


2019 World Archery
ChampionshipsChampionships
S-Hertogenbosch, Netherlands
10 to 16 June, 2019

Gold Medal
Woman Individual

Lei Chien-Ying

Gold Medal
Mix Team

Kang Chae Young&Lee Woo Seok

Gold Medal
Women Team
Peng Chia-Mao/Lei Chien-Ying
/ Tan Ya-TIng

Gold Medal
Men Team
Feng Hao

WIN&WIN ATHLETES

WHAT A GREAT WIN!
WIAWIS SWEPT PODIUM!! in 2019 World Archery

Championships

ALEX WISE / GREAT BRITAIN THOMAS STANWOOD / USA RYAN TYACK / AUSTRALIA LISA BARBELIN / FRANCE

KHATUNA LORIG / USA FELIX WIESER / GERMANY AMEDEO TONELLI / ITALY DAN OLARU / MOLDOVA

BRIAN MAXWELL / CANADA NAOMI FOLKARD / GREAT BRITAIN MARCUS  D’ALMEIDA / BRAZIL ALICIA MARIN / SPAIN



2WIN&WIN ATHLETES

FURUKAWA TAKAHARU / JAPAN

SUGIMOTO TOMOMI/ JAPAN

OHNUKI WATARU / JAPAN

KAWATA YUKI / JAPAN
OHASHI TOMOKA / JAPAN

NAKANISHI JUNYA / JAPAN

YAMAUCHI AZUSA / JAPAN
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WIN&WIN は製品の設計、開発、生産のプロセスを一括管理しています。
すべての WIN&WIN 製品は、韓国にある世界 No.1 アーチェリーカンパニー WIN ＆ WIN によって開発されています。WIN&WIN が
生み出すハイエンド製品は、WIN&WIN の技術者によりナノカーボン技術で開発され、テストを繰り返しながら製品化されています。

WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材WIN&WIN の高性能弓を構成する最先端素材

WIAWIS ブランドに欠かせない
【ナノカーボン】
WIN&WIN は、最高品質のカーボン繊維を使用して、 
高品質のカーボンプリプレグ（アーチェリー用品の性
能に関わる重要な素材）を自社製造しています。自社
でカーボンプリプレグを製造することで品質管理を徹
底することができ、アーチェリーに適した素材にする
ことが可能です。

カーボンの特性を最大限に引き出す
【最先端素材グラフェン】
グラフェンは最先端素材で、カーボンと組み合わせることでカーボンの
特性を最大限引き出す画期的な素材です。グラフェンを使用したグラ
フェンナノカーボンは通常のカーボンに比べ、次の点で優れています。
〇 軽さ
〇 衝撃・振動吸収性
〇 強度
下のグラフでも性能の違いがわかります。
WIN&WIN が 20 年間の研究で培ってきた CNT 技術、グラフェンテ
クノロジーを組み合わせることで、独自にグラフェンナノカーボンプリ
プレグ（アーチェリー用品の性能に関わる重要な素材） を開発し、製
品に使用しています。

[WIN&WIN’s own nano carbon prepreg machine]

グラフェン グラフェン

曲げに対する強度 衝撃に対する強度
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WIN&WIN PRODUCTS GUIDE 2020
●用語解説

リム

ダンパー
シューティング後の衝撃や振動を減らすパーツ

サイト
狙いを定めるための照準器

ハンドル
弓の中心となり重量バランスを決めるパーツ。 ダンパー

ダンパー ウエイト

リム
矢を射ち出すエネルギーを生み出すパーツ

スタビライザー
狙いを安定させ、弓の飛び出しを制御するパーツスタビライザー

Ｖバー
スタビライザーに装着することで
狙いを安定させるパーツ

クリッカー
毎回同じタイミング
で矢を射つための
パーツ

レスト
弓に矢をセット
するための
パーツ

チェストガード
弦が胸に直接当たることを防ぐ防具

アームガード
弦が腕に直接当たることを防ぐ防具

タブ
弦による摩擦から指を保護する防具

クィーバー
競技中に矢を収納するための道具

ストレッチバンド
フォームを身につけるための道具

ボウスタンド
競技中に弓を置くための道具

アロープラー
矢を抜くための道具

グリップメーカー
グリップを加工するためのパテ

チューニングアクセサリー
弓の調整に使う道具
※ T ゲージ、TW ブレース、レンチなど

グリップ
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WIAWIS ARCHERY
COLLECTION 2020

