
SO-BIBUS
［サイズ］大人用フリー
　　　  約幅56cm×丈60cm
［材質］ビブス：表地/ポリエステル100％
　　　テープ：ポリエステル100％
　　　マーカーコーン：ポリエチレン
［カラー］（03）レモンイエロー
　　　 （19）ピンク
　　　 （20）オレンジ
　　　 （73）ライトグリーン
［原産国］台湾
※ビブス収納メッシュ袋付
［JAN：03］4907611558028
［JAN：19］4907611558035
［JAN：20］4907611558042
［JAN：73］4907611558059

ビブス10枚（番号入り 1～10）セット
マーカーコーン20枚付
¥9,350（税込）

TEAM ITEM

（03）レモンイエロー

（19）ピンク

（73）ライトグリーン
メッシュ生地

（20）オレンジ

バックスタイル

NEW

マーカーコーン
ピンク10枚

ビブス収納メッシュ袋 マーカーコーン
イエロー10枚

■付属品
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ビブスは同一色10枚1セットです。■ さまざまなチーム競技や運動会、体育会、
　 マラソン大会やイベント等使い方いろいろ。



YOGA ITEM YOGA ITEM

SO-YGPOL
［カラー］ブルー　［サイズ］長さ：約91cm×直径：約15cm
［重さ］約600g　［材質］EVA　［原産国］台湾　［JAN］4907611544946

ヨガポール
¥6,380（税込）

■ 寝転ぶだけで肩・腰・背中がスッキリ爽快！
　 体の歪みを修正し、美しい姿勢になりませんか？

トレーニングプログラム付

SO-MATCS

ヨガマットメッシュケース
¥1,518（税込）

［サイズ］長さ：約70cm×幅：約20cm　［材質］ポリエステル100％
［原産国］中国　［JAN］4907611551159
※ヨガマットは付属しておりません。

SO-MAT70
［カラー］（1819）ローズ×ピンク・（5040）ネイビー×ライトブルー
　　　 （5204）ターコイズ×イエロー・（6319）パープル×ピンク
［サイズ］長さ：約183cm×幅：約61cm×厚さ：約6mm
［材質］TPE　［原産国］中国
［JAN:1819］4907611555072
［JAN:5040］4907611555089
［JAN:5204］4907611555096
［JAN:6319］4907611555102
※ショルダーベルト付

ヨガマット 6mm（ツートンカラー）
¥2,750（税込）

SO-MAT69
［カラー］（19）ピンク・（40）ライトブルー
　　　 （63）パープル・（90）ブラック
［サイズ］長さ：約183cm×幅：約61cm×厚さ：約6mm
［材質］TPE　［原産国］中国
［JAN:19］4907611555034
［JAN:40］4907611555041
［JAN:63］4907611555058
［JAN:90］4907611555065
※ショルダーベルト付

ヨガマット 6mm（シングルカラー）
¥2,530（税込）

SO‐ＹＧＢＬＫ
［サイズ］縦：約23cm×横：約15cm×厚さ：約7.6cm
［材質］ＥＶＡ樹脂
［カラー］（19）ピンク・（40）ライトブルー
［原産国］中国
［JAN：19］4907611555119
［JAN：40］4907611555126

ヨガブロック
¥858（税込）

SO-YOGPD
［サイズ］約19cm×19cm
［厚さ］1.3cm
［重量］約260g
［材質］TPR
［カラー］（19）ピンク
　　　 （40）ライトブルー
［原産国］台湾
［JAN：19］4907611557243
［JAN：40］4907611557250

ヨガパッド（2個入）
¥2,090（税込）

ショルダーベルト付

（1819）
（5204）（5040）

（6319）

ショルダーベルト付

（63）
（19）

（90）

（40）

（40）ライトブルー

（40）ライトブルー

（19）ピンク

（19）ピンク

■ 膝と肘の保護必需品！ ヨガのポーズを安定させ膝や肘を痛みから守るヨガパッド。
初心者にもおすすめです。

ひざの保護

ひじの保護

は在庫が無くなり次第終了となります。数量限定品

数量限定品

数量限定品

数量限定品
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YOGA ITEM & EXERCISE GOODS EXERCISE GOODS

