


クリア素材を採用した
高性能コマ！！
クリア素材を採用した
高性能コマ！！

ヒバリヒバリ

全2色

ヒバリ

4560460544019
4560460544026

希望小売価格     650円+消費税

ブルー
レッド※商品及びパッケージはイメージです。

    仕様が変更になる場合がございます。

ポリカーボネート素材を採用した頑丈で美しいコマです。
パッケージにはブリスターパッケージを採用。
誰にでも簡単に扱える、コマの新しいスタンダードです。

ヒモ付き

全2色

ハヤブサ タチ

4560460544149
4560460544156

希望小売価格     2,778円+消費税

ブラック (約72g)
レッド (約62g)

全6色

ハヤブサ

4560460544071
4560460544088
4560460544095
4560460544101
4560460544118

希望小売価格     1,852円+消費税

ブラック
ホワイト
レッド
イエロー
ブルー

ハヤブサ
HAYABUSA

扱いやすさと拡張性を両立した
万能モデル
プロが認めた高性能
削り出し製作の本格派コマ

コマを本気で遊びたい大人にもお勧めしたい精密投げコマが登場。
従来のコマとは異なる、ポリアセタール素材の削り出しによる製作で
回転時の精度を上げ、高性能なコマを実現しました。
ヨーヨーの製作で培ったノウハウを惜しみなく投入した
プロが認める性能です。

ハヤブサの高性能を更に高めるために金属製のリム(輪)を搭載。
今までにない回転性能を実現しました。
コマの世界をより深くするための究極のコマの登場です。

ハヤブサに究極の回転を追加 ハヤブサ

T  A  -  C  H  I

“太刀”

ヒモ付き

ヒモ付き



SPIN TOPSPIN TOPエナージア スピントップエナージア スピントップエナージア スピントップエナージア スピントップ

ヨーロッパからやってきた
新感覚のコマが登場!!
ヨーロッパからやってきた
新感覚のコマが登場!!

LEDで発光する！
ベアリング搭載で長時間回

転！LEDで発光する！
ベアリング搭載で長時間回

転！

固定軸の
スタンダードモデル！
固定軸の
スタンダードモデル！

スピントップとは？
海外での”コマ”のこと。
日本のコマとは形が違うだけでなく、遊び方や
スタイルも異なる。
ベアリングが内蔵されたものやLEDで光るもの
など、日本のコマとは違った形で進化を遂げて
いる！

全2種

エナージアスピントップ

予定価格     1,111円+消費税

予定価格     2,315円+消費税

ショートサーキット

エレクトリックLED
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バタフライ型で設計されたコカ・コーラヨーヨーです。
年代別のロゴのデザインと、コカ・コーラの瓶をイメージした
クリアグリーンのボディがコカ・コーラらしさを演出します。

コカ・コーラ ヨーヨー
バタフライ

1910-1920s
1930-1940s
1950s
1960s
1980s

全5種

コカ・コーラヨーヨー

4536775301715
4536775301722
4536775301739
4536775301746
4536775301760

希望小売価格     917円+消費税

初めてヨーヨーを投げる方や、少し難しい技に挑戦したい方にもおすすめのヨーヨーです。
バタフライ型ですが投げやすく、それでいて長時間空転する為、投げ方さえ覚えれば
犬の散歩やタワーなどの技がすぐに出来るようになります。

全3色

スピンギア
ベーシックヨーヨー

スピンギアベーシックヨーヨー

4560460543319
4560460543302
4560460543333

希望小売価格     1,278円+消費税

扱いやすいく
長時間の回転が可能

ブルー　　　　　　　　　　　レッド

ヨーヨー 専門店ならではの多彩な品ぞろえの中から、自信をもってお勧めできるモデルをラインナップ

ソードマン　　　　　　  　　　　　　　　　　ファントム　　　　　　　　　　　　アイスバーグビューティ
ソードマン
ファントム
アイスバーグビューティ

ヨーヨー世界チャンピオンTAKAの監修のもと、低価格で誰もが遊びやすい
「はじめに手にとってもらう為のヨーヨー」をコンセプトに作られたモデルです。
低価格ながらも金属ベアリングを搭載した本格的な作りで、基本的なトリック全てが
やりやすいように設計されています。
ヨーヨー専門店が自信を持ってオススメするヨーヨーです。

