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鞍

ウレタン鞍下ゼッケン
色：黒

厚さ：15mm/25mm/35mm
¥2,500（税込 ¥2,750） /¥3,500 （税込 ¥3,850）/¥4,500（税込 ¥4,950）

ハーフツリー調教鞍
色：黒・茶　
タイプ：S、D　¥115,000（税込 ¥126,500）
＊ソメス社製の半鞍骨タイプです。
＊写真は S タイプになります。

３斤調教鞍
色：茶　
A タイプ　¥65,000（税込 ¥71,500）
AS タイプ  ¥75,000（税込 ¥82,500）

エプソム調教鞍
色：黒　¥140,000（税込 ¥154,000）
＊ストラップバー付き。

　肌裏スウェード革張り、クッション入り。

鞍合羽
色：黒・緑　
　　¥6,000（税込 ¥6,600）

５斤調教鞍　
色：茶　
A タイプ　¥70,000（税込 ¥77,000）
AS タイプ  ¥80,000（税込 ¥88,000）

ウインテック調教鞍　
色：黒　¥66,000（税込 ¥72,600）
＊全天候型ですので、
　雨の日でも使えます。

鞍合羽（ウェット）
色：黒　
　　¥8.800（税込 ¥9,680）

尾錠カバー /大（２枚セット）
色：黒・茶

¥1,900（税込 ¥2,090）

尾錠カバー /小（２枚セット）
色：黒・茶

¥1,700（税込 ¥1,870）

ボア鞍カバー　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
　　紺・オレンジ・ピンク　
　　¥4,700（税込 ¥5,170）　　

ウェット鞍カバー
（スポンジ入り）

色：黒
　　¥6,800（税込 ¥7,480）

＊  A タイプ  ；肌裏フェルト張り。＊ AS タイプ；肌裏スウェード革張り、クッション入り。

ストライドフリー調教鞍
色：黒　
スタンダードタイプ　¥63,000（税込 ¥69,300）

＊裏面にスポンジクッションを張り付ける事ができます。
   追加料金 :¥1,000（税込 ¥1,100）

着脱式託革 (1 本 )
サイズ：約 41cm　¥2,000（税込 ¥2,200）

ZILCO 調教鞍
色：黒　¥58,000（税込 ¥63,800）
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鞍下 • ゲルパッド

キルティング鞍下ゼッケン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺

茶・ピンク　
サイズ：約 98cm ×約 78cm　

¥2,900（税込 ¥3,190）

毛布鞍下ゼッケン（布生地付き）　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・茶

サイズ：約 84cm ×約 66cm　
¥5,800（税込 ¥6,380）

スポンジ鞍下ゼッケン
色：白　

厚さ：20mm/25mm
¥7,000 （税込 ¥7,700）/¥8,000（税込 ¥8,800）

ムートン鞍下ゼッケン
色：白　

サイズ：約 98cm ×約 72cm　
¥7,800（税込 ¥8,580）

スポンジ鞍下ゼッケン
色 : 黒　

厚さ：15mm/20mm/25mm
¥6,500（税込 ¥7,150） /¥7,500（税込 ¥8,250） /¥8,500（税込 ¥9,350）

毛布鞍下ゼッケン
サイズ：約 92cm ×約 66cm　

¥4,800（税込 ¥5,280）

鞍下ゼッケン（スポンジ入り）　
色：黒・緑

サイズ：約 85cm ×約 65cm　
¥6,000（税込 ¥6,600）

ウレタン鞍下ゼッケン
色：黒

厚さ：15mm/25mm/35mm
¥2,500（税込 ¥2,750） /¥3,500 （税込 ¥3,850）/¥4,500（税込 ¥4,950）

＊毛布の柄は写真と異なる場合がございます。

鞍ずれ防止鞍下ゼッケン
色：黒

¥3,500（税込 ¥3,850）

汗取り鞍下ゼッケン
¥5,700（税込 ¥6,270）

汗取り（腹部）　
サイズ：約 190cm ×約 70cm

¥23,000（税込 ¥25,300）

鞍合羽（ウェット）
色：黒　
　　¥8.800（税込 ¥9,680）

Zilco 鞍下ゼッケン（スポンジ入り）
¥9,500（税込 ¥10,450）
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ゲルパッド（大）
¥9,000（税込 ¥9,900）

＊ジェルが衝撃を吸収し、鞍傷防止に効果を発揮します。

エアリリース・ソフトゲル
¥11,000（税込 ¥12,100）

＊はちの巣状のゲルの穴が馬の上下動の圧力によって動くことで、
鞍下の熱気が外へ排出されます。衝撃吸収、鞍ずれ防止用として

お使いいただけます。

ゲルパッド（ダルマ型）
¥6,500（税込 ¥7,150）

Gel・Eze・サドルパッド
サイズ：約 58cm ×約 38cm　

¥13,000（税込 ¥14,300）
＊馬の背骨や背筋にかかる衝撃を

緩和し、保護します。

ゲルパッド（小）
サイズ：約 20cm ×約 30cm

¥5,800（税込 ¥6,380）

 Gel・Eze・ウィザーパッド
サイズ：約 30cm ×約 38cm

¥10,000（税込 ¥11,000）
＊鞍傷予防はもちろん、鞍傷がついてしまった部分の保護にもお

使いいただけます。

トレーニング用木馬
サイズ：約 190cm ×幅 50cm　重量：約 80kg

¥980,000（税込 ¥1,078,000）

木馬

レーシングトレーナー
＊サイズ、重量は下記参照

¥440,000（税込 ¥484,000）

重量：約 30kg

2140mm

1100mm
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ステンレス鐙
¥5,000（税込 ¥5,500）

ステンレス安全鐙
（ゴムステップ付き）　

¥8,500（税込 ¥9,350）

ステンレス鐙
（ゴムステップ付き）

¥7,500（税込 ¥8,250）

ハンティング鐙
サイズ：M/L

¥6,500（税込 ¥7,150）

ステンレス安全鐙
¥6,000（税込 ¥6,600）

ハンティング鐙ゴムステップ
サイズ：11cm/11.5cm/12cm

¥1,000（税込 ¥1,100）

鐙 • 鐙革

革製鐙革（２本セット）
色 : 黒　サイズ：21mm × 125cm　¥12,000（税込 ¥13,200）
　　　　　　　　24mm × 145cm　¥10,000（税込 ¥11,000）

クラリーノ製鐙革（２本セット）
色 : 黒　サイズ：ショート（21mm × 110cm）　¥6,800（税込 ¥7,480）
　　　　　　　　ロング　（21mm × 130cm） 　¥7,800（税込 ¥8,580）
　　　　　　　EX ロング（21mm × 156cm）　¥8,800（税込 ¥9,680）

ナイロン製鐙革（２本セット）
色 : 黒　サイズ：21mm × 125cm　¥7,600（税込 ¥8,360）
　　　　　　　　21mm × 145cm　¥8,400（税込 ¥9,240）
　　　　　　　   24mm × 125cm    ¥8,000（税込 ¥8,800）
　　　　　　　　24mm × 145cm    ¥8,800（税込 ¥9,680）

ポリマー鐙
¥6,000（税込 ¥6,600）

＊劣化しにくい材料を使用していて軽量タイプです。寒い季節も冷たくありません。

ポリマー鎧 ( ゴムステップ付き )
¥5,000（税込 ¥5,500）
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オリジナル腹帯
サイズ：110cm~140cm
¥6,500（税込 ¥7,150）

ボア腹帯カバー
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・オレンジ・ピンク　

¥2,800（税込 ¥3,080）

腹帯カバー（すべり止め付き）
色 : 青　¥2,500（税込 ¥2,750）

ムートン腹帯カバー
色：白　¥3,800（税込 ¥4,180）

キルティング腹帯カバー
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・茶・ピンク

¥1,300（税込 ¥1,430）

タオル腹帯カバー
色：黒・紺　¥2,400（税込 ¥2,640）

スポンジ腹帯カバー
色：黒　¥3,000（税込 ¥3,300）

アクリル腹帯カバー
色：黒・赤　¥3,200（税込 ¥3,520）

オリジナル腹帯（両ゴム）
サイズ：110cm~140cm
¥7,500（税込 ¥8,250）

ウレタン腹帯（両ゴム）
サイズ：110cm 〜 140cm(5cm 刻み )