（04）イエロー （19）ピンク （40）ライトブルー

SO-SOBL2
［カラー］（04）イエロー・（19）ピンク・（40）ライトブルー
［サイズ］23cm　［材質］PVC（塩化ビニール）　［原産国］台湾
［JAN:04］4907611524412
［JAN:19］4907611524429
［JAN:40］4907611524436

ソフトトレーニングボール 2
¥880（税込）

SO-MNFRO
［カラー］ピンク　［サイズ］長さ：約30cm×直径：約10cm
［重さ］約70g　［材質］EVA　［原産国］台湾
［JAN］4907611544939

ミニフレックスローラー
¥1,430（税込）

SO-BAL55
［カラー］レッド  ［サイズ］55cm  ［耐荷重］100kg  ［材質］PVC（塩化ビニール）
［原産国］台湾  ［JAN］4907611523484　※ポンプ付き

¥2,530（税込）

SO-BAL65
［カラー］シルバー  ［サイズ］65cm  ［耐荷重］100kg  ［材質］PVC（塩化ビニール）
［原産国］台湾  ［JAN］4907611523491　※ポンプ付き

¥2,640（税込）

エクササイズボール（カラーボックス）

SO-BAL55 SO-BAL65フットポンプ付

■ コンパクトサイズでおうちやオフィスで
　 手軽にストレッチ＆マッサージ！

エクササイズマニュアル付

（19）ピンク （41）ライトブルー （63）パープル

ソフトケトルベル（2kg）
¥3,190（税込）
SO-KTBEL

［カラー］（19）ピンク・（41）ライトブルー・（63）パープル
［重さ］約2kg
［サイズ］ハンドル部：約12.5cm　球体部：約11.5cm×16cm
［材質］ハンドル部：PP　球体部：PVC　中身：砂
［原産国］中国
［JAN:19］4907611550909　［JAN:41］4907611550916
［JAN:63］4907611550923

SO-WA025G SO-WA05G

SO-WA10G

イメージ図

SO-WA15G

SO-WA05S SO-WA10S

SO-WA15S SO-WA20S

■ 手や足首に巻いて日常生活をしながら筋力強化！！
伸縮性に優れたネオプレーンを使用しているのでフィット感抜群！！

■ ジェル入りなので、手足にジャストフィット！！

SO-WA05S
［重量］0.5kg×2　［カラー］イエロー　［サイズ］約20.0cm×7.5cm
［JAN］4907611544755

［材質］表素材：ネオプレーン  中素材：砂鉄  マジックテープ：ナイロン
［原産国］台湾

リスト＆アンクルウエイト（2個入）

¥2,200（税込）

SO-WA10S
［重量］1.0kg×2　［カラー］グリーン　［サイズ］約22.0cm×8.0cm
［JAN］4907611544762

¥2,750（税込）

SO-WA15S
［重量］1.5kg×2　［カラー］ブルー　［サイズ］約25.0cm×8.5cm
［JAN］4907611544779

¥3,190（税込）

SO-WA20S
［重量］2.0kg×2　［カラー］ブラック　［サイズ］約26.5cm×11.0cm
［JAN］4907611544786
※サイズは本体部分のみで、
　本体より外に出ているマジックテープ部分は含んでいません。

¥3,850（税込）

リスト＆アンクルウエイトジェル入（2個入）

SO-WA025G
［重量］0.25kg×2　［カラー］ピンク　［サイズ］約34.5cm×5.5cm
［JAN］4907611531076
※足首の大きさによりサイズが小さい場合があります。

［材質］表素材：ナイロン  中素材：ジェル（PVC）＋砂鉄
［原産国］台湾

¥2,750（税込）

SO-WA05G
［重量］0.5kg×2　［カラー］パープル　［サイズ］約36.5cm×6.0cm
［JAN］4907611523095
※足首の大きさによりサイズが小さい場合があります。

