
28 29「★」マークはおすすめ度を表しています。「★」マークはおすすめ度を表しています。

★★★★★  LYZ-1882 ￥1,600（本体価格）＋税　ベルト/一般（裏付）
★★★★★  LYZ-1886 ￥1,400（本体価格）＋税　ベルト/ジュニア（裏付）
●サイズ/（一般）39mm巾×100cm（ウェスト）　（ジュニア）/34mm巾×80cm（ウェスト）
●カラー/（23）レッド・（47）パステルブルー・（50）ネイビー・（90）ブラック　●素材名/表：合皮　裏：合皮　●中国製

★★  LYZ-1896 ￥2,300（本体価格）＋税　パワフルベルト/一般
●サイズ/（一般）39mm巾×95cm（ウェスト）　●カラー/（（50）ネイビー・（90）ブラック　●素材名/表：合皮　裏：合皮　●中国製

ベルト

PAD & BELT & STOCKINGS
ベースボールキャップ

★★★★★
LYZ-1810
￥1,600（本体価格）＋税
練習帽子
●サイズ/
　S（54）・M（56）・L（58）・
　O（60）・XO（62）
●カラー/（00）ホワイト
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

■ ベースボールキャップ ■ ベルト
■ 補強パッド ■ ストッキング

補強パッド

ヨコ伸び

タ
テ
伸
び

タ
テ
伸
び

TRAINING UNIFORM ■ トレーニングユニフォーム

★★★
LUO-780S
シャツのみ（大人用）
￥4,400（本体価格）＋税
●サイズ/S･M･L･O･XO
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

★★★★★
LUO-780P
パンツのみ（大人用）
￥5,500（本体価格）＋税
●サイズ/S･M･L･O･XO
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

★★★★★
LUO-780SP
ショートフィットパンツ（大人用）
￥5,500（本体価格）＋税
●サイズ/S･M･L･O･XO
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

LUO-780WP
ニットユニフォーム
（冬用ウォーマーズパンツ）
￥5,800（本体価格）＋税
●サイズ/S･M･L･O･XO
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

★★★
LUJ-740S
シャツのみ（ジュニア用）
￥3,800（本体価格）＋税
●サイズ/130･140･150･160
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

★★★★★
LUJ-740P
パンツのみ（ジュニア用）
￥4,800（本体価格）＋税
●サイズ/130･140･150･160
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

★★★★★
LUJ-740SP
ショートフィットパンツ（ジュニア用）
￥4,800（本体価格）＋税
●サイズ/130･140･150･160
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

更に素材ボリュームアップで耐久性バツグン！

トレーニングユニフォーム
リニューアル！

★★★★
LYZ-4640
￥700（本体価格）＋税
ヒップ用補強パッド
（ジュニア用）
●カラー/（00）ホワイト 
（裏面アイロン取付シート付） 
●中国製

★★★
LYZ-4620
￥750（本体価格）＋税
ヒップ用補強パッド
（大人用）
●カラー/（00）ホワイト
（裏面アイロン取付シート付） 
●中国製

★★★
LYZ-4645
￥650（本体価格）＋税
膝用補強パッド（ジュニア用）

★★★★★
LYZ-4645SP
￥1,000（本体価格）＋税
ジュニア膝用補強パッド（2枚セット）
●カラー/（00）ホワイト 
（裏面アイロン取付シート付） 
●中国製

★★★
LYZ-4625
￥700（本体価格）＋税
膝用補強パッド（大人用）

★★★★★
LYZ-4625SP
￥1,200（本体価格）＋税
大人膝用補強パッド（2枚セット）
●カラー/（00）ホワイト 
（裏面アイロン取付シート付） 
●中国製
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パッド裏面
（アイロン取付シート付） パッケージイメージ

