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PRODUCT GUIDE
RECURVE / COMPOUND

アーチェリーで使用される弓は大きく分けて２種類あります。

General Information

オリンピックの正式種目である「リカーブボウ」と、
より高い的中精度が魅力の「コンパウンドボウ」です。

用語解説

リカーブボウ
①
③

①リム：矢を飛ばすエネルギーが蓄積される板状のパーツ。
②ハンドル：弓の中心部分。

②

⑬

⑨

③ストリング：弦。リムに蓄えられたエネルギーを矢に伝える。

④

⑥
⑦

④サイト：的に狙いを定めるための照準器。
⑤スタビライザー：弓の姿勢を安定させたり、振動や衝撃を吸収したりする装置。

⑧

⑥レスト：矢を載せておく台。

⑩

⑦プランジャー：指でストリングをリリースする場合に起こる矢の蛇行現象を補正する装置。
⑧クリッカー：矢が一定の引き尺まで引かれたことを知らせるための装置。
⑨矢：アルミニウム、カーボン等で作られたパイプ状のもの。
⑩フィンガースリング：射ったときに、弓が手から飛び出さないようにするためのストラップ。

目次

⑤

⑪クィーバー：矢を入れておく矢筒。
⑫アームガード：ストリングが腕に当たらないようにするプロテクター。
⑬タブ：ストリングを引くときに指先を保護するためのプロテクター。

CONTENTS

⑫

⑭

⑭チェストガード：ストリングが服に引っかかるのを防ぐためのプロテクター。

⑪

⑮スコープサイト：レンズつきの照準器。コンパウンド用。
⑯カム：ケーブルを巻き取る偏芯滑車。
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⑰ケーブル：リムを引っ張るためのストリング。

⑯
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⑱ケーブルガード：ケーブルが矢と接触しないようにオフセットするためのバー。

コンパウンドボウ

⑲ピープサイト：ストリングにつけたのぞき穴。

①

⑳リリーサー：ストリングを機械的にホールドし、リリースするための器具。

③

⑩フィンガースリング

②
⑰

⑳

⑲

⑨

⑫アームガード

④

⑱

⑮
⑥

初心者の方は、
まずはこの4点を
そろえよう！

⑩

⑤

⑬タブ

⑭チェストガード

CONTENTS
RECURVE
リカーブ

BARE BOW
ベアボウ

RECURVE
リカーブ

HOYT フォーミュラシリーズ リカーブハンドル

02
03
HOYT グランプリシリーズ リカーブハンドル
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ビギナーズサイト／サイトピン
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アローレスト／プランジャー
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スタビライザー
19-21
ウエイト
21-22
Ｖバー
22
アッパーロッド／ダンパー／リムセーバー
23
クリッカー／ボウスタンド
24
グリップ／ボウストップ／グローブ
25
スタンダードタブ
26
上級者タブ
26-27
アームガード
27
チェストガード／トーナメントクィーバー
28
フィールドクィーバー／ビギナーズクィーバー／クィーバーベルト／パーツ／ストリンガー 29
バックパック／ソフトケース／アローケース
30
ハードケース
31
ストリング／ストリング原糸／ストリングワックス／サービング糸
32
ストリングアクセサリー／ストリング製作ツール／ツール
33

アロープラー／トレーニング用品

COMPOUND
コンパウンド

HOYT コンパウンドボウ

50-51
52-53
DARTON コンパウンドボウ
53
MATHEWS コンパウンドボウ
54-55
コンパウンドボウ／ミドルモデル／エントリーモデル
56
SHIBUYA コンパウンドサイト・スコープサイト／コンパウンドサイト
57
SHIBUYA スコープサイト／スコープサイト／スコープサイトレンズ
58
スコープサイトアクセサリー／ピープ／コンパウンドストリング
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60
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64
コンパウンドボウケース
64-65
ツール／ボウプレス
65
PSE コンパウンドボウ

※予告なく価格が変更される場合があります。
※商品のカラーは印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

HOYT フォーミュラシリーズリカーブハンドル

RISERS

新型アルミニウム
ティラーボルト

ハンドル

RECURVE
02

HOY T
フォーミュラXi
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●ストリングテンション テクノロジー
リムの引き感をカスタマイズできる新機構。
ダブテイルセン
ター調整ブロックに搭載されたリムロッカーの位置を変える

ジェット
ブラック

ことで、
ドローイングした時のFX曲線
（リムの強さの変化の

チャージャー
ブルー

ポディウム
レッド

仕方）
の線形を可変することが
できます。
リムロッカーの調整は
3段階で、
取り付ける位置により

バータチューン
クリッカープレート

FX曲線の線形を可変させるた
め、
再現性が高いシステムとなっ
ています。

●リムロッカーのポジション
・ポジション#1
（外側）
=最もパフォーマンス重視の仕様。
スト
リングテンションが最も高いセッティング。
緊張が高まりアド

ソフトタッチ
プラスチックグリップ

レナリンの影響下で積極的な攻めのクリッカーコントロール
を容易にします。
・ポジション#2
（中間）
=ハイブリッド仕様。
パフォーマンスと
スムーズなドローイングの両立。
・ポジション#3
（内側）
=最もスムーズなドローイング仕様。
スト
リングテンションが最も緩いセッティング。
同じリムを使用した
場合、
クリッカーを切る過程の、
特に最後の1-2ミリが最もなめ
らかに感じられる仕様です。
※リムロッカーのポジション変更により、
チューニングには影響はありません。

●高強度の新型アルミニウムティラーボルトを搭載。
ホワイト
アイス

●ストリングを張ったままセンター調整が可能
なダブテイルセンター調整ブロック

HOYT バータチューン/
アルティマレストシステム

HOYT フォーミュラＸi

本体価格 ¥14,300（税込）

本体価格 ¥170,500（税込）
BEカラー：¥192,500（税込）

SHIBUYA アルティマリカーブレストがぴっ
たり収まるカットアウトが設けられたバータ
チューンクリッカープレートです。クリアラン
スが向上し大口径のインドアアローを使用
する際にも効果を発揮します。アルティマレ
ストとバータチューンクリッカープレートの
セット販売で、ハイタイプとミディアムタイプ
の2種類のプレートから選べます。

［特 長］ ソフトタッチプラスチックグリップ2種(ブラッ
ク、ホワイト)／バータチューンクリッカープ
レート3種
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1,225g
［メーカー］ ホイット

［メーカー］ ホイット

ALL NEW
COLOR HOYT フォーミュラＸi ハンドルカラー

ジェット
ブラック

チャージャー
ブルー

ポディウム
レッド

ホワイト
アイス

スレート

BEカラー

BEカラー

スレート

HOYT フォーミュラシリーズリカーブリム

LIMBS

リム

バンブーコアを採用した、2022年HOYT最上級モ

RECURVE

HOYT
フォーミュラヴェロス
デル「ヴェロス」。
HOYT史上最も返りの速いこのリムは、
チップデザインが
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一新されリムの幅が細くなりましたが、
近年のホイットリ
フォーミュラXiハンドルとの組み合わせは、すべての
アーチャーに究極のシューティングを約束します。

HOYT フォーミュラヴェロス
本体価格 ¥170,500（税込）
［特 長］ 積層バンブーコア／トライアクシアルカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：32〜42ポンド
（各２ポンド刻み）
※22〜30ポンド、
44〜50ポンドは
受注発注となります
［メーカー］ ホイット

HOYT
フォーミュラインテグラ
コストパフォーマンスに優れたウッドコアカーボン
リムのベーシックモデル。最上級リムのヴェロスで
も採用されているスリムデザイン。初〜中級者の
競技用としてオススメなモデルです。

HOYT フォーミュラインテグラ
本体価格 ¥94,600（税込）
［特 長］ ウッドコア／カーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：32〜42ポンド
（各２ポンド刻み）
※22〜30ポンド、
44〜50ポンドは
受注発注となります
［メーカー］ ホイット

※フォーミュラシリーズはグランプリシリーズのリム、
ハンドルとの互換性はありません。
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ムにあったネジレ剛性はしっかり受け継いでいます。

HOYT グランプリシリーズリカーブハンドル

ハンドル

RECURVE
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RISERS

HOY T
エクシード
アール・ホイット氏オリジナルの
ジオメトリーを継承したモデル。
●ストリングテンション テクノロジー
リムの引き感をカスタマイズできる新機 構。ダブテイルセン
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ター調整ブロックに搭載されたリムロッカーの位置を変えるこ
とで、ドローイングした時のFX曲線（リムの強さの変化の仕
方）の線形を可変することができます。リムロッカーの調整は3
段階で、取り付ける位置によりFX曲線の線形を可変させるた

ジェット
ブラック

め、再現性が高いシステムとなっています。

ポディウム
レッド

ホワイト
アイス

●リムロッカーのポジション
・ポジション#1
（外側）
=最もパフォーマンス重視の仕様。
ストリング
テンションが最も高いセッティング。
緊張が高まりアドレナリンの影
響下で積極的な攻めのクリッカーコントロールを容易にします。
・ポジション#2（中間）=ハイブリッド仕様。パフォーマンスとス
ムーズなドローイングの両立。
・ポジション#3
（内側）
=最もスムーズなドローイング仕様。
ストリ
ングテンションが最も緩いセッティング。同じリムを使用した場
合、
クリッカーを切る過程の、
特に最後の1-2ミリが最もなめらか
に感じられる仕様です。
※リムロッカーのポジション変更により、
チューニングには影響はありません。

●高強度の新型アルミニウムティラーボルトを搭載。
●ベアボウ用ウエイトコンバージョンキット
（別売）
を搭載可能。
●リムポケットウエイト
（別売）
を最大2個、
上下の
リムポケットに搭載可能。
●ストリングを張ったままセンター調整が可能なダブ

チャージャー
ブルー

テイルセンター調整ブロック。

HOYTエクシード

スレート

本体価格 H25:¥170,500（税込）
BEカラー：¥192,500（税込）
H27:¥176,000（税込）
BEカラー：¥198,000（税込）

HOYT バータチューン/アルティマレストシステム

［特 長］ ソフトタッチプラスチックグリップ2種(ブラック、
ホワ
イト)／バータチューンクリッカープレート3種
［サイズ］ H25／RH、
LH H27／RHのみ
［重 量］ H25:1,270g H27:1,406g
［メーカー］ ホイット

ALL NEW
COLOR

本体価格 ¥14,300（税込）

SHIBUYA アルティマリカーブレストがぴったり収まる
カットアウトが設けられたバータチューンクリッカープレー
トです。
クリアランスが向上し大口径のインドアアローを
使用する際にも効果を発揮します。アルティマレストと
バータチューンクリッカープレートのセット販売で、
ハイタ
イプとミディアムタイプの2種類のプレートから選べます。
［メーカー］ ホイット

HOYT エクシード ハンドルカラー

HOYT ソフトタッチグリップ
ジェット
ブラック

チャージャー
ブルー

ポディウム
レッド

ホワイト
アイス

スレート

BEカラー

プラスチック製／フォーミュラXi、
エクシードシリーズに標準装備のグリップ

本体価格 ¥4,620（税込）
［カラー］ ブラック、
ホワイト
［メーカー］ ホイット

BEカラー

HOY T アルコス
●HOYTの創業者アール・ホイット氏考案のジオメトリーを継承
●ダイナミックフレックスコントロール設計
●リムポケット:グランプリ方式
●ティラーボルト調整機能搭載
●ハイエンドモデルと同じプロシリーズグリップ標準装備

HOYT アルコス
本体価格 ¥93,500（税込）
BEカラー：¥104,500（税込）
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1360g
［メーカー］ ホイット

HOYT アルコス ハンドルカラー

ピッチ
ブラック

ラヴァ
レッド

※マット(つや消し)仕上げ

エレクトリック スモーク
ブルー
グレー

BEカラー
N EW
COLOR

LIMBS

HOYT
グランプリヴェロス

HOYT
グランプリインテグラ

HOYT最上級モデル「ヴェロ

コストパフォーマンスに優れた

ス」。
グランプリハンドルの良

ウッドコアカーボンリムのベー

さを最大限に引き出し、すべ

シックモデル。
最上級リムのヴェ

てのアー チャーに 究 極 の

ロスでも採用されているスリム

シューティングを約束します。

デザイン。
初〜中級者の競技用
としてオススメなモデルです。

HOYT グランプリヴェロス
本体価格 ¥170,500 税込）
［特 長］ 積層バンブーコア／トライア
クシアルカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：
32〜42ポンド、
エクストラロン
グ：30〜50ポンド
（各2ポンド
刻み）
※22〜30、
44〜50ポ
ンドは受注発注となります
［メーカー］ ホイット
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ラヴァ
レッド

HOYT グランプリシリーズリカーブリム

RECURVE

ハンドル・リム

●リム/ハンドルセンターアラインメント調整機能搭載

HOYT グランプリインテグラ
本体価格 ¥94,600（税込）
［特 長］ ウッドコア／カーボン
［サイズ］ ショート、ミディアム、ロング：
32〜42ポンド、エクストラロ
ング：30〜50ポンド
（各2ポン
ド刻み）
※22〜30、
44〜50ポ
ンドは受注発注となります
［メーカー］ ホイット

WIN＆WIN リカーブハンドル

RISERS

WIN&WIN WIAWIS META DX
本体価格 ¥209,000（税込）

RECURVE

［特 長］ META DXハンドルはリリースの瞬間から発生する
シューティング精度を低下させる原因になる
【トルク】
を最小限抑えるために、
サイトウインドウに特殊合金
が内蔵されているモデルです。
【マシューズEHSダンピングシステム】
シューティング
感覚を安定させ、
シューティング精度を高め、
矢のグ
ルーピングを改善します。
他にもベアボウで使うために
【レストプレート】
でレス
トの位置を上下と前後に調整が可能。
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ スタンダード：1,380ｇ
ライト：1,336ｇ
※ライトは国内限定モデル
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ハ
ン
ド
ル

グラファイト
ブラック

カラー
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WIN&WIN WIAWIS ATF-X
ブラック レミントン
レッド

コースト
ブルー

サンド
ベージュ

ホワイト

カーキ
メタル

本体価格 H25：¥145,200（税込）
ブラックレッド、
ブラックゴールド
¥160,600（税込）

カラー

ブラック

グラファイト
ブラック

ヒート
ブルー

ソニック
レッド

ターキー
グリーン

ネオ
ピンク

ブラック
バーガンディー インディゴ
レッド（ペイント） ブルー（ペイント） レッド

WIN&WIN
WIAWIS レディカルプロ
本体価格 ¥193,600（税込）
［特 長］ センターサスペンションは、
剛性と
耐久性を向上させ、
シューティン
グ時の衝撃を効果的に制御し、
弓のトルクを最小限に抑えます。
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1,300g
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ダーク
ブロンズ

ブリリアント ホワイト
シルバー （ペイント）

ブラック
ゴールド

WIN&WIN TFTｰＧ

［特 長］ ATFハンドルと同じ重量を維持しながら、
ハンドルデザインを再設計し剛性とねじ
れ防止機能を向上させたアルミニウムハ
ンドル最上級モデル
［サイズ］ H27、
H25／RH、
LH ※H27は受発注品
［重 量］ 1,280g
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN WIAWIS CX7

本体価格 ¥184,800（税込）
［特 長］ 最 先 端のナノグラフェ
ンを使用、
さらにトルク
フリーシステムにより高
度な衝撃吸収と振動減
衰を実現したカーボン
ハンドル
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1,315g
［メーカー］ ウィン＆ウィン

本体価格 ¥126,500（税込）
［特 長］ 高強度プリプレグカー
ボンを使用し、
耐久性、
衝撃吸収、
振動減衰お
よび強度を高めた競技
用モデル
［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1,280ℊ
［メーカー］ ウィン＆ウィン
カラー

カラー

ホワイト

H27：¥154,000（税込）
ブラックレッド、
ブラックゴールド
¥167,200（税込）

メタリック チャンピオン ダイナミック
シルバー
ゴールド
イエロー

カラー

アルティメイ
トレッド

インディゴ
ブルー

ディープ
パープル

メタリック
エメラルド

カーボン
ブラック

グラファイト
シルバー

ブラック

イエロー

レッド

ブルー

インディゴ
ブルー

メタリック
エメラルド

NEW
COLOR

NEW
COLOR

バーガンディー インディゴ
レッド
ブルー

ブラック
ゴールド

ホワイト
ゴールド

NEW
COLOR

NEW
COLOR

ブラック

ブラック

ブラック
ゴールド

メタリック
エメラルド

WIN＆WIN リカーブハンドル

RISERS

WIN&WIN INNO CXT 2021
本体価格 H23 H25：¥167,20 0（税込）
ブラックホワイトゴールド ¥172,700（税込）
H27：¥170,50 0（税込）
ブラックホワイトゴールド ¥173,800（税込）

ハ
ン
ド
ル

RECURVE

［特 長］ 振動吸収性の高い軽量カーボンハンドルのベ
ストセラー／ウエイトコントロールシステム/Tタ
イプセンターアジャストメントシステムになり、
よ
りスムーズなチューニングが可能になりました。
［サイズ］ H27、H25、H23（H27、H23はRHのみ）
［重 量］ H25:1,200〜1,300g / H23:1,120〜1,220g
［メーカー］ ウィン＆ウィン
カラー

ブラック

ホワイト

メタルブロンズ/
ブラック

コスモグレー/
ブラック
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ブリリアント
ブリリアント ブラックホワイト/
レッド/ホワイト ブルー/ホワイト
ゴールド

WIN&WIN NEW WINEX 2021
本体価格 ¥93,500（税込）
［特 長］ 扱いやすいアルミニウム合金ハンドルの定
番モデル 洗練されたデザインになり、
25
インチハンドルは1140gと軽量化
［サイズ］ H25、
H23
（H23はRHのみ）
［重 量］ H25:1,140g／H23：1,090ｇ
［メーカー］ ウィン＆ウィン
カラー

ホワイト
ブルー

ブラック

レッド

ブルー

イエロー

レッド
シルバー

ブルー
シルバー

ホワイト

レッド
シルバー

WIN&WIN ウッドグリップ 各種

WIN&WIN CTKグリップ
本体価格 ¥7,480（税込）
［特 長］ Ⅱ、
Ⅲ、
Ｈの３タイプ
［対応機種］ WIAWIS TFT-G, WIAWIS
N A N O T F T, W I A W I S
AT F, I N N O CX T,
W I A W I S C X 7, I N N O
AXT, NEW WINEX
［メーカー］ ウィン＆ウィン

本体価格 ¥7,040（税込）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

Ⅱ

Ⅲ

Ｈ

WIAWIS NANO
TFTウッドグリップ

INNO CXT
ウッドグリップ

INNO CXT ウッド
ハイグリップ

WIN&WIN プラスチックグリップ 各種
本体価格 ¥4,620（税込）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ブラック

ホワイト

シルバー

NEW WINEXプラスチックグリップ

WIAWIS CX7
TFT-G スタンダード
スタンダード
プラスチックグリップ
プラスチックグリップ

ブラック

シルバー

ブルー

INNO CXT プラスチックグリップ

レッド

ホワイト

ブラック

シルバー

ホワイト

WIAWIS NANO TFTプラスチックグリップ

WIN&WIN リカーブリム

LIMBS

WIN&WIN
WIAWIS MXT-10 フォーム
本体価格 ¥173,800（税込）

リム

RECURVE
10

［特 長］ ねじれ剛性とおさまりを強化されたモ
デル素材の厚みやストレインエナジー
バランスを見直し、
リムの化粧板部分
のダンパー効果のある構造を長くし
たことでより性能が向上
最先端素材であるグラフェンを使用
しているので、
ドローイング時の引き
心地が柔らかい。
リム全体の安定性と正確性を高める
ために、
WIAWIS独自のノウハウで開
発されたパターンで設計されている
グラフェンフォームコア/ハイモジュラ
スカーボン
ミディアム、
ロング:
［サイズ］ ショート、
28〜48ポンド
（各2ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN
WIAWIS MXT-10 ウッド
本体価格 ¥173,800（税込）
［特 長］ ねじれ剛性とおさまりを強化されたモ
デル素材の厚みやストレインエナジー
バランスを見直し、
リムの化粧板部分
のダンパー効果のある構造を長くし
たことでより性能が向上
厳選された最高品質のウッドを使用
して、アーチャーのシューティング感
覚が最適化されるように設 計されて
います。
ウッドコア/ハイモジュラスカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング:
28〜48ポンド
（各2ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

2022-2023 PRODUCT GUIDE

WIN&WIN
WIAWIS NS-G フォーム
本体価格 ¥165,000（税込）
［特 長］ グラフェンリムベースが衝
撃 や 振 動を 抑え 、シュー
ティング精度を最大限に引
き上げます／ナノグラフェン
フォームコア／ナノグラフェ
ンリムベース／ハイモジュ
ラスカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：28〜48ポンド
（各２ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN
WIAWIS NS-G ウッド
本体価格 ¥165,000（税込）
［特 長］ 安定したドローイングと高速
で洗練されたシューティング
を可能にし、
シューティングの
瞬間精度と矢のグルーピング
を向上させます。
ウッドコア＆
グラフェンリムベース/ハイモ
ジュラスカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング:28〜48ポンド
（各2ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN リカーブリム

LIMBS

本体価格 ¥110,000（税込）

本体価格 ¥110,000（税込）

［特 長］ 速い矢速とすぐれた振動吸
収を実現したシンタクティッ
クフォームコアリム／ナノ
フォームコア／ハイモジュラ
スカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：28〜48ポンド
（各２ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ アーチェリーを始めるにあた
り引きやすいと評判のCX7
にウッドコアタイプが登場
アンカリングを安定させるた
めにアンカー部分に引きごた
えを感じる設計。
ウッドコア／
ハ イモ ジュラス カ ー ボ ン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：28〜48ポンド
（各2ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

NEW

WIN&WIN WINEX
本体価格 ¥93,500（税込）
［特 長］ 引き心地の柔らかいフォー
ムコアリムの定番 ハイブ
リットフォーム／ハイモ
ジュラスカーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロン
グ：28〜48ポンド（各２
ポンド刻み）
［メーカー］ ウィン＆ウィン

リム

WIN&WIN
WIAWIS CX7 ウッド

RECURVE

WIN&WIN
WIAWIS CX7 フォーム
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MK KOREA リカーブハンドル・リム

RISERS . LIMBS

MK KOREA MKS

MK KOREA ZEST

本体価格 ¥220,000（税込）

本体価格 ¥181,500（税込）

［特 長］ 高い剛性を誇る7075アルミニ
ウム合金をCNCマシンで精密
切削加工した高精度ハンドル
MKSハンドルはセンターの確
認が容易で、
正確な調整を可
能にし、
弓のセッティングの正
確性を高めます。
LH
［サイズ］ H25／RH、
［重 量］ 1,320ℊ
［メーカー］ エムケーコリア

カラー

ホワイト

ブラック

レッド

ブルー

シルバー

グレー

グリーン

ゴールド

オレンジ

ピンク

バイオレット

［特 長］ 超高密度カーボンシートの採用により、
軽量化
と高弾性を実現し、
さらなるグルーピングの安
定をもたらします。
気温による変化や衝撃への
耐久性もより高まった、
MK最上級リム／ファブ
リックカーボン／ブロックウッドコア
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：32 〜42ポンド
（各２ポンド刻み）
※28〜30、
44〜48ポンドは受注発注となります
［メーカー］ エムケーコリア

MK KOREA MX
本体価格 ¥181,500（税込）
［特 長］ 軽量で高弾性カーボンを採用しねじれ剛性と
耐久性が向上したM K 最 上 級リム／ファブ
リックカーボン／フォームコア
ミディアム、
ロング：32〜42ポンド
［サイズ］ ショート、
（各2ポンド刻み）
※28〜30、
44〜48ポンドは受注発注となり
ます
［メーカー］ エムケーコリア

HOYT グランプリシリーズリカーブハンドル・リム

RISERS . LIMBS

HOY T
イグザクト

HOYT
イグザクト
コストパフォーマンスに優れた、

●人気が高かいエントリーモデル。
ハンドル・リム

RECURVE

HOYT イグザクト

カーボンリムのエントリー
モデル。

HOYT イグザクト

本体価格 ¥66,000（税込）
BEカラー：¥77,000（税込）

本体価格 ¥68,200（税込）
［特 長］ ウッドコア／カーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング：
32〜42ポンド
（各2ポンド刻
み）※22〜30、
44〜50ポン
ドは受注発注となります
［メーカー］ ホイット

［サイズ］ H25／RH、
LH
［重 量］ 1088g
［メーカー］ ホイット
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ピッチ
ブラック

ラヴァ
レッド

エレクトリック スモーク
ブルー
グレー

※マット(つや消し)仕上げ

BEカラー
N EW
COLOR

マット
ブルー

エントリー競技用リカーブボウ

RISERS . LIMBS

KINETIC ソブレン

KINETIC ボルテージ

本体価格 ¥61,600（税込）
［特 長］ 6061アルミニウム合金鍛造
［サイズ］ H23／RH H25／RH
※LHは受注発注となります
［重 量］ H23：1,080g／H25：1,２30g
［メーカー］ キネティック
カラー

レッド

ブラック

ブルー

レッド

オレンジ

スモーク

ターコイズ

パープル

シルバー

グリーン

ゴールド

カメレオン

NEW

本体価格 ¥57,200（税込）
［特 長］ フォーム/カーボン
［サイズ］ ショート、
ミディアム、
ロング、
24〜40ポンド
（2ポンド刻み）
その他サイズはお問い合わせ
ください。
［メーカー］ キネティック

ビギナー用リカーブボウ

BOWS

KAP ウインストーム

KAP ウインストーム

本体価格 ¥26,400（税込）

本体価格 ¥26,400（税込）

本体価格 ¥22,000（税込）
［特 長］ウッドコア／グラスファイ
バー／ HOYTグランプリシ
リーズ互換タイプ
［サイズ］ショート：20〜36ポンド、
ミディアム：20〜36ポンド、
ロング：24〜36ポンド
（各
2ポンド刻み） ※仕様が
変わることがございます
［メーカー］ サミック

ブラック

ブルー

レッド

ホワイト

RECURVE

カラー

ビギナー用リカーブボウ

［特 長］ フォームコアカーボン
／HOYTグランプリシ
リーズ互換タイプ
［サイズ］ ショート：24〜3 6ポ
ンド、ミディアム：2 6
〜40ポンド（各2ポン
ド 刻み）※その 他の
ポンドはお問い合わ
せください
［メーカー］ カップ

［特 長］ アルミニウム合金鋳造／ク
リッカーエクステンション付／
HOYTグランプリシリーズ互
換／独立型リムセンター／ポ
ンド、
ティラー調整機構
［サイズ］ H25／RH・LH
［重 量］ 1,190g
［メーカー］ カップ

SAMICK インプレス
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ブラック

SAMICK ポラリスハンドル
本体価格 ¥12,100（税込）
［特 長］ ラミネーテッドウッド製ハンド
ル／クラブやレンジでの使用
に最適
［サイズ］ 54"
（ジュニア）
、
62"、
66"、
68"
［メーカー］ サミック

SAMICK ポラリスリム
本体価格 ¥9,900（税込）
［サイズ］ 54"／12〜20ポンド
（ジュニア）
62"／14〜32ポンド
66"／12〜30ポンド
68"／12〜30ポンド
［メーカー］ サミック

EASTON ビギナーボウセット
本体価格 ¥17,600（税込）
［特 長］ ハンドルリム、アロー、
クィーバー、
アームガード
の簡易 型セット／10 〜
20ポンドの調整可
［サイズ］ 52"
［カラー］ブラック／ピンク
［メーカー］ イーストン
カラー

ブラック

ピンク

ベアボウハンドル

BARE BOWS

HOY Tエクシード

HOYTエクシード
本体価格 H25:¥170,500（税込） BEカラー：¥192,500（税込）
H27:¥176,000（税込） BEカラー：¥198,000（税込）

アール・ホイット氏オリジナルの
ジオメトリーを継承したモデル。

［特 長］ ソフトタッチプラスチックグリッ
プ 2 種 (ブラック、ホワイト) ／
バータチューンクリッカープレー
ト3種
［サイズ］ H25／RH、
LH H27／RHのみ
［重 量］ H25:1,270g H27:1,406g
［メーカー］ ホイット

●ストリングテンション テクノロジー

ハンドル

BARE BOW

リムの引き感をカスタマイズできる新機構。ダブテイルセン
ター調整ブロックに搭載されたリムロッカーの位置を変える
ことで、ドローイングした時のFX曲線（リムの強さの変化の
仕方）の線形を可変することができます。リムロッカーの調
整は3段階で、取り付ける位置によりFX曲線の線形を可変
させるため、再現性が高いシステムとなっています。

●リムロッカーのポジション

本体価格 ¥14,300（税込）

テンションが最も高いセッティング。
緊張が高まりアドレナリンの影

SHIBUYA アルティマリカーブレス
トがぴったり収まるカットアウトが
設けられたバータチューンクリッ
カープレートです。
クリアランスが
向上し大口径のインドアアローを
使用する際にも効果を発揮します。
アルティマレストとバータチューン
クリッカープレートのセット販売
で、
ハイタイプとミディアムタイプの
2種類のプレートから選べます。

響下で積極的な攻めのクリッカーコントロールを容易にします。

14

・ポジション#2
（中間）
=ハイブリッド仕様。
パフォーマンスとス
ムーズなドローイングの両立。
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・ポジション#3
（内側）
=最もスムーズなドローイング仕様。
スト
リングテンションが最も緩いセッティング。同じリムを使用し
た場合、
クリッカーを切る過程の、特に最後の1-2ミリが最も
なめらかに感じられる仕様です。
※リムロッカーのポジション変更により、
チューニングには影響はありません。