全2色

ステップ・ワン

ステップ・ワン

4560460543708
4560460543715

希望小売価格     917円+消費税

扱いやすさと拡張性を両立した
万能モデル
ヨーヨーのプロが作った
990円の本格派ベアリング
搭載モデル

ブルー
レッド

OEM対応モデル
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イエロー
ブルー

全4色

フリップサイド

レッド
ホワイト

希望小売価格     1,852円+消費税

FLIPSIDE
フリップサイド

プラスチック製ヨーヨーの最高峰
2種類のベアリングを選べる上級者向けモデル
初心者⇔上級者の切り替えが
簡単にできる高性能プラスティック機種

レッド　　　　　　　　ホワイト　　　　　　　イエロー　　　　　　　ブルー

スペーサーと呼ばれるベアリングを押さえるパーツを裏返すことで初心者向け（小サイズ）ベアリングと
上級者向けコンケイブベアリングを切り替えて使用できるモデル。
ストリングトリックと呼ばれる遊び方に適したモデルで初心者から上級者までのニーズに幅広く対応しています。

071617024673
 (※各色共通)

ビギナーから使いやすいスタンダードなヨーヨーでありつつも、要所に最新の設計が採用されており
どんなトリックにも対応する万能ヨーヨーに仕上がっています。
また付属のスペーサーパーツを使うことで幅の広いストリングトリック向けヨーヨーに変形も可能。
長く遊べるヨーヨーです。

ビギナーから使いやすいスタンダードなヨーヨーでありつつも、要所に最新の設計が採用されており
どんなトリックにも対応する万能ヨーヨーに仕上がっています。
また付属のスペーサーパーツを使うことで幅の広いストリングトリック向けヨーヨーに変形も可能。
長く遊べるヨーヨーです。

ブラック
レッド
イエロー
クリア

全4色

PRO Z
プロズィー

プロズィー

071617023706
 (※各色共通)

希望小売価格     1,481円+消費税

ブラック　　　　　　　　レッド　　　　　　　　イエロー　　　　　　　クリア

2in1! 扱いやすさと拡張性を両立した
万能モデル
2in1! 扱いやすさと拡張性を両立した
万能モデル
2in1! 扱いやすさと拡張性を両立した
万能モデル

071617005566
 (※各色共通)

イエロー
クリア
ブルー

全3色

パルス 希望小売価格     1,750円+消費税

ボールベアリング搭載の高機能ヨーヨーに光が変化するマルチ発光LEDを搭載しました。
通常のヨーヨーよりもひと回り小さく、お子様や女性の手にも馴染みやすいサイズ感、選べる本体カラーで
お勧めの光るヨーヨーとなっています。
電池サイズ　LR1220 ×４（交換可能）　予備電池、テスト用電池付き

PULSE
パルス

光るヨーヨーの決定版!
マルチ発光LED搭載の手に馴染むサイズ

イエロー　　　　　　　　　　クリア

ブルー 5



ブルー
イエロー
クリア

全3色

扱いやすさで高い人気を誇ったフリーハンドにLEDモジュールを内蔵。
回転している間だけ光りますが、回転時間が長いので、簡単に長い間光った状態をキープ出来るのがポイントです。
また、ヨーヨー自体のクオリティが高く、初心者だけでなく上級者にも楽しめるモデルです。
使用電池　LR41 ×4 (交換可能)

FREEHAND

フリーハンドライトアップ 希望小売価格     2,593円+消費税

長時間空転できる
LED搭載ヨーヨー

ブルー　　　　　　　　　イエロー　　　　　　　クリア

LightUp

071617023744
 (※各色共通)

全4色

スカイホーク 希望小売価格     2,593円+消費税
071617027315
 (※各色共通)

全6色

トルク 希望小売価格     3,694円+消費税
071617029760
 (※各色共通)

ヨーヨーのストリング (ヒモ )は消耗品
です。こまめに交換したほうが使いやすい
状態を維持できます。

ヨーヨーの交換用のストリング(ヒモ)です。
ヨーヨーのストリングは、遊んでいるうちに伸びて細くなってきたり、固くなったり
します。　そうなってくると、ヨーヨーの戻りが悪くなったり、最悪切れてしまう恐れもあります。
そうならないよう、ストリングが硬くなってきたと感じたら交換を行います。

