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トルクとは？
リリースの瞬間から 0.3 秒間で発
生するピポットポイント（グリッ
プの一番深い部分）を中心に弓が
回転する弓の動きのことで、矢の
動きに影響を与えます。

トルクがあることで
何が起こる？
リリースの瞬間から発生する 0.3
秒間に発生する誤差は矢飛びに大
きな影響を与えます。なんとこの部分の 1㎜の誤差が 70m 先では 7㎝の誤差になります。これは
10 点の中心に的中するはずの矢が 9 点に、10 点のライン上に的中するはずの矢なら 8 点になり
ます。

トルクの発生を防ぐために
ハンドルはサイトウインドウがあり左右非対称な形状になるため、アッパー部分とロアー部分に
加わる負荷に差ができ、トルクが発生します。トルクの発生を防ぐためには、アッパー部分とロアー
部分に加わる負荷を均等にする必要があります。そのためにハンドルのアッパー部分の硬さをロ
アー部分に比べ 14％硬くする必要があります。

WIAWIS NANO TFT
シューティング精度低下の原因となるトルク

優れた性能を実現する新機構「H-Beam フレーム」
WIAWIS NANO TFT ハンドルには、アッパーとロアーに加わる負荷のバランスを均等にするための炭素鋼で
構成された金属フレーム「H-Beam フレーム」が内蔵されています。その最大の特徴は、サイトウインドウ
の強度を高めることでハンドルのアッパー部分が硬くなり、トルクの発生を防ぐことです。
トルクの発生を防ぐことで、シューティングの誤差を最小限に抑えます。

シューティング精度の高さを示す
ストリングの動きが約 30％小さい
ストリングの動きの幅が狭く短いほど精密なシュー
ティングであることを示します。写真は INNO CXT
ハンドルと WIAWIS NANO TFT ハンドルに 42 ポン
ドリムを装着した時のストリングの動きを比較した
ものです。WIAWIS NANO TFT ハンドルの方がスト
リングの動きの幅が約 30％狭く、長さは約 20％短
いことがわかります。これは WIAWIS NANO TFT ハ
ンドルが精密なシューティングができることを示し
ています。

シューティング精度を左右する振動が約 30％減少
シューティング時の衝撃や振動が少ないほど精密なシューティングであることを示します。写真は INNO CXT ハンドルと WIAWIS NANO TFT ハンドルの、
シューティングの瞬間から発生する衝撃や振動を比較したグラフです。一番上はアッパー部分の振動、真ん中はグリップ部分の振動、下はロアー部分の振
動のグラフです。全体的に WIAWIS NANO TFT の振動が少ないことがわかります。特にアッパー部分の一番振動の大きい部分で、INNO CXT ハンドルに
比べ振動が約 30％減っています。これは WIAWIS NANO TFT ハンドルが精密なシューティングができることを示しています。

INNO CXT WIAWIS NANO TFT

Normal Bow WIAWIS NANO TFT

なぜトルクが発生するか？
ハンドルはサイトウインドウがあ
るため左右非対称な形状なのでト
ルクが発生します。WIN&WIN 研
究開発チームはハンドルに加わる
負荷とトルク発生の因果関係を分
析する実験を行いました。25 イ
ンチハンドルに 68-44 ポンドリ
ムを装着した弓を、28 インチ引
いた時のハンドルに加わる負荷を
計測しました。その結果、アッ
パー部分に加わる負荷は 35.6N、ロアー部分に加わる負荷
は 31N と、アッパー部分に加わる負荷が大きいことがわか
りました。これが原因となってシューティングの衝撃が大き
くなりトルクが発生します。
※ 1N とは 1㎏の質量を持つ物体に 1m/ 秒 2 の加速度を生じさせる力。
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WIAWIS
NANO
TFT

1㎜ の戦いに挑むアスリートの勝利のために
アーチェリーを科学的に分析し、開発された精密性・快適性・爽快感に優れたナノカーボンハンド
ルです。シューティングの瞬間から 0.3 秒間に発生するトルクは矢の動きに影響を与え、的中にも
影響します。「H-Beam フレーム」と「ナノカーボン」がトルクの原因となる衝撃を最小限に抑え、
精密なシューティングを実現しました。

ウィアウィス ナノ TFT

WIAWIS NANO TFT
▶サイズ：25″
▶素　材：カーボングラファイト / ナノカーボン / H-Beam フレーム
▶重　量：1,320ℊ
▶タイプ：RH・LH
▶価　格：¥140,000（税別）

WIAWIS NANO TFT
プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

CTK ウッドグリップ
¥6,200（税別）

WIAWIS NANO TFT ウッドグリップ
¥5,800（税別）

INNO CXT プラスチックグリップ　¥3,600（税別）

INNO CXT ウッド
グリップ
¥5,800（税別）

INNO AXT プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

ブラック シルバー ブルー レッド ホワイト

INNO CXT ウッド
ハイグリップ
¥5,800（税別）

ブラック シルバーホワイト

CTK Ⅱ CTK Ⅲ

WIAWIS NANO TFT 対応グリップ

ブラック シルバー ホワイト

13mm

カーボン
ブラック
マット

チタングレー
マット

ダークレッド
グロッシー

ダークブルー
グロッシー

ホワイト
グロッシー

カーボン
ブラック

グロッシー

New New New New New

カーボン
ブラック

ネオンイエロー

カーボン
ブラック
オレンジ

レッドグロッシー
カーボンブラック

マット

ブルーグロッシー
カーボンブラック

マット

イエローグロッシー
カーボンブラック

マット
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ANODIZED

PAINTED

45 度のフレーム構造
ハンドルに施した X 状のデザインのこ
とです。45 度の角度でアルミニウム合
金が重なる形状に加工することで、サイ
トウインドウの強度を高めます。

WIAWIS ATF
▶サイズ：25″
▶素　材：アルミニウム / マシン加工
▶重　量：1,300ℊ
▶タイプ：RH・LH
▶価　格：¥110,000（税別）

ATF プラスチックグリップ　¥3,600（税別）

ATF ウッド
グリップ
¥5,800（税別）

INNO CXT プラスチックグリップ　¥3,600（税別）

ブラック シルバー ブルー レッド ホワイト

CTK ウッドグリップ
¥6,200（税別）

INNO CXT
ウッドグリップ
¥5,800（税別）

INNO AXT プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

INNO CXT ウッド
ハイグリップ
¥5,800（税別）

ブラック シルバーホワイト CTK Ⅱ CTK Ⅲ

ブラック シルバー ホワイト

WIAWIS
ATF

ウィアウィス ATF

1 点差で勝敗が決まる世界で戦うアスリートが求める精密性
アーチェリーを科学的に分析し開発された、精密性・爽快感に優れたアルミニウムハンドルです。
シューティングの瞬間から 0.3 秒間に発生する衝撃と振動が矢の動きに影響を与えます。この瞬間
の 1㎜ の誤差が 70m 先では 7㎝ になります。WIAWIS ATF ハンドルの最大の特徴である「45°
のフレーム構造」が衝撃と振動を最小限に抑えることで、精密シューティングを実現します。

New

ブラック

WIAWIS ATF 対応グリップ

レッド ブルー ピンク パープル

New

ホワイト ネオンイエロー ブラック
ネオンイエロー

ブラックオレンジ

New

13mm

ブラック※ レッド※ ブルー※ ピンク※

※のカラーは在庫がなくなり次第、販売終了となります。
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INNO CXT LIGHT
▶ 23″（1,090ℊ　RH）
　 25″（1,150ℊ　RH / LH）
　 27″（1,210ℊ　RH　受発注品）
▶素　材：カーボングラファイト / カーボン
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト材質：ステンレス
▶カラーポンド / ティラーアジャストメントボルト：C タイプ
▶価　格：H27　      ¥134,000（税別）

　　　　　H25/23　¥126,000（税別）

INNO CXT
LIGHT

イノ CXT ライト

ナノカーボン
ナノカーボンとは、炭素原子で
構成されているナノメートル

（１m の 10 億分の１）サイズ
の新素材 Carbon Nanotube を
高分子エポキシに分散させて製
造されたカーボンのことです。 WIAWIS NANO MAX

▶ 25″（1,320ℊ　RH / LH）、27″（1,370ℊ　RH のみ　受発注品）
▶素　材：カーボングラファイト / ナノカーボン
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト材質：アルミニウム
▶カラーポンド / ティラーアジャストメントボルト：Ａ・Ｂタイプ
▶価　格：H27　¥136,000（税別）　　 H27 ゴールドカラー　¥142,000（税別）

　　　　　H25　¥130,000（税別）　　 H25 ゴールドカラー　¥134,000（税別）

WIAWIS NANO MAX
ウッドグリップ
¥5,800（税別）

WIAWIS NANO MAX
木目調プラスチック
グリップ
¥3,600（税別）

ウッド
グリップ

ウッド
ハイグリップ

CTK Ⅰ
ウッドグリップ
¥6,200（税別）

ブラック
/ ゴールド

ブラック
 / ブルー

ブラック
 / レッド

ブラック
/ オレンジ

ブラック
/ ネオンイエロー

ブラック
 / ピンク

ホワイト
 / ピンク

ホワイト
/ グリーン

WIAWIS NANO MAX
プラスチック
ハイグリップ
¥3,600（税別）

WIAWIS
NANO
MAX

ウィアウィス ナノ マックス

アスリートのここ 1 番の集中力を高める快適性
アーチェリーを科学的に分析し開発された快適性・爽快感に優れたナノカーボンハンドルです。
シューティング中に発生する衝撃や振動は競技への集中力低下の原因となります。ナノカーボンは
従来のカーボンに比べ約 40％振動吸収性に優れ、シューティング時のストレスを軽減することで、
ここ 1 番での集中力を高めます。

