
 MADE IN JAPAN

ハノーバー
22-M
HANNOVER-22-M

NT-3223 ¥ 170,500 （税抜￥155,000）

MADE IN CHINA　抗ウイルス・抗菌加工は日本です 

クレスト
25 クリーン
CREST-25 CLEAN

NT-3225 ¥ 239,800 （税抜￥218,000）

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタクセパレート式卓球台のテーマ：安全性への配慮
開閉のしやすさ 半面ずつ台を開閉できるので、一体式の半分の力（大人2名）で開閉作業ができます。

オートマグネット式ストッパー（収納時）
NT-3200・3201・3209

オートマグネット式の収納時ストッパーを採用。設置動作を自然に行うことができます。

オートロック式ストッパー（収納時）
NT-3225・3215・3223・3224・3226・3216

オートロック式の収納時ストッパーを採用。

ストッパー（展開時） 脚部転倒防止ストッパー付きで、プレー中の衝撃による脚部折りたたみを防止します。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

移動時の軽さ 段差や細い通路での移動で、半面ずつの移動が可能です。

収納スペース 収納時に脚部が交差して重なるため、小スペースでの収納が可能です。

高さ調節機能付き
NT-3201・3209

UD（アップダウン）タイプは、高さ76センチ（通常）と
66センチ（バンビの部：小学2年生以下の大会）の2通りに高さ調節が可能です。

キープジョイント（天板）
NT-3200・3201・3209

展開時、天板接合部にキープジョイント（凹凸式）を設けていますので、スムーズな台の設
置を行うことができます。

高さ調節機能
76cm、66cmどちらの高さでも設置可能

76cm
66cm

天板が半面ずつ離れるタイプ。
軽くて操作性に優れています。

内折セパレート式

No. 品　　　　名
単

　位
価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3200 ハノーバー 台 ¥ 264,000
（税抜￥240,000） S 22 50 MDF スチール角パイプ

内脚 50×26　外脚 50×50 100 120 1565 1525 625 ● JAPAN1580 1590

NT-3225 クレスト25クリーン 台 ¥ 239,800
（税抜￥218,000） S 25 50 MDF スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚 50×50
100

Wストッパー付 120 1610 1525 790 ● ● CHINA1615 1540

NT-3215 クレスト25 台 ¥ 220,000
（税抜￥200,000） S 25 50 MDF スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚 50×50
100

Wストッパー付 120 1610 1525 790 ● ● CHINA1615 1540

NT-3223 ハノーバー22-M 台 ¥ 170,500
（税抜￥155,000） S 22 50 M スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚 50×50
100

Wストッパー4個付 110 1610 1525 760 ● JAPAN1615 1540

NT-3224 ハノーバーSL-M 台 ¥ 121,000
（税抜￥110,000） S 22 50 M スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚 35×35 75 100 1610 1525 670 ● JAPAN1615 1540

NT-3226 クレスト18クリーン 台 ¥ 113,300
（税抜￥103,000） S 18 30 MDF スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚 35×35
75

Wストッパー付 84 1610 1525 690 ● CHINA1615 1540

NT-3216 クレスト18 台 ¥ 93,500
（税抜￥85,000） S 18 30 MDF スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚 35×35
75

Wストッパー付 84 1610 1525 690 ● CHINA1615 1540

NT-3201 UD-ハノーバー 台 ¥ 297,000
（税抜￥270,000） UD 22 50 MDF 高さ調節機能付　スチール角パイプ

内脚 40×25　外脚 40×25 100 123 1555 1525 680 ● JAPAN1570 1555

NT-3209 UD-ハノーバー18 台 ¥ 220,000
（税抜￥200,000） UD 18 ― MDF 高さ調節機能付　スチール角パイプ

内脚 40×25　外脚 40×25 100 96 1555 1525 672 ● JAPAN1570 1555
〈形状〉S…内折セパレート式　UD…内折セパレート式高低調節機能付 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　M…メラミン