¥6,800（税込 ¥7,480）

オリジナル腹帯（片ゴム）
サイズ：110cm~140cm
¥7,000（税込 ¥7,700）

ウレタン腹帯（片ゴム）
サイズ：110cm 〜 140cm(5cm 刻み )

¥6,300（税込 ¥6,930）
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頭絡 • 鼻革

ナイロン製頭絡　¥5,800（税込 ¥6,380）

ナイロン製鼻革　¥4,200（税込 ¥4,620）
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・茶

オレンジ・ピンク
（２トーンカラーもございます）

ナイロン製クロス鼻革
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・茶

オレンジ・ピンク
¥5,800（税込 ¥6,380）

クラリーノ製頭絡　¥12,000（税込 ¥13,200）

クラリーノ製鼻革　¥9,000（税込 ¥9,900）
色：黒・赤・青・黄・白

革製頭絡　¥13,000（税込 ¥14,300）

革製鼻革　¥8,600（税込 ¥9,460）
色：黒・茶

革製クロス鼻革
色：黒　¥10,000（税込 ¥11,000）

クリンチャー額革
色：ゴールド・シルバー　
¥7,000（税込 ¥7,700）

ラバー製クロス鼻革
色：黒　¥6,000（税込 ¥6,600）

＊口を開けてハミを抵抗する馬に効果的です。

ナイロン製メキシカン鼻革　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥6,000（税込 ¥6,600）

革製メキシカン鼻革
色：黒・茶　¥13,000（税込 ¥14,300）
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ナイロン製コンビ鼻革
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥5,500（税込 ¥6,050）

マウスネット
色：黒

¥6,800（税込 ¥7,480）

ナイロン製フラッシュ＆
ドロップ鼻革

色：黒　¥7,800（税込 ¥8,580）

ボア製チークピーシーズ
（２個セット）　

色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク

¥3,500（税込 ¥3,850）
＊後方の視界を狭め、

集中力を増すためのアイテムです。
＊頭絡は含みません。

革製コンビ鼻革
色：黒　¥10,000（税込 ¥11,000）

ボア製シャドーロール　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク

¥3,800（税込 ¥4,180）
＊鼻先の視界を遮る事により、　 頭を下げる

効果があります。
また、影などに驚く馬にも用いられます。

＊鼻革は含みません。

革製フラッシュ＆
ドロップ鼻革

色：黒　¥19,000（税込 ¥20,900）

ナイロン製キネトーン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥6,000（税込 ¥6,600）

＊手綱を引く事により鼻革が鼻梁を圧迫し、
引っかかる馬を制御する効果があります。

ボア製ブロウバンド　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク　

¥1,800（税込 ¥1,980）
＊頭絡は含みません。

＊口を割らない様にする効果と鼻梁を抑えて屈倒させる時に有効です。

＊ハミの上下をはさみ、上下２本の強弱の調整により効果的です。
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ナイロン製ビブマルタン（オープン）　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥6,600（税込 ¥7,260）

革製ビブマルタン
（固定式）

色：黒　¥18,000（税込 ¥19,800）

ネックストレッチ　
¥3,500（税込 ¥3,850）

＊馬の頭からハミ両側を通して腹帯に装着します。
くっとうされた頭の位置を誘導します。

ナイロン製胸ガイ　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫

白・紺・茶・オレンジ・ピンク
　¥5,900（税込 ¥6,490）

ボア製胸ガイカバー　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク　

¥2,800（税込 ¥3,080）

革製ビブマルタン
（スライド式）

色：黒　¥18,000（税込 ¥19,800）

ナイロン製ビブマルタン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥7,200（税込 ¥7,920）

ナイロン製ランニング
マルタン

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
紺・茶・オレンジ・ピンク

¥6,300（税込 ¥6,930）

ボア製マルタンカバー　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク　

¥2,500（税込 ¥2,750）
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マルタン • 胸ガイ

ナイロン製アイリッシュマルタン　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫

白・紺・茶・オレンジ・ピンク
¥1,500（税込 ¥1,650）

革製アイリッシュマルタン　
色：黒　¥3,000（税込 ¥3,300）

マルタンストッパー　色：黒　
¥300（税込 ¥330）

ナイロン製ガースベルト
¥900（税込 ¥990）

スタンディングマルタン　
¥1,700（税込 ¥1,870）

レインライト
¥22,000（税込 ¥24,200）

＊競走馬のトレーニングやバランスの良い馬体
作りを目的とし、しっかりと背中の筋肉を
 使って走らせる為のトレーニング馬具です。
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ナイロン製ネックストラップ　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク　
¥2,000（税込 ¥2,200）

舌縛り
（マジックタイプ）　

¥700（税込 ¥770）

舌縛り
（メッシュベルト）　

¥1,400（税込 ¥1,540）

・舌縛り
（ナイロンベルト）

¥2,100（税込 ¥2,310）

革製ネックストラップ　
色：黒・茶

¥4,000（税込 ¥4,400）
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手綱

ナイロン製ゴム手綱（3/4 インチ）
　色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・茶・オレンジ・ピンク

¥7,000（税込 ¥7,700）
＊２トーンカラーもございます。

布手綱
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・オレンジ・ピンク　
サイズ：全長 220cm( レギュラー )/260cm( ロング )
¥7,200（税込 ¥7,920）/ ￥8,000（税込 ¥8,800）

＊２トーンカラーもございます。

毛手綱
サイズ：全長 220cm

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
¥8,000（税込 ¥8,800）

革製ゴム手綱（芯入り）
色：黒

¥16,000（税込 ¥17,600）

ナイロン製
ワンタッチ折返し手綱　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・茶・
オレンジ・ピンク
¥7,500（税込 ¥8,250）

レインストッパー (2 個セット )　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・茶　
¥600（税込 ¥660）

ワンタッチ折返し手綱　
色：黒・茶　
¥22,000（税込 ¥24,200）

布調馬索　
色：黒・赤
サイズ：全長 8m
¥5,000（税込 ¥5,500）
＊ねじれ防止金具付き。
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メンコ

ブリンカー付きメンコ
（ハーフカップ）　

¥6,800（税込 ¥7,480）

アイシールド
¥9,800（税込 ¥10,780） フードメッシュカップ

（パシファイヤー）
色：黒

¥13,800（税込 ¥15,180）

ブリンカー付きメンコ
（フルカップ）　
¥6,800（税込 ¥7,480）

オリジナル
パシファイヤー

色：黒
¥12,800（税込 ¥14,080）

遮眼付きメンコ
色：白

¥6,800（税込 ¥7,480）
＊右目用か左目用よりお選びください。

メンコ（メッシュ）　
色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク

¥5,400（税込 ¥5,940）

メンコ（布）
色：黒・赤・青・黄・緑

紫・白・茶
¥5,400（税込 ¥5,940）

メンコ（サテン）
色：黒・赤・青・黄

緑・紫・白・茶　
¥6,000（税込 ¥6,600）

ブリンカー付きメンコ
（フレンチカップ）

¥6,800（税込 ¥7,480）

＊メンコ（メッシュ / サテン / 布）は２トーンカラーもございます。

アイシールド　パーツ
（２個セット）　
¥4,000（税込 ¥4,400）

HIDEZ　
コンプレッションマスク

サイズ :S/M   色：黒・赤・青
¥12,000（税込 ¥13,200）

＊コンプレッション ( 圧迫 / 圧搾 ) により
　馬を落ち着かせる効果が期待できます。

イヤープラグ
¥2,400（税込 ¥2,640）

＊ナイロン製の紐がついています。
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脚当て • 肢巻き

球節当て（ショート）　
¥5,500（税込 ¥6,050）

前ずれ当て
¥4,900（税込 ¥5,390）

坂路用脚当て
（つなぎ付き）
¥8,500（税込 ¥9,350）

交突当て（ショート）　
¥5,500（税込 ¥6,050）

ともずれ当て
¥5,700（税込 ¥6,270）

障害用脚当て（後肢）　
¥5,800（税込 ¥6,380）

球節当て
（つなぎカバー付き）　

¥8,000（税込 ¥8,800）

ともずれ当て
（つなぎ付き）
¥6,700（税込 ¥7,370）

つなぎ当て
¥2,000（税込 ¥2,200）

球節当て（ロング）　
¥5,700（税込 ¥6,270）

前ずれ当て
（つなぎ付き）
¥5,900（税込 ¥6,490）

障害用脚当て（前肢）　
¥5,500（税込 ¥6,050）

交突当て（ロング）　
¥5,700（税込 ¥6,270）

ともずれ当て
（オープン）

¥5,700（税込 ¥6,270）

裏筋当て
¥9,500（税込 ¥10,450）

交突当て
（つなぎカバー付き）　

¥8,000（税込 ¥8,800）

坂路用脚当て
¥7,500（税込 ¥8,250）

つなぎ当て（ボア付き）
色 : 黒・赤・青・黄・緑・紫・白・紺・

オレンジ・ピンク
¥3,900（税込 ¥4,290）

ポロバンテージ
（２個セット）　

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
サイズ：約 11cm ×約 300cm

¥1,800（税込 ¥1,980）

＊脚当ては 2個セットです
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つなぎ当て
（ウェット付き）　