13mm

WIAWIS NANO MAX
対応グリップ

INNO
CXT

イノ CXT
スタイルに合わせて使い分けできるウエイトコントロールハンドル
INNO CXT ハンドルは重量が調整できるカーボンハンドルです。調整幅は 25″ハンドルで 1150 ～
1300g とレベルアップに合わせて重くでき、弓の安定性を高めることができます。選べるグリップ 7 種類、
ハンドルサイズが3種類あるので、アーチャーに合わせた使い方ができます。アーチェリーを楽しむアーチャー
からアスリートまで、幅広い選手に支持されている人気 No.1 のロングセラーハンドルです。

弓をコントロールする
ための軽さを実現
カーボンの衝撃や振動吸収性は
そのままで、INNO CXT のウエ
イトコントロールシステムをな
くし、コントロールしやすい重
さになっています。

ブラックホワイト
/ ゴールド

ダークネイビー
/ ホワイト

ブラック レッド ブルー ホワイト

ウエイトコントロール
システム
ウエイト１個＝ 25ℊ

Weight 3

Weight 2

Weight 1

Weight 0

INNO CXT
▶ 23″（1,100 ～ 1,250ℊ　RH）
　 25″（1,150 ～ 1,300ℊ　RH / LH）
　 27″（1,235 ～ 1,375ℊ　RH　受発注品）
▶素　材：カーボングラファイト / カーボン
▶サイドウエイト：ヘッド＆フラット  １個 25ℊ ６個付
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト材質：ステンレス
▶カラーポンド / ティラーアジャストメントボルト：C タイプ
▶価　格：
　H27　    ¥134,000（税別）　　H27 ゴールドカラー        ¥136,000（税別）

　H25/23  ¥126,000（税別）   　H25/23 ゴールドカラー  ¥130,000（税別）

左：ピンク
/ ホワイト

右：スカイブルー
/ ホワイト

WEIGHTLESS

INNO CXT プラスチックグリップ　¥3,600（税別） INNO CXT ウッド
グリップ
¥5,800
 　（税別）

INNO CXT ウッド
ハイグリップ
¥5,800
 　（税別）

WIAWIS NANO TFT プラスチック
グリップ　¥3,600（税別）

WIAWIS NANO TFT
ウッドグリップ
¥5,800
 　（税別）

INNO AXT プラスチック
グリップ　¥3,600（税別）

CTK ウッドグリップ
¥6,200（税別）

CTKⅡ CTK Ⅲブラック シルバーホワイトブラック シルバー ブルー レッド ホワイト ブラック シルバー ホワイト

12mm

CXT シリーズ対応グリップ
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▲最初から装着されているステンレス
ティラーアジャストメントボルトを付
属のアルミタイプに付け替えることで
ハンドル重量を 1330ℊから 1280ℊ
に軽量化できます。

ブラック レッド ブルー ゴールド ピンク ホワイト
（ペイント）

ネオンイエロー
（ペイント）

グリーン

INNO AXT
▶ 25″（1,330ℊ /※1,280ℊ　RH / LH）※オプションのアルミティラーアジャストメントボルト装着時
▶素　材：アルミニウム / マシン加工
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト材質：ステンレス、付属アルミ
▶カラーポンド / ティラーアジャストメントボルト：A・B タイプ
▶価　格：¥104,000（税別）

NEW WINEX
▶ サイズ：23″（1,190ℊ　RH）、 25″（1,250ℊ　RH / LH）
▶素　材：アルミニウム / マシン加工
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト材質：アルミニウム
▶カラーポンド / ティラーアジャストメントボルト：Ａ・Ｂタイプ
▶価　格：¥74,000（税別）

ブラック イエローレッド レッド
シルバー 

ブルー ブルー
シルバー 

ホワイト

※写真は25″ハンドル

ステンレス
（1330ℊ）

アルミニウム
（1280ℊ）

ブラック シルバーホワイト

INNO AXT プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

INNO CXT プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

ブラック シルバー ブルー レッド ホワイト

INNO CXT
ウッドグリップ
¥5,800（税別）

CTK ウッドグリップ
¥6,200（税別）

WIAWIS NANO TFT プラスチック
グリップ　　¥3,600（税別）

WIAWIS NANO TFT
ウッドグリップ
¥5,800（税別）

ブラック シルバー ホワイト CTKⅡ CTK Ⅲ

INNO
AXT

イノ AXT

ハンドルの重さを 1330g から 1280g に調整可能
INNO AXT は 1330g とハンドルラインナップの中では最も重く、安定性の高いハンドルです。最初から装着
されているステンレス製のティラーアジャストメントボルトを付属のアルミ製に変えることで重量を 50g 軽量
化し、1280g にできます。最初は 1280g で使い始め、慣れてきたら 1330g で安定性を高めて使うことが
できます。

13mm

NEW
WINEX

ニューウィネックス

13mm

成長期のアーチャーが
扱いやすいハンドル
NEW WINEX は 1250g とほどよい重
さで、成長期のアーチャーでも扱いやす
いハンドルです。サイズも 25″と 23″
の 2 種類あり、23″ハンドルは引き尺が
25″以下のアーチャーでもエネルギー効
率よく使えます。爽快感ある射ち心地と
ほどよい重さで扱いやすく仕上がってい
ます。

INNO AXT / NEW WINEX / WINACT-VT 対応グリップ
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ネオンイエロー カーボン
ブラック

レッド スカイブルー ホワイト ピンク

RAPIDO
▶ 25″（1,100ℊ　RH / LH）
▶材質：ロイヤルクロスカーボン＆カーボン、
　グラスファイバー
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト
　材質：ステンレス
▶カラーポンド / ティラーアジャストメント
　ボルト：使用できません
▶価　格：¥54,000（税別）

RAPIDO
プラスチック
グリップ
¥3,600（税別）

RAPIDO
ラピード

最大の魅力はコスト
パフォーマンスの高さ
ハンドル素材にカーボンとグラス
ファイバーの複合素材を使用するこ
とで、カーボンの快適な使い心地
とお求めやすい価格を実現しまし
た。ハンドル重量が 1100g と軽く、
扱いやすいハンドルです。

装着可能 WIAWIS NANO TFT、WIAWIS ATF、INNO CXT、INNO AXT、NEW WINEX、WINACT-VT、INNO AL1

モデル WIAWIS NANO TFT
ウッドグリップ

INNO CXT
ウッドグリップ

INNO CXT
ウッドハイグリップ CTK Ⅱウッドグリップ CTK Ⅲウッドグリップ

WIAWIS NANO TFT に 標 準
装着されているグリップを木
製にしたグリップ。

INNO CXT に標準装着されて
いるグリップとは形状が異な
り、日本人が使いやすい形状
となっています。

INNO CXT 用ウッド製ハイグ
リップ。グリップの一番深い
部分で押しやすいグリップで
す。

INNO AXT に標準装着されて
いるグリップを日本人向けに
まっすぐ押しやすいように改
良したグリップです。

INNO CXT に標準装着されて
いるグリップを日本人向けに
まっすぐ押しやすいように改
良したグリップです。

タイプ RH　・　LH
カラー ウッド ウッド ウッド ウッド ウッド
価　格 ¥5,800 ¥5,800 ¥5,800 ¥6,200 ¥6,200

WIN&WIN ハンドル用別売りグリップ 自分にぴったりのグリップを使うことはフォームの安定につながります。WIN&WIN はアーチャー一人ひとりに合った
グリップで射ってもらうために、特徴のある別売りグリップをご用意しています。

装着可能 WIAWIS NANO MAX

モデル WIAWIS NANO MAX
ウッドグリップ

WIAWIS NANO MAX
ウッドハイグリップ

WIAWIS NANO MAX
プラスチックハイグリップ CTK Ⅰウッドグリップ

WIAWIS NANO MAX 用のウッド製
グリップです。

WIAWIS NANO MAX 用ウッド製ハイ
グリップ。グリップの一番深い部分で
押しやすいグリップです。

WIAWIS NANO MAX 用プラスチック
製ハイグリップ。グリップの一番深い
部分で押しやすいグリップです。

WIAWIS NANO MAX に標準装着され
ているグリップを、日本人向けにまっ
すぐ押しやすいように改良したグリッ
プです。

タイプ RH　・　LH
カラー ウッド ウッド ブラック ウッド
価　格 ¥6,200 ¥6,200 ¥5,800 ¥6,200

WINACT
-VT

ウィンアクト VT

シューティングの爽快感
スタイリッシュなデザインが人気の
アルミニウムハンドルです。重量バ
ランスが的側にあるので、爽快感の
あるシューティング感覚のハンドル
です。

WINACT-VT
▶ 25″（1,280ℊ　RH / LH）
▶材質：アルミニウム / マシン加工
▶ポンド / ティラーアジャストメントボルト
　材質：アルミニウム
▶カラーポンド / ティラーアジャストメント
　ボルト：A・B タイプ
▶価　格：¥70,000（税別）