カラーストリングはポリエステル100%のストリングです。
鮮やかなカラーが特徴ですが、それだけでなく、一般的な綿のひもよりも耐久性に優れています。

１パック１０本入り

カラーストリング 10本入

ヨーヨー用ストリング

4560460541070

希望小売価格     463円+消費税

交換用ストリング

フリーハンド ライトアップ

上級者向けモデル

非常に高い回転性能を備えた金属製のヨーヨーです。
競技にも用いられる高性能モデルで、遊ぶには一定のスキルが必要となります。

主に競技向けに作られた上級者向けのモデルです。　取り扱いにある程度のヨーヨースキルを要します。　詳しくはお問い合わせ下さい。

TORQUE
トルク

オフストリングと呼ばれる、ヒモとヨーヨーが離れた状態で遊ぶために作られた特殊な
ヨーヨーです。　遊ぶためには一定のヨーヨースキルが必要になります。

SKYHAWK
スカイホーク
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レッド
ブルー
イエロー

全3色

競技向けヨーヨーにおいて高いシェアを誇る「yoyorecreation」が製作した、初級者向けのヨーヨーです。
競技向けヨーヨーの製作で培ったノウハウで作られた、誰にでも扱いやすく、誰にでも高性能が体感できるモデルです。
完全国内生産の高いクオリティで、安心して使用いただけます。

Diffusion

ディフュージョン 希望小売価格     1,370円+消費税

競技ヨーヨーのスペシャリストが作った
完全国内生産モデル

4560460544187
4560460544194
4560460544200

ディフュージョン

全4色

初級者向けに設計されたアルミニウム製の高級感あふれるヨーヨーです。
初めて手に取るヨーヨーとしてもそのまま使用でき、ヨーヨーの扱いに慣れたら、
ベアリングやパッドの調整を行うことで上手くなってもそのまま使い続けることが可能です。

DV888

ディーヴィーエイト・エイト・エイト 希望小売価格     4,250円+消費税

初級者にも扱いやすい
メタルヨーヨー

689076520102
 (※各色共通)

ディーヴィー
エイト・エイト・エイト リプレイ

全3色

2014年世界チャンピオンGentry Stein選手の使用モデルを初級者向けにチューニングした
モデルです。ヨーヨーの使いやすさはそのままに、誰にでも簡単に扱えるよう、様々な
セッティングがされています。

REPLAY

リプレイ 希望小売価格     2,306円+消費税

世界チャンピオン
使用モデル

689076482103
 (※各色共通)

丸くない！？丸くない！？ ユニークな
ご当地・キャラクターヨーヨー

製作うけたまわります

ユニークな
ご当地・キャラクターヨーヨー

製作うけたまわります
丸くない！？

参考モデル :サブカル系女子に人気のキャラクター「くまめ」を
モチーフに製作されたヨーヨー。
雑貨店等で絶賛販売中。 

キャラクターグッズとして親しみの湧きやすいヨーヨーが
更に強力なグッズに進化！
キャラクターの形を活かした、”丸くない”ヨーヨーが製作
出来ます！
しかも完全国内生産で安心のクオリティ！

ご当地キャラ・ゆるキャラなど、キャラクターグッズに是非
ユニークなヨーヨーを加えてみてください！！
メイド・イン・ジャパンなのでおみやげにも最適です！

ヨーヨー専門のプロのデザイナーが設計
するので、丸くなくても重心がしっかりとれた
ちゃんと回るヨーヨーが作成できます！

・製作個数は3,000個から承ります。
・デザイン設計無料
・金型代金別途
・参考上代980円
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NSKマイクロプレシジョン×
競技ヨーヨーのシーンにおいて、ヨーヨーの性能は勝負を左右する要因の1つになります。
その状況下において、ヨーヨーに搭載されるベアリングもまた、ヨーヨーの性能の良し悪しを担う1つのファクターとなっています。
ヨーヨー専門店であるスピンギアはそこに着目。　国内有数のベアリングメーカーであるNSKマイクロプレシジョンの協力を得て
“ヨーヨー専用のベアリング”の製作、販売を行っています。
世界トップレベルのベアリング製作技術によって作られる、超高精度、高性能のベアリングは
ヨーヨーの性能を飛躍的に向上させ、、多くの競技プレイヤーの支持を集めています。
また、いくつものヨーヨーメーカーで標準採用を得ており、競技ヨーヨーのレベルの向上に
大きく貢献しています。

フラット型 
凹型 (プラチナ / ゴールド)
ダブルストレート型 (プラチナ / ゴールド)

1,750円+消費税
1,750円+消費税
1,833円+消費税

フラット型 　　　　　　　　　凹型 (プラチナ / ゴールド)　　　　　　　　ダブルストレート型 (プラチナ / ゴールド)
NSK100周年記念CMにもスピンギアが
協力しています。