¥3,500（税込 ¥3,850）

落鉄予防ワンコ　
¥5,900（税込 ¥6,490）

蹄球当て（革なし）　
¥4,900（税込 ¥5,390）

ダブルベルクロワンコ
色：黒

サイズ：M/L
¥4,000（税込 ¥4,400）

蹄球当て
¥5,900（税込 ¥6,490）

スリッポンワンコ
色：黒・赤・青・黄・緑・白　

サイズ：M/L
¥3,000（税込 ¥3,300）

革ワンコ
¥4,900（税込 ¥5,390）

べトラップ（１本）
色：オレンジ・ティール・白・赤・青・黄・紫・ピンク・緑・黒　

       ¥390（税込 ¥429）

ポロバンテージ
（２個セット）　

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
サイズ：約 11cm ×約 300cm

¥1,800（税込 ¥1,980）

ランダウンパッチ
（４枚セット）
　¥550（税込 ¥605）　

＊ともずれ予防に効果のある丸いパッチです。

レストンロール
サイズ：約 10cm ×約 490cm    ¥6,800（税込 ¥7,480）

＊スポンジの片面が粘着テープになっていて、バンテージと一緒に使用することにより
交突やともずれを予防します。

スパンテックスバンテージ
（２個セット）

色：黒・赤・青・黄・緑・白 
サイズ：約 10cm ×約 260cm

¥4,000（税込 ¥4,400）

ともずれ用パット
（２個セット）

¥700（税込 ¥770）

筒状ゲル
サイズ：約 6cm ×約 130cm

¥12,000（税込 ¥13,200）

ともずれ用ゲル
（１枚）

¥650（税込 ¥715）

レッテイテープ
¥2,500（税込 ¥2,750）

＊レッテイ予防に効果があります。 

パッチフェルト
¥2,000（税込 ¥2,200）

＊フェルトの素材を使用している為、
    より一層の予防効果があります。

エラスチック
バンテージ（１本）　

色：白・黒・赤・青・黄・緑・紫・ピンク・オレンジ
¥220（税込 ¥242）

＊脚当ては 2個セットです

HOLLY・ワンコ
¥2,000（税込 ¥2,200） HOLLY・つなぎ当て

¥1,400（税込 ¥1,540） HOLLY・つなぎ当て
ベルクロ (1 個）
¥1,600（税込 ¥1,760）HOLLY・脚当て（ロング）

¥3,300（税込 ¥3,630）

テンドングリップ
色：黒・白

サイズ：6.5cm × 5m
¥5,500（税込 ¥6,050）
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厩舎用毛バンテージ
（２個セット）