ベアボウハンドル

チャージャー
ブルー

ホワイト
アイス

スレート

ポディウム
レッド

BEカラー

エクシードハンドルで使用可能なベアボウ用ウエイト
キット。
タイプによって重さの調整が可能です。

本体価格 ¥16,500（税込）
［重 量］ アルミ/15oz、
ステンレス/32oz、
プロ/
最大50oz
［メーカー］ ホイット

HOYT
リムポケットウエイト

［メーカー］ホイット

●高強度の新型アルミニウムティラーボルトを搭載。
●ベアボウ用ウエイトコンバージョンキット
（別売）
を搭載可能。
●リムポケットウエイト
（別売）
を最大2個、
上下の
リムポケットに搭載可能。
●ストリングを張ったままセンター調整が可能なダブ
テイルセンター調整ブロック。

ジェット
ブラック

HOYT ベアボウウエイトキット

HOYT バータチューン/
アルティマレストシステム

・ポジション#1
（外側）
=最もパフォーマンス重視の仕様。
ストリング

NEW HOYT エクシード ハンドルカラー

エクシードハンドルで使用可能なリムポケットウエイト。
ベアボウでの使用や、
重さによって弓を安定させたい
方、
上下で重さを変えたい方におすすめです。
上下各2
個ずつ
（最大4個）
まで取り付けることが可能です。

本体価格 ¥2,310（税込）
［重 量］ 1.5oz
（42g）
［メーカー］ ホイット

BARE BOWS

GILLO GT

GILLO GX

本体価格 ¥115,500（税込）

本体価格 ¥93,500（税込）

NEW

［特 長］ フローティングリムポケットによ
り、±15％のポンド調整範囲が
可能。低ポンド向け、40ポンドを
超えないように使用してください。
LH
［サイズ］ H25/RH、
［重 量］ 1,170g
［カラー］ ※カラーはお問い合わせください。
［メーカー］ ジロ

［特 長］ ±15%のポンド調整が可能なイタリ
ア製ハンドル。
クリッカーも装着でき
るのでリカーブでも使用できます。
［サイズ］ H25/RH、LH ※Formulaタイプ
はお問い合わせください。
［重 量］ 1350g
［メーカー］ ジロ
カラー

270g
ブラック

ブルー

GILLO ベアボウカバー

レッド

本体価格 270g:¥14,300（税込）
830g:¥24,200（税込）

※その他のカラーはお問い合わせください

［特 長］ G I L LOハンドル用ウェイトカ
バー。ブラス製とアルミ製の2
種類をラインナップ
［重 量］ 270g /830g
［メーカー］ ジロ

GILLO G1
本体価格 ¥82,500（税込）
［特 長］ ハンドルに直接ウェイトを取り付け
れるベアボウ向けハンドル。
カバー
内にウェイトを取り付けるシステムの
為重量変化に伴う形状の変化は
最小限に抑えることが可能。
LH
［サイズ］ H25/RH、
［重 量］ 1,350g
［メーカー］ ジロ

GILLO ウエイトディスク
本体価格 ¥8,250（税込）

カラー
ブラック
ブラック

ブルー

レッド

※その他のカラーはお問い合わせください

ブルー

［特 長］ GILLOハンドル用ウエイト
ディスク6枚セット
［重 量］ 1枚：30g
［メーカー］ ジロ

830g

アローレスト

ARROW RESTS

HOYT スーパーレスト

AAE フリーフライトレスト

本体価格 ¥385（税込）

［特 長］ 柔らかく矢の飛びに影響が少ないプラス
チック製レスト
［サイズ］ RH、
LH
［メーカー］ ホイット

BEITER プランジャー

NEW

本体価格 ¥25,300（税込）
¥26,400（税込）

本体価格 ¥22,000（税込）

（限定カラー）

スピギャレリ
ベアボウ用ウエイトモジュール
本体価格 ¥3,850（税込）

［特 長］ 5/16のブッシングに装着が可能です。
※ハンドルとウエイト本体が干渉する場
合、
装着が出来ない場合があります。
［サイズ］ ネジ5/16直径25mm、長さ37mm
［重 量］ 約180g
［メーカー］ スピギャレリ

ベアボウタブ

ブラック
ブラック シルバー ブルー

レッド

本体価格 ¥3,300（税込）

［特 長］ ２個セット
［サイズ］ 直径42mm
ブルー、
グリーン、
パープル、
ピンク、
［カラー］ ブラック、
レッド、
オレンジ、
イエロー
［メーカー］ シムズ

グリーン オレンジ

サイモンフェアウェザー ベアボウ プロタブ
本体価格 ¥7,700（税込）

［特 長］ 左右兼用／ベアボウタブリング
（別売）
と
セットで使用します。
［サイズ］ S、
L
［メーカー］ フェアウェザー アーチェリー

パープル

LEVEN
バックドインカー Ａボム

AXCEL KRYPROS PRO
バイブレーションダンプナー

本体価格 ¥6,600（税込）

本体価格 ¥23,100（税込）

［特 長］ 硬質樹脂使用
［重 量］ 48ｇ
［サイズ］ ネジサイズ:5/16
［メーカー］ レブン

［ 特 長 ］真ん中が細くなった独自のアー
クデザインと均等に配置され
たリブ構造により効果的に振
動を減 衰。ウエイトをたくさん
装着しても垂れにくい素材
［ 重 量 ］28g
［ サイズ ］ネジサイズ5/16-5/16
［カラー］ブラック 、シルバー 、ブル ー 、
レッド 、
グリーン、
オレンジ 、
イエロー、
パープル
［メーカー］アクセル

BAREBOW TABS

［特 長］ ワンサイズ 展 開 。プ
レートはXSサイズ相
当、コードバンはX L
サイズ 相 当 。好みに
合わせてカットして
使用します。
［サイズ］ RH
［メーカー］ ブラックマンバ

ブルー

RIM SAVER・DAMPERS

SVL ブロードバンドリムセーバー

本体価格 ¥13,200（税込）

チタン

グリーン パープル

リムセーバー・ダンパー

Black Mamba T2タブ

ゴールド

限定カラー

レッド

WEIGHTS
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レッド

シルバー

カラー

ブラック

ブラック シルバー ダーク
ブルー

［特 長］ マイクロクリック調整
式／調整用レンチ、ス
パ ナ 、予 備 スプ リン
グ、
メタルチップ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ バイター

SHERWOOD ベアボウタブ
本体価格 ¥4,950（税込）

［サイズ］ Ｓ、
Ｍ、Ｌ
［メーカー］ シャーウッド

ZNIPER ベアボウタブ
本体価格 ¥26,400（税込）

［サイズ］ S/M、
L/XL
［メーカー］ ズナイパー

サイモンフェアウェザー ベアボウタブリング
本体価格 ¥3,850（税込）

［特 長］ サイモンフェアウェザーベアボウタブとセットで
使用／固さの異なるリングをラインアップ
［サイズ］ 17、
18、
19、
20、
21、
22
［メーカー］ フェアウェザー アーチェリー

NEW
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［特 長］ マイクロクリック調
整式／マグネット式
／特殊コーティング
金属チップ／取り付
け用レンチ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ ウィフラー

カラー

カラー

BARE BOW

［特 長］ シリンダー内部の 特 殊
加 工によりスムーズな
クッション動作を実現。
／調整用レンチ、
予備ス
プリング、
メタルチップ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ シブヤ

WIFLER MP-1 PRO
BB プランジャー

アローレスト・プランジャー・

本体価格 ¥4,400（税込）

ウエイト

［特 長］ ベアボウ用の高性能フォールアウェイレスト
［サイズ］ RH、
LH
［カラー］ ブラック
［メーカー］ ズナイパー

PLUNGERS

SHIBUYA DXプランジャー

ブラック シルバー ブルー

本体価格 ¥15,400（税込）

［特 長］ マグネット式の高機能レスト。
ベアボウにお勧め
［サイズ］ RH、
LH
［カラー］ ブラック
［メーカー］ アリゾナ

ウエイト・リムセーバー・ダンパー・タブ

プランジャー

ZNIPER アローレスト

本体価格 ¥17,600（税込）

SHIBUYA リカーブサイト

RECURVE SIGHTS

SHIBUYA
アルティマRC PRO サイト
本体価格 シングルマウント ¥68,200（税込）
ダブルマウント ¥70,400（税込）
サイト

RECURVE

［特 長］ 表彰台の頂点を目指す全ての選手に向けたRCサイトの
最高峰。新設計のポリゴナルカーボンエクステンション
はサイトの振動を再定義します。
/専用ソフトケース付
320-9 、
250-9
［サイズ］ 520-9 、

ブラック

カラー

※320‐9、
250‐9はダブルマウントモデル

［重 量］ 520-9 Aタイプ：233g 320-9 Aタイプ：221g
250-9 Aタイプ：212g
［メーカー］ シブヤ

ブラック

ガンメタル

ブルー

レッド

16
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ダブルマウント＋短小エレベーション
タイプのラインアップ追加

ポリゴナルカーボンエクステンション

2段構造マウント＋短小エレベーションセットをライ

振動を再定義するためにリサーチとテス

確実なロックと再現性を追求した全く新し

トを重ねて、
全く新しいコンセプトのカー

いデザインの固定システム。
ノブ自体の最

ンアップに追加。
ダブルマウントデザインによりサイト
の上下調整範囲を損なうことなく、
エレベーション全
長を短くすることで先端重量の軽量化に成功しまし
た。
先端重量の軽量化は、
振動に対して圧倒的な優
位性をもたらします。
このトップライトスタイルは自社

新型エクステンション固定システム

ボンエクステンションを開発しました。素

大径を大きくすることでこれまでよりも小

材だけでなく形状での振動減衰を追求し

さな力で確実な固定が可能になりました。

たことで、理 論 値において初期振 動の

エクステンションを押さえる接地面積も大

80％以上の振動減衰を実現しました。

きくなり、
シンプルで長時間のシューティン
グでも緩まない新しい固定システムです。

製品史上最も振動減衰にフォーカスしたサイトです。

サイトテーププレート
両サイドにサイトテープ用のプレートを取
付けるためのカットアウトを設けています。
等 間 隔 の目盛り入りプレートとサイト
チャート用のブランクプレートが標準装備
されており、
選手の好みや競技スタイルに
合わせて左右両側に取付け可能です。

サイトピンストッパー

SHIBUYA アルティマRC Ⅲ

工具を使わずに解除が可能なサイトピンス

NEW

本体価格 ¥46,200（税込）
［特 長］リカーブサイトの定番モデルがバージョンアップ。
RCPRO発表時から好評だったサイトテープ
プレートとサイトピンストッパーを搭載。
［サイズ］ 520-9
［重 量］ 211g
［メーカー］ シブヤ

カラー

ブラック

ガンメタル

ブルー

レッド

トッパーを採用。
圧倒的な操作性の向上に
より調整時間を大幅に短縮。余裕のある
シューティングを提供します。

SHIBUYA リカーブサイト

RECURVE SIGHTS

SHIBUYA デュアルクリック サイト
本体価格 ¥22,000（税込）
カラー

上下左右クリック調整

ブラック

SHIBUYA サイトケース

NEW

本体価格 ¥3,300（税込）

本体価格 ６インチ ¥20,900（税込） ９インチ ¥22,000（税込）

［メーカー］ シブヤ

９″
［サイズ］ ６″、
［メーカー］ シブヤ
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BEGINNER’S SIGHTS

CARTEL Ｋサイト

AVALON TYROサイト

本体価格 ¥6,600（税込）

CARTEL サイドサイト

本体価格 ¥2,750（税込）

［特 長］ 上下・左右調整可能
［サイズ］ RH
［メーカー］ カーテル

本体価格 ¥1,650（税込）

［特 長］ 上下・左右調整可能／左右兼用
［サイズ］ RH
［メーカー］ アバロン

［特 長］ 上下・左右調整可能／左右兼用
［メーカー］ カーテル

SIGHT PINS

SHIBUYA 光ファイバーサイトピン

SHIBUYA サイトピン

本体価格 ¥3,960（税込）

本体価格 ¥1,430（税込）

［特 長］ TRUGLO社製ファイバーピン採
用 ／集 光 性・柔 軟 性・耐 久 性 ／
8-32標準ネジサイズ／WA認可
［サイズ］ 直径７mm、
直径12mm
［カラー］ レッド、
グリーン
［メーカー］ シブヤ

ファイバー：グリーン
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ビギナーズサイト

サイトピン

RECURVE

SHIBUYA アルティマ
カーボンエクステンション

サイト・サイトピン

［特 長］ 1999年の発表以来のロングセラーモデルがモデルチェンジ。
調整機構の改良
を実施しスムーズなクリック調整を実現。
新アルミエクステンションの採用で
前後方法の調整幅も向上。
使い勝手を求めた高品質なエントリーモデルです。
［重 量］ 195ℊ
［サイズ］ ９″
［メーカー］ シブヤ

［特 長］ ８ｰ32 標準ネジサイズ
［サイズ］ 直径7mm
［メーカー］ シブヤ

AXCEL
カーヴRX プロリカーブサイトピン
本体価格 ¥26,400（税込）

［特 長］ 無倍レンズ／Oリング／アパチュアディスク／
ファイバーリングピン／８ｰ32 標準ネジサイズ
／外径22mm
［サイズ］ ファイバーピン0.029″
ブルー、
レッド／ファイバー：レッド、
グリーン
［カラー］ ブラック、
［メーカー］ アクセル

ファイバー：レッド

AXCEL
カーヴRXF リカーブサイトピン
本体価格 ¥17,600（税込）

［特 長］ Oリング／アパチュアディスク／
８ｰ32 標準ネジサイズ
0.019″
［サイズ］ ファイバーリングピン0 .029″、
グリーン
［カラー］ ブラック／ファイバー：レッド、
［メーカー］ アクセル

BEITER
サイトトンネル ８mm
本体価格 ¥3,300（税込）

［特 長］ 交換可能なインサート／
８ｰ32 標準ネジサイズ
［サイズ］ 8mm
［カラー］ ブラック、
クリア
［メーカー］ バイター

SHREWD
フレックスリカーブスコープ

SPIGARELLI ライトサイトピン

本体価格 ¥14,300（税込）

スペアドット
［特 長］ 無倍レンズ／ドット用レンズ、
別売り／８ｰ32 標準ネジサイズ
／内径：9.5mm、
［サイズ］ ファイバーピン0.029″
11mm、
12.5mm、
14.5mm
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
パープル
［メーカー］ シュルード

BEITER
サイトトンネル用蛍光ピン
本体価格 ¥495（税込）

［サイズ］ 1.5×1.5、
2.5×1.5、
2.5×2.5
［カラー］ レッド、
グリーン、
オレンジ、
ブルー、
ブラック
［メーカー］ バイター

BEITER サイトトンネル 12mm

本体価格 ¥3,850（税込）

本体価格 ¥3,300（税込）

［特 長］ 交換可能なインサート／
８ｰ32 標準ネジサイズ
［サイズ］ 12mm
［カラー］ ブラック、
クリア
［メーカー］ バイター

［特 長］ ８ｰ32 標準ネジサイズ
［サイズ］ ８mm
［メーカー］ スピギャレリ

CARTEL サイトピン

BEITER サイトトンネルインサート

［特 長］ ８ｰ32 標準ネジサイズ
［サイズ］ ８mm
［カラー］ ブラック
［メーカー］ カーテル

［サイズ］ ８mm用、
12mm用
［カラー］ ブラック、
レッド、
グリーン、
オレンジ、
クリア
［メーカー］ バイター

本体価格 ¥440（税込）

本体価格 ¥440（税込）

#1

#11

#2

#3

#12

#4

#13

#5

#15

#6

#7

#17

#19

アローレスト

ARROW RESTS

SHIBUYA アルティマ
リカーブレスト
本体価格 ¥4,400（税込）
アローレスト・プランジャー

RECURVE
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［特 長］ デュアルマグネットによる復元力と
再現性／上下･開き角度の調整が
可能／CNCマシンによる精密 切
削加工／調整用六角レンチ、スペ
ア両面接着シート付
［サイズ］ RH、
LH
［メーカー］ シブヤ

サイトピンの開き角・
上下の調整が可能。

カラー

2022-2023 PRODUCT GUIDE

ブラック

シルバー

ブルー

レッド

SHIBUYA アルティマ
リカーブレストピン

SHIBUYA アルティマ
リカーブレストスペアテープ
本体価格 ¥220（税込）

本体価格 ¥770（税込）

［特 長］ アルティマ リカーブレスト用レストピン。
磨耗に強いDLC
（Diamond Like Carbon）
コーティング採用／オフセットデザイン
［メーカー］ シブヤ

プランジャー

［特 長］ アルティマ リカーブレスト用
スペア両面テープ
［メーカー］ シブヤ

HOYT スーパーレスト

HOYT ハンターレスト

本体価格 ¥385（税込）

本体価格 ¥385（税込）

［特 長］ 柔らかく矢の飛びに影響が少ない
プラスチック製レスト
［サイズ］ RH、
LH
［メーカー］ ホイット

［特 長］ 頑丈な造りのプラスチック製レスト
［サイズ］ RH、
LH
［メーカー］ ホイット

PLUNGERS

SHIBUYA DXプランジャー
本体価格 ¥4,400（税込）

［特 長］ シリンダー内部の 特 殊
加 工によりスムーズな
クッション動作を実現。
／調整用レンチ、
予備ス
プリング、
メタルチップ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ シブヤ
カラー

ブラック シルバー ブルー

ブラック

WIFLER MP-1 PRO
プランジャー

NEW

BEITER プランジャー

本体価格 ¥22,000（税込）

本体価格 ¥25,300（税込）
¥26,400（税込）

［特 長］ マイクロクリック調
整式／マグネット式
／特殊コーティング
金属チップ／取り付
け用レンチ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ ウィフラー

［特 長］ マイクロクリック調整
式／調整用レンチ、ス
パ ナ 、予 備 スプ リン
グ、
メタルチップ付
［サイズ］ ネジサイズ： 5/16
［メーカー］ バイター

カラー

（限定カラー）

ブラック シルバー ダーク
ブルー

レッド

ゴールド

チタン

限定カラー
ブラック

カラー

レッド

グリーン オレンジ
ブラック

BEITER プランジャースパナ
本体価格 ¥660（税込）

［カラー］ イエロー（標準）、オレンジ（ウィンド
ウ部が厚いハンドル向け）
［メーカー］ バイター

ブラック シルバー ブルー

レッド

グリーン パープル

ブラック

パープル

ブルー

スタビライザー

STABILIZERS

SHIBUYA アルティマ MZS

長 ］ピッチ系60t高弾性カーボンファイバー／
粘弾性体によるZONE DAMPING構造
［ 重 量 ］30 :約139g／28 :約132g／
26 :約126g
［ サイズ ］直径14mm／5/16-5/16
［ 付 属 ］1/4-5/16変換ネジ
［ カラー ］マットブラック
［メーカー］シブヤ

SHIBUYA アルティマ
MZS サイドロッド
本体価格 ¥27,500（税込）

長 ］ ピッチ系60t高弾性
カーボンファイバー
［ 重 量 ］ 15 :約88g／12 :約78g／11 :約75g
［ サイズ ］ 直径14mm／5/16-5/16
［ 付 属 ］ 1/4-5/16変換ネジ
［ カラー ］ マットブラック
［メーカー］ シブヤ
［特

SHIBUYA アルティマ
エクステンダー

SHIBUYA カルノ

SHIBUYA カルノ センターロッド
本体価格 ¥20,350（税込）

SHIBUYA カルノ サイドロッド
本体価格 ¥9,350（税込）

［特 長］ 超軽量／Vari-Blend Carbon／ウエイト1個付／
収納スリーブ付
［重 量］ 10": 51g／11": 53g／12": 55g
［サイズ］ 直径18mm／ネジサイズ：5/16-1/4
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

EASTON Z COMP

EASTON Z COMPセンターロッド
本体価格 ¥24,200（税込）

EASTON Z COMPサイドロッド
本体価格 ¥13,200（税込）

［特 長］ ハイモジュラスカーボン採用／調合性設計
［重 量］ 12":99g／10":92g
［サイズ］ 直径15.2mm
［メーカー］ イーストン

EASTON プロリンク エクステンダー
本体価格 ¥14,300（税込）

［特 長］ 超高剛性カーボン
［重 量］ 6":131.5g／5":122.5g／4":113.4g
［メーカー］ イーストン
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本体価格 ¥1,320（税込）

［特 長］センタースタビライザー用／サイドロッド用
［メーカー］シブヤ

［特 長］ ハイモジュラスカーボン採用／調合性設計
［重 量］ 30":186g／27":175g／24":164g
［サイズ］ 直径15.2mm
［メーカー］ イーストン
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本体価格 ¥11,000（税込）

［ 特 長 ］ 超高剛性カーボン／ダイレクトリンク構造
［ 重 量 ］ 5 :約57g／4 :約51g／3 :約45g
［ サイズ ］ 直径18mm／5/16-5/16
［ カラー ］ マットブラック
［メーカー］ シブヤ

SHIBUYA スタビライザーバック

［特 長］超軽量／Vari-Blend Carbon／ウエイト2個付
／収納スリーブ付
［重 量］28": 112g／26": 106g
［サイズ］直径18mm／ネジサイズ：5/16-1/4
［カラー］ブラック
［メーカー］ シブヤ

RECURVE

本体価格 ¥41,800（税込）

［特

スタビライザー

SHIBUYA アルティマ
MZS センターロッド

スタビライザー

STABILIZERS

EASTON マイクロフレックス

シルバー

カラー

EASTON マイクロフレックス スタビライザー
本体価格 ¥19,800（税込）

［特 長］ 小口径／高剛性カーボン／ウエイト別売
［重 量］ 30":186g／27":175g／24":164g
［サイズ］ 直径15mm／ネジサイズ:5/16-1/4(5/16切り替え可能）
［カラー］ シルバー、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

ブルー

レッド

EASTON マイクロフレックス サイドロッド
本体価格 ¥8,250（税込）

［特 長］ 小口径／高剛性カーボン／ウエイト別売
［重 量］ 12":99g／10":92g
［サイズ］ 直径15mm／ネジサイズ:5/16-1/4(5/16切り替え可能）
［カラー］ シルバー、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

スタビライザー

RECURVE

WIN&WIN WIAWIS ACS EL

カラー
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シルバー

WIN&WIN WIAWIS ACS EL ロング
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本体価格 ¥46,200（税込）

［特 長］ グラフェンフォームコア構造／両端テーパチューブ使用で剛性を実現
［重 量］ 32":176g／30":171g／28":168g／26":165g
［サイズ］ 直径14.6mm／ネジサイズ:5/16-1/4
［カラー］ カーボンブラック
［メーカー］ ウィン＆ウィン

カーボンブラック

WIN&WIN WIAWIS ACS EL ショート
本体価格 ¥16,280（税込）

［特 長］
［重 量］
［サイズ］
［カラー］
［メーカー］

グラフェンフォームコア構造／両端テーパチューブ使用で剛性を実現
15":86g／14":84g／12":80g／11":77g／10":74g
直径14.6mm／ネジサイズ:5/16-1/4
カーボンブラック
ウィン＆ウィン

WIN&WIN WIAWIS ACS15

本体価格 ¥46,200（税込）

［特 長］ グラフェンフォームコア構造／両端テーパーチューブ使用で剛性を実現
［重 量］ 32":230g／30":220g／28":210g／26":200g
［サイズ］ ネジサイズ:5/16-1/4
［カラー］ カーボンブラック、
ホワイトゴールド、
バーガンディーレッ
ド、
インディゴブルー、
グラファイトシルバー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

本体価格 ¥12,650（税込）

［特 長］
［重 量］
［サイズ］
［カラー］
［メーカー］

グラフェンフォームコア構造／両端テーパチューブ使用で剛性を実現
6":70g／5":65g／4":60g／3":55g
直径14.6mm／ネジサイズ:5/16-5/16
カーボンブラック
ウィン＆ウィン

カーボンブラック

カラー

WIN&WIN WIAWIS ACS15 ロング

WIN&WIN WIAWIS ACS EL エクステンダー

カーボンブラック

ホワイトゴールド

バーガンディーレッド

WIN&WIN WIAWIS ACS15 ショート

インディゴブルー

グラファイトシルバー

WIN&WIN WIAWIS ACS15 エクステンダー

本体価格 ¥16,280（税込）

本体価格 ¥12,650（税込）

グラフェンフォームコア構造／両端テーパーチューブ使用で剛性を実現
15":125g／14":124g／12":115g／11":112g／10":109g
ネジサイズ:5/16-1/4
カーボンブラック、
ホワイトゴールド、
バーガンディーレッ
ド、
インディゴブルー、
グラファイトシルバー
［メーカー］ ウィン＆ウィン
［特 長］
［重 量］
［サイズ］
［カラー］

グラフェンフォームコア構造／両端テーパーチューブ使用で剛性を実現
6":100g／5":90g／4":80g／3":65g
ネジサイズ:5/16-5/16
カーボンブラック、
ホワイトゴールド、
バーガンディーレッ
ド、
インディゴブルー、
グラファイトシルバー
［メーカー］ ウィン＆ウィン
［特 長］
［重 量］
［サイズ］
［カラー］

WIN&WIN WIAWIS S21
カーボンマット

カラー

WIN&WIN WIAWIS S21 ロング
本体価格 ¥42,900（税込）

［特 長］ グラフェンフォーム＆テーパー構造／S21ウエイト3個付
［重 量］ 32":160g／30":155g／28":150g／26":140g
［サイズ］ 最大径 21mm最小 径17mm／ネジサイズ:5/16 -1/4
（5/16切り替え可能）
［カラー］ カーボンブラックマット、
カーボンブラック、
レッド、
ブルー、
イエロー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

カーボンブラックマット

カーボンブラック

WIN&WIN WIAWIS S21 ショート
本体価格 ¥14,850（税込）

［特 長］ グラフェンフォーム＆テーパー構造／S21ウエイト3個付
［重 量］ 15":105g／14":100g／12":95g／11":90g／10":85g
［サイズ］ 最大径 21mm最小 径17mm／ネジサイズ:5/16 -1/4
（5/16切り替え可能）
［カラー］ カーボンブラックマット、
カーボンブラック、
レッド、
ブルー、
イエロー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ブルー

レッド

イエロー

WIN&WIN WIAWIS S21 エクステンダー
本体価格 ¥11,550（税込）

［特 長］ グラフェンフォーム＆テーパー構造
［重 量］ 6":90g／5":85g／4":75g／3":60g
［サイズ］ ネジサイズ:5/16-5/16
カーボンブラック、
レッド、
ブルー、
イエロー
［カラー］ カーボンブラックマット、
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN HMC プラス
カーボンブラックマット

カラー

WIN&WIN HMC プラス ロング
本体価格 ¥25,300（税込）

［特 長］ オールカーボン／軽量／ウエイト3個付
［重 量］ 30":122g／28":116g／26":111g
［サイズ］ 直径18.6mm
［カラー］ カーボンブラックマット、ブラックゴールド、ブラック、
レッド、
ブルー、
ホワイト
［メーカー］ ウィン＆ウィン

カーボンブラックマット

ブラックゴールド

WIN&WIN HMC プラス ショート
本体価格 ¥13,200（税込）

［特 長］ オールカーボン／軽量／ウエイト2個付
［重 量］ 12":89g／11":84g／10":80g
［サイズ］ 直径18.6mm
［カラー］ カーボンブラックマット、ブラックゴールド、ブラック、
レッド、
ブルー、
ホワイト
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ブラック

ブルー

レッド

ホワイト

WIN&WIN HMC プラス エクステンダー
本体価格 ¥9,350（税込）

［特 長］ オールカーボン／軽量
［重 量］ 6":80g／5":75g／4":65g／3":50g
［サイズ］ 直径18.6mm
［カラー］ カーボンブラックマット、ブラックゴールド、ブラック、
レッド、
ブルー、
ホワイト
［メーカー］ ウィン＆ウィン

スタビライザー

STABILIZERS

SHREWD リカーブスタビライザー

SHREWD リヴェル スタビライザー

SHREWD リヴェル サイドロッド

本体価格 ¥31,900（税込）

本体価格 ¥18,150（税込）

［特 長］ ウルトラハイモジュラスカーボン使用／専用ウエイト2
個、
ドインカーAボム付
［重 量］ 14":85g／12":81g
［サイズ］ 直径12.7mm／ネジサイズ:5/16-5/16
［メーカー］ シュルード

AXCEL アキュレイム 550 PRO スタビライザー
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AXCEL アキュレイム 550 PRO サイドロッド
本体価格 ¥38,500（税込）
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本体価格 ¥66,000（税込）

