
Nittakuオリジナル オーダーシステム
幅広いサイズ展開

（兼用J130～6X0

小ロット対応
（新規5枚から・追加1枚から）

orフリー
デザイン
フリー
デザイン

SABOS 検索

（新規5枚から・追加1枚から）

デザイン
SABOS 検索

男女
兼用

吸汗
速乾女子用 ジュニア

対応 伸縮

NX-2320 ゲームシャツⅢ男女兼用・D

NX-2317 ゲームシャツⅢ女子用・LA

Ⅰ・Ⅱ
共通

男女
兼用

吸汗
速乾女子用 ジュニア

対応 伸縮

フリー
デザイン
フリー
デザイン

カスタム
デザイン
カスタム
デザイン

スマホで
デザイン
できる！

［Nittakuオリジナル オーダーシステム］

SABOSゲームシャツⅠ
SABOS GAME SHIRT Ⅰ

NX-2304 ¥ 12,000 ＋税

サイズ  ：  男女兼用／J130・J150・3S・SS・S・M・L・O・
XO・2XO・3XO・4XO・5XO・6XO  
女子用／SS・S・M・L・O・XO・2XO・3XO・
4XO・5XO・6XO

素材  ：  ユニチカ「スパッシー® 」ポリエステル100％　
MADE IN JAPAN

SABOSゲームシャツⅡ
SABOS GAME SHIRTⅡ

NX-2311 ¥ 9,500 ＋税

サイズ  ：  男女兼用／J130・J150・3S・SS・S・M・L・O・
XO・2XO・3XO・4XO・5XO・6XO  
女子用／SS・S・M・L・O・XO・2XO・3XO・
4XO・5XO・6XO

素材 ANIHC NI EDAM　％001ルテスエリポ ： 

SABOSゲームシャツⅢ
SABOS GAME SHIRT Ⅲ

NX-2314～2321 ¥ 7,400 ＋税
サイズ  ：  男女兼用／J130・J150・3S・SS・S・M・L・O・XO・2XO・3XO・4XO・5XO・6XO  

女子用／SS・S・M・L・O・XO・2XO・3XO・4XO・5XO・6XO
素材 ポ ： リエステル100％　MADE IN JAPAN

幅広いサイズ展開
（男女兼用J130～6X0・女子用SS～6XO）

小ロット対応
（新規5枚から・追加1枚から）

orフリー
デザイン
フリー
デザイン

カスタム
デザイン
カスタム
デザイン



サイズ OX6・OX5・OX4・OX3・OX2・OX・O・L・M・S・SS・S3・051J・031J／用兼女男 ： 
素材 ーシッパス「カチニユ：AⅠ ： ® 」ポリエステル100%、ⅠB：ユニチカ「ツインライン ® -FV」ポリエス
テル100%　MADE IN JAPAN

股下サイズ ）ズイサL（mc5.31 ： 

ジュニア
対応

男女
兼用

吸汗
速乾 制電

SABOS
ゲームパンツⅠA
SABOS GAME PANTS ⅠA

NX-2404 ¥ 9,500 ＋税

フリー
デザイン
フリー
デザイン

ゲームパンツⅠA（スタンダード型）
ゲームパンツⅢA

ゲームパンツⅠB（ショート型）

ゲームパンツⅢB
生地アップ

ゲームパンツⅠBゲームパンツⅠA

股下サイズ ）ズイサL（mc5.31 ： 
サイズ OX6・OX5・OX4・OX3・OX2・OX・O・L・M・S・SS・S3・051J・031J／用兼女男 ： 
素材 NAPAJ NI EDAM　％001ルテスエリポ ： 

ジュニア
対応

男女
兼用

吸汗
速乾 軽量 ドライⅢＡ・ⅢＢ

共通

カスタム
デザイン
カスタム
デザイン

。すで寸実品製、はズイサの欄品製各。いさだくび選おをズイサう合に身自ご、に考参を）09.P（）寸ドーヌ（ズイサポスャジ※

※ゲームシャツⅡ、ウィンドアップ、ウォーマーは中国製。その他は日本製です。女子用とSABOSトレーナーⅡは全てスリムタイプです。※（公財）日本卓球協会公認（J.T.T.A.A.）

