TSPと統合し、
新たなVICTASへ。

ブランド統合案内と新製品の紹介
新製品は2020年12月下旬から順次発売予定
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なぜブランド統合するのか。
ブランドへの思いとは

2020年10月1日から
代表に復帰した

松下浩二

株式会社VICTAS代表取締役社長

「TSPを愛してくれてありがとうございました。
これからTSPは、
『 VICTAS』
と
『 VICTAS PLAY』ラインが引き継ぎます」
1931年（昭和6年）に鈴木セルロイド工業所として、

選手向けで複数のブランドを持つことは珍しくないの

卓球のセルロイドボールの製造・販売を始め、ヤマト卓

ですが、卓球界としては初の試みでした。しかし、経

年で90周年を迎えます。そして、その90年を機にTSP

ていくために、今回ブランド統合という形で TSP を

球株式会社設立を経て、
『 TSP』というブランドは2021

のスピリットを『VICTAS』と『VICTAS PLAY』ラインに
引き継いでいきます。

TSPというブランドは日本のみならず世界の卓球愛

好者に広く浸透していました。今後、TSP の優しさや

親しみやすさは新しい VICTAS PLAY が、数多くのチャ

ンピオンが愛したラバー、ラケットは VICTAS が引き
継いでいきます。TSP の魂は VICTAS PLAY で使われ

るロゴにも引き継いでいます。

営としてはさらに VICTASというブランドを深堀りし
VICTASと VICTAS PLAY で継承します。

TSP よりも、もっと手にしてもらえるような商品と

して、新たに VICTAS PLAY というラインを誕生させ

ます。VICTAS PLAY は、ポップでカラフルなデザイン
を取り入れたカジュアルなラインとして、TSP を継承

しながらも、新たな卓球ファン獲得を目指します。

お客様からは「 TSP がなくなるんだね 」と言われる

ことがあります。卓球ファンは TSP がブランドではな

VICTAS は 2011 年に立ち上げたブランドです。その

く、会社だと思っています。TSPとして発売されてい

ていたブランドでしたが、トップ選手で、特に裏ソフ

TSP ファンの愛好者には VICTAS や VICTAS PLAY を引

時には TSP が 80 年続いていて、卓球界で広く愛され

たラバー、ラケットの一部は生産完了となりますが、

トで TSP を使用している選手がいなかった。そういう

き続き愛用してもらいたいのです。

思い、
VICTAS を作りました。VICTAS はあくまでもトッ

れ変わり、TSP よりもさらに愛される商品になってい

中でトップ志向のブランドを作らなければいけないと

そして、よりカジュアルでライトなものとして生ま

プ選手のニーズに応えられることを目標にして、丹羽

くことをお約束します。TSP を愛してくれてありがと

サプライヤーになることもできました。

が、みなさんに愛されるブランドになっていきます。

孝希選手を獲得し、卓球男子日本代表のオフィシャル
同じ会社がトップ競技者志向と、初級者からトップ
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トップアスリートが語る“VICTASの魅力”とは

丹羽孝希
（スヴェンソン）

VICTASアドバイザリースタッフ

「“変える”ことはより良くするための必要なチャレンジ」
最 初に聞いたときは思わず、
「 えっ!? 本当です

すが、チャレンジしない限り大きな変化は生まれな

か !? 」と久々に大きな声が出てしまいました（ 笑 ）
。

いと思っています。もう決めたのなら、あとはそう

正直驚きましたし、
少し寂しい気持ちもありますね。

結果を残してやろうという気持ちでしたね。

小さい頃から見慣れてきた「 TSP 」がなくなるのは、
“TSP を無くして VICTAS にブランドを統合する”

