
2022 AUTUMN&WINTER2022 AUTUMN&WINTER2022 AUTUMN&WINTER

©YOMIURI GIANTS

FAIR

選手使用のデザインそのままに、表情ある素材感でコストパフォーマンスにも優れた1枚。

12JE1J16  □□ ¥ 5,060 ¥4,600トレーニングジャケット（半袖）STANDARD   model

09.ブラック

62.レッド

14.ネイビー

63.エンジ

16.パステルネイビー

Backstyle

表情のある素材感が、シンプルな
デザインにも存在感を演出。

01.ホワイト
裾スピンドル仕様で、シーンや
シーズンで着こなしを調整。

サイズ
M・L・O・XO・2XO 本体 ： ポリエステル100%

フライス ： ポリエステル95%・ポリウレタン5%
裾スピンドル仕様で調整可能 / 右胸にランバードマーク刺繍
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません｡
中国製

組成

FAIR

ストレッチ布帛採用。秋冬のトレーニング時に活躍。

09.ブラック

16.パステルネイビー01.ホワイト

14.ネイビー

Backstyle

布帛ながらにストレッチを実現。
秋冬のトレーニングにもおススメ。

裾スピンドル仕様で、シーンや
シーズンによって着こなしを調整。

トレーニングジャケット（長袖） 12JE1J05  □□ ¥9,790 ¥8,900HIGH QUALITY   model

サイズ
M・L・O・XO・2XO 本体 ： ポリエステル100%

フライス ： ポリエステル95%・ポリウレタン5%
裾スピンドル仕様で調整可能 / 右胸にランバードマーク刺繍
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません｡

組成

FAIR

ポケットファスナー仕様。

グラウンドコート 12JE1G05  □□ ¥ 17,600 ¥16,000HIGH QUALITY    model

裏地 ： ポリエステル100%
中綿 ： ポリエステル100%
フライス ： ポリエステル95%・ポリウレタン5%

内ポケット付
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません｡
中国製

サイズ
M・L・O・XO・2XO 表地：本体 ： ナイロン100%

（表面 ： ポリウレタンラミネート）
前見返し部 ： ポリエステル100%

組成

品のある光沢感と高級感。
古き良き雰囲気をもった素材を採用。

14.ネイビー×ホワイト 79.ブラック×ホワイトBackstyle

シンプルなデザインも、特長のある素材で存在感を演出。

09.ブラック×オレンジ

FAIR

身
頃

袖

同色も、違う素材感で見た目
にも変化を。

14.ネイビー×ホワイト

79.ブラック×ホワイト09.ブラック×オレンジ

Backstyle

便利な内ポケット付きで細部に
までこだわった仕様。

グラウンドコート（薄手） 12JE1G06  □□ ¥ 13,200 ¥12,000HIGH QUALITY    model

裏起毛仕様で、最低限の温かさは確保しながらも汎用性の高い１枚。

FAIR

身
頃

袖

14.ネイビー

09.ブラック 62.レッド

16.パステルネイビー

Backstyle

同色も、違う素材感で見た目
にも変化を。

ウォーマージャケット 12JE1W16  □□ ¥ 9,790 ¥8,900STANDARD    model

サイズ
、りあでルプンサはクーマ胸左OX2・OX・O・L・M 価格には含まれておりません｡

中国製
表地  ： ポリエステル100%
裏地  ： ポリエステル100%
フライス ： ポリエステル95%・ポリウレタン5%

組成

裏メッシュ仕様でロングシーズン
着用可能。

裏メッシュ仕様で、長いシーズン着用できる新提案アイテム。

63.エンジ

サイズ
M・L・O・XO・2XO 表地  ： 身頃 ： ポリエステル100%

袖 ： ナイロン100%
　  （表面 ： ポリウレタンラミネート）
裏地 ： ポリエステル100%

フライス ： ポリエステル95%・ポリウレタン5%
内ポケット付
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません｡
中国製

