
SW-2750
レディスフィットパンツ    ¥4,950（税込）
●サイズ：S・M・L・O
　　　　（90）・（9027）は8サイズ展開　SP・S・MP・M・LP・L・OP・O
●裾幅：23.5cm（M寸） 　股下：70cm（M寸）
　SP・MP・LP・OPは通常のサイズより股下が3cm短くなっております。
●素材：ポリエステル100％
●カラー： （5141）ネイビー/サックスラメ
　　  　 （7518）ダークチャコール/ピンクラメ
　　　　（90）ブラック
　　  　 （9027）ブラック/ピンクラメ
　　  　 （9041）ブラック/サックスラメ

●日本製

　　日本バドミントン協会審査合格品

Long Pants
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吸汗
速乾 ストレッチ

LADY’S

（9027）
ブラック/ピンクラメ

こちらのカラーは
8サイズ展開です。

こちらのカラーは
8サイズ展開です。

（5141）
ネイビー/サックスラメ

（7518）
ダークチャコール/ピンクラメ

（90） 
ブラック

（9041）
ブラック/サックスラメ

股下が選べるプライベートサイズ

股下が選べるプライベートサイズ

ストレッチ抜群!!!  驚く程の動きやすさ。

■ シルエットがきれい。

■ 上質なポリエステル素材で、
　 さらっと爽快、速乾機能あり。

■ 控えて目な大人っぽいラメ感もおすすめ。
　 ポケットの深さも大好評。

※20㎝のスソ幅が軽く25㎝にのびます!

抜群のストレッチ力

（90）ブラック

（50）ネイビー （58）プリズマブルー

Training Wear

SW-1755 SW-2715
ウォームアップシャツ　¥6,380（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●素材：ポリエステル90％・綿10％（DIAMOND LOOP）
●カラー：（45）ブルー・（50）ネイビー
　　　   （58）プリズマブルー・（90）ブラック
●日本製

カットパンツ　¥5,280（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●裾幅：14cm（M寸）　股下：68cm（M寸）
●素材：ポリエステル90％・綿10％（DIAMOND LOOP）
●カラー：（45）ブルー・（50）ネイビー
　　　   （58）プリズマブルー・（90）ブラック
●日本製

（50）
ネイビー

（45）
ブルー

（58）
プリズマブルー

（90）
ブラック

（50）
ネイビー

（45）
ブルー

（58）
プリズマブルー

（90）
ブラック

しなやかな着用感と
快適な肌触り。
はきやすくウォーキング・
トレーニングに最適。

Training Wear

サラっとした爽快感のある
素材〈アクアドライ®〉を使用した
ウォームアップタイプの
トレーニングウェア。

保温吸汗
速乾 保温吸汗

速乾
再帰
反射

SW-1741
ウォームアップシャツ　¥5,610（税込）
●サイズ：S・M・L・O
●素材：ポリエステル100％（AQUADRY®）
●カラー：（50）ネイビー・（58）プリズマブルー
　　　　（90）ブラック
●日本製

再帰
反射

吸汗
速乾

再帰
反射

吸汗
速乾

ストレートパンツ　¥4,620（税込）
●サイズ：S・M・L・O
●裾幅：20.5cm（M寸）　股下：74cm（M寸）
●素材：ポリエステル100％（AQUADRY®）
●カラー：（50）ネイビー・（58）プリズマブルー
　　　   （90）ブラック
●日本製

SW-2741

（50）
ネイビー

（58）
プリズマブルー

（90）
ブラック

SW-2731
カットパンツ　¥4,400（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●裾幅：17cm（M寸）　股下：68cm（M寸）
●素材：ポリエステル100％（AQUADRY®）
●カラー：（50）ネイビー
　　　   （58）プリズマブルー
　　　   （90）ブラック
●日本製

サラっとした爽快感のある
素材〈アクアドライ®〉を使用した
ウォームアップタイプのトレーニングウェア。

再帰
反射

吸汗
速乾

再帰
反射

吸汗
速乾

SW-1731
ウォームアップシャツ
¥5,280（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●素材：ポリエステル100％（AQUADRY®）
●カラー：（50）ネイビー
　　　   （58）プリズマブルー
　　　   （90）ブラック
●日本製