色：黒　
サイズ：約 10cm ×約 310cm

¥4,000（税込 ¥4,400）

綿製レッグラップ
（２枚セット）
¥1,500（税込 ¥1,650）

エスカドロン
レッグラップ
（２枚セット）　
¥3,000（税込 ¥3,300）

フェルト製
レッグラップ
（２枚セット）
¥1,800（税込 ¥1,980）

冷却用脚当て
（２枚セット）
¥7,500（税込 ¥8,250）

アニマリンテックス
¥1,400（税込 ¥1,540）

馬爽快マッサージクリーム
容量：500g

¥6,500（税込 ¥7,150）

フィニッシュライン　
容量：20.45kg  ¥19,800（税込 ¥21,780）
容量：10.45kg　¥9,800（税込 ¥10,780）

レッグソーカー用
コイル（１個）

¥1,300（税込 ¥1,430）

ウェット製レッグソーカー固定
バンド（２本セット）　

¥750（税込 ¥825）

レッグソーカー
¥6,400（税込 ¥7,040）

＊従来品より折れにくいコイルを使用しています。

Cool・Max
容量：20kg　¥9,800（税込 ¥10,780）
容量：8.2kg　¥4,800（税込 ¥5,280）

スーパークール
 容量：10.88kg　¥11,000（税込 ¥12,100）

容量：1.81kg  　¥3,200（税込 ¥3,520）

タフロック
容量：16kg  ¥25,000（税込 ¥27,500）
容量：8kg    ¥14,000（税込 ¥15,400）

氷用脚当て
（２枚セット）
¥8,500（税込 ¥9,350）

コールドウィン
（２枚セット）
¥7,800（税込 ¥8,580）

＊冷湿布効果の出るゲルで、運動後の
クールダウンに使用します。

アイスブーツ
（２枚セット）

¥16,000（税込 ¥17,600）

バンテージカバー
（２枚セット）
色：黒・紺・青

¥2,800（税込 ¥3,080）

クリボックス
容量：450ml

¥3,800（税込 ¥4,180）
＊馬栓棒などサク癖をする場所に塗

り防止します。

厩舎用タックバンテージ
（２個セット）

色：黒・紺
サイズ：約 10cm ×約 300cm

¥3,800（税込 ¥4,180）

Gel・Eze・
アンダーバンテージ
サイズ：約 19cm ×約 31cm　

¥4,000（税込 ¥4,400）
＊通気性がよく、バンテージ下のパッドとして運動・厩舎・

輸送用にお使いいただけます。

W
ATANABE

SADDLERY
冷却アイテム

＊天然素材による筋肉疲労保護、機能回復の促進
マッサージクリームです。

オリジナル
アイスパック
（２枚セット）
¥6,400（税込 ¥7,040）

＊脚への冷却用パックです。従来品よ
り袋を丈夫にしてあります。

レッグクーラー
¥5,600（税込 ¥6,160）



WATANABE
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W
ATANABE

SADDLERY
無口 • 引き手

ナイロン無口（エコノミー）　
色：赤・青・黄・緑

¥1,500（税込 ¥1,650） 革製無口
色：黒・茶 

サイズ：M  ¥15,000（税込 ¥16,500）
 サイズ：L   ¥16,000（税込 ¥17,600）

真鍮製プレート
¥2,400（税込 ¥2,640）

引き手（２本セット）
色：黒・赤・青・黄・緑・紫

白・オレンジ・ピンク
¥3,200（税込 ¥3,520）

短鎖（５リンク）
¥320（税込 ¥352）

短鎖（９リンク）
¥340（税込 ¥374）

ゴールドスナップ
¥380（税込 ¥418）

マレーブルスナップ
¥550（税込 ¥605）

新案ナスカン
¥280（税込 ¥308）

カップリングチェーン
¥2,200（税込 ¥2,420）

チェーン付き革製リードロープ
色：黒

サイズ：220cm（チェーン部分は含みません）
¥12,000（税込 ¥13,200）

革製リードロープ
（ジョイントタイプ）

サイズ：200cm
色：黒　¥9,800（税込 ¥10,780）

ナスカン付きリードチェーン（真鍮）

ナスカン付きチェーン
サイズ：全長 45cm

色：ゴールド・シルバー
¥1,000（税込 ¥1,100）

ナイロン無口
（クッションパット付き）　

色：黒・赤・青・黄・緑・紫
紺・ピンク

¥2,600（税込 ¥2,860）

ナイロン無口DX
色：赤・青・黄・緑

¥3,000（税込 ¥3,300）

45cm ¥2,400（税込 ¥2,640）
75cm ¥2,800（税込 ¥3,080）

布製リードロープ
サイズ：全長 200cm

色：黒　¥4,800（税込 ¥5,280）

リードチェーン固定バンド
¥980（税込 ¥1,078）



ジョイント

銜身（太さ）

銜身（長さ）

銜環（リング）

■  銜（各部の名称）
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W
ATANABE

SADDLERY
ハミ

水勒銜（中空）
長さ：11.5cm/12.5cm
太さ：1.9cm　¥5,000（税込 ¥5,500）
＊軽量化のため銜身の中が空洞になっています。

水勒銜（ソリッド）
長さ：12.5cm
太さ：1.5cm　¥5,000（税込 ¥5,500）

リングハミ（ゴム付き）
長さ：12.5cm
太さ：2.1cm　¥7,000（税込 ¥7,700）

リングビット
長さ：12.5cm　¥7,000（税込 ¥7,700）

Ｄハミ
長さ：12.5cm
太さ：1.5cm　¥6,000（税込 ¥6,600）
＊口角に D リングが密着し、左右のぶれをなくします。

エッグビット（太）
長さ：12.5cm
太さ：2.2cm　¥6,500（税込 ¥7,150）

トライアビット
長さ：11.5cn/12.5cm/14cm　

¥12,000（税込 ¥13,200）

トライアビット
（中空）

長さ：12.5cm　¥13,000（税込 ¥14,300）

ダイナミック・エッグビット
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥20,000（税込 ¥22,000）

エッグビット
長さ：12.5cm
太さ：1.7cm　¥6,500（税込 ¥7,150）

リングビット
（枝なし）

長さ：12.5cm　¥7,000（税込 ¥7,700）

Ｄハミ（太）
長さ：12.5cm
太さ：2.2cm　¥8,000（税込 ¥8,800）

KK コンラッド
ウルトラ水勅銜
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥17,000（税込 ¥18,700）

WH・ウルトラ・スナッフル
長さ：12cm
太さ：1.6cm　¥20,000（税込 ¥22,000）
＊銜の中心部のローラーが回転することで
　唾液を分泌させ、銜受けを良くします。

ダイナミック・ウルトラビット
長さ：12cm
太さ：1.6cm　¥27,000（税込 ¥29,700）

Ｄハミ（ゴム付き）
長さ：12.5cm
太さ：2cm　¥6,000（税込 ¥6,600）

トライアビット
（ラバーマウス）

長さ：12.5cm　¥13,000（税込 ¥14,300）

Dynamic・RS・リングビット
シングルジョイント
長さ：12.5cm　
太さ：1.6cm　¥18,000（税込 ¥19,800）

Dynamic・RS・エッグビット
シングルジョイント
長さ：12.5cm　
太さ：1.6cm　¥23,000（税込 ¥25,300）

WH・ウルトラ
Dリング
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥26,000（税込 ¥28,600）

＊リングの中に舌をはめて装着します。頭頸を下げて馬を直進させる効果があります。

水勒銜（ダブルジョイント）
長さ：12.5cm
太さ：1.8cm　¥8,000（税込 ¥8,800）

エッグビット（ゴム付き）
長さ：12.5cm
太さ：2.3cm　¥8,000（税込 ¥8,800）

＊リング部分が固定されているため、拳の動きがダイレクトにハミに伝わります。
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ペソアビット
長さ：12.5cm　¥6,500（税込 ¥7,150）
＊手綱をつけるリングの位置を下にするほど
　制御力が強く、馬の頭を下げる作用があります。

ビリービット
¥6,000（税込 ¥6,600）

ノボコンタクト・ルーズリング
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥20,000（税込 ¥22,000）

ノボコンタクト・リングシングル
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥20,000（税込 ¥22,000）

ノボコンタクト・エッグシングル
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥22,000（税込 ¥24,200）

ノボコンタクト・エッグビット
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥24,000（税込 ¥26,400）

KK ユニバーサルビット
長さ：12.5cm/13.5cm
太さ：1.8cm　¥23,000（税込 ¥25,300）
＊口向きの悪い馬向きのハミ。ハミ身中央部がわん曲し
ており通常のシングルジョイントより強く作用します。

スライディングビット
¥9,500（税込 ¥10,450）

ラバーバービット
長さ：12.5cm/13.5cm　
太さ：2cm　¥7,000（税込 ¥7,700）

ジェーンリーグルビット
¥6,500（税込 ¥7,150）

ピーウィービット
長さ：12.5cm　¥16,000（税込 ¥17,600）

フルチークビット
　　　    長さ：12.5cm　

太さ：1.5cm　¥8,000（税込 ¥8,800）
＊口角を両サイドからはさむので
　左右にブレにくく、リングが口に入るのを防ぎます。

ルーズリングビット
（タートルトップ）

            長さ：12.5cm　
         太さ：1.6cm　¥18,000（税込 ¥19,800）

Ｄ型ウォーターフォードビット
長さ：12.5cm　¥8,000（税込 ¥8,800）

ウォーターフォードビット
長さ：12.5cm　¥8,000（税込 ¥8,800）
＊口向きの悪い馬、
　すぐに引っ掛かる馬に効果的です。

デュオビット
長さ：12.5cm
太さ：1.6cm　¥10,000（税込 ¥11,000）

ギャグビット
長さ：12.5cm
太さ：2cm　¥7,000（税込 ¥7,700）
＊銜への抵抗感が強い馬や前下方にもぐる馬に効果的です。

ギャグループ
（2本 1組）

¥4,000（税込 ¥4,400）

ペソアビット（ゴム付き）
長さ：12.5cm　
太さ：2cm　¥7,000（税込 ¥7,700）

KK ウルトラ Bリング
長さ：12.5cm　
太さ：1.6cm　¥24,000（税込 ¥26,400）
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ビットガード
（２枚セット）

色：黒・赤・青・黄・緑・白・茶　¥700（税込 ¥770）
　　＊口角の保護や、ハミ環が口の中へ入ってしま
　　　うことを防止します。

ゲル・ビットガード
（２枚セット）

色：黒　¥2,400（税込 ¥2,640）
＊ゲルの柔らかさが馬の口角に対して優しく作用す
　るので手綱の操縦性が良くなります。

ハートハミ
（ナイロン製吊り革付き）

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
紺・茶・オレンジ・ピンク

¥6,000（税込 ¥6,600）

ハートハミストレート
（真鍮）

¥3,800（税込 ¥4,180）
ハートハミ

¥3,000（税込 ¥3,300）

ナイロン製カップラン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥1,800（税込 ¥1,980）

革製カップラン
色：黒

¥5,000（税込 ¥5,500）

＊ハミを固定し、ハミ環が口の中へ入ってしまうことを防止します。

ガムチェーン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

紺・茶・オレンジ・ピンク
¥4,600（税込 ¥5,060）

ハートハミ
（革製吊り革付き）

色：黒　¥9,000（税込 ¥9,900） 革製ジョイント吊り革
色：黒　¥7,500（税込 ¥8,250）

ゴム製ハミ吊り
色：黒

¥3,000（税込 ¥3,300）
＊馬がハミを越して舌を出すのを防ぎ、

ハミの位置を正しく保つ効果があります。
ゴム製イタイタ（１枚）

¥1,500（税込 ¥1,650）
＊馬が内にささったり、外にふくれるのを防ぎます。

WTP・エッグビット
（ノーマル）

長さ：12.5cm　¥15,000（税込 ¥16,500）

WTP・ルーズリングビット
（ノーマル）

長さ：12.5cm　¥14,000（税込 ¥15,400）

WTP・リングビット
（ノーマル）

長さ：12.5cm　¥17,000（税込 ¥18,700）

WTP・エッグビット
（プレート付き）

長さ：12.5cm　¥16,000（税込 ¥17,600）

WTP・ルーズリングビット
（プレート付き）

長さ：12.5cm　¥15,000（税込 ¥16,500）

WTP・リングビット
（プレート付き）

長さ：12.5cm　¥18,000（税込 ¥19,800）
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亜鉛製飼葉桶
幅 53cm ×高さ 30cm
¥6,800（税込 ¥7,480）