ヒップ部分パイルニット素材
二重構造
ヒップ部分はパイルニット素材の二重構造で作ら
れていますので衝撃吸収が特に優れています。

ヒザ部分より裾にかけて二重構造で作られて
います。

●スライディングの衝撃を
　 ソフトに。
●滑りの良い素材を中間層
　に入れ、滑らかな動きと
　運動が可能。

●表地が破れても裏面がしっかりとサポート
　します。
●スライディングの「衝撃を緩和」。
●別売のサイズに合うヒザ用パッドを生地と生地の
間に装着する事で更に「丈夫」になり見た目も
　「綺麗」になります。

※ショートフィットパンツには二重補強はありません。

ヒザ部分二重構造！

ソフトタッチ
当社従来品に比べ、よりソフ
トで快適な着心地を実現しま
した。

快適素材
採 用

乾きの速い快適素材を採用。
水や汗を素早く吸収、発散
します。

防汚加工

防汚加工
汚れにくい防汚加工採用。快
適さが従来品に比べより長
持ちします。

優れた
ストレッチ性

タテ方向、ヨコ方向にストレッ
チ。腕の上下運動、屈伸運動
を楽にサポートします。体型や
激しい動作も気にすることな
く、快適にプレイを楽しめます。

裏部分バックル部分にミゾがある為
ピンの凹凸がありません。

オーダーメイドストッキング

ストッキング
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大人用 大人用

14cm 16cm

★★★
LYZ-3849
￥850（本体価格）＋税★
ストッキング（レギュラーカット）
●カラー/
　（01）ホワイト・（23）レッド
　（28）エンジ・（43）D.ブルー
　（45）ロイヤルブルー・（50）ネイビー
　（82）グリーン・（90）ブラック
●素材名/ 
　ナイロン（※（01）のみポリエステル）

11cm 13cm

★★★★★
LYZ-3856
￥950（本体価格）＋税★
ストッキング（ローカット）
●カラー/
　（50）ネイビー・（90）ブラック
●素材名/ 
　ポリエステル・ポウレタン

★★★★★
LYZ-3852
￥1,100（本体価格）＋税★
ストッキングローカット
（ローカット ロング丈）
●カラー/
　（01）ホワイト・（50）ネイビー
　（90）ブラック
●素材名/ 
　ポリエステル・ポウレタン

12cm 14cm

★★★★★
LYZ-3854
￥750（本体価格）＋税★
ストッキング
（少年用レギュラーカット）
●カラー/
　（50）ネイビー・（90）ブラック
●素材名/ 
　ポリエステル・ ポウレタン

12cm 14cm

★★
LYZ-3855
￥750（本体価格）＋税★
ストッキング
（ジュニア･女子用レギュラーカット）
●カラー/
　（01）ホワイト・（23）レッド　　
　（28）エンジ・（43）D.ブルー　
　（45）ロイヤルブルー・（50）ネイビー   
　（82）グリーン・（90）ブラック
●素材名/ナイロン（※（01）のみポリエステル）

LYZ-1859A
￥1,700（本体価格）＋税★
ローカットタイプストッキング
■素材名/ナイロン100％
※ローカットの場合、
　ラインの位置が下がります。

LYZ-1859B
￥1,700（本体価格）＋税★
ミドルカットタイプストッキング
■素材名/ナイロン100％

●納期は、約2週間で、初回の発注は9足以上とさせていただきます。●カラーは、ＡＢＣの3色以外の配色はできません。

ラインパターンA.B.Cのカラーをお選びください。

Type.1 Type.2 Type.3 Type.4 Type.5 Type.6 Type.7

記載のラインタイプ1～7の中からお選びください。

（01）ホワイト（04）イエロー（20）オレンジ（23）レッド（28）エンジ（33）パープル（43）Ｄ.ブルー（45）ロイヤルブルー（82）グリーン（50）ネイビー（90）ブラック

（01）ホワイト （23）レッド （28）エンジ （43）D.ブルー （45）ロイヤルブルー （50）ネイビー （82）グリーン （90）ブラック

腰から膝上まで裏付起毛素材を装着しているため保温性が有ります。
冬場の練習時に最適です！

裏後身裏前身

LUJ-740WP
ニットユニフォームジュニア
（冬用ウォーマーズパンツ）
￥5,500（本体価格）＋税
●サイズ/130・140・150・160
●カラー/（00）ホワイト 
●素材名/ポリエステル100％
●中国製