いった人達を含めてみんなを納得させられるように
今思えば、あの時変えてよかったなって、あの時

というのは、僕が VICTASと契約したときやリオ（ 五

いい選択したなって感じています。

なと思うんですよね。

の勝者になる”というチャレンジする気持ちのまま

輪 ）の後にラケットを変えたときと近い感じなのか
「 今のままでも良いけど、さらに強くなりたいな 」

と考えたときに出た結論が “ 変える”という選択肢

でした。おそらく「 何で変えるの？」
「 変える必要な

いのに 」と思っている人も多くいたのかなと思いま

僕が VICTAS に惹かれた “ 今の勝者を破り、明日

に、新しい VICTAS PLAY ラインも卓球界に変化を
生んで欲しいですね。

みなさんもこれからの VICTAS、VICTAS PLAY ラ

インに期待しましょう！

VICTASの新ライン
『 VICTAS PLAY』
とは

卓球との新たなつながりを提案する新ライン
新しい、そして自分らしいスタイルで卓球を楽しむ商品や体験を作り出し、
卓球のあるライフスタイルを提案します。
遊び心を持って自由と自分らしさを楽しむことのできるラインです。
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仲村錦治郎
VICTAS開発室

「TSPを愛してくれた方々に
安心して応援してもらえるように継承していきたい」
『 TSP 』は 90 年の歴史があり、私も現役時代に使って

VICTAS へ継承されていきます。これからも変わらぬ性能

いた大好きなブランドです。ポップで明るい印象があり、

で安心して使っていただけると思います。

ていただきました。だからこそ、TSP を好きな人に安心

トに 関し ては TSP から VICTAS に な るものと、VICTAS

初心者、中級者、レディースなどたくさんの方々に愛し

して統合を応援してもらえるようにしていきたい。

私は TSPと『 VICTAS 』が統合することが決まってから、

新しいものを作ることはもちろんですが、継承に力を入

れてきました。

ラバーで言えば、性能はそのままに TSP から VICTAS

にロゴが変更されるため、モールド（ 金型 ）を変えなくて

はいけません。
「 モールドが変わったら性能も変わってし

まった 」と言われないように、新しい金型で作ったラバー

を選手にテストしてもらい、性能が変わっていないかと

いうテストを何度も行いました。

今回、ラバーはすべて VICTAS になりますが、ラケッ

PLAY になる 2 種類があります。世界チャンピオン、日本

チャンピオンを生み出した 4 つのシリーズが VICTAS へ、
他の商品が VICTAS PLAY に移行します。

多くの TSP 製品が生産完了になりますが、これは苦渋

の決断で、最後まで議論を行いました。

TSP は幅広い層の方に支持され、たくさんのラケット

がありました。最終的に人気のある商品を残していきま

したが、人気だけではなく、マニアックな製品もいくつ
か継承しています。

VICTASとTSP が統合することで、今後は今まで以上

選手は、ラバーの見た目（ モールド ）が変わってしまう

に情報を発信していきたいと思います。卓球男子日本代

ない性能を追求し、2 年半かけて自信を持って VICTASと

ンに寄っており、製品の性能を細かく伝えきれていませ

ル 』や『 スピンピップス 』
、
『 カール 』は、性能を変えずに

を伝えて、より良い情報を発信していきたいと思います。

と不安になるので、その不安を払拭できるように変わら

して生まれ変わりました。長年愛されている『 スペクト
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カール P-1R

カールシリーズ

CURL P1V

カールP1V
3,520 円（ 税込 ）

ブイ

ロングでスリムな粒形状で CURLシリーズ中
最大の変化度を誇る『カール P-1R 』を継承。

カールP-2

世界の定番粒高『カール』
。
性能をそのままに
『CURL V 』
に継承される
日本国内、そして世界市場でも人気の高い粒

高である『 カールシリーズ 』はすべてが継承され
る。ラバーのナンバーリングはそのままで、
『 カー
ル P-H 』が新たに『 CURL P5V』となる。

CURL P2V

カールP2V

3,520 円（ 税込 ）

ロングで太い粒形状でアタッ
クや攻撃のしやすさが特長の
『 カール P-2 』を継承。
※表ソフトラバー

カールP-3

カールP3V
3,520 円（ 税込 ）

CURL P3V

カールシリーズ中一番扱いや
すい『 カール P-3 』を継承。

カールP-3αR

カールP-4

CURL P3 α V

3,520 円（ 税込 ）

カールP3αV

ルールで定められた範囲で
最も細長く、
『 カール P-1R 』
よりも低い粒形状で『 カール
P-1R 』に近い変化度ながら
扱いやすさが特長の『 CURL
P-3α R 』を継承。
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CURL P4V