NSK製 国産ベアリング

スキルトイコーナー展開しませんか？スキルトイコーナー展開しませんか？
ヨーヨー、けん玉、独楽などの伝統的な技術習得を
必要とする遊びを”スキルトイ”といいます。
このカテゴリーで売り場展開をすると効率のよい
売り場展開が可能です！
ヨーヨーのみでも、３種類をバランスよく
混ぜても、その他spingear.jpにてお取扱中の
商品でお選びいただくことも可能です。
また秋葉原にあるスピンギア実店舗の
イメージを活用して、スピンギアコーナーとして
ロゴを使っての展開も出来ます。
お気軽にご相談下さい。

ヨーヨー、けん玉、独楽などの伝統的な技術習得を
必要とする遊びを”スキルトイ”といいます。
このカテゴリーで売り場展開をすると効率のよい
売り場展開が可能です！
ヨーヨーのみでも、３種類をバランスよく
混ぜても、その他spingear.jpにてお取扱中の
商品でお選びいただくことも可能です。
また秋葉原にあるスピンギア実店舗の
イメージを活用して、スピンギアコーナーとして
ロゴを使っての展開も出来ます。
お気軽にご相談下さい。
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ヨーヨーは
清涼飲料水のキャンペーンで有名な通り、
有力な広告媒体です。

ヨーヨーは
清涼飲料水のキャンペーンで有名な通り、
有力な広告媒体です。
ヨーヨープロショップが提案するハイクオリティ名入れヨーヨー　御社のブランドイメージを損なうことのない“きちんと”遊べるヨーヨーです。
東京モーターショーのノベルティ等をはじめ、多くの実績を誇る当社にお任せ下さい！

プラスチックタイプの「スピーディー」、メタルボディの「ギャラクシー」、「木製ヨーヨー」からお選び頂けます。
「スピーディー」には回すと光るLED内蔵タイプもございます。
「スピーディー」タイプはプラスチックキャップの中の紙へのフルカラー印刷、「ギャラクシー」、「木製ヨーヨー」タイプはレーザー刻印となります。

納期は、データ入稿後およそ45日程度での納品が目安です。
ご注文はWebサイトより承ります。
お気軽にお問い合わせ下さい！

販促、ノベルティグッズ、ご当地ヨーヨー等！！販促、ノベルティグッズ、ご当地ヨーヨー等！！

  100個   　      54,288円 (@543円 )　　   　　84,240円 (@843円 )　　　   　     　- - - - - - -                                      74,880円 (@748円 )

1000個　　  316,680円 (@316円 )     　   　  491,400円 (@492円 )   　　        613,080円 (@613円 )                     374,400円 (@374円 )

3000個    　  542,880円 (@181円 )     　   　  842,400円 (@281円 )   　　     1,103,544円 (@368円 )                     748,800円 (@250円 )

5000個    　  723,840円 (@145円 ) 　     　 1,193,400円 (@239円 )  　 　     1,634,880円 (@327円 )                 1,060,800円 (@212円 )

スピーディータイプ　     スピーディータイプ(LED内蔵 )　　　  ギャラクシータイプ                      木製ヨーヨータイプ

価格表

オプション

価格表

オプション
デザイン制作　               15,000円
現物サンプル校正               5,000円

箔押しロゴ 　　　　　   　1個あたり+5円
説明書 　　　　　   　1個あたり+5円
ブリスターパッケージ 　1個あたり+30円～
紙パッケージ 　1個あたり+20円～

http://spingear.jp/originalyoyo

名入れヨーヨー
承ります

名入れヨーヨー
承ります

名入れヨーヨー
承ります

木製ヨーヨー木製ヨーヨー
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パステルカラーやメタリック超の塗装が美しい、
KROMブランドのもっともポピュラーなけん玉です。

STANDARD 一般的なけん玉と同じ作りのスタンダードモデル
  White                        Pink                       Silver                  Metallic Blue             Metallic Green

Light Blue                Natural             Metallic Purple            Metallic Pink          Metallic White

