


ブラック/パープル /シルバー
（13-15lbs）

ダイヤモンド
（13-15lbs）

価　格
ウルトラ・ベンド

44,000円 （税込）

価　格 38,500円 （税込）

ブラック/ピンク/パープル ブルー/レッド/ブラック ライム/スカイ/ブラックパープル

ザ・ビースト

カバーストック Bend-It
コ　ア Beast
RG/ΔRG 2.540/0.033
表面仕上げ 500 Siaair/Crown Factory
　　　　　　　Compound / Crown Factory Polish
硬　度 74～ 76°
ウエイト 10～ 15lbs

価　格 11,000円 （税込）

ホワイト・ドット

カバーストック ポリエステル
硬　度 80～ 83°

ピンク/ブラック
（10-15lbs）

ラヴァファイヤー
（10-15lbs）

パトリオット
（10-15lbs）
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OUTLAWは
USBC認証外商品です。

COVERCOVER

TYPETYPE

Surface Surface 

CoreCore

Color Color 

Battle Core （ RG：2.502  ▲RG：0.040 ）Battle Core （ RG：2.502  ▲RG：0.040 ）

Reacthane LV7.0Reacthane LV7.0Reacthane LV5.0Reacthane LV5.0Reacthane LV3.0Reacthane LV3.0

Solid Solid 
#4000 Sand#4000 Sand#1000 Polish#1000 Polish#4000 Polish#4000 Polish

Pearl Pearl Pearl Pearl 

BlueBluePurple Purple RedRed

Outlow Core
　RG：2.431
▲RG：0.108

Outlow Core
　RG：2.431
▲RG：0.108

#1000 Polish#1000 Polish

Pearl Pearl 

BlackBlack

Reacthane OutlawReacthane Outlaw

様々なレーンコンディションに対応できる 6つのブランド。





SHOES

CLASSIC用 パーツ

トリコヒール

（標準）

22.0 ～ 22.5
23.0 ～ 24.5
25.0 ～ 26.5
27.0 ～ 28.0

22.0 ～ 22.5
23.0 ～ 24.5
25.0 ～ 26.5
27.0 ～ 28.0

22.0 ～ 24.5
25.0 ～ 27.5
28.0 ～ 30.0

22.0 ～ 24.5
25.0 ～ 26.5
27.0 ～ 28.0
29.0 ～ 30.0

825円（税込） 1,320円（税込） 2,640円（税込） 1,100円（税込） 1,650円（税込）

825円（税込） 1,320円（税込） 2,640円（税込） 1,100円（税込） 1,650円（税込）

825円（税込） 1,320円（税込）

1,100円（税込）

1,100円（税込）

1,540円（税込）

1,760円（税込）

1,100円（税込） 1,100円（税込） 1,100円（税込） 1,100円（税込） 1,210円（税込） 1,320円（税込）

1,430円（税込） 1,980円（税込） 1,210円（税込） 1,100円（税込）

1,650円（税込）1,100円（税込）2,640円（税込）1,320円（税込）825円（税込）1,430円（税込）

NV-3用 スライドベースパーツ（クリーツ仕様）

NV-4用 スライドベースパーツ（クリーツ仕様）

NV-KID用
キックラバー

シューズ袋

1,540円（税込）

330円（税込）

1,320円（税込）

22.0-22.5 / 23.0-23.5 / 24.0-24.5 
25.0-25.5 / 26.0-26.5 / 27.0-27.5 
28.0-

サイズ：390×300mm
納入単位：10枚

1,320円（税込）

キックパーツ

1,980円（税込）
1,650円（税込） 1,650円（税込） 1,650円（税込）

サイズ 180×130mm

特殊ラバー
ブルー

ベルクロ付  左右共通

ベルクロ付  左右共通

ベルクロ付  左右共通

左右あります。

左右あります。

イエロー レッド

シグナルシステムヒール

85° 70° 55°

22.5 ～ 24.0
24.5 ～ 25.0

S
M

25.5 ～ 26.0
26.5 ～ 27.0

L
LL

27.5 ～ 29.03L

ラバー  ベルクロ付。

ベルクロ付  左右共通

85° 70° 55°

Shoes DIY Parts NV-4／CLASSIC／NV-3
S-1500W／S-1230／S-950／S-570　他
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在庫限り







































