株式会社都村製作所

Trampoline

トランポリン関連
SP-2016 スカイポリン＜スーパー＞

SP-2116 スカイポリン＜スーパー＞

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トランポリン・シャトル競技公式品

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トランポリン・シャトル競技公式品

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・普及パッド付(�枚�組)
・重量≒���㎏

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付(�枚�組)
・重量≒���㎏ ・フレームパッド受具付

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

（台）￥���,��� / 税込￥�,���,���

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜
・フレームパッド受具付
・ローラースタンド収納具付

SP-1105 スカイポリン＜ミラクル＞

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トレーニング用

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トレーニング用

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・�㎜テープベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���kg

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・��㎜テープベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���kg

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

トランポリン関連

トランポリン関連

SP-1104 スカイポリン＜ミラクル＞

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

SP-2516 スカイポリン＜マスタースーパー＞

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トランポリン・シャトル競技公式品

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トランポリン・シャトル競技公式品

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・普及パッド付（�枚�組）
・重量≒���㎏

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付(�枚�組)
・重量≒���㎏ ・フレームパッド受具付

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
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SP-2616 スカイポリン＜マスタースーパー＞

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

パッド受具（バネ）
収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜
・フレームパッド受具付
・ローラースタンド収納具付

SP-1206 スカイポリン＜グランドマスター＞

SP-1207 スカイポリン＜グランドマスター＞

SP-2716 スカイポリン＜マスタースーパー＞

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
初心者用

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
初心者用

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
トランポリン・シャトル競技公式品

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・�㎜テープベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���kg

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・��㎜テープベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���kg

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊 ・幅広パッド付(�枚�組)
・重量≒���㎏ ・フレームパッド受具付

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

（台）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

パッド受具（テープ）

SP-2101 ステップ（手摺付）

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・幅���㎜ ・移動車輪付
・手摺/ステンレス製、取除式
※ミドルサイズトランポリン用

SP-2102 ステップ

（台）￥���,��� / 税込￥�,���,���

ローラースタンド収納具

（台）￥��,��� / 税込￥��,���
・幅���㎜ ・移動車輪付
※ミドルサイズトランポリン用

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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SP-3023 スカイポリン＜ジュニア＞

SP-3123 スカイポリン＜ジュニア＞

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
小中学校用

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
小中学校用

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング��本吊 ・普及パッド付（�枚�組）
・重量≒���㎏

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング��本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���㎏ ・フレームパッド受具付

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

公式競技時器具セット姿

EU-8150 アルティメイト �×�

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・ベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊
・重量≒���㎏
・��㎜公式パッド、パッド受付
・リフティングローラースタンド付

・フレーム/�,���×�,���×H�,���㎜
・ベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング���本吊
・重量≒���㎏
・��㎜公式パッド、パッド受付
・リフティングローラースタンド付

（台）設計見積

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

幼児/児童用

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・ゴムケーブル吊 ・移動車輪付 ・重量≒��㎏

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・スプリング��本吊 ・幅広パッド付（�枚�組）
・重量≒���㎏ ・フレームパッド受具付
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SP-4024 ロンパー

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

幼児/児童用

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

収納時
・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
寸法/W�,���×D���×H≒�,���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・ゴムケーブル吊 ・移動車輪付 ・重量≒��㎏

SP-4050 ロンパー

EU-2730 公式競技用補助台

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

EU-2800 公式競技用補助マット

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

・�,���×�,���㎜

・�,���×�,���×H���㎜ ・�枚�組

（組）設計見積

幼児用

・�台�組 ・重量≒��㎏/台

（組）設計見積

・重量≒��㎏/枚

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×�,���㎜
・ゴムケーブル吊 ・移動車輪付 ・重量≒��㎏

収納時

SP-4031 ミニロンパー＜B型＞

幼児用

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/�,���×���㎜
・ゴムケーブル吊 ・移動車輪付 ・重量≒��㎏

収納時 寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

トランポリン関連

トランポリン関連

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

SP-4025 ロンパー（手摺付）

日本体操協会トランポリン委員会普及検定品
リハビリ用
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国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

（台）設計見積

SP-3223 スカイポリン＜ジュニア＞

EU-8170 アルティメイト �×�

SP-4026 ミニロンパー＜A型＞

幼児用

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/���×���㎜
・ゴムケーブル吊 ・重量≒��㎏

EU-2112 フリースタイル用フレームパッド

（台）設計見積

・フレーム/アルティメイト用
・��㎜公式パッド（�枚�組）
・黒色 ・重量≒��kg

EU-2900 補助台・補助マット用収納車

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・W���×D�,���×H�,���㎜
・補助台�台、補助マット�枚積