■内折セパレート式 ＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の安全な使用・管理方法についてわかりやすく説明した動画です。安全に楽しんでいただくために、ご覧ください。または「安全に楽しく卓球台」で検索してください。
ご注意：Nittakuウイングシリーズは従来の卓球台と操作方法が異なります。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

I.T.T.F. マークは、
The International TableTennis Federation の
略で、国際卓球連盟が決めた規格と認定基準に適
合した公認製品につけられています。

JTTAマークは、（公財）日本卓球協会
公認の証しです。ニッタクの卓球台は
全て検定に合格しています。

SGマークは、Safe Goods（安全な製品）の略称で、一般財
団法人製品安全協会が定めたものです。SGマーク制度は、卓
球台の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。
一般財団法人製品安全協会  TEL:03-5808-3303

◀安全に楽しく！卓球台の正しい取り扱い方（製作：日本卓球公認工業会）

NT-3225クレスト25クリーン、NT-3226クレスト18クリーン、
NT-3228ガドー25Wクリーンは、日本国内で抗ウイルス・抗
菌加工した製品です。
採用した「メディカルナノコート」は他の抗ウイルスコーティン
グ手法に比べて、『ウイルス・殺菌の不活化』『効果の持続の
長さ』における優位性が第三者機関により実証されています。
詳しくはWEBカタログを参照してください。

内容量 ： 300ml　付属品 ： マイクロファイバークロス　
成分 ： アルカリ電解水及びアルコールを含有する水溶液　MADE IN JAPAN

ニッタク テーブルクリーナー
NITTAKU TABLE CLEANER

NL-9231 ¥ 2,750 （税抜￥2,500）

卓球台の天板表面についた、皮脂汚れや汗などをスッキリ拭き取ることを目的とし
ています。付属のマイクロファイバークロスを使用するとより効果的です。

① 卓球台の表面に、適量吹きかける。（目安：天板1面に対して2～4回程度）
　※ 大量の噴霧は、天板劣化及び色落ちの原因となります。
② 同封のマイクロファイバークロスにて、素早く拭き取る。

使用方法
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内折一体式ダンパー付き
（バリアフリータイプ）

■内折一体式

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ：使いやすさの追求

移動のしやすさ 広いスペースでスムーズに移動ができます。

展開・収納反応が良い 天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。

ガスダンパー
NT-3240・3227

ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。

セーフティスペース
NT-3240・3227

収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。

バリアフリー
NT-3240・3228・3217・3227

外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。（ウイングBFシリーズ）
脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。（ガドー25Wシリーズ）

キャスター（Wストッパー付） 大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。
床に優しいウレタン樹脂を使用しています。

オートロック式ストッパー
( 収納時 )　NT-3228・3217

オートロック式の収納時ストッパーを採用。特許出願中。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

No. 品　　　　名
単
　位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3240 ウイングBF 台 ¥ 330,000
（税抜￥300,000） IU 22 50 MDF ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　BFタイプ
100

Wストッパー付 118 1590 1525 540 ● ● JAPAN1605 1543

NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台） 台 ¥ 198,000

（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ
内脚 40×40　BFタイプ

100
Wストッパー付 110 1570 1525 750 ● JAPAN1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　NGP…ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

■対象製品…ウィング BF、
　　　　　　ウィング BFバンビ-M

2本の高性能ダンパーがついてい
ます。安全性を重視し、軽くゆっくり
と開閉します。設置と収納が簡単
に行えます。

内折一体式(ダンパー付)
左右の天板が蝶番で接続されて
いるタイプ。一体式なのでセパレー
トタイプより少し重さを感じますが
安定感に優れます。

内折一体式

卓球台仕様一覧表　 卓球台一覧表の記号は、図の箇所を指しています。 ◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