¥2,970（税込）

SO-WA10G
［重量］1.0kg×2　［カラー］レッド　［サイズ］約42cm×7.5cm
［JAN］4907611523200

¥4,400（税込）

SO-WA15G
［重量］1.5kg×2　［カラー］ブルー　［サイズ］約42cm×7.5cm
［JAN］4907611523217

¥5,280（税込）

ウエイトがジェルタイプ
ジェルの中に重りが入っていますので、
装着感がソフトで偏りが少ないため
使いやすく快適です。

SO-TUB13
［カラー］レッド ［強さ］ソフト
［サイズ］6mmφ×3m
［材質］TPR（合成ゴム）
［原産国］台湾
［JAN］4907611523354

SO-TUB14
［カラー］グリーン ［強さ］レギュラー
［サイズ］8mmφ×3m
［材質］TPR（合成ゴム）
［原産国］台湾
［JAN］4907611523361

SO-TUB15
［カラー］ブルー ［強さ］ハード
［サイズ］10mmφ×3m
［材質］TPR（合成ゴム）
［原産国］台湾
［JAN］4907611523378

トレーニングチューブ（ブリスター）
¥1,045（税込）

■ さまざまな運動方法により
　 腹筋・背筋・手足のシェイプアップ！！

SO-TUB13
サイズ：6mmφ×3m

SO-TUB14
サイズ：8mmφ×3m

SO-TUB15
サイズ：10mmφ×3m

エクササイズマニュアル付

は在庫が無くなり次第終了となります。数量限定品

数量限定品

数量限定品

数量限定品
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EXERCISE GOODS EXERCISE GOODS