EU-2950 設置安定板

（組）設計見積

・���×���㎜
・トランポリン本体用（�個�組）
・補助台用（�個�組）

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所

EU-2450 ダブルミニトランポリン用着地マット

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

EU-2400 ダブルミニトランポリン

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

・�,���×�,���×H���㎜
・�枚�組 ・カバー付（�,���×�,���×���㎜）

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

（枚）￥���,��� / 税込￥���,���

EU-2452 ダブルミニトランポリン用走路

（台）設計見積

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・�㎜テープベッド/�,���×���㎜
・重量≒���㎏

SP-7022 ゆかマット

（組）設計見積

収納時

寸法/W�,���×D���×H�,���㎜

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン＋ポリエチレンフォーム
・外被/ターポリン布
・相互ジョイント用マジックテープ付

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

（組）設計見積

・�,���×��,���㎜（表面青色カーペット貼）
・重量≒��㎏

EU-6020 ミニトランプジム

一般用

（台）設計見積

・フレーム/�,���×�,���㎜
・�㎜テープベッド/���×���㎜ ・スプリング��本吊
・フレーム角度調節式 ・重量≒��kg

EU-6010 ドラドトランポリン

一般用

（台）設計見積

・フレーム/�,���×�,���㎜
・ストリングスベッド/���×���㎜ ・スプリング��本吊
・フレーム角度調節式 ・重量≒��kg

（枚）設計見積

SP-8520 ツイストベルト

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン＋ポリエチレンフォーム
・外被/ターポリン布
・表面/カーペット張
・相互ジョイント用マジックテープ（別途）

（個）設計見積

・S型 ウエスト��～��㎝
・M型 ウエスト��～��㎝
・L型 ウエスト��～��㎝
・連結金具、吊りロープ（別途）

SP-7052 ジョイントテープ（�m）

（個）設計見積
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SP-7053 ジョイントテープ（�m）

（個）設計見積

SP-8530 ハーネスベルト

（個）設計見積

・ウエスト��～���㎝
・連結金具、吊りロープ（別途）

SP-7021 ゆかマット

（枚）￥���,��� / 税込￥���,���

SP-8120 ロージェ装置（組立型）

（基）設計見積

・フレーム/W�,���×H�,���㎜
・吊りロープ、フレーム固定ロープ�本付
・ツイストベルト、バンジーケーブル（別途）
※ユーロ社ラージトランポリン取付用

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

SP-8125 ロージェ装置（固定型）

（基）設計見積

・吊りロープ、滑車付
・ツイストベルト、バンジーケーブル（別途）

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン＋ポリエチレンフォーム
・外被/ターポリン布
・相互ジョイント用マジックテープ付

SP-8540 バンジーケーブル

（組）設計見積

・��本�組
・連結金具（�個付）

SP-7010 補助マット

（枚）￥���,��� / 税込￥���,���

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン+ポリエチレンフォーム
・外被/ナイロンタフタ布

SP-7012 補助マット

（枚）￥���,��� / 税込￥���,���

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン+ポリエチレンフォーム
・外被/ナイロンタフタ布

SP-7015 安全マット

（枚）￥���,���

/ 税込￥���,���

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン+ポリエチレンフォーム
・外被/ターポリン布

SP-7016 安全マット

（枚）￥���,��� / 税込￥���,���

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/ウレタン+ポリエチレンフォーム
・外被/ターポリン布
※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

トランポリン関連

トランポリン関連

SP-7030 ゆかマット

国際体操連盟公式競技認定品
日本体操協会トランポリン委員会公式検定品
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株式会社都村製作所

EU-8800 トランポリントラックS型

SP-7009 スポッターマット

（台）設計見積

日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

（枚）￥��,��� / 税込￥��,���

・フレーム/W�,���×H���㎜
・ベッド幅�,���㎜ ・スプリング吊
・トラック長さ�～��m（長さご指示ください） @�m

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/国際体操連盟強度規格適合ウレタンフォーム
・外被/ナイロンタフタ布 ・重量≒�.�kg