カールP4V
3,520 円（ 税込 ）
『カール P-1R 』をベースにカットマン用の
カールとして作られた『カール P-4』を継承。

カールP-H

CURL P5V

カールP5V
3,520 円（ 税込 ）
『カール P-1R 』と同じ粒形状ながら、やや
硬めのゴム質で攻撃ができる粒高ラバーの
『カール P-H』を継承。
※発売時期等の詳細情報はWEBサイトにてご案内します

2020/11/20 11:42

スーパーヴェンタス

ヴェンタスシリーズ

TSPで人気の
『ヴェンタス』シリーズは
『VENTUS』
として新発売

VENTUS Extra

5,500 円（ 税込 ）

ヴェンタス エキストラ

スピード・スピンの両立と強い威
力を発揮する従 来の TSP『 スー
パーヴェンタス 』を継承。

ヴェンタス スピード

VENTUS Stiff ヴェンタス スティフ
5,280 円（ 税込 ）
スピン性能重視のトップシートと
やや硬質なスポンジがスピードの
あるボールを生み出す従来のTSP
『ヴェンタス スピード』を継承。

ヴェンタス スピン

ボールをしっかりグリップし、強い回転とスピー

ドを両立した TSPの人気裏ソフト
『 ヴェンタス 』
シリーズは、VICTASから『 VENTUS 』として性
能を変えずにシリーズ4枚が発売される。

ヴェンタス ベーシック

VENTUS Regular

ヴェンタス レギュラー
2,750 円（ 税込 ）
スピード・回転・コントロールのバ
ランスに優れた従来の TSP『ヴェ
ンタス ベーシック』を継承。

VENTUS Limber

5,280 円（ 税込 ）

ヴェンタス リンバー

グリップ力のあるトップシートと中
間硬度のスポンジが回転量のあ
るボールを実現する従来の TSP
『ヴェンタス スピン』を継承。

※発売時期等の詳細情報はWEBサイトにてご案内します
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トリプルシリーズ

VICTASから
高性能強粘着ラバーの
新提案
『TRIPLE』
シリーズ誕生

トラ

バー

高性能な粘着裏ソフトラバーとして多

くのトップ選手が使用した『 TSP 730』
から始まり、世界メダリストも愛用した

『トリプル』シリーズなど、TSPには人
気の粘着ラバーがある。

そのノウハウを生かして、現代卓球

にマッチした全く新しい性能を持つ粘

着ラバーを長年研究。
『 TRIPLE 』とし

て、VICTASが世に送り出す。

TRIPLE Double Extra

NEW

トリプル ダブル エキストラ
5,720 円（ 税込 ）

『 TRIPLE Extra 』よりもさらに強力な回
転を繰り出す強粘着のトップシートとよ
り強く硬い新開発の高密度スポンジを
組み合わせ、シリーズの中で最も猛烈な
回転量と球威を発揮する超トッププレイ
ヤー向けラバー。
※スポンジ硬度：57.5±3
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TRIPLE Extra

NEW

TRIPLE Regular

NEW

トリプル エキストラ
5,280 円（ 税込 ）

トリプル レギュラー
4,180 円（ 税込 ）

世界のトッププレイヤーのニーズから生
み出された強力な回転を繰り出す強粘
着のトップシートと、新開発の高密度ス
ポンジを組み合わせた。猛烈な回転量
と球威を武器としたいトッププレイヤー
向けギア。
※スポンジ硬度：55.0±3

数々のトップ選手から愛された歴史のあ
る TSPの『トリプル』
。強粘着のトップ
シートと弾力性の優れたスポンジを組
み合わせて、扱いやすさを追求した初、
中級者向け中国製粘着ラバー。
※スポンジ硬度：42.5±3