レッド ブルー ピンクブラック ホワイト グリーン

12mm

13mm

※在庫がなくなり次第、販売を終了します。



7

WIAWIS ONE WIAWIS NS

Nano carbon technology. Reinvented.WIAWIS NS
ねじれ耐性を向上させ、衝撃への耐久性を 2 倍に上げるグラフェンフォーム

ナノテクノロジーが生み出した最先端素材グラフェン
「グラフェン」は軽量でダイヤモンドなみの硬さを持ち、
鉄の200倍の引っ張り強度があります。その大きさは0.2
ナノ m（1 ナノメートル＝ 1m の 10 億分の 1）という
目に見えないくらい小さな素材です。

グラフェンがねじれ耐性を向上させ、衝撃への耐久性を 2 倍に上げる
グラフは、従来のフォームコアと新素材グラフェンを導入したグラフェンフォーム
コアの、ねじれに対する強さと衝撃に対する強さを比較したものです。グラフェン
フォームコアを導入したリムはねじれに対する耐久性に優れ、衝撃への耐久性は従
来のフォームコアの 2 倍を誇ります。

WIN&WIN 開発チームはリムの性能を向上させる
ために、弓を引いたときのリムに加わる負荷を計測
する実験を行いました。従来のリムは、グラフの通
り場所によって加わる負荷に差ができ、エネルギー
効率が低下していることがわかりました。WIAWIS 
NS リムは、弓を引いた時の負荷がリム全体にバラ
ンス良く加わることでエネルギー効率が良くなり耐
久性が向上、より柔らかくスムーズ引けるようにな
りました。

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Flextual strength (kgf/㎟ ) Impact strength (kgf㎝/㎠)

6.76 7.13
9.52

16.49

以前のフォームコア
グラフェンフォームコア

ねじれに対する強さの比較 衝撃に対する強さの比較

5000

4000

3000

2000

1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

通常のリム
WIAWIS-NS

←リムの化粧板部分　　　　　　　　　　　　　　　　チップ→

シューティング精度の高さを示すストリングの動きが約 30％小さい

ストリングの動きの幅が狭く短いほど精密
なシューティングであることを示します。
写真は WIAWIS NS リムと WIAWIS ONE
リムの、42 ポンドでシューティングした
時のストリングの動きを比較したもので
す。WIAWIS NS リムの方がストリングの
動きの幅が約 30％狭く、長さは約 10％短
いことがわかります。これは WIAWIS NS
リムが精密なシューティングができること
を示しています。

200.0

100.0

-200.0

-100.0

0.0

0.0 200.0m 400.0m 600.0m 800.0m 1.0
Time(sec)

g

通常リム（42ポンド）

200.0

100.0

-200.0

-100.0

0.0

0.0 200.0m 400.0m 600.0m 800.0m 1.0
Time(sec)

g

WIAWIS NS リム（42ポンド）

シューティング精度を左右する振動が約 10％減少

シューティング時の衝撃や振動が少ないほど精密な
シューティングであることを示します。写真は通常
のリムと WIAWIS NS リムのシューティングの瞬
間から発生する衝撃や振動を比較したグラフです。
WIAWIS NS リムの振動が約 10％少ないことがわ
かります。これは WIAWIS NS リムが精密なシュー
ティングができることを示しています。

しなりバランスを最適化し、耐久性向上と快適な引き心地を実現
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WIAWIS NS
1㎜ の戦いに挑むアスリートの勝利のために
アーチェリーを科学的に分析し開発された、矢速が速く、精密性・快適性・爽快感に優れたリムです。
シューティングの瞬間から 0.3 秒間に発生する衝撃や振動は矢の動きに影響を与え、的中にも影
響が出ます。ここでの 1㎜の誤差が 70m 先では 7㎝の誤差になります。WIAWIS NS リムの 3
つの特徴である「グラフェンフォームコア」「ウッド - フラックスコア」「リムのしなりバランス
を最適化」で衝撃や振動などの無駄な動きの発生を防ぎ、精密シューティングを実現しました。

ウィアウィス NS

グラフェンフォームコアの特徴
引き始めがしっかりした引き心地
で体のラインが作りやすく、柔ら
かい引き心地でスムーズに引き込
めます。アンカー部分も柔らかく、
クリッカーコントロールをサポー
トします。WIN&WIN リムの中で
1 番矢速の速いリムです。

ウッド - フラックスコアの特徴
WIAWIS NS リムのウッド - フラックスコアリム
はフォームコアリムより柔らかい引き心地です。
スムーズな引き心地で、なめらかにクリッカー
ゾーンに入る快適シューティングを実現しまし
た。WIN&WIN リムの中で 1 番柔らかい引き心
地で、安定性の高いリムです。

WIAWIS-NS
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（2 ポンド刻み）
　※ 28・48 ポンドは受発注品
▶タイプ
　WIAIWS NS グラフェンフォームコア：マット＆グロッシーの
　在庫がなくなり次第、両面グロッシーに変わります。
　WIAWIS NS ウッドｰフラックスコア：両面グロッシー
▶重　量：336ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：ナノグラフェンフォームコア / ハイモジュラスカーボン
　　　　　ウッド - フラックスコア / ハイモジュラスカーボン
▶価　格：グラフェンフォームコア　¥120,000（税別）

　　　　　　　ウッド - フラックスコア　 ¥120,000（税別）

▲バック側（的側）
　デザイン グラフェンフォームコア

GRAPHENE FOAM CORE / WOOD-FLAX CORE

ウッド - フラックスコア

WIAWIS NS ウッド - フラックスコアリム

Photos curtesy of World Archery
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WIAWIS ONE
アスリートのここ一番の集中力を高める快適性
アーチェリーを科学的に分析し開発された快適性・安定性に優れたリムです。特徴はリムに加わる
負荷「ストレインエナジーバランス」を整えたことです。「ストレインエナジーバランス」を整える
ことでリムのエネルギー効率が良くなり、柔らかい引き心地と高い耐久性がシューティングの安定
性を高めます。シューティング時の振動も少なく、アーチャーのここ一番での集中力を高めます。

ウィアウィス ワン

FOAM CORE / WOOD CORE

● ストレインエナジーバランス
ストレインエナジーバランスとはリムに
加わる負荷のことです。従来品はリムの場
所によって加わる負荷がバラバラであっ
たため、耐久性とエネルギー効率が低下し
ていました。ストレインエナジーバラン
スを整えることでリム全体が機能し、エ
ネルギー効率が改善されることで耐久性
が向上、リムの無駄な動きが減りました。

WIAWIS ONE FORM CORE（フォームコア）
ウッドコアリムに比べて矢速が速く、引き始めからリリースまで
柔らかい引き心地です。
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）　※ 28・48 ポンドは受発注品
▶タイプ：グロッシーカラー
▶重　量：364ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶材　質：ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン / フラックスプレグ
▶価　格：¥116,000（税別）

WIAWIS ONE WOOD CORE（ウッドコア）
フルドロー状態での安定性高く、競技への集中力を高めます。
INNO EX PRIME に比べ柔らかい引き心地です。
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）　※ 28・48 ポンドは受発注品
▶タイプ：グロッシーカラー
▶重　量：357ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：ナノウッドコア / ハイモジュラスカーボン / フラックスプレグ
▶価　格：¥114,000（税別）

▲ ストレインバランスシステム

＊ウッド調のデザインは新素材フラックス
プレグです。WIN&WIN は環境に配慮した
天然素材をリムに使用しています。

HIGH TECH
SYNTACTIC FOAM

HIGH QUALITY
WOOD CORE

▲
バック側
デザイン

INNO EX
POWER & PRIME

矢速を追及したロングセラーリム
アーチェリーは矢速が速ければ速いほど有利だと言われています。矢速が速いと雨や風
などの悪天候の影響が少なく、安定したシューティングが可能です。INNO EX シリー
ズは最大の特徴である矢速を上げるために素材・形状・重さを見直し開発された、矢速
を追及した WIN&WIN リムラインナップ中人気 No.1 のリムです。

イノ EX　パワー ＆ プライム

WOOD COREFOAM CORE

INNO EX POWER（フォームコア）
ウッドコアリムに比べて矢速が速く、引き始めからリリースまで柔らかい引き心地です。
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）　※ 28・48 ポンドは受発注品
▶タイプ：グロッシーカラー
▶重　量：346ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン
▶価　格：¥108,000（税別）

INNO EX PRIME（ウッドコア）
安心してシューティングに集中できるようにアンカーの手前の引き心地が少し固くなって
います。フルドロー状態での安定性の高いシューティングが可能です。
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）　※ 28・48 ポンドは受発注品
▶タイプ：グロッシーカラー
▶重　量：357ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：ナノウッドコア / ハイモジュラスカーボン
▶価　格：¥108,000（税別）

▲
EX POWER

バック側
デザイン

▲
EX PRIME
バック側
デザイン
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RCX-100

コストパフォーマンス
No.1 リム
上位モデルの INNO EX POWER リム
と同じ素材で構成されており、柔らか
い引き心地のリムです。リムが軽量な
ので初速も速く、体力や筋力に自信の
ないアーチャーや成長期のアーチャー
でも扱いやすいリムです。

