2020 AUTUMN
FREEZE
●木材5枚+AL-C 2枚

[ヴァイザリズ フリーズ]

代表品番：65000B

●Made in Korea

アウターに特殊素材AL-Cを配置。革新的な低温圧着プロセスにより接着された合板は、従来に比べ繊細で確かなボールフィー
リングを実現。最先端の接着技術と特殊素材AL-Cの組み合わせで柔らかいタッチと高い軌道を可能にしたラケットです。
Art.No. 65000(FL) 65003(ST)
65004(CHN中国式ペンホルダー）
本体価格 ￥25,000+税

上 板 ： LIMBA（リンバ）
2枚目 ： AL-C（特殊素材）

スピード

11月中旬
発売予定

3枚目 ： LIMBA（リンバ）

剛性

芯 材 ： KIRI（キリ）

コント
ロール

コンタクト

正確度

trinity
●木材5枚+"X3" 2枚

[ヴァイザリズ トリニティー]

代表品番：65010B

●Made in Korea

水平方向にPBO-Cと垂直方向にAL-C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
採用し、
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。
Art.No. 65010(FL) 65013(ST)
65014(CHN中国式ペンホルダー）

上 板 ： LIMBA（リンバ）

本体価格 ￥34,000+税

2枚目 ： X3（特殊素材）
スピード

11月中旬
発売予定

3枚目 ： LIMBA（リンバ）
コント
ロール

剛性

コンタクト

芯 材 ： AYOUS（アユーズ）

正確度

HYBRID
●木材5枚+ (PBO-C・SUPER PBO-C) 2枚

[ヴァイザリズ ハイブリッド]

代表品番：65020B

●Made in Korea

フォア面とバック面に異なる特殊素材SUPER PBO-CとPBO-Cをアウターに配置。上板には、
コトを採用し、よりダイレクトな
ボールフィーリングを実現したハイブリッドなラケットです。
Art.No. 65020(FL) 65023(ST)

本体価格 ￥32,000+税

上 板 ： KOTO（コト）
2枚目 ： SUPER PBO-C
（特殊素材）

スピード

11月中旬
発売予定

剛性

コント
ロール

芯 材 ： KIRI（キリ）
3枚目 ： LIMBA（リンバ）
2枚目 ： PBO-C（特殊素材）

コンタクト

ヨーラジャパン 〒206-0036

3枚目 ： LIMBA（リンバ）

正確度

上 板 ： KOTO（コト）
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2020 AUTUMN
ブラック

ブラック

[ヨーラ マコ20] 代表品番：92184T

[ヨーラ ベーシック20] 代表品番：92208T

●ポリエステル100%

●ポリエステル100%

●男女兼用(ヨーロッパサイズ)

●男女兼用(ヨーロッパサイズ)

Art.No. ブラック 92184(XXS)〜92191(XXXL)

Art.No. ブラック 92208(XXS)〜92215(XXXL)

ネイビー 92196(XXS)〜92203(XXXL)

本体価格 ￥5,000+税

ネイビー 92220(XXS)〜92227(XXXL)

本体価格 ￥4,700+税

[Tシャツ コンペティション20]

[ヘッドバンド]

代表品番：96202T

●フリーサイズ ●ブラック×ホワイト

●コットン60％・ポリエステル40%

Art.No. 98920

●男女兼用(ヨーロッパサイズ)

本体価格 ￥1,000+税

ネイビー

Art.No. グリーン 96182(XXS)〜96189(XXXL)
本体価格 ￥3,500+税

ネイビー×ライム

ティール

ネイビー×オレンジ

[プロブラスト] 代表品番：98400T

●サイズ36(23.5cm)〜46(28.5cm)

[ネクスト20] 代表品番：98361T

●サイズ36(23.5cm)〜45(28.0cm)

Art.No. ネイビー
98400(36) 98401(37) 98402(38) 98403(39) 98404(40) 98405(41)
98406(42) 98407(43) 98408(44) 98409(45) 98410(46)

Art.No. ネイビー×ライム
98361(36) 98362(37) 98363(38) 98364(39) 98365(40)
98366(41) 98367(42) 98368(43) 98369(44) 98370(45)

Art.No. ティール
98412(36) 98413(37) 98414(38) 98415(39) 98416(40) 98417(41)
98418(42) 98419(43) 98420(44) 98421(45) 98422(46)

Art.No. ネイビー×オレンジ
98371(36) 98372(37) 98373(38) 98374(39) 98375(40)
98376(41) 98377(42) 98378(43) 98379(44) 98380(45)

本体価格 ￥12,000+税

本体価格 ￥12,000+税

[サイドテープ ヨーラ]

[サイドテープ ダイナライズ]

[10mm ブラック] 代表品番：83113M

[10mm パープル] 代表品番：83123M

[10mm パープル] 代表品番：83103M

5 M ロ ー ル：Art.No.83112 本体価格 ￥1,200+税

5 M ロ ー ル：Art.No.83122 本体価格 ￥1,200+税

5 M ロ ー ル：Art.No.83102 本体価格 ￥1,200+税

0.5M 1本用：Art.No.83113 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83110 本体価格 ￥3,500+税

0.5M 1本用：Art.No.83123 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83120 本体価格 ￥3,500+税

0.5M 1本用：Art.No.83103 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83100 本体価格 ￥3,500+税

[12mm ブラック] 代表品番：83118M

[12mm パープル] 代表品番：83128M

[12mm パープル] 代表品番：83108M

5 M ロ ー ル：Art.No.83117 本体価格 ￥1,200+税

5 M ロ ー ル：Art.No.83127 本体価格 ￥1,200+税

5 M ロ ー ル：Art.No.83107 本体価格 ￥1,200+税

0.5M 1本用：Art.No.83118 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83115 本体価格 ￥3,500+税
ヨーラジャパン 〒206-0036

0.5M 1本用：Art.No.83128 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83125 本体価格 ￥3,500+税

0.5M 1本用：Art.No.83108 本体価格 ￥300+税

50M ロール：Art.No.83105 本体価格 ￥3,500+税
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