White
Pink
Metallic Silver
Metallic Blue
Metallic Green

全10色

スタンダード

5711898000083
5711898000427
5711898000274
5711898000281
5711898000243

Lightblue
Natural(無塗装)
Metallic Purple
Metallic Pink
Metallic White

5711898000076
5711898000069
5711898000236
5711898000267
5711898000250

希望小売価格     3,000 円 +消費税

Lightblue / Blue
Blue / Orange
Green / Black
Gold / Black

全8色

玉部分ラインのペイントが入ったモデルです。　それにより空中での玉の姿勢が把握しやすくなり、
スパイクの成功率が上がります。

STRIPE

ストライプ

5711898000366
5711898000441
5711898000335
5711898000434

  Black / Silver
  Black / Gold
※Rasta 3-stripe
※Green Blue Red 3-stripe

  Black / Silver             Black / Gold              Rasta 3-stripe         Green Blue Red
                                                                                                              3-stripe

5711898000359
5711898000380
5711898000168
5711898000373

希望小売価格     3,400 円 +消費税
※Rasta 3-stripe及びGreen Blue Red 3-stripeのみ 希望小売価格     3,600 円 +消費税

空中での玉の姿勢が把握しやすいライン入りモデル

KROMはデンマーク発のプレミアムけん玉ブランドです。
Philip と Thorkild の 2 人のけん玉プレイヤーが立ち上げたブランドで、プレイヤー目線の開発を
しているため、ストリートけん玉ブランドの中でもひときわ異彩を放っています。

KROMはデンマーク発のプレミアムけん玉ブランドです。
Philip と Thorkild の 2 人のけん玉プレイヤーが立ち上げたブランドで、プレイヤー目線の開発を
しているため、ストリートけん玉ブランドの中でもひときわ異彩を放っています。

Lightblue / Blue        Blue / Orange           Green / Black             Gold / Black

Pink
GreenBlue

Green
LightBlue

全4色

蓄光タイプの塗料が使用されており暗所で玉が浮かび上がります。
ボールペイントの質感はザラザラとしたフィーリングで適度なグリップがあります。

Glow in the Dark

グロウ イン ザ ダーク

5711898000212
5711898000397

5711898000229
5711898000427

希望小売価格     3,800 円 +消費税

蓄光塗料で光るけん玉

Green                    LightBlue                      Pink                    GreenBlue
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 CLSC22                        CLSC25                          CLSC21

CLASSICS

CLSC21  ナチュラル(木目)
CLSC22  レッド
CLSC25  ブラック

一般的なけん玉と同じ作りの
低価格モデル

全3色

クラシック

分解が可能な伝統的なけん玉です。　耐久性に優れ、コストパフォーマンスの高いモデルです。

0030955263373
0030955263380
0030955263410

希望小売価格     2,200 円 +消費税

適度なグリップ力と柔らかい手触りを実現した
フラッグシップモデル

グリップ力のある特殊なコーティングにより、「灯台」を始めとする高難度の技をサポート。

TRB781  イエロー
TRB782  メルロー
TRB783  グレイシアホワイト
TRB784  フォレストグリーン

全4色

Tribute
SuperStick
SilkEdition

トリビュート スーパースティックシルクエディション

0766897758966
0766897758973
0766897758980
0766897758997

希望小売価格    3,600 円 +消費税

TRB780                    TRB781                     TRB782                    TRB783                    TRB784 

VIKING 通常のけん玉よりサイズが一回り大きい

全長約21cmと、一般的な18cmサイズのけん玉より少しだけ大きく、25cmのXL（パフォーマーサイズ）
より少し小さい中間サイズにあたるけん玉です。
サイズが大きくなるほどけん玉の回転スピードが落ち、穴位置も把握しやすく技が決まりやすくなる
一方でパフォーマーサイズの大型けん玉では、重量が重くなったことでの負担が大きくなっていましたが
バイキングシリーズはちょうどいいバランスで作られています。
上級者の方はより安定したパフォーマンスを、けん玉を始めたばかりの方は気軽に大技にチャレンジ
できる楽しさを得られる新しいけん玉です。

バイキングシリーズ ZEBRA    7,500 円 +消費税
RUBBER WOOD    6,592 円 +消費税

RUBBER WOOD
ZEBRA

5711898900413
5711898900406

全2色

RUBBER WOOD           ZEBRA   

卓越したプロモーションで業界を牽引するKENDAMA USA。
アメリカのみならず、世界中に愛用者のいるアメリカNo.１のけん玉メーカーです。
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7個の高輝度LED搭載で鮮やかに光るけん玉です。
サイレンサー装着でカップが一回り大きなサイズになっています。
　シリコン製のサイレンサーはプラスティック製けん玉が
　不足しがちなグリップを生み出し、灯台等のトリックを
　容易に行えます。　また消音効果も高く夜でも静かに遊べます。
　　穴のサイズも大きく設定し、難しいスパイク系トリック
　　（剣に刺す技）もやりやすくなりました。
　　　ポリカーボネート製のボディ内部はハニカム構造により、
　　　負荷のかかる部分を重点的に強化。
　　　耐久性の高さと、重量バランスを兼ね備えており
　　　　練習にも、パフォーマンスにもおすすめのけん玉
　　　　　になっています。