RCX-100

FOAM CORE

RCX-100 リム（フォームコア）
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）
　※ 66・68″：48 ポンドは受発注品
　※ 70″：42 ～ 48 ポンドは受発注品
▶重　量：338ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：CRS ナノフォームコア
　　　　　　/ ハイモジュラスカーボン
▶価　格：¥78,000（税別）

WINEX リム（フォームコア）
▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：28 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）
　※ 66・68″：48 ポンドは受発注品
　※ 70″：42 ～ 48 ポンドは受発注品
▶重　量：355ℊ（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：フォームコア
　　　　　　/ ハイモジュラスカーボン
▶価　格：¥74,000（税別）

▲
バック側
デザイン

▲
バック側
デザイン

NEW
WINEX
１番長い歴史を持つ
ロングセラーリム
発売以来 10 年以上の歴史を持つ
ロングセラーリムです。その歴史の
なかで高校生を中心に多くのアー
チャーに選ばれ続けています。
しっかりした引き心地で、安定感を
感じながら射つことができます。成
長期のアーチャーでも扱いやすいリ
ムです。

ニューウィネックス

FOAM CORE

RAPIDO

標準的フォームコアリム
フォームコアリムの特徴である
柔らかい引き心地のリムです。

ラピード

FOAM CORE

RAPIDO リム
（フォームコア）

▶サイズ：66、68、70″
▶ポンド：26 ～ 48 ポンド（２ポンド刻み）
　※ 66・68″：26・44 ～ 48 ポンドは
　　 受発注品
　※ 70″：26・44 ～ 48 ポンドは
　　 受発注品
▶重　量：355ℊ
　　　　　（68″・38 ポンドの平均値）
▶素　材：フォームコア
　　　　　　/ ロイヤルクロスカーボン
▶価　格：¥54,000（税別）

▲
バック側
デザイン
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WIAWIS S21
アスリートの集中力を支える快適性
シューティング時に発生する振動は集中力低下の原因になります。WIAWIS S21
スタビライザーは最大の特徴である「グラフェンフォーム」と「テーパー構造」が
シューティング時の振動の発生を防ぎ、アーチャーの集中力を高めます。従来品よ
り振動吸収性が約 20％向上し、シューティング時の衝撃が強いコンパウンドボウ
でも使用できます。

ウィアウィス S21 スタビライザー

テーパー構造
スタビライザー本体の根元から先端に近づくほど直径が細くなる構造のことです。
WIAWIS S21は根元が21㎜、
先端が 17㎜と４㎜の差があ
ります。この構造を採用する
ことで、シューティング時に
発生する衝撃や振動を効率よ
く吸収します。

グラフェンフォーム
軽量でダイヤモンドなみの硬さと、鉄の
200 倍の引っ張り強度を持つグラフェ
ン、スタビライザー本体にその新素材を
取り入れたグラフェンフォームを採用す
ることで振動の発生を防ぎます。

グラフェン WIAWIS S21 の断面

WIAWIS S21 スタビライザー
▶サイズ（重さはウエイトを含んだもの）
　ロング　　26″（263ℊ）、28″（265ℊ）、30″（278ℊ）、32″（280ℊ）
　ショート　10″（183ℊ）、11″（187ℊ）、12″（191ℊ）、14″（200ℊ）、15″（205ℊ）
　エクステンダー　３″（53.5ℊ）、４″（69.5ℊ）、５″（75.5ℊ）、６″（81.5ℊ）
▶カラー：カーボンブラックマット、カーボンブラック、レッド、ブルー、イエロー
▶価　格：ロング　　　　　¥34,000（税別）

　　　　　ショート　　　　¥12,000（税別）

　　　　　エクステンダー　  ¥9,000（税別）

　　　　　ウエイト（1 個）    ¥1,000（税別）

● WIAWIS S21 スタビライザー
ロングはディスクウエイトを取り
付けられる変換ネジが付属されて
います。先端のネジを 5/16 から
1/4 に変換することでディスクウ
エイトを取り付け可能です。

5/161/4

ショート エクステンダーロング

▶ヘッド（46ℊ）

▶フラット（25ℊ）

▶ボトム（46ℊ）

▶１ヘッド
　１フラット
　１ボトムウエイト

１ヘッド
１ボトムウエイト

▲

S21 ウエイト
（ヘッド、フラット、ボトム）

カーボン
ブラックマット

カーボン
ブラック

レッド

ブルー

イエロー
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WIAWIS ACS NANO
爽快感を求めるアスリートのスタビライザー
アーチェリーは感覚のスポーツ、弓具の射ち心地も重要な要素の１つです。WIAWIS ACS NANO スタビライザー
は「ウエイトバランスシステム」を導入することで重心が的側になり、爽快感のある射ち心地を実現しました。

ウィアウィス ACS ナノ スタビライザー

ウエイトバランスシステム
スタビライザーの重心を的側にすることで爽快感のある射ち
心地を可能にします。V バーのコネクトボルトなしでハンド
ルやエクステンションロッドにＶバーを取り付けることがで
き、コネクトボルト分の重さをスタビライザー先端に追加す
ることで重量バランスが的側になります。

▲ＨＭＣスタビライザー

▲ WIAWIS NANO ACS スタビライザー

WIAWIS ACS NANO スタビライザー
▶サイズ （重さはウエイトを含んだもの）
　ロング　 26″（286ℊ）　28″（288ℊ）　30″（294ℊ）　32″（306ℊ）
　ショート 10″（163ℊ）　11″（170ℊ）　12″（172ℊ）
　エクステンダー　3″（53ℊ）　4″（63ℊ）　5″（67ℊ）　6″（75ℊ）
▶カラー：カーボンゴールド / グロッシー、カーボンブラック、レッド、
　ブルー、ホワイト
▶価　格：ロング　　　　　¥22,000（税別）

　　　　　ショート　　　　¥11,000（税別）

　　　　　エクステンダー　  ¥8,000（税別）

　　　　　ウエイト（1 個）   　¥800（税別）

カーボン
ゴールド
グロッシー

カーボン
ブラック

レッド

ブルー

ホワイト

▶ヘッド（50ℊ）

▶フラット（25ℊ）

▶１ACS ヘッド
　２ACS フラット
　ウエイト

ASC ウエイト
（ヘッド、フラット）

▶１ACS ヘッド
　１ACS フラット
　ウエイト

ショート

エクステンダー

ロング

WIAWIS WS700
ウィアウィス WS700 カーボンサイト

アスリートの集中力支える快適性
シューティング時に発生する振動はアスリートの集中力低下の原因となります。WIAWIS WS700 サイトは

「グラフェンフォーム」を採用し、シューティング時の振動を防ぎ、操作性の高いサイトボックスがサイト調
整時のストレスを軽減することで、アーチャーの競技への集中力を高めます。

ブラック シルバー レッド ブルー

WS700 カーボンサイト
▶タイプ：RH / LH
▶重  量：207ℊ
▶カラー：ブラック、シルバー、レッド、ブルー
▶価　格：¥38,000（税別）

新素材グラフェンフォーム
エクステンション
軽量でダイヤモンドなみの硬さと鉄の
200 倍の引っ張り強度を持つグラフェ
ン。エクステンションパーツにグラフェ
ンフォームを採用することで、振動を素
早く吸収します。

エクステンションパーツの結合
従来のエクステンションパーツは２つの
パーツで構成されていましたが、このこ
とが振動発生の原因となっていました。
WS700 サイトは２種類のパーツを１つ
にすることで振動の発生を防ぎ、軽量化
を実現しました。
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WIAWIS CX-AD V-BAR
ウィアウィス CX-AD Ｖバー

自由に角度調整ができるカーボン製Ｖバー
アーチャーに合わせたスタビライザーセッティングを実現する自由
度の高い調整機構を持つカーボン製 V バーです。カーボン製なので
軽量で、ネジを締める際に調整したＶバー角度が動くことを防ぐた
めに、固定するネジを締める方向が通常とは逆方向になっています。

パワーアップした振動吸収性
曲面的なデザインを取り入れることで振動吸収性が向上し、快適な
射ち心地を実現しました。カラーはグロッシーとマットの２種類か
ら選べます。
▶重　量：112ℊ
▶角　度：35°、40°、45°
▶価　格：¥8,600（税別）

▶重量：88ℊ
▶角度：35°、40°、45°
▶価　格：¥8,200（税別）

衝撃と振動の両方を効率よく吸収
シューティング時に起こる振動には、大きな衝撃とその後に続く細
かい振動の２種類があります。WIAWIS ACS ダンパーは２種類の
振動を吸収する構造を取り入れ、快適な射ち心地を提供します。
スタビライザーに装着するダンパータイプと、アッパーに取り付け
るアッパータイプがあります。

WIAWIS ACS アッパー
▶重　量：95ℊ
▶全　長：110 ㎜
▶価　格：¥6,200（税別）

WIAWIS ACS ダンパー
▶重　量：33ℊ
▶全　長：50 ㎜
▶価　格：¥2,600（税別）

▶重　量：115ℊ
▶カラー：カーボンマット、カーボングロッシー
▶価　格：¥19,800（税別）

カーボンマット カーボングロッシー

WIAWIS S21 V-BAR

ウィアウィス S21 Ｖバー

カーボンマット カーボングロッシー

カーボンが振動を効率よく吸収
カーボン製の振動吸収性の高い V バーです。

WIAWIS CX2 V-BAR

ウィアウィス CX2 Ｖバー

WIAWIS ACS DAMPERS

ウィアウィス ACS ダンパー

WIAWIS MIGHTY 
CUSHION PLUNGER

ウィアウィス マイティ クッションプランジャー

コンパクトサイズのオールステンレスプランジャー
オールステンレス製で強度が高いコンパクトサイズのプランジャーです。
重量感があり、重量バランスをハンドルの中心にすることで弓の安定性が
向上します。