2020/11/18 15:55

スペクトル

スペクトルシリーズ

スピード系表ソフトの代名詞
『スペクトル』は『S1』
として継承。
新たに弾む『S2』
、
変化の
『S3』
がラインナップ

SPECTOL S1

スペクトルS1
4,180 円（ 税込 ）
表ソフトの代名詞である TSPの『 ス
ペクトル』と同様、円柱 +円錐形の
粒形状を縦目に配列。両ハンドのス
マッシュ＆ナックル性ショートの変化
と、コントロールのバランスに優れ、
安定感も兼ね備えた性能をそのまま
継承したラバー。

SPECTOL S2

スペクトルS2
4,950 円（ 税込 ）

NEW

「現代卓球に合った新世代へ向けた
スペクトル」として新開発され、ス
ポンジ選定を一からスタート。従来
のスペクトルをベースにしながらも、
現代卓球に合わせたテンション配合
と粒形状に設計。
『 SPECTOL S2 』
は攻撃重視のスピード卓球を実現で
きるラバー。

1977年に世界チャンピオンラバーに輝いた『 ス

ペクトル』
。その高い性能とバランスの良さは、現

代でも表ソフトラバーのスタンダードとして売れ

続けている。VICTASからスペクトルの性 能を

しっかりと継承する『 S1 』と、新たな性能を持つ

『 S2 』と『 S3 』を発売する。

※発売時期等の詳細情報はWEBサイトにてご案内します

victas�ラン�統合�ンフ_C2019.indd 8

SPECTOL S3

スペクトルS3
4,950 円（ 税込 ）

NEW

従 来の『 スペクトル』をベースにし
な がらも、現 代 卓 球 に合 わ せ た
テンション配 合と粒 形 状に設 計。
『 SPECTOL S3 』は、変化重視の攻
撃を実現できるラバーとして、全く新
しい『新生スペクトル』が誕生した。

2020/11/19 18:38

スーパースピンピップス

回転系の表ソフトラバーとして世界に認められ

ている『 スピンピップス 』
。攻撃型はもちろん、

カット型にも愛用者が多いスピンピップスは、
VICTASから『 D1 』
、
『 D2 』
、
『 D3 』の3枚が発売

される。

SPINPIPS D1

スピンピップスD1
4,180 円（ 税込 ）
従来の TSP『 スーパースピンピップ
ス 』の台形の粒形状を横目に並列
し圧倒的な回転量を実現する性質
をそのまま継承した。

SPINPIPS D2

NEW

スピンピップスD2
4,950 円（ 税込 ）

中国で人気が高い最新攻撃用テン
ション搭載スポンジを採用。工程・
素材ともに完全中国製で、圧倒的な
回転量と超攻撃を実現する。

スーパースピンピップス･
チョップスポンジ２

スピンピップスシリーズ

SPINPIPS D3

スピンピップスD3
4,180 円（ 税込 ）
従来の TSP『 スーパースピンピップ
ス・チョップスポンジ 2 』の優れた
回転性能と安定性を両立したカット
マン向けの仕様をそのまま継承。
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回転系表ソフトのベストセラー
性能を引き継ぐD1とD3。
そして、新たなD2も登場
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数多くの名作を生み出したTSPラケットのDNAを
VICTASが受け継ぐ
ベストセラーラケットの『 スワット』シリー

ズを始め、TSPの人気ラケットが性能をそ

のままに、デザインを一新して VICTASと
VICTAS PLAYに引き継がれる。

SWAT

スワット パワー

SWAT POWER スワット パワー
11,000 円（ 税込 ）

スワット

スワット スピード

SWAT SPEED

スワット

6,050 円（ 税込 ）

スワット 5PW

スワット スピード

11,000 円（ 税込 ）

SWAT 5PW

スワット 5PW

6,600 円（ 税込 ）

※発売時期等の詳細情報はWEBサイトにてご案内します
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スワット キッズ

