商品ラインナップ
L-014 スポーツコールドスプレー

L-013 氷ーるどスプレー® 220ml

L-011AK 氷ーるどスプレー® 420ml

NET.420ml
4537264000140
●定番のコールドスプレー。
スポーツ時の打撲・捻挫や、運動後のアイ
シングに。アルコール配合。
●本体価格￥600（＋消費税）

NET.220ml
4537264000768
●瞬間冷却剤。
濡れたタオルに吹きかけると、カチカチの
氷が出来上がります。
●オープン価格

NET.420ml
4537264000775
●瞬間冷却剤。
濡れたタオルに吹きかけると、カチカチの
氷が出来上がります。大容量タイプ。
●オープン価格

L-015F フッ素系 防水スプレー

C-002F 携帯酸素 富士さん素

C-020 Cのちから®

NET.300ml
4537264000676
●フッ素配合の防水スプレー。
スポーツ用ウェアや、アウトドア用具の防水
加工に。炭酸ガス処方採用。
●本体価格￥1,200（＋消費税）

NET.５L
4537264000546
●スプレー缶入りの携帯酸素。
山登りやハイキングに。
●本体価格￥800（＋消費税）

NET.150ｇ
4537264000072
●水質改善・塩素除去剤。
ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。
お風呂や、野菜洗いの水に。
●本体価格￥1,200（＋消費税）

K-01

グラブオイル

NET.65ml
4537264000263
●スプレータイプの保革油。
グラブやミットの通気性を保ちつつ、適度
な柔軟性を与え、型崩れも防止します。
●本体価格￥500（＋消費税）
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レザーローション

NET.100ml
4537264000232
●皮革製品用クリーナー。
適 度な柔 軟 性と光 沢 、補 強 効 果が得られ
ます。グラブ・ミット、スパイク、登山靴など
天然・人工皮革製品に。
●本体価格￥600（＋消費税）

O-01

ロジンバッグ

NET.70ｇ
4537264000324
●野球・ソフトボール投手用すべり止め。
●本体価格￥500（＋消費税）

L-006
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L-30

カラーレザーオイル

02. 無色
09. ブラック
62. レッド
54. オレンジ
52

4537264000256
4537264000355
4537264000362
4537264000379

4537264000386
4537264000393
4537264000409
4537264000621

●グラブ・ミット用着色保革オイル。 ●本体価格￥500（＋消費税）

グリップガード

NET.300ml
4537264000287
●スプレー型バッター用すべり止め。
【高校野球公式戦には使用不可】
●本体価格￥900（＋消費税）

O-02

22. ロイヤルブルー
29. Dブルー
47. ナチュラル(イエロー)
52. オレンジレッド

K-001

サービスオイル

NET.20ml
●K-02カラーレザーオイルお試しサイズ（02.無色のみ）。
●オープン価格

バッターズロジンバッグ

NET.100ｇ
4537264000249
●バッター専用すべり止め。
バットのグリップが汗などですべることを
防止。手袋のまま使用できます。
●本体価格￥750（＋消費税）

L-2

鉄棒用すべり止め

NET.2ｋｇ
4537264000423
●炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。
●本体価格￥3,500（＋消費税）

（大）
L-SPG60 吸水スポンジ

（中）
L-SPG50 吸水スポンジ

（小）
L-SPG25 吸水スポンジ

寸法下記
4537264000591
●吸水性の高いスポンジ。
雨天後のグランド等に。
寸法：600×380×50ｍｍ
●本体価格￥1,700（＋消費税）

寸法下記
4537264000607
●吸水性の高いスポンジ。
雨天後のグランド等に。
寸法：500×280×50ｍｍ
●本体価格￥1,300（＋消費税）

寸法下記
4537264000614
●吸水性の高いスポンジ。
雨天後のグランド等に。
寸法：250×280×50ｍｍ
●本体価格￥680（＋消費税）

シューズリキッド〈黒〉

NET.70ml
4537264000300
●シューズ・皮革コーティング剤。
皮革のキズを補修し、撥水効果と光沢感を
得られます。黒色のみ。
●本体価格￥1,100（＋消費税）

L-PR005 シューリペア（大）

L-PR007 シューリペア（小）

NET.900ｇ
4537264000683
●シューズコーティング剤。
柔軟性を保ちつつ、耐摩擦・耐水性の皮膜
を作ります。Pカバーの補強やシューズの
補修、
ヌリPとして。
●本体価格￥4,100（＋消費税）

NET.450ｇ
4537264000690
●シューズコーティング剤。
L - P R 0 0 5 /シューリペア（ 大 ）の ハ ーフ
サイズ。
●本体価格￥2,400（＋消費税）

L-016 トレーニングマシンオイル（小）

L-017 トレーニングマシンオイル（大）

L-026 アンチフォギング（くもり止め）

NET.220ml
4537264000164
●メンテナンス専用オイル。
ウォーカー/ジョギングマシンの走行ベルト、
走行板にご使用ください。
●本体価格￥800（＋消費税）

NET.420ml
4537264000171
●メンテナンス専用オイル。
L-016/トレーニングマシンオイル（小）の
大容量タイプ。
●本体価格￥1,000（＋消費税）

NET.30ml
4537264000317
●空手防具面用くもり止め。
ポリカーボネート樹脂（ポリカ）
にも使用でき
ます。
●本体価格￥800（＋消費税）

L-028 シールドクリーナー

L-NP10C ネイプロ（爪保護剤）クリア

L-NP10M ネイプロ（爪保護剤）マット

NET.30ml
4537264000584
●空手防具面用クリーナー。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくも
り止めを落とします。
●本体価格￥800（＋消費税）

NET.10ml
4537264000638
●スポーツ選手用マニキュア。
痛 み や す いツメの 保 護に。クリアタイプ
（仕上がり透明・光沢あり）。
●本体価格￥1,200（＋消費税）

NET.10ml
4537264000645
●スポーツ選手用マニキュア。
痛 み や す い ツメの 保 護 に。マットタイプ
（仕上がり透明・光沢なし）。
●本体価格￥1,200（＋消費税）

C-024 消臭・除菌（小）

C-025 消臭・除菌（大）

S-001 ハーブフレッシュ（青＆赤）

NET.50ml
4537264000218
●消臭・抗菌スプレー。
穀物エキス配合。安全性が高く、優れた消臭・
除菌・防カビ効果を発揮します。各種スポーツ
用品、
カバン等に。
●本体価格￥900（＋消費税）

NET.500ml
4537264000225
●消臭・抗菌スプレー。
各種スポーツ用品、剣道防具、武道衣や、
跳び箱・マットなどの体育用具に。C-024/
消臭・除菌（小）の大容量タイプ。
●本体価格￥2,300（＋消費税）

NET.300ｇ 青 4537264000041
NET.300ｇ 赤 4537264000058
●消臭抗菌剤。室内干しの臭いや、着用時の
汗・タバコ臭を抑えます。洗濯時に洗剤と合
わせてご使用ください。
（約10ｇ/回）
●本体価格￥1,200（＋消費税）

※カタログ掲載情報は、都合により変更することがございます。あらかじめご了承ください。
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