナイロン100%・
センターファスナー式

蛍光カラー：
緑・黄・橙 ￥1,600+税

セーフティベスト
プリント代

文字：黒　※ベスト胸部分左右には2製版
1箇所　　　 とプリント代が必要です ￥350+税

製版代 ※印刷は30個 ( 枚 ) 以上からとなります。 ￥8,000+税

品番 品　名 仕　様 重量 素材 ベルマーク価格

BP94 身長計 測定範囲90-200㎝
金属製

￥40,000+税
YS202 幼稚園用身長計 測定範囲50-150㎝ ￥22,000+税

LA9209 デジタル体重計 デジタル体重計 検定付 秤量200kg　目量50g
単三電池6本使用　専用ACアダプタ付 7.1kg ￥69,000+税

LA921210 体重計
（ポールなし）

デジタル体重計　秤量200㎏　目量100ｇ（～99.9㎏）
200g（100～ 200㎏）電源 :AC100V又は単2電池
4本　専用ACアダプタ付

10㎏ ￥50,000+税

GZ9320 熱中症計
幅40×長さ32×高さ240㎜　単四乾電池2本使用・デ
ジタル式・測定範囲 :WBGT指数 (0-50℃ )・気温 (0-60℃
)・相対湿度 (10-90%RH)

 約115g ￥32,000+税

NR-50 巻尺 50m ￥15,800+税

MC-510 耳式体温計 質量50g、本体45(W)×94(H)×58(D)mm
電池CR2032×1　収納ケース付 ￥  3,800+税

S30

アクリル万国旗（20カ国）
アクリル素材のため雨等によ
る色落ちがありません。

SKA622 

スーパーライン引き

※別途　学校名プリント可能

S164　番号入ランニング型ゼッケン

2～ 3m離れた所から不
審者に向けて発射します。
瞬時にネットが広がって、
接近する前に不審者の動
きを妨げます。

セーフティベスト

セーフティキャップ

学校名・団体名を入れる事でより
明確になり、子供達も安心です。

本体1セット

カートリッジ

防犯用腕章

ネットランチャー  AL TypeⅡ

仕様：サイズ390×90mm　
生地：木綿　マジックテープ止め
文字：シルク2色印刷　安全ピン付
※ビニールカバーも別途承ります。　

お見積致します。ご相談下さい。

※ネットランチャーは、日本工機株式会社の
　登録商標です。

※胸部分左右には2製版必要です。
印刷例

※ ネットランチャーはご購入の前に必ず資料を請求戴き、商品をよくご理解の上、ご購入下さい。

防　  犯

印刷例

枚数 1枚単価
30枚 参考価格￥1,370+税
50枚 参考価格￥1,200+税
70枚 参考価格￥1,130+税
100枚 参考価格￥1,050+税

BP94 身長計　

MC-510 
耳式体温計　

さすまたとの
併用で効果
倍増です。

運動会グッズ

防犯用品

測定器具

※防災用品もあります。お問い合わせ下さい。

KA771　 
エアポンプ 大玉用ポンプ

ご希望商品お探しします！
お気軽にご相談ください。

NEW

NEW

LA921210

体重計（ポールなし）　



EKF168 
カラー跳び箱 T1149 

ロイター式踏切板

●連合運動会・試合などのユニフ
ォームが安価で作れます。

2つのシステムからお選びいただけます。
例：120枚作成
1枚￥5,355

例：120枚作成
1枚￥4,410ユニフォーム、腕章をご希望の方はパンフレットをご請求下さい。

CT15 得点板 

システム1 生地＝ドライメッシュ

システム2 生地＝ブライトピケ

ベルマーク商品販売担当係　　Eメール：bell@senoh.co.jp
〒 270-2214　千葉県松戸市松飛台250　　TEL: 047－311－8912

ホームページ：http://www.senoh.jp/bellmark/

フリーダイヤル 0120-292541　FAX:047-385-9177

品番 品　名 仕　様 重量 素　材 ベルマーク価格

EKF169 カラーとび箱　5段 （上幅30）下幅60×奥行60×高さ70cm
小学校小学年向け 約21㎏

上質ラワン材
（防虫加工済）

￥  78,500+税

EKF168 カラーとび箱　6段 （上幅30）下幅65×奥行60×高さ80cm
小学校中学年向け 約24㎏ ￥  89,500+税

T1841 ソフト跳び箱　4段 （上幅35）下幅75×奥行80×高さ80cm
各段マジックテープ止め・各段裏面すべり止め付 21㎏ １-3段目半硬質ウ

レタン、４-5段目
合成スポンジ頭部
エステル防水帆布

￥102,900+税

T1840 ソフト跳び箱　5段 （上幅35）下幅85×奥行80×高さ100cm
各段マジックテープ止め・各段裏面すべり止め付 33㎏ ￥136,600+税

T1149 ロイター式ふみきり板
JRP 幅50×長さ100×高15㎝ 15kg 上面カーペット　

下部ゴム付 ￥  39,000+税

T2307 ふみきり板　 幅60×長さ90×高10㎝ 7.5 ㎏ ラワンラミネート合板・上面全面
カーペット張り・下部ゴム付 ￥  17,000+税