HP　飼葉桶
色：黒・赤・青・緑

幅 42cm ×高さ 26cm
¥7,000（税込 ¥7,700）

DULAFLEX
飼葉桶

（コーナー用）
色：青　¥5,000（税込 ¥5,500）

ヘイネット
色：赤・青・緑

¥1,500（税込 ¥1,650）

水桶吊り金具
¥1,500（税込 ¥1,650）

アイプレート
¥450（税込 ¥495）

ダブルエンドスナップ
（ゴールド）
¥350（税込 ¥385）

パニックスナップ（丸）
¥600（税込 ¥660）

パニックスナップ（角）
¥600（税込 ¥660）

Ｃリンク
¥340（税込 ¥374）

セイフティーフック
サイズ：S/M/L

¥350（税込 ¥385)/¥370( 税込 ¥407)/¥390（税込 ¥429)

Ｓカン
¥60（税込 ¥66）

ダブルエンドスナップ
（シルバー）
¥380（税込 ¥418）

水桶吊りフック
¥1,800（税込 ¥1,980）

DULAFLEX
飼葉桶

（フェンス用）
色：赤　¥5,000（税込 ¥5,500)

リング付き
乾草入れ袋

¥8,800（税込 ¥9,680）

オリジナル
フィードバック
¥5,500（税込 ¥6,050）

HP・飼葉桶用枠
色：黒・赤・青・緑

¥3,800（税込 ¥4,180）

HP・水桶
色：黒・赤・青・緑

幅 34cm ×高さ 33cm
¥5,400（税込 ¥5,940）

DULAFLEX
水桶

幅 33cm ×高さ 30cm
色：青

¥4,000（税込 ¥4,400）

DULAFLEX
飼葉桶

幅 40cm ×高さ 30cm
色：青

¥6,000（税込 ¥6,600）

DULAFLEX
飼葉桶用枠

色：黒
¥2,800（税込 ¥3,080）

亜鉛製飼葉桶
（ヘリ付き）

幅 53cm ×高さ 30cm
¥8,900（税込 ¥9,790）

亜鉛製水桶
幅 30cm ×高さ 28cm
¥3,500（税込 ¥3,850）

ステンレス製
飼葉桶

幅 53cm ×高さ 30cm
¥20,500（税込 ¥22,550）

ステンレス製
飼葉桶

（ヘリ付き）
幅 53cm ×高さ 30cm

¥25,800（税込 ¥28,380）

ステンレス製
水桶

幅 30cm ×高さ 28cm
¥9,700（税込 10,670）

W
ATANABE

SADDLERY
厩舎用品

ゴム製飼葉桶
¥5,800（税込 ¥6,380）

ゴム製水桶
¥4,200（税込 ¥4,620）

水桶固定バンド
¥1,200（税込 ¥1,320）

飼葉桶固定バンド
¥1,400（税込 ¥1,540）

鞍置台
色：黒　¥6,000（税込 ¥6,600）

壁掛け式サドルラック
色：黒・赤　¥4,400（税込 ¥4,840）

壁掛け式ブライドルラック
色：黒・赤　¥1,800（税込 ¥1,980）

フリッパー鞍置台
色：黒　¥9,000（税込 ¥9,900）

＊簡単に折りたたみができ、持ち運びにも便利です。
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①ほうき
　¥800（税込 ¥880）

②熊手
　¥650（税込 ¥715）

③３本フォーク (180cm)
　¥7,800（税込 ¥8,580）

④３本フォーク (150cm)
　¥6,800（税込 7,480）

⑤チップフォーク
　¥4,500（税込 ¥4,950）

⑥アメリカンレイキ
　¥9,500（税込 ¥10,450）

ボロミ
¥2,200（税込 ¥2,420）

ミラクルカラー
¥9,800（税込 ¥10,780）

＊サクヘキ（グイッポ）防止用の
バンドです。 サクヘキ防止ベルト

¥4,000（税込 ¥4,400）

ミラクルカラー用ボア
（３点セット）

色：黒・赤・青・黄・緑・紫
白・紺・オレンジ・ピンク

¥3,500（税込 ¥3,850）

ジョリーボール
色：赤・青

¥5,500（税込 ¥6,050）
＊ストレス解消用のおもちゃです。ゴム
製なので耐久性に優れています。

ジョリーアップル
¥4,000（税込 ¥4,400）　

＊りんごの芳香剤が入ったストレス解消用
のおもちゃです。馬房につるして使います。

ラバータイ
サイズ：85cm　¥5,000（税込 ¥5,500）

ラバートレーラータイ
サイズ：約 77cm　¥3,500（税込 ¥3,850）

アルミニウム製寝わらかぎ
（ラバーグリップ）

¥4,200（税込 ¥4,620）　２本セット

ステンレス製寝わらかぎ
（レザーグリップ）　70cm

¥6,500（税込 ¥7,150）　２本セット

ステンレス製寝わらかぎ
（レザーグリップ）　55cm

¥6,000（税込 ¥6,600）　２本セット

プラスチック製ボロミ
色：緑　¥1,300（税込 ¥1,430）

プラスチック製ボロミ
色：オレンジ　¥700（税込 ¥770）

取手付きボロミ
¥4,700（税込 ¥5,170）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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プラスチック製口カゴ
（無口取り付け用）

¥3,500（税込 ¥3,850）

無口あて
¥3,800（税込 ¥4,180）

無口あて
（ラバータイプ）

¥3,800（税込 ¥4,180）

馬名板
サイズ：30cm × 45cm
¥3,000（税込 ¥3,300）

体温計 ( 馬用 )
サイズ：23cm

¥4,000（税込 ¥4,400）

アルミ測尺計
¥11,000（税込 ¥12,100）

無口あて
（立体タイプ）
¥4,500（税込 ¥4,950）

アルミニウム製鼻つまみ
¥3,500（税込 ¥3,850）

肩つまみ
¥1,200（税込 ¥1,320）

鼻ねじり棒
サイズ：85cm　¥6,000（税込 ¥6,600）

デラックス口カゴ
¥9,000（税込 ¥9,900）

＊着用の仕方　
無口と同じように装着します。口カゴ内側から
馬の鼻先までを約 2.5cm あけてください。

プラスチック製口カゴ
（ナイロンストラップ付き）

¥4,000（税込 ¥4,400）

口洗い用スポイト
¥3,800（税込 ¥4,180）

金属製口カゴ
（ロープストラップ付き）

¥6,800（税込 ¥7,480）

プラスチック製口カゴ
（診療用）

¥13,000（税込 ¥14,300）

ジョッキー人形
¥110,000（税込 ¥121,000）
＊勝負服等、オリジナルの
カラーリングを施します。

＊ 20 秒で測定可能です。使用後は水で
洗い流し、水分を拭いてください。

ステーブルファン
¥15,000（税込 16,500）

＊ファンバッグにより気軽に設置、移動が
できますので大変便利です。



　ブラシ類　

　手入れ道具　
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W
ATANABE

SADDLERY
手入れ用品

根ブラシ
¥1,200（税込 ¥1,320）

ナイロンブラシ
¥1,000（税込 ¥1,100）

金串
¥1,000（税込 ¥1,100）

レディエンス
メイン＆テール・コンディショナー

容量：500ml
¥2,500（税込 ¥2,750）

＊たてがみや尾のクシどおりを良くし
自然な輝きを与えます。

馬爽快（30錠入り）
¥1,700（税込 ¥1,870）

＊手軽に除菌・洗浄が可能です。

馬用虫除け・ユカリン
容量：500ml

¥3,000（税込 ¥3,300）
＊天然由来成分を主体とした

馬用虫除けスプレーです。

ゴムブラシ
（先角）

¥800（税込 ¥880）

パキンブラシ
¥1,500（税込 ¥1,650）

毛ブラシ（ジュニア）
¥2,500（税込 ¥2,750）

プラスチックブラシ
色：黒・赤・青・緑
¥500（税込 ¥550）

グルーミングミット
色：赤・青

¥1,200（税込 ¥1,320）
＊ブラシ面とマッサージ面を使い分けて
馬体のケアに使用します。

ナイロン根ブラシ
色：黒・青・紫・ピンク
¥1,500（税込 ¥1,650）

毛ブラシ
（ミリタリー）
¥4,000（税込 ¥4,400）

レオベット・5スター
ボディウォッシュ

容量：500ml
¥3,500（税込 ¥3,850）

ナイロン根ブラシ（ロング）
色：黒・青・紫・ピンク
¥1,500（税込 ¥1,650）

毛ブラシ
（ｶﾊﾞﾘｴ /L ｻｲｽﾞ）

¥5,000（税込 5,500）

ワンダーブルーシャンプー
容量：946ml

¥2,700（税込 ¥2,970）

レザーシーン
容量：946ml

¥2,500（税込 ¥2,750）

ホースケア虫除けボトル
（厩舎・馬房用）

容量：1000ml
¥3,000（税込 ¥3,300）

ゴムブラシ
（先丸）

¥900（税込 ¥990）

ナチュラル仕上げブラシ
¥3,500（税込 ¥3,850）

ナイロン仕上げブラシ
色：黒・青・紫・ピンク
¥2,300（税込 ¥2,530）

フェイスブラシ
( ソフト )

