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RUBBERS

【ラバー 】

ロゴの変更に伴い、一部のラバーを除き、現行品ラバージャケットの変更を順次行っていきます。ラバーの種類・色・サイズによって、新旧のジャケット
が混在する時期がございますが、ご了承下さい。商品自体には変更はございません。尚、ジャケットの新旧に起因する商品交換・ご返品等には対応
致しかねますので、
予めご了承ください。

NEW 3月上旬発売予定

NEW 3月上旬発売予定

NEW 好評発売中

[ ヨーラ ダイナライズ ACC]

[ ヨーラ ダイナライズ AGR]

[ ヨーラ ライザープロ 45]

ダイナライズシリー ズ で は、新 開 発 の 次 世 代 ハ
イ パ ー バ ウ ン ス ス ポ ン ジ (HyperBounce
Sponge) とアドバンスト サーフェイス トラクショ
ン (AS Traction) テクノロジーを採用したトップ
シートの組合せによって、回転・ スピード性能・ ボー
ルフィーリング等が進化しています。ダイナライズ
ACC では、
ミディアム・ハードスポンジを採用し、回
転を掛けやすく、精度の高いショットを可能にします。
●Made in Germany

ダイナライズシリー ズ で は、新 開 発 の 次 世 代 ハ
イ パ ー バ ウ ン ス ス ポ ン ジ (HyperBounce
Sponge) とアドバンスト サーフェイス トラクショ
ン (AS Traction) テクノロジーを採用したトップ
シートの組合せによって、回転・スピード性能・ボー
ルフィーリング等が進化しています。ダイナライズ
AGR では、強く鋭いインパクトにも負けないハード
スポンジを採用。 質の高いボールを高い精度で求
められる上級者向けのラバーです。
●Made in Germany

ライザープロシリーズ最新作のライザープロ 45
は前作のライザープロ (50 度スポンジ ) のスポン
ジ硬度を若干下げ、ライザープロならではの高いグ
リップ力とパワーはそのままに、ボールが走る爽快
感を味わえます。
●Made in Germany

代表品番 : 70501R

代表品番 : 70511R

スピン系テンション / 裏ソフト

スピン系テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70501（2.0mm）  70502（Max）
黒  70506（2.0mm）
  70507（Max）
本体価格 ￥

代表品番 : 70446R

本体価格 ￥

[ ヨーラ ライザー プロ ]

[ ヨーラ ゴールデンタンゴ PS]

人気のライザーシリーズをベースに上級者を対象にトップ
選手まで使える高性能なラバーを目指し開発されました。
最新の製造技術を駆使したグリップ力に富み、パワフルな
トップシートとトップ選手のインパクトにも負けない高硬度
50度のテンションスポンジの組み合わせを採用。いわゆる
万人受けを目指すのではなく、上級者が求めるイメージ通
りの弧線を実現しながら、スピード・スピン性能どちらにも
一切妥協しない本格派テンションラバーです。
●Made in Germany

ゴールデンタンゴPSは、ゴールデンタンゴと同じ粘着
性のトップシートと反発力に富む50°
スポンジ(Power
Sponge)の組み合わせで、高めの弾道に加え、高いス
ピード・飛距離を実現しました。
●Made in Germany

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70425（2.0mm）  70426（Max）
黒  70429（2.0mm）  70430（Max）
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6,800 ＋税

7,600 ＋税

代表品番 : 70425R

本体価格 ￥

Art.No. 赤  70446（2.0mm）  70447（Max）
黒  70451（2.0mm）  70452（Max）
本体価格 ￥

Art.No. 赤  70511（2.0mm）  70512（Max）
黒  70516（2.0mm）  70517（Max）

7,600 ＋税

スピン重視テンション / 裏ソフト

代表品番 : 70239R

粘着性テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70239（2.0mm）  70240（Max）
黒  70243（2.0mm）  70244（Max）
本体価格 ￥

5,800 ＋税

6,800 ＋税

※弊社2020カタログでは、
メーカー希望小売価格の表記方法としまして、
本体価格を表記し、
消費税を加算する表記を用いております。
詳しくは店頭にてご確認下さい。

[ ヨーラ ゴールデン タンゴ ]

[ ヨーラ リズムテック ]

代表品番 : 70229R

代表品番 : 70370R

ヨーラのレジェンドラバー「タンゴ」の名前を継承した
「ゴールデン タンゴ」は、粘着性トップシートと54度
テンションスポンジの組合せで、中国製ラバーに代表
される様な粘着性ラバーの良さを最大限に活かした
ヨーラ最新の粘着テンションラバーです。
●Made in Germany

人気の「リズムテック」は、プラボール対応の「リズムP」
をベースに開発されました。プラボールへの対応とボー
ルコントロールの楽しさと安定性を重視し、プラボールを
しっかりとグリップするトップシートと42.5度の軟らかめ
ながら、粘り強く、弾性のあるスポンジを採用。ボールの
威力だけでなく、安定性を重視するプレーヤーにおススメ。
●Made in Germany

粘着性テンション / 裏ソフト

コントロール重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70230（2.0mm）  70231（Max）
黒  70234（2.0mm）  70235（Max）

Art.No. 赤  70371（2.0mm）  70372（Max）
黒  70374（2.0mm）  70375（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

5,800 ＋税

5,800 ＋税

[ ヨーラ ライザー 43]

[ ヨーラ ライザー 48]

最新の製造技術を駆使した高グリップのトップシートと
弾 力 に富む 4 3 度スポンジを組 み 合 わせたスピン・
テンションラバーです。
●Made in Germany

最新の製造技術を駆使した高グリップのトップシートと
弾 力 に富む 4 8 度スポンジを組 み 合 わせたスピン・
テンションラバーです。
●Made in Germany

代表品番 : 70380R

代表品番 : 70388R

スピン重視テンション / 裏ソフト

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70380（2.0mm）  70381（Max）
黒  70384（2.0mm）  70385（Max）

Art.No. 赤  70388（2.0mm）  70389（Max）
黒  70392（2.0mm）  70393（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

6,300 ＋税

6,300 ＋税

[ ヨーラ リズム P]

[ ヨーラ マックス P]

代表品番 : 70360R

代表品番 : 70345R

リズムPは高グリップで威力の出るトップシートと45度
（ミディアム）ミクロポアスポンジの組み合わせで、威力
だけでなく、高いコントロール性を実現したプラボール
時代のヨーラの定番ラバーです。
●Made in Germany

マックスPはグリップを最大限に発揮するトップシートと
42.5度(ミディアム・ソフト）
ミクロポアスポンジの組み合
わせで、威力だけでなく、高いコントロール性を実現した
プラボール対応のグリップ重視テンションラバーです。
●Made in Germany

グリップ重視テンション / 裏ソフト

グリップ重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70361（2.0mm）  70362（Max）
黒  70365（2.0mm）  70366（Max）

Art.No. 赤  70345（2.0mm）  70346（Max）
黒  70349（2.0mm）  70350（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

5,400 ＋税

5,800 ＋税

[ ヨーラ リズム ]

[ ヨーラ リズム 425]

抜群の回転性能・弾みを誇るトップシートにハードスポン
ジ(48°
)を搭載。インパクト時のボールフィーリングをリ
アルに伝達し、相手コートで鋭く加速するドライブボール
を生み出します。
●Made in Germany

抜群の回転性能・弾みを誇るリズムにミディアムソフ
トスポンジ（42.5°）を搭載した快速ハイパワーラバー
です。
●Made in Germany

代表品番 : 70279R

代表品番 : 70292R

スピン重視テンション / 裏ソフト

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70279（2.0mm）  70280（Max）
黒  70282（2.0mm）  70283（Max）

Art.No. 赤  70292（2.0mm）  70293（Max）
黒  70294（2.0mm）  70295（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

4,400 ＋税

4,400 ＋税

[ ヨーラ リズム 375]

[ ヨーラ マックス 450]

抜 群の回 転 性 能・弾みを誇るリズムにソフトスポン
ジ（37.5°）を搭載した爽快ハイレスポンスラバー
です 。
●Made in Germany

マックス450は、抜群のグリップ力を誇るトップシート
に、弾力に富むミクロポアスポンジ45度(ミディアム)
の組み合わせで回 転 量に富む威 力のあるボールが
出せます 。
●Made in Germany

代表品番 : 70326R

代表品番 : 70287R

スピン重視テンション / 裏ソフト

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70287（2.0mm）  70288（Max）
黒  70290（2.0mm）  70291（Max）

Art.No. 赤  70327（2.0mm）  70328（Max）
黒  70330（2.0mm）  70331（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

4,400 ＋税

5,800 ＋税

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。
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RUBBERS［ ラバー ］
[ ヨーラ マックス 500]

[ ヨーラ ザック ]

代表品番 : 70333R

代表品番 : 70070R

「ザック」は従来の高弾性ラバーをベースに、コントロー
ルや扱いやすさを損なわず、最新の製造技術を駆使して
改良された最新・ハイコストパフォーマンスのオールラウン
ドラバーです。
●Made in Germany

マックス500は、抜群のグリップ力を誇るトップシート
に 、弾 力に富むミクロポアスポンジ 5 0 度 ( ハード )
の組み合わせで、ハードスポンジながら、ボールをしっか
りと掴みやすく、圧倒的な回転量に富む威力のあるボー
ルが出せます。
●Made in Germany

高弾性 / 裏ソフト

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70333（2.0mm）  70334（Max）
黒  70336（2.0mm）  70337（Max）

Art.No. 赤  70070（1.9mm）  70071（Max）
黒  70072（1.9mm）  70073（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

5,800 ＋税

3,800 ＋税

[ ヨーラ サンバ ]

[ ヨーラ エクスプロード ]

スピード・スピン・コントロールのバランスが良く扱
い易い、ドイツでも大人気の高弾性ラバーです。
● Made in Japan

高弾性・高摩擦のトップシートと高弾性スポンジの組み合
わせにより、しっかりとボールを捉え、より強い回転を掛
けたり、より強く飛ばす事を可能にしたラバーです。
●Made in Germany

代表品番 : 70161R

代表品番 : 70035R

高弾性 / 裏ソフト

スピン重視テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70036（1.8mm）  70037（2.0mm）
  70038（Max）
黒  70031（1.8mm）  70032（2.0mm）
  70033（Max）

Art.No. 赤  70162（2.0mm）  70163（Max）
黒  70167（2.0mm）  70168（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

3,200 ＋税

6,000 ＋税

※[エクスプレス エクスプロード]は廃番となり、
エクスプロードに変更になりました。

[ ヨーラ エナジー ]

[ ヨーラ エナジーエクストラ ]

グリーンパワーテクノロジーの採用により、スピード
グルー使用時の様な打球感を実現。抜群のスピード・
スピン・打球音で人気のテンションラバーです。
●Made in Germany

大人気のエナジーエクストラはエナジーより柔らか
いスポンジを採用。軽めのインパクトに対しても強
い反発力・回転を生み出す上、一般の人でもまるで
トップ選手の様な打球音が出ます。
●Made in Germany

代表品番 : 70090R

代表品番 : 70080R

テンション / 裏ソフト

テンション / 裏ソフト

Art.No. 赤  70081（2.0mm）  70082（Max）
黒  70086（2.0mm）  70087（Max）

Art.No. 赤  70090（1.8mm）  70091（2.0mm）  70092（Max）
黒  70095（1.8mm）  70096（2.0mm）  70097（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