76cm
（a）天板の厚さ
（b）ふちの厚さ

（c）高さ
（e）脚幅
（f）キャスター径（c）

（e）
（f）

収納時サイズ卓球台国際規格

152.5cm

274cm （d）

（d）天板幅

卓球台送料

北海道 青　森 宮　城 群　馬 東　京 愛　知 福　井 大　阪 広　島 高　知 山　口 大　分 長　崎
岩　手 山　形 栃　木 千　葉 三　重 石　川 兵　庫 和歌山 香　川 島　根 佐　賀 宮　崎
秋　田 福　島 茨　城 埼　玉 岐　阜 京　都 奈　良 岡　山 徳　島 福　岡 熊　本 鹿児島

新　潟 神奈川 滋　賀 鳥　取 愛　媛
長　野 富　山
山　梨
静　岡

￥16,500 ￥13,200 ￥11,000 ￥9,350 ￥8,800 ￥9,350 ￥9,900 ￥9,900 ￥10,450 ￥13,200 ￥14,300 ￥14,850 ￥16,500

【個人宅への納品について】
※個人宅に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階軒先までのお届けになります。階段がある場合は階段下
まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※日時指定配達・日曜祝日の配達は不可。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配達エリア外などの諸条件により、一部配達
不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで同日同所への納品は2台までとなります。
【納品後の注意】
※着荷後すぐに開梱していただき、不良などの確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。※着荷後、1週間経過します
と責任を負いかねる場合もございます。

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階軒先までのお届けになります。※荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。（セパレート式で成人男性３名、一体式で
４名を推奨）※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は２台までとなります。※別途お見積りとなる配送条件は、以下の通りです。沖縄・離島、2階以上・地下、時間
指定、日曜祝日配達、2名以上やチャーター便での配送。※一部地域（僻地等）では別途追加料金がかかる場合もございます。

（税込価格）

備
品

EQUIPMENT

Nittaku 
ウイングBF
NITTAKU WING BF

 MADE IN JAPAN  MADE IN JAPAN

ガドー25W
GADO-25W

ガドー25W クリーン
GADO-25W CLEAN

NT-3217 ¥ 308,000 （税抜￥280,000） NT-3228 ¥ 341,000 （税抜￥310,000）

 MADE IN  JAPAN

NT-3240 ¥ 330,000 （税抜￥300,000）

NittakuウイングBF（NT-3240）
は、バリアフリータイプとしては初
の国際卓球連盟公認（I.T.T.F.A.）
台です。

バリアフリー （BF）タイプ
コーナーの支脚がなく、車椅子の方
でも安心してプレーすることができ
るタイプです。
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No. 品　　　　名
単
　
位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm

球
卓
際
国

認
公
盟
連

球
卓
本
日

認
公
会
協

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚  60×60
100

Wストッパー付 135
1590 1525

610 ● ● JAPAN
1620 1550

 NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚  60×60
100

Wストッパー付 135
1590 1525

610 ● ● JAPAN
1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台）

台 ¥ 198,000
（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　 BFタイプ
100

Wストッパー付 110
1570 1525

750 ● JAPAN
1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF …中密度ファイバーボード　NGP …ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

No. 品　　　　名
単
　
位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm

球
卓
際
国

認
公
盟
連

球
卓
本
日

認
公
会
協

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

  NT-3225 クレスト25クリーン 台 ¥ 239,800
（税抜￥218,000） S 25 50 MDF スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚  50×50
100

Wストッパー付 120
1610 1525

790 ● ● CHINA
1615 1540

NT-3215 クレスト25 台 ¥ 220,000
（税抜￥200,000） S 25 50 MDF スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚  50×50
100

Wストッパー付 120
1610 1525

790 ● ● CHINA
1615 1540

NT-3223 ハノーバー22-M 台 ¥ 170,500
（税抜￥155,000） S 22 50 M スチール角パイプ

内脚 50×50　外脚  50×50
100

Wストッパー4個付 110
1610 1525

760 ● JAPAN
1615 1540

NT-3224 ハノーバーSL-M 台 ¥ 121,000
（税抜￥110,000） S 22 50 M スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚  35×35 75 100
1610 1525