¥800（税込 880）

ストリップヘアー
¥5,500（税込 ¥6,050）

＊抜け毛とり、フケとり、シャンプー等
多機能なゴムブラシです。

ホワイト・ホースシャンプー
容量：1000ml

¥3,500（税込 ¥3,850）

Effol・
スーパースターシャイン

容量：750ml　¥2,500（税込 ¥2,750）
容量：2500ml　¥7,500（税込 ¥8,250）

＊毛に輝きとボリュームを与え
たてがみと尻尾の絡まりをなくします。

NT ドライパウダー
容量：156g

¥3,600（税込 ¥3,960）
＊厩舎での湿気 · 細菌 · 尿 · 糞から蹄を
守るパウダーです。蹄をドライに保ち
蹄叉腐爛 ･ 蹄恩炎症などを防ぎます。馬用虫除け・ユカリン

容量：5L
¥28,000（税込 30,800）

ホースケア・
（植物性の馬体洗浄液）
容量：1L　¥2,700（税込 ¥2,970）

容量：5L　¥12,150（税込 ¥13,365）
＊泥・埃などの汚れ、汗・皮脂もしっかり洗浄。

馬の肌にとても優しいです。



　蹄油　
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ゴム毛抜き手袋
色：青・赤・緑

¥900（税込 ¥990）

トリミングクシ
¥500（税込 ¥550）

タテガミすきナイフ
¥1,800（税込 ¥1,980）

タテガミすきバサミ
¥2,300（税込 ¥2,530）

ブラシ付き鉄ピ
色：黒・赤・青・緑
¥600（税込 ¥660）

オリジナル鉄ピ
¥950（税込 ¥1,045）

ウォッシュミット
色：青・緑・赤

¥1.200（税込 ¥1,320）

アルミクシ
¥400（税込 ¥440）

ステンレス製汗こき（丸）
¥1,800（税込 ¥1,980）

胡麻油入り蹄油
容量：1kg　¥1,800（税込 ¥1,980）
容量：3kg　¥3,800（税込 ¥4,180）

    容量：15kg　¥11,000（税込 ¥12,100）
＊当社オリジナルの上質な胡麻油入り蹄油です。

プラスチック製汗こき
色：赤・青　¥1,500（税込 ¥1,650）

カークハート
色：黒・白

容量：1000ml　：¥3,200（税込 ¥3,520）
容量：5000ml　：¥14,000（税込 ¥15,400）

＊馬油を主成分とした蹄油クリームで、蹄の柔軟化を促進します。

ケビンベーコン
容量：1L　¥3,000（税込 ¥3,300）
容量：2.5L　¥5,800（税込 ¥6,380）

＊ 100% 天然成分の蹄油です。
蹄をやさしくケアして健康に保ちます。

ケビンベーコン・フーフドレッシング
（液体）

容量：500ml　¥3,000（税込 ¥3,300）
  容量：1000ml　¥5,800（税込 ¥6,380）

＊液体タイプのため少しの量でよくのびます。フタに刷毛が付いています。

プラスビタール
容量：2.5L　¥9,800（税込 ¥10,780）

ステンレス製汗こき（角）
¥1,600（税込 ¥1,760）

蹄油 A
容量：15kg　¥7,800（税込 ¥8,580）

金櫛（丸型）
¥1,200（税込 ¥1,320）

グルーミングボックス
サイズ：奥行 約 28cm　横 約 40cm　高さ 約 24cm

¥3,200（税込 ¥3,520）

三つ編用クシ
¥300（税込 ¥330）

タテガミ用輪ゴム
色：黒・白

¥400（税込 ¥440）

グルーミングトート
サイズ：奥行 35cm　横 40cm　高さ 25cm

色：黒　¥3,600（税込 ¥3,960）



　レザーオイル　

　レザーソープ　
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ブラシ付き蹄油
容量：900ml　¥2,800（税込 ¥3,080）

＊ブラシ付きなので持ち運びや出張に便利です。

ブラシ付き蹄油用容器
¥1,400（税込 ¥1,540）

蹄油用ハケ
¥300（税込 ¥330）

蹄油用ブラシ
¥600（税込 ¥660）

オリジナル保革油
容量：1kg　¥2,000（税込 ¥2,200）
容量：3kg　¥4,300（税込 ¥4,730）

    容量：15kg　¥13,000（税込 ¥14,300）
＊当社オリジナルの上質な液状タイプの保革油です。

ワンステップ
容量：425g　¥2,400（税込 ¥2,640）

＊汚れ落としと保革、両方の
効果があります。

Effax・レザーオイル
容量：5000ml　¥16,000（税込 ¥17,600）

ショッケミューレ　レザーバルサム
容量：500ml　¥2,200（税込 ¥2,420）

レザーバルサム
容量：500ml　¥2,000（税込 ¥2,200）

＊天然成分配合のグリース状保革油です。革をやわらかく、
丈夫にします。

パッセ・・レザーバルサム
容量：500ml　¥2,000（税込 ¥2,200）
＊革の老化を防ぎ、いつまでも美しい

光沢を保ちます。

パッセ　サドルソープ
容量：200g　¥1,500（税込 ¥1,650）

＊スポンジ付きです。

ラノライズ
サドルソープ

容量：450g　¥1,800（税込 ¥1,980）
＊革に栄養分を補給し、汚れを落とす

サドルソープです。

レオベット　オイルソープ
容量：450ml　¥3,000（税込 ¥3,300）

レザーオイル（ブラシ付き）
容量：475ml　¥2,200（税込 ¥2,420）
＊ブラシ付きなので持ち運びに便利な

液状保革油です。

レオベット　フーフオイル
（ブラシ付き）

容量：450ml　¥4,000（税込 ¥4,400）
＊オイルが蹄を保湿コーティングすること

で、伸縮性 · 柔軟性 · 輝きを保ちます。

Effol・刷毛付き蹄油
容量：475ml　¥2,500（税込 ¥2,750）

ショッケミューレ　サドルソープ
（スプレー）

容量：500g　¥2,200（税込 ¥2,420）
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キルティング馬着
色：黒・紺