ACCESSORIES

ボール表面のキズ取り・
表面加工に
※個梱包されていない
　業務用パックも
　ございます。

アブラロンパッド

●価格：880円（税込 )
●番手：180・360・500・800・
　　　　1000・1500・2000・
　　　　3000・4000
●納入単位：6枚

ボールの汚れ・オイル除去マイクロファイバー製クロス

マイクロファイバータオル

●価格：770円（税込 )
●納入単位：12枚

シューズを汚れから守ります

シューズカバー

●価格：1,540円（税込 )
●納入単位：12セット
●サイズ：M(～24.5cm）L(25.0cm～27.5cm）
               LL(28.0cm～）

底がパイル地で吸湿性抜群のソックス

ショートソックス＃300

スニーカーボール

●価格：330円（税込 )
●材質：コットン /ポリエステル (底パイル )
●納入単位：120足（色の選択不可）

ブランド レザーパッド

●価格：2,750円（税込 )
●サイズ：直径15.5cm
●材質：牛革 
●納入単位：各12枚

手のひらにフィットするサイズ感
しっかりオイルを吸着できます！

リーズナブルなショートソックス

ショートソックス＃200

●価格：220円（税込 )
●材質：コットン /ポリエステル
●納入単位：120足（色の選択不可）

●価格：オープンプライス
●納入単位：1ケース（12パック）

楽しいボウリングをかわいい靴下で

キッズソックス

●価格：220円（税込 )
●材質：コットン /ポリエステル
●納入単位：120足（色の選択不可）

御サイン帳

●価格：2,750円（税込 )
●サイズ 160㎜ ×110㎜ 
　蛇腹式44面（片側22面） 
　カラー レッド、ブルー、イエロー
●納入単位：6冊

靴の中に転がすだけで気になるニオイを
簡単消臭。
さわやかな香りが90日間持続します。
ジムバッグ、ロッカーなどにもお使い頂けます。

多目的に使える芳香・消臭剤
香り：フレッシュ&クリーン

ハッピ－フィ－トイエロ－
バリュ－パックEU（1ケ－ス内6個入り）

サッカー

くまモン

テニス

ハッピ－フィ－トイエロ－アソ－トパックEU

ハッピ－フィ－トピンクアソ－トパックEU ブライト アソートパック ラグビー ドラえもん

バスケットボール

ベースボール

プロボウラーへのサイン用
には勿論、御朱印帳と
しても使用いただけます。

25～27cm

23～25cm

25～27cm

16～21cm

23～25cm
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ACCESSORIES

アブソリュートクリーナー

●価格：1,100円（税込 )
●容量：1本 200ml
●納入単位：12本

アブソリュートボールワイパー

●価格：308円（税込 )
●容量：1袋 10枚入り
●シートサイズ：170×200mm
●納入単位：24袋

クリーナーシリーズラインナップ

ボール表面に付着した
レーンオイル、その他の
汚れを除去することが
出来、ボール本来の
性能を甦らせます。 

ボールクリーン

●価格：748円（税込 )
●容量：1本 180ml
●納入単位：12本

アブソリュートリムーバー

●価格：1,100円（税込 )
●容量：1本 200ml
●納入単位：12本

カバーストックに染み
込んだレーンオイルや
汚れを浮き出させて分解、
除去することが出来、
ボール本来の性能を
甦らせます。 

アブソリュートクリーナー ムースタイプ

●価格：1,210円（税込 )
●容量：1本 235ml
●納入単位：12本

ボール表面に付着した
レーンオイル、その他の
汚れを泡状のクリーナー
が効率よく分解して除去
することが出来、ボール
本来の性能を甦らせます。 

特別にセレクトされた最高級の
ワイプシートにアブソリュート
クリーナーをたっぷりと含ませた
ウエットシートタイプのボウリング
ボール専用クリーナーです。
キメの細かいワイプシートが
ボール表面に優しく密着して頑固
なオイル汚れやベルトマークを
簡単に取り除いてくれます。

ボール表面の油膜・汚れを除去
表面の変質を抑え
クリーニング力を高めた100％
化学合成のボールクリーナー

リバイブクリーナー

●価格：1,045円（税込 )
●容量：1本 8oz（236ml）
●納入単位：12本

あのKEGEL社が開発した
究極のボールクリーナー。
ボールの耐久性がUPします。

ミクロ繊維のスーパークリーナー！
・ 界面活性剤増量で抜群の洗浄力
・ 強い不織布で破れにくい
・ 消臭機能付、臭いが気にならな
い無香性

・ 持ち運び便利なコンパクト設計
・ 環境に優しい成分で、手肌にも
優しい

・ 不燃性で安全

アブソリュートクイックワイパー

●価格：858円（税込 )
●容量：1袋 30枚入り
●シートサイズ：170×215mm
●納入単位：10袋
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