約6cm

約52cm

（従来品：LYZ-3856） （LYZ-3852）

※従来品のサイズより（LYZ-3856比）
　約6cm長いショート丈パンツに対応出来る
　仕様となっています。（全寸約52cm）



アンダーソックスセット
★★★★★
LYZ-5846SP
￥1,200（本体価格）＋税
アンダーソックス
3足組セット
（中厚）
●サイズ/25.0～28.0cm
　　　   22.0～25.0cm
　　　   19.0～22.0cm
●素材名/綿
　　　　 アクリル
　　　　 その他
●タイ製

★★★
LYZ-4849SP
￥1,400（本体価格）＋税
5本指アンダーソックス
2足組セット（中厚）
●サイズ/25.0～28.0cm
●素材名/綿
　　　　  アクリル
　　　　 その他

★★★★★
LYZ-4890SP
￥1,500（本体価格）＋税
カラーアンダーソックス
2足組セット
（厚手）
●サイズ/25.0～28.0cm
●素材名/綿
　　　　  ナイロン
　　　　  その他
●カラー/（50）ネイビー
　　　   （90）ブラック

★★★
LYZ-4893SP
￥1,200（本体価格）＋税
カラーアンダーソックス
2足組セット
（ジュニア厚手）
●サイズ/22.0～25.0cm
●素材名/綿
　　　　 ナイロン
　　　　 その他
●カラー/（50）ネイビー
　　　   （90）ブラック

★★★★
LYZ-5890SP
￥1,600（本体価格）＋税
5本指カラーアンダーソックス
2足組セット
（厚手）
●サイズ/25.0～28.0cm
●素材名/綿
　　　　 ポリエステル
　　　　 その他
●カラー/（50）ネイビー
　　　   （90）ブラック

★★★★★
LYZ-2841SP
￥1,500（本体価格）＋税
アンダーソックス3足組セット
（長中厚）
●サイズ/25.0～28.0cm

LYZ-2843SP
￥1,200（本体価格）＋税
アンダーソックス3足組セット
（ジュニア中厚レギュラー）
●サイズ/22.0～25.0cm

LYZ-2845SP
￥1,200（本体価格）＋税
アンダーソックス3足組セット
（ジュニア中厚小サイズ）
●サイズ/19.0～22.0cm
●素材名/綿・アクリル・ポリエステル
　　　　 ポリウレタン

汚れが目立たない
黒底タイプ

SOCKS & ACCESSORIES& BASE

アンダーソックス
★★
LYZ-3890 【限定品】
￥1,000（本体価格）＋税
カラーアンダーソックス
●サイズ/25.0～28.0cm
●素材名/綿
　　　　 ポリエステル
　　　　 ナイロン
　　　　 ポリウレタン
●カラー/（23）レッド・（28）エンジ
　　　　（43）D.ブルー・（45）ロイヤルブルー
　　　　（50）ネイビー・（82）グリーン
　　　　（90）ブラック

★★
LYZ-3841
￥550（本体価格）＋税
アンダーソックス
●サイズ/25.0～28.0cm
●素材名/綿
　　　　 アクリル
　　　　 ポリエステル
　　　　 ポリウレタン

★★
LYZ-3843
￥450（本体価格）＋税
アンダーソックス
（ジュニア･女子用）
●サイズ/22.0～25.0cm
●素材名/綿
　　　　 アクリル
　　　　 ポリエステル
　　　　 ポリウレタン

★★
LYZ-3845
￥450（本体価格）＋税
アンダーソックス
（ジュニア･女子用）
●サイズ/19.0～22.0cm
●素材名/綿
　　　　 アクリル
　　　　 ポリエステル
　　　　 ポリウレタン