［特 長］ 植物性由来の材料をカーボンに配合/ウエイト3オンス、
X-VIBEダンパー付
［サイズ］ 33"30"27"24"
［メーカー］ アクセル

NEW

［特 長］ 植物性由来の材料をカーボンに配合/ウエイト3オンス、
KRYPTOSダンパー付
［サイズ］ 15"12"10"
［メーカー］ アクセル

CARTEL スプリーム

CARTEL スプリーム センターロッド
本体価格 ¥12,100（税込）

［特 長］ アルミニウムコア＆カーボン／ウエイト2個付
［重 量］ 28"、
26"
［サイズ］ 直径19.5mm
［メーカー］ カーテル

CARTEL スプリーム サイドロッド
本体価格 ¥7,700（税込）

［特 長］ アルミニウムコア＆カーボン／ウエイト2個付
［重 量］ 12"、
10"
［サイズ］ 直径19.5mm
［メーカー］ カーテル

CARTEL スプリーム エクステンダー
本体価格 ¥4,400（税込）

［特 長］ アルミニウムコア＆カーボン
［重 量］ 6"、
5"、
4"
［サイズ］ 直径19.5mm
［メーカー］ カーテル

CARTEL ダイナミックエアロカーボン センターロッド
本体価格 ¥6,050（税込）
［特 長］ カーボン／ウエイト付
［重 量］ 26"
［サイズ］ 直径17ｍｍ
［メーカー］ カーテル

ウエイト

WEIGHTS

SHIBUYA カルノ ウエイト
本体価格 ¥880（税込）

［特 長］ ステンレスウエイト
［重 量］ キャップ：40g／直径20mm／長さ16mm
フラット：32g／直径20mm／長さ14mm
［サイズ］ ネジサイズ:1/4
［メーカー］ シブヤ

WIN&WIN カラーディスクウエイト
本体価格 20g：¥5,500（税込）
40g：¥7,700（税込）
60g：¥12,100（税込）
［特 長］ 同サイズ3個セット
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［カラー］ ブラック、
シルバー、
ゴールド、
レインボー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

SHIBUYA カルノ ハーフウエイト
本体価格 ¥880（税込）

［特 長］ ステンレスウエイト／ネジサイズ:1/4／ハーフウエイト
はネジが長い一部の商品には対応しておりません。
［重 量］ ハーフキャップ：28g/直径20mm、
長さ11mm
フラットライト：28g/直径20mm、
長さ11mm
［サイズ］ ネジサイズ:1/4
［メーカー］ シブヤ

WIN&WIN カラーウエイト

本体価格 ¥1,650（税込）

［重 量］ キャップ:45g／フラット:23g
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［カラー］ブラック、
ブルー、
レッド、
ゴールド、
グリーン、
ピンク、
オレンジ
［メーカー］ ウィン＆ウィン

EASTON フラットバリウエイト
本体価格 1オンス：¥1,980（税込）
2オンス：¥2,970（税込）
4オンス：¥3,960（税込）
［特 長］ Z-FLEXスタビライザー・コンツアー
スタビライザー用大口径ウエイト
［サイズ］ ネジサイズ:5/16
［カラー］ シルバー、
ブラック
［メーカー］ イーストン

WIN&WIN WIAWIS S21 ウエイト
本体価格 ¥1,320（税込）

［重 量］ キャップ:46g／フラット:25g／ボトム:46g
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［カラー］ マットブラック、
グロッシーブラック
［メーカー］ ウィン＆ウィン

RECURVE

AXCEL アキュレイム 550 PRO スタビライザー

本体価格 ¥11,000（税込）

［特 長］ ウルトラハイモジュラスカーボン使用
／Vバー傾き調整機構搭載
［重 量］ 5":95g／4":81g
［サイズ］ ネジサイズ:5/16-5/16
［メーカー］ シュルード

スタビライザー・ウエイト

［特 長］ ウルトラハイモジュラスカーボン使用／専用ウエイト2
個、
ドインカーAボム付
［重 量］ 30":120g／28":116g
［サイズ］ 直径12.7mm／ネジサイズ:5/16-5/16
［メーカー］ シュルード

SHREWD REX
エクステンダー

WIN&WIN ウエイト
本体価格 ¥935（税込）

［重 量］ ヘッド:40g／フラット:25g
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ ウィン＆ウィン

ウエイト

WEIGHTS

LEVEN ドインカー ４-２-１ウエイト

BEITER Oリング

本体価格 1オンス：¥1,980（税込） 2オンス：¥3,300（税込）
4オンス：¥4,620（税込） 4-2-1セット：¥9,900（税込）

本体価格 ¥198（税込）

［サイズ］ ネジサイズ：5/16:1mm、
2mm／
ネジサイズ：1/4:1mm、2mm
［メーカー］ バイター

［特 長］ 枚数を増やしても長さの変化が少ないディスクタイプ
［重 量］ 7oz（1oz+2oz+4ozのセット）
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ レブン

ウエイト・Vバー

RECURVE
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Vバー

V-BARS

SHIBUYA カルノ Ｖバー

SHIBUYA カルノ Ｖバー専用ボルト

本体価格 ¥7,920（税込）

本体価格 ¥2,420（税込）

［特 長］ 超軽 量47g／超高強 度アルミニウム合 金／特 徴 的な多面 体
フォルム／専用スパナ、Vバーバッグ付／長さ12mm以上のネジ
仕様のスタビライザーには対応
しておりません。
［重 量］ 47g（ボルト含む）
［サイズ］ 40度、45度/×0度
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ
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EASTON アジャスタブルＶバー
本体価格 ¥17,600（税込）
［特 長］ 上下左右調整可能
［重 量］ 228ℊ（ボルト含む）
［メーカー］ イーストン

ダイナスティ フラグメントVバー

［特 長］ カルノVバー専用ボルト／超高強 度アル
ミニウム合金／12mm以上のネジ仕様の
スタビライザーには
対応しておりません。
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

SHERWD アトラス Vバー

本体価格 ¥20,900（税込）

長 ］上下左右調整可能/テーパーとクランプを合
わせた 堅 固なロック 機 構を搭 載 /クイック
ディスコネクト採用。
［ 重 量 ］229g
［ カラー ］マットブラック
［メーカー］シュルード
［特

NEW

本体価格 ¥15,400（税込）

［特 長］ 新設 計の機構により、高精度・堅牢でありな
がらアジャスタブルVバートップクラスの軽さ
を実現／日本製 ※SAボルトは付属しません
［重 量］ 142g
［カラー］ ブラック、ブルー、レッド、ゴールド
［メーカー］ ダイナスティ

本体価格 ¥29,700（税込）
長 ］サイドロッドの角度調整可能な可変式Vバー。
トライロックテ
クノロジーとアンカーグリップロッキングシステムにより、
設定
した角度に確実に固定されます。
マウント本体が動かないロッ
ドロックを搭載。
センターロッククイックディスコネクト内蔵
［ 重 量 ］260g
（ボルト含む）
［メーカー］アクセル
［特

WIN&WIN WIAWIS CX-AD Vバー
本体価格 ¥26,400（税込）

［特 長］ 上下左右調整可能/カーボン製アジャスタブルVバー
［重 量］ 175g
［カラー］ カーボンマット、
カーボングロッシー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

WIN&WIN
WIAWIS スタンダード Vバー

本体価格 ¥10,450（税込）

本体価格 ¥5,830（税込）
［特 長］ アルミニウム製
［重 量］ 95ℊ
［サイズ］ 35度、
40度、
45度／×０度
［メーカー］ ウィン＆ウィン

本体価格 ¥880（税込）

［特 長］ MZS、カルノVバー、カルノスタ
ビライザー、SHIBUYA DXプラ
ンジャー対応
［サイズ］ 極薄／17×12サイズ
［メーカー］ シブヤ

AXCEL トライロック
アジャスタブルVバーマウント

WIN&WIN
WIAWIS CX2カーボン Vバー
［特 長］ カーボン製
［重 量］ 88ℊ
［サイズ］ 35度、40度、
45度／×０度
［メーカー］ ウィン＆ウィン

SHIBUYA スパナ

WIN＆WIN WIAWIS S21カーボン Vバー
本体価格 ¥11,000（税込）

［特 長］ カーボン製
［重 量］ 112ℊ
［サイズ］ 35度、
40度、
42度、
45度／
×0度
［カラー］ カーボンマット、
カーボングロッシー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

CARTEL FOCUS Ｖバー
本体価格 ¥4,180（税込）

［特 長］ アルミニウム製
［重 量］ 66ℊ
［サイズ］ 35度×０度
［カラー］ ブラック、
シルバー、
ブルー、
レッド
［メーカー］ カーテル

アッパーロッド

UPPER RODS

WIN&WIN WIAWIS ACSカーボンアッパー

WIN&WIN WIAWIS ACS-EL カーボンアッパー

本体価格 ¥10,560（税込）

［特 長］ カーボンバー、
マルチダンパー、
アルミボディー
［重 量］ 125g
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［カラー］ マットブラック、
マットレッド、
マットブルー、
グロッシーレイ
ンボー、
グロッシーゴールド、
グロッシーシルバー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ ダンパー内蔵 ／ウエイト付
［重 量］ 117ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：5/16-1/4
［カラー］ ブラック
［メーカー］ レブン

FIVICS TNS-100AL
アッパーセット

LEVEN ドインカー
フレックスドインカー
本体価格 ¥6,050（税込）

本体価格 ¥9,350（税込）

［特 長］ 振動吸収素材
［重 量］ 57.5ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［メーカー］ レブン

［特 長］ ダンパーカラーウエイト付
［重 量］ 90g
［サイズ］ ネジサイズ：5/16-1/4
［カラー］ ブルー、
ブラック、
レッド、
グリーン、
ゴールド 、
パープル
［メーカー］ ファイビックス

CARTEL アッパーロッド
本体価格 ¥2,640（税込）

［特 長］ ダンパー付
［重 量］ 120ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：5/16-1/4
［カラー］ ブラック
［メーカー］ カーテル

RECURVE

本体価格 ¥10,450（税込）

［特 長］ アッパー素材にグラフェンカーボン
使用／マルチダンパー付
［重 量］ 125ｇ
［サイズ］ ネジサイズ：５/16
［カラー］ ブラック、
レッド、
ブルー、
レインボー
［メーカー］ ウィン＆ウィン

アッパーロッド・ダンパー・
リムセーバー

LEVEN ドインカー
スプリームターゲットアッパー

NEW

本体価格 ¥10,780（税込）
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DAMPERS

WIN&WIN WIAWIS マルチダンパー
本体価格 ¥6,600（税込）
［特 長］ 特殊材質とダンパーの強度で、シュー
ティング後の二次振動まで低減します。
［重 量］ 33ℊ
［サイズ］ 1/4-5/16※1/4-5/16変換ネジ付
［メーカー］ ウィン＆ウィン

LEVEN バックドインカー Ａボム
本体価格 ¥6,600（税込）

［特 長］ 硬質樹脂使用
［重 量］ 48ｇ
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［メーカー］ レブン

FIVICS Ｖゼロダンパー

本体価格 スタンダード:¥3,740（税込）
ショート:1,870（税込）

［特 長］ 硬質樹脂使用
［重 量］ スタンダード:35g／ショート:22g
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ ウィン＆ウィン

LEVEN ドインカー Aボム
本体価格 ¥6,380（税込）

［特 長］ 振動吸収効果に優れた特殊素材
［重 量］ 33ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ レブン

本体価格 ¥4,180（税込） ミニ：¥3,300（税込）

［特 長］ センターロッド用／サイドロッド用
［重 量］ 28ℊ ミニ：20ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ ファイビックス

WIN&WIN BWダンパー

LEVEN ピーウィードインカー
本体価格 ¥6,380（税込）

［特 長］ サイト用ダンパー
［重 量］ ９ℊ
［サイズ］ M4：SHIBUYA対応
8-32：AXCEL・SURE LOC対応
［メーカー］ レブン

AXCEL KRYPTOS ARC
本体価格 ¥6,600（税込）

［特 長］ 同一間隔に配置されたリブが
振動を安定して分散・減衰
［重 量］ 28.3g
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［メーカー］ アクセル

リムセーバー
AVALON テックX
モジュレートダンパー1.5"
本体価格 ¥2,200（税込）

［特 長］ アッパー、カウンター用
［重 量］ 49g
［サイズ］ ネジサイズ：5/16
［カラー］ ブラック、ブルー、レッ
ド、グリーン、オレンジ、
パープル、
シルバー
［メーカー］ アバロン

Rim Saver

SVL ブロードバンドリムセーバー
本体価格 ¥3,300（税込）

［特 長］ ２個セット
［サイズ］ 直径42mm
［カラー］ ブラック、
ブルー、
グリーン、
パープル、
ピンク、
レッド、
オレンジ、
イエロー
［メーカー］ シムズ

WIN&WIN ACS ダンパー
本体価格 ¥3,630（税込）

［特 長］ 振動吸収効果に優れた特殊素材
［重 量］ 33ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ ウィン＆ウィン

LEVEN ディンキードインカー
本体価格 ¥6,380（税込）

［特 長］ 振動吸収効果に優れた特殊素材
［重 量］ 14ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ レブン

横浜洋弓工房 Ｋダンパー
本体価格 ¥1,650（税込）

［特 長］ ハードタイプ／セミハードタイプ
［重 量］ 32ℊ
［サイズ］ ネジサイズ：1/4
［メーカー］ ヨコハマヨウキュウコウボウ
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ダンパー

クリッカー

CLICKERS

BEITER クリッカー ブラックブレード
本体価格 ¥2,860（税込）

［サイズ］ ネジサイズ:6-32,M4／ブレードサイズ:0.25
［メーカー］ バイター

クリッカー・ボウスタンド

RECURVE

WIN&WIN WIAWIS
ACS クリッカー

BEITER クリッカー
本体価格 ¥2,640（税込）

［サイズ］ ネジサイズ:6-32,M4／
ブレードサイズ：0.20,0.25,0.30
［カラー］ ブラック、
ホワイト
［メーカー］ バイター

WIN&WIN WIAWIS
カラークリッカー

本体価格 ¥5,720（税込）

本体価格 ¥4,620（税込）

［特 長］ カーボン製
［サイズ］ ネジサイズ:6-32,M4
［カラー］ ブラック、
シルバー、
ブルー、
レッド、
ゴールド
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ ステンレスクリッカー
［サイズ］ ネジサイズ:6-32,M4
［カラー］ 本体:ブラック、
シルバー、
ゴールド、
レインボー／チップ:ブラック、
クリア
［メーカー］ ウィン＆ウィン

BEITER クリッカーキャップ
本体価格 ¥495（税込）

［特 長］ スタンダードタイプ／ロングタイプ
［カラー］ スタンダードタイプ:ブラック、
ホワイト、
グリーン、
レッド
／ロングタイプ:ブラック、
ホワイト
［メーカー］ バイター

WIN&WIN WIAWIS
ARC カーボンクリッカー
本体価格 ¥5,720（税込）
［特 長］ カーボン製／アーチ型
［サイズ］ ネジサイズ:6-32,M4
［カラー］ ブラック、
レッド、
ブルー、
シルバー、
ゴールド
［メーカー］ ウィン＆ウィン
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AAE エクステンションクリッカー

HASCO マルチアングルクリッカー

本体価格 ¥7,700（税込）

本体価格 ¥1,760（税込）

［特 長］ マグネット式／
サイトのエクステンションに取付けタイプ
［カラー］ ブラック
［メーカー］ アリゾナ

ボウスタンド

［特 長］ 矢に対して垂直に近い位置でセット
が可能なデザイン
［サイズ］ ネジサイズ：６ｰ32、
M4
［メーカー］ ハスコ

本体価格 ¥10,450（税込）

［特 長］ BEITER クリッカー標準装備/サイトエクス
テンションに取付けタイプ
［メーカー］ ギャラクシー

BOW STANDS

FIVICS オートマチック
ボウスタンド ショート

FIVICS オートマチック
ボウスタンド ロング

本体価格 ¥18,700（税込）

本体価格 ¥22,000（税込）

［重 量］ 573ｇ
［サイズ］ 44cm
［メーカー］ ファイビックス

［重 量］ 680ｇ
［サイズ］ 65cm
［メーカー］ ファイビックス

WIN&WIN
TY マルチボウスタンド

WNS S-AL ボウスタンド
本体価格 ¥5,940（税込）

本体価格 ¥8,250（税込）
［特 長］ ヘッド付け替えで
2タイプの使用可
［サイズ］ スタンディング時
6 7 0 m m (5 6 0 g)
／シッティング時
405mm(520g)
［メーカー］ ウィン＆ウィン

シッティング
タイプ

スタンディング
タイプ

CARTEL MIDAS105ボウスタンド
本体価格 ¥6,050（税込）
［特 長］ スクリュータイプの
折り畳み式
［重 量］ 220g
［カラー］ シルバー、ブルー、
レッド、
ブラック
［メーカー］ カーテル

GALAXY スリッカークリッカー

［特 長］ アルミ製のコンパク
トな折り畳み式
［重 量］ 400g
［カラー］ ブラック、
シルバー、
ブルー、
レッド
［メーカー］ ウィナス

CARTEL RX-103ボウスタンド
本体価格 ¥2,750（税込）
［特 長］ スクリュータイプの
折り畳み式
［重 量］ 422g
［カラー］ ブルー、
ホワイト
［メーカー］ カーテル

WIN&WIN WIAWIS
カーボンボウスタンド
本体価格 ¥26,400（税込）
［特 長］ 弦へのダメージを最小限
に抑えるモデル、スタン
ドヘッドは、より安定感
のあるポジショニングの
ためにシリコン素材
［メーカー］ ウィン＆ウィン

CARTEL MIDAS
RX-10ボウスタンド
本体価格 ¥10,450（税込）
［特 長］ アップライトタイプの折り畳み
式／軽量カーボンパイプ
［重 量］ 395g
［カラー］ ブラック、
ブルー、
シルバー、
レッド
［メーカー］ カーテル

グリップ

GRIPS

HASCO ハスコグリッパー
本体価格 ¥550（税込）

［特 長］ グリップの滑り止めシート／
３枚セット
［サイズ］ 約8.5×13センチ
［メーカー］ ハスコ

YONEX AC130
ウェットスーパー極薄グリップ
本体価格 ¥330（税込）

［特 長］ 0.4mm厚の極薄タイプ
［サイズ］ 幅25mm×長さ1,200mm×厚さ0.4mm
［カラー］ ブラック
［メーカー］ ヨネックス

YONEX AC133
ウェットスーパーストロンググリップ
本体価格 ¥440（税込）

［特 長］ やや厚めの0.65mm厚／ソフトな感覚で手にフィット
［サイズ］ 幅25mm×長さ1,200mm×厚さ0.65mm
［カラー］ イエロー、ブラック、ピンク、ワインレッド、ブライトグ
リーン、
ブライトオレンジ、
オリエンタルブルー
［メーカー］ ヨネックス

BOW STOPS

本体価格 ¥1,430（税込）

［特 長］ レザーの柔らかい
装着感
［メーカー］ エンゼル

グローブ
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AAE フィンガースリング
本体価格 ¥1,760（税込）

［特 長］ パラシュートコード素材
［カラー］ イエロー、
レッド、
ブルー、
ブラック、
ホワイト
［メーカー］ アリゾナ

GLOVES

NEET グローブ

本体価格 ¥2,750（税込）
［特 長］ 本革製
［サイズ］ 左右兼用／SS、Ｓ、Ｍ、Ｌ
［メーカー］ ニート

ANGEL グローブ

本体価格 ¥2,750（税込）

［特 長］ 本革製
［サイズ］ 左右兼用／Ｓ、
Ｍ、Ｌ
［メーカー］ エンゼル

SHERWOOD フィンガースリング
本体価格 ¥440（税込）

［特 長］ 長さ調整可能
［カラー］ イエロー、
レッド、
ブルー、
ブラック、
グリーン、
パープル、
オレンジ、
ピンク
［メーカー］ シャーウッド
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ANGEL レザーボウスリング

RECURVE

グリップ・ボウストップ・
グローブ

ボウストップ

スタンダードタブ

TABS

SHIBUYA シブヤタブ

内外 GT-301タブ

本体価格 ¥3,630（税込）

［特 長］ 初心者から上級者ま
で／上 質のコードバ
ンを使用
［サイズ］ RH、
LH／Ｓ、
Ｍ、Ｌ
［メーカー］ シブヤ

上級者タブ
タブ

RECURVE
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ANGEL エンゼルタブⅠ

本体価格 ¥3,300（税込）

本体価格 スーパーレザー ¥2,530（税込）
コードバン ¥3,080（税込）

［特 長］ コードバン使用
［サイズ］ RH、
LH／Ｓ、
Ｍ、
Ｌ
［メーカー］ ナイガイ

M、
L
［サイズ］ S、
※その他モデルは
お問い合わせください。
［メーカー］ エンゼル

COMPETITION TABS

SHIBUYA チョンテキムタブ
本体価格 ¥14,300（税込）

［特 長］ メダリストの意 見を
元に商品開発を重ね
作り上げた、フィット
感を追求した競技用
フィンガータブ
LH／S、
M、
L、
XL
［サイズ］ RH、
［メーカー］ シブヤ

KIS ステラタブ

AXCEL コンツアータブ

NEW

本体価格 ¥9,350（税込）

本体価格 ¥16,500（税込）
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［特 長］ 4 種類のパーツで、フォームや重さのカスタムが可
能なタブ。このタブ1つで、幅広い選手が使用でき、
自分に合ったタブフォームを選ぶことが出来ます。
［サイズ］ RH／XS、
S、
M、
L
［カラー］ ブラック
［付属品］ ストラップ/ストッパー、
ア
ンカーパッド、
フィンガー
スペーサー、
ピンキーレ
スト、
テイルパーツ、
パー
ムプレート、
カウンターウ
エイト
（大×１、
小×３）
［メーカー］ ケーアイエス

AXCEL コンツアープロタブ
本体価格 ¥19,800（税込）

WIN&WIN WIAWIS EZフィンガータブ

WIN&WIN WIAWIS EZ-Rフィンガータブ

本体価格 ¥12,100（税込）

本体価格 ¥12,100（税込）

［特 長］ コードバン 使 用／様 々
な調 整が 可能なリング
プレート採用
［サイズ］ RH、
LH／XS、
S、
M、
L
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ コードバン 使 用／高 機
能調整タイプ
［サイズ］ RH、LH／XS、
S、
M、
L
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ ブレイディ・エリソン
選手が開発に協力し
たモデルです。プレー
トにブラス
（真鍮）
を使
用したプロモデル。
［サイズ］ RH、
LH／S、
M、
L
［メーカー］ アクセル

WIN&WIN 360コードバン
フィンガータブ
本体価格 ¥7,590（税込）
［特 長］ コードバン使用
［サイズ］ RH、
LH／S、
M、
L
［メーカー］ ウィン＆ウィン

［特 長］ ブレイディ・エリソン
選手が開発に協力し
たモデルです。
［サイズ］ RH、
LH／S、
M、
L
［カラー］ ブラック
［メーカー］ アクセル

FIVICS セーカータブⅠ、
Ⅱ、
Ⅲ

HASCO FITタブ

本体価格 ¥13，200（税込）

本体価格 ¥7,260（税込）

［特 長］ コードバン 使 用／セー
カー
（Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ）
［サイズ］ RH、LH／XXS、
XS、
S、
M、
L (サイズごとにプレー
トの色が異なります)
［メーカー］ ファイビックス

［特 長］ コードバン使用／太く安定感
のあるフィンガースペーサー
［サイズ］ RH、
LH／S、
M、
L
［メーカー］ ハスコ

セーカーⅡ

サイモンフェアウェザー
タブプレートセット
本体価格 ¥10,780（税込）

［特 長］ スペーサーリング
（別売）
とセットで
使用します。
［サイズ］ RH／S、
M、
L
［メーカー］ フェアウェザー アーチェリー

FIVICS スペアコードバン
本体価格 ¥6,820（税込）

［特 長］ コードバン使用／セーカー
（Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ）
［サイズ］ RH、
LH／XS、
S、
M、L、XL
［メーカー］ ファイビックス

セーカーⅡ用

KIS ステラタブ
スペアコードバンセット

NEW

本体価格 ¥4,400（税込）
［特 長］ ステラタブ専用のコードバンセット
［サイズ］ XS、S、M、L
［メーカー］ ケーアイエス

FIVICS スペアバックスキン
本体価格 ¥1,980（税込）

［特 長］ セーカー
（Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ）
のバックスキン
［サイズ］ XS、
S、
M、
L、
XL
［メーカー］ ファイビックス

セーカーⅡ用

上級者タブ

COMPETITION TABS

WIN&WIN WIAWIS スペアコードバンセット

HASCO FIT タブスペアレザー

本体価格 ¥5,060（税込）

本体価格 ¥2,750（税込）

［特 長］ スペアレザー＆バックス
キンのスペアセット
［サイズ］ RH、
LH／XS、
S、
M、
L
［メーカー］ ウィン＆ウィン

EZフィンガータブ用

［サイズ］ RH、
LH／S、
M、
L
［メーカー］ ハスコ

HASCO スペアレザーフリーカット
（穴なし）
本体価格 ¥3,300（税込）
［特 長］コードバン
［メーカー］ ハスコ

EZ Rフィンガータブ用

［特 長］ サイモンフェアウェザー タブプレートセットとセットで使用
［サイズ］ RH／17、
18、
19、
20、
21、
22
［メーカー］ フェアウェザー アーチェリー

FIVICS フィンガースペーサー
本体価格 ¥1,100（税込）

［特 長］ ファイビックス

HASCO フィンガーテープ
本体価格 ¥330（税込）

［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
オレンジ、
イエロー
［メーカー］ ハスコ

RECURVE

本体価格 ¥5,280（税込）

タブ・アームガード

サイモンフェアウェザー タブスペーサーリング
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WIN&WIN AT-100アームガード

本体価格 ¥5,940（税込）

［サイズ］ 幅23mm／全長150mm
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド、
グリーン、
オレンジ
［メーカー］ ウィン＆ウィン

EASTON アームガード（オーバル）
本体価格 ¥2,310（税込）

［サイズ］ 幅53mm／全長136mm
［カラー］ イエロー、
ブルー、
レッド、
スモーク
［メーカー］ イーストン

BEITER アームガード

AAE エリートアームガード
本体価格 ¥2,310（税込）

本体価格 ¥2,200（税込）
［サイズ］ 幅23mm／全長160mm
10クリアレッド、
11ヘビーオレンジ、
17ピンク、20クリアグリー
［カラー］ ハード：01クリア、
ン、23ジェイイエロー、
30クリアオレンジ、
35オレンジ、
40クリアブルー、
43スカ
イブルー、
50ダークグリーン、
57ヘビーグリーン、
61ブラック、
71ホワイト、
48ダー
クブルー、
80クリアパープル、
85ヘビーパープル、
88ライラック、
89ヘビーピンク
ソフト：オイスター、
ブラック、
レッド、
ライラック、
ターコイズ、
アズール、
オレンジ
［メーカー］ バイター

EASTON コンフォートフレックスアームガード

本体価格 ¥1,320（税込）

［サイズ］ 幅40mm／全長145mm
［カラー］ ブラック
［メーカー］ イーストン

NEET エクストラロングアームガード

本体価格 ¥3,300（税込）

［特 長］ ガード範囲が広いの
で、初 心 者の方や腕
によく当たってしまう
方にお勧め
［カラー］ ブラック、ホワイト
［メーカー］ ニート

［サイズ］ 幅32mm／全長150mm
［カラー］ ブラック、
ブルー、
ホワイト、
レッド
［メーカー］ アリゾナ

CARTEL フレックスアームガード
本体価格 ¥935（税込）

［サイズ］ 幅62mm／全長135mm
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー
［メーカー］ カーテル

NEET ジュニアアームガード
本体価格 ¥2,640（税込）
［サイズ］ 全長245mm
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
ピンク
［メーカー］ ニート

EASTON アームガード
（ボーン）
本体価格 ¥2,310（税込）

［サイズ］ 幅25mm／全長150mm
［カラー］ スモーク、
イエロー、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

FIVICS ハーネスジェルアームガード
本体価格 ¥1,980（税込）

［サイズ］ 幅40mm／全長140mm
［カラー］ ホワイト、
パープル、
イエロー、
レッド、
ブルー、
ピンク
［メーカー］ ファイビックス

CARTEL フレックススリムアームガード
本体価格 ¥935（税込）

［サイズ］ 幅30mm／全長135mm
［カラー］ ブラック、
ホワイト
［メーカー］ カーテル

K&K アームガード

本体価格 ¥2,640（税込）
［特 長］ リー・キーシクコー
チ が 開 発 に 携 わっ
たアームガード。
［サイズ］ S
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
レッド、
ブルー、
オレンジ、
イエロー
［メーカー］ ケー＆ケー
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アームガード

チェストガード

CHEST GUARDS

SHIBUYA チェストガード

EASTON チェストプロテクター

本体価格 ¥3,850（税込）

本体価格 ¥4,620（税込）

［特 長］ ストリングの返りを妨げない独自
の素材／２カ所でのサイズ調整可
能／抜群のフィット感
［サイズ］ RH、
LH／Ｓ、
Ｍ、
Ｌ、
XL
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド
※XLサイズとLHはブラックと
ホワイトのみ
［メーカー］ シブヤ

チェストガード・クィーバー

RECURVE
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クィーバー／トーナメントクィーバー

［特 長］ メッシュ素材
［サイズ］ RH、
LH／XS、
Ｓ、
M、
Ｌ、
XL
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥27,500（税込）

2022-2023 PRODUCT GUIDE

［ 特 長 ］ エリートクィーバーベルト(Tバックル)、アクセサリークリップ、リムーバブルポケット付
［ 重 量 ］ 990ℊ
［カラー］ RH:レッド、ブルー、グレー、カーボンブラック、ホワイト／LH:カーボンブラック、
ホワイト
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥12,650（税込）

