株式会社都村製作所

Soccer·Tennis·Backnet

サッカー・テニス・バックネット他
浅野金属工業（株）製

VT-5073 ステンレスネット巻

（個）￥��,��� / 税込￥��,���
・材質：特殊ステンレス
・重量≒�.�㎏（ハンドル含む）
・ウォーム式

AS-3677 アルミサッカーゴール＜一般＞

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

日本サッカー協会規格品
・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/φ���㎜
・重量≒���kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・支柱□��×��㎜ ・高�,���㎜
・重量≒��.�㎏ ・ウォーム式ネット締器付

AS-3679 アルミサッカーゴール＜ジュニア＞

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

日本サッカー協会規格品
・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/φ���㎜
・重量≒���kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

支柱断面

AS-3900 鉄製サッカーゴール

AT-2490 屋外用ステンレステニスポスト＜丸型＞

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・支柱φ��.�㎜ ・高�,���㎜
・重量≒��.�㎏ ・ウォーム式ネット締器付

AT-2220 ケーシング＜角型＞

AT-2086 屋外用二重鉄筒

AT-2206 ケーシング＜丸型＞

（組）￥��,��� / 税込￥��,���

（組）￥��,��� / 税込￥��,���

（組）￥��,��� / 税込￥��,���

・�本�組 ・ステンレス製���㎜
・重量≒��.�㎏ ・支柱□��×��㎜用

・�本�組
・外筒���㎜、中筒���㎜
・支柱φ��.�㎜用

・�本�組 ・ステンレス製���㎜
・重量≒��.�㎏ ・支柱φ��.�㎜用

＜ジュニア＞

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

・高�,���×幅�,���㎜
・クロスバー、ゴールポスト/□８０×��㎜
・重量≒���kg
・ネット支持具付（ネット別途）
・杭�本付

AT-2102 コ型センター金具

AT-2105 M型センター金具

BF-9460 アウトドアタイマー

・W���×D���×H���㎜ ・重量≒�.�kg
・電子ペーパー表示 ・単三電池�本（別途）
・防水機能はありませんので屋外常設はしないでください。

AH-4541 アルミハンドボールゴール

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/□��×��㎜
・重量≒��kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

AH-4300 鉄製ハンドボールゴール

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/□��×��㎜
・重量≒���kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

品

・W���×L���×H���㎜

名

白色

・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/φ��㎜
・重量≒��kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

AT-����

ジュニアサッカーゴールネット

白色

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

AT-����

AS-4686 鉄製フットサルゴール

・高�,���×幅�,���㎜ ・クロスバー、ゴールポスト/φ��㎜
・重量≒���kg ・ネット支持具付（ネット別途） ・杭�本付

AT-����

AT-����

AT-����

ジュニアサッカーゴールネット
ハンドボールゴールネット
ハンドボールゴールネット
フットサルゴールネット

スチールウェイト＜角型＞

（組）￥��,��� / 税込￥��,���

一般サッカーゴールネット

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

AS-4730

スチールウェイト＜丸型＞

AT-����

AS-4692 アルミフットサルゴール

・ネット固定還付

AS-4740

（台）￥��,��� / 税込￥��,���

番

屋外用テニスセンター金具

（個）￥��,��� / 税込￥��,���

・ステンレス製 ・重量≒�.�㎏
・クレーコート用

・ステンレス製 ・重量≒�.�㎏
・全種コート用

品

AT-2066

（個）￥��,��� / 税込￥��,���

（個）￥��,��� / 税込￥��,���
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白色
白色
緑色
白色

