01 ブラック

01 プーマ ブラック

041775 フィールド プレイヤーグローブ 3,300円（税抜価格3,000円）

041146 フィールド プレーヤー グローブ 3,300円（税抜価格3,000円）

［サイズ］ XS ・ S ・ M ・ L ［素材］合成繊維（ポリエステル） ／合成樹脂 タッチパネル対応

［サイズ］7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ［素材］合成繊維（ナイロン） ／合成樹脂

01 プーマ ブラック

079270 ボールケース（6P） 4,400円（税抜価格4,000円）
［サイズ］W67 ×H45 ×D23 ㎝（110L） ［素材］合成繊維（ポリエステル）

05 プーマ ブラック

07 ライト アクア
06 ピーコート

01 プーマ ブラック

08 プーマ ローヤル

041798 キャットロゴ マジックグローブ 1,430円（税抜価格1,300円）

041706 TEAMLIGA21 ウィンターグローブ 2,200円（税抜価格2,000円）

［サイズ］ S（17 ㎝） ・ M（19 ㎝） ［素材］アクリル／ ポリエステル／その他

01 ブラック×ホワイト

072376 チーム ボールサック（16）
4,950円（税抜価格4,500円）
［サイズ］W40.5 ×H131 ㎝（195L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）

［サイズ］M／L ・ L／XL ［素材］合成繊維（ポリエステル , ポリウレタン）

01 ブラック

01 ブラック

072373 トローリー バッグ
19,800円（税抜価格18,000円）

［サイズ］W36 ×H51 ×D18 ㎝（33L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）／合成皮革（ポリウレタン）

072556 チーム メッセンジャー バッグ J
7,150円（税抜価格6,500円）
［サイズ］W41 ×H30 ×D14 ㎝ （22L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）

01 プーマ ブラック

02 ピーコート

03 インテンスレッド

05 ローズ クウォーツ
NEW COLOR AH22

02 ブラック

052212 ネックウォーマー 2,200円（税抜価格2,000円）

054088 リバーシブル フリース ネック ウォーマー 2,200円（税抜価格2,000円）

［サイズ］OSFA ［素材］ポリエステル

［サイズ］W27 ×H20 ㎝ ［素材］本体 ： ポリエステル 100% 裏地 ： コットン 100%

03 プーマ ブラック
01 プーマ ブラック

02 プーマ ホワイト

03 チーム パワー ブルー

03 プーマ ブラック

030647 パワーキャット ライト IND 990円（税抜価格900円）

030830 ウルトラ フレックス スリーブ 2,750円（税抜価格2,500円）

［サイズ］XS（W8 ×H14 ㎝） ・ S（W8 ×H15 ㎝） ・ M（W9 ×H17 ㎝）［素材］合成繊維（ポリエステル） ／
合成樹脂

01 プーマ ブラック

01 ブラック×ホワイト

072555 チーム メディカル バッグ J
9,350円（税抜価格8,500円）

［サイズ］W36 ×H27.5 ×D23 ㎝（20L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）

02 エレクトリック ブルー×ブラック

079268 メッシュ ジムサック
990円（税抜価格900円）

［サイズ］S ・ M ・ L ［素材］合成樹脂（ポリウレタン , EVA 樹脂） ／合成繊維（ナイロン , ポリウレタン）

04 エレクトリック ブルー

076853 TEAMGOAL23 ジムサック
990円（税抜価格900円）

［サイズ］W39 ×H47 ㎝（16L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）

［サイズ］W39 ×H47 ㎝（16L）
［素材］合成繊維（ポリエステル）

02 プーマ レッド×ホワイト

02 プーマ レッド×ホワイト

04 オリンピアン ブルー×ホワイト

03 ダンデライオン×ブラック

05 オレンジ ポプシクル×ブラック

051626 キャプテンズ アームバンド J 990円（税抜価格900円）

01 ブラック× Big Cat

02 ピーコート

05 オレンジ ポプシクル×ブラック

051628 キャプテンズ アームバンド V JR J 990円（税抜価格900円）

［サイズ］ W8.0 ×L12.0 ㎝（平面に置いた状態での長さ） ［素材］合成繊維（ポリエステル）／合成樹脂
（ポリウレタン）

01 プーマ ホワイト

04 オリンピアン ブルー×ホワイト

03 ダンデライオン×ブラック

［サイズ］W8.0 ×L21.0 ㎝ ［素材］合成繊維（ポリエステル）／合成樹脂（ポリウレタン） ※ジュニア用

03 プーマ ローヤル

02 ホワイト× Big Cat
01 BACK

052919 エッセンシャル キャップ 2,200円（税抜価格2,000円）

023699 フットボール JR キャップ 3,190円（税抜価格2,900円）

［サイズ］AD（57-60 ㎝） ［素材］コットン 100%

［サイズ］YT（54-57 ㎝） ［素材］ポリエステル（リサイクル）
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01 フロー イエロー×フロー オレンジ

01 フロー イエロー×ブラック

052825 マーカーセット（20） 5,500円（税抜価格5,000円）

02 フロー オレンジ×ブラック

052824 マーカー（10） 3,300円（税抜価格3,000円）

［サイズ］各カラー10 ケ ・ 直径 19 ㎝ ［素材］合成樹脂（PE 樹脂）

［サイズ］10 ケ ・ 直径 19 ㎝ ［素材］合成樹脂（PE 樹脂）
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