組成

読売ジャイアンツモデル読売ジャイアンツモデル

バックスタイル

起毛

ニットフーディ（ハーフZIP）

●サイズ：M、L、O、XO、2XO●組成：本体：ポリ
エステル99％・ポリウレタン1％　フライス：ポ
リエステル100％●脇ポケット付●右胸にラン
バードマーク刺繍●左胸マークはサンプルであ
り、価格には含まれておりません。●日本製

球団アイテムズバリの素材と仕様。こだわりのクオリティをその手に。

09：ブラック×オレンジ

14：ネイビー×ホワイト 16：パステルネイビー×ホワイト 79：ブラック×ホワイト

〔裏側〕〔表側〕

12JE1K05  □□ ¥ 10,450 ¥ 9,500



移動からグラウンドまで
幅広く対応できる着心地。

心地よいストレッチ感により動きやすく快適なプレーをサポート。
さりげない杢柄が、シンプルでいて洗練された雰囲気を醸し出します。

理想の動き
ストレッチ&柔らかな着心地が叶えるTECHSWEAT

テックスウェット

肌触りが良く、
柔らかな風合いの
ニット素材。

PRO
 M
O
D
EL

©中日ドラゴンズ

新形状のラウンドネックとストレッチ性で、
動きがさらにスムーズに。

レイヤードで気温の寒暖にも対応しやすい、新感覚の半袖スタイル。

球団アイテムズバリの素材と仕様。ストレッチと柔らかな着心地が特徴。

サイズ ： M・L・O・XO・2XO
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
脇ポケット付
右胸にランバードマーク刺繍（ホワイト）
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

サイズ ： M・L・O・XO・2XO
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ポケットなし
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

サイズ ： M・L・O・XO・2XO
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ポケットなし 首バインダー仕様
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

（バックスタイル）

 ¥11,770
（本体価格¥10,700）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

テックスウェットフーディ

12JE2K09 □□
¥7,480（本体価格¥6,800）

FAIR

09.ブラック杢

14.ネイビー杢 16.パステルネイビー杢

杢柄

POINT

（バックスタイル）

（バックスタイル）

 ¥10,890
（本体価格¥9,900）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

テックスウェット（ハーフZIP)

12JE2K08 □□
¥6,600（本体価格¥6,000）

FAIR

09.ブラック杢

14.ネイビー杢 16.パステルネイビー杢

09.ブラック杢 14.ネイビー杢 16.パステルネイビー杢

 ¥11,220
（本体価格¥10,200）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

テックスウェット（丸首）

12JE2K07 □□
¥6,930（本体価格¥6,300）

FAIR

STAN
D
ARD

M
O
D
EL



着れば実感！ ストレッチ感 × 動きやすさ × 着心地の良さ
杢柄 &  ロゴがさりげなく映える、着やすいシンプルデザイン
トレンドに合った、スリムシルエット 

TECHSWEAT
ストレッチ & 柔らかな着心地

納得の着心地と、今着たいデザイン性POINT

練習中、グラウンド内での着用はもちろん、移動や
宿舎・寮などグラウンドの外でも活躍。季節やシーンを
問わず着用できる１着は欲しい、優秀セットアップ。

テックスウェット

シーンを選ばないWHEN

1.
2 .
3 .

ストレッチと柔らかな着心地が特徴の
杢柄テックスウェットパンツ。

ストレッチと柔らかな着心地が特徴の
杢柄テックスウェットジャケット。

（サイドスタイル）

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
脇ポケット付
右胸にランバードマークワッペン付
右肩にミズノプロプリント
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
脇ポケット付 ウエストスピンドル仕様
左前にランバードマークワッペン付
右脇にミズノプロプリント
インドネシア製