EU-7110 計測ベース

SP-7019 スポッターマット

日本体操協会トランポリン委員会公式検定品

EU-8300 トリムトランプ

（枚）￥��,��� / 税込￥��,���

ジョギング用

（台）設計見積

・フレーム/対辺�,���×H���㎜ ・ベッド/対辺���㎜
・スプリング��本吊 ・重量≒��kg

・W���×D���×H��㎜

EU-7100 HDTSオールインワン測定システム

EU-7105 収納ケース

（台）設計見積

国際体操連盟公式競技認定品

（組）設計見積

No.�
No.�
No.�
No.�

ご指示ください

・W���×D���×H���㎜
・移動車輪付

・計測ベース�個（トランポリン�台測定） ・跳躍時間、水平移動測定
・相互接続ケーブル付 ・パソコン（別途）

EU-5050 ミニトランプ���

トランポリン関連

トランポリン関連

・�,���×�,���×H���㎜
・芯材/国際体操連盟強度規格適合ウレタンフォーム
・外被/ブロード布 ・重量≒�.�kg

（個）設計見積

小中学校用

（台）設計見積
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EU-6050 ミニトランプ���

小中学校用

（台）設計見積

・フレーム/�,���×�,���×H���～���㎜
・��㎜テープベッド/���×���㎜
・スプリング��本吊 ・フレーム角度調節式
・重量≒��kg

・フレーム/�,���×�,���×H���～���㎜
・��㎜テープベッド/���×���㎜
・スプリング��本吊 ・フレーム角度調節式
・重量≒��kg

EU-5060 ミニトランプ���

小中学校用

（台）設計見積

・フレーム/�,���×�,���×H���～���㎜
・�㎜テープベッド/���×���㎜
・スプリング��本吊 ・フレーム角度調節式
・重量≒��kg

取付時裏面

EU-3010 ジャンプボード

EU-7200 簡易型跳躍時間測定器

小中学校用

（組）設計見積

（台）設計見積

・測定ベース�個（トランポリン�台測定） ・跳躍時間測定
・収納ケース付 ・単�電池 ・取付工具付 ・スマートフォン（別途）

・フレーム/�,���×�,���×H���～���㎜㎜
・ベッド/���×���㎜
・フレーム角度�段調節式 ・重量≒��㎏

EU-4310 走路

EU-4530 オープンエンドミニトランプ

SP-5028 体操用補助ジャンプ台＜角型＞

一般用

一般用

・フレーム/�,���×�,���×H���～���㎜
・�㎜テープベッド/���×���㎜
・スプリング��本吊 ・フレーム角度調節式
・重量≒��kg

・フレーム/�,���×�,���×H���㎜
・メッシュベッド/���×���㎜ ・ゴムケーブル吊
・フレーム角度調節式（�°、��°） ・重量≒��㎏

（台）設計見積

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

SP-5029 体操用補助ジャンプ台＜丸型＞

一般用

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・フレーム/φ�,���×H���㎜
・メッシュベッド/φ���㎜ ・ゴムケーブル吊
・フレーム角度調節式（�°、��°） ・重量≒��㎏

取付時表面

国際体操連盟公式競技認定品

EU-4300 タンブリングトラック

国際体操連盟公式競技認定品

（基）設計見積

・ファイバーベース/W�,���×D��,���×H���㎜
・ローラブルマット/W�,���×D��,���×H��㎜
・エクササイズマット/W�,���×D��,���×H��㎜

（基）設計見積

・助走ベース/W�,���×D��,���×H���㎜
・エクササイズマット/W�,���×H��㎜

EU-4320 着地マット

国際体操連盟公式競技認定品

（組）設計見積

・�,���×�,���×H���㎜

・�枚�組

・カバー付

EU-8750 エアートラック

（基）設計見積

・W�,���×H���㎜
・長�.�m、�m、��m、��m、��m、��m、��ｍ
・エアーポンプ付

EU-8755 助走エッジ

（個）設計見積

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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補 充 用 部 品