SO-HG15K
［カラー］ピンク　［負荷］15kg
［JAN］4907611533919

［材質］スチール、PP（ポリプロピレン）
［原産国］台湾

SO-HG30K
［カラー］ライトブルー　［負荷］30kg
［JAN］4907611533933

SO-HG20K
［カラー］グリーン　［負荷］20kg
［JAN］4907611533926

ハンドグリップ
¥407（税込）

SO-HG55T
［負荷］55kg
［材質］鉄
［原産国］台湾
［JAN］4907611533940

ハンドグリップ“超ハード”
¥3,080（税込）

SO-HG30A
［負荷］30kg
［材質］スチール、PP（ポリプロピレン）
［原産国］台湾
［JAN］4907611539461

ハンドグリップカウンター付
¥935（税込）

SO-HG15S
［カラー］ピンク　［負荷］15kg
［JAN］4907611523248

［材質］スチール、PVC（塩化ビニール）
［原産国］台湾

SO-HG30S
［カラー］ブルー　［負荷］30kg
［JAN］4907611523262

SO-HG20S
［カラー］イエロー　［負荷］20kg
［JAN］4907611523255

スケルトンハンドグリップ（2個入）
¥792（税込）

■ 握力アップに！！ ■ 静音、床にやさしい接着面、ひざ保護マット付。

■ おしゃれでカラフルなスケルトングリップを採用。

■ 強さ55kgのハードタイプ。

SO-HG15K SO-HG20K SO-HG30K

SO-HG15S SO-HG30S

SO-HG20S

SO-EXPSO
［カラー］ピンク
［強さ］ソフト
［JAN］4907611544854

［サイズ］約40cm　［材質］TPR
［原産国］台湾

SO-EXPRE
［カラー］グリーン
［強さ］レギュラー
［JAN］4907611544953

SO-EXPHA
［カラー］ブルー
［強さ］ハード
［JAN］4907611544847

ソフトエキスパンダー
¥1,408（税込）

SO-BNDRE
［カラー］グリーン
［強さ］レギュラー
［サイズ］約35cm
［材質］TPR
［原産国］台湾
［JAN］4907611544977

SO-BNDHA
［カラー］ブルー
［強さ］ハード
［サイズ］約35cm
［材質］TPR
［原産国］台湾
［JAN］4907611544960

びよーんとのびーる
¥935（税込）

■ 角度付なので運動がスムーズに出来ます！■ 腹筋、背筋、腕の筋力アップ決定版！

■ 野球、バドミントン、テニス、ゴルフプレーヤー向き。
　 リストのトレーニングに最適！

SO-WB20B
［長さ］約82cm
［直径］約20cm
［材質］PVC・ナイロン
［原産国］中国
［JAN］4907611557533
※ポンプ付き

SO-WB35B
［長さ］約82cm
［直径］約24cm
［材質］PVC・ナイロン
［原産国］中国
［JAN］4907611557540
※ポンプ付き

ウォーターバッグ20L
¥9,350（税込）

ウォーターバッグ35L
¥9,350（税込）

SO-ICBGS
［サイズ］直径：15ｃｍ　［容量］約400ｍｌ
［材質］本体：ポリエステル×PVCコーティング　フタ：ポリプロピレン
［原産国］中国
［JAN］4907611555454

アイスバッグ S
¥968（税込）

ひざ保護マット付き

■ 体幹トレーニングの決定版！

■ スポーツ後のクールダウン、熱中症対策に！

収納時

SO-PUBAR
［サイズ］長さ：22.5cm×幅：14.5cm
［材質］PP、NBR、PVC
［原産国］台湾
［JAN］4907611548005
※1セット2台入

プッシュアップバー
角度付［2台入］
¥1,628（税込）

SO-GBALL
［材質］PC、ABS
［原産国］台湾
［JAN］4907611540207

ぐるんぼ～る
¥1,518（税込）

SO-FKNRO
［サイズ］ローラー直径：12cm　横幅：29cm
［重さ］約360g
［材質］ローラー外側：PVC グリップ：PVC
ローラー内側：PP パイプ：鉄
［原産国］台湾
［JAN］4907611548166

腹筋ローラー
¥1,430（税込）

SO-FKNSE
［サイズ］グリップ：幅約30cm　ホイール：直径約15cm
　　　  タイヤ：幅約3cm×2個　ひざ保護マット：約34cm×16cm×1cm
［重さ］約300g
［材質］ホイール：外側 EVA　内側：PP　グリップ：PVC・アルミニウム・TPR・PP
　　　ひざ保護マット：EVA
［原産国］台湾
［JAN］4907611558066

腹筋ローラー［静音］
¥1,628（税込）

NEW

は在庫が無くなり次第終了となります。数量限定品

数量限定品 数量限定品

数量限定品

数量限定品

数量限定品
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ポンプ付き

は在庫が無くなり次第終了となります。数量限定品



■ 重量が軽く、フェンスの足が回転をするので収納に便利です！！

卓球フェンス ［1枚入］
¥5,390（税込）
SO-FENCE

［サイズ］高さ75cm×幅140cm
［ポール直径］約15mm　［重さ］約1.3kg
［材質］ポール：鉄　カバー：ポリエステル
［原産国］中国　［JAN］4907611536514

■ 組立簡単！ 3～5分でクイックセットアップ。
　 軽くて持ち運びに便利。
フットサルゴール&ミニサッカーゴール（クイックタイプ）
¥10,780（税込）（1台の単価になります）

SO-FGOAL
［サイズ］縦：約200cm×横:約300ｃｍ
［梱包サイズ］縦：120cm×横：11cm×高さ：20.5ｃｍ
［本体重量］6.1kg
［材質］ポール：スチール＆グラスファイバー　ネット：ポリエチレン
［原産国］中国　［JAN］4907611555409
※ペグ付