テックスウェットパンツ

12JD2R03 □□
¥8,250（本体価格¥7,500）

FAIR

 ¥13,750
（本体価格¥12,500）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

テックスウェットジャケット

12JC2R03 □□
¥9,460（本体価格¥8,600）

FAIR

09.ブラッ イネ.41杢ク ビー杢06.グレー杢 （バックスタイル）

ストレッチ素材杢柄Mizuno Proプリント

POINT

ストレッチ素材Mizuno Proプリント

POINT

（バッ ッラブ.90）ルイタスク ク杢 14.ネイビー杢06.グレー杢

※商品写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。



POINT.1

肌触りがよく
きめ細かい厚みのあるフリース素材。

POINT.2

防風性のある布帛裏地を使用することで
寒さの要因である風を防ぎます。

風に勝つフリースの温かみと
裏地の防風性で

肉厚な表生地と防風性のある布帛裏地のフリースパーカ。

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
表地：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
バインダー：ナイロン84％・ポリウレタン16％
脇ポケット付 袖口・裾バインダー仕様
右肩にランバードマークワッペン付
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

 ¥12,870
（本体価格¥11,700）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

フリースパーカ（厚手）

12JE9K24 □□
¥8,580（本体価格¥7,800）

FAIR

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
表地：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
バインダー：ナイロン84％・ポリウレタン16％
脇ポケット付 袖口・裾バインダー仕様
右肩にランバードマークワッペン付 フードにミズノプロ刺繍
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

（バックスタイル）

（バックスタイル）

14.ネイビー

09.ブラック 16.パステルネイ

05.グレー 09.ブラック

14.ネイビー

16.パステルネイビー

（バックスタイル）

ゴールドパイピング

POINT

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO

09.ブラック

表地：本体：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
バインダー：ナイロン84％・ポリウレタン16％
脇ポケット付 袖口・裾バインダー仕様
左胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。
インドネシア製

Mizuno Pro刺繍×パイピング

POINT

 ¥12,870
（本体価格¥11,700）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

フリースフーディ（厚手）

12JE2K27 □□
¥8,580（本体価格¥7,800）

FAIR

 ¥12,320
（本体価格¥11,200）

■推奨加工方法
　三重凸刺繍タイプ

マーク込価格

ハーフZIPフリースジャケット（厚手）

12JE9K23 □□
¥8,030（本体価格¥7,300）

FAIR

14.ネイビー

62.レッド

肉厚な表生地と防風性のある布帛裏地の
ハーフ ZIPフリースジャケット。

フリースフーディにデザインタイプを。
さりげないパイピングと肩部の異素材切替がポイント。

16.パステルネイビー

※商品写真は印刷のため、実物と異なる場合があります。



防汚クリーン
加工

生地

防汚クリーン
加工

生地

防汚クリーン加工により汚れがつきにくく、
しかも洗濯時に汚れが落ちやすい加工を採用。

スウェットパーカ
12JE7K10 □□
¥7,150 （本体価格 ¥6,500）
●サイズ：S、M、L、O、XO●組成：本体：ポリエス
テル100％　フライス：ポリエステル96％・ポリ
ウレタン4％●右肩にランバードマークワッペン
付●左胸マークはサンプルであり、価格には含
まれておりません。●中国製

防汚性能で「汚れにくい」スリムシルエットのスウェットパーカ。

ジュニア・スウェットパーカ
12JE7K30 □□
¥6,380 （本体価格 ¥5,800）
●サイズ：130、140、150、160●組成：本体：
ポリエステル100％　フライス：ポリエステル96
％・ポリウレタン4％●右肩にランバードマーク
ワッペン付●胸マークはサンプルであり、価格
には含まれておりません。●中国製

冬でも元気に、汚れを気にせず動けるスウェットパーカ。

09:ブラック 14:ネイビー

バックスタイル

サイドスタイル

09:ブラック 14:ネイビー

バックスタイル

08:チャコールグレー杢

スウェットパンツ
12JF7K10 □□
¥6,490 （本体価格 ¥5,900）
●サイズ：S、M、L、O、XO●組成：ポリエステル
100％●右前にランバードマークワッペン付
●中国製