［ 特 長 ］ 左右兼用／ベルト付
［メーカー］ ホイット

ANGEL DX-WPクィーバー
本体価格 ¥23,100（税込）

［ 特 長 ］ 受注発注／クラリーノ製／
スコアノートポケット、
ポシェット付
カ ラ ー ］ カラーはお問い合わせください。
［メーカー］ エンゼル

本体価格 ¥4,840（税込）

［特 長］ メッシュ素材
［サイズ］ RH、
LH／Ｓ、
M、
Ｌ
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド、
グリーン、
オレンジ
［メーカー］ ウィン＆ウィン

QUIVERS

EASTON エリートTDヒップクィーバー

HOYT レンジタイムヒップクィーバー

WIN&WIN FINNOチェストガード

EASTON デラックスTDヒップクィーバー
本体価格 ¥22,000（税込）

［ 特 長 ］ デラックスクィーバーベルト付
［ 重 量 ］ 870ℊ
［カラー］ RH：ブラック、
ブルー、
レッド、
シルバー／LH：ブラック、
シルバー
［メーカー］ イーストン

EASTON フリップサイド 4チューブクィーバー
本体価格 ¥9,900（税込）

［ 特 長 ］ 左右兼用／ベルト付
［ 重 量 ］ 810ℊ
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

ANGEL DX-Fクィーバー
本体価格 ¥18,700（税込）

［ 特 長 ］ 受注発注／クラリーノ製／
スコアノートポケット、
フック付
［カラー］ カラーはお問い合わせください。
［メーカー］ エンゼル

クィーバー／フィールドクィーバー

QUIVERS

ANGEL バッククィーバー

HOYT レンジタイムフィールドクィーバー

本体価格 ¥22,000（税込）

本体価格 ¥22,000（税込）

［ 特 長 ］ 受 注発 注 ／クラリーノ製／アク
セサリーポケット付
［カラー］ カラーはお問い合わせください。
［メーカー］ エンゼル

［ 特 長 ］ ベルト付
［メーカー］ ホイット

［ 特 長 ］ ベルト付／アロー
チューブ部は区分
け変更可／内側は
フリース素材
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
シルバー、
［メーカー］ イーストン

QUIVERS

EASTON フリップサイド３チューブクィーバー

EASTON フリップサイド２チューブクィーバー

本体価格 ¥4,180（税込）

本体価格 ¥2,750（税込）

［ 特 長 ］ 直径 約3 .5 cmの
矢筒が3本／付属
のS字金具で着用
／左右兼用
［ 重 量 ］ 390ℊ
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

［ 特 長 ］ 直径 約3.5 cmの
矢筒が2本／付属
のS字金具で着用
／左右兼用
［ 重 量 ］ 190ℊ
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド
［メーカー］ イーストン

クィーバーベルト／パーツ

QUIVERS BELTS / PARTS

EASTON エリートクィーバーベルト
本体価格 ¥5,500（税込）

［特 長］ Ｔ字型金具バックル採用
［サイズ］ フリーサイズ
［カラー］ レッド、ブルー、カーボンブラック、ホワイト
［メーカー］ イーストン

ストリンガー
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EASTON デラックスクィーバーベルト
本体価格 ¥3,850（税込）

［特 長］ Ｔ字型金具バックル採用
［サイズ］ フリーサイズ
［メーカー］ イーストン

ANGEL クィーバーベルト
本体価格 ¥3,850（税込）

［サイズ］ M、
L、
XL、
XXL
（XL、
XXLは＋¥800）
［メーカー］ エンゼル

BOW STRINGERS

SHERWOOD ストリンガー
本体価格 ¥1,210（税込）

［特 長］ 安全に弦を張るためのストリンガー。
ノーマルなタイプ
［カラー］ ブラック、ブルー、レッド、
オレンジ、グリーン、ピンク、
パープル、イエロー
［メーカー］ シャーウッド

SHERWOOD ループストリンガー
本体価格 ¥1,650（税込）

［特 長］ リムチップが小さいタイプにおすすめ
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
オレンジ、
グリーン、
ピンク、
パープル、
イエロー
［メーカー］ シャーウッド

ANGEL ストリンガー
本体価格 ¥1,485（税込）

［サイズ］ S
（HOYT 2019〜）
、
M
（HOYT〜2018等）
、
L
（大きいチップ用）
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
イエロー
［メーカー］ エンゼル
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クィーバー／ビギナーズクィーバー

RECURVE

本体価格 ¥18,150（税込）

［ 特 長 ］ ベルト付
［カラー］ ブルー、
レッド、
ホワイト、
カーボンブラック
［メーカー］ イーストン

ストリンガー

EASTON デラックスフィールドクィーバー

本体価格 ¥23,100（税込）

クィーバー・クィーバーベルト・

EASTON エリートフィールドクィーバー

リカーブバックパック

RECURVE BACKPACKS

EASTON デラックスリカーブパック

EASTON クラブXT リカーブパック

本体価格 ¥30,800（税込）

本体価格 ¥19,800（税込）

［ 特 長 ］ ショルダーバッグとしても使 用可／
外側内側に複数の収納／ハンドル＆
リムカバー、アローケース、ショル
ダーストラップ付
［ 重 量 ］ 2,860ℊ
［サイズ］ 外寸:H680×W340×D220
（アローケース部分は含みません）
［メーカー］ イーストン

［ 特 長 ］ アローケース付
［ 重 量 ］ 1,770ℊ
［サイズ］ 外寸:H680×W355×D160
（アローケース部分は含みません）
［メーカー］ イーストン
カラー

ブラック

レッド

グレー

バックパック・
ソフトケース／アローケース

RECURVE
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ブルー

ブルー

EASTON ユニバーサル
レインカバー

HOYT マッチプレイバックパック
［ 特 長 ］ セカンドバックとして最適なコン
パクトなタイプ/アローケース付
［メーカー］ ホイット

本体価格 ¥3,300（税込）
2022-2023 PRODUCT GUIDE

［ 特 長 ］ E A S T O N デラックスリカーブ
バッグ、クラブXTリカーブバッグ
専用レインカバー／背面上部の
ポケットに収納可能
［メーカー］ イーストン

AVALON クラシックバックパック

HOYT ワールドサーキット
リカーブバックパック

本体価格 ¥16,500（税込）

本体価格 ¥30,800（税込）

［ 特 長 ］ 軽 量＆コンパクト／ 耐久性に優れた
ナイロンを採 用/アローケース、ハン
ドル＆リムカバー付
［サイズ］ 外寸:H730×W350×D230
［メーカー］ アバロン

［ 特 長 ］ ショルダーバッグとしても使 用可／
外側内側に複数の収納／ハンドル＆
リム カバー 、アロー ケース 、ショル
ダーストラップ付
［サイズ］ 外寸:H680×W340×D220
（アローケース部分は含みません）
［メーカー］ ホイット

カラー

ブラック

ブルー

NEW

本体価格 ¥14,850（税込）

ホワイト ターコイズ ダーク
ブルー

レッド

ピンク

オレンジ

ダークブルー

ソフトケース／アローケース

SOFT BOW CASES / ARROW CASES

SHIBUYA アーチェリーソフトケース
本体価格 ¥8,250（税込）

［特 長］ ショルダーストラップ付／外ポケット1、
内ポケット小2、
ハンドル収納ポケット1
［サイズ］ 外寸:W890×H350×D120
（下部ポケット除く）
［メーカー］ シブヤ

CARTEL クリアアローケース
本体価格 ¥2,640（税込）

［特 長］ 仕切りスポンジ付／20本収納可能／
好みの長さでカット可
［サイズ］ 長さ:800mm
［メーカー］ カーテル

EASTON アローケース
本体価格 ¥3,850（税込）

［特 長］ 伸縮タイプ／ショルダーストラップ、
矢挟み用スペーサー付
［サイズ］ 長さ:570〜880mm
［メーカー］ イーストン

ハードケース

HARD CASES

SHIBUYA トランスポーター 56.5L
本体価格 ¥41,800（税込）

［特 長］ ポリカーボネートABS樹脂製／TSAロック搭載／プロテックス社開発の静音キャスター／
オートリターンハンドル／パーツ交換可能／複数のチャック式収納／アローケース収納可能
［ 重 量 ］ 4.8 ㎏
［サイズ］ 外寸:H880×W400×D210 内寸:H830×W330×D上蓋側50＋下蓋側115mm
［カラー］ マットブラック、マットホワイト、ブラッシュグレー、スカーレットレッド、グロッシーブルー
［メーカー］ シブヤ

RECURVE

ハードケース
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SHIBUYA RBT-1000EX/ポリカーボネートABS
本体価格 ¥36,300（税込）

［特 長］ PCABS素材／フラットキーロック+ダイヤルロック／プロテックス社開発の静音キャスター／
オートリターンハンドル／クリアオレンジのみ在庫限り
［ 重 量 ］ 4.9kg
［サイズ］ 外寸:H840×W320×D190 内寸:H800×W290×D上蓋側60＋下蓋側110mm
［カラー］ ブラック、ネイビーブルー、ホワイト、バーガンディー、クリアピンク
［メーカー］ シブヤ
NEW

ストリング

String

SHIBUYA X99ストリング
本体価格 ¥3,080（税込）

［ 特 長 ］ 伸びにくさと耐久性、振動
のおさまりの良さを高め
た競技用ストリング
［カラー］ ホワイト、
ブラック
［メーカー］ シブヤ

ストリング

RECURVE

ストリング原糸
BCY X99

2022-2023 PRODUCT GUIDE

［ 特 長 ］ SK90ダイニーマを主体と
した、
BCY‐Xの後継モデル
［サイズ］ 1/4#巻
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド、
Fグリーン、
Fオレンジ、
Fイエロー、
ピンク、
Eブルー
［メーカー］ ビーシーワイ

BCY ダクロンB-55
［ 特 長 ］ ビギナーの練習用
ストリングに最適
［サイズ］ 1/4#巻
［メーカー］ ビーシーワイ

BCY スペクトラ 652

ANGEL マジェスティストリング原糸

本体価格 ¥9,350（税込）

本体価格 ¥2,640（税込）

［ 特 長 ］ リカーブボウストリングの
ベストセラー「ファースト
フライト」
の復刻版
［サイズ］ 1/4#巻
［カラー］ ホワイト、
ブラック、
ブルー、
レッド
［メーカー］ ビーシーワイ

本体価格 ¥1,320（税込）

［ 特 長 ］ 耐水性に優れた
シリコンワックス／
浸透しやすいソフトタイプ
［サイズ］ 内容量14.5ℊ
［メーカー］ ボーニング

［ 特 長 ］ ワックスレスタイプ
［サイズ］ 250ｍ巻
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
ピンク、
イエロー、
ロイヤルブルー、
ロイヤルレッド、
シルバーグレー、
グリーン、
ベージュ
［メーカー］ エンゼル

String

BOHNING
シールタイトストリングワックス
本体価格 ¥880（税込）

［ 特 長 ］ 耐水性に優れたシリコンワックス
［メーカー］ ボーニング

SERVING MATERIAL

BCY 3Dサービング
本体価格 ¥3,520（税込）

［ 特 長 ］ ループサービング用/
ツイストタイプ
［サイズ］ .016
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド
［メーカー］ ビーシーワイ

BCY ノック&ピープサービング
［ 特 長 ］ ノッキングポイント、
ピープサイトの
固定用／ナイロン
［サイズ］ 0.20
［カラー］ ブラック、
レッド
［メーカー］ ビーシーワイ

［ 特 長 ］ 初心者の練習用に最適な
ストリング
［カラー］ ホワイト
［メーカー］ フレックス

BOHNING
アクセラレーターワックス

本体価格 ¥2,200（税込）

本体価格 ¥1,870（税込）

本体価格 ¥1,210（税込）

［ 特 長 ］ リカーブボウストリングの
ベストセラー「ファースト
フ ラ イト 」の 復 刻 版 ／
BCYスペクトラ652
［カラー］ ホワイト、
ブラック、
［メーカー］ シブヤ

ストリングワックス

サービング糸

FLEX ダクロンストリング

本体価格 ¥2,420（税込）

String

本体価格 ¥13,750（税込）
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SHIBUYA スペクトラストリング

BCY ハローサービング
本体価格 ¥4,950（税込）

［ 特 長 ］ センターサービング用／
スペクトラ／ブレイデッド
［サイズ］ .017、
.019
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド
［メーカー］ ビーシーワイ

BCY ナイロンエンドサービング
本体価格 ¥1,320（税込）

［ 特 長 ］ ダクロンストリング用
［カラー］ ブルー、
ブラック、
ホワイト、
レッド
［メーカー］ ビーシーワイ

BCY #62XSサービング
本体価格 ¥4,950（税込）

［ 特 長 ］ センターサービング用／
スペクトラ＋ポリエステル
／ブレイデッド
［サイズ］ .018、
.021、
.025
［メーカー］ ビーシーワイ

ANGEL マジェスティサービング .018
本体価格 ¥2,640（税込）

ANGEL マジェスティサービング .021
本体価格 ¥2,200（税込）

［ 特 長 ］ センターサービング、
［カラー］ ループサービング用
ブラック、
ホワイト、
ブルー、
ピンク、
イエロー、
ロイヤルブルー、
ロイヤルレッド
［メーカー］ エンゼル

ストリングアクセサリー

STRING ACCESSORIES

SAUNDERS ノックセット

SABER キッサーボタン

本体価格 ¥132（税込）

本体価格 ¥495（税込）

［ 特 長 ］ 簡単取り付け可能／キッサーボタンにも併用可
［サイズ］ Ｓ
（ブルー）
：14〜16ストランド
M
（ブラック）
：18〜20ストランド
Ｌ
（レッド）
：20ストランド〜
［メーカー］ サンダース

STRING BUILDING TOOLS

GASPRO ストリングジグ 3.0
本体価格 ¥93,500（税込）

［ 特 長 ］ クオリティーの高いストリング
製作が可能／ウォームギア式の
伸縮機構／目盛り付
［メーカー］ ガスプロ

RECURVE

ストリング・ツール

ストリング製作ツール

［ 特 長 ］ 固定用C型クリップ付
［サイズ］ Ｌ：18ストランド
［メーカー］ セーバー
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本体価格 ¥9,350（税込）

［ 特 長 ］ ステンレスウエイトの
遠 心力を利 用／プロ
仕様のサーバー／サー
ビング糸のセットが簡
単なBEITER独自のス
リットデザイン
［メーカー］ バイター

ツール

AAE プロストリングサーバー
本体価格 ¥4,180（税込）

BCY No.26ストリングサーバー
本体価格 ¥4,180（税込）

［ 特 長 ］ ブヨンタイプ
［メーカー］ ビーシーワイ

［ 特 長 ］ アルミ製のベーシッ
クなサーバー
［メーカー］ アリゾナ

TOOLS

EASTON ボウスクエアＴタイプ
本体価格 ¥1,980（税込）

［ 特 長 ］ インチ、
メトリック併記
［メーカー］ イーストン

CARTEL Ｔゲージ

本体価格 ¥1,320（税込）

［ 特 長 ］ インチ、
メトリック併記
［カラー］ ブルー、
ブラック、
シルバー、
レッド、
ゴールド
［メーカー］ カ−テル

WIN&WIN Ｔゲージ
本体価格 ¥1,320（税込）

［ 特 長 ］ 目盛が白インク／インチ、
メトリック併記
［カラー］ ブルー、
ブラック、
シルバー、
レッド、
ゴールド
［メーカー］ ウィン＆ウィン

BEITER リムラインゲージ
本体価格 ¥715（税込）

［ 特 長 ］ ハンドルのセンター出し、
矢のセンターショットを
チェックするアイテム
［メーカー］ バイター
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BEITER ワインダープロ Ｘヘビー

アロープラー

ARROW PULLERS

K&K KSL アロープラー

EASTON アロープラー パックタイプ

本体価格 ¥2,420（税込）

本体価格 ¥1,980（税込）

［特 長］ あらゆるシャフトの直径
に対応可能／内側に滑
り止め加工
［重 量］ 100ℊ
［メーカー］ ケー＆ケー

［特 長］ ベルトクリップ付
［メーカー］ イーストン

アロープラー・トレーニング用品

RECURVE

CARTEL アロープラー

WIN&WIN アロープラー

本体価格 ¥1,210（税込）

本体価格 1,540（税込）

［特 長］ ベルトクリップ付
［メーカー］ カーテル

［特 長］ 猫型アロープラー／ベルトクリップ付
［メーカー］ ウィン＆ウィン

EASTON アロープラー ウェッジタイプ

本体価格 ¥1,980（税込）
［特 長］ ベルトクリップ付
［メーカー］ イーストン

GASPRO アロープラー

本体価格 ¥1,320（税込）
［メーカー］ ガスプロ
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FLEX アロープラー 2.0

AAE ルーブチューブ

本体価格 ¥770（税込）

本体価格 ¥2,640（税込）

［特 長］ カーボン矢、アルミ矢に対応
［重 量］ 40ℊ
［カラー］ ホワイト、ブラック、ブルー、
レッド、ライトグリーン、
オレンジ、イエロー、ピンク、
パープル、
ゴールド、
マゼンダ、
ライトブルー
［メーカー］ フレックス

トレーニング用品

［特 長］ インドアで役に立つ
アロールーブ
［メーカー］ アリゾナ

EASTON アロールーブ

本体価格 ¥2,640（税込）
［特 長］ スポンジキャップ
［メーカー］ イーストン

TRAINING AIDS

KSL エルボーショットトレーナー

本体価格 ¥14,300（税込）

［特 長］ Lee Kisik氏考案／ドローイング、
リリースの練習向け
［メーカー］ ケーエスエル

バックテンションマスターセット

本体価格 ¥3,850（税込）

［特 長］ バックテンションのトレーニングにお勧め
［サイズ］ ストラップサイズ L
（黒）
、
S(赤)

D&M セラバンド

本体価格 ¥1,980（税込）
［特 長］ 筋力トレーニングや練習・試合前のウォーミングアップに
［サイズ］ 黄（エクストラライト）
、青
（ライト）、黒（ミディアム）、銀（ヘビー）
［メーカー］ ディー＆エム

D&M セラチューブ

本体価格 ¥2,420（税込）
［特 長］ 筋力トレーニングや
練習・試合前のウォー
ミングアップに
［サイズ］ 赤
（ライト）
、
緑
（ミディアム）
、
青
（ヘビー）
［メーカー］ ディー＆エム

スコアノート

SCORE BOOKS

SHIBUYA スコアノート

本体価格 ¥220（税込）

［特 長］ サイト目盛、弓具データ記録ページ付／
全120ラウンド（36射×120）の点取り記録
が取れます／スコアシート部分60ページ
［メーカー］ シブヤ

［特 長］ 隔月刊／試合結果、弓具やテクニックの
最新情報満載
［メーカー］ レオ・プランニング

LEO PLANNING トータルアーチェリー

本体価格 ¥3,856（税込）
［特 長］ リー・キーシク著／
テクニックや 練 習
法など 詳しく解 説
した、トップを目指
す選手のための実
践的ガイドブック
［メーカー］ レオ・プランニング

本体価格 ¥1,793（税込）
［特 長］ 射 型の 流れからト
レーニング法、コン
ディショニン グま
で、大会で上を目指
す選手必携
［メーカー］ メイツ出版

全日本アーチェリー連盟競技規則

本体価格 ¥1,047（税込）

本体価格 ¥1,100（税込）

［特 長］ アーチェリーの 技
術やマナーを初心
者 にもわかりや す
くステップバ イス
テップで解説
［メーカー］ 全日本アーチェリー
連盟

［特 長］ 2 0 2 2-2 0 23最新
競技規則を掲載
［メーカー］ 全日本アーチェリー
連盟

アパレル

基本から応用まで
アーチェリー上達のポイント50

APPAREL

各種メーカーアパレル

WIN＆WIN アーチェリーアンブレラ

本体価格 ¥4,620（税込）

［メーカー］ ホイット、マシューズ、
イーストンなど
＊価格はお問い合わせ
ください。

AAE マグクリップ

本体価格 ¥1,760（税込）
［特 長］ マグネット付クリップ／
強力なマグネット使用
［カラー］ ブラック、
ブルー、
レッド、
オレンジ、
イエロー、
ピンク、
ライトグリーン
［メーカー］ アリゾナ
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アーチェリー教本

LEO PLANNING 雑誌アーチェリー

本体価格 ¥998（税込）

RECURVE

［特 長］ リー・キーシク著／
トップレベルのアー
チェリーをさらに深
く解析、
その原理と
実 践 法を分かりす
く解説
［メーカー］ レオ・プランニング

BOOKS

スコアノート・書籍・アパレル

LEO PLANNING インサイド・アーチャー

本体価格 ¥3,981（税込）

書籍

［特 長］ 的柄の傘。
日傘にもなります。
［メーカー］ ウィン&ウィン

FIVICS リムプロテクター

本体価格 ¥1,760（税込）

［特 長］ リムチップの跡防止／簡単装着／ゴム素材
［サイズ］ 770×550ｍｍ
［カラー］ レッド、
イエロー、
ピンク、
ブラック
［メーカー］ ファイビックス

的紙

TARGET FACES

JVD WA公認ウォータープルーフ
アウトドアターゲット的紙

JVD WA公認アウトドアターゲット的紙

本体価格 122cm ¥1,540（税込） 80cm ¥550（税込）
48cmマルチ ¥220（税込）

本体価格 122cm ¥1,760（税込） 80cm ¥1.210（税込）
48cm マルチ ¥715（税込）
［メーカー］ ジェイブイディー

JVD WA公認インドアターゲット的紙

本体価格 60cm ¥385（税込） 40cm ¥198（税込）
20cm×3 ¥198（税込）
［メーカー］ ジェイブイディー

［メーカー］ ジェイブイディー

的紙・
スポッティングスコープ／三脚

RECURVE

JVD WA公認インドアコンパウンド専用的紙
本体価格 ¥198（税込）

［特 長］ 20cm×３／インナーテンのみ
［メーカー］ ジェイブイディー

JVD WA公認インドアリカーブ専用的紙
本体価格 ¥198（税込）

［特 長］ 20cm×３／アウターテンのみ
［メーカー］ ジェイブイディー

ARROWHEAD WA公認フィールド的紙

本体価格 80cm ¥660（税込） 60cm ¥495（税込）
40cm ¥440（税込） 20cm×3 ¥220（税込）

［特 長］ フィールド競技用
［メーカー］ アローヘッド
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DANAGE ペンタゴンフェイス近射用
本体価格 ¥220（税込）

［特 長］ 紙サイズ
34cm四方
［メーカー］ ダネージュ

スポッティングスコープ／三脚
KOWA TSN-501
スポッティングスコープ傾斜型

JVD リプレイスメントステッカー
本体価格 ¥77（税込）

［特 長］ 80cm用／９-10点
［メーカー］ ジェイブイディー

SPOTTING SCOPES / TRIPODS

KOWA TSN-502
スポッティングスコープ直視型

本体価格 ¥41,470（税込）

本体価格 ¥41,470（税込）

［特 長］ アーチェリーのために
開発された、高性能か
つコンパクトな軽量ス
コープ／対物レンズ有
効 径 : 5 0 m m マル チ
コート／窒素ガス充て
ん完全防水構造
［倍 率］ 20〜40倍
［重 量］ 400ℊ
［メーカー］ コーワ

［特 長］ アーチェリーのために
開発された、高性能か
つコンパクトな軽量ス
コープ／対物レンズ有
効 径 : 5 0 m m マル チ
コート／窒素ガス充て
ん完全防水構造
［倍 率］ 20〜40倍
［重 量］ 400ℊ
［メーカー］ コーワ

KOWA BD42-10XD 双眼鏡

本体価格 ¥62,920（税込）

［特 長］ XDレンズ使 用の高性能
モデル／受注発注
［倍 率］ 10倍
［重 量］ 655ℊ
［メーカー］ コーワ

KOWA YFⅡ30-8 双眼鏡

本体価格 ¥19,800（税込）

［特 長］ 広く明るい視界／対 物レ
ンズ有効径30mm／窒素
ガス充填による防水構造
［倍 率］ ８倍
［重 量］ 475ℊ
［メーカー］ コーワ

GOMUスポッティングスコープ

本体価格 ¥14,850（税込）

NEW

［特 長］ 対物レンズ有効径50mm／マルチコート／
傾斜型接眼レンズ
［倍 率］ 12〜36倍
［重 量］ 約500ℊ
［メーカー］ GOMU

KENKO ZF-300WSH 三脚

本体価格 ¥6,050（税込）

［特 長］ 小型・軽量なベーシック
モデルの三脚
［重 量］ 1,060ℊ
［サイズ］ 全高：1,320mm／
縮長：515mm
［メーカー］ ケンコー

射場設備

（価格・納期はお問い合わせください）

SHOOTING RANGE EQUVIPMENT

DANAGE ドミノターゲットマット
本体価格 ¥38,500〜231,000（税込）

［特 長］ 受注発注／９分割フォームブロックで消耗部分だけを
組み替えて使用可／専用四脚は別売
［サイズ］ 132×132cm、66×66cm、ほかサイズあり
［メーカー］ ダネージュ

DANAGE アーチェリータイマーセット
本体価格 ¥1,320,000〜（税込）

［特 長］ 受 注発 注 ／国 際 大 会で使 用されるL E D 表 示 式タイ
マー／通常ラウンドからマッチ戦・団体戦交互射ちまで
対応／各種競技運営対応プログラミング内蔵
［メーカー］ ダネージュ

RECURVE

射場設備・ボウスケール
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［特 長］ ８個セット／日本製
［メーカー］ ツーテック

［特 長］ 受注発注
［サイズ］ 1350×1350cm
［メーカー］ ライフネット

HAMSKEA アロージャック

本体価格 ¥29,700（税込）

［特 長］ 団体や射場設備におすすめの
強力アロープラー
［メーカー］ ハムスキー

ボウスケール

TWOTEC テックピン

本体価格 ¥1,650（税込）

BOW SCALES

LAST CHANCE ボウスケール

本体価格 ¥16,500（税込）

［特 長］ バックライト付きデジタルボウスケール
［メーカー］ ラストチャンス

WA 吹き流し

本体価格 ¥13,200（税込）
［特 長］ W A のロゴ入り／ター
ゲットカラーデザイン
の円筒状ウインドシー
ルド ※ポール、取付
紐は付属しません。
［サイズ］ 口部分直径
32cm×長さ102cm
［メーカー］ 国際アーチェリー連盟
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LIFENET アーチェリー専用畳

本体価格 ¥14,300（税込）

アローシャフト〔材質〕アルミニウム/ カーボンシャフト

ARROWS

EASTON X10

本体価格 ¥7,700（税込）

長 ］ 最上級競技用シャフト／A/C/Eと同構造だが細く重量がある為、
外的要因の影響
を最小限に抑える
［ 材 質 ］ 7075アルミニウムコア/超高強度カーボン
［重量公差］ ±0.5グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.0015"
900、
830、
750、
700、
650、
600、
550、
500、
450、
410、
380、
350、
325
［ サ イズ ］ 1000、
アウトサートノック
［ノック取付方式］ ピンインサート/ピンノック、
［メーカー］ イーストン
［特

ARROW

アローシャフト

対応ポイント

EASTON X10
タングステンブレークオフポイント
（12個セット）
本体価格 120グレイン：¥52,800（税込）
140グレイン：¥57,200（税込）
［ 特 長 ］ タングステン製
［対応モデル］ X10、
プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、140-130-120-110-100gr
［メーカー］ イーストン
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ショアショット
NEW
タングステンポイント
（12個セット）
本体価格 ¥33,000（税込）
［特

長 ］ タングステン製／窒化チタンコー
ティングにより高い耐摩耗性
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr
［ カラー ］ ブラック、ゴールド、レインボー
［メーカー］ ショアショット

EASTON X10
SSブレークオフポイント
本体価格 ¥660（税込）
［ 特 長 ］ ステンレス製
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、100-90-80gr
［メーカー］ イーストン

SHIBUYA X10
SSブレークオフポイント
本体価格 ¥550（税込）
［ 特 長 ］ ステンレス製
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、100-90-80gr
［メーカー］ シブヤ
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対応ピン

EASTON ピンインサート
本体価格 ¥220（税込）

［対応モデル］X10ピン #1
［メーカー］イーストン

SHIBUYA ピンインサート
本体価格 ¥198（税込）

［対応モデル］X10用
［メーカー］シブヤ

SHIBUYA シャフトエンドキャップ
（12個セット）
本体価格 ¥2,640（税込）

長 ］ シャフトのひび割れ防止用／
超軽量（0.3グレイン＝0.019g）アルミ製
［ サ イズ ］ Small（X10）、Medium（A/C/E1100ｰ1250）、
Ｌarge（A/C/E430ｰ1000）
［メーカー］ シブヤ
［特

EASTON X10 プロツアー
本体価格 ¥7,700（税込）

リリーサーを使用するCP用に改良／
長 ］ X10シャフトを、
ノック側がストレート形状のテーパーデザイン
［ 材 質 ］ 7075アルミニウムコア／超高強度カーボン
［重量公差］ ±0.5グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.0015″
720、
670、
620、
570、
520、
470、
420、
380、
340
［ サ イズ ］ 770、
ピンアウトノック
［ノック取付方式］ ピンインサート /ピンノック、
［メーカー］ イーストン
［特

対応ポイント

EASTON X10
タングステンブレークオフポイント
（12個セット）
本体価格 120グレイン：¥52,800（税込）
140グレイン：¥57,200（税込）
［ 特 長 ］ タングステン製
［対応モデル］ X10、
プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、140-130-120-110-100gr
［メーカー］ イーストン