中厚

口先のホツレ、ヨレを防止。
耐久性に優れた「折り返し
2重設計」。

ズリ上がりを抑え、フィット感
を持続。

ズリ落ちを抑え、フィット感を
持続。

（23）
レッド

（28）
エンジ

（43）
Ｄ.ブルー

（45）
ロイヤルブルー

（50）
ネイビー

（82）
グリーン

（90）
ブラック

口先のホツレ、ヨレを防止。
耐久性に優れた
「折り返し2重設計」。

■ ベース■ アンダーソックス 
■ アクセサリー

★★★★   LBK-1495 オープン価格 青タモ実打可能トレーニングバット
　　　　　　　　　　 ●素材名：青タモ ●長さ：85cm ●重さ：1050g平均 ●太さ：64φ平均 ●カラー：（2800）エンジ/白木・（5400）パステルネイビー/白木

★★★★★   LBK-1479 オープン価格 合竹バット　●素材名：合竹 ●長さ：84cm ●重さ：900～1,000g ●太さ：64φ平均 ●カラー：（01）白木・（9023）ブラック/アメリカンレッド
★★★★★   LBK-1479J オープン価格 中学向け合竹バット　●素材名：合竹 ●長さ：83cm ●重さ：850g平均 ●太さ：64φ平均 ●カラー：（01）白木・（9023）ブラック/アメリカンレッド
★★★★★   LBK-1479L オープン価格 少年用合竹バット　●素材名：合竹 ●長さ：2仕様あり（78cm/670～690g平均）・（80cm/730～770g平均） ●太さ：55φ平均
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●カラー：（01）白木・（9023）ブラック/アメリカンレッド

★★★   LBK-1481 ￥6,200（本体価格）＋税 ヘビーウエイトトレーニングバット
　　　　　　　　●素材名：白木 ●長さ：85cm ●重さ：ブラウン/1,200g平均・ブラック/1,300g平均 ●太さ：64φ平均 ●カラー：（6000）ブラウン/白木・（9000）ブラック/白木

★★★★★   LBN-1500　  ￥6,800（本体価格）＋税 長尺素振り用トレーニングバット
　　　　　　　　　　　　  ●素材名：朴 ●カラー：（90）ブラック・（01）ホワイト〈120cmのみ〉 ●太さ：65φ ●長さ：3仕様あり（110cm/1,000g平均）･（115cm/1,050g平均）･（120cm/1,100g平均）

★★★★★   LBN-1500JL ￥6,800（本体価格）＋税 軽量型長尺トレーニングバット
　　　　　　　　　　　　 ●素材名：朴 ●カラー：（90）ブラック・（01）ホワイト ●太さ：50φ ●長さ：2仕様あり（100cm/500g平均）･（120cm/700g平均）

★★★★★   LBK-1458 オープン価格 合竹トレーニングバット（BIGグリップ［38φ］）
　　　　　　　　　　　　  ●素材名：合竹 ●長さ：84cm/1,150g平均 ●太さ：62φ平均 ●カラー：（9023）ブラック/アメリカレッド

★★★★★   LBK-1457 オープン価格 合竹トレーニングバット（LLグリップ［30φ］）
　　　　　　　　　　　　  ●素材名：合竹 ●長さ：2仕様あり（83cm/1,050kg平均）・（84cm/1,100g平均） ●太さ：63φ平均 ●カラー：（9000）ブラック/白木

★★★★★   LBK-1456 オープン価格 合竹トレーニングバット（Lグリップ［27φ］）
　　　　　　　　　　　　  ●素材名：合竹 ●長さ：2仕様あり（83cm/950kg平均）・（84cm/1,000g平均） ●太さ：63φ平均 ●カラー：（00）白木