スワット カーボン

SWAT CARBON

7,150 円（ 税込 ）

スワット カーボン

ヒノカーボン・パワー

HINO-CARBON POWER

ヒノカーボン S

13,200 円（ 税込 ）
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スワット キッズ

6,050 円（ 税込 ）

スペシャルダイナム 10.5

ヒノカーボン パワー
13,200 円（ 税込 ）

HINO-CARBON S

SWAT KIDS

スワット カーボンキッズ

スペシャルダイナム 9.0

ダイナム10.5
33,000 円（ 税込 ）

DYNAM 10.5

ヒノカーボン SR

ヒノカーボンS

HINO-CARBON SR

13,200 円（ 税込 ）

SWAT KIDS CARBON

スワット キッズ カーボン
7,150 円（ 税込 ）

ダイナム9.0
33,000 円（ 税込 ）

DYNAM 9.0

バーミンガム 77

ヒノカーボンSR

BIRMINGHAM 77
8,800 円（ 税込 ）

バーミンガム 77

2020/11/19 18:40

性能をそのままにTSPの人気ラケットが
VICTAS PLAYから発売される

アウォード オフェンシブ

アウォード オールラウンド

AWARD OFFENSIVE

AWARD ALLROUND

アウォード オフェンシブ
7,700 円（ 税込 ）

ライトネス

バーサル

ライトネス
6,600 円（ 税込 ）

ブラックバルサ 3.0

7,700 円（ 税込 ）

AWARD DEFENSIVE

アウォード オールラウンド
7,150 円（ 税込 ）

アウォード ディフェンシブ
7,150 円（ 税込 ）

スーパーディフェンシブ

VERSAL バーサル
7,700 円（ 税込 ）

LIGHTNESS

BLACK BALSA 3.0

アウォード ディフェンシブ

ブラックバルサ 5.0

ブラックバルサ 3.0

BLACK BALSA 5.0
7,700 円（ 税込 ）

SUPER DEFENSIVE

スーパーディフェンシブ
8,800 円（ 税込 ）

ブラックバルサ 7.0

ブラックバルサ 5.0

BLACK BALSA 7.0
7,700 円（ 税込 ）

ブラックバルサ 7.0

※発売時期等の詳細情報はWEBサイトにてご案内します
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NEW