対応ピン

EASTON ピンインサート
本体価格 ¥220（税込）

［対応モデル］X10ピン #2
［メーカー］イーストン

他各種メーカーシャフト
受注発注。
［メーカー］FIVICS、ゴールドチップ、
カーボンエキスプレスなど
※価格はお問い合わせください。

対応ポイント

他各種メーカーピンインサート
受注発注。
［メーカー］FIVICS、ゴールドチップ、
カーボンエキスプレスなど
※価格はお問い合わせください。

ショアショット
NEW
タングステンポイント
（12個セット）

本体価格 ¥33,000（税込）
［特

長 ］ タングステン製／窒化チタンコー
ティングにより高い耐摩耗性
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、
［ カラー ］ ブラック、ゴールド、レインボー
［メーカー］ ショアショット

EASTON X10
SSブレークオフポイント
本体価格 ¥660（税込）
［ 特 長 ］ ステンレス製
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、100-90-80gr
［メーカー］ イーストン

SHIBUYA X10
SSブレークオフポイント
本体価格 ¥550（税込）
［ 特 長 ］ ステンレス製
［対応モデル］ X10、プロツアー
［ サ イズ ］ 120-110-100gr、100-90-80gr
［メーカー］ シブヤ

アローシャフト〔材質〕アルミニウム/ カーボンシャフト

ARROWS

EASTON A/C/E

本体価格 ¥5,500（税込）

［ 特 長 ］ 競技用のベストセラー／独自の樽型形状の超軽量タイプ
［ 材 質 ］ 7075アルミニウムコア/超高強度カーボン
［重量公差］ ±0.5グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.0015"
1100、
1000、
920、
850、
780、
720、
670、
620、
570、
520、
470、
430、
400、
370
［ サ イズ ］ 1250、
インサートノック
［ノック取付方式］ ピンインサート/ピンノック、
［メーカー］ イーストン

対応ポイント

SHIBUYA A/C/E SSブレークオフポイント
本体価格 ¥550（税込）

［対応モデル］ A/C/E 、プロコンプ(1250-370) #1
［ サ イズ ］ 130-80gr
［メーカー］ イーストン

［対応モデル］ A/C/E
［ サ イズ ］ 120-100gr、100-80gr、80-60gr
［メーカー］ シブヤ

ARROW

本体価格 ¥715（税込）

アローシャフト

EASTON 4MM HL ステンレスポイント

対応ピン

SHIBUYA ピンインサート

EASTON 4MMピン

本体価格 ¥198（税込）

本体価格 ¥220（税込）

［ A/C/E対応サイズ ］1250-370
［メーカー］シブヤ

本体価格 ¥2,640（税込）

長 ］ シャフトのひび割れ防止用／
超軽量（0.3グレイン＝0.019g）アルミ製
［ サ イズ ］ Small（X10）、Medium（A/C/E1100ｰ1250）、
Ｌarge（A/C/E430ｰ1000）
［メーカー］ シブヤ
［特

EASTON プロコンプ
本体価格 ¥4,400（税込）

［ 特 長 ］ A/C/Eと同サイズのアルミコアを採用／ストレートタイプの競技用
［ 材 質 ］ 7075アルミニウムコア／高強度カーボン
［重量公差］ ±0.5グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.0015"
1000、
880、
810、
710、
660、
610、
570、
520、
470、
420、
380、
340、
300
［ サ イズ ］ 1150、
ピンインサート/ピンノック
［ノック取付方式］ ダイレクト/Gノック、
［メーカー］ イーストン

対応ポイント

対応ピン

EASTON 4MM HL ステンレスポイント

EASTON 4MMピン

本体価格 ¥220（税込）

本体価格 ¥715（税込）

［ プロコンプ対応サイズ ］ (1150-810) #1、(710-470) #2、
(420-380) #3、(340-250)#4
［メーカー］イーストン

［ プロコンプ対応サイズ ］ (1150-1000) #1、(880-520) #2、
(470-420) #3、(380-250)#4
［メーカー］イーストン

アローシャフト〔材質〕オールカーボン

ARROWS

EASTON スーパードライブ23
本体価格 ¥3,300（税込）

長 ］ インドアと３D用に開発された競技用／
軽量＆WA許容最大口径9.3mm
［重量公差］ ±0.5グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.002"
375、
325
［ サ イズ ］ 475、
ユニブッシング/
［ノック取付方式］ スーパーユニブッシング/スーパーノック、
Gノック、
ピンインサート/ピンノック
［メーカー］ イーストン
［特

EASTON スーパードライブ マイクロ

NEW

本体価格 ¥2,970（税込）

３Dまで対応可能な軽量
長 ］ ターゲットからフィールド、
オールカーボンシャフト
［重量公差］ ±1.0グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.002"
［ サ イズ ］ 950、
850、
750、
675、
625、
575、
525、
475、
425、
375、
325
［ノック取付方式］ Gノック/ピンインサート
［メーカー］ イーストン
［特

対応ポイント

コンペティション AP ピンポイント
本体価格 ¥825（税込）

［対応モデル］ SD23用
［ サ イズ ］ 200gr
［メーカー］ コンペティションエーピー

対応ポイント

EASTON 4MM MLステンレスポイント
本体価格 ¥385（税込）

（950-850）80-60gr #1、
［スーパードライブマイクロ対応サイズ ］
（750-475）90-70gr #2、
（425-375）110-90gr #3、
（325）120-100gr #4
［メーカー］イーストン

対応ピン

EASTON 4MMピン
本体価格 ¥220（税込）

［スーパードライブマイクロ対応サイズ ］
（950-575）#2、
（525-425）#3、
（375-325）#4
［メーカー］イーストン
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［ A/C/E対応サイズ ］(1250-370) #1
［メーカー］イーストン

SHIBUYA シャフトエンドキャップ
（12個セット）

アローシャフト〔材質〕オールカーボン

ARROWS

EASTON アバンセ
本体価格 ¥2,090（税込）

［ 特 長 ］ リカーブ競技に最適なオールカーボンシャフト
［重量公差］ ±1.0グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.0025"
［ サ イズ ］ 2000、
1800、
1600、
1400、
1150、
1000、
900、
810、
730、
660、
600、
550、
500、
450、
400、
340
［ノック取付方式］ ダイレクト/Gノック、
ピンインサート/ピンノック
［メーカー］ イーストン

EASTONアバンセスポーツ
本体価格 ¥1,760（税込）

アローシャフト

ARROW

［ 特 長 ］ リカーブ競技に最適なオールカーボンシャフト ミドルモデル
［重量公差］ ±1.0グレイン
［ 真 直 度 ］ ±0.005"
［ サ イズ ］ 2000、
1800、
1600、
1400、
1150、
1000、
900、
810、
730、
660、
600、
550、
500、
450、
400、
340
［ノック取付方式］ ダイレクト/Gノック、
ピンインサート/ピンノック
［メーカー］ イーストン

対応ポイント

対応ピン

EASTON 4MM MLステンレスポイント

EASTON 4MMピン

本体価格 ¥385（税込）

本体価格 ¥220（税込）

80-60gr #1、
〔1150-810〕
90-70gr #2、
［ アバンセ対応サイズ ］〔2000-1400〕
〔730-550〕110-90gr #3、
〔500-340〕120-100gr #4
［メーカー］イーストン

（1150-730）#2、
［ アバンセ対応サイズ ］（2000-1400）#1、
（660-550）#3、
（500-340）#4
［メーカー］イーストン
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EASTON インスパイア
本体価格 ¥770（税込）

長 ］ ビギナー向け 低 価 格アロー
シャフト
1600、
1400、
［ サ イズ ］ 2000、1800、
12 0 0 、10 0 0 、9 0 0 、7 5 0 、
630、
570
［ノック取付方式］ ダイレクト/Gノック（6 3 0 〜
570番は専用Xノック使用）
［メーカー］ イーストン
［特

対応ポイント

EASTON 4MM Zincポイント
本体価格 ¥242（税込）

［対応モデル］ インスパイア
［ サ イズ ］〔インスパイア2000-1400〕#1
〔インスパイア1200-750〕#2
［メーカー］ イーストン

EASTON 5MM Zincポイント
本体価格 ¥242（税込）

［対応モデル］ インスパイア
［ サ イズ ］〔インスパイア630-570〕#1
［メーカー］ イーストン

SKYLON カーボンパラゴン
（12本セット）
本体価格 ¥30,800（税込）

長 ］ 高弾性カーボンを使用したストレート型の
オールカーボンシャフト。
［ サ イズ ］ 1000、
900、
850、
800、
750、
700、
650、
600、
550、
500、
450、
400、
350
［ノック取付方式］ ピンインサート/ピンノック
［メーカー］ スカイロン
［特

対応ポイント

対応ピン

SKYLON ブレークオフポイント3.2
（12個セット）
本体価格 ¥2,970（税込）

SKYLON ピン3.2アダプター
（12個セット）
本体価格 ¥1,100（税込）

［対応モデル］カーボンパラゴン用
［メーカー］スカイロン
※スパインによって対応モデルが異なります。

［対応モデル］カーボンパラゴン用
［ サイズ ］400‐500、500‐600、
650‐800、850‐1000
［メーカー］スカイロン
※スパインによって対応モデルが異なります。

SKYLON ブリクソン
（12本セット）
本体価格 ¥14,300（税込）

［ 特 長 ］ ストレート型のオールカーボンシャフト
［ サ イズ ］ 1100、
1000、900、850、800、750、700、
650、
600、
550、
500、
450、
400
［ノック取付方式］ ピンインサート/ピンノック
［メーカー］ スカイロン

BLACK EAGLE レベレーション
長 ］ ブラックイーグル射材上位モ
デルのコンパウンド用オール
カーボンシャフト
［ 真 直 度 ］ ±0.001"
［ サ イズ ］ 8 0 0、75 0、7 0 0、6 5 0、6 0 0、
550、500、450、400、350、
300
［ノック取付方式］ オーバーピン/ピンノック／
オーバーピン12個付
［メーカー］ ブラックイーグル
［特

スパイン
チャート

対応ピン

本体価格 ¥2,970（税込）

SKYLON ピン4.2アダプター
（12個セット）
本体価格 ¥1,100（税込）

［対応モデル］ブリクソン用
［メーカー］スカイロン

スパイン
チャート

本体価格 ¥52,800（税込）

対応ポイント

SKYLON ブレークオフポイント4.2
（12個セット）

［対応モデル］ブリクソン用
［メーカー］スカイロン

NEW

対応ポイント

BLACK EAGLE レベレーション
SSポイント

BLACK EAGLE レベレーション
カラーズ

NEW

本体価格 ¥6,600（税込）

本体価格 ¥4,400（税込）

［ 特 長 ］ 全スパイン共通／専用カラーと合わせて使用
［対応モデル］ レベレーション
［ サ イズ ］ 60gr
［メーカー］ ブラックイーグル

ショアショット タングステンポイント

NEW

長 ］タングステン製／窒化チタンコーティングにより高い耐摩耗性／
A(300) B(350-400) C(450-550) D(600-800)
［対応モデル］ レベレーション
［ サ イズ ］120-110-100gr、
140-130-120‐110‐100gr
［ カラー ］ ブラック、ゴールド、レインボー
［メーカー］ ショアショット

BLACK EAGLE レベレーション
タングステンポイント

NEW

本体価格 ¥39,600（税込）

［対応モデル］ レベレーション
［ サ イズ ］ 8 0 0、7 5 0、7 0 0、6 5 0、6 0 0、
550、
500、
450、
400、
350、
300
60g,40gr,20gr
［メーカー］ ブラックイーグル

本体価格 ¥33,000（税込）
［特

NEW

［対応モデル］ レベレーション
［ サ イズ ］ A(300) B(350-400) C(450-550)
D(600-800) 120-110-100gr
［メーカー］ ブラックイーグル

対応ピン

（24個） NEW
BLACK EAGLE レベレーション用ピン
本体価格 ¥5,500（税込）
［対応モデル］レベレーション
［ サ イズ ］800、750、700、650、600、550、
500、450、400、350、300／24個
［メーカー］ブラックイーグル

アローシャフト〔材質〕アルミニウム

ARROWS

EASTON X23

本体価格 ¥2,090（税込）

［ 特 長 ］ インドア用大口径9.3mm ［ サ イズ ］ 2312、
2314、
2315
［ 材 質 ］ 7178 ｰT9
［ノック取付方式］ スーパーユニ/スーパーノック
［重量公差］ ± 0.75％
［メーカー］ イーストン
［ 真 直 度 ］ ± 0.001

対応 ユニ

EASTON Gユニブッシング

EASTON スーパーユニブッシング

本体価格 ¥220（税込）

コンペティション AP 本体価格 ¥825（税込）
［ 特 長 ］ 焼 入れ処 理されたハードスチール製高 精度ワンピースポイント
［ サ イズ ］ [X7] 2312（150gr）、2315（180、200gr）／
[スーパードライブ23]
（200gr）
［メーカー］ コンペティションエーピー

本体価格 ¥220（税込）

［ 特 長 ］ Gノック、
バイター A/C/Eノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75〕
1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916／
〔X7〕
1514、
1614、
1714、
1814、
1914、
2014、
2114、
2312、
2314
［メーカー］ イーストン

［ 特 長 ］ スーパーノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75、
X７〕
2014、
2016、
2114、
2312、
2314、
2315
［メーカー］ イーストン

対応ポイント

対応 ユニ

EASTON
X7ワンピースポイント
本体価格 ¥308（税込）
［対応モデル］X23、RX7
［ サ イズ ］2114、2214、2315
［メーカー］イーストン

EASTON Gユニブッシング

EASTONスーパーユニブッシング

本体価格 ¥220（税込）

［ 特 長 ］ Gノック、
バイター A/C/Eノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75〕
1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916／
〔X7〕
1514、
1614、
1714、
1814、
1914、
2014、
2114、
2312、
2314
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥220（税込）

［ 特 長 ］ スーパーノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75、
X７〕
2014、
2016、
2114、
2312、
2314、
2315
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥1,980（税込）

［ 真 直 度 ］ ±0.001
1614、
1714、
1814、
1914、
2014、
2114、
2212、
2312
［ サ イズ ］ 1514、
［ノック取付方式］ スーパーユニ/スーパーノック
［メーカー］ イーストン

長 ］ 最高の精度を誇る競技用アローシャフト
／短距離のターゲットやインドアに最適
［ 材 質 ］ 7178ｰT9
［重量公差］ ±0.75％

対応ポイント

対応 ユニ

EASTON X7 ワンピースポイント

EASTON X7 ニブポイント

本体価格 ¥308（税込）

本体価格 ¥330（税込）

［対応モデル］エクリプス、
X23
［ サ イ ズ ］ 1514、1614、1714、1814、1914、
2014、
2114、
2212、
2312
［メーカー］ イーストン

［対応モデル］エクリプス、X23
［ サ イズ ］2114、2212、2312、2314、2315
［メーカー］イーストン

EASTON Gユニブッシング
本体価格 ¥220（税込）

［ 特 長 ］ Gノック、
バイター A/C/Eノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75〕
1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916／
〔X7〕
1514、
1614、
1714、
1814、
1914、
2014、
2114、
2312、
2314
［メーカー］ イーストン

EASTON スーパーユニブッシング
本体価格 ¥220（税込）

［ 特 長 ］ スーパーノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75、
X７〕
2014、
2016、
2114、
2312、
2314、
2315
［メーカー］ イーストン

EASTON XX75 プラチナムプラス
本体価格 ¥1,210（税込）

長 ］ コストパフォーマンスに優れた初心者向け
競技用アローシャフト
［ 材 質 ］ 7075ｰT9
［重量公差］ ±１.0％
［ 真 直 度 ］ ±0.002"
1516、
1616、
1716、
1816、
1916、
2016
［ サ イズ ］ 1416、
（1416〜1916）
［ノック取付方式］ ユニブッシング/Ｇノック
スーパーユニ/スーパーノック
（2016）
［メーカー］ イーストン
［特

EASTON XX75 JAZZ

対応 ユニ

長 ］ 羽根接着済みアルミニウムアロー
（ノック同梱）
／ポイント別売
［ノック取付方式］ Nノック／Gノック
［ サ イズ ］ 1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916
［メーカー］ イーストン
［特

EASTON XX75 ワンピースポイント
本体価格 ¥308（税込）

［対応モデル］ジャズ、
プラチナム
プラチナム
［対応モデル］ジャズ、
1416、
1516、
1616、
1716、
1516、
1616、
1716、
1816、 ［ サ イ ズ ］1214、
［ サ イ ズ ］1416、
1816、
1916、
2016
1916、
2016
［メーカー］
イ
ース
ト
ン
［メーカー］イーストン

対応ポイント

［ 特 長 ］ 初心者向け練習用アロー
［ 材 質 ］ 7075
［重量公差］ ±2.0％
［ サ イズ ］ 1214、1416、1516、1616、1716、1816、1916
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥1,210（税込）

本体価格 ¥330（税込）

［ 特 長 ］ Gノック、
バイター A/C/Eノックに対応
［ サ イズ ］〔XX75〕
1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916／
〔X7〕
1514、
1614、
1714、
1814、
1914、
2014、
2114、
2312、
2314
［メーカー］ イーストン

NEW

EASTON ジャズ半完成矢

EASTON XX75 ニブポイント

本体価格 ¥220（税込）

本体価格 ¥880（税込）

アローシャフト〔半完成矢〕

対応ポイント

EASTON Gユニブッシング

EASTON XX75 ニブポイント
本体価格 ¥330（税込）

プラチナム
［対応モデル］ジャズ、
1516、
1616、
1716、
1816、
［ サ イ ズ ］1416、
1916、
2016
［メーカー］イーストン

ARROWS
対応ポイント

EASTON XX75 ニブポイント
本体価格 ¥330（税込）
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EASTON X7 エクリプス
［特

ARROW

本体価格 ¥2,310（税込）
［ 特 長 ］ インドア用大口径9.3mm
［ 材 質 ］ 7178ｰT9
［重量公差］ ±0.75％
［ 真 直 度 ］ ±0.001"
［ サ イズ ］ 23-420、
22-475、
21-525
［ノック取付方式］ スーパーユニ /スーパーノック
［メーカー］ イーストン

アローシャフト

EASTON RX7

EASTON XX75 ワンピースポイント
本体価格 ¥308（税込）

［対応モデル］ジャズ、
プラチナム
プラチナム
［対応モデル］ジャズ、
1416、
1516、
1616、
1716、
1516、
1616、
1716、
1816、 ［ サ イ ズ ］1214、
［ サ イ ズ ］1416、
1816、
1916、
2016
1916、
2016
［メーカー］イーストン
［メーカー］イーストン

EASTON XX75 ワンピースポイント
本体価格 ¥308（税込）

［対応モデル］ジャズ、
プラチナム
［ サ イ ズ ］1214、
1416、
1516、
1616、
1716、
1816、
1916、
2016
［メーカー］イーストン

EASTON シャフト選択表

アウトドア＆インドアターゲット・フィールド・3D シャフト選択表

コンパウンドボウ＿リリーサー使用

イーストンアローシャフト選択表の使い方

シャフト選択表

ARROW

１、自分の適正アローレングスと算定ピークボウウエイト
（あるいは実質ピークボウウエイト）
がわかったら、
チャート表をもとに自分の弓に合ったシャフトサイズを選ぶことができます。
１、
Ａコンパウンドボウの場合、
まずピークボウウエイト欄
（チャート表の左側）
のカムの
種類の中から、
自分の弓に使用されているカムのタイプに合致する列を選びます。
その列の中で、
自分の算定ピークボウウエイトが含まれる欄を見つけます。
１、
Ｂリカーブボウの場合、
まずボウウエイト欄
（チャート表の右側）
を見て、
自分のフル
ドロー時の実質ピークボウウエイトが含まれる項を探します。
（あるいは実質ピークボウウエイト）
が含まれている欄を
2、表の自分の算定ピークポイント
横にたどって行き、自分の適正アローレングスの列と交差するところを見つけます。
自分の算定ボウウエイト
（あるいは実質ボウウエイト）
と自分の適正アローレングスが
交差する欄のアルファベットとナンバーの表示に合致するグループを下の推奨シャフト
サイズ表の中から見つけます。同じアルファベットとナンバーの中に、あなたの弓に適
合する推奨シャフトのサイズが表示されています。複数のシャフトサイズの中から、
シャフトの種類・材質・重量など、
使用目的に合わせて選択してください。

適正なアローシャフトサイズを選ぶ※
42

※イーストンのホームページからインタラクティブスパインチャートがご利用いただけます。

www.eastonarchery.com

ATA弓具規格
〜275FPS

ATA弓具規格
276〜300FPS

算出ピークウエイト
（ポンド/Ibs）

ATA弓具規格
301〜320FPS

ATA弓具規格
321〜340FPS

29‒35lbs. (13.2‒15.9kg)
35‒40lbs. (15.9‒18.1kg)

29‒35lbs. (13.2‒15.9kg)

40‒45lbs. (18.1‒20.4kg)

35‒40lbs. (15.9‒18.1kg)

29‒35lbs. (13.2‒15.9kg)

45‒50lbs. (20.4‒22.7kg)

40‒45lbs. (18.1‒20.4kg)

35‒40lbs. (15.9‒18.1kg)

50‒55lbs. (22.7‒24.9kg)

45‒50lbs. (20.4‒22.7kg)

40‒45lbs. (18.1‒20.4kg)

35‒40lbs. (15.9‒18.1kg)

55‒60lbs (24.9‒27.2kg)

50‒55lbs. (22.7‒24.9kg)

45‒50lbs. (20.4‒22.7kg)

40‒45lbs. (18.1‒20.4kg)

60‒65lbs. (27.2‒29.5kg)

55‒60lbs (24.9‒27.2kg)

50‒55lbs. (22.7‒24.9kg)

45‒50lbs. (20.4‒22.7kg)

65‒70lbs (29.5‒31.8kg)

60‒65lbs. (27.2‒29.5kg)

55‒60lbs (24.9‒27.2kg)

50‒55lbs. (22.7‒24.9kg)

70‒76lbs. (31.8‒34.5kg)

65‒70lbs (29.5‒31.8kg)

60‒65lbs. (27.2‒29.5kg)

55‒60lbs (24.9‒27.2kg)

76‒82lbs (34.5‒37.2kg)

70‒76lbs. (31.8‒34.5kg)

65‒70lbs (29.5‒31.8kg)

60‒65lbs. (27.2‒29.5kg)

82‒88lbs. (37.2‒39.9kg)

76‒82lbs (34.5‒37.2kg)

70‒76lbs. (31.8‒34.5kg)

65‒70lbs (29.5‒31.8kg)

ATAコンパウンドボウ規格341〜350fps:
321〜340ps.のコラムからスタートして、
ひとつ下の段から選んでください。
（例）
58ポンド、
31インチで345fps.の場合はひとつ下の段のT13 を選択
46ポンド、
28インチで345fps.の場合はT8よりひとつ下段の硬いグループT9を選択

2022-2023 PRODUCT GUIDE

１）適正アローレングス（矢尺）の決定

Size

Spine

Model

Weight Grs/inch

Size

Spine

Model

適正な矢の長さは、
どんなタイプの弓でも
（オーバードローを使用している場合でも）
、
長い矢をつ
がえてフルドローし、
だれかに矢がレストに接触する部分から１インチ的側のところでシャフトに
マークしてもらい測ると良いでしょう。
イーストンのアローレングス計測用アローを使うと便利です。

1800

1.800

Inspire

3.6

1600

1.600

Inspire

3.8

1214

2.501

75

5.9

1416

1.684

75

7.1

1423

2.036

75

5.9

1516

1.403

75

7.3

1800

1.800

Avance

3.4

1600

1.600

Avance

3.8

Group 00

Group 01

Weight Grs/inch

適正アローレングス
1"クリアランス
（最低値）

矢がレストと接する
最も的側の位置

この位置でシャフトに
印をつける
バック側（的側）

フェイス側（アーチャー側）

ノックの溝の底

Group T3

ドローレングス（引き尺）
引き尺は、アーチャーがフルドローしたときの弓の バック側（的側）からノックの溝の底
までの距離を測ります。アローレングス（矢尺）とドローレングスが同じ長さになるのは、
フルドローしたときに
（ポイントやインサートを含まない）
シャフトの先端が弓のバック側の
縁に並んだ場合だけで、
必ずしも一致するわけではありません。
適正アローレングス

Group T4

720•780R

0.720•0.780

A/C/E

6.4

＊

670•720R

0.670•0.720

A/C/E

5.9

＊

700•750R

0.700•0.750

X10

6.7

＊

650•700R

0.650•0.700

X10

6.8

720

0.720

ProTour

6.2

670

0.670

ProTour

6.5

750

0.750

Inspire

8.1

630

0.630

Inspire

7.9

＊

840

0.840

Apollo

6.5

740

0.740

Apollo

7.2

1813

0.874

75

7.9

1913

0.733

75

8.3

1814

0.799

X7

8.6

1914

0.658

X7

9.3

1816

0.756

75

9.3

660

0.660

Avance

6.2

730

0.730

Avance

5.0

660

0.660

PRO

6.9

710

0.710

PRO

6.5

430•470R

0.430•0.470

A/C/E

7.0

＊

400•430R

0.400•0.430

A/C/E

＊

410•450R

0.410•0.450

X10

8.5

＊

380•410R

0.380•0.410

X10

8.9

420

0.420

ProTour

8.0

2413

0.365

X7、75

10.5

2311

0.450

X7

8.9

2214

0.425

X7

10.4

2312

0.423

X7

9.5

2314

0.390

X7、75

10.8

2213

0.460

X7、75

9.9

2412

0.400

X7

9.7

2214

0.425

X7

10.4

375

0.375

SDRIVE 23

6.9

2115

0.461

75

10.8

400

0.400

HSPEED

7.4

375

0.375

SDRIVE 23

6.9

380

0.380

PRO

8.9

400

0.400

HSPEED

7.4

RX7-23

0.420

RX7

10.4
7.8

注意 ： 適正アローレングスは、ノックのストリングの溝の底から、
ポイントやインサートを含まないシャフトの先端までの長さです。

２）コンパウンドの実質ピークボウウエイトを計測する
コンパウンドボウの場合、
アンカー位置ではなく、
ドローイングしてくる途中のピークボウ
ウエイトを測定します。シャフト選択表の推奨シャフトサイズは以下のような「標準的な
セットアップ」を対象にしています。
＊リリーサーを使用 ＊ストリングハイト６-1/2インチ以上
お使いの弓の仕様が
「標準的なセットアップ」
と異なる場合には、
算定ピークボウウエイトの
換算ガイドライン（下記参照）をもとに「算定ピークボウウエイト」を出し、実質ピークボウ
ウエイトの代わりに算定ピークボウウエイトと矢尺の交差する欄を選択するようにします。

コンパウンドボウの算定ピークボウウエイト換算ガイドライン
＊ポイントの重さが100グレイン以上：100グレインを越えたら25グレイン増えるごとに
実質ピークボウウエイトにプラス3ポンド
＊ストリングハイトが６ｰ1/2インチ以下：実質ピークボウウエイトにプラス５ポンド
＊フィンガーリリース：実質ピークボウウエイトにプラス５ポンド

オーバードローコンパウンドの場合

Group T9
＊

Group T10
7.5

420

0.420

PRO

7.8

380

0.380

SDRIVE 19

RX7-23

0.420

RX7

10.4

400

0.400

Avance

8.1

380

0.380

SDRIVE 19

7.8

400

0.400

Matrix

7.4

450

0.450

Avance

7.5

400

0.400

Matrix

7.4

まず算定ピークボウウエイトを割り出し、
そのポンド数にオーバードローの長さ
（ピボットポ
イントからレストまでの距離）
に応じてポンド数をプラスします。
オーバードローの長さ

ボウウエイト

1"

2"

3"

4"

5"

加算ピークウエイト
（50‐70ポンドの実質あるいは算定ピーク
ボウウエイトの場合、ボウウエイトに次のウエイトを加える）

1#

3#

6#

9#

12#

３）リカーブボウの実質ピークボウウエイトを測定する
実質ピークボウウエイトは、
最寄りのアーチェリープロショップで測ってもらうのが一番良い方
法です。
実質ピークボウウエイトは、
本人がフルドローしたときのドローレングスで測定します。

チューニングに関するインフォメーション
アローチューニング
イーストンのターゲットアロー選択チャートは、
あなたの弓のセッティングに対して複数の推奨シャフトサ
イズを紹介しています。
速さを求めるなら重量の軽い矢を選び、
耐久性や安定性を求めるなら重い矢
を選ぶと良いでしょう。
また、
シューティングスタイルや弓の性能、
リリース等個人差があるために、
何ら
かのチューニングが必要になったり、
場合によっては矢のサイズを変更する必要があることもあります。

＿
あなたのアローレングス ターゲット・フィールド・３D
23"

24"

25"

26"

27"

28"

29"

リカーブボウ

30"

31"

リカーブボウ ボウウエイト
（ポンド/Ibs.）
フィンガーリリース

32"

21‒27lbs. (9.5‒12.2kg)

00

01

02

03

T1

T2

T3

01

02

03

T1

T2

T3

T4

T5

02

03

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

03

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

36‒40lbs. (16.3‒18.1kg)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

40‒44lbs (18.1‒20.0kg)

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

44‒48lbs. (20.0‒21.8kg)

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

48‒52lbs (21.8‒23.6kg)

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

53‒57lbs (24.0‒25.9kg)

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T13

58‒62lbs. (26.3‒28.1kg)

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T13

T14

63‒67lbs. (28.6‒30.4kg)