クリア/レッド       イエロー/ブルー      ブルー/クリア

クリア/レッド
イエロー/ブルー
ブルー/クリア

カメレオ  ライトアップ

071617044060
   (各色共通)

希望小売価格     2,500 円 +消費税

穴のパーツは色違いに
なっているのでスパイク
が狙いやすい！
穴も大きめの設計で
技も決まりやすい！

灯台や月面着陸が
ラクラク出来て
音も静かなグリップ
を装備！
取り外しも可能！

LEDを7つ内蔵！
明るいライトアップで
暗闇でのインパクト
抜群！！

※乾電池(LR44)4つ使用。初期電池は内蔵しています。
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暗闇で輝く！
夜間のイベントでのアピール力抜群！！

希望小売価格  2,300 円 + 消費税

海辺で、川辺で、山で遊べるアウトドア仕様
水に濡れてもパフォーマンスが落ちない
唯一のけん玉

海辺で、川辺で、山で遊べるアウトドア仕様
水に濡れてもパフォーマンスが落ちない
唯一のけん玉
キャッチーエア
CATCHY AIR

希望小売価格  2,769 円 +消費税

キャッチーエア　　ブラック/レッド
　　　　　　　　　ブルー/グリーン
　　　　　　　　　グレー/ミント

各色 4個アソート

689076311106
   ( 各色共通 )

全３色

木製があたりまえだったけん玉をスタイリッシュなプラスチックに。　　
柔らかさ、止まりやすさ、耐久性等の、「木」であることの良さをプラスティックに
置き換えても失うことが無いよう緻密に設計されています。
従来のけん玉とフィーリングの差がほとんどなく、且つ、カップを僅かに大きく
作っていることやカップ部分に埋め込まれたラバーパーツにより、
技の決まりやすさも大きく向上しています。

木製があたりまえだったけん玉をスタイリッシュなプラスチックに。　　
柔らかさ、止まりやすさ、耐久性等の、「木」であることの良さをプラスティックに
置き換えても失うことが無いよう緻密に設計されています。
従来のけん玉とフィーリングの差がほとんどなく、且つ、カップを僅かに大きく
作っていることやカップ部分に埋め込まれたラバーパーツにより、
技の決まりやすさも大きく向上しています。

3

689076331012
   ( 各色共通 )
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全3色

※乾電池(LR44)4つ使用。初期電池は内蔵しています。



丈夫な厚手のラバー製で、標準サイズのけん玉をしっかりホールド
出来ます。
カラビナがついているので、服に、カバンに、手軽に装着が可能です。

希望小売価格     1,500 円 +消費税

全3色

インストラクター
AKIRA6段監修

希望小売価格     1,500 円 +消費税

KENDAMA STREET STYLE                                                   4560460543241

希望小売価格       556 円 +消費税

けん玉替え紐(4本セット)                                                   4560460543227

簡単でカッコイイ30種類のトリックやアレンジトリック等全60種類以上のトリックを収録。
スロー動画や複数の角度からの映像でわかりやく解説しています。
特典映像としてAKIRA6段によるショートムービーも収録。

複数のアングルとスロー動画で技がわかりやすい!!
■監修 ： AKIRA6段 / 長谷川貴彦
■ナレーション ： 小笠原将也
■使用けん玉 ： KENDAMA USA

希望小売価格     917 円 +消費税

全2色

一般的な18センチサイズのけん玉をカバンやベルトなどにホールドすることが出来る
けん玉ホルダーです。
多くの試作を重ね、簡単な脱着、装着時の高い安定性を実現。
また、シンプルな構造にすることで、どなたにも取り扱いが簡単なコストパフォーマンスの
高いけん玉ホルダーとなりました。
ブラックとシルバーの2色で、裏地はそれぞれステッチと同じブルーとレッドになっています。

ブラック
シルバー

4560460543272
4560460543289 ブラック                                                            シルバー