スリムなシルエットにこだわった、スウェットパンツ。

08:チャコールグレー杢

09:ブラック 14:ネイビー

08:チャコールグレー杢

バックスタイル

スリムになったシルエット

※イメージ図です。



バックスタイル バックスタイル

09：ブラック×ホワイト 14：ネイビー×ホワイト

トレーニングジャケットとしても
アンダーシャツとしても。
高通気素材を部分的に使用。

トレーニングジャケットとしても
アンダーシャツとしても。
お子様の防寒に。価格も魅力。

トレーニングジャケット
12JE0J23 □□
¥3,300 （本体価格 ¥3,000）
●サイズ：S、M、L、O、XO●組成：ポリエステル
100％●ミャンマー製、中国製

ジュニア・トレーニングジャケット
12JE0J43 □□
¥3,080 （本体価格 ¥2,800）
●サイズ：130、140、150、160●組成：ポリエ
ステル100％●ミャンマー製、中国製

り
わ
だ
こ
に
き
動

アンダーシャツに見えるから
試合でも使える。

POINT.1脇から首元には、
高通気素材を配置。幅広い
季節に対応してくれる

袖まで布帛
素材なので、
冬のトレーニングも
お薦め

POINT.2

POINT.3

コストパフォーマンスに優れた定番グラウンドコート｡

75：ネイビー×シルバー

09：ブラック 14：ネイビー 16：パステルネイビー×シルバー

62：レッド×シルバー 79：ブラック×シルバー

バックスタイル

グラウンドコート
12JE5G20 □□
¥8,580 （本体価格 ¥7,800）
●サイズ：S、M、L、O、XO●組成：表地：ポリエ
ステル100%●裏地：ポリエステル100%●中
綿：ポリエステル100%●フライス：ポリエステル
95%・ポリウレタン5%●内ポケットなし●左胸
マークはサンプルであり、価格には含まれてお
りません｡●中国製

素材表面の高密度組織に
よる優れた撥水性。

コストパフォーマンスに優れた定番グラウンドコート｡

75：ネイビー×シルバー

09：ブラック 14：ネイビー 16：パステルネイビー×シルバー

62：レッド×シルバー 79：ブラック×シルバー

バックスタイル

ジュニア・グラウンドコート
12JE5G22 □□
¥7,480 （本体価格 ¥6,800）
●サイズ：140、150、160●組成：表地：ポリエ
ステル100%●裏地：ポリエステル100%●中
綿：ポリエステル100%●フライス：ポリエステル
95%・ポリウレタン5%●内ポケットなし●左胸
マークはサンプルであり、価格には含まれてお
りません｡●中国製

素材表面の高密度組織に
よる優れた撥水性。



サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
本体 ： ポリエステル100％
バインダー ： ナイロン93％・
　　　　　 ポリウレタン7％
裾バインダー仕様
左袖にランドマーク転写プリント
タイ製

12JC0X22 □□
ビートアップ

¥5,280（本体価格 ￥4,800）

12JC1X23 □□
ビートアップ

¥4,180（本体価格 ￥3,800）
サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
本体 ： ポリエステル100％
バインダー ： ナイロン93％・
　　　　　 ポリウレタン7％
裾バインダー仕様
タイ製 05.グレー 48.アイボリー01.ホワイト

BACK STYLE

FRO
N
T

STYLE

裾にはバインダー構造を採用。シャツをアウトしたスタイル
での練習でも裾が捲り上がりにくく、動きを妨げません。

捲り上がりにくいバインダー構造。

POINT.2

KUGEKI
［ DrY Aeroflow ］

通気性に優れた素材を背面・
脇部に採用。

吸汗速乾素材を前身頃・袖部に採用。

POINT.1

吸汗速乾素材で快適。
POINT.3

サイズ ： S・M・L・O・XO・2XO
本体 ： ポリエステル100％
バインダー ： ナイロン90％・
　　　　　 ポリウレタン10％
裾バインダー仕様
左袖にランドマーク転写プリント
日本製

12JC2X01 □□
ビートアップ

¥5,500（本体価格 ￥5,000）

OUTER

FAIR

FAIR

FAIR

※胸マークはサンプルであり、価格には含まれておりません。