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T13

T14

27‒32lbs. (12.2‒14.5kg)
32‒36lbs. (14.5‒16.3kg)

Model

Weight Grs/inch

Size

Spine

1400
1400

1.400

Avance

4.2

1100

1.100

1.400

Inspire

4.2

1200

1.200

1400

1.400

Inspire

4.2

1150

1.150

1400

1.400

Vector

3.9

1000

1514

1.379

X7

6.8

1150

1.150

PRO

5.5

Group 02

Weight Grs/inch

Size

A/C/E

5.1

＊

Inspire

7.2

＊

Avance

4.7

880

1.000

Vector

5.0

2L-04

1614

1.153

X7

7.7

1000

1.000

PRO

5.5

Group T5

Model

Group 03

Spine

Model

Weight Grs/inch

Size

Spine

Model

Weight Grs/inch

920•1000R

0.920•1.000

A/C/E

5.8

＊

900•1000R

0.900•1.000

X10

5.8

＊

780•850R

0.780•0.850

A/C/E

6.0

750•830R

0.750•0.830

X10

PRO

5.9

6.4

７７０

0.770

ProTour

1.020

A/C/C

6.0

6.1

2-04

0.920

A/C/C

2-04

0.920

6.5

A/C/C

6.5

810

0.810

Avance

1000

5.4

1.000

Avance

4.6

900

0.900

Inspire

7.7

1000

1.000

Inspire

7.2

1714

0.963

X7

8.1

1000

1.000

Vector

5.0

1716

0.880

75

9.0

1713

1.044

75

7.4

810

0.810

PRO

6.1

1714

0.963

X7

8.1

1616

1.079

75

8.4

Group T1

Group T2

Group T7

Group T6

Group T8
6.7

＊

470•520R

0.470•0.520

7.8

＊

450•500R

0.450•0.500 X10

ProTour

7.3

470

0.470

ProTour

7.6

0.560

A/C/C

7.8

3-28

0.500

A/C/C

8.1

0.500

A/C/C

8.1

3-39

0.440

A/C/C

8.6

530

0.530

FMJMatch

8.4

490

0.490

FMJMatch

8.9

9.6

2212

0.505

X7

8.8

2212

0.505

X7

8.8

75

10.1

2114

0.510

X7、75

9.9

2213

0.460

X7、75

9.9

0.600

Avance

6.5

550

0.550

Avance

6.7

2114

0.510

X7、75

9.9

475

0.475

SDRIVE 23

6.4

2016

0.531

75

10.6

475

0.475

SDRIVE 23

6.4

500

0.500

HSPEED

6.9

475

0.475

SDRIVE 23

6.4

500

0.500

HSPEED

6.9

570

0.570

PRO

6.6

500

0.500

HSPEED

6.9

470

0.470

PRO

7.3

RX7-21

0.525

RX7

9.3

520

0.520

PRO

7.0

RX7-23

0.420

RX7

10.4

480

0.480

SDRIVE 19

7.0

RX7-22

0.475

RX7

9.7

480

0.480

SDRIVE 19

7.0

A/C/E

7.9

325R

0.325

X10

8.8

620•670R

0.620•0.670

A/C/E

6.1

＊

570•620R

0.570•0.620

＊

600•650R

0.600•0.650

X10

7.0

＊

550•600R

0.550•0.600 X10

620

0.620

ProTour

6.7

570

0.570

630

0.630

Inspire

7.9

570

2013

0.610

75

9.0

610

1914

0.658

X7

9.3

1916

0.623

75

660

0.660

RX7-21
610

＊

43

A/C/E

A/C/E

6.3

＊

520•570R

0.520•0.570

7.5

＊

500•550R

0.500•0.550 X10

ProTour

6.9

520

0.520

0.570

Inspire

8.2

3-18

0.610

Apollo

8.1

3-28

2013

0.610

75

9.0

10.0

2014

0.579

X7

Avance

6.2

1916

0.623

0.525

RX7

9.3

600

0.660

PRO

7.3

Group T11

Group T12

Group T13

A/C/E

アルミニウム/カーボン/コンポジット

A/C/E

アルミニウム/カーボン/エクストリーム

7.9

370R

0.370

0.380

X10

8.9

350R

0.350

X10

8.4

290

0.290

SDRIVE 25

7.8

0.380

ProTour

8.4

340

0.340

ProTour

8.8

270

0.270

SDRIVE 27

9.0

290

0.290

SDRIVE 25

7.8

290

0.290

SDRIVE 25

7.8

2512

0.321

X7

10.3

2413

0.365

X7、75

10.5

350

0.350

X7

8.4

2612

0.285

X7

10.7

2314

0.390

X7、75

10.8

2511

0.348

X7

9.6

325

0.325

SDRIVE 23

7.4

FMJ Match

FMJ マッチ

2315

0.340

X7、75

11.8

2512

0.321

X7

10.3

300

0.300

HSPEED

8.2

HSpeed

Hyperspeed

370•400R

0.370•0.400

380R
380

8.1

A/C/C

A/C/E

＊

6.8

A/C/G

A/C/G
（アルミニウム/カーボン）

Apollo

アポロ

Carb1

カーボン ワン

2511

0.348

X7

9.6

2612

0.285

X7

10.7

300

0.300

PRO

9.6

Inspire

インスパイア

375

0.375

SDRIVE 23

6.9

2613

0.265

X7

11.5

330

0.330

SDRIVE 19

8.4

Pro

プロコンプ

340

0.340

HSPEED

7.4

2712

0.260

X7

11.3

300

0.300

Avance

8.8

X10プロツアー
（アルミニウム/カーボン）

0.380

PRO

8.9

325

0.325

ProTour

380

SDRIVE 23

7.4

380

0.380

SDRIVE 19

7.8

340

0.340

HSPEED

8.2

SDRIVE 27

スーパードライブ 27

340

0.340

Avance

8.8

340

0.340

PRO

8.9

270

0.270

SDRIVE 27

9.0

SDRIVE 25

スーパードライブ 25

340

0.340

Matrix

8.1

300

0.300

PRO

9.6

2613

0.265

X7

11.5

SDRIVE 23

スーパードライブ 23

330

0.330

SDRIVE 19

8.4

2712

0.260

X7

11.3

SDRIVE 19

スーパードライブ 19

340

0.340

Avance

8.8

250

0.250

Matrix

2.4

X7

X7 エクリプス
（7178-T9 アロイ）

340

0.340

Matrix

8.1

X10

X10 シャフト
（アルミニウム/カーボン）

Group T14

＊サイズが２つ表示されている場合は、
始めに表示
されているシャフトサイズの重さです。

均一性保証
均一性：良い矢と選りすぐられた矢の違いは均一性にあります。
イーストンでは、
厳格な品質管理基準に基づいて1 本1 本の矢を製造しています。イーストンの
矢は、表記されたスパインや真直度、重量公差などのスペックに合致するか、
それ以上の均一性があります。

75

XX75：プラチナムプラス、
トリビュート、
ジャズ、
ネオス
（7075 アロイ）

RX7

RX7 テーパード
（7178-T9 アロイ）

R

リカーブボウでの推奨サイズは

Size

推奨サイズ

数字の横に Ｒ で表示
Spine

アローサイズが示すATA標準の静的スパイン

Model

アローシャフトモデル

Weight

１インチあたりのグレイン数
（重さ）

2022-2023 PRODUCT GUIDE

Spine

ARROW

Size

シャフト選択表

68‒73lbs. (30.8‒33.1kg)

ATAコンパウンドボウ規格351fps以上：
321〜340fps.のコラムからスタートして、
２つ下の段から選んでください。
（例）
59ポンド、
31インチで355 fps.の場合は、
グループT13から２つ下の段のグループT14を選択
47ポンド、
28インチで355 fps.の場合はグループT8から２つ下の段のグループT10を選択

インサートノック（接着剤を使わないプレスフィットタイプ）

PRESS FIT NOCKS

EASTON Gノック
本体価格 ¥143（税込）
［サイズ］ スモール
（.088）
、
ラージ
（.098）
［カラー］ オレンジ、
グリーン、
レッド、
ブラック、
ホワイト、
*ダークブルー、
*ダークレッド
（*ラージサイズのみ）
［メーカー］ イーストン

スモール
サイズ

ラージサイズ
限定カラー

BEITER A/C/Eインサートノック
本体価格 ¥220（税込）

［特 長］ 上下非対称形
［サイズ］ 12 / 1
（スモール）
、
12 / 2
（ラージ）
［カラー］ クリア、
レッド、
グリーン、ヘビーイエロー、
オレンジ、ヘビーオレンジ、
ブルー、
ダークブルー、
ダークグリーン、
ヘビーグリーン、
ブラック、
ホワイト、
パープル、
ピンク
［メーカー］ バイター

EASTON スーパーノック

EASTON 3Dスーパーノック

ノック

ARROW

本体価格 ¥154（税込）

［特 長］ 大口径アルミシャフト用
［サイズ］ ラージ
（.098）
［カラー］ オレンジ、
グリーン、
イエロー、
ホワイト
［メーカー］ イーストン

本体価格 ¥154（税込）

［特 長］ 大口径アルミシャフト用
［サイズ］ ラージ
（.098）
［カラー］ オレンジ、
グリーン、
ブラック、
ホワイト、
パープル、
クリスタル、
スモーク、
レッド、
ピンク、
ブルー、
ライム
［メーカー］ イーストン

アウトサートノック（被せるタイプのプレスフィットタイプ）
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OVER NOCKS

BEITER アウトサートXノック
本体価格 ¥242（税込）
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［特 長］ 上下非対称形／X10用／ピンインサート使用可能 ※ラージはピンインサート使用不可
［サイズ］ 450-1
（スモール）
、
450-2
（ラージ）
［カラー］ クリア、
レッド、
グリーン、
ヘビーイエロー、
オレンジ、
ヘビーオレンジ、
ブルー、
ダークブルー、
ダークグリーン、
ヘビーグリーン、
ブラック、
ホワイト、
パープル、
ネオンイエロー、
スカイブルー、
キャンディピンク
［メーカー］ バイター

インアウトノック
（インサートとアウトサートのハイブリッドタイプで精度高く、
シャフトを保護する能力が向上）

IN-OUT NOCKS

BEITER インアウトノック
本体価格 ¥330（税込）

［特 長］ 上下非対称形
［サイズ］ X10用 0×1
（スモール）
、
0×2
（ラージ）
／A/C/E用 2×1
（スモール）
、
2×2
（ラージ）
／X10用
0X2H (ラージ・上下対称形)／ACE用 2×2H
（ラージ、
上下対称形）
［カラー］ ヘビーイエロー、
ヘビーオレンジ、
ヘビーブルー、
ヘビーグリーン、
ブラック、
ホワイト
［メーカー］ バイター

ピンノック

PIN NOCKS

EASTON ピンノック

EASTON Ｇピンノック

本体価格 ¥308（税込）

本体価格 ¥308（税込）

［サイズ］ スモール
（.088）
、
ラージ
（.098）
スモーク、
クラシックブルー、
［カラー］ パープル、
クラシックオレンジ、
ピンク、
グリーン、
レッド、
クリスタル、
レモンライム
［メーカー］ イーストン

［サイズ］ ラージ
（.098）
スモーク、
クラシックブルー、
［カラー］ パープル、
クラシックオレンジ、
ピンク、
グリーン、
レッド、
クリスタル、
レモンライム
［メーカー］ イーストン

BEITER ピンノック
本体価格 ¥330（税込）

［特 長］ 上下非対称形
［サイズ］ #1
（.088）
、
#2
（.098）
、
#2ハンター
（上下対称形）
ブラック、
ブルー、
レッド、
オレンジ、
グリーン、
クリア、
パープル、
ダークブルー、
ダークグリーン、
［カラー］ ホワイト、
ヘビーイエロー、
ヘビーオレンジ、
ヘビーブルー、
ネオンイエロー、
ヘビーグリーン、
スカイブルー、
キャンディピンク
［メーカー］ バイター

BEITER ピンアウトノック
本体価格 ¥330（税込）

上下非対称形

［サイズ］ 145
（.088）
、
145H
（.098 /上下対称形）
、
150H
（.098 /上下対称形）
、
145 / 145H：X10、
プロツアー
（670ｰ770） 150H：プロツアー
（380ｰ620）
［カラー］ グリーン、
レッド、
オレンジ、
ホワイト、
ダークブルー、
イエロー
［メーカー］ バイター

コンベンショナルノック
（ノックテーパーに接着するタイプ）

上下対称形

CONVENTIONAL NOCKS

AAE プラスチノック
本体価格 ¥55（税込）
［サイズ］ 1/4、
9/32
［カラー］ ブルー、
グリーン、
レッド、
ルビー、
ホワイト、
ブラック
［メーカー］ アリゾナ

ポイント用接着剤

POINT ADHESIVES

EASTON カーボン用ホットメルト

本体価格 10": ¥1,100（税込） 3": ¥770（税込）
［特 長］ カーボンアロー用ポイント・ピンインサート接着剤／
低融点タイプ
［メーカー］ イーストン

BOHNING フェルエルタイト
本体価格 ¥715（税込）

［特 長］ アルミアロー用ポイント接着剤／融点が高く、
しっかり接着
［メーカー］ ボーニング

BOHNING フェルエルタイト
クールフレックス
本体価格 ¥1,210（税込）

［特 長］ カーボンシャフト、
アルミニウムシャフト用ポイント接着剤
［メーカー］ ボーニング

フィルムベイン

MYLAR VANES

RANGE-O-MATIC
スピンウイングベイン
50枚入り

KSL JET6 スピンベイン50枚入り

本体価格 ¥4,400（税込）

［特 長］ Lee Kisikコーチ発案によるスピンベイン
［サイズ］ 2"、
1-3/4"
［カラー］ ブルー、
グリーン、
ピンク、
パープル
［メーカー］ ケーエスエル

本体価格 ¥2,310（税込）
［特 長］ カール形状／超軽量
［サイズ］ 40mm、
45mm、
50mm
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド、
イエロー、
ピンク、
グリーン、
オレンジ、
パープル
［メーカー］ レンジオマチック

［サイズ］ 2"
［カラー］ ブラック×ゴールド、
ブラック×シルバー、
ホワイト×ブルー、
ホワイト×グリーン、
ホワイト×オレンジ、
ホワイト×ピンク、
ホワイト×レッド
［メーカー］ ガスプロ

SPIDER VANES 60枚入り

本体価格 ¥3,520（税込）

本体価格 ¥3,520（税込）

［サイズ］ 1.8"
［カラー］ ホワイト、
ゴールド、
シルバー、
ブルー、
パープル、
ティール、
レッド、
グリーン、
［メーカー］ ピンク
スパイダーベイン

［特 長］ 70 mラウンド世界記 録を
樹立したベイン
［サイズ］ 1.5"
ゴールド、
［カラー］ ホワイト、
シルバー、
ブルー、
パープル、
ティール、
レッド、
グリーン、
ピンク
［メーカー］ スパイダーベイン
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FLEX-FLETCH FFPベイン

本体価格 ¥66（税込）

パラボリックタイプ（標準）

シールドタイプ（187、225のみ）

AAE エリートベイン

本体価格 ¥66（税込）

［特 長］ 接着性に優れたベイン
［サイズ］ 16、
23
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
ブルー、
レッド、
イエロー、
グリーン、
パープル、
ピンク、
ゴールドオレンジ
［メーカー］ アリゾナ

AAE ハイブリッドベイン

EASTON ダイヤモンドベイン

本体価格 ¥66（税込）

本体価格 ¥66（税込）

［特 長］ ベースの面積が広く接着し易い
［サイズ］ 175 235 280 380
［カラー］ ブライトグリーン、
イエロー、
サンセットゴールド、
オレンジ、
ブラック、
ホワイト
［メーカー］ イーストン

GASPRO GS-200

本体価格 ¥2,640（税込）

［特 長］ 40枚入り／ブレーデン・ギャレンティン選手シグネチャー
シリーズのコンパウンド競技用モデル
［サイズ］ 2"
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
レッド、
ブルー、
フラッググリーン、
Fピンク、
ネオンオレンジ、
イエロー、
クリア
［メーカー］ ガスプロ

［特 長］ 修正力と接着性に優れた競技用ベイン
［サイズ］ 2 、
４
ブルー、
ブライトグリーン、
ファイヤーオレンジ、
ホット
［カラー］ ブラック、
ピンク、
サンセットゴールド、
ホワイト、
イエロー、
レッド、
パープル
［メーカー］ アリゾナ

GASPRO GP-400

本体価格 ¥3,520（税込）

［特 長］ 25枚入り／圧倒的な安定感を誇るガスプロのインドア用モデル。
［サイズ］ 4"
［カラー］ ブラック、
ホワイト、
レッド、
ブルー、
フラッググリーン、
Fピンク、
ネオンオレンジ、
イエロー、
クリア
［メーカー］ ガスプロ
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STANDARD VANES

［特 長］ 軽量ながら、
精度が高く、
耐
久性にも優れたソフトベイン
［サイズ］ 150 175 187 200
225 250 360
［カラー］ パープル、
パールピンク、
レッド、
ダークレッド、
オレンジ、
ゴールド、
イエロー、
パールグリーン、
グリーン、
パールブルー、
ブルー、
ホワイト、
ブラック、
コズミックグリーン、
クリア
［メーカー］ フレックスフレッチ

ARROW

フィルムベイン・ソフトベイン

SPIDER VANES
モデル702

ソフトベイン

GASPRO Xシールド 50枚入り

本体価格 ¥5,500（税込）

アローシャフトカッター

ARROW SAWS

DECUT アローカッター

DECUT アローカッター替え刃

本体価格 ¥49,500（税込）

本体価格 ¥1,320（税込）

［特 長］ ハイスピード静音モーター／アルミニウム素材のアローカッター
［メーカー］ デカット

ARROW

アローシャフトカッター・フレッチングジグ
フレッチング用接着剤・その他ツール

フレッチングジグ

［特 長］ グラファイトコーティング
［サイズ］ 3.5"
［メーカー］ デカット

FLETCHING JIGS

BITZENBURGER
フレッチャーセット

BITZENBURGER クランプ
本体価格 ¥8,800（税込）

本体価格 ¥22,000（税込）

［ 種 類 ］ ストレートタイプ
（左右兼用）
、
ライトヘリカルタイプ
（右用、
左用）
［メーカー］ ビッツェンバーガー

［特 長］ 耐 久 性 に 優 れ たフ
レッチャー。
長期使用
にも耐えうるプロ仕
様。
［メーカー］ ビッツェンバーガー

BITZENBURGER
CPノックレシーバー
本体価格 ¥3,960（税込）

［特 長］ コンパウンド用レシーバー
［メーカー］ ビッツェンバーガー

CARTEL フレッチャー
本体価格 ¥6,600（税込）

［特 長］コストパフォーマンスに優れたフレッチャー
［メーカー］カーテル
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BEITER ノックアダプター

BEITER トライライナー

BEITER ウイングホルダー

本体価格 ¥385（税込）

本体価格 ¥8,800（税込）

本体価格 ¥1,760（税込）

［特 長］ 上下非対称形のバイターノックをフレッ
チャーにセットするためのアダプター
（スモール）、#2（ラージ）、#2（ハンター）
［サイズ］ #1
［メーカー］ バイター

フレッチング用接着剤

［特 長］ 携帯型ライン引きツール／
ラインの長さをそろえられるペグ付／
バイターノックアダプター付
［メーカー］ バイター

本体価格 ¥71,500（税込）
［特 長］ 2本のワイヤーでベインを挟む
フレッチャー。シャフトの太さ
関 係なく確 実なフレッチング
が可能です。
［メーカー］ ラストチャンス

ADHESIVES

AAE マックスボンド

AAE マックスウェルド
プライマー ペン

本体価格 ¥3,300（税込）

本体価格 ¥2,420（税込）

［特 長］ 耐水性・耐衝撃
性に優れた強力
速乾タイプ／
接着までわずか
30秒
［メーカー］ アリゾナ

［特 長］ 羽 張り前の下処
理ツール。接着力
が高まります。
［メーカー］ アリゾナ

BOHNING
フレッチングテープ

RANGE-O-MATIC
フレッチングテープ

本体価格 ¥2,860（税込）

本体価格 ¥330（税込）

［特 長］ 幅2mmの強力接着テープ
［サイズ］ 18m
［メーカー］ ボーニング

その他ツール

［特 長］ レンジオマチックスピンウイン
グ4 5 mmを貼るためのジグ／
付属のパーツ使用で、ピッチを
付ける事が可能
［メーカー］ バイター

LAST CHANCE
ベインマスタープロ

［特 長］ スピンウイングベインの
両面テープ
［サイズ］ 約6ｃｍ(12枚分）
［メーカー］ レンジオマチック

FLEX-FLETCH
フレックスボンド
本体価格 ¥1,980（税込）
［特 長］ 渋谷アーチェリー
の矢制作で使用
品 ／ 耐 水 性・耐
衝撃 性に優れた
強力タイプ
［メーカー］ フレックスフレッチ

BOHNING
フレッチタイト
プラチナム

本体価格 ¥1,210（税込）

［特 長］ フレッチング
用接着剤
［メーカー］ ボーニング

RANGE-O-MATIC
ラッピングテープ
本体価格 ¥330（税込）

［特 長］ スピンウイングベインの目止め用
エンドテープ
［サイズ］ 121ｃｍ
［カラー］ ブラック、
シルバー、
ホワイト
［メーカー］ レンジオマチック

OTHER TOOLS

AAE プレシジョン
アローストレートナー
本体価格 ¥52,800（税込）

［特 長］ アルミ矢のブレや曲がり
の補正用／ゲージ付
［メーカー］ アリゾナ

CARTEL ハンドアロー
ストレートナー
本体価格 ¥4,400（税込）
［特 長］ ハンディタイプの曲
がり補正用ツール
［メーカー］ カーテル

EASTON
ユニバーサルノックツール
本体価格 ¥1,540（税込）

［特 長］ イーストンの全てのノックに対
応可／破損ノックの救出にも
［メーカー］ イーストン

BEITER
プッシュンプル

本体価格 ¥495（税込）
［特 長］ バイターノックの
着脱・角度調節用
ツール
（スモール）
、
［サイズ］ #1
#2
（ラージ）
、
#2
（ハンター）
［メーカー］ バイター

HOYT コンパウンドボウ

HOYT COMPOUND BOWS

HOY T
インヴィクタ
2021年に数々の世界大会のメダルを取ったホイットのフラッグシップモデル。
エクストラロングのシュートスルーハンドルにパラレルリムとのハイブリッドタイプの
スプリットリムの組み合わせにより、
これまでにないエイミング時の安定感とリリース
時の弓の飛び出しのフィーリングを実現するとともに、
発射時の振動と騒音を従来モ
COMPOUND

コンパウンドボウ

デルより50％も削減。
トルクの影響を軽減する可変式ケーブルガードバー、
グリップアングルの調整が可能
なモジュラーグリップシステムなどのホイット・ターゲットモデル定番の機能に加え、
チューニングを変えることなく引き尺の微調整
（1/8インチ）
が可能なモジュラーグリッ
プシステム
（特許出願中）
、
アローレストの確実な固定を可能にするデュアルロッキン
グレストホールなど新機能を搭載し、
自分のシューティングスタイルに合わせた高度な
カスタマイズが可能。

50

実績のあるハイパフォーマンスタイプのSVXカムとスムーズなドローイングとスピー
ドのバランスが取れたDCXカムをラインナップ。
安定性重視の軸間距離40インチの
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インヴィクタ40、
短い引き尺でも高いパフォーマンスを発揮する軸間距離37インチの
インヴィクタ37の2タイプから選べます。

HOYT インヴィクタ 40

HOYT インヴィクタ 37

本体価格 ¥319,000（税込）

本体価格 ¥319,000（税込）

［ 軸 間 距 離 ］ 40-1/4" / 40-1/2
［ カ
ム ］ SVXカム / DCXカム
75%
［ レ ット オ フ ］ 65% / 65%、
［ストリングハイト］ 7-1/4" / 7-5/8"
［スピード（ATA）］ 325FPS / 316FPS
［ 引 き 尺 ］ SVX:#2/27-28 、
#3/28.5-29.5 、
#4/30-31 、
#5/31.5-32
DCX:#1/25.5-27"、
#2/27.5-29"、
#3/29.5-31"
［ピークウエイト］ 30-40#、
40-50#、
45-55#、
50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,223g
［ メ ー カ ー ］ ホイット

［ 軸 間 距 離 ］ 37-1/4" /37-1/2"
［ カ
ム ］ SVXカム / DCXカム
75%
［ レ ット オ フ ］ 65% / 65%、
［ストリングハイト］ 7" / 7-3/8"
［スピード（ATA）］ 330FPS / 324FPS
［ 引 き 尺 ］ SVX:#1/23.5-25.5 、
#2/26-27 、
#3/27.5-28.5 、
#4/29-30"
DCX:#1/24.5-26"、
#2/26.5-28"、
#3/28.5-30"
［ピークウエイト］ 30-40#、
40-50#、
45-55#、
50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,132g
［ メ ー カ ー ］ ホイット

ALL NEW
COLOR HOYTインヴィクタ・ハンドルカラー

ジェット
ブラック

チャージャー ポディウム
ブルー
レッド

インヴィクタ 40

ポディウム
レッド

ホワイト
アイス

スレート

バックスキン ウィルダーネス

インヴィクタ 37

バック
スキン

スレート

HOYT コンパウンドボウ

HOYT COMPOUND BOWS

HOY T
アルタスF X

NEW

引き尺が短いアーチャーのためのコンパクト競技用モデル。
スムーズな引き感のDCXカムとハイパフォーマンスな
SVXカムから、自分のシューティングスタイルに合わせて
選べます。

ピッチ
ブラック

エレクトリック
ブルー

ラヴァ
レッド

スモーキー
グレー

HOY T
アルタス
軸間距離38インチの長すぎず、短すぎない、日本のアーチャーにぴったりの
サイズ感で、スピードと安定感を両立したオールラウンドモデル。
コンベンショナルなデザインでコストパフォーマンスの良い本格的な競技用
コンパウンドボウです。
インヴィクタと同様にカムオプションは、
多くのトップ選手が使用するハイパフォー
マンスカムのSVXカム、
スムーズな引き感のDCXカムの2種類をラインナップ。
サイトウインドウ下部にアクセサリー取り付け用のカットアウトが設けられており、
QADウルトラレストTRI TARGET RESTがダイレクトに取付可能になりました。

HOYT アルタス
本体価格 ¥253,000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］ 38-1/4" /38"
［ カ
ム ］ SVXカム / DCXカム
［ レ ット オ フ ］ 65% / 65%,75%
［ストリングハイト］ 6-7/8" / 7-1/8"
［スピード（ATA）］ 328FPS / 322FPS
［ 引 き 尺 ］ SVX:#1/24-25.5 、#2/26-27 、#3/27.5-28.5 、
#4/29-30"、#5/30.5-31
DCX:#1/24.5-26"、#2/26.5-28"、#3/28.5-30"
［ピークウエイト］ 30-40#、40-50#、45-55#、50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,086g
［ メ ー カ ー ］ ホイット
ALL NEW
COLOR HOYT アルタス・ハンドルカラー

ピッチ
ブラック

エレクトリック
ブルー

ラヴァ
レッド

スモーキー
グレー
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HOYT アルタス FX・ハンドルカラー

COMPOUND

本体価格 ¥253,000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］ 35 3/4" /35 1/4"
［ カ
ム ］ SVXカム / DCXカム
［ レ ット オ フ ］ 65% / 65%,75%
［ストリングハイト］ 6-1/2" / 6-3/4"
［スピード（ATA）］ 337FPS / 318FPS
［ 引 き 尺 ］ SVX:#1/22.5-24.5"、#2/25-26"、
#3/26.5-27.5"、#4/28-29"#、5/29.5-30"
DCX:#1/23.5-25"、#2/25.5-27"、
#3/27.5-29"、#4/28-29"、#5/29.5-30.5"
［ピークウエイト］ 30-40#、40-50#、45-55#、50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 1,970g
［ メ ー カ ー ］ ホイット

コンパウンドボウ

HOYT アルタス FX

PSE コンパウンドボウ

PSE COMPOUND BOWS

定評のあるスープラフォーカスのデザインを継承したP SEの
ターゲットコンパウンドボウのフラッグシップモデル。
シュートスルーデザインとなったことにより、従来型のデザインに比べて
ハンドルの剛性が向上し、発射時のハンドルの揺れを抑えます。

PSE
サイテーション 40

PSE
サイテーション 36

本体価格 ¥286,000（税込）

本体価格 ¥286,000（税込）

【サイテーション 40"SE】

【サイテーション 36"SE】

コンパウンドボウ

COMPOUND

［ 軸 間 距 離 ］ 40
［スピード（IBO）］ 306FPS
［ カ
ム ］ SEカム
（可変式）
［ レ ット オ フ ］ 65%-75%
［ストリングハイト］ 7-3/4
［ 引 き 尺 ］ 28"-33.5
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,358g
［ メ ー カ ー ］ ピーエスイー
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［ 軸 間 距 離 ］ 36
［スピード（IBO）］ 316FPS
［ カ
ム ］ SEカム
［ レ ット オ フ ］ 65%-75%（可変式）
［ストリングハイト］ 7-1/4
［ 引 き 尺 ］ 26.5"-32
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,220g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