けん玉ホルダーけん玉ホルダー
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けん玉替えひも
4色セットで、玉を止めるためのビーズもセットになっています。
お手持ちのけん玉のヒモが傷んでしまった際や切れてしまった場合や
紐の色を変えたい場合等にお使いいただけます。
国内外の一般的なサイズのけん玉の全てでお使いいただけます。



株式会社そろはむ ヨーヨーショップ
スピンギア

■第一段階　ブームが来ては消えていたヨーヨーを永続的に発展していける文化にします。

ブームが終わると紐が手に入らない→遊べなくなるという悲しい状況は２度と起こさない、
またヨーヨーをしてみたいと思っている人たちが気軽にヨーヨーを手に入れたり、
ヨーヨーの情報を得られる環境を整備していきます。
 
■第二段階　趣味としてのヨーヨーに深みと広がりをもたせます。

ヨーヨーが色々なところに露出したり、コラボレーションをしていくことに
毎回新鮮な気持ちで喜びを感じます。
株式会社そろはむはヨーヨーの可能性を信じて更に広げていくことを
使命としています。

ヨーヨーで得たノウハウをけん玉やコマなどのスキルトイにも活かし、
伝統的な遊びを競技として、ファッションとして、スタイリッシュに
発展していくお手伝いをしていきます。

■会社経歴

前身となる株式会社ディップスにて、1996年よりヨーヨーの輸入販売を
行い、2002年に楽天市場に出店、その後、２００６年に直営の実店舗、
中野ブロードウェイ店をオープン。2011年10月11日に
株式会社そろはむを設立、ディップスより独立。
中野店を閉店し、秋葉原に移転。11月より西八王子店もオープン。

ヨーヨー業界のパイオニアとして店舗運営、流通、企画開発、
イベント出演とヨーヨーに関するあらゆる業務を請け負っています。

いままでありそうでなかったヨーヨー専門のショップが
秋葉原と八王子で営業中！

今までは写真でしか見ることができなかった
ヨーヨー”実物”をご覧いただき、

試し振りもすることができるようになりました。

・従業員は全員ヨーヨーのエキスパート！
わからないことをその場で

質問しながらのお買い物が出来るため、
ヨーヨーはまったく初めてという方でも安心です。

昔ヨーヨーにハマった経験のある方も、
よりヨーヨーの世界が広がるかも！ 

ヨーヨーに興味のあるお客様、ぜひご来店下さい。

ヨーヨーマスターTAKAプロフィール

2002/2005/2011年のAP部門世界チャンピオン。
ヨーヨーは楽しく遊ぶコミュニケーションツールという信念のもと各地でパフォーマとして活動を展開。
まずはヨーヨーをサブカルに定着、そして次の10年でカルチャーに！プロの先駆けとして、ハイパーヨーヨー、
スケバン刑事監修、コカ・コーラプロモーション、新春隠し芸、宝塚指導など。
最高難易度の技の一つ、そろはむを開発。そのトリック名がそのまま会社名にもなっている。

ヨーヨーマスターTAKAプロフィール

2002/2005/2011年のAP部門世界チャンピオン。
ヨーヨーは楽しく遊ぶコミュニケーションツールという信念のもと各地でパフォーマとして活動を展開。
まずはヨーヨーをサブカルに定着、そして次の10年でカルチャーに！プロの先駆けとして、ハイパーヨーヨー、
スケバン刑事監修、コカ・コーラプロモーション、新春隠し芸、宝塚指導など。
最高難易度の技の一つ、そろはむを開発。そのトリック名がそのまま会社名にもなっている。

Akira6段プロフィール

1993年6月28日生 　174cm  左利き
9歳の時に初めてけん玉に触れ、地元のけん玉教室に入会。
以来多くの大会で入賞を収め日本の伝統的なけん玉を追求。6段まで昇りつめる。　得意技は竹馬（Stilt)
音楽に合わせたパフォーマンスの他、"楽しくてけん玉が好きになる"をモットーに、ショッピングモール、
教育機関(学校、学童、幼稚園、児童館)、介護施設
などでの体験ワークショップをこれまで100回以上行っている。

パフォーマー紹介

Akira6段プロフィール

1993年6月28日生 　174cm  左利き
9歳の時に初めてけん玉に触れ、地元のけん玉教室に入会。
以来多くの大会で入賞を収め日本の伝統的なけん玉を追求。6段まで昇りつめる。　得意技は竹馬（Stilt)
音楽に合わせたパフォーマンスの他、"楽しくてけん玉が好きになる"をモットーに、ショッピングモール、
教育機関(学校、学童、幼稚園、児童館)、介護施設
などでの体験ワークショップをこれまで100回以上行っている。