NEW

V-BLACK

V-BLUE

V-ブラック
4,950 円（ 税込 ）

カーボンF-1

CARBON F-1

7,700 円（ 税込 ）

WFS ミッドS

WFS MID-S WFSミッド-S
9,900 円（ 税込 ）

スリーク・1

スリーク
4,950 円（ 税込 ）

SLEEK

victas�ラン�統合�ンフ_C2019.indd 13

ARSNOVA

WALNUT WOOD

ウォルナット ウッド
7,700 円（ 税込 ）

6,600 円（ 税込 ）

WFS ミッドSR

WFS ローター S

WFS MID-SR WFSミッド-SR
9,900 円（ 税込 ）

マルティⅡ

マルティ
8,800 円（ 税込 ）

MULTY

V-WOOD

V-オレンジ
4,950 円（ 税込 ）

ウォルナット ウッド

アルスノーバ

NEW

V-ORANGE

V-ブルー
4,950 円（ 税込 ）

アルスノーバ

カーボンF-1

NEW

V-ウッド
3,850 円（ 税込 ）

ブロックマンⅡ

BLOCKMAN ブロックマン
7,150 円（ 税込 ）

WFS ローター SR

WFS ROTOR-S WFS ローター-S WFS ROTOR-SR

8,800 円（ 税込 ）

快速

8,800 円（ 税込 ）

WFS ローター-SR

スピンエースカーボン

ブラスト
7,700 円（ 税込 ）

BLAST

SPIN ACE-CARBON

スピンエース-カーボン
9,350 円（ 税込 ）

2020/11/19 18:43

RUBBER
【 VICTAS 】新ラバーリスト
TRIPLE Extra

TRIPLE Double Extra

TRIPLE Regular

SPECTOL S2

SPECTOL S3

SPINPIPS D2

【 TSP 】
ラバー移行、生産完了リスト
TSP
スーパーヴェンタス

ヴェンタス スピード
ヴェンタス スピン

VICTAS
VENTUS Extra
VENTUS Stiff
VENTUS Limber

ヴェンタス ソフト

生産完了

レガリス レッド

生産完了

アグリット

生産完了

ヴェンタス ベーシック

レガリス ブルー
アグリット スピード

ライズ

ライズ スピード
ギャンビット

タリビット・２１
グランディ

ＵＱ

エクシズＦ-１・２１
エクシズ

スペクトル

VENTUS Regular

生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了

SPECTOL S1

スペクトル・２１

生産完了

スペクトル ブルー

生産完了

スペクトル レッド

スーパースピンピップス

スーパースピンピップス･チョップスポンジ２
スーパースピンピップス･２１
スピンピップス レッド

スピンピップス ブルー

カール Ｐ-１Ｒ ソフト

生産完了

SPINPIPS D1
SPINPIPS D3

生産完了
生産完了
生産完了

カール Ｐ-Ｈ ＯＸ

CURL P1V
CURL P1V
CURL P2V
CURL P3V
CURL P3V
CURL P3αV
CURL P3αV
CURL P4V
CURL P4V
CURL P5V
CURL P5V

ファイナル・スピードスポンジ

生産完了

カール Ｐ-１Ｒ ＯＸ

カール Ｐ-２ ソフト
カール Ｐ-3 ソフト
カール Ｐ-３ ＯＸ

カール Ｐ-３αＲ ソフト
カール Ｐ-３αＲ ＯＸ
カール Ｐ-４ ソフト
カール Ｐ-４ ＯＸ

カール Ｐ-Ｈ ソフト
ファイナル

スピンマジック

エルキャッチャー

生産完了
生産完了
生産完了

※上記 TSP 商品は、ITTFのラバーリストへの掲載期限を3年以上継続するため、公式大会でも引き続きご利用できます。
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BLADE
【 VICTAS PLAY 】新ラケットリスト
V-BLACK

V-BLUE

V-ORANGE

V-WOOD

【 TSP 】
ラケット移行、生産完了リスト
TSP
スワット FL／ST
スワット CHN

スワット SLIM

スワット パワーFL／ST

スワット スピードFL／ST

スワット カーボン FL／ST
スワット カーボン CHN
スワット ５ＰＷ FL／ST
スワットキッズ FL

スワットカーボンキッズ FL

アウォード オフェンシブFL

VICTAS

SWAT FL / ST
SWAT CHN
SWAT SLIM
SWAT POWER FL / ST
SWAT SPEED FL / ST
SWAT CARBON FL / ST
SWAT CARBON CHN
SWAT 5PW FL / ST
SWAT KIDS FL
SWAT KIDS CARBON FL
AWARD OFFENSIVE FL