2022-2023 PRODUCT GUIDE

【サイテーション 40"EM】

【サイテーション 36"EM】

［ 軸 間 距 離 ］ 40
［スピード（IBO）］ 322FPS
［ カ
ム ］ EMカム
［ レ ット オ フ ］ 75%
［ストリングハイト］ 7-1/4
［ 引 き 尺 ］ 24"-30"
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,358g
［ メ ー カ ー ］ ピーエスイー

［ 軸 間 距 離 ］ 36"
［スピード（IBO）］ 312FPS
［ カ
ム ］ EMカム
［ レ ット オ フ ］ 75%
［ストリングハイト］ 6-3/4"
［ 引 き 尺 ］ 22.5"-28.5"
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#、50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,220g
［ メ ー カ ー ］ ピーエスイー

スカイブルー

ブラック

PSE サイテーション ハンドルカラー

PSE
サイテーション 34
本体価格 ¥286,000（税込）
【サイテーション 34"SE】
［ 軸 間 距 離 ］ 34
［スピード（IBO）］ 322FPS
［ カ
ム ］ SEカム
［ レ ット オ フ ］ 65%-75%
（可変式）
［ストリングハイト］ 7
［ 引 き 尺 ］ 25.5"-31
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,129g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

【サイテーション 34"EM】
［ 軸 間 距 離 ］ 34"
［スピード（IBO）］ 310FPS
［ カ
ム ］ EMカム
［ レ ット オ フ ］ 75%
［ストリングハイト］ 6-1/2"
［ 引 き 尺 ］ 21.5"-27.5"
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 30-40#,40-50#
［ 本 体 重 量 ］ 2,129g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

ホワイト

ブラック
チェリー

ホワイト

ネイビーブルー

ブラック

プラチナム
チタニウム

スカイブルー

オレンジ

サテン
マーキュリー

PSE コンパウンドボウ

PSE COMPOUND BOWS

フォームの誤差に対する寛容さをもたらすデフレックスジオメトリーのハンドルに、
スムーズなドローイングとスピードのバランスのとれたエボルブカムを搭載。
エボルブカムシリーズの回転インナーモジュール方式の引き尺調整機構は、
ボウプレスを使用しないで簡単に引き尺の微調整が可能なのでコンパウンド初心者も安心。
あらゆる選手の選択肢となる充実したランナップとなっています。

PSE スープラ RTX 37

PSE スープラ RTX 40

NEW

本体価格 ¥253,000（税込）

NEW

本体価格 ¥253,000（税込）

【スープラ RTX 37 SE】

【スープラ RTX 40 SE】

【スープラ RTX 37 EM】

コンパウンドボウ

［ 軸 間 距 離 ］ 40
［スピード（IBO）］ 312FPS
［ カ
ム ］ SEカム
（可変式）
［ レ ット オ フ ］ 65%-75%
［ストリングハイト］ 8
［ 引 き 尺 ］ 28"-33.5
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,313g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー
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【スープラ RTX 40 EM】

［ 軸 間 距 離 ］ 37
［スピード（IBO）］ 322FPS
［ カ
ム ］ EMカム
［ レ ット オ フ ］ 75%
［ストリングハイト］ 6-5/8
［ 引 き 尺 ］ 22.5-28.5
（回転インナーモジュール方式）
40-50#、
50-60#
［ピークウエイト］ 30-40＃、
［ 本 体 重 量 ］ 2,129g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

［ 軸 間 距 離 ］ 40
［スピード（IBO）］ 325FPS
［ カ
ム ］ EMカム
［ レ ット オ フ ］ 75%
［ストリングハイト］ 7-1/2
［ 引 き 尺 ］ 24 -30"
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,313g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

PSE スープラRTX ハンドルカラー

ブラック
チェリー

ホワイト

ネイビーブルー

ブラック

プラチナム
チタニウム

スカイブルー※

オレンジ※

サテン
マーキュリー※

※プレミアムオーダー

DARTON コンパウンドボウ

DARTON COMPOUND BOWS

DARTON ベガスET

NEW

本体価格 ¥231,000（税込）
］ブレースハイトが高く、
引き起こしやすく、
レットオフが高いためホールディングも容
易。
シューターの負担軽減に重きを置いた
設計になっている。
［ 軸 間 距 離 ］38-1/2
［スピード（IBO）］310-315FPS
［ レ ット オ フ ］80%
［ストリングハイト］7-7/8
［ 引 き 尺 ］26.5-32（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］30-40#,40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］2177g
ホワイト、
レッド、
ブルー、
［ カ ラ ー ］ブラック、
ODグリーン、
グロスブラック
リム：ブラック、
ホワイト
［ メ ー カ ー ］ダートン
［

特

徴

DARTON テンペストET

NEW

本体価格 ¥220,000（税込）
］世界チャンピオンジェームズルッツ選手が使用
するターゲットモデル。
ライザーはフレックスして
いないストレートデザインになっており、
シュー
ティングに安定感がある。
ブレースハイトが高
く、
引き起こしやすく、
レットオフが高いためホー
ルディングも容易。
シューターの負担軽減に重
きを置いた設計になっている。独自機構E-シス
テムは各リムにかかる負担を完全に平均化し、
カムベアリングへの負担を軽減します。
［ 軸 間 距 離 ］37-1/4
［スピード（IBO）］310-315FPS
［ レ ット オ フ ］85%
［ストリングハイト］7-5/16
［ 引 き 尺 ］26-31（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］30-40#,40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］2358g
ホワイト、
レッド、
ブルー、
［ カ ラ ー ］ブラック、
ODグリーン、
グロスブラック
［ メ ー カ ー ］ダートン
［

特

徴

COMPOUND

［ 軸 間 距 離 ］ 37
［スピード（IBO）］ 318FPS
［ カ
ム ］ SEカム
（可変式）
［ レ ット オ フ ］ 65%-75%
［ストリングハイト］ 7
［ 引 き 尺 ］ 26.5 -32
（回転インナーモジュール方式）
［ピークウエイト］ 40-50,50-60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,131g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー

MATHEWS コンパウンドボウ

MATHEWS COMPOUND BOWS

マシューズコンパウンドのフラッグシップモデルである
TRXシリーズ。
高剛性ハンドルはグリップ〜レスト周辺の強度を高めな
がら、スムーズなドローイングとスピードを高いレベルで
両立したハイパフォーマンスカム、C3Xカムを搭載。
エイミング時の安定性を重視した軸間距離4 0インチの
TRX40、
スピードを重視した軸間距離36インチのTRX36、
COMPOUND

コンパウンドボウ

バランスを重視した軸間距離38インチのTR X38G2を
ラインナップ。
インドア、アウトドアターゲット、フィールドなどシチュ
エーションに合わせてお選びいただけます。
サイトウインドウ下部にアクセサリー取り付け用のカット
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アウトが設けられており、
「QAD ウルトラTRiターゲット
レスト」がダイレクトに取付可能です。
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MATHEWS
TRX38G2
本体価格 ¥264,000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］ 38
［スピード（IBO）］ 329FPS
［ カ
ム ］ C３Xカム
75% ,80%
［ レ ット オ フ ］ 70%、
［ストリングハイト］ 7
［ 引 き 尺 ］ 25-31.5
（モジュール交換方式/
0.5インチ単位）
60#
［ピークウエイト］ 50#、
［ 本 体 重 量 ］ 2,236g
［ メ ー カ ー ］ マシューズ

MATHEWS TRX38G2 ハンドルカラー

ブラック

ブルー

ホワイト

レッド

MATHEWS TRX38G2 リムカラー

ブラック

ホワイト

レッド

ブラック

MATHEWS コンパウンドボウ

MATHEWS COMPOUND BOWS

MATHEWS
TRX36
本体価格 ¥26,4000（税込）

COMPOUND

コンパウンドボウ

［ 軸 間 距 離 ］ 36
［スピード（IBO）］ 334FPS
［ カ
ム ］ C3Xカム
75% ,80%
［ レ ット オ フ ］ 70%、
［ストリングハイト］ 6.5
［ 引 き 尺 ］ 24-30.5（モジュール交換方式/
0.5インチ単位）
［ピークウエイト］ 50#,60#
［ 本 体 重 量 ］ 2,113g
［ メ ー カ ー ］ マシューズ
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MATHEWS TRX36 ハンドルカラー

ブルー
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ブラック

レッド

ホワイト

MATHEWS TRX36 リムカラー

ブラック

ホワイト

MATHEWS
TRX40
本体価格 ¥26,4000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］ 40
［スピード（IBO）］ 325FPS
［ カ
ム ］ C３Xカム
75% ,80%
［ レ ット オ フ ］ 70%、
［ストリングハイト］ 7
［ 引 き 尺 ］ 25.5-32（モジュール交換方式/
0.5インチ単位）
60#
［ピークウエイト］ 50#、
［ 本 体 重 量 ］ 2,236g
［ メ ー カ ー ］ マシューズ

MATHEWS TRX40 ハンドルカラー

ブラック

ブルー

ホワイト

MATHEWS TRX40 リムカラー

ブラック

ホワイト

レッド

コンパウンドボウ／ミドルモデル

COMPOUND BOWS / MIDDLE MODELS

重量が軽く、
女性にも扱いやすいモデル。

HOYT エクリプス
本体価格 ¥198,000（税込）

コンパウンドボウ

COMPOUND

［ 軸 間 距 離 ］29"
［スピード（ATA）］314FPS
［ カ ム ］ECLIPSカム
［ レ ット オ フ ］80%
［ストリングハイト］6-3/4"
［ 引 き 尺 ］#1/23..5-25.5 ,#2/26-28
［ピークウエイト］20-30＃,30-40#,40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］1,678g
［ カ ラ ー ］ブラックアウト,バックスキン、
ワイルダーネス
［ メ ー カ ー ］ホイット
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ハイエンドモデルと同等の機能とパフォー
マンスを追求した、コストパフォーマンスに
優れたモデル。安定性とスピードのバランス
が取れたストレートデザインのハンドルに、
スムーズなドローイングのNFカムを搭載
し、初心者の方から競技志向の方まで幅広
くおすすめです。

ＰＳＥ レーザー
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本体価格 ¥154,000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］37
［スピード（IBO）］315 FPS
［ カ ム ］NFカム
［ レ ット オ フ ］75％
［ストリングハイト］7-1/2
［ 引 き 尺 ］24 -30.5
（回転式引き尺調整モジュール）
［ピークウエイト］30-40＃,40-50#,50-60#
［ 本 体 重 量 ］2041g
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー
ブラック

ブラックアウト

コンパウンドボウ／エントリーモデル
調整範囲が広く、
エントリーモデルに
オススメなモデル

MISSION RADIK
本体価格 ¥110,000（税込）
［ 軸 間 距 離 ］28″
［ カ ム ］RDK
［ストリングハイト］6-1/8″
［ 引 き 尺 ］17-28"
［ピークウエイト］10-50#
［ 本 体 重 量 ］1,134g
［ カ ラ ー ］ブラック
［ メ ー カ ー ］ミッション
※引き尺設定によってピークウエイトの
範囲が変わります。

COMPOUND BOWS / ENTRY MODELS

引き尺が短く、
女性、
子供にオススメなモデル

PSE MINI BURNER
本体価格 ¥82,500（税込）
［ 軸 間 距 離 ］26″
［ストリングハイト］6-5/8″
［ 引 き 尺 ］16"-26.5
［ピークウエイト］29-40#
［ 本 体 重 量 ］1,134g
［ カ ラ ー ］ブラック
［ メ ー カ ー ］ピーエスイー
※引き尺設定によってピークウエイトの
範囲が変わります。

PSE レーザー・ハンドルカラー

ホワイト

プラチナム
チタニウム

ネイビー
ブルー

ブラック
チェリー

ローズ
ゴールド

パープル

ブラック

SHIBUYA コンパウンドサイト・スコープサイト

SHIBUYA COMPOUND SIGHT・SCOPES

SHIBUYA アルティマ CP PRO
本体価格 ¥83,600（税込）

カラー

調整幅拡張
３段階のオフセットポジションで、従来モデルより、調整範
囲が30％拡大され、
多くの弓、
スコープサイズに対応できる
ようになりました。
これによりオフセットブラケットを使用す
る必要がなくなり、
余分なトルクを排除することができます。

ブラック

ブルー

レッド

ガンメタル
シルバー
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サイトプレート

SHIBUYA アルティマ CP PRO
ウィンデージQDセット
本体価格 ¥17,600（税込）

SHIBUYA アルティマ CPXⅢ

ULTIMA コンパウンドサイト初となるフロントデタッチブ
ロックが搭載されています。新たに開発された先端着脱機
構は、多角形のくぼみを特徴とする2つの「歯」で固定し、こ
れまで以上にコンパクトな構造で、レンチを使用せずに緩ま
ない確実なロックを実現しました。パーツを追加で用意する
ことで、セカンドアクシスとサードアクシスを設定した複数
のスコープを簡単に交換することも可能になりました。
※スコープは付属しません。

NEW

本体価格 ¥57,200（税込）

［特 長］ コンパウンドサイトの定番モデルがバージョンアップ。
サイトプレートが搭載され、
フィールド・ターゲット共に使いやすくなった。
［重 量］ CPXⅢ400-9：225ｇ
［サイズ］ CPXⅢ400-6：206ｇ
シブヤカーボンエクステンション ６" ９"
［メーカー］ シブヤ

ZPEシステム

フラットシェルフインジケーター

ロッキン グブロックスペーサー 部 に
ZPE（Zero-playElevation）システムを
採用したことで,上下方向調整転換時の
精度を高め、操作時の「遊び」をなくし、
より正確なサイト調整を実現。
レベリングブロックで採用されているノルト
ロックワッシャーを使用し、
緩むことなく常に
快適な状態を提供します。

フィールド競技のトップ選手のフィードバッ
クを活かし、
サイトの目盛との位置関係が、
よりわかりやすいフラットタイプのインジ
ケーターを新規採用。
ワイヤータイプより調整しやすく、ずれに
くくなっています。
エレベーションバーとの距離を可能な限り近
づけたことにより精度の高い設定が可能。

コンパウンドサイトアクセサリー
SHIBUYA アルティマ マグニファイヤー
本体価格 ¥5,720（税込）
長 ］ サイトチャートを拡大させるこ
とで、フィールド・3 D競技に於
いて確実な調整を実現します。
［ 重 量 ］ 4.7g
［ 倍 率 ］ 約2倍
［調整範囲］ 6mm
［対応サイト］ SHIBUYA ULTIMA CP PRO
SHIBUYA ULTIMA CPXⅢ
［ カラー ］ ブラック
［メーカー］ シブヤ
［特

カラー

ブルー

レッド

コンパウンドサイト

ガンメタル
シルバー

コンパウンドサイトアクセサリー

COMPOUND SIGHTS

AXCEL アチーブXPカーボンコンパウンドサイト
本体価格 ¥93,500（税込）

［特 長］ ウェッジロックマウント／ダブテイル・ガイド
システム採用で強固＆高精度の左右調整
が 可能／V TSLロックシステムでサイトブ
ロックを確実にロック／組み立て用レンチ、
メタルサイトテープ、
ハードケース付
［サイズ］ UHMカーボンエクステンション:6 、
9
［カラー］ ブラック、シルバー、ゴールド、ブルー、グリーン、
レッド、パープル、オレンジ
［メーカー］ アクセル

AVALON tec-X
ターゲットサイト
本体価格 ¥19,800（税込）
［特 長］ コンパウンドビギナー
向けのコストパフォー
マンス重視のモデル
［カラー］ ブラック
［メーカー］ アバロン

LEVEN ドインカー サイトEZ
本体価格 ¥4,950（税込）

［特 長］ スコープロッド用ダンパー
［メーカー］ レブン
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エレベーションバー両サイドには、
金属製のサイトスケールプ
レートを採用。
両面刻印された8枚のサイトチャートプレート
と通常のサイト目盛りが刻印されたサイトプレートが標準付
属しており、
通常サイト目盛り1種類、
サイトチャート全15種
類の目盛が選択できます。
1面はブランクになっているため、
印刷されたサイトテープを使用することができます。

ブラック

COMPOUND

コンパウンドサイト

［特 長］ ULTIMA CPXシリーズに搭載されている機
能に、
新しいポリゴナルカーボンエクステン
ションを組み合わせることで、
これまでにな
い静粛性を実現しました。
※スコープは付属しません。
［重 量］ 6":239g、
9":265g
［サイズ］ ポリゴナルカーボンエクステンション:6 、
9
［メーカー］ シブヤ

SHIBUYA スコープサイト

SHIBUYA SCOPES

バランスプレート（グラビティシフト）
新たに重心調整機構を搭
載。
アクセサリーの取付け
で生じる重心変化を調整
可能。不良振動の発 生や
スコープ本体の傾きが発
生することを軽 減します。
あらゆる組み合わせでも
適正な位置にスコープロッ
ドの設定が可能です。

SHIBUYA アルティマ OKULUSハウジング
本体価格 ¥22,000（税込）

長 ］ 豊富なオプションパーツやアクセサリー取り付け用ホールにより、あら
ゆる条件下に適応する最上級コンパウンドスコープ。
独自のグラビティシフトテクノロジーにより、サンシェイドやデカールリ
ング等のアクセサリーを使用することによって変化する重量バランス
に応じて重心位置を調節可能。これによりエイミング時のバランスの
変化や発射時の振動の影響を最小限に抑え、快 適で再現性の高い
シューティングのフィーリングがもたらされます。
［ 重 量 ］ 33.7g
［ サイズ ］ スコープ有効内径：29mm
（フロントサンシェイド取付時：27mm）
［ カラー ］ ブラック
［メーカー］ シブヤ
［特

スコープサイト・レンズ

COMPOUND

SHIBUYA アルティマ OKULUSデカールリング

本体価格 ¥4,180（税込）
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［ 特 長 ］ アルティマ OKULUS スコープハウジング用のデカールリング。
選手側に取り付けます。
白いリングが入っていることで,フィールド競技やターゲット競技
において,ピープとスコープの同心円を意識しやすくなります。
［ 重 量 ］ 7.2g
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

SHIBUYA アルティマ
OKULUSバックサンシェイド
本体価格 ¥4,180（税込）

［ 特 長 ］ アルティマ OKULUS スコープハウジング用の
フロントサンシェイド。
的側からの余分な光の侵入を防ぎます。
［ 重 量 ］ 11g
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

SHIBUYA アルティマ
OKULUSファイバーキット

SHIBUYA アルティマ
スコープカバー
本体価格 ¥1,980（税込）

本体価格 ¥5,500（税込）

［ 特 長 ］ アルティマ OKULUSスコープハウジン
グ用のカバーです。
汚れや雨からスコープを守ります。
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

［ 特 長 ］ アルティマ OKULUS スコープハウジ
ング用のファイバーキット。
3種類のファイバーサイズをラインアップ。
選手それぞれに合わせて最適な照準点
をもたらします。
付属品：ファイバー×2
（グリーン、
レッド）
［ サイズ ］ 各サイズ別売
［カラー］ ファイバー径：.010、
.019、
.029
［メーカー］ ブラック
シブヤ

［ 特 長 ］ アルティマ O K U L U S
スコープハウジング用
のバックサンシェイド。
選手側からの余分な光
の侵入を防ぎます。
［ 重 量 ］ 8.2g
［カラー］ ブラック
［メーカー］ シブヤ

スコープサイト

サンシェイド、バック
サンシェイド、デカー
ルリング、ファイバー
キット等の純 正アク
セサリーに対応。

SHIBUYA アルティマ OKULUSフロントサンシェイド

本体価格 ¥4,180（税込）
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豊富なアクセサリー※別売

SCOPES

AXCEL AVXスコープ

SHREWD ミニマグスコープ

NEW

本体価格 ¥27,500（税込）

本体価格 ¥17,600（税込）

［ 特 長 ］光ファイバーの明るさ調整機構搭載／
オールラウンドモデル
［ 重 量 ］重量不明
［カラー］カラーブラック
［メーカー］アクセル

ULTRAVIEW UV3 スコープ

ピーター・エルジンガ選手
［ 特 長 ］ステファン・ハンセン選手、
が使用／ワイドポートデザイン／対応レンズ:専用
キャップ付29mmエッセンシャルレンズ（別売り）
／
ファイバーピン、
10-32ステンレスロッド付
［ 重 量 ］36ℊ
［カラー］ブラック
［メーカー］シュルード

CARTEL 306スコープ

NEW

本体価格 ¥7,700（税込）

本体価格 ¥41,800（税込）

［ 特 長 ］28mmレンズ付／
蛍光ピン付／
倍率:0.50、
0.75
［メーカー］カーテル

［ 特 長 ］内径30mm／LEDライトキット付
※ターゲットの試合では使用できません。
※レンズ別売
［メーカー］ウルトラビュー

スコープサイトレンズ

SCOPE LENSES

FEATHER VISION アルティマ OKULUS用
32mmヴェルデプラスレンズ
本体価格 ¥27,500（税込）

［ 特 長 ］光透 過 性 9 9. 8％を誇る高 性
能グラスレンズ。
撥水性と嫌油性を両立し、
キズや
汚れにも強いツァイスコーティン
グ採用/倍率：0.50、
0.75、
1.00
（0.25、
0.62、
0.87は受注生産）
［ サイズ ］32mm
［メーカー］フェザ―ビジョン

FEATHER VISION ヴィトリレンズ
本体価格 ¥16,500（税込）

［ 特 長 ］CR、アクセル、
ウルトラビュー２用の
コンベックスタグラスレンズ／アドイ
プ・バンストツァイスコーティング／倍
率：0.50、
0.75、
1.00
［ サイズ ］34mm
［メーカー］フェザ―ビジョン

FEATHER VISION アルティマ OKULUS用
32mmヴィトリレンズ
本体価格 ¥22,000（税込）
［ 特 長 ］光透過性99％の高性能グラスレンズ。
撥水性の高いコーティング。/
倍率：0.50、0.75、1.00（0.25、
0.62、0.87は受注生産）
［ サイズ ］32mm
［メーカー］フェザ―ビジョン

AXCELアキュビュースコープ31用レンズ
本体価格 ¥24,200（税込）

［ 特 長 ］CLEAR TARGET社製コンベックス-コーン
ケイブタイプ・プラスチックレンズ／クリーザ
ル9層コーティング／倍率:4倍、
6倍
［ サイズ ］34mm
［カラー］ドット：ホットピンク、
ディープブルー
［メーカー］アクセル

SHREWD ミニマグレンズ
本体価格 ¥22,000（税込）

［ 特 長 ］フェザービジョン社製
グラスレンズ／
倍率：４、
６倍
［ サイズ ］34mm
（実視野29mm）
［メーカー］シュルード

スコープサイトアクセサリー

ACCESSORIES

SHREWD サンシェード

SHREWD ミニマグ デカールリング

本体価格 ¥3,520（税込）

本体価格 ¥3,520（税込）

［ 特 長 ］ピープサイトとスコープを同心円にキープし易く
／対応モデル：SHREWDミニマグ
［メーカー］シュルード

［ 特 長 ］レンズ に 取 り 付 け る タ イ プ／ 対 応 モ デ ル :
SHREWDエッセンシャル、SHREWDミニマグ
［メーカー］シュルード

SHIBUYA ドットパッケージ
本体価格

PRECISION ドットパッケージ

¥1,320（税込）

本体価格 ¥2,200（税込）

PEEP SIGHTS

HAMSKEA インサイトピープシステム

本体価格 ¥8,250（税込）

SPECIALTY
ポディウムピープハウジング

SPECIALTY
ポディウムピープクラリファイアー

本体価格 ¥8,250（税込）

SPECIALTY ピープインサート

本体価格 ¥9,900（税込）

本体価格 ¥2,750（税込）

［ 特 長 ］インターチェンジャブル／3/64、
1/16、
3/32
インサート付／着脱用レンチ付
［ サイズ ］37°
、
45°
［メーカー］スペシャルティ

［ サイズ ］1/32、
3/64、
1/
16、
3/32、
1/8
［メーカー］スペシャルティ

［ 特 長 ］ ポディウムピープ用／ツールレスで
着脱可能
［メーカー］ スペシャルティ

FLETCHER トゥルーピープ

本体価格 ¥1,430（税込）

［ サイズ ］マイクロ:1/32、
スモール:3/64、
ラージ:1/16
［メーカー］フレッチャー

COMPOUND STRINGS

FIRST STRING
X-ITワイヤー/マグナム
本体価格 ¥35,200（税込）
［ 特 長 ］新開発の素材を使用／
「一定性」
を追求した競
技専用モデル
［カラー］ライトグリーン
［メーカー］ファーストストリング

FIRST STRING パフォーマンス
ケーブルスライド
本体価格 ¥2,750（税込）

本体価格 ¥1,650（税込）

［ 特 長 ］ターゲットをはっきり見たい時に／ポディウムピープ
専用／倍率:0.5、
1.0、
1.5、
2.0、
3.0
［メーカー］スペシャルティ

SPECIALTY ウルトラライトピープキット

［ 特 長 ］ポディウムピープ
専用
［ サイズ ］1/32″
、
3/64″
、
1/16″
、
3/32″
、
1/8″
、
5/32″
［メーカー］スペシャルティ

SPECIALTY
ポディウムピープシェードキャップ

本体価格 ¥8,250（税込）

［ 特 長 ］左右のミスショットを防ぐセンターストリング
テクノロジー採用／インターチェンジャブル／
デュアルストリンググルーブ
（37°
、
45°）
［メーカー］スペシャルティ

［ 特 長 ］耐久性特化のデルリン
と摩擦抵抗を抑えるダ
ブル素材の採用／ケー
ブル の 抵 抗 が 少ない
硬質樹脂製スライド
［カラー］レッド、
Fグリーン、
グレー、
ブラック、
Fピンク、
ブルー、
Fオレンジ
［メーカー］ファーストストリング

本体価格 ¥10,450（税込）

［ 特 長 ］インサイトピープシステム専用クラリファイヤーレ
ンズ／ピント調節可／レンズ倍率:A、
B、
C、
D
［メーカー］ハムスキー

FIRST STRING
プレミアムカスタム
本体価格 ¥26,400（税込）
［ 特 長 ］独 自 の 処 理 を 施 し た
BCY452X素材を使用／
ピープが回りにくい競技用
ストリング
［カラー］全49色から組み合わせ可能
［メーカー］ファーストストリング

GASボウストリングゴースト XＶ2/3ピース
本体価格 ¥22,000（税込）
［ 特 長 ］最上級カスタムストリングセットです。独自のブレンドの原糸を
使用しているため、伸びにくさに定評のあるストリング
ストリング/ケーブルが2本または3本で構成されているタイプ
［カラー］ストリングカラー：ホワイト
エンドサービングカラー：26色
スピードノックカラー：10色
［メーカー］ガスストリング

FIRST STRING Dループ

FIRST STRING スピードキット

本体価格 ¥1,980（税込）

本体価格 ¥2,200（税込）

［ 特 長 ］即使用可能なDルー
プ
（3本セット）
［カラー］レッド、
Fグリーン、
ブラック、
ピンク、
ブルー、Fイエロー、
オレンジ、
エレクトリックブルー
［メーカー］ファーストストリング

［ 特 長 ］ウエイト（ノックセット）
とヒートシュリン
クチューブのセット
［メーカー］ファーストストリング
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［ 特 長 ］マグネシウム合金製の超軽量チューブタイ
プのピープハウジングと6サイズのピープイ
ンサートのセット／チューブハウジング内部
はあらゆる光の条件下で精度の高いエイミ
ングを可 能 にする反 射 防 止 隔 壁 採 用 ／
チューブタイプ＆インターチェンジャブル／
デュアルストリングアングル(37.5°
、
45°両
用)／1/32、
3/64、
1/16、
3/32、
1/8、
5/32
／インサート付
［メーカー］ハムスキー

コンパウンドストリング

SPECIALTY
ポディウムピープ
アパチュアキット

HAMSKEA インサイドピープシステム用
クラリファイアーレンズ

本体価格 ¥17,600（税込）

COMPOUND

ピープ

［ 特 長 ］ドットとリングがセットになった転写シールタイプのシート。
自分の好みに合わせて5種類のサイズから選べます。
約1.2mm、
約1.8mm、
約3.2mm、
約4.8mm
［ サイズ ］ドット：約0.8mm、
サークル：約7mm、
約7.6mm、
約8.3mm、
約9.3mm、
約10mm
［カラー］ブラック、
オレンジ
［メーカー］プレシジョン

アクセサリー

［ 特 長 ］転写シールタイプのドット
［カラー］ブラック
［メーカー］シブヤ

レスト

RESTS

HAMSKEA イプシロンアローレスト
本体価格 ¥46,200（税込）

HAMSKEA ハイブリッドターゲットレスト

NEW

本体価格 ¥35,200（税込）

［ 特 長 ］3つのスタイルに切り替え
可能:ランチャーレスト、リ
ムドライブ方式のドロップ
ダウンレスト、ケーブル 連
動方式のフォールアウェー
レスト／リムドライブ・ケー
ブルドライブ・固定ブレー
ドに切替可／ブレードタイ
プ／上下・左右マイクロ調
整／ベストランチャー対応
［カラー］ブラック、
シルバー
［メーカー］ハムスキー

COMPOUND

レスト・ランチャー

［ 特 長 ］軽量化されたフォールアウェー
レスト。
レストの軸を3点で固定
することにより、
高い再現性、
耐
久性を実現。
3つのスタイルに切り替え可能:
ランチャーレスト,リムドライブ方
式のドロップダウンレスト,ケーブ
ル連動方式のフォールアウェー
レスト／リムドライブ・ケーブルド
ライブ・固定ブレードに切替可／
ブレードタイプ／上下・左右マイク
ロ調整／ベストランチャー対応
［カラー］ブラック
［メーカー］ハムスキー