4,900 ＋税

4,900 ＋税

[ ヨーラ エクスプレス ウルトラ ]

[ ヨーラ タンゴウルトラ ]

ヨーラの最新のテンション技術を表ソフトに採用した
スピード系テンション表ソフトラバーです。飛距離の出
せる強い弾みはもちろん、滑りが少なく安定した攻撃・ブ
ロックが可能です。
●Made in Germany

スピードグルー効果内蔵テンション表ラバーの元祖タン
ゴウルトラ。軟らかく弾力のあるスポンジと横目ながら
反発力に富むトップシートの組み合わせから生み出され
る抜群のスピードと同時に生み出される高い打球音で高
い人気を誇るテンション表ソフトラバーです。
●Made in Germany

代表品番 : 70130R

代表品番 : 71230R

スピード系テンション / 表ソフト

スピード系テンション / 表ソフト

Art.No. 赤  70132（2.0mm）  70133（Max）
黒  70137（2.0mm）  70138（Max）

Art.No. 赤  71231（2.0mm）  71232（Max）
黒  71236（2.0mm）  71237（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

5,400 ＋税

5,000 ＋税

[ヨーラ シーダブリューエックス]

[ ヨーラ オクトパス ]

ヨーラ契 約の陳 衛 星 選 手が開発に携わり誕 生した、
ヨーラの最 新 粒 高テンションラバーです 。
●Made in Germany

ヨーラ契約選手陳衛星が使用する粒高ラバーです。
ブロック時の大きな変化幅、カット時の抜群の切れ味
を誇る正統派粒高ラバーです。
●Made in Japan

代表品番 : 71238R

代表品番 : 71100R

テンション / 粒高
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変化重視 / 粒高

Art.No. 赤  71238（OX）  71239（0.5mm）
  71240（0.9mm）
黒  71241（OX）  71242（0.5mm）
  71243（0.9mm）

Art.No. 赤  71100（OX）  71101（0.5mm）  71102（1.1 〜 1.2mm）
黒  71105（OX）  71106（0.5mm）  71107（1.1 〜 1.2mm）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

6,000 ＋税

3,600 ＋税

[ ヨーラ アレグロ ]

[ ヨーラ アダジオ ]

人気のアダジオをベースにさらなるスピード・スピンを求
めて開発されたラバーがアレグロです。圧倒的な反発力
はもちろん、球離れが早過ぎず、独特の一瞬ボールが食
込む感じがある為、回転も掛け易く、大人気のヨーラの
ラージボール用ラバーです。
●Made in Japan

ラージボール競技において重要なコントロール性能
を損なうこと無く、一歩上のスピード・スピンを実現。
スピード・スピン・コントロールのバランス抜群の人
気のラージボール用ラバーです。
●Made in Japan

代表品番 : 71353R

代表品番 : 71328R

ラージ用 / 表ソフト

ラージ用テンション / 表ソフト

Art.No. 赤   71353（2.2mm）  71354（Max）
黒  71358（2.2mm）  71359（Max）

Art.No. 赤  71330（2.0mm）  71331（2.2mm）  71332（Max）
黒  71335（2.0mm）  71336（2.2mm）  71337（Max）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

6,000 ＋税

※P23 を参照下さい。

3,800 ＋税

※P23 を参照下さい。

[ ヨーラ タンゴウルトラ ラージ ]

[ ヨーラ スコルダート ]

スマッシュやミート打ち、前陣での攻守に抜群の威力
を発揮する、ドイツ製ラージボールテンション表ラ
バーです。
●Made in Germany

ヨーラ最新のラージボール用ラバーのスコルダートは、
粒高に近い粒形状を採用し、変化重視のラバーで、ペン
ホルダーの裏面や守備型選手におススメです。
●Made in Japan

代表品番 : 71290R

代表品番 : 71346R

変化重視ラージ用 / 表ソフト

ラージ用テンション / 表ソフト

Art.No. 赤  71346（1.5mm）  71347（1.8mm）
黒  71349（1.5mm）  71350（1.8mm）

Art.No. 赤  71292（Max）
黒  71297（Max）
本体価格 ￥

5,000 ＋税

※P23 を参照下さい。

本体価格 ￥

4,500 ＋税

※P23 を参照下さい。

※1.5mm、1.8mmはスポンジの厚さ表示です。粒高に近い粒形状の為、
スポンジ厚みは抑えられていますが、
シート
を含むラバー全体の厚みは、1.5mm表記で通常のラバーの2.0（アツ)、1.8mm表記でトクアツ(MAX)に相当します。

TENSOR-Technology［テンゾー・テクノロジー］

トップシート、スポンジに持続する内部緊張を生み出すことに成功した。これがドイツ生まれのTENSORテク
ノロジーだ。この技術をいち早く採用したヨーラのタンゴシリーズは、グルー効果内蔵のドイツ製テンションラ
バーとして、すでに多くのユーザーから信頼を得ています。グルーを使用したときのような打球感・金属音・ス
ピードはまさに圧巻。

ラバー セレクション
商品名

裏ソフト

厚さ
（スポンジ）

スピード

スピン

カテゴリー

ダイナライズAGR

2.0/Max

11

10

プレミアム

ハード

ダイナライズACC

2.0/Max

10

10

プレミアム

ミディアム・ハード

ライザープロ50

2.0/Max

9.5

9

プロフェッショナル

ハード

ライザー48

2.0/Max

8.5

9

プロフェッショナル

ミディアム・ハード
ミディアム・ハード

ライザープロ45

2.0/Max

8.5

9

プロフェッショナル

マックス 500

2.0/Max

8.5

7.5

プロフェッショナル

ハード

ゴールデンタンゴPS

2.0/Max

8

10

プロフェッショナル

ハード
ミディアム・ハード

リズムP

2.0/Max

8

8.5

プロフェッショナル

リズム

2.0/Max

8

7.5

プロフェッショナル

ハード

エクスプロード

2.0/Max

7.5

7.5

プロフェッショナル

ハード

ゴールデンタンゴ

2.0/Max

7

11

プロフェッショナル

ハード

マックス 450

2.0/Max

7

7.5

パフォーマンス

ミディアム

マックスP

2.0/Max

6.5

8.5

パフォーマンス

ミディアム

ライザー43

2.0/Max

6.5

9

プロフェッショナル

ミディアム・ハード

リズム 425

2.0/Max

6

7.5

パフォーマンス

ミディアム・ハード

リズムテック

2.0/Max

6

7.5

パフォーマンス

ミディアム

エナジー

2.0/Max

5

7.5

プログレッシブ

ミディアム

リズム 375

2.0/Max

4.5

7.5

パフォーマンス

ソフト

ザック

1.9/Max

4

6

プログレッシブ

ミディアム

エナジー エクストラ

1.8/2.0/Max

4

7.5

プログレッシブ

ソフト

サンバ

1.8/2.0/Max

3.5

7

プログレッシブ

ソフト

スポンジ硬度

商品名

表ソフト

厚さ
（スポンジ）

スピード

スピン

カテゴリー

エクスプレス ウルトラ

2.0/Max

7

5

プリサイス

ソフト

タンゴ ウルトラ

2.0/Max

6

5

プリサイス

ソフト

スポンジ硬度

商品名

ラージ用表ソフト

※ラージボール使用時

厚さ
（スポンジ）

スピード

スピン

カテゴリー

スコルダート

1.5/1.8

3

4

プリサイス

25°

アレグロ

2.2/Max

10

10

プレミアム

25°

アダジオ

2.0/2.2/Max

6

8

パフォーマンス

25°

Max

5

7

パフォーマンス

35°

タンゴ ウルトラ ラージ

商品名

粒高

スポンジ硬度

シーダブリューエックス
オクトパス

厚さ
（スポンジ）

スピード

スピン

カテゴリー

スポンジ硬度

OX/0.5/0.9

2

2

プリサイス

ハード

OX/0.5/1.1-1.2

1

3

プリサイス

ハード

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

4

BLADES

【ラケット 】

ロゴの変更に伴い、ラケットの板面プリント・グリップデザイン等のマイナー変更を順次行います。マイナー変更後の商品は、現行品後継モデルの
新商品として別途ご案内致します。尚、
マイナー変更に起因する商品交換・ご返品等には対応致しかねますので、
予めご了承ください。

NEW 3月下旬発売予定

[ ヨーラ ヴァイザリズ トリニティー ]

アウターに強度に富みパワフルな特殊素材ALCを配置。革新的な低温圧着された
合板は従来に比べ繊細で確かなボールフィーリングを実現。抜群のボールフィー
リングと特殊素材のパワーを活かしたラケットです。
●木材5枚+ALC 2枚 ●Made in Korea

水平方向にPBO-CとCARBON、垂直方向にALC。
3つの特殊素材を編み込んだ
"X3"をアウターに配置。上板にはボールフィーリングに富むリンバ材を採用。
X3の圧倒的なパワーとボールフィーリングを実現したラケットです。
●木材5枚+"X3" 2枚 ●Made in Korea

Art.No. 65000(FL)  65003(ST)  65004(CHN)

Art.No. 65010(FL)  65013(ST) 65014(CHN)

本体価格 ￥

本体価格 ￥

代表品番 : 65000B

25,000 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン

NEW 4月上旬発売予定

代表品番 : 65010B

34,000 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン

NEW 4月上旬発売予定

[ ヨーラ ザイロ 7 ]

[ ヨーラ サントール KLC インナー ]

ザイロ7は最新の卓球に求められるスピード・コントロール・フィーリングを木材のみ
で実現した最新の木材7枚合板ラケットです。木材のみの打球感・ボールフィーリン
グに拘るプレーヤーにお薦めです。
●木材7枚 ●Made in China

高強度、高弾性の特殊素材KEVLAR-CARBON(KL-C)をインナーに配置。
上板にはボールタッチに富むヒノキ材を採用。パワフルでボールフィーリングに富む
ヨーラ最新のインナーラケットです。
●木材5枚+KLC2枚 ●Made in China

Art.No. 65085(FL)  65087(ST)

Art.No. 65055(FL)  65057(ST)

本体価格 ￥

本体価格 ￥

代表品番 : 65085B

10,500 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

5

NEW 3月下旬発売予定

[ ヨーラ ヴァイザリズ フリーズ ]

代表品番 : 65055B

16,500 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

ヨーラではラケット板目保護の為にラケット保護ニス(Art.No.82100)の使用を強く推奨しています。

[ラケット保護ニス]

●Made in Germany

ラケット表面の板目剥がれ等からラケットを保護する、水溶性ニスです。ルール変更以降ラケットの板目剥がれが多くなっています。ヨーラでは保護ニスの使用を強く推奨しています。

Art.No. 82100  本体価格 ￥ 1,500 ＋税

NEW 好評発売中

NEW 好評発売中

[ ヨーラ ロスコフエモーション PBO-C]

[ ヨーラ マテネ OFF]

ロスコフ エモーションPBO-Cは、カーボンラケットの人気定番であるロスコフ
エモーションをベースに開発されたラケットで、カーボンの代わりにパワフルな特殊
素材PBO-Cをインナーに配置し、ボールの掴みとパワーを実現したラケットです。
●木材5枚+PBO-C 2枚 ●Made in Korea