アウォード オフェンシブ ST

生産完了

アウォード オールラウンドFL

AWARD ALLROUND FL

アウォード オフェンシブCHN

TSP

VICTAS PLAY

生産完了

カーボンＦ-１ ST

生産完了

トリニティ カーボン FL

生産完了

カーボンＦ-１ CHN

ウォルナット カーボン FL ／ST
アルテロ FL／ST
アルスノーバ FL

生産完了

ガレオン ST

生産完了

ガレオン FL

ジャピエルⅡ FL
ガイアⅡ FL

生産完了

スタッシュ FL

オフェンシブ リフレックスシステムST

生産完了

オールラウンド リフレックスシステムFL

オールラウンド リフレックスシステムST

ディフェンシブ リフレックスシステム FL

ディフェンシブ リフレックスシステム ST
オフェンシブ リフレックスシステム CHN

アウォードキッズ・オフェンシブ FL

アウォードキッズ・オールラウンド FL
ブラックバルサ 3.0 ST
ブラックバルサ 5.0 FL

ブラックバルサ 5.0 CHN
ブラックバルサ7.0 FL

ブラックバルサ7.0 CHN
バーサル FL

バーサル ST

バーサル CHN

ライトネスFL

ヒノカーボン・パワーFL
ヒノカーボン・パワーST

ヒノカーボン・パワー CHN
ヒノカーボンＳ

ヒノカーボンＳＲ
バーミンガム 77

カーボンＦ-１ FL

ジュラス FL

アストロン ブルー FL／ST
アストロン イエロー FL／ST
セクション FL

生産完了

シャイン FL

生産完了

レバント FL

生産完了

ブロックマンⅡ FL

生産完了

ハイラージⅡ FL

生産完了
生産完了
生産完了

BLACK BALSA 3.0 ST
BLACK BALSA 5.0 FL
BLACK BALSA 5.0 CHN
BLACK BALSA 7.0 FL
BLACK BALSA 7.0 CHN
VERSAL FL
生産完了

VERSAL CHN
LIGHTNESS FL
HINO-CARBON POWER FL
HINO-CARBON POWER ST
HINO-CARBON POWER CHN
HINO-CARBON S
HINO-CARBON SR
BIRMINGHAM 77
CARBON F-1 FL

ARSNOVA FL

ウォルナット ウッドST

アストロン レッド FL／ST

生産完了

生産完了

ARSNOVA CHN
WALNUT WOOD FL

AWARD DEFENSIVE FL

オフェンシブ リフレックスシステム FL

生産完了

ウォルナット ウッドFL

アウォード ディフェンシブ FL

アウォード ディフェンシブ ST

生産完了

生産完了

アルスノーバ CHN

生産完了
生産完了

VICTAS PLAY

アルスノーバ ST

アウォード オールラウンドST

アウォード オールラウンドCHN

VICTAS

シャイン CHN
スーパーディフェンシブ FL／ST

生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了

ブロックマンⅡ CHN

SUPER DEFENSIVE FL / ST
BLOCKMAN FL
BLOCKMAN CHN

ハイラージⅡ Ｓ／ＳＲ

生産完了

FC ラージ FL

FC ラージ Ｓ／ＳＲ
TS ラージ FL

TS ラージ Ｓ／ＳＲ

スピンエースカーボン
快速

スリーク・１

スペシャルダイナム9.0

スペシャルダイナム10.0
スペシャルダイナム10.5

生産完了
生産完了
生産完了
生産完了
生産完了

SPIN ACE-CARBON
BLAST
SLEEK
DYNAM 9.0
生産完了

ＷＦＳローター S／SR

DYNAM 10.5
WFS MID-S / SR
WFS ROTOR-S / SR

マルティⅡ

MULTY

ＷＦＳミッド Ｓ／ＳＲ

ＷＦＳハイ Ｓ／ＳＲ／両面対応

生産完了

※上記 TSP 商品は、JTTAAマークが刻印されているため、公式大会でも引き続きご利用できます。
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移行ではなく、進化。
TSPの90 年の歴史は
VICTAS が受け継ぐ。

株式会社 VICTAS

https://www.victas.com/ja_ jp/

東京本社 〒 107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 2 階

TEL : 03-5545-3933（ 代表 ） FAX : 03-3588-5666

大阪本社 〒 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 3-6-3 T4 BUILDING OSAKA 3 階

TEL : 06-6633-1951（ 代表 ） FAX : 06-6647-2790

福

TEL : 092-631-2621

FAX : 092-641-8980

名 古 屋 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-6-10 先 T4 NAGOYA 2 階

TEL : 052-961-3911

FAX : 052-961-3912

札

TEL : 011-804-8725

FAX : 011-806-3922

岡 〒 812-0044 福岡県福岡市博多区千代 4-29-46 アストール博多ビル 403
幌 〒 060-0042 北海道札幌市中央区大通西 7-1-1 井門札幌パークフロント9 階

特設ページはこちら

● 記載価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
（税込価格となります） ●メーカー希望小売価格はやむをえない事情により変更する場合があります。
● やむをえない事情により、掲載商品の仕様、デザイン、生産国、発売時期は予告なく変更する場合があります。 ● 掲載画像の色彩は、実際の商品と多少異なる場合があります。
●このブローシャーに掲載されている写真、イラスト、文章の無断転載は固くお断りします。 ●このブローシャーに掲載の商品は、2020 年 11 月現在のものです。

045790

ブランド統合案内ブローシャー
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