670 ● JAPAN
1615 1540

NT-3226 クレスト18クリーン 台 ¥ 113,300
（税抜￥103,000） S 18 30 MDF スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚  35×35
75

Wストッパー付 84
1610 1525

690 ● CHINA
1615 1540

NT-3216 クレスト18 台 ¥ 93,500
（税抜￥85,000） S 18 30 MDF スチール角パイプ

内脚 35×35　外脚  35×35
75

Wストッパー付 84
1610 1525

690 ● CHINA
1615 1540

NT-3209 UD-ハノーバー18 台 ¥ 220,000
（税抜￥200,000） UD 18 ― MDF 高さ調節機能付　スチール角パイプ

内脚 40×25　外脚  40×25 100 96
1555 1525

672 ● JAPAN
1570 1555

〈形状〉S…内折セパレート式　UD…内折セパレート式高低調節機能付 〈天板材質〉MDF …中密度ファイバーボード　M…メラミン

内折一体式ダンパー付き
（バリアフリータイプ）

■内折一体式

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ：使いやすさの追求

移動のしやすさ 広いスペースでスムーズに移動ができます。

展開・収納反応が良い 天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。

ガスダンパー
NT-3240・3227

ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。

セーフティスペース
NT-3240・3227

収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。

バリアフリー
NT-3240・3228・3217・3227

外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。（ウイングBFシリーズ）
脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。（ガドー25Wシリーズ）

キャスター（Wストッパー付） 大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。
床に優しいウレタン樹脂を使用しています。

オートロック式ストッパー
( 収納時 )　NT-3228・3217

オートロック式の収納時ストッパーを採用。特許出願中。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

No. 品　　　　名
単
　位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3240 ウイングBF 台 ¥ 330,000
（税抜￥300,000） IU 22 50 MDF ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　BFタイプ
100

Wストッパー付 118 1590 1525 540 ● ● JAPAN1605 1543

NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台） 台 ¥ 198,000

（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ
内脚 40×40　BFタイプ

100
Wストッパー付 110 1570 1525 750 ● JAPAN1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　NGP…ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

■対象製品…ウィング BF、
　　　　　　ウィング BFバンビ-M

2本の高性能ダンパーがついてい
ます。安全性を重視し、軽くゆっくり
と開閉します。設置と収納が簡単
に行えます。

内折一体式(ダンパー付)
左右の天板が蝶番で接続されて
いるタイプ。一体式なのでセパレー
トタイプより少し重さを感じますが
安定感に優れます。

内折一体式

卓球台仕様一覧表　 卓球台一覧表の記号は、図の箇所を指しています。 ◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

76cm
（a）天板の厚さ
（b）ふちの厚さ

（c）高さ
（e）脚幅
（f）キャスター径（c）

（e）
（f）

収納時サイズ卓球台国際規格

152.5cm

274cm （d）

（d）天板幅

卓球台送料

北海道 青　森 宮　城 群　馬 東　京 愛　知 福　井 大　阪 広　島 高　知 山　口 大　分 長　崎
岩　手 山　形 栃　木 千　葉 三　重 石　川 兵　庫 和歌山 香　川 島　根 佐　賀 宮　崎
秋　田 福　島 茨　城 埼　玉 岐　阜 京　都 奈　良 岡　山 徳　島 福　岡 熊　本 鹿児島

新　潟 神奈川 滋　賀 鳥　取 愛　媛
長　野 富　山
山　梨
静　岡

￥16,500 ￥13,200 ￥11,000 ￥9,350 ￥8,800 ￥9,350 ￥9,900 ￥9,900 ￥10,450 ￥13,200 ￥14,300 ￥14,850 ￥16,500