ミラクル

SP-1007 パッド受具（バネ）

（個） ￥ �,��� /税込￥

SP-1024 ��×��テープベッド

（枚） ￥���,��� /税込￥���,���

SP-1008 パッド受具（テープ）
SP-1034 スプリング

SP-1022 �×�テープベッド

SP-1038 幅広パッド（�枚�組）

SP-1045 ローラースタンド収納具

トランポリン関連

グランドマスター

（本） ￥ �,��� /税込￥

�,���

（枚） ￥���,��� /税込￥���,���
（組） ￥���,��� /税込￥���,���
（個） ￥ �,��� /税込￥

�,���

�,���

SP-1107

パッド受具（バネ）

（個） ￥ �,��� /税込￥

SP-1124

��×��テープベッド

（枚） ￥���,��� /税込￥���,���

SP-1108 パッド受具（テープ）
SP-1134
SP-1122
SP-1138
SP-1145

スプリング

�×�テープベッド

幅広パッド（�枚�組）

ローラースタンド収納具

スーパー

SP-2045 スプリング

SP-2048 普及パッド（�枚�組）
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�,���

（個） ￥ ��,��� /税込￥ ��,���

SP-2049 メッシュベッド

SP-2050 幅広パッド（�枚�組）
SP-2073 パッド受具（バネ）

SP-2074 パッド受具（テープ）

SP-2085 ローラースタンド収納具

マスタースーパー

（個） ￥ ��,��� /税込￥ ��,���
（本） ￥ �,��� /税込￥

�,���

SP-3065 パッド受具（テープ）

SP-3070 ローラースタンド収納具

ロンパー

（枚） ￥���,��� /税込￥���,���
（組） ￥���,��� /税込￥���,���
（個） ￥ �,��� /税込￥

�,���

（個） ￥ �,��� /税込￥

�,���

（個） ￥ ��,��� /税込￥ ��,���

￥���,��� /税込￥���,���

SP-2094 パッド受具（テープ）

（個）

￥ ��,��� /税込￥ ��,���

￥ ��,��� /税込￥���,���

（枚）

￥���,��� /税込￥���,���

（本）

￥ �,��� /税込￥

�,���

￥ �,��� /税込￥

�,���

￥ �,��� /税込￥

�,���

（個）
（個）

￥���,��� /税込￥���,���

名

単位

定価

EU-1095 フレームパッド受具（バネ）

EU-1096 フレームパッド受具（テープ）

EU-5211 リフティングローラースタンド

EU-5215 リフティングローラースタンド収納具
EU-2780 旧型補助台連結具

個 設計見積
個 設計見積
個 設計見積
個 設計見積
組 設計見積

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-4067 パッド（�枚�組）

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

ミニロンパー＜B型＞

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-4165 メッシュベッド

（枚） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-4167 パッド（�枚�組）

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-4166 ゴムケーブル(�本�組)

補助ジャンプ台＜角型＞

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5090 メッシュベッド

（枚） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5092 パッド（�枚�組）

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5091 ゴムケーブル(�本�組)

補助ジャンプ台＜丸型＞

（組） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5093 メッシュベッド

（枚）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5095 パッド（�枚�組）

（組） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-5094 ゴムケーブル(�本�組)

品番

EU-1130
EU-1150
EU-1162
EU-1163

品

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

名

単位

定価

アルティメイト用スプリング ���本+�本（コーナー） 組 設計見積
アルティメイト用スプリング φ��×���㎜

本 設計見積

ダブルミニ用スプリング

本 設計見積

アルティメイト用コーナースプリング φ��×���㎜
トランポリントラック用スプリング
ミニトランプ用スプリング

EU-2810 公式競技用補助マット用エッジ

EU-2820 公式競技用補助マット用カバー

EU-5310 レッグ連結ワイヤーロープ（固定金具付）

※GYMNOVA社（フランス）、GAOFEI社（中国）の製品及び部品も用意できます。ご指示ください。

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

�,���

（枚） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

EU-1131

組 設計見積

組 設計見積

（個） ￥ �,��� /税込￥

SP-4065 メッシュベッド

EU-1110 国際体操連盟公式競技認定品 ��㎜ フレームパッド

EU-1111 国際体操連盟公式競技認定品 ��㎜ フレームパッド

�,���

（個） ￥ ��,��� /税込￥ ��,���

（組）￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

EU-1129

枚 設計見積

（個） ￥ �,��� /税込￥

SP-4063 パッド（�枚�組）

EU-6410 国際体操連盟公式競技認定品 �×�トランポリンベッド 枚 設計見積
EU-6420 国際体操連盟公式競技認定品 �×�ダブルミニベッド

（組）￥���,��� /税込￥���,���

（枚） ￥ ��,��� / 税込￥ ��,���

SP-4062 ゴムケーブル(�本�組)

�,���

（組） ￥ ��,��� /税込￥���,���

�,���

（枚）￥���,��� /税込￥���,���

SP-4061 メッシュベッド

（本） ￥ �,��� /税込￥

（組）

品

SP-3060 パッド受具（バネ）

SP-4066 ゴムケーブル(�本�組)

SP-2070 幅広パッド（�枚�組）

品番

（組）￥ ��,��� /税込￥ ��,���

SP-3055 幅広パッド（�枚�組）

�,���

（組）

SP-2095 ローラースタンド収納具

SP-3054 普及パッド（�枚�組）

（個） ￥ �,��� /税込￥

SP-2060 幅広パッド（�枚�組）
SP-2093 パッド受具（バネ）

（本） ￥ �,��� /税込￥

SP-3051 メッシュベッド

ミニロンパー＜A型＞

（組） ￥���,��� /税込￥���,���

（組）

SP-2065 スプリング

SP-3050 スプリング

（枚） ￥���,��� /税込￥���,���

SP-2058 普及パッド（�枚�組）
SP-2059 メッシュベッド

ジュニア

本 設計見積
本 設計見積
本 設計見積
個 設計見積
枚 設計見積
本 設計見積