▶重　量：43ℊ
▶ネジサイズ：5/16 ｰ 24
▶カラー：ブラック、シルバー
▶価　格：¥14,000（税別）

▶カラー：ブラック、レッド、
　ブルー、シルバー、ゴールド
▶全長：85 ～ 102 ㎜
　（クリッカーチップの先からネジ穴までの長さ）
▶価　格：¥4,500（税別）

微調整が可能

WIAWIS ACS
CLICKER

ウィアウィス ACS クリッカー

微調整できるカーボン製クリッカー
従来のクリッカーより調整幅が広く、微調整でき
るカーボン製のクリッカーです。微調整可能で、
自分の矢尺に合わせて簡単に調整できます。
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WIAWIS AT-100 ARM GUARD

ウィアウィス AT-100 アームガード

WIAWIS EZ / EZ R FINGER TAB
フォームの安定性を高めるポイントの一つ、取りかけの安定性を高める
取りかけの安定はフォームの安定につながります。EZ シリーズフィンガータブは、アーチャー一人ひとりの取りかけを安定させる特殊機構を搭載したタブ
です。

ウィアウィス EZ / EZ R フィンガータブ

WIAWIS EZ フィンガータブ
取りかけに力が入りすぎるアーチャー向けのタブです。専用プレート
が手のひらに当たることで適度な力で取りかけることができます。
▶サイズ：XS、S、M、L
▶タイプ：RH / LH
▶調整機構：アンカーパット、専用プレート
▶価　格：¥9,600（税別）

EZ フィンガータブ用スペアレザー & バックスキン
▶サイズ：XS、S、M、L　▶タイプ：RH / LH　▶価　格：¥4,000（税別）

WIAWIS EZ R フィンガータブ
取りかけの力が弱いアーチャー向けのタブです。リングプレート
を生命線にあて、ピンキーレストに小指を添わせることで適度な
力で取りかけることができます。
▶サイズ：XS、S、M、L
▶タイプ：RH / LH
▶調整機構：アンカーパット、ピンキーレスト、リングプレート
▶価　格：¥9,600（税別）

EZ R フィンガータブ用スペアレザー & バックスキン
▶サイズ：XS、S、M、L　▶タイプ：RH / LH　▶価　格：¥4,000（税別）

▶カラー：ブラック、レッド、ブルー、
　ホワイト、オレンジ、グリーン
▶価　格：¥4,600（税別）

スマートなデザインで
丈夫なアームガード
２層構造の特殊樹脂製アームガードです。
柔らかく腕にフィットするので、快適な
着け心地を提供します。

▶タイプ：RH / LH
▶全長：19 ¼″
▶ベルト：23″（約 58 ㎝）～ 49″（約 124 ㎝）まで調整可能
▶機能：矢筒３本、クッションベルト、マルチバック
▶カラー：ブラック、レッド、ブルー、グリーン
▶価　格：¥18,000（税別）

万能ストレッチバンド
フォームの改善、エクササイズやストレッチにも
使える万能ストレッチバンドです。

▶カラー：ブラック、レッド、
　ブルー、イエロー
▶価　格：¥1,400（税別）

快適な使い心地を追及
矢の落下を防ぐマグネット内蔵の
クィーバーです。特徴は 3 つの矢
筒部分にマグネットが内蔵されており、矢の落下
を防ぐことです。マルチバックも標準装備で競技
に必要な道具を収納できます。

WIAWIS A-1 QUIVER

ウィアウィス A-1 クィーバー

WIAWIS BALL
STRETCH BAND

ウィアウィスボールストレッチバンド

※カラーによるゴムの硬さの違いはありません。
すべて同じ硬さのゴムを使用しています。
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WS600 SIGHT
WS600 サイト

振動の少ないカーボンサイト
エクステンションパーツがカーボン製で、
シューティング時に発生する振動を効率
よく吸収します。

ブラック シルバーレッド ブルー

▶タイプ：RH / LH
▶重  量：220ℊ
▶カラー：ブラック、シルバー、レッド、ブルー
▶価　格：¥28,000（税別）

HMC PLUS STABILIZER
HMC プラススタビライザー

扱いやすい軽量スタビライザー
軽量で振動吸収性に優れたカーボンチューブで構成されている
スタビライザーです。シューティング時の振動を抑え、軽量な
ので成長期の選手や力の弱い選手でも扱いやすいモデルです。

振動をシャットアウト、快適な射ち心地を実現
シューティング時に発生する衝撃が少ないほど体への負荷が少なく、
アーチャーの競技への集中力が高まります。HMC PLUS はスタビラ
イザー壁面のテーパー構造（根本と先端の壁面の厚みに差をつける）
で衝撃や振動を効率よく吸収させることで、快適なシューティング
を可能にします。

HMC PLUS
エクステンダー

HMC PLUS
ショート

HMC PLUS
ロング

ウエイト
（フラット & ヘッド）

カーボンブラック
マット

ブラック
ゴールド

ブラック

レッド

ブルー

ホワイト

▶ヘッド（40ℊ）

▶フラット（25ℊ）

▶１ヘッド
　２フラット
　ウエイト付

▶１ヘッド
　１フラット
　ウエイト付

▶サイズ （重さはウエイトを含んだもの）
　ロング　 26″（199ℊ）　28″（208ℊ）　30″（210ℊ）
　ショート 10″（141ℊ）　11″（145ℊ）　12″（149ℊ）
　エクステンダー　3″（54ℊ）　4″（68ℊ）　5″（74ℊ）　6″（79ℊ）
▶カラー：カーボンブラックマット、ブラックゴールド、ブラック、
　　　　　レッド、ブルー、ホワイト
▶価　格：ロング　　　　　¥19,000（税別）

　　　　　ショート　　　　¥10,000（税別）

　　　　　エクステンダー　  ¥7,500（税別）

　　　　　ウエイト（1 個）   　¥700（税別）
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SD V-BAR
SD Ｖバー

BW & BW SHORT 
DAMPERS

BW & BW ショートダンパー

ハードラバーが振動を効率よく減衰
振動を効率よく減衰させるハードラバー製の硬いダンパーで、
40 ㎜ のセンター用と 25 ㎜ のサイド用の２サイズがあります。

▶ネジサイズ：18.0 ～ 24.0 ㎜ / 24.0 ～ 29.0 ㎜
　 24.0 ～ 29.0：WIAWIS NANO TFT、WIAWIS ATF、WIAWIS NANO MAX、INNO CXT 用
▶カラー：ブラック、シルバー、ブルー、レッド
▶価　格：¥13,000（税別）

安定感の高いアルミニウム製Ｖバー
アルミニウム素材の特徴である重量感が弓を安定させる
アルミニウム製Ｖバーです。

▶重量：95ℊ
▶角度：35°、40°、45°
▶価　格：¥4,800（税別）

BW ショートダンパー
▶全長（重量）：20 ㎜（22ℊ）
▶価　格：¥3,000（税別）

BW ダンパー
▶全長（重量）：40 ㎜（35ℊ）
▶価　格：¥1,500（税別）

▶タイプ：RH / LH
▶カラー：ブラック、シルバー
▶価　格：¥4,200（税別）

WMR200 ARROW REST
WMR200 アローレスト

ベアリングがスムーズなクリアランスを実現
アームにベアリングを採用。矢をスムーズに射ち出せるレストです。

WK500 CUSHION PLUNGER
WK500 クッションプランジャー

シンプル調整で簡単チューニング
キャップ部分にラチェットを採用しているので、バネ圧調整がスムーズに
できます。フッ素コーティングされたチップは削れにくく、シリンダーに
はメモリがついているので再現性の高いチューニングが可能です。

CARBON CLICKER
カーボンクリッカー

クリアな音で発射タイミングを伝える
正確でクリアな音で、矢を発射するタイミングを伝えるカーボン製クリッ
カー。ネジの位置を変えることで３段階の長さ調整ができます。

ARROW PULLER
アロープラー

手にフィットする猫型アロープラー
手の小さいアーチャーでも使いやすいサイズの
かわいい猫型アロープラーです。

▶サイズ：クリッカーの先端から近い順に 75・84・92 ㎜
　　　　　（クリッカーの先からネジ穴までの長さ）
▶価　格：¥3,800（税別） ▶価　格：¥1,200（税別）

FINNO CHEST GUARD
フィンノチェストガード

どんな体格のアーチャーでも
快適に使えるチェストガード
快適な着け心地を追求したチェスト
ガード。サイズが３種類、調整機構が
４カ所あるので体格に合わせて調整で
き、快適な着け心地を提供します。

▶タイプ：RH / LH
▶カラー：ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、オレンジ、グリーン
▶サイズ：S、M、L
▶価　格：¥3,800（税別）
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▶タイプ：RH / LH
▶サイズ：S、M、L
▶価　格：¥5,600（税別）

