
2019.4 NO．１

スワットFL     ラケットケース
５，６１６円（税込） ２，３７６円（税込）×２枚

＝４，７５２円（税込）

３，６００円（税込）
＝３，０００円（税込）

 さらに！ （税込）

ヴェンタスベーシック×２枚  ※１,２

３，２４０円（税込）×２枚     ラケットケース
アウォードオフェンシブFL ＝６，４８０円（税込）

↓

＝４，２００円（税込）

 さらに！ （税込）

　グランディ　※１,３     ラケットケース

 さらに！ （税込）

FAX　011-210-1124

７，３４４円（税込）

１，５００円（税込）

５，５００円（税込）

８，６４０円（税込）
ヒノキ単板(角)

↓

（コントロールのしやすいラケット、ラバーの組み合わせ）

サイドテープ（サービス）

販売期間　２０１９年４月１３日（土）から６月３０日（日）まで

シェークセットB

８，５００円

※１　セットのラバーは表ソフトに変更可能です。（２，２００円）

※１　セットのラバーは表ソフトに変更可能です。（２，２００円）

１，５００円（税込）

合計 １３，３９２円（税込）２，３７６円（税込）

４，７００円（税込）

８，１００円

１０，４００円

↓
１，５００円（税込）×２枚 １，５００円（税込）

　２，３７６円（税込）

サイドテープ（サービス）

（コントロールのしやすいラケット、ラバーの組み合わせ）

 （Aからステップアップしたラケット、ラバーの組み合わせ）

シェークセットA

※２　セットのラバーはツブ高に変更可能です。（２，１００円）

※１　セットのラバーは表ソフトに変更可能です。（２，２００円）
※２　セットのラバーはツブ高に変更可能です。（２，１００円）

↓

グランディ×２枚　　※１,２

合計 １２，７４４円（税込）

合計 １６，２００円（税込）

　２，３７６円（税込）

　２，３７６円（税込）

↓

ペンセット

※３　セットのラバーはヴェンタスベーシックに変更可能です。（２，１００円）

↓

２，１００円（税込）×２枚

↓

卓球専門店　スポーツショップキタザト
TEL　011-210-1123

↓

          クレジットカードでのご購入は定価より１５％割引の価格になりますのでご了承ください。

１，５００円（税込）
↓

 ※特別価格のため、店頭でご購入の際には現金にてお支払くださいますようお願い致します。

サイドテープ（サービス）



2019.4 NO．２

※２

    ラケットケース
　ディフェンシブＳＴ

＝６，１５６円（税込）

 さらに！ （税込）

　スワット CHN     ラケットケース

＝６，１５６円（税込）

＝３，７００円（税込）

 さらに！ （税込）

WFS　ローターSR     ラケットケース
　７，３４４円（税込） 　２，３７６円（税込）＋３，２４０円（税込）

＝５，６１６円（税込）

＝３，６００円（税込）

 さらに！ （税込）

サイドテープ（サービス）

サイドテープ（サービス）

サイドテープ（サービス）

↓

１，５００円（税込）+２，１００円（税込）

８，８００円

卓球専門店　スポーツショップキタザト

TEL　011-210-1123

FAX　011-210-1124

（コントロールのしやすいラケット、ラバーの組み合わせ）

（コントロールのしやすいラケット、ラバーの組み合わせ）

グランディ＋カールP3　※１

↓

合計 １５，５５２円（税込）

３，６００円（税込）

　５，６１６円（税込） 　　２，３７６円（税込）

１，５００円（税込）

　　２，３７６円（税込）

合計 １４，１４８円（税込）

９，７００円

 ※特別価格のため、店頭でご購入の際には現金にてお支払くださいますようお願い致します。

合計 １５，３３６円（税込）

４，８００円（税込）

↓ ↓

９，９００円

※２　セットのラバーはツブ高に変更可能です。（２，１００円）

中国式セット

販売期間　２０１９年４月１３日（土）から６月３０日（日）まで

※１　セットのラバーは表ソフトに変更可能です。（２，２００円）

※２　セットのラバーはツブ高に変更可能です。（２，１００円）

　　２，３７６円（税込）

↓

４，５００円（税込） １，５００円（税込）
↓

↓

スペクトル＋グランディ　※２

反転式セット

　３，７８０円（税込）＋２，３７６円（税込）

２，２００円（税込）＋１，５００円（税込）

          クレジットカードでのご購入は定価より１５％割引の価格になりますのでご了承ください。

↓

１，５００円（税込）

カットセット

グランディ＋ｽｰﾊﾟｰｽﾋﾟﾝﾋﾟｯﾌﾟｽ

７，０２０円（税込）

　スーパー
２，３７６円（税込）＋３，７８０円（税込）

＝３，７００円（税込）

↓
１，５００円（税込）+２，２００円（税込）

（コントロールのしやすいラケット、ラバーの組み合わせ）



2019.4 NO．３

メッシュ部分を増やし通気性と軽さを向上。屈曲性に優れ
卓球に必要な素早いステップや激しい動きにも対応します！

特典①　TSPオリジナルソックスプレゼント 特典②　スポキタオリジナルシューズ袋
サイズをM・Lよりお選びください。

　※店頭にてご購入の場合はソックスのサービスは
　　ございません。ご了承ください。

発注日 ２０１９ 年　　月　      日

学校名 顧問・スポンサー名

ブルー
ブラック
ピンク

ブルー
ブラック
ピンク

FAX　011-210-1124

23.0

28.0

22.5サイズ

　　　　卓球専門店　スポーツショップキタザト

TEL　011-210-1123
ソックスサイズ

27.0

M(22cm～24cm)