【個人宅への納品について】
※個人宅に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階軒先までのお届けになります。階段がある場合は階段下
まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※日時指定配達・日曜祝日の配達は不可。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配達エリア外などの諸条件により、一部配達
不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで同日同所への納品は2台までとなります。
【納品後の注意】
※着荷後すぐに開梱していただき、不良などの確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。※着荷後、1週間経過します
と責任を負いかねる場合もございます。

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階軒先までのお届けになります。※荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。（セパレート式で成人男性３名、一体式で
４名を推奨）※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は２台までとなります。※別途お見積りとなる配送条件は、以下の通りです。沖縄・離島、2階以上・地下、時間
指定、日曜祝日配達、2名以上やチャーター便での配送。※一部地域（僻地等）では別途追加料金がかかる場合もございます。

（税込価格）

備
品

EQUIPMENT

Nittaku 
ウイングBF
NITTAKU WING BF

 MADE IN JAPAN  MADE IN JAPAN

ガドー25W
GADO-25W

ガドー25W クリーン
GADO-25W CLEAN

NT-3217 ¥ 308,000 （税抜￥280,000） NT-3228 ¥ 341,000 （税抜￥310,000）

 MADE IN  JAPAN

NT-3240 ¥ 330,000 （税抜￥300,000）

NittakuウイングBF（NT-3240）
は、バリアフリータイプとしては初
の国際卓球連盟公認（I.T.T.F.A.）
台です。

バリアフリー （BF）タイプ
コーナーの支脚がなく、車椅子の方
でも安心してプレーすることができ
るタイプです。
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内折一体式ダンパー付き
（バリアフリータイプ）

■内折一体式

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ：使いやすさの追求

移動のしやすさ 広いスペースでスムーズに移動ができます。

展開・収納反応が良い 天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。

ガスダンパー
NT-3240・3227

ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。

セーフティスペース
NT-3240・3227

収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。

バリアフリー
NT-3240・3228・3217・3227

外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。（ウイングBFシリーズ）
脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。（ガドー25Wシリーズ）

キャスター（Wストッパー付） 大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。
床に優しいウレタン樹脂を使用しています。

オートロック式ストッパー
( 収納時 )　NT-3228・3217

オートロック式の収納時ストッパーを採用。特許出願中。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

No. 品　　　　名
単
　位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3240 ウイングBF 台 ¥ 330,000
（税抜￥300,000） IU 22 50 MDF ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　BFタイプ
100

Wストッパー付 118 1590 1525 540 ● ● JAPAN1605 1543

NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台） 台 ¥ 198,000

（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ
内脚 40×40　BFタイプ

100
Wストッパー付 110 1570 1525 750 ● JAPAN1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　NGP…ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

■対象製品…ウィング BF、
　　　　　　ウィング BFバンビ-M

2本の高性能ダンパーがついてい
ます。安全性を重視し、軽くゆっくり
と開閉します。設置と収納が簡単
に行えます。

内折一体式(ダンパー付)
左右の天板が蝶番で接続されて
いるタイプ。一体式なのでセパレー
トタイプより少し重さを感じますが
安定感に優れます。

内折一体式

卓球台仕様一覧表　 卓球台一覧表の記号は、図の箇所を指しています。 ◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

76cm
（a）天板の厚さ
（b）ふちの厚さ

（c）高さ
（e）脚幅
（f）キャスター径（c）

（e）
（f）

収納時サイズ卓球台国際規格

152.5cm

274cm （d）

（d）天板幅

卓球台送料

北海道 青　森 宮　城 群　馬 東　京 愛　知 福　井 大　阪 広　島 高　知 山　口 大　分 長　崎
岩　手 山　形 栃　木 千　葉 三　重 石　川 兵　庫 和歌山 香　川 島　根 佐　賀 宮　崎
秋　田 福　島 茨　城 埼　玉 岐　阜 京　都 奈　良 岡　山 徳　島 福　岡 熊　本 鹿児島

