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ア ー チ ェリー は も っと 自 由 に な れ る 。

スタジアム一面に並ぶ、 色あざやかなターゲット。
相棒の弓を手に、ひとり向き合う。

引き絞った弓を開 放すると、目にも留まらぬ速 度で飛んでいく矢 。
自分が放った矢が的にあたる爽 快 感 。
一 瞬の静寂のあと、 遅れて歓 声が耳に届く。

その扉は、いつだってひらかれている。
まだ踏み出せる世 界がある。 今だから踏み込める世 界がある。
年 齢も、 性 別も、 国 籍や宗 教の違いだって、 私たちには関 係ない。
ひとつの弓と矢さえあれば、どこへだってゆける。なんにだってなれる。

打 倒 、 昨日の自分 。
明日の私は、まだ私が出会ったことのない私だ。

TEAM DYNASTY

PREMIER FIELD PLAYER

ダイナスティーアーチェリーは、国内外で活躍するトップ選手のサポートも行っています。

アーチェリーの楽しさを新潟から全 国へ、世 界へ。
この素 晴らしいスポーツが、あなたの人 生の彩りとなってくれることを私たちは願っています。

Tomohiro Ueyama

Chika Shigesada

Taichi Banno

Wataru Oonuki

Rei Kaneko

Utano Agu

Junji Sasaki
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LOOP RING

MINI LOGO LONG T
4,268円
（税込）

小さめのロゴがアクセントに利いたロングT。
カ
ラー
：White/Red, Black/Black, Navy/Yellow,
Purple/Blue, Gray/Blue

Rotala チェストガード
9,383円
（税込）

高い耐久性や軽量化が特徴のCORDURA
fabricを採用し、
デザイン性も重視したチェス
トガード。
カラー：Tan, Black

Chill Long T-Shirt

100 Million SweatShirt
7,000円
（税込）

もちもちとした着心地の良い生地を採用。
さまざ
まな着こなしに。 カラー：Beige, Black, Navy

SUN LONG T

5,251円
（税込）

アーチェリーの新しいスタイルを提案し

4,620円
（税込）

楽しんでアーチェリーをする日に着るChillT。
こ
れをきていたら真面目な話は極力NG。 カ
ラー：Black

続けてきたDynastyのアパレルライン。

丈夫なのに軽い着やすいヘビーオンスシャツに
日常で使えるデザイン。カラー：Glay

シンプルかつ遊び心のあるデザインは、
練習はもちろんアウトドアやオフの日の
お出かけにも。国内の老舗メーカーが1
点1点丁寧に作るウェアは着心地も抜
群。アクセサリーのクィーバーやチェス
トガードも素材から見直し、実用性とデ
ザイン性を備えた自信作です。

Works SweatShirt

Oxford Shirt

パッチを2つ付けた普通と見せかけて一味違う
デザインのスウェッ
ト。 カラー：Glay

コッ
トン100%で柔らかな印象を与えつつも、
気
品も感じられる一着。 カラー：Glay, Navy

5,800円
（税込）

6,850円
（税込）

PARANAI クィーバー

Street Target Long T-shirt

DYN Hoodie

バックにターゲッ
トロゴのプリントが入っているの
で後ろ姿もしっかりおしゃれなロングTシャツ。
カラー：Black, White

流行りのビックシルエットでストリートスタイルで
使いたい一着。 カラー：Black

5,060円
（税込）

7,475円
（税込）

トーナメントクィーバー 26,510円
（税込）
バッククィーバー 21,450円
（税込）
生地にはデューロンを採用し、傷がつきにくく
高耐久です。水を浸透させにくい特性を持つ
ため汚れにくく、雨の日でも安 心 。カラー：
Tan, Black, Navy

Street Target Hoodie
7,750円
（税込）

ターゲッ
トをデザインしたアパレル。厚手の生地
で寒い時期にぴったり。 カラー：Black

コンパウンドボウのための究極のスタビライザーを目指して開発されたブランド渾身の一作です。非常

存在感のある直径18mmのロッドには、厳選した高級国産カーボンを採用。根本と先端
（ウェ

に大きなパワーを持つコンパウンドボウや、近年主流となった大量のウェイトを積むセッティングに対応

イト側）
でカーボン層の厚みが1/3ほどにもなるテーパー構造で、
リカーブでの使用に最適で

する超高剛性ロッド。新開発のカーボンシャフトを使用し、超高剛性でありながら高ポンド帯
（43〜60

す。外見の印象に反して軽量でありつつも、
ポンドにかかわらず弓のエネルギーを吸収し、振動

ポンド）
において抜群の振動吸収性を誇ります。引き起こしからリリースまで揺れを抑え、
エイミングの集

を抑えます。
カラーバリエーションは落ち着いたマットカラーがシックなブラック、
つるんとした質感

中を高めます。
コンパウンドだけでなく高ポンド帯
（43ポンド以上）
のリカーブにおいても性能を発揮し

が愛らしいホワイト、
カフェラテのような大人の雰囲気がおしゃれなタンの3色をご用意。

ます。世界の表彰台を目指すアーチャーのためのスタビライザーです。
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The ultim
ate descen
ded.
Quantum センタースタビライザー
27/28/30/33 インチ
102,520円
（税込）