ヨーラ契約選手(フランス)のアドリアン マテネ選手と開発したラケットで、ボール
フィーリングに富む薄め・軟らかめの木材に特殊素材PPA-Carbonをアウターに
配置した最新ラケットです。
●木材5枚+PPA-Carbon 2枚 ●Made in China

Art.No. 61530(FL)  61532(ST)

Art.No. 61505(FL)  61507(ST)

本体価格 ￥

本体価格 ￥

代表品番 : 61530B

27,000 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン

NEW 好評発売中

代表品番 : 61505B

10,000 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン

NEW 好評発売中

[ ヨーラ クラシック OFF]

[ ヨーラ クラシック カーボン OFF]

軟らかめのキャンドルナットを芯材に採用し、確かなボールフィーリングを実現した
クラシックな5枚合板ラケットです。
●木材5枚 ●Made in China

軟らかめのキャンドルナットを芯材に採用し、カーボンをアウターに配置し、ダイレクト
なボールフィーリングを実現したクラシックなカーボンラケットです。
●木材5枚+カーボン2枚 ●Made in China

Art.No. 61475(FL)  61477(ST)

Art.No. 61480(FL)  61482(ST)

本体価格 ￥

本体価格 ￥

代表品番 : 61475B

5,600 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン

代表品番 : 61480B

8,000 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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BLADES［ ラケット ］

[ ヨーラ エナゴン ]

[ ヨーラ ゼレブロ ]

アウターに特殊素材SUPER PBO-Cを配
置し、上板には薄目・軟らか目の木材を採用。
板厚を薄目(5.6mm)にすることで、SUPER
PBO-Cの性能を最大限に活かしながら、
アウターの常識を覆す軟らかく抜群のボール
フィーリングを実現したラケットです。
●木材5枚+SUPER PBO-C 2枚
●Made in Hungary

ボールフィーリングに富む薄めの木材
に高 強 度の特殊素材PBO-Cをアウターに
配置した最新のラケットです。
●木材5枚+PBO-C 2枚
●Made in Korea

代表品番 : 61450B

代表品番 : 61270B

Art.No. 61270(FL)  61272(ST)
本体価格 ￥

Art.No. 61450(FL)  61452(ST)
本体価格 ￥

28,500 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン

PBO-C Poly
(p-phenylen-2,
6-benzobisoxazol)
Fibres

24,000 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン
※ アルミケース入りの販売は終了致しました。

※ アルミケース入りの販売は終了致しました。

[ ヨーラ ノビリス ]

[ ヨーラ エアーカーボン ]

軽量・高反発の特殊素材PBO-Cと少し厚め
の上板(檜)1.2㎜を採用した、板厚7.1mm
のパワフル且つ柔軟なラケットです。
●木材3枚+PBO-C 2枚
●Made in Korea

バルサ材+カーボンを使用した軽量
( 約 7 1 〜 7 2 ｇ 程 度 )・高 反 発のラケッ
トです。 ラケット総重量が重過ぎて、
高 性 能 ラバーを 使 えなかった 方 にお 薦
めしたいラケットです 。
●木材5枚+カーボン2枚
●Made in Hungary

代表品番 : 61275B

代表品番 : 61445B

Art.No. 61275(FL)  61277(ST)
61278(CHN)( 中国式ペンホルダー )
本体価格 ￥
PBO-C Poly
(p-phenylen-2,
6-benzobisoxazol)
Fibres

Art.No. 61445(FL)  61447(ST)

26,000 ＋税

本体価格 ￥

カテゴリー : プレミアムライン

14,000 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン

※ アルミケース入りの販売
は終了致しました。

中国式
ペンホルダー

[ ヨーラ エアーファイバー ]

[ ヨーラ ロスコフ エモーション ]

代表品番 : 61440B

代表品番 : 61225B

バルサ材 + グラスファイバーを使 用し
た 超 軽 量 ( 約 5 9 〜 6 0 ｇ 程 度 ) ラケット
です 。 重 めのラバーを使用しても総重量
が低く抑えられる為、重いラケットが苦 手
な方におススメのラケットです 。
●木材5枚+グラスファイバー 2枚
●Made in Hungary

ドイツナショナルチームのコーチを務めるロ
スコフが愛用するヨーラの定番カーボンラ
ケットです。カーボン繊維を芯材の側近に配
置し、
硬過ぎず適度な弾みを提供します。
●木材5枚+カーボン2枚
●Made in China

Art.No. 61225(FL)  61227(ST)
61226(AN)
61228(CHN)( 中国式ペンホルダー )

Art.No. 61440(FL)  61442(ST)
本体価格 ￥

12,000 ＋税

本体価格 ￥

カテゴリー : パフォーマンスライン

10,000 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

f
osskop
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●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

[ ヨーラ ビバ ]

[ ヨーラ 香坂エクストリーム ]

ヨーラの攻撃型ラケットの定番となっていた
ロスコフビバの復刻版です。7枚合板ならで
はの確かな弾みと、柔らかい打球感が特徴の
ラケットです。
●木材7枚
●Made in Hungary

ラージボール専用に開発された香坂エクスト
リームエルビーは硬式(プラボール)で使用し
ても評価が高い事に着目。同じ木材構成で硬
式用に開発されたのが、香坂エクストリーム
です。適度な弾みと抜群のボールフィーリン
グを実現したラケットです。
●木材5枚+ブラッククロス2枚
●硬式プラボール対応
●Made in China

代表品番 : 61230B

代表品番 : 68285B

Art.No. 61230(FL)  61232(ST)
61233(CHN)(中国式ペンホルダー)
本体価格 ￥

6,500 ＋税

Art.No. 68285(FL)  68286(ST)

カテゴリー : パフォーマンスライン

本体価格 ￥

12,500 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン

[ ヨーラ トニーホルト ]

[ ヨーラ 陳衛星 ]

従来のカット用ラケットと比較し、ブレード
サイズは小さめ、重量を軽くすることで、カッ
トだけではなく、多彩なプレーがやりやすい
カット用ラケットです。
●木材5枚
●Made in Hungary

代表品番 : 64330B

Art.No.  64300（ST）

世界トップレベルで活躍するヨーラ契約選手
陳衛星(Chen Weixing)が自ら開発に携わ
り完成した、
最先端カット用ラケットです。
●木材5枚＋ブラッククロス2枚
●Made in China

Art.No. 64330(FL)  64325（ST）

本体価格 ￥

5,600 ＋税

本体価格 ￥

カテゴリー : プレシジョンライン

7,000 ＋税

カテゴリー : プレシジョンライン

ng
Weixi
Chen

[ヨーラ チェン ディフェンダー]
陳衛星モデルの大ヒットを受け、ヨーラ契約
選手の陳衛星が開発に携わり、ブレードサイ
ズを大きく取り、安定した守備を武器にする
カット選手の為に開発したラケットです。
●木材5枚＋接着層2枚
●Made in Hungary

Art.No.  64335(ST)
本体価格 ￥

6,800 ＋税

カテゴリー : プレシジョンライン

ヨーラではラケット板目保護の為にラケット保護ニス(Art.No.82100)の使用を強く推奨しています。

[ラケット保護ニス]

●Made in Germany

ラケット表面の板目剥がれ等からラケットを保護する、水溶性ニスです。ルール変更以降ラケットの板目剥がれが多くなっています。ヨーラでは保護ニスの使用を強く推奨しています。

Art.No. 82100  本体価格 ￥ 1,500 ＋税

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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BLADES［ ラケット ］

ラケット セレクション シェークハンド
商品名

スピード(1〜5)

カテゴリー

重さ（目安）

ブレードサイズ長さ × 幅 × 厚さ (mm)

4.5

プレミアム ライン

85±5g

156×152×5.9

FL（100×25）, ST（100×24）

ヴァイザリズ トリニティー

4

プレミアム ライン

90±5g

156×152×5.8

FL（100×25）, ST（100×24）

ロスコフ エモーション

4

プレミアム ライン

90±5g

156×152×6.3

FL（100×25）, ST（100×24）

4

プレミアム ライン

85±5g

157×151×7.1

FL（100×25）, ST（100×24）

エナゴン

4.5

プレミアム ライン

90±5g

157×151×5.6

FL（101×25）, ST（101×24）

ゼレブロ PBO-C

4.5

プレミアム ライン

90±5g

157×151×5.7

FL（100×24）, ST（100×23）

ザイロ 7

3.5

プロフェッショナル ライン

88±5g

156×152×5.9

FL（100×23）, ST（100×24）

5

プロフェッショナル ライン

90±5g

156×152×6.0

FL（100×23）, ST（100×24）
FL（100×24）, ST（100×23）

ヴァイザリズ フリーズ

PBO-C

ノビリス PBO-C

サントール KLC インナー
アルデンテ カーボン エルビー
コウサカ エクストリーム エルビー
ロスコフ エモーション
マテネ

OFF

グリップ 長さ × 厚さ (mm)

4

プロフェッショナル ライン

90±5g

163×154×5.5

3.5

プロフェッショナル ライン

85±5g

162×154×5.8

FL（101×25）, ST（101×23）

4

プロフェッショナル ライン

87±5g

156×152×5.9

FL（103×25）, ST（101×23）, AN（101×25）

4

パフォーマンス ライン

85±5g

157×151×5.9

FL（100×25）, ST（100×24）

3.5

パフォーマンス ライン

85±5g

157×151×6.1

FL（100×25）, ST（100×24）

4

パフォーマンス ライン

90±5g

157×151×6.1

FL（100×25）, ST（100×24）

エアーカーボン

3.5

パフォーマンス ライン

71～72g

155×149×7.6

FL（100×25）, ST（100×23）

エアーファイバー

2.5

パフォーマンス ライン

59～60g

155×149×6.1

FL（100×25）, ST（100×23）

ビバ

3.5

パフォーマンス ライン

83±5g

159×146×6.6

FL（101×25）, ST（101×23）, AN（101×25）

3

パフォーマンス ライン

88±5g

160×153×5.8

FL（101×25）, ST（101×23）

クラシック OFF
クラシック カーボン

コウサカ エクストリーム
陳衛星
チェン ディフェンダー
トニーホルト

2

プレシジョン ライン

90±5g

165×159×5.9

FL（103×25）, ST（103×23）

1.5

プレシジョン ライン

90±5g

169×162×7.5

ST（101×23）

1

プレシジョン ライン

80±5g

163×155×5.7

ST（101×24）

＊表中のラケット各仕様は、あくまでも目安の為の参考数値です。実際の商品には誤差等がありますので、
商品がこの仕様通りである事を保証するものではありません。

ラケット セレクション ペンホルダー
商品名

スピード

カテゴリー

重さ（目安）

ブレードサイズ長さ × 幅 × 厚さ (mm)

グリップ 長さ × 厚さ (mm)

4.5

プレミアム ライン

80±5g

160×151×5.9

80×23

ヴァイザリズ トリニティー

4

プレミアム ライン

83±5g

160×151×5.8

80×23

ノビリス (中国式ペン)