新　潟 神奈川 滋　賀 鳥　取 愛　媛
長　野 富　山
山　梨
静　岡

￥16,500 ￥13,200 ￥11,000 ￥9,350 ￥8,800 ￥9,350 ￥9,900 ￥9,900 ￥10,450 ￥13,200 ￥14,300 ￥14,850 ￥16,500

【個人宅への納品について】
※個人宅に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階軒先までのお届けになります。階段がある場合は階段下
まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※日時指定配達・日曜祝日の配達は不可。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配達エリア外などの諸条件により、一部配達
不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで同日同所への納品は2台までとなります。
【納品後の注意】
※着荷後すぐに開梱していただき、不良などの確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。※着荷後、1週間経過します
と責任を負いかねる場合もございます。

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階軒先までのお届けになります。※荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。（セパレート式で成人男性３名、一体式で
４名を推奨）※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は２台までとなります。※別途お見積りとなる配送条件は、以下の通りです。沖縄・離島、2階以上・地下、時間
指定、日曜祝日配達、2名以上やチャーター便での配送。※一部地域（僻地等）では別途追加料金がかかる場合もございます。

（税込価格）

備
品

EQUIPMENT

Nittaku 
ウイングBF
NITTAKU WING BF

 MADE IN JAPAN  MADE IN JAPAN

ガドー25W
GADO-25W

ガドー25W クリーン
GADO-25W CLEAN

NT-3217 ¥ 308,000 （税抜￥280,000） NT-3228 ¥ 341,000 （税抜￥310,000）

 MADE IN  JAPAN

NT-3240 ¥ 330,000 （税抜￥300,000）

NittakuウイングBF（NT-3240）
は、バリアフリータイプとしては初
の国際卓球連盟公認（I.T.T.F.A.）
台です。

バリアフリー （BF）タイプ
コーナーの支脚がなく、車椅子の方
でも安心してプレーすることができ
るタイプです。
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内折一体式ダンパー付き
（バリアフリータイプ）

■内折一体式

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ：使いやすさの追求

移動のしやすさ 広いスペースでスムーズに移動ができます。

展開・収納反応が良い 天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。

ガスダンパー
NT-3240・3227

ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。

セーフティスペース
NT-3240・3227

収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。

バリアフリー
NT-3240・3228・3217・3227

外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。（ウイングBFシリーズ）
脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。（ガドー25Wシリーズ）

キャスター（Wストッパー付） 大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。
床に優しいウレタン樹脂を使用しています。

オートロック式ストッパー
( 収納時 )　NT-3228・3217

オートロック式の収納時ストッパーを採用。特許出願中。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

No. 品　　　　名
単
　位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3240 ウイングBF 台 ¥ 330,000
（税抜￥300,000） IU 22 50 MDF ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　BFタイプ
100

Wストッパー付 118 1590 1525 540 ● ● JAPAN1605 1543

NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台） 台 ¥ 198,000

（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ
内脚 40×40　BFタイプ

100
Wストッパー付 110 1570 1525 750 ● JAPAN1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　NGP…ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

■対象製品…ウィング BF、
　　　　　　ウィング BFバンビ-M

2本の高性能ダンパーがついてい
ます。安全性を重視し、軽くゆっくり
と開閉します。設置と収納が簡単
に行えます。

内折一体式(ダンパー付)
左右の天板が蝶番で接続されて
いるタイプ。一体式なのでセパレー
トタイプより少し重さを感じますが
安定感に優れます。

内折一体式

卓球台仕様一覧表　 卓球台一覧表の記号は、図の箇所を指しています。 ◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

76cm
（a）天板の厚さ
（b）ふちの厚さ

（c）高さ
（e）脚幅
（f）キャスター径（c）

（e）
（f）

収納時サイズ卓球台国際規格

152.5cm

274cm （d）

（d）天板幅

卓球台送料

北海道 青　森 宮　城 群　馬 東　京 愛　知 福　井 大　阪 広　島 高　知 山　口 大　分 長　崎
岩　手 山　形 栃　木 千　葉 三　重 石　川 兵　庫 和歌山 香　川 島　根 佐　賀 宮　崎
秋　田 福　島 茨　城 埼　玉 岐　阜 京　都 奈　良 岡　山 徳　島 福　岡 熊　本 鹿児島