SPOT HOGG エッジSWAPレスト

QAD ウルトラレスト

本体価格 ¥28,600（税込）

［ 特 長 ］ケーブル連動型フォー
ルアウェーレスト／矢
の脱落を防ぐコンテ
インメント･タイプ／
上下・左 右スライド
調整
［メーカー］キューエーディー

SPOT HOGG インフィニティレスト

本体価格 ¥29,700（税込）

本体価格 ¥24,200（税込）

［ 特 長 ］板バネタイプ／上下・左右マイクロ調整（ノーロックタイプ）
／
マウントとランチャーアセンブリーが簡単着脱可能なスワップ
タイプ／ベストランチャー、
プロングホーンランチャー付
［メーカー］スポットホッグ

［ 特 長 ］板バネタイプ／上下・左右マイクロ調整（ノーロックタイプ）
／
ベストランチャー、
プロングホーンランチャー付
［メーカー］スポットホッグ
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AAE プロブレードレスト
本体価格 ¥26,400（税込）

［ 特 長 ］板バネタイプ／ランチャー角度の調整可能／上
下･左右マイクロ調整／専用ランチャー
（.008、
.
010）
付
［カラー］ブラック、
シルバー、
ブルー、
レッド、
グリーン、
ピンク
［メーカー］アリゾナ

QAD ウルトラTRiターゲットレスト
本体価格 ¥74,800（税込）

［ 特 長 ］インテグレイトダブテイルマウントシス
テム専用レストの前後のマイクロ調整／
マウントとランチャーアセンブリーが簡
単着脱可能なスワップタイプ
［カラー］ブラック
［メーカー］キューエーディー

ランチャー

AAE フリークショウ QD スタンダード／EXT
本体価格 ¥39,600（税込）

［ 特 長 ］独自のクイックディスコネクトマウントにより移動時にレストを取り外して
収納可能で、取り付け時の再現性も確保。センターショットや上下の設定
を変えないでトルクチューニングが可能な機能搭載。／
交換時の再現性が高い六角穴の板バネタイプ、上下・左右マイクロ調整／
スタンダードマウントとアローシャフトの選択肢が広がるオーバードロー
タイプのエクステンデッドマウントモデルがあります。
［ サイズ ］スタンダードタイプ/EXT
（オーバードロータイプ）
［カラー］ブラック
［メーカー］アリゾナ

AAE スティンガーレスト
本体価格 ¥6,050（税込）

［ 特 長 ］矢が落ちにくいプロングホー
ンタイプ
［メーカー］アリゾナ

BLADES

AAE プロングホーンランチャー
本体価格 ¥2,200（税込）

［ 特 長 ］スティンガーレスト用／
矢が落ちにくい角型／
初心者にも扱いやすい
［メーカー］アリゾナ

QUALITY ベストランチャー オリジナル

AAE プロブレードランチャー

本体価格 ¥1,980（税込）

本体価格 ¥2,420（税込）

［ 特 長 ］板バネタイプ／対応機種:AAEフ
リークショウレスト、プロブレー
ドレスト、
プロドロップレスト
［ サイズ ］スタンダード(カーボンA&アルミ
シャフト用):.008、
.010／ワイド
(大口径シャフト用):.010、
.012／
フリークブレード(カーボンシャフ
ト用):.008、
.010
［メーカー］アリゾナ

［ 特 長 ］板バネタイプ／対 応 機
種:トロフィーテイカー、
ス ポット ホッグ 、バ イ
ター、シュルード／カー
ボンからアルミシャフト
まで対応／2ホール
.010、
.012
［ サイズ ］.008、
［メーカー］クオリティ
フリークブレード

QUALITY ベストランチャー ワイド
本体価格 ¥1,980（税込）

［ 特 長 ］板バネタイプ／対 応 機
種:トロフィーテイカー、
スポットホッグ、ハムス
キー、シュルード／大口
径 シャフト に 対 応 ／ 2
ホール
［ サイズ ］.008、
.010、
.012
［メーカー］クオリティ

スタンダード

QAD ウルトラTRiターゲットレスト用ランチャー
本体価格 ¥3,630（税込）

［ 特 長 ］板 バ ネタイプ 、ウルトラ
TRiターゲットレスト専用
［ サイズ ］.008、
.010、
.012
［メーカー］キューエーディー

リリーサー／トリガータイプ

THUMB TRIGGER RELEASE AIDS

T.R.U. BALL ブレードプロフレックス

T.R.U. BALL ゴート

本体価格 ¥52,800（税込）

本体価格 ¥52,800（税込）

本体価格 ¥52,800（税込）

［ 特 長 ］親指トリガー,トリガーレス切り替え可能／3本掛け、
4本掛け切り替え可能／トリガーテンションとトリ
ガートラベル無段階調整
［ サイズ ］M、
L
［カラー］ブラック
［メーカー］トゥルーボール

［ 特 長 ］人 気 のプ ロブレ ードが フ
レックスになって新登場※
親指トリガー／3本掛け、4
本掛け切替可／トリガーテ
ンション無段階調整
※ミニは固定ハンドルのみ
［ サイズ ］ミニ、
M、
L
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

NEW

CARTER ジャストカズ

リリーサー

本体価格 アルミ：¥52,800（税込）
ヘビーメタル：¥57,200（税込）

［ 特 長 ］トリガーレスモデルの
「フルク
ラム」と同じデザイン／トリ
ガー/トリガーレスのクロスト
レーニングに最適／親指トリ
ガー／リリーサーヘッドのア
ングル調整可能／3本掛け、
4本掛け切替可／トリガーテ
ンション無段階調整
［ サイズ ］S、
M、
L
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

本体価格 ¥41,800（税込）
［ 特 長 ］親 指トリガー／3 本
掛け／トリガーテン
ション無段階調整
［ サイズ ］M
［カラー］ブルー、
ブラック、
レッド
［メーカー］カーター

［ 特 長 ］サムトリガー方式／オネック
スは異なる作 動 方 式でも同
じハンドル形状／3本掛け／
4本掛け変更可能
［ サイズ ］S/M/L/XL
［カラー］サージ、
グレー
ゴールド
（ヘビーメタルのみ）
［メーカー］スタン

61

BACK TENSION RELEASE AIDS

NEW

本体価格 ¥52,800（税込）
［ 特 長 ］ヘッドレングス調整機構に
より簡単にアンカーから弦
までの距 離の 変 更が 可
能。
デュアルシアーを搭載
し、
クリッカータイミングを
無段階調整可能
トリガーレス／ヘビーウエ
イトハンドル／3本掛け
［ サイズ ］M
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

T.R.U. BALL フルクラムフレックス

T.R.U BALL HBC フレックス

本体価格 ¥49,500（税込）

本体価格 ¥49,500（税込）

［ 特 長 ］ジェシー・ブロードウォーター選手
のシグネチャーモデル／高度なカ
スタマイズが可能なフレックスシス
テムを採用／タイミング調整専用
レンチをハンドルに搭載／リリース
タイミングの微調整が容易／トリ
ガー、
トリガーレスのクロストレーニ
ングにも最適／トリガーレス／ヘ
ビーウエイトハンドル／3本掛け、
4
本掛け切替可／クリッカー切替式
［ サイズ ］ミニ、
M、
L
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

［ 特 長 ］トリガーレス／ヘビーウエイト、
4フィンガーコンパージョ
ンキットをセットしカスタマイズを可能／アルミニウムイ
ンサートとブラスインサートを入れ替えることでライトウ
エイト〜ヘビーウエイトモデルへ変換できます。
／
3本掛け、
４本掛けに切替可／
クリッカー切替可
［ サイズ ］S、
M
［カラー］レッド、
ブルー、
ブラック
［メーカー］トゥルーボール

本体価格 ¥41,800（税込）

ULTRAVIEW ザ・ヒンジ2

NEW

本体価格 ¥3,850（税込）
［ 特 長 ］ザ・ヒンジ２用 M,L 2本掛／
［ サイズ ］3本掛／4本掛け
［メーカー］ウルトラビュー

B3 BG PRO リリーサー

STAN オネックス ヒンジリリーサー

NEW

STAN オネックス レジスタンスリリーサー

本体価格 アルミ：¥52,800（税込）
ヘビーメタル：¥57,200（税込）
［ 特 長 ］レジ スタンスアクティ
ベート方式／オネックス
は異なる作 動方 式でも
同じハンドル形状／3本
掛け／4本掛け変更可能
［ サイズ ］S/M/L/XL
［カラー］サージ、
グレー
ゴールド
（ヘビーメタルのみ）
［メーカー］スタン

NEW

本体価格 ¥47,300（税込）
［ 特 長 ］ブレーデン・ギャレンティン
選手のシグネチャーモデル
真鍮製／4本掛け・3本掛け
変更可能
［メーカー］ビースリー

リリーサー／レジスタンスアクティベートタイプ
本体価格 アルミ：¥52,800（税込）
ヘビーメタル：¥57,200（税込）

NEW

本体価格 アルミ：¥51,800（税込）
ステンレス：¥57,200（税込）
［ 特 長 ］ドローイング中に違和感なくホールドでき、
リリース時には
スムーズに発射できる独自のハンドルデザイン。
サムペグ
やファンキーフィンガー等のオプションパーツが豊富／
デュアルムーン機構により、
クリッカー
タイミングの調整が可能
※ファンキーペグは別売
［ サイズ ］M、
L
［カラー］シルバー
（アルミ）
、
マットブラックステンレス
［メーカー］ウルトラビュー

［ 特 長 ］ドローイング中に誤射す
る心配がない安全装置
付きのトリガーレスリリー
サーの定番モデルがフ
レックスタイプになって
新登場
［ サイズ ］M
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

ULTRAVIEW メタルフィンガー

NEW

本体価格 ¥3,850（税込）
［ 特 長 ］ザ・ヒンジ２用/サムペグ/
アルミ
［カラー］グレー、
グリーン、
ブルー、
レッド、
パープル
［メーカー］ウルトラビュー

［ 特 長 ］トリガーレス／ヘビーウ
エイトハンドル／3本掛
け,４本掛けに切替可／
クリッカー切替式
［ サイズ ］S、
M、
L
［カラー］ブラックタングステン、
クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

T.R.U. BALL
スイートスポット プロフレックス

T.R.U. BALL HTハイブリッドフレックス
本体価格 ¥44,000（税込）

ULTRAVIEW ファンキーペグ メタル
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リリーサー／トリガーレスタイプ

［ 特 長 ］トリガーレス方 式 ／オ
ネックスは異なる作動方
式でも同じハンドル 形
状／3本掛け／4本掛け
変更可能
［ サイズ ］S/M/L/XL
［カラー］サージ、
グレー
ゴールド
（ヘビーメタルのみ）
［メーカー］スタン

COMPOUND

STAN オネックス サムトリガーリリーサー

T.R.U. BALL エグゼクティブ

T.R.U. BALL アビスフレックス

NEW

RESISTANCE ACTIVATE RELEASE AIDS

T.R.U BALL アビスXテンション
本体価格 ¥52,800（税込）
［ 特 長 ］サムトリガーとレジスタン
スアクティベート方式の
切り替えが 可能、トライ
フックによって自動ロッ
ク、2本掛け、
3本掛け。4
本掛け切り替え可能、テ
ンションは無段階調整
［ サイズ ］M、
L
［カラー］クイックシルバー
［メーカー］トゥルーボール

NEW

リリーサー／リストタイプ

WRIST STRAP RELEASE AIDS

T.R.U BALL エクスキューション

T.R.U. BALL スカウト

TRU GLO スピードショット

本体価格 ¥35,200（税込）

本体価格 ¥13,200（税込）

本体価格 ¥8,800（税込）

［ 特 長 ］真鍮製のボディー／耐久性に優れたニッケルメッキ仕上げ／リストタイプ
リリーサー／トリガーのトラベルとテンションの調整機構が独立／フェ
ザータッチ˜硬めまでカスタマイズ可能ベルクロバックル/ナイロンコネク
ター(ストラップからトリガーまでの距離調節可能)／人差し指トリガー
［メーカー］トゥルーボール

リリーサー・ポーチ
スタビライザー

COMPOUND
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［ 特 長 ］連動するトリガーとゲートがDループへの
取りかけを容易に／人差し指トリガー
［メーカー］トゥルーボール

［ 特 長 ］連 動するトリガーと
ゲートが Dループへ
の取りかけを容易に
／人差し指トリガー
［メーカー］トゥルーグロー

TRU GLO BOA ユニバーサルリストストラップ
本体価格 ¥9,900（税込）
［ 特 長 ］フィット感のマイクロ調整を可能に
するOAバックル／クイックリリース
機能により着脱が容易
［メーカー］トゥルーグロー

ポーチ

POUCHES

2022-2023 PRODUCT GUIDE

EASTON デラックスリリーサーポーチ

HOYT レンジタイムリリーサーポーチ

T.R.U. BALL リリーサーポーチ

本体価格 ¥3,300（税込）

本体価格 ¥3,850（税込）

本体価格 ¥3,300（税込）

［メーカー］イーストン

コンパウンドスタビライザー

［メーカー］ホイット

［メーカー］トゥルーボール

COMPOUND STABILIZERS

EASTON ハルシオン スタビライザー

EASTON ハルシオン サイドスタビライザー

本体価格 ¥52,800（税込）

本体価格 ¥30,800（税込）

［ 特 長 ］高い剛性／直径14.7mm／ウエイト別売
［ サイズ ］33 、
30 、
27 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］イーストン

［ 特 長 ］高い剛性／直径14.7mm／ウエイト別売
［ サイズ ］15 、
12 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］イーストン

カラー

EASTON コンツアーCS スタビライザー

ブラック

ホワイト

レッド

ブルー

EASTON コンツアーCS サイドロッド

本体価格 ¥52,800（税込）

本体価格 ¥19,800（税込）

［ 特 長 ］軽量カーボン使用／ウエイト別売
［ サイズ ］33 、
30 、
27 ネジサイズ5/16-5/16 (1/4切替ネジ付)
［メーカー］イーストン

［ 特 長 ］軽量カーボン使用／ウエイト別売
［ サイズ ］15 、
12 ネジサイズ5/16-5/16(1/4切替ネジ付)
［メーカー］イーストン

ホワイト

カラー

ブラック

ホワイト

CONQUEST スマックダウン フロントバー
本体価格 500：33 ¥82,500（税込）30 ¥79,200（税込）
625：33 ¥52,800（税込）30 ¥49,500（税込）

［ 特 長 ］500、
625／SMACWRAP使用／高剛性／1オンスウエイト3個付
［ サイズ ］33 、
30 、
27 、
24 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］コンクエスト

CONQUEST スマックダウン サイドバー
本体価格 500：15 ¥41,800（税込）12 ¥39,600（税込）
625：15 ¥28,600（税込）12 ¥26,400（税込）

［ 特 長 ］500、
625／SMACWRAP使用／高剛性／1オンスウエイト3個付
［ サイズ ］15 、
12 、
10 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］コンクエスト

レッド

ブルー

コンパウンドスタビライザー

COMPOUND STABILIZERS

SHREWD オニキス スタビライザー

SHREWD オニキス サイドスタビライザー

本体価格 ¥33,000（税込）

本体価格 ¥19,800（税込）

［ 特 長 ］直径17.9ミリの小口径／高剛性
［ サイズ ］36 、
34 、
32 、
30 、
28 、
24 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］シュルード

［ 特 長 ］直径17.9ミリの小口径／高剛性
［ サイズ ］14 、
12 、
10 ネジサイズ5/16-5/16
［カラー］シュルード

本体価格 ¥24,200（税込）

［ 特 長 ］直径16ミリの小口径・高剛性スタビライザー／内部テーパー構造で剛性を保ちながら総
重量を軽減／STSカーボン使用／付属：Hilo-Sダンピングシステム、
タングステンウエイト
（1オンス×3）
、
アルミウエイト
（1/3オンス×４）
［ サイズ ］26 、
28 、
30 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］シュルード

［ 特 長 ］直径16ミリの小口径・高剛性スタビライザー／内部テーパー構造で剛性を保ちながら総
重量を軽減／STSカーボン使用／付属：Hilo-Sダンピングシステム、
タングステンウエイト
（1オンス×3）
、
アルミウエイト
（1/3オンス×４）
［ サイズ ］10 、
12 、
14 ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］シュルード

COMPOUND

SHREWD REVX サイドスタビライザー

本体価格 ¥44,000（税込）

スタビライザー・ウエイト

SHREWD REVX スタビライザー
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ドインカー サイドキック スタビライザー

NEW

本体価格 ¥74,800（税込）

本体価格

NEW

¥27,500（税込）

［ 特 長 ］高剛性／極小口径／4-2-1ウエイト・EXOドインカー付
［ サイズ ］12 15"
［メーカー］ドインカー

［ 特 長 ］高剛性／極小口径／4-2-1ウエイト・EXOドインカー付
［ サイズ ］27" 30"
［メーカー］ドインカー

AXCEL アキュレイム 550 PRO スタビライザー
AXCEL アキュレイム 550 PRO スタビライザー
本体価格 ¥66,000（税込）

［特 長］ 植物性由来の材料をカーボンに配合/ウエイト3オンス、
X-VIBEダンパー付
［サイズ］ 33"30"27"24"
［メーカー］ アクセル

ウエイト

AXCEL アキュレイム 550 PRO サイドロッド
本体価格 ¥38,500（税込）

［特 長］ 植物性由来の材料をカーボンに配合/ウエイト3オンス、
KRYPTOSダンパー付
［サイズ］ 15"12"10"
［メーカー］ アクセル

WEIGHTS

EASTON フラットバリウエイト

LEVEN ドインカー ４-２-１ウエイト

本体価格 1オンス：¥1,980（税込）
2オンス：¥2,970（税込）
4オンス：¥3,960（税込）

本体価格 1オンス：¥1,980（税込） 2オンス：¥3,300（税込）
4オンス：¥4,620（税込） 4-2-1セット：¥9,900（税込）

［ 特 長 ］コンツアー、
Zフレックス、
ハルシオン用ディスクウエイト
［ サイズ ］ネジサイズ5/16
［メーカー］イーストン

BEITER V-BOX
本体価格 ¥8,800（税込）
［ 特 長 ］4種類のモジュールで硬さを調
節できる高機能ダンパー
使用するウエイトの量に合わせ
て最適な硬さに調節できます。
［ 重 量 ］49g
［ サイズ ］ネジサイズ 5/16-5/16
［メーカー］バイター

［特 長］ 枚数を増やしても長さの変化が少ないディスクタイプ／
ネジサイズ:1/4
［重 量］ 7oz（1oz+2oz+4ozのセット）
［サイズ］ ネジサイズ:1/4
［メーカー］ レブン

BEITER V-BOX STEEL
本体価格 ¥17,600（税込）

［ 特 長 ］4 種類のモジュールで硬さを調節でき
る高機能ダンパー
・ 構造は通常版V-Boxと同じで本体の
素材がステンレス製になった。
・ 強度が高まるためより多くのウェイト
が使用可能に
（許容範囲は25ozまで）
［ 重 量 ］145g
［ サイズ ］ネジサイズ5/16-5/16
［メーカー］バイター

LEVEN ドインカー
EXOドインカー
本体価格 ¥8,800（税込）
［ 特 長 ］振 動 減 衰 素 材 をハ ード
シェルで包んだ独自の構造
［ サイズ ］ネジサイズ1/4-1/4
［カラー］ブラック
［メーカー］レブン

SHREWD ステンレスウエイト
本体価格 ¥1,320（税込）
［ 特 長 ］ディスクウエイト
［ サイズ ］ネジサイズ5/16
［メーカー］シュルード

AXCEL KRYPTOS PRO
バイブレーションダンプナー
本体価格 ¥23,100（税込）
［ 特 長 ］真ん中が細くなった独自のアークデザインと均等
に配置されたリブ構造により効果的に振動を減
衰。
ウエイトをたくさん装着しても垂れにくい素材
［ 重 量 ］28g
［ サイズ ］ネジサイズ5/16-5/16
［カラー］ブラック、
シルバー、
ブルー、
レッド 、
グリーン、
オレンジ 、
イエロー、
パープル
［メーカー］アクセル
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ドインカー チャンピオン スタビライザー

Vバー・マウント

V-BAR MOUNTS

※ネジサイズは全て5/16"です

SHREWD アトラス シングルVバー

AAE グリッパーアジャスタブルサイドマウントQD

本体価格 ¥18,700（税込）

本体価格 ¥17,600（税込）

［ 特 長 ］テーパーとクランプを組み
合わせたロック機 構／軽
量＆堅 固／上下左 右 3 6 0
度調整可能／クイックディ
スコネクト付
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］シュルード

本体価格 ¥15,400（税込）
［ 特 長 ］上下左右360度の
角度調整 可／ロッ
ク部分のテーパー
構造が 確実なロッ
クを実現。
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］アリゾナ

［ 特 長 ］上下左 右 3 6 0度の
角 度 調 整 可／サイ
ドバーが 簡 単 に着
脱可／クイックディ
スコネクト付
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］アリゾナ

Vバーマウント・ボウアクセサリー・
スタンド・ボウケース

COMPOUND

AXCEL トライロック
アジャスタブルオフセットマウント

AAE グリッパー
クイックディスコネクト

本体価格 ¥26,400（税込）

本体価格 ¥7,480（税込）

［ 特 長 ］サイドロッドの角度調整可能なオフセットマウント。
トライロックテクノロジーとアンカーグリップロッキング
システムにより、
設定した角度に確実に固定されます。
マウント本体が動かないロッドロックを搭載。
センターロッククイックディスコネクト内蔵
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］アクセル

AAE グリッパーアジャスタブルサイドマウント

［ 特 長 ］スタビライザーの着脱を容易にする
アタッチメント／ストレート／10度ダウン
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］アリゾナ

SHREWD クィックディスコネクト
本体価格 ¥4,400（税込）
［ 特 長 ］スタビライザーの着脱を容易にするアタッチ
メント／ストレート／8度ダウン
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］シュルード
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EASTON クイックディスコネクト
本体価格 ¥4,400（税込）

本体価格 ¥6,050（税込）

［ 特 長 ］スタビライザーの着脱を
容易にするアタッチメント
／ストレート／10度ダウン
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］イーストン

ボウアクセサリー

［ 特 長 ］スタビライザーの着脱を容易にするアタッチメント。
振動でずれないセンターロック機構／ストレート／
8度ダウン／16度ダウン
［ネジサイズ］5/16"
［メーカー］アクセル

BOW ACCESSORIES

AAE HRリストスリング

EASTON ネオプレーンリストスリング

本体価格 ¥5,280（税込）

本体価格 ¥1,760（税込）

［ 特 長 ］丈夫なパラコード素材のリストスリング
ハンドルに取り付けて使用
※取り付けネジは付属していません
［ カ ラ ー ］ピンク、
ブラック、
ブルー、
グリーン、
オレンジ、
レッド
［メーカー］アリゾナ

スタンド

AXCEL センターロック
クイックディスコネクト

［ 特 長 ］ソフトな素材のリストスリング
ハンドルに取り付けて使用
※取り付けネジは付属していません
［メーカー］イーストン

STAND

TRU GLO ボウジャックキックスタンド

MATHEWS リムレッグ キックスタンド

本体価格 ¥3,300（税込）

本体価格 ¥4,620（税込）

［ 特 長 ］着脱が簡単なボウスタンド
ミニワイドはマシューズ、
ホイット、
PSE のワイドタイプリムに対応
［ サ イズ ］スタンダード、
ミニワイド
［ カ ラ ー ］ブラック＆レッド
［メーカー］トゥルーグロー

コンパウンドボウケース

［ 特 長 ］特徴マシューズ専用ボウスタンド／
固定式
［ カ ラ ー ］ブラック
［メーカー］マシューズ

COMPOUND BOW CASES

EASTON ボウトラック4716トラベルケース

EASTON ワールドカップ4517ボウケース

本体価格 ¥74,800（税込）

本体価格 ¥24,200（税込）

［ 特 長 ］フレーム入りのソフトケース／キャス
ター付／コンパウンド2本対応（全長
47インチまで対応）／丈夫で撥水性
のあるバリスティックナイロン製
［ サ イズ ］内寸Ｌ119.4 XＷ40.6 X Ｄ22.8
［メーカー］イーストン

［ 特 長 ］アローケースポケット有／全長45インチまでのボウ収
納可
（パラレルリム装着可)／ショルダーストラップ付
［ サ イズ ］内寸Ｌ114×Ｈ35.5
ブラック、
ブルー
［ カ ラ ー ］レッド、
［メーカー］イーストン

EASTON GO 4118ボウケース
本体価格 ¥13,200（税込）
［ 特 長 ］アローケースポケット／全長41インチまでの
ボウ収納可
［ カ ラ ー ］オリーブグリーン
［メーカー］イーストン

コンパウンドボウケース

COMPOUND BOW CASES

AVALON クラシックボウケース

AVALON コンパウンドケース TEC ONE 116

本体価格 ¥19,800（税込）

本体価格 ¥26,400（税込）

［ 特 長 ］ソフトケース／バックパックタイプとしても使用可能
／カムプロテクション用のパッド付
［ サ イズ ］106 外寸 Ｌ106cm×Ｗ38cm×Ｄ10.5cm
116 外寸 Ｌ116cm×Ｗ38cm×Ｄ10.5cm
126 外寸 Ｌ126cm×Ｗ38cm×Ｄ10.5cm
［ カ ラ ー ］ブラック×ブラック
ブラック×ブルー
ブラック×レッド
［メーカー］アバロン

［ 特 長 ］ソフトケース
バックパックタイプとしても使用可能
カムプロテクション用のパッド付
［ サ イズ ］内寸110cm x 35cm x 11cm
［ カ ラ ー ］ブラック
［メーカー］アバロン

BEITER コンパウンド用
インチ/トルクスレンチセット

BEITER インチ/ミリレンチセット
本体価格 ¥6,050（税込）

本体価格 ¥8,800（税込）

［ 特 長 ］トルクスレンチ付
［ サ イズ ］インチサイズ:3/32、
7/32、
1/4 トルクスサイズ:T8、
T10、
T15、
T20、
T25、
T27
［メーカー］バイター

EASTON エリートノック&
Dループプライヤー

本体価格 ¥2,750（税込）
［ 特 長 ］携帯に便利なフォールディングタイプ
［ サ イズ ］スタンダード:3/16、
5/32、
9/64、
1/8、
7/64、
3/32、
5/64、
1/16、
.050
XL:1/4、
7/32、
3/16、
5/32、
9/64、
1/8、
7/64、
3/32、
5/64
［メーカー］イーストン

スタンダード

本体価格 ¥6,050（税込）
［ 特 長 ］Dループ 取り付け時にストレッチさせる
ツールが付属したプライヤー
［メーカー］イーストン

［ 特 長 ］インチ＆メトリックのレンチセット
［ サ イズ ］インチサイズ:1/16、
3/16、
5/64、
5/
32、
7/64、
9/64、
1/8、
3/32
メトリックサイズ:
1.5、
2.5、
3.0
［メーカー］イーストン

EASTON プロアーチェリープライヤー
本体価格 ¥4,180（税込）
［ 特 長 ］矢作りや弓具の補修に便利なプライヤー
ノックセットの取り付け・取り外しに
［メーカー］イーストン

XL

THIRD HAND キャントファイヤー
本体価格 ¥2,420（税込）
［ 特 長 ］コンパウンドを安全
に素引きすることが
できます。
［メーカー］サードハンド

ボウプレス

本体価格 ¥4,180（税込）

［ 特 長 ］携帯に便利なフォールディングタイプ
インチ＆メトリックのレンチセット
［ サ イズ ］インチサイズ:1/16、
3/16、
5/64、
5/32、
7/64、
9/64、
1/8、
3/32
メトリックサイズ:1.5、
2.5、
3.0
［メーカー］バイター

BOHNING ハンディー
ストリングセパレーター
本体価格 ¥2,200（税込）
［ 特 長 ］ボウプレス無しでピープの
交換・調整が可能
［メーカー］ボーニング

EASTON Lゲージ
本体価格 ¥1,980（税込）
［ 特 長 ］インチ＆メトリック併記
［メーカー］イーストン

BOW PRESSES

LAST CHANCE EZプレス
本体価格 ¥165,000（税込）
［ 特 長 ］据え置きタイプのボウ
プレス／エクストラロ
ングハンドル・パスト
パラレルリムにも対応
／リムだけをプレスす
るのでハンドルへのダ
メージがない。
※スタンド別売
［メーカー］ラストチャンス

SYNUNM ポータブルボウプレス
本体価格 ¥26,400（税込）
［ 特 長 ］リムを完全にリラックスさせて、
リムやカム交換可能
な画期的なポータブルボウプレス。
リムだけをプレスするのでハンドルに負担をかけず、
滑車の働きにより少ない力でプレスがかけられます。
［ サ イズ ］スタンダードタイプ
ワイドタイプ
（マシューズTRX系、
PSE、
G5プライム）
ホイット ZTカムタイプ
［メーカー］シンナム

LAST CHANCE パワープレス
本体価格 ¥192,500（税込）
［ 特 長 ］電動モーターでプレスが可能。
力がいらず女性でも調整が
容易。
作業効率が高まります。
※スタンド別売
［メーカー］ラストチャンス
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EASTON プロレンチセット

EASTON プロレンチ ミリ/インチセット

COMPOUND

TOOLS

ボウケース・ツール・ボウプレス

ツール

NEW

第2版