持ち運びに便利な 収納袋付

スチールポール収納時

■ サッカーのキック練習に！
　 5段階の本体角度調節が出来ます。
リバウンドくん
¥9,680（税込）（1台の単価になります）

SO-RBUD2
［サイズ］縦：約180cm×横：約120ｃｍ
［梱包サイズ］縦：81cm×横：6.2cm×高さ：34ｃｍ
［本体重量］8.0kg
［材質］ポール：スチール
　　　ネット：ポリエチレン
［原産国］中国
［JAN］4907611555416

■ 組み合わせによりドリブル練習、ミニゴール、コーナーポストの3タイプの使い方が出来ます。
サーキットポール＆コーナーポスト
¥6,490（税込）
SO-SKPOL

［サイズ］完成品の高さ（80cm×2本連結式=160cm）４組
　　　  ポールの径25ｍｍφ
［梱包サイズ］縦：27.5cm×横：11cm×高さ：85ｃｍ
［材質］ポール・ポールベース・クリップ：ABS樹脂　旗：ナイロン
［本体重量］3.1kg　［原産国］中国
［JAN］4907611555423

ペグ付

持ち運びに便利な 収納袋付
ポールベース裏側

※砂を入れると安定します。

EXERCISE GOODS EXERCISE GOODS

クルッと
回転させるだけで
20cmと30cmの
2段階に!!

20cm 30cm

持ち運びに便利な 収納袋付

持ち運びに便利な 収納袋付

トレーニングラダーセット
¥4,400（税込）
SO-TRRDS

［サイズ］長さ6m×幅42cm
［重さ］約1kg　［材質］ポリプロピレン・ポリエチレン
［原産国］台湾　［JAN］4907611553139
［付属品］マーカーコーン
　　　　直径：約19cm
　　　　カラー：ブルー・ピンク 各10枚

■ 嬉しいマーカーコーン20枚付でお得感満載！
　 俊敏な動作を養うアイテム

ミニハードル ［5台入］
¥5,390（税込）
SO-MNHDR
［サイズ］幅46cm×高さ30cm＆20cm×奥行25cm(使用時）
［重さ］約2kg　［材質］ポリプロピレン
［原産国］台湾
［JAN］4907611553122

■ 走力＆跳躍力を鍛える！

フラットマーカー ［15cm］
¥4,070（税込）
SO-FRTMK

［サイズ］直径約15cm　厚さ0.3ｃｍ
［重さ］約1.1kg  約45g（1枚あたり）
［材質］サーモ・プラスチック・ラバー（ＴＰＲ）
［ディスク］レッド・ホワイト・イエロー　各8枚
［原産国］台湾
［JAN］4907611553146

■ ゴム製で滑りにくく風にも影響されないため屋外練習、屋内練習共におススメです。
フラットマーカー ［20cm］
¥4,070（税込）
SO-FMK20

［サイズ］直径：約20cm　厚さ：約0.3cm
［重さ］約1.5kg  約75g（1枚あたり）
［材質］サーモ・プラスチック・ラバー（ＴＰＲ）
［ディスク］レッド・イエロー　各10枚
［原産国］台湾
［JAN］4907611555232

マーカーコーン ［50枚入］
¥3,300（税込）
SO-MKCON
［サイズ］直径約19cm×高さ約5cm（1枚サイズ）
［スタンドの高さ］約32cm　［重さ］約1.6kg  約27g（1枚あたり）
［材質］ディスク：ポリエチレン　スタンド：スチール　メッシュバッグ：ポリエステル
［ディスク］ブルー・ピンク・イエロー・ホワイト・レッド　各10枚
［原産国］中国　［JAN］4907611536460

■ 人気のマーカーコーンがリニューアル

マーカー直径
15cm×24枚入

マーカー直径
20cm×20枚入

連結

ラダーを複数で使用する場合は
連結出来ます。

組立動画は
こちらから

送料 ¥704（税込）（1台単位）※注1
離島、北海道、沖縄を除く。

送料 ¥704（税込）（1台単位）※注1
離島、北海道、沖縄を除く。

※注１　一部地域は追加送料がかかる場合があります。　※送料は、変更になる場合がございます。ご了承下さい。41 42