4

プレミアム ライン

85±5g

161×150×7.1

83×24

アルデンテ カーボン エルビー（ローター角丸型）

4

プロフェッショナル ライン

74±5g

166×145×5.5

84×21

アルデンテ カーボン エルビー (中国式ペン)

4

プロフェッショナル ライン

82±5g

158×150×5.5

83×23

コウサカ エクストリーム エルビー ( 中国式ペン )

3.5

プロフェッショナル ライン

85±5g

160×150×5.8

82×24

コウサカ エクストリーム エルビー（ローター角丸型）

3.5

プロフェッショナル ライン

74±5g

165×145×5.8

84×19

4

プロフェッショナル ライン

85±5g

154×153×6.0

83×23

3.5

パフォーマンス ライン

80±5g

153×152×6.6

84×23

ヴァイザリズ フリーズ

ロスコフ エモーション ( 中国式ペン )
ビバ ( 中国式ペン )

＊表中のラケット各仕様は、あくまでも目安の為の参考数値です。実際の商品には誤差等がありますので、
商品がこの仕様通りである事を保証するものではありません。

ブレード幅

●シェイクハンド（FL,ST,AN）中国式ペン（CHN）グリップの場合
ブレード長さ
ブレード厚さ

グリップ厚さ
グリップ長さ
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● 日 本 式ペンホルダーグリップの場 合
グリップ厚さ

ブレード厚さ
グリップ長さ

●諸事情により、
規格・仕様・価格等が変更せざるを得ない場合がありえますが、
予めご了承ください。
●ラケットセレクションのラケット各仕様は、
あくまでも目安の為の参考数値です。
全てが表記と一致するとは限りません。

TEXTILES［ 男女兼用

ユニフォーム ］

Synchro
[ シンクロ ]
男女兼用

男女兼用

パープル×レッド

ネイビー×ライム

男女兼用
ネイビー×ブルー

NEW 4月下旬入荷予定

[ ヨーラ シンクロ ]
代表品番 : 99202T

カラフルな配色を採用したラウンドネックタイプの
ユニフォームです。
●ポリエステル100% マイクロインターロック
●男女兼用(ヨーロッパサイズ) ●Made in Pakistan

Art.No.
パープル×レッド
99202(XXS) 99203(XS) 99204(S)
99205(M)
99206(L)
99207(XL)
99208(XXL) 99209(XXXL)
ネイビー×ライム
99214(XXS) 99215(XS) 99216(S)
99217(M)
99218(L)
99219(XL)
99220(XXL) 99221(XXXL)
ネイビー×ブルー
99226(XXS) 99227(XS) 99228(S)
99229(M)
99230(L)
99231(XL)
99232(XXL) 99233(XXXL)

バックスタイル
※写真はパープル×レッドです。

本体価格 ￥

ヨーロッパサイズ 男女兼用シャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

胸 囲 (cm)

64~74

72~78

80~90

88~98

96~106

104~114

110~120

116~126

6,000+ 税

※ヨーロッパサイズ
（男女兼用）
は、
日本サイズ
（男女兼用）
より、
約1サイズ大きめです。日本サイズより、
1サイズ 下をお選び頂くことをお奨めします。

●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、ショーツ、スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES［ 男女兼用

ユニフォーム ］

Ace
[ エース ]

男女兼用

男女兼用

ネイビー×ライム

ブラック×ぺトロール

※こちらのユニフォームは広告付きユニフォームの為、
一部の大会で使用出来ない事があります。
NEW 4月下旬入荷予定

[ヨーラ エース]

代表品番 : 96329T

シンプルなデザインとヨーラらしいヨーロッパカラーのユニフォームです。
●ポリエステル100% マイクロメッシュ ●男女兼用(ヨーロッパサイズ) ●Made in Pakistan

Art.No.
ネイビー×ライム
96329(XXS) 96330(XS)
ブラック×ぺトロール
96341(XXS) 96342(XS)
本体価格 ￥

6,000+ 税

96331(S)

96332(M)

96333(L)

96334(XL)

96335(XXL)

96336(XXXL)

96343(S)

96344(M)

96345(L)

96346(XL)

96347(XXL)

96348(XXXL)
バックスタイル
※写真はネイビー×ライムです。

ヨーロッパサイズ 男女兼用シャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

胸 囲 (cm)

64~74

72~78

80~90

88~98

96~106

104~114

110~120

116~126

※ヨーロッパサイズ（男女兼用）
は、
日本サイズ
（男女兼用）
より、
約1サイズ大きめです。日本サイズより、
1サイズ 下をお選び頂くことをお奨めします。

11

●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、
ショーツ、
スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

Move
[ ムーヴ ]

男女兼用
ブラック×ブルー

男女兼用
レッド×ブラック

男女兼用
ブラック×グリーン

NEW 好評発売中

[ ヨーラ ムーヴ ]

※ 在庫限りで終了します。

代表品番 : 90368T

速乾性に富むポリエステル生地を採用したシンプルな
ストライプ柄のユニフォームです。
●ポリエステル100% ●男女兼用(ヨーロッパサイズ)
●Made in Pakistan

ヨーロッパサイズ 男女兼用シャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

胸 囲 (cm)

64~74

72~78

80~90

88~98

96~106

104~114

110~120

116~126

本体価格 ￥

※ヨーロッパサイズ
（男女兼用）
は、
日本サイズ
（男女兼用）
より、
約1サイズ大きめです。日本サイズより、1サイズ 下をお選び頂くことをお奨めします。

Stripes

Art.No.
ブラック×グリーン
90368(XXS) 90370(XS) 90371(S)
90372(M)
90373(L)
90374(XL)
90375(XXL) 90376(XXXL)
レッド×ブラック
90381(XXS) 90382(XS) 90383(S)
90384(M
90385(L)
90386(XL)
90387(XXL) 90388(XXXL)
ブラック×ブルー
90393(XXS) 90394(XS) 90395(S)
90396(M)
90397(L)
90398(XL)
90399(XXL) 90400(XXXL)

6,500+ 税

[ ストライプス ]

男女兼用

男女兼用

ネイビー×ブルー

[ヨーラ ストライプス]

ネイビー×レッド

※ 在庫限りで終了します。

代表品番 : 91042T

速乾性に富むポリエステル生地を採用したシンプルな
ストライプ柄のユニフォームです。
●ポリエステル100% ●男女兼用(ヨーロッパサイズ)
●Made in Pakistan

Art.No.
ネイビー×ブルー
91042(XXS) 91043(XS) 91044(S)
91045(M)
91046(L)
91047(XL)
91048(XXL) 91049(XXXL)
ネイビー×レッド
91066(XXS) 91067(XS) 91068(S)
91069(M)
91070(L)
91071(XL)
91072(XXL) 91073(XXXL)
本体価格 ￥

ヨーロッパサイズ 男女兼用シャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

胸 囲 (cm)

64~74

72~78

80~90

88~98

96~106

104~114

110~120

116~126

6,300+ 税

※ヨーロッパサイズ
（男女兼用）
は、
日本サイズ
（男女兼用）
より、
約1サイズ大きめです。日本サイズより、1サイズ 下をお選び頂くことをお奨めします。

●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、ショーツ、スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES LADIES［ レディース ユニフォーム ］

Lady Ace
[ レディー エース ]
ネイビー×ライム

ブラック×ぺトロール

※こちらのユニフォームは広告付きユニフォームの為、
一部の大会で使用出来ない事があります。
NEW 4月下旬入荷予定

[ヨーラ レディー エース]

代表品番 : 96254T

シンプルなデザインとヨーラらしいヨーロッパカラーのVネックスタイルのレディース ユニフォームです。
●ポリエステル100% マイクロメッシュ ●レディース(ヨーロッパサイズ) ●Made in Pakistan

Art.No.
ネイビー×ライム
96254(XXS) 96255(XS)
ブラック×ぺトロール
96261(XXS) 96262(XS)
本体価格 ￥

6,000

96256(S)

96257(M)

96258(L)

96259(XL)

96260(XXL)

96263(S)

96264(M)

96265(L)

96266(XL)

96267(XXL)

+税

ヨーロッパサイズ レディースシャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

胸 囲 (cm)

76~82

80~86

84~90

88~94

92~98

96~102

100~106

バックスタイル
※写真はネイビー×ライムです。

※日本サイズ(レディース)より1サイズ大き目です。
日本サイズ(レディース)より1サイズ下をお奨めします。
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●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、
ショーツ、
スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

Lady Move
[ レディー ムーヴ ]

レッド×ブラック

ブラック×グリーン

NEW 好評発売中

[ヨーラ レディー ムーヴ]

ブラック×ブルー

※ 在庫限りで終了します。

代表品番 : 91733T

速乾性に富むポリエステル生地を採用したシンプルな
ストライプ柄のユニフォームです。
●ポリエステル100% ●レディース(ヨーロッパサイズ)
●Made in Pakistan

Art.No.
レッド×ブラック
91733(XXS) 91734(XS)
91736(M)
91737(L)
91739(XXL)
ブラック×ブルー
91740(XXS) 91741(XS)
91743(M)
91744(L)
91746(XXL)
ブラック×グリーン
91747(XXS) 91748(XS)
91750(M)
91751(L)
91753(XXL)
本体価格 ￥

ヨーロッパサイズ レディースシャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

胸 囲 (cm)

76~82

80~86

84~90

88~94

92~98

96~102

100~106

91735(S)
91738(XL)
91742(S)
91745(XL)
91749(S)
91752(XL)

6,300+ 税

※日本サイズ(レディース)より1サイズ大き目です。
日本サイズ(レディース)より1サイズ下をお奨めします。

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES LADIES［ レディース ユニフォーム ］

Lady Stripes
[ レディー ストライプス ]

ネイビー×ピンク

ネイビー×ブルー

[ヨーラ レディー ストライプス]
代表品番 : 91697T

※在庫限りで
終了します。

速乾性に富むポリエステル生地を採用したシンプル
なストライプ柄のユニフォームです。
●ポリエステル100%
●ヨーロッパサイズ(レディース)
●Made in Pakistan

Art.No.
ネイビー×ブルー
91697(XXS) 91698(XS)
91700(M)
91701(L)
91703(XXL)
ネイビー×ピンク
91704(XXS) 91705(XS)
91707(M)
91708(L)
91710(XXL)
本体価格 ￥

ヨーロッパサイズ レディーストライプスシャツ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

胸 囲 (cm)

76~82

80~86

84~90

88~94

92~98

96~102

100~106

91699(S)
91702(XL)

91706(S)
91709(XL)

6,300+ 税

※日本サイズ(レディース)より1サイズ大き目です。
日本サイズ(レディース)より1サイズ下をお奨めします。
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●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、
ショーツ、
スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

TEXTILES LADIES［ レディース スカート ］

NEW 好評発売中

[ヨーラ スカート メサ]

NEW 好評発売中

[ヨーラ スカート メサ V2]

代表品番 : 92862T

代表品番 : 92845T

履きやすく人気のヨーラ スカートシリーズのスカートメサです。
●ポリエステル 100% ●ヨーロッパサイズ ● Made in Japan

履きやすく人気のスカートメサシリーズの人気色ブラックｘピンクが復活しました。
●ポリエステル 100% ●ヨーロッパサイズ ●ポケット付 ● Made in Japan