　TSP　ネオファイトライトシューズ（ブラック・ブルー・ピンク）

メーカー希望小売価格

６，０４８円（税込）

新入生セット価格

４，５００円（税込）

 ※特別価格のため、店頭でご購入の際には現金にてお支払くださいますようお願い致します。

ポイント・・・

L(25cm～27cm)

24.5

          クレジットカードでのご購入は定価より１５％割引の価格になりますのでご了承ください。

26.5

25.0 25.5

販売期間　２０１９年４月１３日（土）から６月３０日（日）まで

23.5 24.0

26.0 27.5サイズ

※ピンクは２６．０ｃｍまでとなっております。



2019.4 NO．４

厚底でクッション性が良く，弾力があり衝撃に強い素材のソールを採用。
柔軟性があり通気性にも優れたメッシュ素材を使用し，軟らかい履き心地を実現。

特典①　ヤサカオリジナルソックスプレゼント 特典②　スポキタオリジナルシューズ袋
サイズをM・Lよりお選びください。

　※店頭にてご購入の場合はソックスのサービスは
　　ございません。ご了承ください。

発注日 ２０１９ 年　　月　      日

学校名 顧問・スポンサー名

ブルー
レッド

ブルー
レッド

　※ご注意　　このシューズは通常より小さめにできております。ご希望より
　　　　　　　　　　０．５ｃｍサイズを上げてご注文されることをお勧め致します。

※ご注意

 ※特別価格のため、店頭でご購入の際には現金にてお支払くださいますようお願い致します。

FAX　011-210-1124

　　ヤサカ　ジェット・インパクト（ブルー・レッド）

メーカー希望小売価格 新入生セット価格

５，１８４円（税込） ３，８００円（税込）

０．５cmサイズを上げてご注文

このシューズは通常より小さめ

されることお勧め致します。

27.5 28.0

23.5サイズ 22.5

にできております。ご希望より

　　　　卓球専門店　スポーツショップキタザト

ポイント・・・

25.0

M(2３cm～2５cm)

24.0

27.0

          クレジットカードでのご購入は定価より１５％割引の価格になりますのでご了承ください。

24.5

L(25cm～27cm)

販売期間　２０１９年４月１３日（土）から６月３０日（日）まで

25.5

サイズ 26.0 26.5

23.022.0

TEL　011-210-1123
ソックスサイズ
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らばくりスーパー２００ 　ふくまる 粘着保護シート（５枚入り）
合計　１，６７４（税込)

２００円（税込） 　３５０円（税込）

らばくりスーパー２００ ハケハケぶらっしー
合計１，１３４円（税込）

 　２００円（税込）

らばくりスーパー２００      ふくまる        粘着保護シート（５枚入り）　　ハケハケぶらっしー
  ７５６円（税込）　　　　３７８円（税込）　　　　　　５４０円（税込）　　 　 　　　３７８円（税込）

  ４５０円（税込）        ２００円（税込）　 　　 　　３５０円（税込）　   　　 　 ２００円（税込）

   メンテナンス商品単品でのお買い上げは２０％割引になります。（クレジットカード払いは１５％割引）
※数は十分にご用意しておりますが、メーカー品切れ等により、代替品に変更させていただく場合が
   ございます。ご了承の程、よろしくお願いいたします。

  ラケット・ラバー単品でのご注文や組み合わせを変更してのご注文も承ります。
  単価表をご参考ください。

   （税込）

１，２００円

１，０００円
        （税込）

　  ７５６円（税込）  ３７８円（税込）
　　　↓

　５４０円（税込）

　セットラバー（ツブ）

　セットラバー表

単価表（ラケット･ラバー）

４，５００円
　　中国式ラケット　

↓ 　　 　　　↓
４５０円（税込）

合計　２，０５２円(税込)

４５０円（税込）

メンテナンスセットB（表ソフトラバー用）

　　　　 　↓

６５０円

　　反転式ラケット　

　　ペンラケット　

３，６００円
　　カットラケット　

５，５００円
シェークラケットＢ

１，５００円　セットラバー裏

  スーパースピンピップス

２，２００円

７５６円（税込）

シェークラケットＡ

↓

     （税込）

メンテナンスセットA（裏ソフトラバー用）

　　　　　↓　　 　　　　　　　　　 ↓　　　　　　　　　　　　 　↓　　　　　　　  　　　　　　 ↓

　ラケットケース

４，７００円

　３７８円（税込）

２，１００円
１，５００円

　ヴェンタスベーシック

４，８００円

メンテナンスセットC（裏ソフト表ソフトラバー両方）

FAX ： ０１１－２１０－１１２４

TEL ： ０１１－２１０－１１２３

販売期間　２０１９年４月１３日（土）から６月３０日（日）まで

３，６００円
品　　　目

２，１００円

品　　　目 金　　　額金　　　額

２，２００円