パワーと技術が身に付く長尺バット

バットコントロールやリストターントレーニングに最適！

トレーニングバット

TRAINING BAT ■ トレーニングバット

グラブ & ミットアフターケア用品
★★★★★
LYZ-2025
￥450（本体価格）＋税
ロージンバッグ
●70g
●出荷単位／1ダース（12ヶ入）

しっかり芯に当てる練習を！
野球専用シャトル

トレーニングシャトル

★★★★★

LYZ-SH40
￥4,500（本体価格）＋税
トレーニングシャトル 40個入り（カゴ付）
●サイズ／直径（ヘッド）2.5cm×長さ6.5cm

ハイスピリットベース

ソフト用ベース

LYZ-1985
￥33,000（本体価格）＋税
ハイスピリットベース
●合成ゴム ●サイズ／38.1×38.1×7cm
●釘別売

LYZ-1983
￥11,500（本体価格）＋税
ハイスピリットベース（1枚のみ）

LYZ-1986
￥30,000（本体価格）＋税
少年用ハイスピリットベース
●合成ゴム ●サイズ／35.6×35.6×7cm
●釘別売

LYZ-1989
￥9,300（本体価格）＋税　
ハイスピリットベース用釘
●LYZ-1985,1986専用  ●グランド固定式 
●1セット/6本

LYZ-1982
￥3,200（本体価格）＋税
ハイスピリットベース用釘 ●2本のみ

LYZ-1988
￥12,600（本体価格）＋税
オレンジベースのみ

ハイスピリット Wベース
LYZ-1987
￥26,000（本体価格）＋税
●ソフトボール協会公認
●一枚のみ

30 「★」マークはおすすめ度を表しています。 31「★」マークはおすすめ度を表しています。



32 33「★」マークはおすすめ度を表しています。

TRAINING BAT & ACCESSORIES

A.甲子園
への道

 

B.一球
入魂

C.根性 D.闘魂 E.忍耐 F.己に
勝つ

 L.絆 M.好球
必打

★★   LBN-1565 ￥5,200（本体価格）＋税 軟式木製ノックバット
　　　　　　●素材名：朴 ●長さ：91cm ●重さ：510g平均

★

★★★   LBK-1470 ￥5,800（本体価格）＋税　硬式木製ノックバット（フィンガータイプ）
　　　　　　　　●素材名：青タモ材フィンガー ●長さ：91cm ●重さ：600g平均 ●カラー：（90）ブラック

★★   LBK-1477 ￥5,800（本体価格）＋税　硬式木製ノックバット（フィンガータイプ）
　　　　　　●素材名：青タモ材フィンガー ●長さ：86cm ●重さ：600g平均 ●カラー／（9001）ブラック/白木

★★★★★   LBN-1595M ￥3,800（本体価格）＋税 軟式用文字入りトレーニングバット（軟式実打可能）
　　　　　　　　　　　　 ●素材名：青タモ ●長さ:85cm ●重さ:1,000g平均 ●太さ：64φ ●8種類  A:甲子園への道 B:一球入魂 C:根性 D:闘魂 E:忍耐 F:己に勝つ

★★★★★   LBK-1597M ￥3,600（本体価格）＋税 ジュニア用実打可能トレーニングバット
　　　　　　　　　　　　  ●素材名：青タモ ●長さ:80cm ●重さ:730g平均 ●太さ：60φ

トレーニングバット

アクセサリー

LYZ-TB060
￥34,000（本体価格）＋税
ヘルメット掛付
バットスタンド 4型
●本体サイズ／
　高さ  約1,240×
　幅    約680×
　奥行 約610mm
●収納時サイズ／
　高さ  約1,310×
　幅    約680×
　奥行 約260mm
●重量／約11kg
●中国製
●運送費別途

キャスター付で移動もラクラク
軽量化されて、収納も簡単
●ヘルメット9個バット9本収納可能
●上部ヘルメット掛けは分割可能
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LYZ-TB068
￥185,000（本体価格）＋税
LEDカウント無線式
●本体サイズ／
　高さ 約360×幅 約500×奥行 約30mm（突起物除く）
●コントローラーサイズ／
　高さ 約32.5×幅 約74×奥行 約120mm（突起物除く）
●無線周波数帯／2.4GHz
●重量／本体 約1.7kg・コントローラー 約175g
●専用ACアダプター（15V 1.6A） 付属
●運送費別途