Art.No. ブラック×グリーン
92862(XXS) 92863(XS) 92864(S) 92865(M) 92866(L) 92867(XL) 92868(XXL)

Art.No. ブラック×ピンク
96080(XXS) 96081(XS) 96082(S) 96083(M) 96084(L) 96085(XL) 96086(XXL)

本体価格 ￥

本体価格 ￥

6,000 ＋税

※ 価格変更

ブラック×グリーン

6,000 ＋税

※ 価格変更

ブラック×ピンク

スカート メサ・メサV2 サイズ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

胴 囲 (cm)

53~59

58~64

63~69

68~74

73~79

78~84

83〜89

前 丈 (cm)

33

33

34

35

36

37

38

※日本サイズより約1サイズ大きめです。

NEW 6月中旬発売予定

[ヨーラ スカート メサV3]
●ポリエステル 100%

代表品番 : 96090T

●ヨーロッパサイズ

Art.No. ネイビー×レッド
96090(XXS) 96091(XS) 96092(S)
本体価格 ￥

6,000 ＋税

● Made in Japan

96093(M)

96094(L) 96095(XL) 96096(XXL)

※ 価格変更

Art.No. ネイビー×ブルー
96100(XXS) 96101(XS)

96102(S)

本体価格 ￥

※ 価格変更

ネイビー×レッド

6,000 ＋税

96103(M)

96104(L) 96105(XL) 96106(XXL)

ネイビー×ブルー
※現在、製造を日本製に
切替中です。入荷次第、
順次発売します。

※現在、製造を日本製に
切替中です。入荷次第、
順次発売します。

スカート メサV3 サイズ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

胴 囲 (cm)

53~59

58~64

63~69

68~74

73~79

78~84

83~89

前 丈 (cm)

33

33

34

35

36

37

38

※日本サイズより約1サイズ大きめです。

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES［ 男女兼用 ショーツ ］

[ヨーラ マコ]

代表品番 : 92162T

シンプルなデザインのハーフ丈パンツです。 ●ポリエステル 100%

Art.No.

ネイビー 92162(XXS)
92167(XL)

本体価格 ￥

5,000 ＋税

●ヨーロッパサイズ ( 男女兼用 )

92163(XS) 92164(S) 92165(M)
92168(XXL) 92169(XXXL)

92166(L)

● Made in Pakistan

Art.No.
本体価格 ￥

※ 特大サイズ 4XL,5XL 要問合せ。

男女兼用

5,000 ＋税

92173(XS) 92174(S) 92175(M)
92178(XXL) 92179(XXXL)

※ 特大サイズ 4XL,5XL 要問合せ。

ブラック

マコ サイズ

XXS

XS

S

M

L

XL

胴 囲 (cm)

55~65

65~75

70~80

76~86

82~92

88~98

股 下 (cm)

12

13

13

14

15

16

XXL

XXXL

94~106 100~114
17

18

代表品番 : 92040T

JOOLAロゴのみが入った、クラシックなパンツです。素材には吸汗性に富む、人気のMESH COOLINGを採用。 ●ポリエステル(MESH COOLING)100%
●Made in Pakistan

Art.No. ブラック
92040(XXS) 92041(XS) 92042(S) 92043(M)
92046(XXL) 92047(XXXL)
本体価格 ￥

4,700 ＋税

92044(L)

Art.No. ネイビー
92140(XXS) 92141(XS) 92142(S) 92143(M)
92146(XXL) 92147(XXXL)

92045(XL)

本体価格 ￥

※ 子供サイズ 140/152、
特大サイズ 4XL,5XL 要問合せ。

男女兼用

4,700 ＋税

●ヨーロッパサイズ(男女兼用)

92144(L)

92145(XL)

※ 子供サイズ 140/152、
特大サイズ 4XL,5XL 要問合せ。

男女兼用

ブラック

ネイビー

ベーシック サイズ

XXS

XS

S

M

L

XL

胴 囲 (cm)

55~65

65~75

70~80

76~86

82~92

88~98

7.5

8

8.5

9

9.5

10

（通常）股 下 (cm)

17

92176(L)

男女兼用

ネイビー

[ヨーラ ベーシック]

ブラック 92172(XXS)
92177(XL)

XXL

XXXL

94~106 100~114
10.5
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●カタログ掲載のヨーラのゲーム用ユニフォーム、
ショーツ、
スカートは全て日本卓球協会公認品です。
●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

TEXTILES［ 男女兼用 T シャツ・タオル ］

NEW 4月中旬発売予定

NEW 4月中旬発売予定

男女兼用

男女兼用

ダークグレー

ブルー

[Tシャツ コンペティション20]

代表品番 : 96202T

トレーニングや移動時にお薦めの綿とポリエステルを混紡した、
着心地抜群のTシャツです。
●Tシャツには、JTTA公認バッジは付いておりません。 ●コットン60%・ポリエステル40% ●ヨーロッパサイズ(男女兼用) ●Made in Pakistan

Art.No.
ダークグレー
96202(XXS) 96203(XS)
ブルー
96212(XXS) 96213(XS)
本体価格 ￥

3,500 ＋税

96204(S)

96205(M)

96206(L)

96207(XL)

96208(XXL)

96209(XXXL)

96214(S)

96215(M)

96216(L)

96217(XL)

96218(XXL)

96219(XXXL)

ライトブルー

ブラック×ブルー

※在庫限りで新モデルに変更します。

グリーン

※在庫限りで新モデルに変更します。

NEW 3月下旬発売予定

[ヨーラ ロゴタオル ジャパン20]

NEW 4月下旬発売予定

[ヨーラ タオル20]

代表品番 : 96746T

肌触りが柔らかく大人気のヨーラの今治製こだわりタオルです。
●サイズ：31×82cm ●カラー：ライトブルー・グリーン ●Made in Japan

Art.No. ライトブルー 96746
本体価格 ￥

2,200 ＋税

グリーン 96747

●サイズ：50×100cm

●カラー：ブラック×ブルー

●Made in Bulgaria

Art.No. 98994
本体価格 ￥

2,500 ＋税

ブラック×パープル

NEW 4月下旬発売予定

[ヨーラ ダイナライズ タオル]
●サイズ：50×100cm
●Made in Bulgaria

●カラー：ブラックｘパープル

Art.No. 98993
本体価格 ￥

2,500 ＋税

※在庫限りで新モデルに変更します。

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES［ 男女兼用アウター類 ］

NEW 4月下旬発売予定

NEW 4月下旬発売予定

男女兼用
ネイビー×ライム

男女兼用

ネイビー

[トラックスーツ ジャケット エース]

[トラックスーツ パンツ エース]

代表品番 : 96552T

●カラー：ネイビー×ライム ●ポリエステル100% マイクロメッシュ
●ヨーロッパサイズ
（男女兼用） ●Made in Pakistan

Art.No. ネイビー×ライム
96552(XXS） 96553(XS)
96554(S)
96558(XXL) 96559(XXXL)
本体価格 ￥

96555(M)

96556(L)

96557(XL)

7,200 ＋税

Art.No. ネイビー
96564(XXS) 96565(XS)
96566(S)
96570(XXL) 96571(XXXL)
本体価格 ￥

NEW 5月下旬発売予定
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96569(XL)

4,600 ＋税

男女兼用

代表品番 : 96603T

●カラー：グレー ●ポリエステル100% インターロック
●ヨーロッパサイズ
（男女兼用） ●Made in Pakistan

7,200 ＋税

96568(L)

グレー

[トラックスーツ ジャケット チラックス]

本体価格 ￥

96567(M)

NEW 5月下旬発売予定

男女兼用
グレー

Art.No. グレー
96603(XXS) 96604(XS)
96605(S)
96609(XXL) 96610(XXXL)

代表品番 : 96564T

●カラー：ネイビー ●ポリエステル100%
●ヨーロッパサイズ
（男女兼用） ●Made in Pakistan

96606(M)

[トラックスーツ パンツ チラックス]

代表品番 : 96615T

●カラー：グレー ●ポリエステル100% インターロック
●ヨーロッパサイズ
（男女兼用） ●Made in Pakistan

96607(L)

96608(XL)

Art.No. グレー
96615(XXS) 96616(XS)
96617(S)
96621(XXL) 96622(XXXL)
本体価格 ￥

96618(M)

96619(L)

96620(XL)

4,600 ＋税

●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

TEXTILES［ シューズ・ヘッドバンド・リストバンド ］

グリーン

レッド

[ヨーラ ヘッドバンドV4]
●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、
コットン47%、
ナイロン3%、
ポリウレタン3%
●サイズ：4cm ×フリーサイズ ●Made in Japan

Art.No. レッド  96722

[ヨーラ リストバンドV4]

本体価格 ￥

代表品番 : 96720T

700 ＋税

●素材：ドラロン (乾式アクリル)47%、コットン47%、ナイロン3%、
ポリウレタン3% ●サイズ：7cm×フリーサイズ ●Made in Japan
®

Art.No. レッド  96720
本体価格 ￥

650 ＋税

グリーン  96721

[ヨーラ ヘッドバンドV3]

ブラック

●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、
コットン47%、
ナイロン3%、
ポリウレタン3%
●サイズ：4cm ×フリーサイズ ●Made in Japan

ピンク

Art.No. ピンク  96717
本体価格 ￥

[ヨーラ リストバンドV3]

[ヨーラ ヘッドバンドV2]

代表品番 : 96715T

本体価格 ￥

650 ＋税

ピンク  96716

ネイビー ×ライム

アッパーには伸縮性があり、
通気性に富むメッシュ材を採用。

代表品番 : 96702T

●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、
コットン47%、
ナイロン3%、
ポリウレタン3%
●サイズ：4cm ×フリーサイズ ●Made in Japan

●素材：ドラロン ®(乾式アクリル)47%、コットン47%、ナイロン3%、
ポリウレタン3% ●サイズ：7cm×フリーサイズ ●Made in Japan

Art.No. ブラック  96715

700 ＋税

Art.No. ブラック  96702
本体価格 ￥

700 ＋税

ネイビー ×オレンジ

摩耗性・柔軟性が高く、
滑りづらいダイナグリップソールを採用。

[ヨーラ ネクスト]

[ヨーラ ヴィヴィッド]

踵付近の左右の安定性、足腰への負担の軽減を実現したシューズです。
●サイズ:36(23.5cm)〜45(28.5cm)
●Made in China

踵付近の左右の安定性、足腰への負担の軽減を実現した
シューズです。
●サイズ:36(23.5cm)~46(28.5cm)
●Made in China

代表品番 : 98326T

代表品番 : 98100T

※サイズチャートを参照下さい。

※サイズチャートを参照下さい。

Art.No. ネイビー×ライム
98326(36) 98327(37) 98328(38) 98329(39) 98330(40)
98332(42) 98333(43) 98334(44) 98335(45)

98331(41)        

Art.No. ネイビー×オレンジ
98340(36) 98341(37) 98342(38) 98343(39) 98344(40)
98346(42) 98347(43) 98348(44) 98349(45)

98345(41)        

本体価格 ￥

12,000 ＋税

Art.No. ライトブルー×ライム
98100(36) 98101(37) 98102(38) 98103(39)   
98104(40) 98105(41) 98106(42) 98107(43)   
98108(44) 98109(45) 98110(46)
本体価格 ￥