アイテム 品番 価格 デザイン 納期

　　　　　　　※
SABOSシャツ

ゲームシャツⅠ 男女兼用 NX-2304 ¥12,000+ 税 フリーデザイン 新規 約7週間 / 追加 約5週間女子用

ゲームシャツⅡ 男女兼用 NX-2311 ¥9,500+ 税 フリーデザイン 新規・追加 約5週間女子用

ゲームシャツⅢ

男女兼用・Ａ NX-2314

¥7,400+ 税 カラーカスタム 新規・追加 約5週間 
（プリント＋約1週間）

男女兼用・Ｂ NX-2315
男女兼用・Ｃ NX-2316
男女兼用・Ｄ NX-2320
男女兼用・Ｅ NX-2321
女子用・LＡ NX-2317
女子用・LＢ NX-2318
女子用・LＣ NX-2319

　　　　　　　※
SABOSパンツ

ゲームパンツⅠ 男女兼用・A NX-2404 ¥9,500+ 税 フリーデザイン 新規 約7週間 / 追加 約5週間男女兼用・B NX-2410

ゲームパンツⅢ 男女兼用・A NX-2407 ¥6,500+ 税 カラーカスタム 新規・追加 約5週間男女兼用・B NX-2408

SABOSトレーナー トレーナーⅡ

トレーナーシャツⅡ・A NX-2888 ¥10,800+ 税
カラーカスタム 新規・追加 約5週間 

（プリント＋約1週間）
トレーナーシャツⅡ・B NX-2889
トレーナーパンツⅡ NX-2890 ¥9,000+ 税
トレーナーハーフパンツⅡ NX-2892 ¥6,800+ 税

SABOSウィンドアップ
ウィンドアップシャツ NX-2883 ¥14,000+ 税

フリーデザイン 新規・追加 約5週間
ウィンドアップパンツ NX-2884 ¥11,000+ 税
ウィンドアップ七分丈パンツ NX-2885 ¥10,000+ 税

SABOSウォーマー ウォーマーシャツ NX-2886 ¥15,000+ 税
ウォーマーパンツ NX-2887 ¥12,000+ 税

「SABOSシリーズ」納期について／ 大型連休時は、プラス2週間程度要します。予めご了承の上、早めにご発注ください。

トレーナーシャツⅡ・A NX-2888 ¥ 10,800 ＋税
トレーナーシャツⅡ・B NX-2889 ¥ 10,800 ＋税
トレーナーパンツⅡ NX-2890 ¥ 9,000 ＋税
トレーナーハーフパンツⅡ NX-2892 ¥ 6,800 ＋税

カスタム
デザイン
カスタム
デザイン

トレーナーハーフパンツⅡ

トレーナーパンツⅡ

トレーナーシャツⅡB（セットイン袖）トレーナーシャツⅡA（ラグラン袖）

サイズ ： 男女兼用／J130・J150・3S・SS・S・M・L・O・
XO・2XO・3XO・4XO・5XO・6XO　 素材 ニルブダ「 ： 
ット」ポリエステル100％　MADE IN JAPAN

男女
兼用

吸汗
速乾

ジュニア
対応 軽量 伸縮

SABOSトレーナーⅡ
SABOS TRAINER Ⅱ

SABOS
ゲームパンツⅢB
SABOS GAME PANTS ⅢB

NX-2408 ¥ 6,500 ＋税

SABOS
ゲームパンツⅢA
SABOS GAME PANTS ⅢA

NX-2407 ¥ 6,500 ＋税

ジュニア
対応

男女
兼用

吸汗
速乾 軽量 ドライ

SABOS
ゲームパンツⅠB
SABOS GAME PANTS ⅠB

NX-2410 ¥ 9,500 ＋税

股下サイズ ）ズイサL（mc5.9 ： 