サイズ：185cm/195cm
¥14,000（税込 ¥15,400）

Jack’s・メッシュ馬着
色：赤・青・緑
サイズ：185cm

¥11,000（税込 ¥12,100）

オリジナルレイン馬着
色：黒・赤・青・黄・緑
サイズ：185cm/195cm

¥16,000（税込 ¥17,600）

＊防水・撥水加工の生地を使用しておりますので、雨天時にご使用ください。

薄馬着
色：黒

サイズ：185cm/195cm
¥13,000（税込 ¥14,300）

クールセンサー馬着
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・茶・紺

サイズ：185cm/195cm
¥12,000（税込 ¥13,200）

＊調教後や馬洗後の水分を素早く吸収し
蒸発させ、馬体を快適に保ちます。

オリジナルレイン腰当て
色：黒・赤・青・黄・緑

サイズ：S/M/L
¥12,000（税込 ¥13,200）

馬服固定ベルト
¥3,000（税込 ¥3,300）

ヘッドバンパー
色：黒

¥3,500（税込 ¥3,850）

飛節当て
（２個セット）
¥6,000（税込 ¥6,600） トランスポートブーツ

（２個セット）
色：黒・緑

¥5,000（税込 ¥5,500）

テールガード
¥3,200（税込 ¥3,520）

＊尾のつけ根に巻いて、すり傷を防ぎます。

クールセンサー腰当て
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・茶・紺

サイズ：S/M/L
¥8,000（税込 ¥8,800）

W
ATANABE

SADDLERY

W
ATANABE

SADDLERY

馬着

輸送用品



　鞍　
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SADDLERY
ジョッキーアイテム

アメリカンレーシングサドル
色：黒・赤・青
サイズ：0.5 斤 /1 斤 /2 斤 /3 斤
＊価格はサイズによって異なります。

NS レーシングサドル
色：黒・赤・青

（＊シート部分は黒のみになります）
サイズ：３斤 A（950g~）　¥72,000（税込 ¥79,200）

ストライドフリーレーシングサドル
色（本体）：黒・赤・青・白
色（パイピング）：黒・赤・青・黄・緑・白・ピンク

鉛入れ鞍下ゼッケン
（大／ 10ポケット）

サイズ：51cm × 54cm　重量：1150g
色：黒　¥17,000（税込 ¥18,700）

鉛入れ鞍下ゼッケン
（中／６ポケット）

サイズ：41cm × 54cm　重量：840g
色：黒　¥15,000（税込 ¥16,500）

鉛入れ鞍下ゼッケン
（小／ 6ポケット）

サイズ：31cm × 44cm　重量：570g
色：黒　¥13,000（税込 ¥14,300）

ソフトレーシングサドル
色：黒・赤・青
サイズ：３斤 A（950g~）　　¥65,000（税込 ¥71,500）
　　　    3 斤 AS（1200g~）   ¥75,000（税込 ¥82,500）

アメリカンレーシングサドル（軽量タイプ）
色：黒
サイズ：1 斤 (250g~）　¥42,000（税込 ¥46,200）
　　　　2 斤 (380g~）　¥46,000（税込 ¥50,600）

クロコ柄加工
＊アメリカンレーシングサドルのみ可能で、
　色は黒になります。　
　値段：通常価格にプラス ¥5,000（税込 ¥5,500）

タイプ 重量 シートサイズ 価格

0.5 斤 370g~ 33cm ¥42,000（税込 ¥46,200）
1 斤 A 400g~ 37cm ¥42,000（税込 ¥46,200）
2 斤 A 550g~ 40cm ¥46,000（税込 ¥50,600）
3 斤 A 600g~ 43cm ¥48,000（税込 ¥52,800）
2 斤 AS 950g~ 40cm ¥65,000（税込 ¥71,500）
3 斤 AS 1050g~ 43cm ¥68,000（税込 ¥74,800）

＊ A タイプ：ジャージ張り、フラット　　AS タイプ：スムース革張り、クッション入り

450g~500g 600g~700g 1kg 1.5kg 2kg
¥48,000（税込 ¥52,800）¥52,000（税込 ¥57,200）¥58,000（税込 ¥63,800）¥64,000（税込 ¥70,400） ¥68,000（税込 ¥74,800）

鉛プレート
165g : ¥480（税込 ¥528）
  70g : ¥380（税込 ¥418）
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レース用ゴム腹帯（SOMES）
色：黒・赤・青　

レース用ゴム腹帯　USA
色：黒

サイズ：M　重量：約 550g　¥16,000（税込 ¥17,600）

レース用ゴム腹帯（軽量タイプ）
色：黒　

サイズ：M　重量：約 280g　¥15,000（税込 ¥16,500）

レース用ゴム腹帯
色：黒

サイズ：S/M/L　重量：約 660g　¥11,000（税込 ¥12,100）

ステンレス製レース用鐙
（ゴム付き）
色：黒・赤・青・白

重量：約 280g　¥10,000（税込 ¥11,000）

STS レース用鎧
重量：約 195g　¥18,000（税込 ¥19,800）

レース用クラリーノ鐙革
色：黒・赤・青・白

サイズ：1.8cm × 95cm　¥8,000（税込 ¥8,800）

レース用クラリーノ鐙革（薄型）
色：黒・赤・青・白　¥8,000（税込 ¥8,800）

サイズ：1.8cm × 95cm　＊通常のタイプより薄くて軽く、穴の間隔が短くなっています。

ステンレス・レース用鎧
重量：約 600g　¥34,000（税込 ¥37,400）

カーボン製レース用鐙
（ステップ付き）

色：黒　
重量：約 200g　¥21,000（税込 ¥23,100）

Tech　レース用鎧
色：黒・シルバー

重量：96g　¥25,000（税込 ¥27,500）

AMERICAN・EQUUS・レース用鐙
色：黒・青・シルバー

重量：約 190g
¥34,000（税込 ¥37,400）

AMERICAN・EQUUS・レース用鐙
（ティアドロップ）

重量：約 295g
¥34,000（税込 ¥37,400）

サイズ 重量 上下セット 上のみ 下のみ
S 約 690g ¥22,000（税込 ¥24,200）¥12,000（税込 ¥13,200） ¥10,000（税込 ¥11,000）
M 約 730g ¥22,000（税込 ¥24,200）¥12,000（税込 ¥13,200） ¥10,000（税込 ¥11,000）
L 約 770g ¥23,000（税込 ¥25,300）¥13,000（税込 ¥14,300） ¥10,000（税込 ¥11,000）

チタン製レース用鎧
重量：約 150g　¥20,000（税込 ¥22,000）



　アンダーシャツ　
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デサント　アンダーシャツ
（袖なし）

色：黒・白　サイズ：S/M
¥3,900（税込 ¥4,290）

デサント　レギュラーパンツ
サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L

¥8,500（税込 ¥9,350）

デサント　レインパンツ
（インタイプ）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥11,000（税込 ¥12,100）

デサント　ストレッチパンツ
サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L

¥11,000（税込 ¥12,100）

デサント　アンダーシャツ
（長袖）

色：黒・白　サイズ：S/M/L
¥4,900（税込 ¥5,390）

デサント　レインパンツ
（オーバータイプ）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥13,000（税込 ¥14,300）

デサント　アンダーシャツ
（半袖）

色：黒・白　サイズ：S/M
¥4,300（税込 ¥4,730）

ミズノ　レインシャツ
色：黒　サイズ：S/M/L
¥6,500（税込 ¥7,150）

デサント　レインパンツ
（インタイプ／裏地メッシュ）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥13,000（税込 ¥14,300）

デサント　レインパンツ
（オーバータイプ／裏地メッシュ）

サイズ：S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥15,000（税込 ¥16,500）

デサント　ストレッチシャツ
（長袖）

色：黒・白　サイズ：S/M/L
¥5,600（税込 ¥6,160）

デサント　ストレッチシャツ
（半袖）

色：黒・白　サイズ：S/M/L
¥4,600（税込 ¥5,060）



　レギンス •サポーター　
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ミズノ　レギュラーパンツ
（スタイリッシュタイプ）

（ルーズタイプ）
サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-S/ M-M/ M-L

¥9,000（税込 ¥9,900）

ミズノ　ジョッキーパンツ
（レインタイプ／オーバー）

サイズ：S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥13,500（税込 ¥14,850）

ミズノ　ジョッキーパンツ
（夏用高通気タイプ）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥12,000（税込 ¥13,200）

ミズノ　ジョッキーパンツ
（防風タイプ）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥13,000（税込 ¥14,300）