T2856
逆上り補助器

幅68（板部60×6.5）×119×112-125㎝　屋外用・角度
5段階調節式・クイ4本付 19kg 主材スチール31.8 ㎜

丸パイプ　板ABS樹脂 ￥  55,400+税

T1974 幅65（板部60×6.5）×130×130-146㎝　屋外用・角度
5段階調節式・クイ4本付 25㎏ 主材スチール34㎜

丸パイプ　板ABS樹脂 ￥  60,000+税

KD363 鉄棒補助パッﾄﾞＬ 長さ42×外径5×内径4㎝
カラー /赤・青・黄

40ｇ 外被：ナイロン
中身：発泡ポリエチレン

￥    2,500+税
KD364 鉄棒補助パッドS 長さ27×外径5×内径4㎝ 25ｇ ￥    2,200+税

KE550 ボール入れ篭　屋外用 幅80×長さ100×高89㎝　サッカー4号球で約50個収納 20㎏ スチール　直径
16㎝固定タイヤ付 ￥  51,400+税

DK12 ボール整理籠 幅650×長さ875×高670㎜　移動車付 ￥  29,000+税
BK20 ボール入れ篭 折畳み式・高さ86㎝・カラー /赤・青 3.0㎏ 支柱アルミ ￥  25,000+税
HT960 体育館用モップ　60cm 布部60㎝　全長150㎝ ￥    5,800+税
HT990 体育館用モップ　90cm 布部90㎝　全長150㎝ ￥    7,500+税
HTS90 コートブラシ    90cm ブラシ部90㎝　全長140㎝

シダ
￥  10,500+税

HTS120 コートブラシ　120cm ブラシ部120㎝　全長140㎝ ￥  12,000+税
GA068 ハードル　小学校用 幅100×高さ44・52・60・68㎝ 2.9㎏ バー：木　

支柱：スチールパイプ
￥    9,050+税

GA069 ハードル　中学校用 幅110×高さ60・68・76.2・83.8・91.4 ㎝ 3.5 ㎏ ￥    9,800+税

ETE057 フレックスハードル15
（5台組） 幅47×奥行23×高さ15cm 240g/ 台 本体：塩化ビニー

ル、キャップ：ポ
リプロピレン

￥    5,800+税

ETE058 フレックスハードル20
（5台組） 幅47×奥行21×高さ20cm 270g/ 台 ￥    6,600+税

DS0140
得点板

幅1525×長さ658×高さ1805㎜　ホワイトボード付　多種目兼用型移動車 23㎏ ￥150,000+税
CT15 幅53.5×長さ18.5×高さ24㎝ 600g 合紙・塩ビ製　紐付 ￥    7,300+税

KE526 携帯用得点板 幅91×長さ25×高さ70㎝ 6kg 本体：アルミ　
文字板：オレフィン ￥  39,000+税

B734 屋外フェンス　2×2m 2×2m　ネット付　キャスター付 ネット：ポリエチレン
37.5 ㎜　目4000D/60本

￥  50,500+税
B736 屋外フェンス　2×3m 2×3m　ネット付　キャスター付　 ￥  55,000+税

U7009 ジャンボリングゴール 2台1組　屋内外兼用　リング直径60cm土台
直径95cmリング高さ145～240cm

11.5 ㎏
/ 台 スチール／アルミ ￥  54,600+税

B6009 ステップカラーラバーリン
グ

10本1組（青・緑・赤・白・黄各2本）直径
41cm・厚さ約4mm・内径36ｍ 1.8kg/ 組 ゴム ￥    7,600+税

B6359 ポップアップサッカーゴー
ル

2台1組　幅123×奥行99×高さ99cm・専用ナ
イロンケース付・固定用杭8本付 約2.5kg/組 グラスファイバー ￥  11,600+税

KD363･364　鉄棒補助パッド
カラー/赤・青・黄

HTS90

コートブラシHT960 
体育館用モップ

KE550 

屋外用ボール整理かご

T1974 
逆上がリ補助器（5段）

B6359 

ポップアップサッカーゴール
B6009

ステップカラーラバーリング

ノンスリップカラーマット

GA068･069  ハードル

合成スポンジマット

品番 サイズ 重量
（kg）

ベルマーク価格

SG503 90×180cm 7.6 ￥20,000+税
SG509 120×240cm 13.5 ￥37,000+税
・厚さ5cm
・外皮：綿
・弾力性に秀れたスポンジ一体成型の単芯ですから
型くずれしにくいのが特徴です。

ノンスリップカラーマット

品番 サイズ 重量
（kg）

ベルマーク価格

AW30 90×180cm 11 ￥25,000+税
AW31 120×240cm 19 ￥45,000+税
AW32 120×300cm 21 ￥54,000+税
・厚さ5cm
・ナイロン帆布
・カラー /赤・黄・緑・青　各色
・ノンスリップ・カラーマットは裏面スベリ止ゴム付

体操器具－跳箱・マット他

ユニフォーム

ETE057・ETE058　
フレックスハードル

SBK20　
ボール入れ篭

KE526 携帯用得点板

T1840 ソフト跳び箱

DS0140 得点板

NEW

NEW

U7009

ジャンボリングゴール