Training Wear

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

売れてます！！
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Bag

保温吸汗
速乾

SW-2820

SW-2661

ハーフパンツ（ポケット付）　¥3,520（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●股下：22.5cm（M寸）
●素材：ポリエステル90％・綿10％（DIAMOND LOOP）
●カラー：（45）ブルー
　　　　（50）ネイビー
　　　　（58）プリズマブルー
　　　　（90）ブラック
●日本製

ジュニアハーフパンツ（ポケット付）
¥3,300（税込）
●サイズ：120・130・140・150cm
●股下：20cm（150cm）
●素材：ポリエステル90％・
　　　 綿10％（DIAMOND LOOP）
●カラー：（50）ネイビー
　　　  （58）プリズマブルー
　　　  （90）ブラック
●日本製

（50）ネイビー

（58）プリズマブルー （90）ブラック

保温吸汗
速乾

SW-2562
クォーターパンツ（ポケット付）

¥2,970（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●股下：13cm（M寸）
●素材：ポリエステル90％・綿10％
　　　（DIAMOND LOOP）
●カラー：（50）ネイビー
●日本製

SW-1000
シューズ袋（1クミ10枚入り）

¥385（税込）（1枚）
●サイズ：F フリー（横30cm×縦40cm）
●素材：ポリエステル100%
●カラー：（04）イエロー
　　　  （23）レッド
　　　  （45）ブルー
　　　  （82）グリーン
●中国製

Quarter Pants

（50）ネイビー

（04）イエロー

Half Pants

Half Pants

裏地にコットンを使用しているので、肌触り良く、大好評！！！
日本製で素材も厚手でしっかり。 おすすめです！！！ ロングセラー商品！！！

（45）ブルー

（23）レッド （82）グリーン

（50）ネイビー（45）ブルー

（58）プリズマブルー （90）ブラック

着心地バツグン！ スポーツやアフターに最適な長袖Tシャツ・トレーナー！

（01）
ホワイト

（19）
ピンク

（99）
グレーモク

（50）
ネイビー

（99）
グレーモク

SW-1231
裏毛トレーナー　¥4,400（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●素材：綿100％（30/10裏毛）
●カラー：（01）ホワイト・（19）ピンク
　　　   （50）ネイビー・（97）ホワイトモク
　　　   （99）グレーモク
●日本製

Tops

スポーツに重要な機能〈吸汗・速乾〉を備えたTシャツ。
着心地がよくインナーに、またアウターにと、オールラウンドにこたえてくれる。

SW-1396
Tシャツ　¥2,200（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●ジュニアサイズ：130・140・150cm
●素材：ポリエステル100％（SOEAL® LUMIACE®）
●カラー：（01）ホワイト
　　　   （50）ネイビー【SW-1396N】
　　　   （90）ブラック
●日本製

T-Shirt

吸汗
速乾

UV
ブロック

UPF
50+

（50）ネイビー
【SW-1396N】

（01）ホワイト （90）ブラック

ラフスケッチから

パソコンに取り込み、
修正・着色

デザインを確認
デザイン確認後Tシャツに
昇華転写プレス加工

1

2

3

出来上がり出来上がり

1ヶ所

1～9枚 10～19枚 20枚以上

2ヶ所

3ヶ所

￥1,900（本体価格）＋税 ￥1,500（本体価格）＋税 ￥1,300（本体価格）＋税

￥3,800（本体価格）＋税 ￥3,000（本体価格）＋税 ￥2,600（本体価格）＋税

￥5,700（本体価格）＋税 ￥4,500（本体価格）＋税 ￥3,900（本体価格）＋税

■ プリント価格（価格は税込価格です。Tシャツの価格は含まれておりません。）

昇華プリント
Tシャツ本来の機能を損なう事なく、何色でも
プリント可能です！

SW-1367
Tシャツ　¥1,650（税込）
●サイズ：S・M・L・O・XO
●素材：ポリエステル100％
●カラー：（01）ホワイト
●中国製

T-Shirt

吸汗
速乾

（01）
ホワイト

15 16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



SW-2847
インナースパッツ　¥2,090（税込）
●サイズ：S・M・L・O
●ジュニアサイズ：130・140・150cm
●裾幅：19cm（L寸）　股下：13cm（150cm）
●素材：ポリエステル85％・ポリウレタン15％（2WAY）
●カラー：（01）ホワイト・（04）イエロー・（42）ブルー
　　　   （50）ネイビー・（82）グリーン・（90）ブラック
●中国製

