


1機能説明 l
夢を追う選手たちへ。基本性能の高さで走りをサポート。

〈ミズノ〉ウエーブフランチャイズチーム ¥5.565(本体¥5,300)

●甲材/本体:人工皮革 補強:人工皮革

●底材/アウトツール:合成樹脂 (ウ レタン)ミッドソール:合成樹脂 (熱成型EVAス ポンジ)

●スパイク/合成樹脂製 (グリンタ~スタツド固定式)

●サイズ/190、 200、 210～ 290、 30 0cm ●原産国/中国

2KP‐55100 0カラー/ブラック×ブラック

2KP‐55127 0カ ラー/ホワイト×ブルー
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折り返しベロ

llり返し部分の屈曲部にス

テッチを入れる事で、最適な

位置でベロが曲がり、足の

屈曲を妨げません。

ミズノプロ・ラスト

さまざまなスポーツシューズ

のラスト(原 型)を 参考に、

競技特性を考慮して作り上

llた NEWミ ズノプロ・ラスト。

選手の走りと一体化する、

理想的なシューズ形状を生

み出します。

ラバーストレッチ

シューレース

ジュニア選手にも簡単に着

脱できるコム紐を採用。グラ

ウンドデビューでも安心して

履いていただける本格的な

ジュニア用シューズです。

2KP-55114 0カ ラー/ホワイト×ネイビー

2KP-55140 ●カラー/ロイヤルフルー×ホワイト 2KP-55162 0カ ラー/ホワイト×レット

折り返しベロ

ミズノプロ ラスト

2KP-55110 0カ ラー/フ ラック×ホワイト

ス

タ

ッ
ド

フランチヤイズの秘めた実力を、ジュニアの最適仕様に。

くミズノ〉ウエーブフランチャイズ」r. ¥4,515(本体¥4,300)

●甲材/本体:人工皮革 補強:人工皮革

●底材/アウトツール:コ ム ミッドツール:合成樹脂 (熱成型EVAスポンジ)

●スパイク/コム製 (グリッタースタンド固定式)

●サイズ/190、 200、 210、 220、 23 0cm ●原産国/中国

インツールの下のサイズ調整プレートを取り除くと、サイズが0 5emア ップします。

例えば21 0cmのシューズのプレートを取り除くと、サイズが21 5cmに。これにより、

子供の著しい成長に合わせたサイズ変更が可能です。
カップインソール

ご使 用時 の注 意 点

※このシューズの甲音5にはコム製の靴組を1采用しています。

別売りの■ι紐には交換できません。

●
″̈

聰隕鯰
ラバ…ストレッチ  トゥガード
ンユーレース

トゥガード

摩擦の激しいつま先 部 を

保護するトゥガードを採用。

フィッティングを損なうこと

なくシューズの耐久性を高

めます。

カップインソ…ル

履き心地を追求したカップイ

ンツールを採用。ジュニア用

モデ,レ でも妥協を許さない

足入れ感を実現します。
2KP-55200 ●カラー/ブラック×ブラック 2KP‐55210 ●カラー/ブラック×ホワイト
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パパ
ハイライト表示

パパ
ハイライト表示

パパ
長方形

パパ
長方形

パパ
線

パパ
線

パパ
テキストボックス
どちらでも可

パパ
ハイライト表示

パパ
ハイライト表示

パパ
テキストボックス
選手用

パパ
テキストボックス
選手用



ベースボールの実カアップに。頼れる機能をそこに凝縮。
l 機能説明 l

〈ミズノ〉フランチャイズトレーナーチーム ¥5,565(本体¥5,300)

●甲材/本体:人工皮草 補強:人工皮革 ●底材/アウトツール:コ ム ミンドソ~ル :合成樹脂(熱成型EVAス ポンジ)

●サイズ/230～ 280、 29 0cm ●原産国/中国

蘭浴牢
フラットフィットツール フレックスベフレト  ブロテクトベロ

ダブルプロテクトパーッ

アッパーのサイド部とつま先部にタブルプロ

テクトバーツを内蔵。耐久性を高めるととも

に足の横ブレを抑制します。

2KT‐ 76300 ●カラー/'ラ ンク×ブランク 2KT‐76310 ●カラー/フランク×ホワイト

ジュニア専用の履きやすさ。初めての野球に、こ

くミズノ〉フランチャイズトレーナー」r

¥5,040(本体¥4,800)

●甲材/本体:人工皮革 補強:人工皮革
●底材/アウトツール:」 ム ミンドソ~ル :合成樹脂 (熱成型EVAスポンジ)

●サイズ/190、 200、 210、 22 0cm ●原産国/中国

2KT‐76301
●カラー/ホワイト×ホワイト
エナメル仕様

″

エナメル仕様

2KT‐76314 0カ ラー/ホワイト×ネイビー

の一足。

露警農
フラットフィットツール フレックスベルト  プロテクトベロ

インツールの下のサイズ調整ブレート

を取り除くと、サイズが0 5cmア ンプしま

す。例えば21 0cmの シューズのプレー

トを取
',除

くと、サイズが21 5cmに 。こ

れにより、子供の著しい成長に合わせ

たサイズ変更が可能です。

¥10,500(本体Y10,000)

●甲材/本体 :人工皮革 補強 :人工皮革

●底材/アウトツール :コ ム ミッドツール :合成樹脂 (熱成型 EVAス ポンジ)

●カラー/ホワイト×ホワイト ●サイズ/250～28 0cm ●原産国/中国

マジックベルトの表面部分に、あなたの名前や背番号を刺繍したネームブレートが装着てきるオンネームモデル。
お好みの字体や刺繍カラーも選択可能で、一段と個性あふれる足元か演出できます。●同梱の専用ハガキに

必要事項をご記入のうえ、ボストヘ投函してください。ご購入された販売店へ、ネームブレートを後日お送りします。
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Iナメル仕様

2KT‐ 76414 ●カラー/ホワイト×ネイビー

エナメル仕ぶ

2KT‐76362 0カ ラー/ホワイト×レント

エナメル仕様

2KT‐76462 0カ ラー/ホワイト×レット

ミズノプロ・ラスト

さまざまなスポーツシューズ

のラスト(原型 )を 参考に、

競技特性を考慮して作り上

げたNEWミズノプロ・ラスト.

選手の走りと一体化する、

理想的なシューズ形状を生

み出します。

フラットフィットツーリレ

フラントでありながら、地面と

のフィント性を限界まで追求

したFF(フ ラントフイツト)ツー

ル。とくに踵部分の接地面

積を広げることで、安定感が

さらに増しています。

ン

2KT‐76401
●カラー/ホワイト×ホワイト
エチメル仕様
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フレックスベリレト
ベルト部分にスリットを設け、

また縫製方法も変えることで、

従来のベルトに比べて足に

対する負担を軽減。ランニ

ングの動きもサポートします.

限
プロテクトベロ

ベロ形状を足首から足の甲

部を覆うように設計すること

で、シューズと足の密着感

が向上。フィット性を高める

とともに、スバイクによるタト

傷から足首を守る保護効果

もあります。

2KT‐76400 0カ ラー/ブラックXブラック

パパ
ハイライト表示

パパ
ハイライト表示

パパ
長方形

パパ
テキストボックス
監督・コーチ用