新　潟 神奈川 滋　賀 鳥　取 愛　媛
長　野 富　山
山　梨
静　岡

￥16,500 ￥13,200 ￥11,000 ￥9,350 ￥8,800 ￥9,350 ￥9,900 ￥9,900 ￥10,450 ￥13,200 ￥14,300 ￥14,850 ￥16,500

【個人宅への納品について】
※個人宅に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階軒先までのお届けになります。階段がある場合は階段下
まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※日時指定配達・日曜祝日の配達は不可。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配達エリア外などの諸条件により、一部配達
不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで同日同所への納品は2台までとなります。
【納品後の注意】
※着荷後すぐに開梱していただき、不良などの確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。※着荷後、1週間経過します
と責任を負いかねる場合もございます。

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階軒先までのお届けになります。※荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。（セパレート式で成人男性３名、一体式で
４名を推奨）※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は２台までとなります。※別途お見積りとなる配送条件は、以下の通りです。沖縄・離島、2階以上・地下、時間
指定、日曜祝日配達、2名以上やチャーター便での配送。※一部地域（僻地等）では別途追加料金がかかる場合もございます。

（税込価格）

備
品

EQUIPMENT

Nittaku 
ウイングBF
NITTAKU WING BF

 MADE IN JAPAN  MADE IN JAPAN

ガドー25W
GADO-25W

ガドー25W クリーン
GADO-25W CLEAN

NT-3217 ¥ 308,000 （税抜￥280,000） NT-3228 ¥ 341,000 （税抜￥310,000）

 MADE IN  JAPAN

NT-3240 ¥ 330,000 （税抜￥300,000）

NittakuウイングBF（NT-3240）
は、バリアフリータイプとしては初
の国際卓球連盟公認（I.T.T.F.A.）
台です。

バリアフリー （BF）タイプ
コーナーの支脚がなく、車椅子の方
でも安心してプレーすることができ
るタイプです。
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内折一体式ダンパー付き
（バリアフリータイプ）

■内折一体式

設置・収納方法について ＊卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

＊卓球台は全て送料実費となります。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人２名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ：使いやすさの追求

移動のしやすさ 広いスペースでスムーズに移動ができます。

展開・収納反応が良い 天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。

ガスダンパー
NT-3240・3227

ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。

セーフティスペース
NT-3240・3227

収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。

バリアフリー
NT-3240・3228・3217・3227

外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。（ウイングBFシリーズ）
脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。（ガドー25Wシリーズ）

キャスター（Wストッパー付） 大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。
床に優しいウレタン樹脂を使用しています。

オートロック式ストッパー
( 収納時 )　NT-3228・3217

オートロック式の収納時ストッパーを採用。特許出願中。
黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。

No. 品　　　　名
単
　位

価　格 形状

天　　板 脚　　部　　mm 収納時サイズmm 国
際
卓
球

連
盟
公
認

日
本
卓
球

協
会
公
認

MADE IN（a）
厚さ
mm

（b）
ふち
mm

材質 形　　　状 （f）
キャスター径

総重量
kg

（c）高さ （d）天板幅
（e）
脚幅裸　時 裸　時

梱包時 梱包時 I.T.T.F.A. J.T.T.A.A.