※このページの商品で「運送費別途」の記載のない商品は、運賃込みの価格となります。

表示点灯にLED電球を使用
従来品より長寿命かつ軽量化

コントローラー

専用
ACアダプター

※点灯イメージ

※無線コントローラー
  （電源100Vは有線）

LYZ-TB058
￥280,000（本体価格）＋税
LED得点板
●全体サイズ／
　高さ 約1,760×幅 約1,140×奥行 約930mm
●本体サイズ／
　高さ 約590×幅 約930×奥行 約60mm
●タイプ／BSOタイプ
●重量／約26kg
●中国製
●運送費別途

●現イニング及び得点を表示
●試合経過時間を表示　
●移動用キャスター付

表示点灯にLED電球を使用
無線のコントローラーで操作

LEDBSOタイプ

※点灯イメージ

■ トレーニングバット
■ アクセサリー NET  &  ACCESSORIES ■ ネット

■ アクセサリー

ネット

●組み立て式
●専用キャリーバッグ付き
●グラスファイバーフレームがボールの衝撃を吸収
●軽量で移動が安易

LYZ-TN039  
￥120,000（本体価格）＋税
オペレーター・マシーン前ネット
●本体サイズ／高さ 約2,180×幅 約1,640mm
●ネット奥行／約2,520mm
●重量／約71kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
●中国製　●運送費別途

LYZ-TN041  
￥72,700（本体価格）＋税
2.2×2.2m角トスWネット片キャスター付
●本体サイズ／高さ 約2,200×幅 約2,200mm
●重量／約29kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
　集球部／ポリエチレン・60本・無結節
●中国製　●運送費別途

LYZ-TN042  
￥59,600（本体価格）＋税
2.2×2.2mマシーン前Wネット片キャスター付
●本体サイズ／高さ 約2,200×幅 約2,200mm
●重量／約28.5kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
●中国製　●運送費別途

LYZ-TN043  
￥28,900（本体価格）＋税
ファイバーネット全面
（トスバッティング用）
●本体サイズ／高さ 約2,100×幅 約2,100×奥行 約1,060mm
●重量／約6.6kg　●ネット／ポリエチレン・有結節400d・30本
●中国製　●運送費別途

●組み立て式
●専用キャリーバッグ付き
●グラスファイバーフレームがボールの衝撃を吸収
●軽量で移動が安易

LYZ-TN044  
￥22,300（本体価格）＋税
ファイバーネット防球用
●本体サイズ／高さ 約2,100×幅 約2,100×奥行 約1,060mm
●重量／約5.8kg　●ネット／ポリエチレン・有結節400d・45本
●中国製　●運送費別途

LYZ-TNB010  
￥96,600（本体価格）＋税
2.5×3m防球Wネットキャスター付
●本体サイズ／高さ 約2,500×幅 約3,000mm
●重量／約38kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
●日本・中国製　●運送費別途

LYZ-TN040  
￥58,200（本体価格）＋税
2.2×2.2m防球Wネット片キャスター付
●本体サイズ／高さ 約2,200×幅 約2,200mm
●重量／約27.5kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
●中国製　●運送費別途

LYZ-TNB002  
￥56,700（本体価格）＋税
2×2mティバッティング用Wネット
●本体サイズ／高さ 約2,000×幅 約2,000mm
●重量／約19.5kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
　集球部／ポリエチレン・60本・無結節
●日本、中国製　●運送費別途

LYZ-TN005  
￥48,200（本体価格）＋税
1.7×1.4mティバッティング用Wネット
●本体サイズ／高さ 約1,700×幅 約1,400mm
●重量／約16kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
　集球部／ポリエチレン・60本・無結節
●日本、中国製　●運送費別途

LYZ-TNB001  
￥45,900（本体価格）＋税
2×2m防球用Wネット
●本体サイズ／高さ 約2,000×幅 約2,000mm
●重量／約18.5kg
●ネット／ポリエチレン・54本・有結節
●日本、中国製　●運送費別途