超高剛性のDynastyフラッグシップスタビライザー。
付属品：スタビライザーケース 重量：約161g
（28
インチ）

Quantum サイドスタビライザー
10/11/12/15 インチ

LoopRing センタースタビライザー
26/28/30 インチ

52,580円
（税込）

24,600円
（税込）

超高剛性のDynastyフラッグシップスタビライザー。
付属品：スタビライザーケース 重量：約62g
（11イ
ンチ）

内部テーパー構造のリカーブ向けスタビライザー。
付属品：変換ネジ、
スタビライザーケース 重量：約
161g
（28インチ）カラー：Black, White, Tan

LoopRing サイドスタビライザー
10/11/12 インチ
11,812円
（税込）
内部テーパー構造のリカーブ向けスタビライザー。
付属品：変換ネジ、
スタビライザーケース 重量：約
62g
（11インチ）カラー：Black, White, Tan

DYNASTY待望のスタビライザー、
エニグマ。
トップアーチャーたちの監修のもと、剛性、飛び出しの良さ、
弓からのフィードバックの感じ取り

DYNASTYオリジナルアジャスタブルVバー、
フラグメント。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バーにおいて

やすさにフォーカスし、
それらを30〜40ポンド台後半までのリカーブボウに最適化しました。軽量に仕上げたことにより、
ウェイトを使用したバ

トップクラスの軽さを実現しました。
そして、渾身の超軽量Vバー、
ポルカ。極限まで無駄を削ぎ落したコンパクトボディながら、絶妙な長さの

ランス調整が容易です。
ジュニア世代からレジャーとして楽しむ社会人アーチャー、世界で戦うトップ選手まで、幅広い選手にご使用いただ

アームがサイドロッドを面で支えます。
あなたの選択は次世代の可変か、究極の超軽量か。DYNASTYのVバーがもたらすシューティング性

けます。1/4インチ-5/16インチ変換ネジが付属。別売の5/16インチ全ネジに変更することで5/16インチサイズのウェイトに対応します。

能を、
ぜひご体感ください。

ENIGMA センタースタビライザー
26/28/30インチ
26,052円
（税込）

POLKA V バー

ENIGMA サイドスタビライザー
10/11/12/15 インチ

超軽量Vバー。開き角は40度・42.5度・45度をライン
ナップ。付属品：DOT SAボルト フックレンチ 重量：
約48g
（SAボルト装着時）

16,875円
（税込）

高剛性・超小口径カーボンパイプを採用したオリジナルス
タビライザー。 付属品：変換ネジ スタビライザーケース
重量：約110g
（28インチ）

8,225円
（税込）

高剛性・超小口径カーボンパイプを採用したオリジナルス
タビライザー。 付属品：変換ネジ スタビライザーケース
重量：約62g
（11インチ）
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Fragment Vバー

14,000円
（税込）

軽量アジャスタブルVバー。 重量 : 約142g
（本体
のみ）
（※SAボルトは付属しません） カラー：Black,
Red, Blue, Gold

ENIGMA エクステンダー
4/4.5/5/5.5/6 インチ

7,975円
（税込）

高剛性カーボンを使用したエクステン
ダー。 付属品：スタビライザーケース

Noir エクステンダー
4/4.5/5/5.5/6 インチ
9,475円
（税込）

高剛性・軽量アルミニウムエクステ
ンダー。 重量：65g
（4インチ）

Truss V バー

Noir Klimt SA ボルト

303 SA ボルト

DOT SA ボルト

軽量アルミニウムVバー。開き角は40度・
45度。 付属品：Noir Klimt SAボルト
重量：約105g
（SAボルト装着時）

新潟・燕三条の特殊な染色技術を使用
したステンレスSAボルト。 重量：約48g

POLKA Vバー＆Fragment Vバー専用
ステンレスSAボルト。 重量：約47g

POLKA Vバー＆Fragment Vバー専用
アルミニウムSAボルト。 重量：約14g

8,500円
（税込）

2,640円
（税込）

2,640円
（税込）

2,640円
（税込）

Original Grips

Dynastyだからこそできた、美しくも機能的なウッドグリップシリーズ。厳選したウッドブ
ロックをマシンで削り出すことにより、比類なき精度と質感を実現しました。ナショナル
チーム選手たちとのコラボレーション商品も続々と登場。
トップ選手たちの知見が盛り
込まれたグリップは、
あなたにもきっと上達のヒントをもたらしてくれるはず。
ビビッドな色
合いが楽しいカラーグリップと、
木の質感が豊かなウォルナットグリップをラインナップ。

MIZUNARA グリップ

シューティング中に選手が触れるグリップ。弓具のなかでも得点を大きく左右する非常に重要
なパーツです。選手たちはこれまで、大変な手間と時間をかけて自分に合うグリップを模索して
きました。Dynastyでは独自の発想と、
世界でも例を見ない豊富なグリップのバリエーションであ
なたのアーチェリーをサポート。
カラーは全11色から選択可能です。
シューティングスタイルも手
の大きさも、
ひとりひとり違うから。アーチャーのことを第一に考え続けるブランドの原点です。