12,000 ＋税

■シューズのベロ部分にCM表記のサイズが記載されていますが誤記がありますので無視して下さい。当社では、下記のサイズ変換表を採用しています。

【シューズ サイズチャート】※小さめのサイズ36（23.5cm）〜42（26.5cm）位までは、日本サイズより少し小さ目ですので、ワンサイズ上をお薦めしています。
23.0cm
（35） 23.5cm
（36） 24.0cm
（37） 24.5cm
（38） 25.0cm
（39） 25.5cm
（40） 26.0cm
（41）
26.5cm
（42） 27.0cm
（43） 27.5cm
（44） 28.0cm
（45） 28.5cm
（46） 29.0cm
（47）
●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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TEXTILES［ ソックス ］

NEW 3月中旬発売予定

NEW 3月中旬発売予定
パープル×ピンク

レッド

ネイビー×ライム

ブルー

ライトブルー×ネイビー

グリーン

[ヨーラ ソックス シンクロ]

[ヨーラ ハミングV8]

履き心地抜群のカラーソックスです。
●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、コットン47%、ナイロン3%、ポリウレタン3%
●サイズ：S(22〜24cm) M(25〜27cm)の2サイズ ●Made in Japan

履き心地抜群のシンプルなデザインのソックスです。
●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、コットン47%、ナイロン3%、ポリウレタン3%
●サイズ：S(22〜24cm) M(25〜27cm)の2サイズ ●Made in Japan

Art.No.
パープル×ピンク
96482(S)
ネイビー×ライム
96484(S)
ライトブルー×ネイビー 96486(S)

Art.No.
レッド
96488(S)
ブルー
96490(S)
グリーン 96492(S)

代表品番 : 96482T

本体価格 ￥

1,000 ＋税

代表品番 : 96488T

96483(M)
96485(M)
96487(M)

本体価格 ￥

96489(M)
96491(M)
96493(M)

1,000 ＋税

ブルー×ネイビー

グレー×ブラック

レッド×ネイビー

ブルー×ブラック

ピンク×ネイビー
Sサイズのみ

[ヨーラ ソックス ストライプス]

[ヨーラ ベリーショートV7]

履き心地抜群のカラーソックスです。
●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、コットン47%、 ナイロン3%、ポリウレタン3%
●サイズ：S(22〜24cm) M(25〜27cm)の2サイズ ●Made in Japan

暑い夏に快適なヨーラのベリーショートソックスです。
●素材：ドラロン®(乾式アクリル)47%、コットン47%、 ナイロン3%、ポリウレタン3%
●サイズ：S(22〜24cm) M(25〜27cm)の2サイズ ●Made in Japan

Art.No.
ブルー×ネイビー
レッド×ネイビー
ピンク×ネイビー

Art.No.
グレー×ブラック
ブルー×ブラック
レッド×ブラック

代表品番 : 96470T

本体価格 ￥
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レッド×ブラック

96470(S)
96472(S)
96474(S)

1,000 ＋税

96471(M)
96473(M)

代表品番 : 96476Ｔ

本体価格 ￥

96476(S)
96478(S)
96480(S)

1,000 ＋税

96477(M)
96479(M)
96481(M)

●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

LARGE BALL

【ラージ ボ ー ル 用 品 】

[ヨーラ 香坂 エクストリーム エルビー]
代表品番 : 68280B

全国ラージ一般男子シングルス4連覇
(2013・2014・2015・2016)したヨーラ
契約の香坂亮志選手が木材の選定からデザイ
ンまで開発の詳細に携わり完成したこだわり
のラージボール専用のラケットです。
●木材5枚+ブラッククロス2枚
●ラージボール専用・プラボール対応
●Made in China

Art.No. 68280(FL)  68281(ST)  
68283(CHN)(中国式ペンホルダー)
本体価格 ￥

12,500 ＋税

[ヨーラ 香坂 エクストリーム エルビー]
ローター式ペン角丸型
代表品番 : 68280B

全国ラージ一般男子シングルス4連覇
(2013・2014・2015・2016)したヨーラ
契約の香坂亮志選手が木材の選定からデザイ
ンまで開発の詳細に携わり完成したこだわり
のラージボール専用のラケットです。
●木材5枚+ブラッククロス2枚
●ラージボール専用・プラボール対応
●Made in China

Art.No. 68284(JPN)(ローター式ペンホルダー角丸型)
本体価格 ￥

13,500 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

カテゴリー : プロフェッショナルライン

[ヨーラ アルデンテカーボン エルビー]

[ヨーラ アルデンテカーボン エルビー]
ローター式ペン角丸型

代表品番 : 68115B

インパクト時のボール変形を最小限に抑え
るラージボール専用に開発されたヨーラ独
自の新形状ヘッドを採用。軟らかい打球感で
ボールを掴む感覚に富み、ボールをより確実
に強く飛ばす事を可能にしたラケットです。
●木材5枚+メリオレートカーボン2枚
●Made in China

Art.No. 68115(FL)  68116(ST)  
68117(CHN)( 中国式ペンホルダー )
本体価格 ￥

12,000 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

代表品番 : 68115B

インパクト時のラージボールの変形を最小限
に抑えるラージボール専用に開発された独
自の新形状のヘッドを採用。ボールを掴む感
覚に富む、軟らかい打球感で高いコントロー
ル性能はもちろん、ラージボールをより確実
に強く飛ばす事を可能にするラケットです。
●木材5枚+メリオレートカーボン2枚
●Made in China

Art.No. 68118(JPN) ( ローター式ペンホルダー角丸型 )
本体価格 ￥

13,000 ＋税

カテゴリー : プロフェッショナルライン

中国式
ペンホルダー

NEW 好評発売中

[ ヨーラ マテネ OFF]
代表品番 : 61505B

ボールフィーリングに富む薄め・軟らかめの木材に特殊素材PPA-CARBONをアウターに配置した
最新ラケットで、
球持ちが良く、
回転が掛けやすい、
ラージボールにもおススメの1本です。
●木材5枚+PPA-Carbon 2枚 ●Made in China

Art.No. 61505(FL)  61507(ST)
本体価格 ￥

10,000 ＋税

カテゴリー : パフォーマンスライン
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LARGE BALL［ ラージボール用品 ］

ラージはヨーラ。ラージボール
[ ヨーラ ノビリス ]

[ ヨーラ エナゴン ]

軽量・高反発の特殊素材PBO-Cを採用した
板厚7.1mmのパワフルなラケットでラージ
契約選手も使用。ラージボールにもおススメ
の1本です。
●木材3枚+PBO-C 2枚
●Made in Korea

アウターに特殊素材SUPER PBO-Cを
配置。板厚を薄目(5.6mm)にすることで
アウターの常識を覆す軟らかく抜群のボー
ルフィーリングを実現。ラージボールにも
おススメの1本です。
●木材5枚+SUPER PBO-C 2枚
●Made in Hungary

代表品番 : 61275B

Art.No. 61275(FL)  61277(ST)
61278(CHN)( 中国式ペンホルダー )
本体価格 ￥

26,000 ＋税

代表品番 : 61450B

Art.No. 61450(FL)  61452(ST)
本体価格 ￥

28,500 ＋税

カテゴリー : プレミアムライン

カテゴリー : プレミアムライン

※ アルミケース入りの販売は終了致しました。

※ アルミケース入りの販売は終了致しました。

中国式
ペンホルダー

PBO-C Poly
(p-phenylen-2,
6-benzobisoxazol)
Fibres

SUPER PBO-C Poly(p-phenylen-2,6benzobisoxazol)+1K Carbon Fibre

[ ヨーラ アレグロ ]

[ヨーラ タンゴ ウルトララージ]

アレグロの一番の魅力は圧倒的なその反発力で
すが、一瞬ボールが食い込む感じがある為、強い
回転も掛けやすく、圧倒的なスピード、スピン特性
を実現したヨーラのラージボール用ラバーです。
●Made in Japan

スマッシュやミート打ち、前陣での攻守に抜
群の威力を発揮する、ドイツ製ラージボール
テンション表ラバーです。
●Made in Germany

代表品番 : 71353R

ラージ用テンション / 表ソフト

Art.No. 赤 71353（2.2mm）
71354（Max）
黒 71358（2.2mm）
71359（Max）
本体価格 ￥

代表品番 : 71290R

ラージ用テンション / 表ソフト

Art.No. 赤 71292（Max）
黒 71297（Max）
本体価格 ￥

5,000 ＋税

6,000 ＋税

[ ヨーラ アダジオ ]

[ヨーラ スコルダート]

コントロール性能を損なうこと無く一歩上の
スピード・スピンを実現したラージ界で話題
の高性能ラバーです。
●Made in Japan

ヨーラ最新のラージボール用ラバーのスコル
ダートは、粒高に近い粒形状を採用し、変化
重視のラバーで、ペンホルダーの裏面や守備
型選手におススメです。

代表品番 : 71328R

ラージ用 / 表ソフト

Art.No. 赤 71330（2.0mm）
71331（2.2mm）
71332（Max）
黒 71335（2.0mm）
71336（2.2mm）
71337（Max）
本体価格 ￥

3,800 ＋税

代表品番 : 71346R

●Made in Japan
変化重視ラージ用 / 表ソフト

Art.No. 赤 71346
（1.5mm）
71347
（1.8mm）
黒 71349
（1.5mm）
71350
（1.8mm）
本体価格 ￥

4,500 ＋税

※1.5mm、1.8mmはスポンジの厚さ表示です。 粒高に近い粒形状の為、スポンジ厚みは抑えられていますが、
シートを含むラバー全体の厚みは、1.5mm 表記で通常のラバーの 2.0（アツ)、1.8mm 表記でトクアツ(MAX)
に相当します。
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●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

プロモーションチーム活躍中！

香坂 亮志 (ヨーラ契約選手)

大貫 憲司 (ヨーラ契約選手)

永富 敏行 (ヨーラ契約選手)

石田 拳志郎 (ヨーラ契約選手)

全全国ラージ一般男子S 4連覇(26・27・28・29回)・
第1回全日本ラージ一般男子S3位・一般混合W3位・
第2回全日本ラージ一般男子S3位

全国ラージ一般男子S3位・
40A男子S準優勝(28回・29回)

全国ラージ50A男子S3位(27回)

●使用用具

●使用用具
アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
アルデンテカーボンLB(FL)

アレグロ赤MA X ( F )・スコルダート黒1 . 8 ( B )・
特注(角丸型)

全国ラージ一般男子S準優勝(30回)・
全日本ラージ一般混合W優勝(第1回・第2回)連覇・
第1回全日本ラージ一般男子S準優勝・

アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
香坂エクストリームLB(FL)

●使用用具

第2回全日本ラージ一般男子3位
●使用用具
使用用具：アレグロ黒MA X(F )・
アレグロ赤MAX(B)・ノビリス(FL)

山田 昭仁 (ヨーラ契約選手)

深野 翔也 (ヨーラ契約選手)

丸山 明彦 (ヨーラ契約選手)

大須賀 匠 (ヨーラ契約選手)

全国ラージ100A混合W連覇(29・30回)・
全日本ラージ50S優勝(第1回・第2回)連覇

全国ラージ一般男子W3位(30回)

