






28.2cm

JUNKEI-GLOVEは
あらゆるポジションに対応した

最適なポケット位置にこだわり続けています。
プレイヤーのパフォーマンスを最大限に引き出す

最適なグラブを見つけ出してください。

JG-401

32.2cm

28.0cm







※共革で、表革カラーと
別のカラーを選択された
場合は¥1,500+消費税が
加算されます。

バスケット1 バスケット2 バスケット3 バスケット4 バスケット7

バスケット10 バスケット11 バスケット12 バスケット13 バスケット20

バスケット21 バスケット22 バスケット23 ワンピース1 ワンピース2

ワンピース3 ワンピース4 ワンピース6 ワンピース7 ワンピース8

クロス1 クロス2 クロス3 クロス4 クロス6

クロス7 クロス8 クロス10 ネット2 ネット3

ネット4 ネット10 ネット11 ネット12 ネット13

※ヒンジの本数は基本型により異なります。

本規則はすべての硬式用グラブに適用する。
●守備位置に関係なく、野手はPANTONE®の色基準14番よりうすい色のグラブを使用することはできない。  BFJアマチュア野球規則委員会
※高校野球では、レッド・ブルーはご使用になれません。

投手・内野手用不要 外野手用指カバー不要 指当て

ホワイト

【平裏ソフトセームステア】 追加料金なし 【平裏共革ブラック】 追加料金＋1,500円

ライム マスタードホワイト

ライム キャロットマスタード マロン レディッシュ
オレンジ

レッド ブラックブルー ショコラ

キャロット マロン レディッシュ
オレンジ

レッド ブラックブルー ショコラ

ヒルの形状をお選びください。

ベルトの形状を
お選びください。

土手紐通し方向をお選びください。

本体カラーをお選びください。
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背面紐通しの有無をお選びください。指カバー・指当て有無をお選びください。

平裏の種類と
カラーを
お選びください。

ハミ出しの
素材・カラーを
お選びください。

ベルトタイプ
※JG-168・178・188は
対象外です

親指一体タイプ
※ＪＧ-168・178・188・605・614・
615・624・706・901は対象外です

1 ソフトセームステア 
（ブラックのみ）
キメの細かい革で
手触り感がよく柔軟性に優れた素材です。

共 革
※色指定が無い場合本体同色になります。
表裏同じ革にすることにより使い込むほどに
手に馴染んできます。

２

玉ハミ切りハミ

￥1,500 + 消費税1色分加算

■パーツカラー変更について

〈使用カラー〉①ライム ②ブラック
2 色使用

￥3,000 + 消費税２色分加算

〈使用カラー〉①キャロット ②ライム ③ブラック
３色使用

表革カラー（ウェブ含む）2色
以上選択の場合、1色につき
¥1,500+消費税が加算されます。
詳しくはオプション価格をご
参照ください。

例）表革がブラック以外のカラーを選択時、平裏共革ブラックは＋1,500円かかります。

￥1,500 + 消費税共革別カラー￥1,500 + 消費税共革別カラー
※ソフトセームステアの場合は￥0 ※ソフトセームステアの場合は￥0

レギュラー（横とじシングル） ツイン（横とじダブル）

ツイン紐抜き（下段紐を通さない仕様） ラジアル（縦とじ）

順とじ（レギュラー） 逆とじ
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平裏10. 平裏10.

本体カラー9. 本体カラー9.

GLOVE ORDER SYSTEMGLOVE ORDER SYSTEM

※アラミドモデル専用

硬式
専用
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JG-6012AJG-6012A

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）

￥52,000 + 消費税

一塁手用

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）
● ウェブ：ワンピース3

￥52,000 + 消費税

内野手用
● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）
● ウェブ：ネット12

￥52,000 + 消費税

外野手用

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）
● ウェブ：クロス7（新） 

￥52,000 + 消費税

内野手用
● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）
● ウェブ：クロス8（新）

￥52,000 + 消費税

内野手用

JG-5932AJG-5932A

アラミドシリーズ
専用ラベル

スタンダードシリーズ
専用ラベル
（ブラック×ゴールド）

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）

￥52,000 + 消費税

捕手用

JG-2012AJG-2012A

Aramid series
ジュンケイグラブが独自開発したHFBレザーと、強力な糸（アラミド糸）※をグラブ内部の
縫製に採用。衝撃による糸切れを激減させる、耐久性に優れたシリーズです。

ステッチ紐
ステッチ紐を使用する事により、
革紐の耐久性がアップします。また、オーダーグラブでは
多彩なカラーバリエーションが楽しめます。

（意匠登録 登録 第1468687号） ステッチ紐
ステッチ紐を使用する事により、
革紐の耐久性がアップします。また、オーダーグラブでは
多彩なカラーバリエーションが楽しめます。

（意匠登録済 登録 第1468687号）

定番アラミドシリーズ 日本製 日本製

Standardseries
スタンダードシリーズ

中学硬式から本格的に取り組む選手向けに
セレクトしたモデルです。

● 素　材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
             〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：クロス1

￥49,000 + 消費税

内野手用

JG-5192HJG-5192H

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
          〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：ワンピース3 

￥49,000 + 消費税JG-5752HJG-5752H
ユース
モデル

アラミド刻印

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉HFB（牛革）
● ウェブ：バスケット13（新）

￥52,000+ 消費税

投手用

JG-1112AJG-1112A

JG-4032AJG-4032A

JG-7012AJG-7012A

JG-3012AJG-3012A

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　　　 〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：バスケット4　

￥49,000+ 消費税

投手用

JG-1212HJG-1212H

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
          〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：ワンピース6

￥49,000 + 消費税

内野手用

JG-4012HJG-4012H

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
          〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：ネット1

￥49,000 + 消費税

外野手用

JG-7032HJG-7032H

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
　   　 〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：ネット3 

￥49,000 + 消費税JG-7382HJG-7382H
ユース
モデル

※投手用の紐カラーは本体同色×イエロー色です。

本体色 本体ステッチカラー 紐カラー 紐ステッチカラー

イエロー タン イエロー

イエロー タン イエロー

イエロー タン イエロー

ブラック

レディッシュOR

キャロット

※投手用の紐カラーは本体同色×紐同色糸です。

本体色 本体ステッチカラー 紐カラー 紐ステッチカラー

本体同色 タン タン

本体同色 タン タン

本体同色 タン タン

ブラック

レディッシュOR

キャロット

● 素材：〈表革〉HFBレザー（牛革）
               〈裏革〉ソフトセームステア（牛革）
● ウェブ：クロス3

￥49,000 + 消費税
ユース
モデル

JG-Y4112JG-Y4112
SIZE 27.3 cm

SIZE 29.9cm

SIZE 28.7cm

SIZE 32.0cm

SIZE 28.5cm

SIZE 28.7cm

SIZE 28.0cm

SIZE 27.0 cm

SIZE 27.9cm

SIZE 29.7cm

SIZE 31.3cm

SIZE 29.8cm

※アラミド糸を使用した捕球用グラブの特許 【特許 第6220633号】
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スタンダードラベル
アラミド専用ラベル