シーンに合わせた使い分けが可能な多機能ボウスタンド
ヘッド部分を付け替えることで、１つのボウスタンド
で２タイプの使い方ができるボウスタンドです。

❶

❷

▶サイズ（重量）：
　シッティングタイプ　40.5 ㎝（520ℊ）
　スタンディングタイプ　67.0 ㎝（560ℊ）
▶価　格：¥6,500（税別）

360 CORDOVAN
FINGER TAB

360 コードバンフィンガータブ

取り掛けやすいタブ
世界ではじめて 30m で 360 点を記録したコートバンタブ。タブ皮に高級
レザーを採用しているので心地良い取りかけ感を提供します。

TY MULTI BOW STAND
TY マルチボウスタンド

GRIP MAKER
グリップメーカー

自分に合ったグリップを作ってみよう
グリップ加工用のパテです。クラブやチーム用のＬサイズ（300ℊ）と
個人用のＳサイズ（25ℊ）の２種類があります。

▶Ｌサイズ（300ℊ）　¥6,500（税別）

　Ｓサイズ（25ℊ）    　 ¥800（税別）

Ｌサイズ
Ｓサイズ

目盛りが見やすいＴゲージ
目盛りが白く着色されているので大変見やすいＴゲージです。

▶カラー：ブラック、レッド、ブルー、シルバー、ゴールド
▶価　格：¥1,000（税別）

T-GAUGE
Ｔゲージ

安心して競技に集中するために弓の状態をチェック
自分の弓に自信を持つことで、選手は競技に全力で集中できます。TW ブレース
はフルドロー時のセンターショットを見てリムのねじれを確認する器具です。

▶重　量：580ℊ
▶サイズ：セット時 470 ㎜（18.5″）
　　　　　最大 740 ㎜（29″）
▶カラー：ブラック
▶価　格：¥15,000（税別）

※ 注意：29″（赤い印）以上は引き出さないでください。
　 TW ブレースが壊れる可能性があります。

▲ TW ブレースが弓から垂直に出て
いることを確認し、中央部を回転させ
て長さを伸ばしていってください。

▲ TW ブレースは１インチ刻みでマークされてい
ます。最初のドットはストリングからピボットポ
イントまでの長さが 24 ″ であることを示します。

TW-BRACE
ＴＷブレース

セットアップ時と
フルドロー時の
センターショット
をチェック
します。



18

基本を身に付ける第一歩
フォームの基本であるセット・セットアップ
を身に付けるためのストレッチバンドです。
ストレッチバンドで 10 分練習し２～３分休
む練習を毎日行うことで、
正しいフォームが
身に付きます。

▶価　格：¥6,800（税別）

〈使い方〉
①グリップ部分を持ちます。
②グリップから垂れ下がったゴムのベルトルー
プにつま先を通して、土踏まずで踏みます。
③グリップからループ状についているゴムに取
りかけます。
④セットからセットアップの動作を行います。
※注意：リリースしないでください。

STRETCH BAND
ストレッチバンド

安全に使えるビギナーボウ

プロスタイルハンドル
入門者でも安心して使えるように、リムの取り付け方式がネジ固定式になってい
るアルミニウムハンドルです。使用できるリムは PROSTYLE リムのみです。

▶材質：アルミニウムダイキャスト
▶重量：950ℊ（RH / LH）
▶カラー：ブラック、レッド、ブルー
▶価　格：¥8,000（税別）

▶サイズ：66、68″
　（16 ～ 32 ポンド / ２ポンド刻み）
▶材質：シンタクティックフォーム
　/ グラスファイバー
▶価　格：¥7,000（税別）

プロスタイルリム
プロスタイルハンドル用のリムです。

※プロスタイルリムにダイニーマやファスト
フライトを張って使用することもできます。

PROSTYLE RISER/LIMBS

プロスタイル ライザー / リム

カラーコーディネイトにチャレンジ、自分らしい弓を使って競技を楽しもう。
弓をカラフルにコーディネイトできるハンドル用のポンドアジャスターとリム用のリムボルトをご用意しました。

ウエイト / ティラー アジャストメントボルト

●Ａタイプ（アルミニウム）
　13 ㎜・15ℊ

●Ｂタイプ（ステンレス）
　13 ㎜・35ℊ 
●Ｃタイプ（ステンレス）
　12 ㎜・31ℊ

ボルトタイプ・材質・サイズ 価　格（税別） 適合ハンドル

Ａタイプ アルミニウム 13 ミリ ×1.25 １個 ¥1,600 WIAWIS NANO TFT、WIAWIS ATF、WIAWIS NANO MAX、 INNO AXT、 INNO AL-1、
WINEX、 WINACT VT

Ｂタイプ ステンレス 13 ミリ ×1.25 １個 ¥2,700 WIAWIS NANO TFT、WIAWIS ATF、WIAWIS NANO MAX、 INNO AXT、 INNO AL-1、
WINEX、 WINACT VT

Ｃタイプ ステンレス 12 ミリ ×1.25 １個 ¥2,700 INNO CXT、 INNO MAX、 RCX-100、 WINACT XT

リムボルト

カラーウエイト

▶ 1 個（２ℊ）
▶価　格：¥1,000（税別）

▶重量：ヘッド（45ℊ）・フラット（23ℊ）
▶価　格：¥1,000（税別）

ブラック ピンク レッド オレンジ ゴールド グリーン ブルー

ブラック ピンク レッド オレンジ ゴールド グリーン ブルー

ブラック ピンク レッド オレンジ ゴールド グリーン ブルー

ブラック ピンク レッド オレンジ ゴールド グリーン ブルー

WIN&WIN COLORFUL ACCESSORIES
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WIN&WIN
TOKYO SHOWROOM

フレッシュマンレンタルリムシステム
アーチェリーを続ける体づくりに最適

●フレッシュマンレンタルリムシステムとは？
WIN&WIN ハンドルをご購入され、WIN&WIN リムをご購入予定のお客様向け
のリムレンタルサービスです。レンタル専用リム「フレッシュマンレンタルリム」
を、貸出期間内であれば自由にポンド変更ができます。

●フレッシュマンレンタルシステムを使うメリット
アーチェリーは最長で 70m を射つ競技です。長距離を射つためには強いポンド
のリムを使う必要があります。アーチェリーを始めてすぐ強いポンドのリムを
使うとフォームが崩れたり、けがをすることがあります。フレッシュマンレン
タルシステムを使うことで自分に合ったポンドからスタートでき、徐々にポン
ドアップすることできれいなフォームを身に付けることができます。

●フレッシュマンレンタルリムシステムを使うステップ
①正規販売店でハンドルを購入し、レンタルリムを申し込む。
②最初のレンタルリムが届き、使いこなせるまで練習を続ける。
③使いこなせたらポンドアップ。
　ポンドの高いリムに交換するために販売店に連絡。
④リムが届いたら交換、使いこなせるまで練習を続ける。
⑤自分が目標とするポンドを使える状態になったらマイリムを購入。

〈規　約〉
①レンタルを希望されるお客様は、正規販売店を通して WIN ＆
　WIN ハンドルをご購入いただき、リムをご購入いただける方
　のみとさせていただきます。
②ご利用期間は最大６カ月。その間のポンド数の交換は何度でも
　ご利用いただけます。
③リム手配の関係上、ご希望日の１週間前までに販売店にお申し
　込み下さい。
④貸出月数は毎月月末で１カ月とします。
⑤製造上の不備による故障は、WIN&WIN が責任を持って修理交
　換いたします。

▶レンタルリムサイズ：66、68、70"
▶レンタルリムポンド数：66"（20 ～ 36#/ ２ポンド刻み）
　　　　　　　　　　　　68"（22 ～ 36#/ ２ポンド刻み）
　　　　　　　　　　　　70"（24 ～ 32#/ ２ポンド刻み）
▶材質：グラスファイバーラミネート / ウッドコア
▶価格：オープン
　※最寄りの正規販売店にお問い合わせ下さい。

明日からのアーチェリーがもっと楽しくなる、アーチェリーを総合的にサポートするショールーム

● WIN&WIN 製品の最新情報を発信
新製品はもちろん全製品ラインナップを「見る」「触る」「試す」ことができます。

● WIN&WIN 製品を正しく使うサポート
チューニング方法や長持ちするお手入れ方法などをお伝えします。

● WIN&WIN 製品のメンテナンス
WIN&WIN 製品の修理やメンテナンスを行います。

●アーチェリーレベルアップサポート
アーチェリーについての疑問・質問にプロスタッフがお答えします。
※修理やメンテナンス、チューニングのご依頼は事前にご連絡いただくとスムーズです。

WIN&WIN 東京ショールーム
　〒 101-0033　東京都千代田区神田岩本町１-20  窪田ビル２F

  ☎ 03-3258-3078
　営業日：火～金曜日（15:00 ～ 20:00）、土曜日（13:00 ～ 19:00）
　定休日：日・月曜日、祝祭日

★都営新宿線「岩本町」駅 A3 出口より徒歩３分
★ JR「秋葉原」駅より徒歩３分
★東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅より徒歩６分

東京ショールーム
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APPAREL COLLECTION
オフィシャルアーチャーシャツ