・重量≒２０ｋｇ

仕

六角目���×���㎜

六角目���×���㎜
四角目���㎜

（組）￥��,��� / 税込￥��,���

・W���×L���×H��㎜ ・重量≒２０ｋｇ

様

単位

PPラッセル無結節

HTPPラッセル無結節

再生ポリエチレンネット

六角目���×���㎜

定

HTPPラッセル無結節

価

（組） ￥��,���

/ 税込￥��,���

（組） ￥��,���

/ 税込￥��,���

（組） ￥��,���

HTPPラッセル

ポリブレードネット

六角目���×���㎜
四角目���㎜

サッカー・テニス・バックネット他

サッカー・テニス・バックネット他

AT-2450 屋外用ステンレステニスポスト＜角型＞

（組） ￥��,���

（組） ￥��,���
（組） ￥��,���

/ 税込￥��,���

/ 税込￥��,���

/ 税込￥��,���

/ 税込￥��,���

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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株式会社都村製作所
AT-3130 三連バッティングケージ

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

・W��,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付（上部ネット無し）
・移動車輪付
・折畳式
※�人が並んで安全にバッティング練習ができるケージです。

AS-7100 サッカーチームシェルター（鉄製）

（台）設計見積

サッカー・テニス・バックネット他

サッカー・テニス・バックネット他

イタリアセリエA採用モデル
・フレーム部： 鉄製（亜鉛メッキ）製
・カバー部: �㎜強化ポリカーボネイト製
・シート部: 耐水性合皮、��色選択可
・イタリア製

※シート数、全長は自由に設定できます。
例:チーム用��人掛け×�、審判用�人掛け×�
※シートにチームロゴ、スポンサー名表示可能
※車輪を付けて移動式にも変更可

AS-7200 サッカーチームシェルター（アルミ製）

（台）設計見積

イタリアセリエA採用モデル
・フレーム部： アルミ製
・カバー部: �㎜強化ポリカーボネイト製
・シート部: 耐水性合皮、��色選択可
・イタリア製
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※シート数、全長は自由に設定できます。
例:チーム用��人掛け×�、審判用�人掛け×�
※シートにチームロゴ、スポンサー名表示可能
※車輪を付けて移動式にも変更可

AT-3152 バッティングケージ

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付 ・内吊り ・移動車輪付

AT-3155 バッティングケージ

（台）￥���,��� / 税込￥�,���,���
・W��,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付 ・移動車輪付

AS-6430 アルミサッカースタッフベンチ

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��人用 ・ベンチ/成型品
・上面、側面/ポリカーボネイト張

AS-6420 アルミサッカー審判ベンチ

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���
・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・�人用 ・ベンチ/成型品
・上面、側面/ポリカーボネイト張