※セット内容 ※セット内容

★アクセサリー

LYZ-TB056
￥7,700（本体価格）＋税
ティー台4型
●本体サイズ／
　高さ 約400・700～980×
　幅 約230×奥行 約460mm
●重量／約2kg
●中国製
●運送費別途

強度の高いトップ・
ジョイントゴム一体型。
ボールの置き口を従来品より
大きくし、ホールド性が向上。
旧モデルLYZ-TB008ティー台1型にも
使用可能。
●運送費別途

LYZ-TB056TG
￥2,700（本体価格）＋税
ティー台用トップ一体型
●本体サイズ／
　直径 約φ50×長さ 約260mm
●重量／約180g　
●中国製

シンプルで軽量な構造
●強度の高いトップ・ジョイントゴム一体型
●ボールの置き口を従来品より大きくし、ホールド性が向上

※支柱を
　短くした状態

LYZ-TB061
￥17,000（本体価格）＋税
ヘルメット掛付
バットスタンド 5型
●本体サイズ／
　高さ  約1,110×
　幅    約740×
　奥行 約430mm
●重量／約7kg
●中国製
●運送費別途

バット・ヘルメットの収納に
●ヘルメット9個バット9本収納可能
●傾けると移動できるキャスター付
●バットが落ちないように保護するベルト付（2カ所）
●組立式

★★   LBK-1471 オープン価格 長尺トスバッティング用トレーニングバット
　　　　　　●素材名：合竹 ●長さ：2仕様あり（95cm/950g平均）･（100cm/980g平均） ●太さ：61φ平均 ●カラー：（01）白木

★   LBK-1460 オープン価格 長尺トスバッティング用トレーニングバット
　　　　●素材名：合竹 ●長さ：90cm ●重さ：760g平均 ●太さ：45φ平均 ●カラー：（9000）ブラック/白木

★★★   LBK-1469 オープン価格 ワンハンドトレーニングバット
●素材名：合竹 ●長さ：60cm ●重さ：600g平均 ●太さ：60φ平均 ●カラー：（9000）ブラック/白木

★★★   LBK-1468 オープン価格 ジュニアワンハンドトレーニングバット
●素材名：合竹 ●長さ：50cm ●重さ：400g平均 ●太さ：50φ平均 ●カラー：（5400）パステルネイビー/白木

●折りたたみ式
●専用キャリーバッグ付き
●5人掛け用

LYZ-TB072 
￥18,300（本体価格）＋税
折りたたみ長椅子
●本体サイズ／
　高さ 約760×幅 約2,080×奥行 約450mm
　高さ 約760×幅 約320×奥行 約180mm（折りたたみ時）
●重量／約7kg
●中国製
●運送費別途 ※セット内容

●ソフトボール2ダース（24球）迄収納可能
●折りたたみ式
●ネットを広げるだけで簡単設置
●本体がネット仕様なので
　砂がたまらない構造

LYZ-TB070 
￥8,900（本体価格）＋税
ボールスタンド
●本体サイズ／
　高さ 約820×幅 約600×奥行 約680mm
●重量／約1.3kg
●中国製
●運送費別途

※ボール収納時

※折りたたみ時
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PICHING MACHIN

LYZ-JUB（硬式用）
LYZ-JRB（軟式用）
￥940,000（本体価格）＋税
コンパクト昇降2型
●使用ボール/硬式・軟式・準硬式球
●キャスター付　●電源／AC100V
●モーター／DC230W×2　●重量／約168kg
●サイズ／
　縦 約1,150×横 約780×高さ 約1,470mm
　　　　　　　　（最高上昇時 約2,000mm）
●リブスターベルトを使用により省電力化
●運送費別途　●梱包費¥2,000+税