▶カラー：ブルー
▶サイズ：S、M、L、XL、XXL

▶カラー：ブルー
▶サイズ：S、M、L、XL、XXL

▶カラー：イエロー
▶サイズ：S、M、L、XL、XXL

CAP １ CAP ６ CAP ７ フォールディング CAP

長傘

▶カラー：ベージュ、ネイビー ▶カラー：ネイビー ▶カラー：ブルー▶カラー：グリーン

▶カラー：ターゲット
▶価　格：¥3,600（税別）

▶カラー：レッド
▶サイズ：S、M、L、XL、XXL

▶カラー：ブルー
▶サイズ：S、M、L、XL、XXL

オフィシャルアーチャーＴシャツ

フォールディング CAP

▶カラー：ブラック

折りたたみ傘
▶カラー：ターゲット
▶価　格：¥3,400（税別）

アパレルコレクション
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アトムＸプロ

ATO
M

-X PRO
 39 BLACK / BLA

ZE O
RA

N
G

E

ブラック /
ブレイズオレンジ

ブラック /
ネオンイエロー

ブラック / レッド ホワイト/ ブルー

アトムＸプロ 37
▶アクスル間距離：37″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：321 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,400ℊ
▶ストリングハイト：8 ¼″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥158,000（税別）

45 度のフレーム構造がトルクをシャットアウト
精度シューティングで世界の舞台で活躍できる性能を持つコンパウンドボウです。コンパウンドボウはリカーブ
に比べ精度が高く、わずかなトルクがシューティング精度に影響します。ATOM-X PRO は 45 度のフレーム構
造を導入しハンドルのねじれを防ぎ、トルクの発生を最小限に抑えることで精密シューティングを実現しました。
調整ボルトを緩めることでケーブルが緩み、ボウプレスがなくてもチューニング可能です。

シューティングの安定性を高める重量感
本体の重量が 37″で 2200g、39″で 2350g と重量感のある射ち心地が、エイミン
グ精度とシューティングの安定性を高めます。引っ張りに対する耐久性を高めるデザイ
ンがシューティング時の衝撃を抑え、アーチャーのシューティングを矢にダイレクト
に伝えます。調整ボルトを緩めることでケーブルが緩み、ボウプレスがなくてもチュー
ニング可能です。

アナダイズド
シャイニー
ブルー

アナダイズド
シャイニー
ブラック

パール
ホワイト

タングステン
グレー

アトムＸ 37
▶アクスル間距離：37″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：321 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,100ℊ
▶ストリングハイト：8 ¼″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥148,000（税別）

アトムＸ 39
▶アクスル間距離：39″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：321 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,400ℊ
▶ストリングハイト：8 ¼″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥148,000（税別）

ATO
M

-X
 39 A

N
O

D
IZED

 SH
IN

Y BLU
E

アトムＸプロ 39
▶アクスル間距離：39″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：323 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,450ℊ
▶ストリングハイト：7 ¾″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥158,000（税別）

アナダイズド
マットレッド

アナダイズド
マットブルー

アナダイズド
マットブラック

アナダイズド
シャイニー
レッド

アトムＸ

EZ カム

EZ カム
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アトムＸ 37
▶アクスル間距離：37″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：321 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,100ℊ
▶ストリングハイト：8 ¼″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥148,000（税別）

アトムＸ 39
▶アクスル間距離：39″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：321 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,400ℊ
▶ストリングハイト：8 ¼″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ¾ ｰ 28 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ｰ 30 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ¾ ｰ 32 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ¼ ｰ 32 ¾″
▶価　格：¥148,000（税別）

ドラゴンフライ

ドラゴンＸ

シューティングを快適に、チューニングを簡単に
リカーブから移行するアーチャーでも扱いやすい重さ 1900g のコンパウンドボウ
です。コンパウンドボウはフォームが安定するまで弓の微調整が必要となります。
DRAGONFLY の特徴は、微調整できる箇所が多く、ボウプレスがなくても簡単に
チューニングできる調整ボルトを採用し、調整ボルトを緩めることでケーブルが緩
む機構を内蔵しています。

D
RA

G
O

N
FLY 40 BLACK

D
RA

G
O

N
-X

 36 A
N

O
D

IZED
 SH

IN
Y RED

ドラゴンフライ 38
▶アクスル間距離：38″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：322 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：1,900ℊ
▶ストリングハイト：７″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ½ ｰ 28 ½″
　　　　　　　　　EZ １カム：26 ¾ ｰ 30 ¼″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ½ ｰ 32″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ｰ 32 ½″
▶価　格：¥148,000（税別）

ドラゴンフライ 40
▶アクスル間距離：40″ / スプリットリム
▶ IBO スピード：323 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：2,000ℊ
▶ストリングハイト：７″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：25 ｰ 29″
　　　　　　　　　EZ １カム：27 ¼ ｰ 30 ¾″
　　　　　　　　　EZ ２カム：29 ｰ 32 ½″
　　　　　　　　　EZ ３カム：30 ½ ｰ 33″
▶価　格：¥148,000（税別）

引き尺 25 インチから使える競技用コンパウンドボウ
引き尺（ドローレングス）が 25″から使える競技用モデルです。本体重量が 1700g
と軽く、柔らかい引き心地で、リカーブから移行するアーチャーでも扱いやすいコン
パウンドボウです。簡単にチューニングできるように、ボウプレスがなくてもチュー
ニングできる調整ボルトを採用しています。調整ボルトを緩めることでケーブルが緩
む機構を内蔵しています。

ドラゴン X 36
▶アクスル間距離：36″（RH のみ）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：320 フィート＋（EZ １カムの場合）
▶重量：1,880ℊ
▶ストリングハイト：７″
▶ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：24 ｰ 28″
　　　　　　　　　EZ １カム：26 ¼ ｰ 29 ¾″
　　　　　　　　　EZ ２カム：28 ｰ 31 ½″
　　　　　　　　　EZ ３カム：29 ½ ｰ 32″
▶価　格：¥148,000（税別）

ファイヤー
レッド

エメラルド
グリーン

ブルー
サファイア

ブラック アイス
ホワイト

アナダイズド
シャイニー
ブルー

アナダイズド
シャイニー
ブラック

パール
ホワイト

タングステン
グレー

アナダイズド
マットレッド

アナダイズド
マットブルー

アナダイズド
マットブラック

アナダイズド
シャイニー
レッド
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シャドウプロ

振動が少なく快適な射ち心地のカーボンコンパウンド
カーボン素材の特徴は振動吸収性の高さです。シューティング時に発生
する衝撃や振動をカーボンが効率よく吸収するので、快適な射ち心地を
実現しました。簡単にチューニングできるように調整ボルトを緩めるこ
とでケーブルが緩み、ボウプレスがなくてもチューニング可能です。

3434
3636

リアル
カーボン

ファイヤー
レッド

アイス
ホワイト

タングステン
グレー

SH
A

D
O

W
 PRO

 36 TU
N

G
STEN

 G
RAY

シャドウプロ 36
▶ アクスル 間距離：36″（RH・LH）/ スプリットリム
▶ IBO スピード：329 フィート（EZ １カムの場合）
▶重量：1,780ℊ
▶ ストリングハイト：７1/8″
▶ ポンド数：30 ｰ 40、50 ｰ 60 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：23 ½ ｰ 27 ½″
　　　　　　　　　EZ １カム：25 ¾ ｰ 29 ¼″
　　　　　　　　　EZ ２カム：27 ½ ｰ 31″
　　　　　　　　　EZ ３カム：29 ｰ 31 ½″
▶価　格：¥132,000（税別）

スパルタン

SPA
RTA

N
 33 BLACK

スパルタン
▶ アクスル 間距離：33″（RH・LH）
　　　　　　　　　　/ スプリットリム
▶ IBO スピード：340 フィート（EZ １カムの場合）
▶重量：1,700ℊ
▶ ストリングハイト：７″
▶ ポンド数：40 ｰ 50、60 ｰ 70 ポンド
▶ドローレングス：EZ Ｓカム：22 ¾ ｰ 26 ¾″
　　　　　　　　　EZ １カム：25 ｰ 28 ½″
　　　　　　　　　EZ ２カム：26 ¾ ｰ 30 ¼″
　　　　　　　　　EZ ３カム：28 ¼ ｰ 30 ¾″
▶価　格：¥128,000（税別）

楽しいアーチェリーのための
コンパウンドボウ
軽くて扱いやすいアルミ製で、
アーチェリーを楽しみたいという
アーチャーにお勧めの
コンパウンドボウです。

スワット

アーチェリーを始めるのに
もっとも適したコンパウンドボウ
リーズナブルな価格のアルミ製で、
重量が軽く扱いやすいので
初心者でも扱いやすい
コンパウンドボウです

スワット
▶ アクスル 間距離：33″（RH・LH）
　　　　　　　　　　/ スプリットリム
▶ IBO スピード：340 フィート（S1 カムの場合）
▶重量：1,600ℊ
▶ ストリングハイト：7 ¼″
▶ ポンド数：30 ｰ 50 ポンド
▶ ドローレングス：Ｓ１カム：19 ½ ｰ 31″
▶価　格：¥88,000（税別）

SW
AT 33 BLACK

S1 カム

ファイヤー
レッド

リアル
カーボン

アイス
ホワイト
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THOMAS KOENIG 
 / FRANC

AMEDEO TONELLI 
/ ITALY

NATHAN YAMAGUCHI 
/ USA

WANG DAPENG 
/ CHINA

WU JIAXIN 
/ CHINA

JUUSO HUHTALA 
/ FINLAND

CONNER SORLEY 
/ CANADA

GUILLE AGUILAR GIMPLE 
/ CHILE

TAKAHARU FURUKAWA 
/JAPAN

KHATUNA LORIG 
/ USA

MATIJA MIHALIC 
/ CROATIA

VALENTIN RIPAUX 
/ FRANCE

CLÉMENCE TELLIER 
/ FRANCE

KAORI KAWANAKA 
/JAPAN

KANG CHAE YOUNG 
/ KOREA

NAOMI FOLKARD 
/ GREAT BRITAIN

MONICA GALISTEO 
/ SPAIN

ZAHRA NEMATI 
/ IRAN

THOMAS STANWOOD 
/ USA

YUKI HAYASHI 
/JAPAN

RYAN TYACK 
/ AUSTRALIA

PENG CHIA-MAO 
/ CHINESE TAIPEI

ALEX WISE 
/ GREAT BRITAIN

JUAN RODRIGUEZ 
/ SPAIN

TAKAYUKI SHIMADA 
/JAPAN

ALICIA MARIN 
/ SPAIN

ANNA MISCIONE 
/ USA

CAO HUI 
/ CHINA

CHANG HYEJIN 
/ KOREA

WIN&WIN ATHLETES
WE ARE BORN TO WIN. ARE YOU?