Inner Spats

SW-2848
ロングタイツ　¥2,860（税込）
●サイズ：S・M・L・O
●ジュニアサイズ：130・140・150cm
●股下：69cm（L寸）/59cm（150cm）
●素材：ポリエステル85％・ポリウレタン15％（2WAY）
●カラー：（01）ホワイト・（04）イエロー
　　　   （42）ブルー・（50）ネイビー
　　　   （82）グリーン・（90）ブラック
●中国製

Long Tights

（01）ホワイト

（01）ホワイト

（50）ネイビー

（50）ネイビー

（42）ブルー （82）グリーン

（42）ブルー

（90）ブラック

（82）グリーン

（90）ブラック

（04）イエロー

（04）イエロー

S
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ウエスト
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S
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M L O 130 140 150サイズ

ウエスト

股下

（cm）

様々なスポーツで使えるインナースパッツ。
ストレッチが効いていて快適です。

程よいストレッチが快適な
ロングタイツ。

SW-2827
プラクティスパンツ （オープン価格）
●サイズ：S・M・L・O
●ジュニアサイズ：130・140・150・160cm
●裾幅：20cm（L寸）　股下：16.5cm（150cm）
●素材：ポリエステル100％
●カラー：（01）ホワイト・（45）ブルー・（90）ブラック
●中国製

Practice Pants

（01）ホワイト

（45）ブルー

（90）ブラック

Inner Shirt

SW-1317
インナーシャツ （オープン価格）
●サイズ：S・M・L・O
●ジュニアサイズ：130・140・150・160cm
●素材：ポリエステル100％
●カラー：（01）ホワイト
　　　   （90）ブラック
●中国製

（01）ホワイト （90）ブラック

サラサラした素材で着心地が良い、マルチに使えるインナーシャツ。
スピードウィンの大ヒット商品！！！

ALLシーズン使用出来、様々なスポーツに使えるシンプルなデザイン。
スピードウィンの大人気プラクティスパンツ。
サイズも豊富な定番人気商品。
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SW-NS10
サッカーストッキング　¥1,100（税込）
●サイズ：19-21cm/22-24cm/25-27cm
●素材：ポリエステル・ポリウレタン
●カラー：（01）ホワイト
　　　   （04）イエロー
　　　   （20）オレンジ
　　　   （23）レッド
　　　   （28）エンジ
　　　   （41）サックス
　　　   （42）ブルー
　　　   （50）ネイビー
●日本製

（82）グリーン
（90）ブラック
（0123）ホワイト×レッド
（0142）ホワイト×ブルー
（0190）ホワイト×ブラック
（2301）レッド×ホワイト
（4201）ブルー×ホワイト
（9001）ブラック×ホワイト

Socks

トレーニング・試合にもおすすめ！！！
内側にポリウレタンを入れ
フィット性を高めた薄手タイプ。
アーチサポートも付いており、
快適に動いて頂けます。

（28）エンジ

アーチサポート

内側にFTY（ポリウレタン）を入れ
フィット性を高めた薄手タイプ

19 20
はご発注頂いてから10～14日で届きます。受注生産カラー

受注生産カラー

（01）ホワイト （04）イエロー （20）オレンジ （23）レッド

（41）サックス（42）ブルー （50）ネイビー （82）グリーン

（90）ブラック （0123）ホワイト/レッド （0142）
ホワイト/ブルー

（0190）
ホワイト/ブラック

（2301）
レッド/ホワイト

（4201）
ブルー/ホワイト

（9001）
ブラック/ホワイト

受注生産カラー

受注生産カラー 受注生産カラー 受注生産カラー

受注生産カラー受注生産カラー

再帰
反射

UV
ブロック

吸汗
速乾

ストレッチ

保温

SIZE LIST