ストレート カーブ

ボール出口高さ

使用速度範囲

硬式

約109～162cm

M・J号：約65～130km/h
軟式 M・J号：約65～130km/h

他 多球種

LYZ-VUD（硬式用）
LYZ-VRD（軟式用）
￥610,000（本体価格）＋税
コンパクトカーブハイタイプ2型
●使用ボール/硬式・軟式・準硬式球
●キャスター付　●電源／AC100V
●モーター／DC230W×2
●重量／約98kg
●サイズ／
　縦 約840×横 約730×高さ 約1,740mm
●リブスターベルトを使用により省電力化
●運送費別途　●梱包費¥2,000+税

ストレート カーブ

ボール出口高さ

使用速度範囲

硬式

約136cm

M・J号：約65～130km/h
軟式 M・J号：約65～130km/h

他 多球種

●使用ボール／硬式･軟式・準硬式球
●電源／ＡＣ１００Ｖ
●モーター／AC２００Ｗ×１
●重量／約175Kg
●サイズ／
　縦 約１，０２０×横 約８６０×高さ 約１，５２０ｍｍ
●運送費別途　●梱包費¥3,000+税

LYZ-BAM
￥666,000（本体価格）＋税
アーム式マシーン
（140Kアームホッパーなし）

ストレート

ボール出口高さ

使用速度範囲

硬式

約150cm

約110～140km/h
軟式 約115～140km/h

LYZ-BAL
￥800,000（本体価格）＋税
アーム式マシーン
（140Kアームホッパー付）

●使用ボール／硬式･軟式（M・C号）・準硬式球
●電源／ＡＣ１００Ｖ
●モーター／
　AC２００Ｗ×１（本体）・AC２５Ｗ×１（ホッパー）
●重量／約200Kg
●サイズ／
　縦 約1,020×横 約860×高さ 約1,670mm
●本体とホッパーの分割可能
●運送費別途　●梱包費¥3,000+税

ストレート

ボール出口高さ

使用速度範囲

硬式

約150cm

約110～140km/h
軟式 約115～140km/h

LYZ-EUF（硬式用）
LYZ-ERF（軟式用）
￥460,000（本体価格）＋税
ミニストレート2型
●使用ボール/硬式・軟式・準硬式球
●キャスター付　●電源／AC100V
●モーター／DC230W×1
●重量／約75kg
●サイズ／
　縦 約870×横 約580×高さ 約1,530mm
●リブスターベルトを使用により省電力化
●運送費別途　●梱包費¥2,000+税

使用速度範囲

硬式 M・J号：約65～120km/h
軟式 M・J号：約65～120km/h

ストレート

ボール出口高さ 約116cm

LYZ-AR（軟式M・Ｊ号用）
￥252,000（本体価格）＋税
パーフェクトコーチ2型

●使用ボール／軟式
●電源／AC100V
●モーター／DC230W×1
●重量／約26kg
●サイズ／
　縦 約800×横 約910×高さ 約1,410mm
●運送費別途

使用速度範囲

軟式 約60～110km/h

ストレート

ボール出口高さ 約80・120cm

LYZ-BSA（ソフトボール用）
￥252,000（本体価格）＋税
ホイール式マシーン
（パーフェクトコーチ６型）

●使用ボール／ソフトボール（ゴム・革）
●キャスター付
●電源／AC100V
●モーター／DC230W×1
●重量／約29kg
●サイズ／
　縦 約640×横 約340×高さ 約620mm
●運送費別途

使用速度範囲

ソフトボール 約50～100km/h

ストレート

ボール出口高さ 約35cm

LYZ-CEU（硬式用）
LYZ-CER（軟式用）
￥380,000（本体価格）＋税
ホイール式マシーン
（スモールカーブ）
●使用ボール／硬式･軟式・準硬式球
●電源／ＡＣ１００Ｖ
●モーター／DC２３０Ｗ×１
●重量／約74Kg
●サイズ／
　縦 約８２０×横 約５３０×高さ 約１，５４０ｍｍ
●本体と架台の分割が可能
●運送費別途　●梱包費¥2,000+税

ストレート 右カーブ

ボール出口高さ

使用速度範囲

約116cm

硬式 約65～120km/h
軟式 M・J号：約60～110km/h

■ ピッチングマシーン