9,350円
（税込）

日本代表・大貫渉選手シグネチャーモデル。MKハンドル
専用。 適合機種:MKS MKZ MKβ

REX-W グリップ

9,350円
（税込）

日本代表・金子令選手シグネチャーモデル。Win&Winハ
ンドル専用。適合機種：WIAWISシリーズ各モデル CXT
WINEX AXT AL-1 等 店舗限定商品

MOTORO グリップ

LOBO-X 本体
7,402円
（税込）
アタッチメント 5°
10°
１５°各2,475円
（税込）

ASH-X 本体
アタッチメント

専用アタッチメントを付け替えることで、
角度を変更できるオ
リジナルグリップ。Win&Winハンドル専用。 適合機種：
WIAWISシリーズ各モデル CXT WINEX AXT AL-1 等

専用アタッチメントを付け替えることで、角度を変更できる
オリジナルグリップ。HOYTハンドル専用。 適合機種：Xi
X XCEED ARCOS ALERO EPIK FAKTOR GMX 等

7,402円
（税込）
5°
10°
１５°各2,475円
（税込）

NAGI-X 本体
アタッチメント

7,402円
（税込）
5°
10°
１５°各2,475円
（税込）

専用アタッチメントを付け替えることで、角度を変更できる
オリジナルグリップ。MKハンドル専用。 適合機種： MKS
MKZ MKβ

9,350円
（税込）

オリジナルミディアムグリップ。MKハンドル専用。 適合
機種：MKS MKZ MKβ

ALEXIS グリップ

TKM グリップ

REI グリップ

LOBO グリップ

ASH グリップ

SHOWTIME グリップ

元日本代表・小笠原琢磨選手
シグネチャーモデル。HOYTハ
ンドル専用。 適合機種：Xi X
XCEED ARCOS ALERO
EPIK FAKTOR GMX 等

日本代表・金子令選手シグネ
チャーモデル。Win&Winハンド
ル専用。 適合機種:WIAWISシ
リーズ各モデル CXT WINEX
AXT AL-1 等

オリジナルミディアムグリップ。
Win&Winハンドル専用。 適合
機種：WIAWISシリーズ各モデル
CXT WINEX AXT AL-1 等

オリジナルハイグリップ。HOYT
ハンドル専用。 適合機種：Xi
X XCEED ARCOS ALERO
EPIK FAKTOR GMX 等

オリジナルミディアムグリップ。
FIVICSハンドル専用。 適合
機種：TITAN-EX TITAN-NX
ARGON-X XENIA 等

5,747円
（税込）

9,350円
（税込）

オリジナルハイグリップ。HOYTハンドル専用。 適合機
種 : Xi X XCEED ARCOS ALERO EPIK FAKTOR
GMX 等

5,747円
（税込）

5,747円
（税込）

5,747円
（税込）

5,747円
（税込）

Accessories
Maracas

Noir ウェイト（5/16）

S Noir ウェイト（1/4）

Clay ウェイト（1/4）

HEAD 3,327円
（税込）

1oz 2,226円
（税込）

TOP 1,422円
（税込） JOINT 1,422円
（税込）

1oz 2,475円
（税込）

2oz 2,626円
（税込）

2oz 3,327円
（税込）

3oz 3,000円
（税込）

4oz 4,084円
（税込）

4oz 3,876円
（税込）

新潟・燕三条の特殊な染色技術を使用したオリジナルウェイト。
直径：noir 35mm S-noir 31.5mm

新潟・燕三条の特殊な染色技術を使用したオリジナル
ウェイト。重量：
トップ 40g ジョイント 24g 直径 19mm

INAZUMA クリッカー
BANANA クリッカー

2,475円
（税込）

Diamond Pipe

Vase

Syuriken

Mini Syuriken

Shark

2,475円
（税込）

遊び心あふれるユニークなクリッカー。裏面にはシャフトと
の摩擦をやわらげる加工をしてあります。INAZUMAはイ
エローとレッドをラインナップ。 付属品：樹脂ワッシャー
6-32Aネジ
（HOYT・Win&Win用） M4ネジ
（MK・
SAMICK用）カラー：Yellow, Red

BUMP KNOB
単品 1,175円
（税込） 6点セット 6,800円
（税込）
ポップでキュートなリリーサーノブ。すべり止めのラバー加
工により、指先にやさしくフィット。 付属品：M3ネジ
（10-15mm）

バックテンションリマスター 8,525円（税込）

ペタンコメモリ

弓と引き手に装着し、背中のテンションを使ったシュー
ティングを身に着けるためのトレーニングアイテム。 付
属品 : 取扱説明書

ボウケースやデスクに貼ってインチとセンチメートルが測
れるステッカー。測定可能範囲：
０~30インチ
（０~76cm）

2,200円
（税込）
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