全国ラージ男子S3位・W3位(29回)

第14回越後柏崎オープン一般男子S準優勝・

●使用用具

●使用用具

●使用用具

アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
マテネOFF(FL)

アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
クラシックカーボン(FL)

青木 智美 (ヨーラ契約選手)

池田 佳乃 (ヨーラ契約選手)

石川 萌子 (ヨーラ契約選手)

全日本ラージ一般混合W優勝(第1回・第2回)・
第1回全日本ラージ一般女子S準優勝・
第2回全日本ラージ一般女子S優勝

31回全国ラージ一般女子S3位・一般混合W優勝・
第2回全日本ラージ一般女子S準優勝

第2回全日本ラージ一般女子S3位・

●使用用具

アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
アルデンテカーボンエルビー(FL)

アレグロ黒MAX(F)・スコルダート赤1.8(B)・
ノビリス中国式ペン

アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
ノビリス(FL)

●使用用具

第12回関東ラージボール卓球大会一般女子S優勝

第10回下呂温泉いで湯卓球大会一般男子S準優勝
●使用用具
アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
陳衛星(ST)

全日本ラージ一般混合Ｗ優勝
(第1回・第2回)連覇
石田・青木組

●使用用具
アレグロ黒MAX(F)・アレグロ赤MAX(B)・
ノビリス(FL)

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。
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BALLS &
ACCESSORIES

【ボール 類・バ ッ グ 類・ケ ー ス 類・他 】

NEW 好評発売中

1球あたり

[ヨーラ プライム40+] ホワイト

170

￥

ABSプラ・スリースターボール(シーム有)
国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球 ● Made in China

＋税

Art.No. 40031（6 球入り箱）
本体価格 ￥

1,020 ＋税

1球あたり

[ヨーラ PUR 44+ 3スター] オレンジ

250

￥

＋税

シームレス・PURプラ・44mm 3スター
日本卓球協会公認 ● Made in China

1球あたり

85

￥
＋税

Art.No. 42103（3 球入り箱）
本体価格 ￥

750 ＋税

[ヨーラ マジック40+ トレーニング] ホワイト
ABSプラ・トレーニングボール(シーム有)

NEW 好評発売中

●Made in China

Art.No. 44216（72球入り箱）
本体価格 ￥

6,120 ＋税

1球あたり

[ヨーラ PUR 44+トレーニング] オレンジ
シームレス・PURプラ・44mm トレーニング

●Made in China

Art.No. 42111
（30球入り箱）
本体価格 ￥

4,600 ＋税

＋税

1球あたり

[ヨーラ フラッシュ 40+] ホワイト
シームレス・プラ・3 スター
国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球 ● Made in China

245

￥

＋税

Art.No. 40041（6 球入り箱）
本体価格 ￥

1,470 ＋税

[エレファント] セルロイド製 ホワイト・オレンジ

[ マルチサイズ セット ] セルロイド製 27〜55mmボール

ラージボールよりも大きい 55mm。
●サイズ : 55mm ●Made in China

●Made in China

Art.No. 42158（30 球 / 各色 15 ヶ）入りケース
本体価格 ￥
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245

￥

7,500 円＋税

Art.No. 42145（8 球入りケース）
本体価格 ￥

1,500 ＋税

●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

レッド

[ ヨーラ ボールケース ]

ブラック

●40mm用ボール3個収納
●Made in China

代表品番 : 42210A

●カラー：ブラック、レッド

Art.No. 42210（ブラック） 42211（レッド）
本体価格 ￥

NEW 6月下旬発売予定

900 ＋税

ブラック

ブラック×レッド

ブルーメタリック

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

ゴールド

[ヨーラ セーフ ヴィジョン]
●ラケット2本収納可
●Made in China

●サイズ：30×21×6.5cm

[ ヨーラ ハードケース ]
●カラー：ブラック×レッド

代表品番 : 80546A

●1本用フルケース ●サイズ：29×19×5cm 				
●カラー：ゴールド、
ブルーメタリック、
ブラック ●Made in China

Art.No. 80155（ブラック×レッド）

Art.No. 80546（ゴールド） 80548（ブルーメタリック） 80549（ブラック）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

2,800

＋税

3,200 ＋税

ブラック×レッド

NEW 6月下旬発売予定

NEW 6月下旬発売予定

ブラック×レッド

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

[ヨーラ ダブルケース ヴィジョン]
●ラケット2本収納可
●Made in China

●サイズ：31×18×5.1cm

[ヨーラ シューズバッグ ヴィジョン]
●カラー：ブラック×レッド

●サイズ：39×33cm

Art.No. 80154（ブラック×レッド）
本体価格 ￥

本体価格 ￥

2,500 ＋税

NEW 6月下旬発売予定

ブラック×レッド

●カラー：ブラック×レッド

●Made in China

Art.No. 80157（ブラック×レッド）

NEW 6月下旬発売予定

1,200 ＋税

ブラック×レッド

NEW 6月下旬発売予定

ブラック×レッド

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

[ヨーラ コーチバッグ ヴィジョン]

[ヨーラ リフレックス ヴィジョン]

[ヨーラ ツアーレックス ヴィジョン]

●コーチバッグ
●サイズ：31×41.5×10cm
●カラー：ブラック×レッド ●Made in China

●多機能バックパック ●サイズ：32×48×18cm
●カラー：ブラック×レッド
●Made in China

●多機能バッグ ●サイズ：60×35×27cm
●カラー：ブラック×レッド
●Made in China

Art.No. 80151（ブラック×レッド）

Art.No. 80152（ブラック×レッド）

Art.No. 80160（ブラック×レッド）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

本体価格 ￥

5,500

＋税

6,000

＋税

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。

※在庫限りで終了の上、新モデルに変更になります。

7,000 ＋税
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ACCESSORIES［ メンテナンス類・他 ］

[ヨーラ レックス]

レックス20mlセット
20mlボトル、ケース、スポンジ4ヶ、
クリップ(小)1ヶ

[ヨーラ エックスグルー]

代表品番 : 82035M

代表品番 : 82050M

ヨーラレックスは、新ルール対応のラバー貼り
付け用接着剤です。性状は人気のエックスグ
ルーとほぼ同様で乾きが早く、液状で伸びが
良いので、貼り付けが簡単です。その上、コス
トダウンも実現。
●新ルール対応接着剤
●日本卓球協会公認
●Made in Germany

大好評のエックスグルーは、新ルール対応
のラバー貼り付け用接着剤です。液状で
伸ばしやすく、乾きが早い為、貼り付けが
簡単。ラケット面に残留物が残っても、ベ
トつきが殆ど無いゴム状の膜になり、簡単
に剥がせます。
●新ルール対応接着剤
●日本卓球協会公認
●Made in Germany

Art.No. 82035 (20ml)
ケース入り・スポンジ・クリップ付き
本体価格 ￥

Art.No. 82050（37ml）

1,000 ＋税

本体価格 ￥

Art.No. 82036 (100ml)
スポンジ・クリップ付き

レックス100mlセット
100mlボトル、
スポンジ10ヶ、
クリップ(大)1ヶ

本体価格 ￥

Art.No. 82051（90ml）

2,100 ＋税

ショップ専用大容量1,000ml
も準備しております。
詳細はお問い合せ下さい。

82037（1000ml）
ショップ専用

本体価格 ￥

③初めにラバーのスポンジ面、
次にラケット面に接着剤を文字を書く様に塗り、付属のスポンジをクリップで挟み、
出来る限り均一に伸ばして下さい。
④約5分程乾かし、ラバースポンジ面とラケット表面に伸ばした接着剤の白い液体が透明になったら、ラバーを貼付けて下さい。良く乾燥させてから貼付けるのがポイントです。

本体価格 ￥

スポンジ50ヶ、クリップ(大)2ヶ

1,000 ＋税

82052（1000ml）
ショップ専用

換気の良い場所でご使用下さい。

②接着剤はラバースポンジ面とラケットの両方に塗って下さい。

Art.No. 82039

ショップ専用大容量1,000ml
も準備しております。
詳細はお問い合せ下さい。

使用上の注意

①ラケット表面の木が軟らかいものには、予めラケット保護ニスを塗って下さい。

ショップ専用 エックスグルー等、ラバー接着剤
塗布用のスポンジセットです。
●Made in Germany

2,900 ＋税

※37ml、
90ml共に、
スポンジ10ケと
クリップ1ケがセットになっています。

使用方法

[ スポンジセット]

1,900 ＋税

ラテックスアレルギーの方はご使用をお控え下さい。
ビニール製の手袋等着用をして作業をして下さい。

[ ラバークリーナースポンジ ]
●Made in Germany

Art.No. 84045
本体価格 ￥

650 ＋税

[ ターボクリーナー ]

[ローラー]

●新ルール対応 ラバークリーナー ●ポンプ式ミストタイプ 250ml
新ルール対応のラバー専用クリーナーです。ラバー表面に軽く吹
き付け、ラバークリーナースポンジで拭き取って下さい。
●Made in Germany

ラバー貼り用ローラー兼、ボールケース(40mmボール
専用）
です。
●サイズ：25.5cm
（長さ)4.7cm
（外径）4.2cm（内径）
●Made in India

Art.No. 84015

Art.No. 83050

本体価格 ￥

本体価格 ￥

1,200 ＋税

600 ＋税

[ ラケット保護ニス ]

[ ジャンボ サインラケット ]

ラケット表面の板剥がれ等から保護する水溶性ニスです。
●Made in Germany

●サイズ：全長42×幅28.5cm
●Made in China

Art.No. 82100

Art.No. 81007

本体価格 ￥

本体価格 ￥

1,500 ＋税

3,000 ＋税

[テーブルクリーナー]
卓球台の性能に最も大切な卓球台の天板。卓球台表面を水拭
きし放置するのは、湿気を嫌う天板に良くありません。揮発性の
このクリーナーなら、汗などの油分をさっと落とし素早く乾燥し
ますので天板のメンテナンスに最適です。
●卓球台専用クリーナー ●ポンプ式スプレー500ml
●Made in Germany

Art.No. 84010

1,500＋税

本体価格 ￥
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●カタログ上の印刷の色と実物の色が若干異なる場合があります。

ACCESSORIES［ メンテナンス類 ］& EQUIPMENT［ 大会サポート用具 ］

JOOLA EDGE TAPE JAPAN
[サイドテープ ジャパン]

[サイドテープ ジャパン]

代表品番 : 96675M

●Made in Germany

代表品番 : 96684M

●Made in Germany

[8mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96678 本体価格
5M ロール ： Art.No. 96679 本体価格
50M ロール： Art.No. 96680 本体価格
[10mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96681 本体価格
5M ロール ： Art.No. 96682 本体価格
50M ロール： Art.No. 96683 本体価格

5M ロール ： Art.No. 83036 本体価格
50M ロール： Art.No. 83037 本体価格
[12mm レッド ]
0.5M 1 本用： Art.No. 83047 本体価格
5M ロール ： Art.No. 83048 本体価格
50M ロール： Art.No. 83049 本体価格

￥

300 ＋税

5M ロール ： Art.No. 96685 本体価格 ￥ 1,500 ＋税
50M ロール： Art.No. 96686 本体価格 ￥ 4,000 ＋税
[10mm ピンク ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96687 本体価格