AT-3157 バッティングケージ＜衝立型＞

（台）￥��,��� / 税込￥��,���
・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付

AT-3257 バッティングケージ＜衝立型＞

AT-3159 バッティングケージ＜ピッチャー用＞

（台）￥��,��� / 税込￥��,���
・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付

AT-3169 バッティングケージ＜打込用＞

（台）￥��,��� / 税込￥��,���
・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付

（台）￥��,��� / 税込￥��,���
※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

・W�,���×D�,���×H�,���㎜
・��.�㎜目ネット付

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

73

株式会社都村製作所

AT-3540 防球フェンス＜コンクリート柱＞

（基）設計見積

・支柱間メッセンジャーワイヤロープ張り
・コンクリート柱の高さ及びネットについては、御指示ください。

AT-3670 バックネット＜鉄柱＞

（基）設計見積

AT-5040 コートブラシ

・W��,���×D�,���×H�,���㎜
・支柱φ��.�㎜ ・金網張り ・腰壁部表面防護パッド付

（本）￥��,��� / 税込￥��,���
・ブラシ幅�.�m ・重量�.�㎏
・耐候シダ毛 ・色：シダ色

アルミラグビーポール

・ケーシング付

品

番

仕

様

￥�,���,���

高��m ポール径φ���～��㎜

（対）

￥�,���,���

/ 税込￥�,���,���

￥�,���,���

/ 税込￥�,���,���

￥�,���,���

/ 税込￥�,���,���

AT-����

高��m ポール径φ���～��㎜

AT-����
AT-����
AT-����

価

（対）

高 �m ポール径φ���～��㎜

AT-����

定

高 �m ポール径φ���～��㎜

AT-����
AT-����

単位

高��m ポール径φ���～��㎜

高��m ポール径φ���～��㎜
高��m ポール径φ���～��㎜

高��m ポール径φ���～��㎜

AT-4674 ラグビーポールパッド

￥�,���,���

（対）

￥�,���,���

（対）
（対）
（対）

￥�,���,���

（対）

￥�,���,���

（対）

/ 税込￥�,���,���

/ 税込￥�,���,���

AT-5041 コートブラシ

・ゴム幅�.�m ・重量�.�㎏
・ゴム板幅���㎜

（本）￥��,��� / 税込￥��,���
・ブラシ幅�.�m ・重量�.�㎏
・ナイロン毛 ・色：グリーン

ラインマーク＜打込式＞

AT-5051 I 型 （個）￥�,��� / 税込￥�,���

・W��×D���×H��㎜

AT-5053 Ｔ型 （個）￥�,��� / 税込￥�,���

・W��×D���・���×H��㎜

AT-5052 Ｌ型 （個）￥�,��� / 税込￥�,���
AT-5054 丸型 （個）￥�,��� / 税込￥�,���

・W��×D���・���×H��㎜
・φ��×H��㎜

屋ッ
サ
外カ
器ー
具・テニス・バックネット他

サッカー・テニス・バックネット他

AT-����

・クリア塗装仕上

AT-5042 コートクリーナー

（本）￥��,��� / 税込￥��,���

/ 税込￥�,���,���
/ 税込￥�,���,���

/ 税込￥�,���,���

（組）設計見積

・長�,���㎜ ・�本�組 ・外被/防水帆布
※ポールの外径をご指示ください。

AT-4710 ラグビーポール運搬車

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

GS-8010 看的板＜�人立用＞

・W�,���×D�,���×H���㎜
・二段積型
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（台）設計見積

・W���×H�,���㎜ ・回転表示面 □���㎜
・表面/ポリカーボネイト張り

AT-7560 フラッグポール＜埋込式＞ ロープ操作
品

番

�FP-Uz

�FP-Uz

�FP-Uz

��FP-Uz

��FP-Uz
��FP-Uz

地上高さ

￥ ��,���

�m

￥���,���

/ 税込￥���,���

��m

￥���,���

/ 税込￥���,���

�m

��m
��m

￥���,���

￥���,���

￥���,���

品

番

�FP-Bcｚ

�FP-Bcｚ

��FP-Bcｚ

��FP-Bcｚ
��FP-Bcｚ

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

地上高さ

定

/ 税込￥���,���

/ 税込￥���,���

価

/ 税込￥���,���

�m

￥���,���

/ 税込￥���,���

��m

￥���,���

��m
��m

※�m単位でご用意できますのでお問い合せください。
※�FP～��FPは二分割、��FP以上は三分割となります。
※コンクリート壁面取付のバンド式も用意しております。

・≒�,���本入り

/ 税込￥���,���

￥���,���
￥���,���

・ユニクロメッキ
・重量�.�㎏

/ 税込￥���,���

�m

�m

・穴あき ・幅��㎜×長��m
・厚�㎜ ・重量�.�㎏

AT-5156 ラインテープ専用釘

（箱）￥��,��� / 税込￥��,���

価

�m

AT-7565 フラッグポール＜鋳物ベース式＞ ロープ操作
�FP-Bcｚ

定

AT-5154 屋外用ラインテープ

（巻）￥�,��� / 税込￥�,���

/ 税込￥���,���

￥���,���

/ 税込￥���,���

￥���,���

/ 税込￥���,���

/ 税込￥���,���

GS-8020 防矢ネット

（台）設計見積

・弓道場計画時、安全確保のため防矢ネットの設置が必要となります。設置に適した設計、施工を行います。

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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