株式会社そろはむ
〒193-0835　東京都八王子市千人町 1-9-7

ヨーヨーショップスピンギア
〒101-0021　東京都千代田区外神田 1-7-6
                           AKIBA カルチャーズ ZONE 3F-D

Shunプロフィール

タレント活動の傍ら、ヨーヨーショップスピンギアAkibaカルチャーズZone店の店長も務めるShun。
カリスマスピナーとして多くのKidsの憧れとなり、第3世代と呼ばれる若い世代のスタートのきっかけを作る。
得意なスタイルは両手を使ったスタイル。音楽に合わせた人に見せることを念頭に置いたフリースタイルは
必見。ヨーヨーの他、けん玉、キューブ、独楽と幅広くスキルトイをマスターしている。

Shunプロフィール

タレント活動の傍ら、ヨーヨーショップスピンギアAkibaカルチャーズZone店の店長も務めるShun。
カリスマスピナーとして多くのKidsの憧れとなり、第3世代と呼ばれる若い世代のスタートのきっかけを作る。
得意なスタイルは両手を使ったスタイル。音楽に合わせた人に見せることを念頭に置いたフリースタイルは
必見。ヨーヨーの他、けん玉、キューブ、独楽と幅広くスキルトイをマスターしている。
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高耐久性と長い回転時間をコンセプトに作られた
新しい「コマ」の登場です。
親しみのある投げゴマをベースに
競技ヨーヨーで培ったノウハウを投入し、
お求めやすい価格でハイクオリティなコマが
完成しました！

高耐久性と長い回転時間をコンセプトに作られた
新しい「コマ」の登場です。
親しみのある投げゴマをベースに
競技ヨーヨーで培ったノウハウを投入し、
お求めやすい価格でハイクオリティなコマが
完成しました！

・ブラック　・レッド　　・ブルー
・イエロー　・グリーン　・オレンジ

全6色

ツバメ 希望小売価格     340円+消費税

4560460544002
 (※各色共通)

■ 日本こままわし協会とは
「こままわし」を子どもたちや指導者に、情報を提供するため、
2002年9月に「日本こままわし協会」を発足。段位認定や大会、
イベントの実施、HPや会報を使って情報を発信。
日本が誇る伝統の「こままわし」が廃れることなく、盛んになる
ように活動中。24個ボックス入り24個ボックス入り

丈夫で良く回る!!丈夫で良く回る!!

ヨーヨーのプロが作った「気軽に買えて、本格的に遊べる」ヨーヨーが登場！ヨーヨーのプロが作った「気軽に買えて、本格的に遊べる」ヨーヨーが登場！
ヨーヨー世界チャンピオンTAKAの監修のもと、低価格で誰もが遊びやすい「はじめに手にとってもらう為のヨーヨー」を
コンセプトに作られたモデルです。
低価格ながらも金属ベアリングを搭載した本格的な作りで、基本的なトリック全てがやりやすいように設計されています。
ヨーヨーを始めたらまず覚えたい12個のトリックの解説動画のリンクがついているので、これ一つで基礎的なトリックの
習得やヨーヨーの楽しさを学ぶことが出来ます。
ヨーヨー専門店が自信を持ってオススメするヨーヨーです。

ステップ1 (ステップ・ワン)　　　希望小売価格　917円+消費税
ブルー                                         4560460543708
レッド　                                　4560460543715

対象年齢8歳以上
ブルー　　　　　　　　　レッド

990円の本格派
ベアリング搭載モデル
990円の本格派
ベアリング搭載モデル

売り場の定番ヨーヨ
ー!

売り場の定番ヨーヨ
ー!大ヒット御礼

!
大ヒット御礼

!

協会認定コマ登場!!協会認定コマ登場!!初の初の

ヒモ付き

対象年齢6歳以上

株式会社そろはむはヨーヨー、けん玉、コマをはじめとする
スキルトイのプロショップを運営しています。

ヨーヨー、けん玉などのスキルトイの販売、イベント、企画開発、OEM、名入れ等
お気軽にお問い合わせください！

株式会社　そろはむ
〒193-0835 東京都八王子市千人町1-9-7
TEL / FAX　042-629-9344 http://spingear.jp
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