300 ＋税
￥ 1,500 ＋税
￥ 4,000 ＋税
￥

EDGE TAPE
[10mm レッド ]
0.5M 1 本用： Art.No. 83035 本体価格

[8mm ピンク ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96684 本体価格

300 ＋税
￥ 1,500 ＋税
￥ 4,000 ＋税
￥

￥

300 ＋税

5M ロール ： Art.No. 96688 本体価格 ￥ 1,500 ＋税
50M ロール： Art.No. 96689 本体価格 ￥ 4,000 ＋税

[サイドテープ]

300 ＋税
￥ 1,500 ＋税
￥ 3,500 ＋税
￥

300 ＋税
￥ 1,500 ＋税
￥ 3,500 ＋税
￥

代表品番 : 83012M

●Made in Germany

[10mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 83023 本体価格

￥

300 ＋税

5M ロール ： Art.No. 83027 本体価格 ￥ 1,500 ＋税
50M ロール： Art.No. 83012 本体価格 ￥ 3,500 ＋税
[12mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 83044 本体価格

￥

300 ＋税

5M ロール ： Art.No. 83045 本体価格 ￥ 1,500 ＋税
50M ロール： Art.No. 83046 本体価格 ￥ 3,500 ＋税

EDGE PROTECTION TAPE
[サイド プロテクション テープ]
代表品番 : 96662M

ラケット側面を保護する、スポンジ状（厚さ1.8ｍｍ）
のサイドテープです。
●Made in China

[10mm レッド ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96664 本体価格 ￥ 300 ＋税
[12mm レッド ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96665 本体価格 ￥ 300 ＋税

[10mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96662 本体価格 ￥ 300 ＋税
[12mm ブラック ]
0.5M 1 本用： Art.No. 96663 本体価格 ￥ 300 ＋税

大会サポート用具
[ リザルト ]

[ ピッコロ ]

コンパクトな箱型、文字カラー。
●サイズ：40cm(W)×22cm(H)
●Made in India

小型スコアーカウンター。
●サイズ：24cm(W)x15cm(H)x8.3cm(D)
●Made in China

Art.No. 22402

Art.No. 22400

本体価格 ￥

5,500 ＋税

送料別途

●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。

本体価格 ￥

2,200 ＋税
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ACCESSORIES, CLUB ACCESSORIES & LEISURE TABLES［ ゼッケンピン・フェンス・タオルボックス・ミニ卓球台・他 ］

カプリブルー

NEW 好評発売中

[ゼッケンピン フラワー]
代表品番 : 96743A

大人気ゼッケンピンにクリスタルフ
ラワーが追加。丁寧なつくりの日本
製ゼッケンピンです。ヘッドは脱着
可能です。
●ヘッドサイズ：15mm×10mm
●Made in Japan
ブルージルコン

シトリン

Art.No. 96743（ブルージルコン）
96744（シトリン）
本体価格 ￥

700 ＋税／セット

※2ヶで1セットです。

ローズ

[ゼッケンピン フラワー]

代表品番 : 96738A

大人気ゼッケンピンにゴージャスな新作のフラワーが追加。丁寧な
つくりの日本製ゼッケンピンです。ヘッドは脱着可能です。
●ヘッドサイズ：15mm×10mm ●Made in Japan

Art.No. 96738（カプリブルー） 96739（ローズ）
本体価格 ￥

600 ＋税／セット ※2ヶで1セットです。

ブラック×レッド

クローバー アプサント

ステンド スター ブルー

クローバー ピンク×ローズピーチ

ステンド ハート ピンク

[ゼッケンピン]

[ゼッケンピン]

代表品番 : 96735A

ピンク×ピンク
代表品番 : 96718A

[ ゼッケンピン ]

代表品番 : 96707A

人気ゼッケンピンに新作のクローバーが追加。丁寧なつくりの
日本製ゼッケンピンです。
ヘッドは脱着可能です。
●ヘッドサイズ：15mm×10mm ●Made in Japan

人気のゼッケンピンにステンドタイプが追加。丁寧なつくりの日
本製ゼッケンピンです。
ヘッドは脱着可能です。
●ヘッドサイズ：15mm×10mm ●Made in Japan

可愛い卓球ラケットのデザインを施した丁寧なつくりの日本製ゼッケン
ピンです。ヘッドは脱着可能です。可愛い新色ピンクが追加になりました。
●ヘッドサイズ：15mm×10mm ●Made in Japan

Art.No. 96735
（クローバー アプサント）
96736
（クローバー ピンク×ローズピーチ）

Art.No. 96718（ステンド スター ブルー）
96719（ステンド ハート ピンク）

Art.No. 96707（ブラック×レッド）
96708（ピンク×ピンク）

本体価格 ￥

本体価格 ￥

本体価格 ￥

500 ＋税／セット ※2ヶで1セットです。

500 ＋税／セット ※2ヶで1セットです。

500＋税／セット ※2ヶで1セットです。

[ タオルボックス ]
ダンボール製の軽量、低価格のタオルボックスです。
●'04〜'09 ジャパンオープン公式使用
●40cm(W)×82cm(H)×40cm(D)
●Made in China

Art.No. 22545

[ヨーラフェンス2.0M ]
軽量で楽々設置・収納可能。
低価格で経済的。
●カラー：ライトブルー ●サイズ：2.0m（W）×70cm（H） ●重量：2.5kg ●Made in Germany

本体価格 ￥

2,500 ＋税

送料別途

Art.No. 22260
本体価格 ￥

7,000 ＋税

送料別途

[ ミッドサイズ卓球台 ]

[ ヨーラミニ卓球台 ]

●セパレート式・脚部折畳み可
●サイズ：168×84×76cm
●重量：22kg
●専用ネット・ サポート付き
●ブルー ●Made in China

●天板折畳み不可・脚部折畳み可
●サイズ : 90×45×76cm
●重量：7kg
●Made in China

Art.No. 19100

Art.No. 19110
本体価格 ￥
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28,000 ＋税

送料別途

本体価格 ￥

12,000 ＋税

送料別途

●諸事情により、
予告無く、
生産中止となったり、
規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。

TABLES［ 卓球台 & ネットサポート・テーブルクリーナー等 ］

●SCは、SUPER COMPACTの意味で、従来 ●内脚4脚には、大型キャ ●外脚には、ロックナッ
スター ( φ 1 2 5 m m )
の卓球台よりコンパクト（66W×161H）に
ト付きゴム製の水平
収納可能。卓球台の移動・開閉も分かり易く、 を装備。うち2脚は、
アジャスターを装備。
ストッパー付きです。
より容易になりました。

A: 通常のサイズ
B: 車椅子用のサイズ

受 注 生産

車椅子の方でも
安心してご使用になれます。
パラリンピックバルセロナ・シドニー・ア
テネでの公式卓球台サプライヤーとして
の実績を持つ「ヨーラ」が自信を持ってお
薦め出来る競技用卓球台。車椅子卓球で
の使用も可能。(車椅子卓球でも使用出来
るよう「エンド」から「手前の脚」までの距
離が40cm確保されています。
)

受注生産

[ヨーラ3000 SC]

[ヨーラ3000 SC W 車椅子対応]

●'03〜'09 ジャパンオープン(荻村杯)公式使用
●22mm天板、一体型内折式
●収納:66×161cm キャスター径:φ125mm 重量:125kg
●国際卓球連盟公認、日本卓球協会検定品(010210JLT01)
●Made in Germany

人気の3000SCの車椅子対応バージョンです。通常の3000SCより、外脚が卓球台の
内側に取り付けられています。
●22mm天板、
一体型内折式
●収納:66×161cm キャスター径:φ125mm 重量:125kg
●国際卓球連盟公認 ●Made in Germany

Art.No.10010

Art.No.11430
本体価格 ￥

230,000 ＋税

※ 別途実費送料頂きます。※ 受注後手配となります。

本体価格 ￥

230,000 ＋税

※ 別途実費送料頂きます。※ 受注後手配となります。

卓球台は重量物ですので、使い方を誤ると危険です。設置や収納は管理責任者が行うか、管理者が十分に取扱説明を行った上で、取扱いを理解した大人の方が行って下さい。

卓球台取扱に関するお願い

子供や部外者だけでの設置や収納がないようにして下さい。

22mm天板
（ヨーラ製最高級）を使用した、
コストパフォーマンス抜群の
卓球台です。

省スペースで
収納出来、
移動も簡単。
全ヨーロッパで愛されている
卓球台。

受 注 生産

受注生産

[ヨーラ デュオマット]

[ヨーラ ワールドカップ]

●2000年ヨーロッパ選手権公式使用卓球台 ●22mm天板、セパレート式
●収納:62×166cm キャスター径:φ125mm 重量:126kg
●国際卓球連盟公認、日本卓球協会検定品(98-T-002) ●Made in Germany

●22mm天板、
セパレート式 ●低価格、
高性能卓球台
●収納:62×166cm キャスター径:φ75mm 重量:106kg
●日本卓球協会検定品(010008JLT01) ●Made in Germany

Art.No. 11420

Art.No. 11481

本体価格 ￥

200,000 ＋税

※ 別途実費送料頂きます。※ 受注後手配となります。

本体価格 ￥

150,000 ＋税

※ 別途実費送料頂きます。※ 受注後手配となります。

[テーブルクリーナー]
卓球台の性能に最も大切な
卓球台の天板。卓球台表面を
水拭きし放置するのは、湿気を嫌う天
板に良くありません。揮発性のこのク
リーナーなら、汗などの油分をさっと
落とし素早く乾燥しますので天板の
メンテナンスに最適です。
●卓球台専用クリーナー
●ポンプ式スプレー500ml
●Made in Germany

写真は
ベースとなる2000-S卓球台
受 注 生産

Photo by courtsey of the ITTF

[ヨーラ 2000-S W ショーコート]
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Art.No. 84010

数多くの国際大会で使用実績のあるショーコート卓球台です。脚部カバー上のデザインは、オンデマンドにて製作可能。脱着可能、MDF製。車椅子対応。
●22mm天板、
セパレート式 ●特殊折畳み方式(常設卓球場向き) ●国際卓球連盟公認 ●Made in Germany

1,500＋税

本体価格 ￥

Art.No. 11471 ※ 別途実費送料頂きます。( 価格・仕様詳細 要問い合わせ )※ 受注後手配となります。

[ WM ネットサポート ]

[ スプリングネットサポート ]

ネット支柱をサポートに差し込むタイプのネットサポート
です。サポートは、ネジクランプ形式で台に固定します。
●ITTF・JTTA公認 ●Made in China

ネット支柱をサポートに差し込むタイプのネットサポート
です。
サポートは、
クリップ形式で台に固定します。
●ITTF・JTTA公認 ●Made in China

Art.No. 31030

Art.No. 31050

本体価格 ￥

8,000 ＋税

送料別途

●卓球台の脚部塗装色は予告無く変更となる場合がございます。カタログと色が異なる場合がございますが、
予めご了承下さい。
●諸事情により、予告無く、生産中止となったり、規格・仕様・価格等が変更となる場合がございますが、
予めご了承下さい。

本体価格 ￥

8,000 ＋税

送料別途
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