デサント　レギンス
色：黒・赤・青・紫・白・ベージュ

サイズ：M/L　¥3,900（税込 ¥4,290）

レース用ブーツカバー
¥3,800（税込 ¥4,180）

レース用ブーツカバー
（ロング）

¥4,800（税込 ¥5,280）

レギンス
色：ベージュ

サイズ：S/M/L　¥3,900（税込 ¥4,290）

アンクルサポーター（ロング）
色：黒・青

¥3,500（税込 ¥3,850）

アンクルサポーター
（ショート）

色：黒・青
¥3,000（税込 ¥3,300）

ミズノ　ジョッキーパンツ
（レインタイプ /イン）

サイズ：S-S/ S-M/ S-L/ S-LL/ M-M/ M-L
¥11,500（税込 ¥12,650）



　ヘルメット　
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SADDLERY
ライダーアイテム

オリジナル　ヘルメット
¥25,000（税込 ¥27,500）

LAS・ヘルメット
サイズ：57/58/59/60/61
¥25,000（税込 ¥27,500）

エナメル製ヘルメットカバー
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・

オレンジ・ピンク
サイズ：S/M/L　¥4,800（税込 ¥5,280）

ヘルメットカバー用ボンボン
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白

オレンジ・ピンク
サイズ：S/M/L　¥500（税込 ¥550）

＊２色での作成も可能です。

オリジナル
ヘルメット用あご当て

¥2,000（税込 ¥2,200）

ヘルメット用あご当て
サイズ：S/M/L

¥2,200（税込 ¥2,420）

Arai・ヘルメット
（騎手用）

サイズ：XS/S/M/L/XL
¥23,000（税込 ¥25,300）

ニット製ヘルメットカバー
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白・

オレンジ・ピンク
サイズ：フリー　¥4,300（税込 ¥4,730）

Antares
レーシングヘルメット

サイズ：56/57/58/59
¥62,000（税込 ¥68,200）

エナメル製ヘルメットカバー
（カスタム）

¥5,800（税込 ¥6,380）

Antares
レーシングヘルメット
（ギャラクシー）

サイズ：56/57/58/59
¥72,000（税込 ¥79,200）

KEP・ジョッキースカルヘルメット
サイズ：56/57/58/59

色：ブラック・グレー・ネイビー・ホワイト
¥100,000（税込 ¥110,000）

Uof・ジョッキーエボヘルメット
サイズ：56/57/58/59

色：黒・赤・青
¥55,000（税込 ¥60,500）

Horse・ライディングヘルメット
サイズ：57/58/59/60/61
¥12,000（税込 ¥13,200）

KEP・ジョッキースカルヘルメット
（カラー Ver.）

サイズ：56/57/58
色：オレンジ・ピンク・ブルー・レッド

¥100,000（税込 ¥110,000）

Arai・ヘルメット
（調教 /厩務員用）
サイズ：XS/S/M/L/XL/XXL
¥16,000（税込 ¥17,600）

GPA ヘルメット
（Jock-up・Easy）
サイズ：56/57/58/59/60
¥71,000（税込 ¥78,100）



　ゴーグル　

　ライディングベスト　
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ヘルメットバンド
（10本入り）

色：黒・赤・青・白・ベージュ　¥1,000（税込 ¥1,100）

アセステ（4枚入り）
¥300（税込 ¥330）　

＊優れた吸汗性で、汗による不快感を解消します。
　ヘルメットにはるだけで O.K. です。

ダート板
（ソフトタイプ）

¥900（税込 ¥990）

ダート板
（ハードタイプ）

¥950（税込 ¥1,045）

Kroop・ゴーグル
色：黒・茶

レンズ：クリア／スモーク
¥1,600（税込 ¥1,760）

オリジナル　ゴーグル
（クリア）

¥2,800（税込 ¥3,080）

ゴーグル
色：赤・青・緑

レンズ：クリア／スモーク
¥2,000（税込 ¥2,200）

オリジナル　ゴーグル
（イエロー）

¥2,800（税込 ¥3,080）

オリジナル　ゴーグル
（スモーク）

¥2,800（税込 ¥3,080）

オリジナル　ゴーグル
（レインボー）
¥2,800（税込 ¥3,080）

デサント　ライディングベスト
（調教用）

色：黒　サイズ：S/M/L/LL　
重量：約 360g~500g　¥38,000（税込 ¥41,800）

VIPA ボディープロテクター
（調教用）
サイズ：S/M/L　

重量：約 700g~800g　¥45,000（税込 ¥49,500）

デサント　ライディングベスト
（ジョッキー用）

色：グレー　サイズ：S/M/L
重量：約 300g　¥44,000（税込 ¥48,400）

エクササイズベスト
色：黒

サイズ：S/M/L/LL　¥22,000（税込 ¥24,200）
＊フィット感・サポート感に優れ、

　　　動きを阻害しない快適な着心地です。

GM　ゴーグル
（スモーク）

¥1,800（税込 ¥1,980）

GM　ゴーグル
（プリズムブルー）

¥1,800（税込 ¥1,980） サングラス
¥3,900（税込 ¥4,290）

＊ 3 種類のレンズがついていて、全天候型・全時間帯で
視界を守ります。

VIPA ボディープロテクター
（レース用）

サイズ：S/M
重量：約 400g　¥50,000（税込 ¥55,000）



　ブーツ　

　グローブ　

　チャップス　
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レッグチャップス
（ソフトレザー）

色：黒　サイズ：S/M/L/LL
¥10,000（税込 ¥11,000）

デサント・グローブ
色：黒・白　サイズ：SS/S/M/L

¥2,600（税込 ¥2,860）

デサント・グローブ
（カラーバージョン）

色：赤・青　サイズ：S/M/L　
¥2,600（税込 ¥2,860）

デサント・グローブ
（防寒）

サイズ：S/M/L　
¥3,500（税込 ¥3,850）

SEIKO・グローブ
サイズ：21/22/23/24/25/26

¥2,400（税込 ¥2,640）

PVC　ジョッパーブーツ
色：黒　サイズ：22~27cm

¥6,000（税込 ¥6,600）

STRIDE・ジョッパーブーツ
色：黒　サイズ：22.5~28cm

¥18,000（税込 ¥19,800）

レッグチャップス
（ウォッシャブル）
色：黒　サイズ：S/M/L/LL

¥7,000（税込 ¥7,700）

デサント・グローブ
（指なし）

色：黒・白　サイズ：S/M/L
¥2,600（税込 ¥2,860）

SEIKO・グローブ
（ウェット）

サイズ：22/23/24/25/26
¥3,000（税込 ¥3,300）

Dusty・ブーツ
色：黒　サイズ：24.5~28cm

¥7,000（税込 ¥7,700）

シンセティック　ショートブーツ
色：黒　サイズ：22.5~27.5cm

¥8,500（税込 ¥9,350）

STRIDE レッグチャップス
色：黒　サイズ：XS/S/M/L
¥18,000（税込 ¥19,800）

SEIKO・グローブ
（防寒）

サイズ：21/22/23/24/25
¥3,000（税込 ¥3,300）

コザッキー　トレーニングブーツ
色：黒　サイズ：24~29cm

¥7,800（税込 ¥8,580）

チャップス
（表革）

色：黒
サイズ：S/M/L　¥65,000（税込 ¥71,500）

チャップス
（デニム）

¥22,000（税込 ¥24,200）

V カット加工
¥1,200（税込 ¥1,320）

ミズノ・グローブ
色：黒・白・白黒　サイズ：20/21/22/23/24

¥2,500（税込 ¥2,750）

ミズノ・グローブ（指なし）
色：黒・白・白黒　サイズ：20/21/22/23/24

¥2,500（税込 ¥2,750）



　ステッキ　
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ミズノ　調教用レインウェア
（ジャケット）　

色：黒　サイズ：S/M/L
¥14,500（税込 ¥15,950）

勝負服
（オーダーメイド）　

生地：エアロ／光沢
¥21,000（税込 ¥23,100）

ミズノ　調教用レインウェア
（パンツ）

色：黒　サイズ：S/M/L
¥12,000（税込 ¥13,200）

ステッキ・USA
色：黒
長さ：70cm
¥7,500（税込 ¥8,250）

ステッキ・JPN
色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
　　オレンジ・ピンク
長さ：70cm　
¥13,000（税込 ¥14,300）

ステッキ　SoftCropUSA
色：黒・赤・青
長さ：70cm
¥10,800（税込 ¥11,880）

パッド鞭 JPN
色：黒
長さ：70cm
¥14,500（税込 ¥15,950）

ステッキ JPN
（羽根付き）・

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
　　オレンジ・ピンク
長さ：70cm
¥14,000（税込 ¥15,400）

パッド鞭
（カスタム・オーダーメイド）

色：黒・赤・青・黄・緑・紫・白
¥17,800（税込 ¥19,580）

＊長さ、色をご指定ください。ご注文を頂いてから
の作製となりますので、納品までに少しお時間がか
かります。

コウノエベルト
サイズ：S/M/L/O　¥5,700（税込 ¥6,270）

＊人体の要、骨盤のバランスを整える。

ミズノ　腰部骨盤ベルト
サイズ：S/M-L/L　¥5,900（税込 ¥6,490）

ミズノ　腰部骨盤ベルト
（スリムタイプ）

サイズ：S/M-L/L　¥5,900（税込 ¥6,490）
＊体幹を安定させることで骨盤の歪みや崩れた姿勢バランス

を整えて歩行や運動などの腰にかかる負担を軽減します。
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