NT-3228 ガドー25Wクリーン 台 ¥ 341,000
（税抜￥310,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3240 ウイングBF 台 ¥ 330,000
（税抜￥300,000） IU 22 50 MDF ダンパー付　スチール角パイプ

内脚 40×40　BFタイプ
100

Wストッパー付 118 1590 1525 540 ● ● JAPAN1605 1543

NT-3217 ガドー25W 台 ¥ 308,000
（税抜￥280,000） IU 25 50 NGP スチール角パイプ　BFタイプ

内脚 40×40　外脚 60×60
100

Wストッパー付 135 1590 1525 610 ● ● JAPAN1620 1550

NT-3227 ウイングBFバンビ-M
（高さ66センチ・バンビ専用台） 台 ¥ 198,000

（税抜￥180,000） IU 22 40 M ダンパー付　スチール角パイプ
内脚 40×40　BFタイプ

100
Wストッパー付 110 1570 1525 750 ● JAPAN1595 1550

〈形状〉IU…内折一体式 〈天板材質〉MDF…中密度ファイバーボード　NGP…ナノグリップパーティクルボード　M…メラミン

■対象製品…ウィング BF、
　　　　　　ウィング BFバンビ-M

2本の高性能ダンパーがついてい
ます。安全性を重視し、軽くゆっくり
と開閉します。設置と収納が簡単
に行えます。

内折一体式(ダンパー付)
左右の天板が蝶番で接続されて
いるタイプ。一体式なのでセパレー
トタイプより少し重さを感じますが
安定感に優れます。

内折一体式

卓球台仕様一覧表　 卓球台一覧表の記号は、図の箇所を指しています。 ◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

76cm
（a）天板の厚さ
（b）ふちの厚さ

（c）高さ
（e）脚幅
（f）キャスター径（c）

（e）
（f）

収納時サイズ卓球台国際規格

152.5cm

274cm （d）

（d）天板幅

卓球台送料

北海道 青　森 宮　城 群　馬 東　京 愛　知 福　井 大　阪 広　島 高　知 山　口 大　分 長　崎
岩　手 山　形 栃　木 千　葉 三　重 石　川 兵　庫 和歌山 香　川 島　根 佐　賀 宮　崎
秋　田 福　島 茨　城 埼　玉 岐　阜 京　都 奈　良 岡　山 徳　島 福　岡 熊　本 鹿児島

新　潟 神奈川 滋　賀 鳥　取 愛　媛
長　野 富　山
山　梨
静　岡

￥16,500 ￥13,200 ￥11,000 ￥9,350 ￥8,800 ￥9,350 ￥9,900 ￥9,900 ￥10,450 ￥13,200 ￥14,300 ￥14,850 ￥16,500

【個人宅への納品について】
※個人宅に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階軒先までのお届けになります。階段がある場合は階段下
まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※日時指定配達・日曜祝日の配達は不可。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配達エリア外などの諸条件により、一部配達
不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで同日同所への納品は2台までとなります。
【納品後の注意】
※着荷後すぐに開梱していただき、不良などの確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。※着荷後、1週間経過します
と責任を負いかねる場合もございます。

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階軒先までのお届けになります。※荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。（セパレート式で成人男性３名、一体式で
４名を推奨）※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は２台までとなります。※別途お見積りとなる配送条件は、以下の通りです。沖縄・離島、2階以上・地下、時間
指定、日曜祝日配達、2名以上やチャーター便での配送。※一部地域（僻地等）では別途追加料金がかかる場合もございます。

（税込価格）

備
品

EQUIPMENT

Nittaku 
ウイングBF
NITTAKU WING BF

 MADE IN JAPAN  MADE IN JAPAN

ガドー25W
GADO-25W

ガドー25W クリーン
GADO-25W CLEAN

NT-3217 ¥ 308,000 （税抜￥280,000） NT-3228 ¥ 341,000 （税抜￥310,000）

 MADE IN  JAPAN

NT-3240 ¥ 330,000 （税抜￥300,000）

NittakuウイングBF（NT-3240）
は、バリアフリータイプとしては初
の国際卓球連盟公認（I.T.T.F.A.）
台です。

バリアフリー （BF）タイプ
コーナーの支脚がなく、車椅子の方
でも安心してプレーすることができ
るタイプです。
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