BERNARDO OLIVEIRA 
/ BRAZIL
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振動減衰：数値が高いほど精度の高いシューティングが可能で、体への負荷が少なく快適な射ち心地です。
飛び出し：数値が高いほど精度の高いシューティングが可能で、爽快感のある射ち心地です。
安定性：数値が高いほど弓の動きが少なく、エイミングが安定します。
機能性：数値が高いほどハンドル機能が多く、アーチャーに合わせた使い方ができます。
感覚の伝わり：数値が高いほど射った時の感覚が伝わりやすく、自分のシューティングを捉えやすいハンドルです。

ハンドル・リム性能比較チャート

WIN&WIN RISERS

WIN&WIN LIMBS
矢速：数値が高いほど矢速が速く、矢の集中性が高まり、天候やアーチャーのミスに左右されにくくなります。
引きやすさ：数値が高いほど弓をスムーズにコントロールでき、クリッカーコントロールをサポートします。
安定性：数値が高いほどフルドローに安定感を感じるので、自信を持って射つことができます。
ネジレ剛性：数値が高いほどリムの左右への動きの耐久性が高く、リムのムダな動きが少なく、精密なシューティングが可能です。
振動減衰性：数値が高いほど精度の高いシューティングが可能で、体への負荷が少なく快適な射ち心地です。

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

WIAWIS NANO MAX
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

INNO CXT

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

INNO AXT
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

NEW WINEX
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

WINACT-VT
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

RAPIDO

矢速

引きやすさ
振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

WIAWIS ONE WOOD
矢速

引きやすさ
振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

INNO EX POWER

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

INNO EX PRIME
矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

RCX-100
矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

WINEX
矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

RAPIDO

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

INNO CXT LIGHT

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

WIAWIS NANO TFT

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

WIAWIS ATF

矢速

引きやすさ
振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

WIAWIS NS
GRAPHENE FORM CORE

矢速

引きやすさ
振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

WIAWIS ONE FORM
矢速

引きやすさ
振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

WIAWIS NS
WOOD-FLAX CORE
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WIN&WIN RISER TECHNICAL SPECIFICATIONS

2017 WIN&WIN BOW 仕様リスト

ライザー サイズ
（インチ）

重量
（グラム） タイプ 材質 付属ウエイト / ティラーア

ジャストメントボルト材質
カラーウエイト / ティラーア
ジャストメントボルトタイプ

WIAWIS NANO TFT 25 1320 RH / LH カーボングラファイト / ナノカーボン / H-Beam フレーム アルミニウム 13 ミリ
WIAWIS AFT 25 1300 RH / LH 鍛造アルミニウム / マシン加工 アルミニウム 13 ミリ

WIAWIS NANO MAX
25 1320 RH / LH

カーボングラファイト / ナノカーボン アルミニウム 13 ミリ
27 1370 RH

INNO CXT
23 1100 ～ 1250 RH

カーボングラファイト / カーボン ステンレス 12 ミリ25 1150 ～ 1300 RH / LH
27 1250 ～ 1375 RH

INNO CXT LIGHT
23 1090 RH

カーボングラファイト / カーボン ステンレス 13 ミリ25 1150 RH / LH
27 1210 RH

INNO AXT 25 1330 / 1280 RH / LH 鍛造アルミニウム / マシン加工 ステンレス（付属アルミ） 13 ミリ

NEW WINEX
23 1190 RH

鍛造アルミニウム / マシン加工 アルミニウム 13 ミリ
25 1250 RH / LH

RAPIDO 25 1100 RH / LH ロイヤルクロスカーボン/カーボンU/D /グラスファイバー ステンレス 13 ミリ
WINACT-VT（＊） 25 1280 RH / LH 鍛造アルミニウム / マシン加工 アルミニウム 13 ミリ

＊は在庫がなくなり次第、販売終了。

WIN&WIN LIMBS TECHNICAL SPECIFICATIONS
リム サイズ

（インチ）
   重量 **
（グラム）

ポンド
（２ポンド刻み） タイプ 材質

WIAWIS NS（グラフェンフォームコア） 66   68  70 336 28 ～ 48 グロッシー ナノグラフェンフォームコア / ハイモジュラスカーボン
WIAWIS NS（ウッド - フラックスコア） 66   68  70 336 28 ～ 48 グロッシー ウッド - フラックスコア / ハイモジュラスカーボン

WIAWIS ONE（フォームコア） 66   68  70 364 28 ～ 48 グロッシー ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン / フラックスプレグ
WIAWIS ONE（ウッドコア） 66   68  70 357 28 ～ 48 グロッシー ナノウッドコア / ハイモジュラスカーボン / フラックスプレグ

INNO EX POWER 66   68  70 346 28 ～ 48 グロッシー ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン
INNO EX PRIME 66   68  70 357 28 ～ 48 グロッシー ナノウッドコア / ハイモジュラスカーボン

WINEX 66   68  70 355 28 ～ 48 フォームコア / ハイモジュラスカーボン
RCX-100 66   68  70 338 28 ～ 48 CRS ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン
RAPIDO 66   68  70 355 26 ～ 48 フォームコア / ロイヤルクロスカーボン

** 重量は 68 インチ・38 ポンドの平均値

ハンドル/リムサイズ組み合わせ
弓のサイズ ハンドル・リム 組み合わせ

64 インチの弓 H23 ハンドル  ＋  66 インチリム

66 インチの弓
H25 ハンドル  ＋ 66 インチリム

H23 ハンドル  ＋ 68 インチリム

68 インチの弓
H25 ハンドル  ＋ 68 インチリム

H23 ハンドル  ＋ 70 インチリム

70 インチの弓
H25 ハンドル  ＋ 70 インチリム

H27 ハンドル  ＋ 68 インチリム

72 インチの弓 H27 ハンドル  ＋ 70 インチリム

矢尺と弓サイズ対応表
矢　尺 弓のサイズ

22.0 ～ 25.0 インチ 64 インチ

25.0 ～ 27.0 インチ 66 インチ

27.0 ～ 29.0 インチ 68 インチ

29.0 ～ 31.0 インチ 70 インチ

31.0 インチ以上 72 インチ

よくある質問
●カーボンハンドルとアルミハンドルの違いは？
　カーボンハンドルはアルミニウムハンドルに比べてシューティ
　ング時の振動が小さく、体への負担が少ないので疲れにくく、
　また、素材が軽いので軽量化できるという特徴を持っています。
　アルミニウムハンドルは重量感があり、独特の振動が残るため、
　自分の射った感覚がつかみやすいという特徴を持っています。

●ポンドとは何ですか？
　弓を引く時の「重さ」のことです。数値が高いほど引いたとき
　のエネルギーが多く、矢に伝わるエネルギーが大きいので、矢
　が速く飛びます。その反面、引くときに強い力が必要です。

●リムの柔らかさとは？
　リムを引くときの重さが、実際のポンドよりも柔らかく感じる
　リムを「柔らかい」と表現しています。

●リムの速さとは？
　矢の初速のことです。初速が速いリムは弱いポンドでも、矢を
　遠くに飛ばすことができます。また、風の時でも矢が流されに
　くいです。

●振動が少ないことのメリットは何ですか？
　体への負担が少なく疲れにくくなります。弓で発生した振動は
　体へと伝わり、疲労の原因となります。



セキュリティーシールは安心の印です。
WIN&WINではお客様に安心して商品をご利用いただくために、WIN&WIN製品日本総代理店の
有限会社ウイン・ジャパンが責任を持って輸入を行い、国内正規販売店を通して販売を行う体制を
とっています。お客様が正規販売店を通してご購入されました商品には、セキュリティーステッカー
（上記シール）が貼られています。セキュリティーステッカーが貼られている商品に関しましては、
ご購入時からハンドル3年、リム2年という保証期間を設定し、ウイン・ジャパンが責任を持っ
て保守・サポートを行います。
● WIN&WIN では、2013 年より生産物賠償責任保険に加入しました。

有限会社ウイン・ジャパン
www.win-archery.jp

●大阪本社
〒 543-0013  大阪市天王寺区玉造本町７-15
TEL. 06-6767-5525　FAX. 06-6767-3700
e-mail： win@win-archery.jp

●ショールーム
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町 1-20 窪田ビル２F
TEL. 03-3258-3078
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