ATF

CARBON
RISER

ALUMINUM
RISER

INNO CXTTFT-G
WIAWIS
RADICAL PRO

NEW
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TFT

ATF-X WINEX

INNO CXT
LIGHT

CX7 RAPIDO

P.7 ｰ 8

P.9 ｰ 10

P.11 P.11

P.12

P.12 P.12

P.13 P.13 P.13

WIAWIS WIAWIS

WIAWIS WIAWIS
NEW

WIAWIS
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WIAWIS ARCHERY
COLLECTION 2020

LIMBS

MXT-GF MXT-GW NS-G NS-FOAM NS-WOOD
ONE
FOAM

ONE
WOOD

INNO EX
POWER

INNO EX
PRIME CX7 WINEX RAPIDO

P.17 P.17 P.18 P.19 P.19 P.20

P.20 P.20 P.20 P.21 P.21 P.21

NEW
WIAWIS

NEW
WIAWIS WIAWIS WIAWIS WIAWIS

WIAWIS

WIAWIS
WIAWIS
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RADICAL PRO ナノカーボンハンドルの特徴

7

センターサスペンション

サウンドアプリケーション
ボード

【矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク）の発生を防ぐ素材と機能】
● 矢のグルーピングに影響を与える弓の動き【トルク】
矢が発射される瞬間から、【トルク】という矢の軌道に影響を与える弓の動きが発生します。シューティング時の衝撃や
振動が大きいと、【トルク】も大きくなります。また、【トルク】は矢のグルーピングや、ミスショットにも影響を与えます。

● グラフェンナノカーボン
グラフェンナノカーボンは衝撃や振動吸収性に優れた素材です。シューティング時に発生する
衝撃や振動を吸収することでトルクの発生を防ぎます。

【クリッカータイミングがはっきり分かる機構】
● サウンドアプリケーションボード
クリッカー用に特別に設計された【サウンドアプリケーションボード】 は、
アーチャーにとって最も聞こえやすい周波数 3000 ～ 6000Hz のクリアな
音で、クリッカータイミングを知らせます。

【ハンドル性能を証明する振動吸収性】
● 振動吸収性の比較
右のグラフは、RADICAL PRO
と INNO CXT ハンドルに 44 ポ
ンドのリムをセットし、衝撃や振
動の収まりを比較したものです。
RADICAL PRO の衝撃や振動が
少ないことわかります。

● センターサスペンション
弓を引く時、ハンドルはわずかに引く方向
にしなります。そして、リリースの瞬間、
ハンドルが元の形に戻るように動きます。
この動きがシューティング時の衝撃や振
動、トルクを発生させる原因になります。
センターサスペンションは次のハンドルの
動きを最小限に抑えます。
・弓を引いたときのハンドルのしなり
・リリースの瞬間、ハンドルが元に戻る動き
センターサスペンションを搭載することで、シューティング時のトルクの発
生を防ぎ、グルーピングが改善されています。
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ブラック

COLORS

13mm

RADICAL PROは、矢の軌道に影響を与える弓の動きであるトルクの発生を
防ぎ、グルーピングを改善する画期的なハンドルです。ハンドル素材である
【グラフェンナノカーボン】と【センターサスペンション】がトルクの発生
を防ぎます。さらに、クリッカー音をはっきり伝える新機構【サウンドアプ
リケーションボード】がリリースのタイミングをアーチャーに知らせること
で、安定性の高いシューティングを実現します。

グルーピングを改善するグラフェンテクノロジー
RADICAL PRO

2020 NEW

レディカルプロ

25” 
RADICAL PRO 仕様

サイズ 25 インチ
重　量 1300g
タイプ RH / LH
素　材 グラフェン / ナノカーボン
価　格 ￥154,000（税別）

ブラック アルティメイト
レッド

ディープ
パープル

インディゴ
ブルー

メタリック
エメラルド

ダーク
ブロンズ

ホワイト

RADICAL PRO 対応グリップ
RADICAL PRO
スタンダード
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 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）

NEW WINEX 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）

シルバー

ホワイト

ブラック

シルバー

ホワイト

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）

CT
KⅡ

CT
KⅢ

CTK-H ウッドグリップ
¥6,200 （税別）

別売アルミウエイト/ ティラーアジャストメントボルトで軽量化可能
RADICAL PRO は、ウエイト/ ティラー
アジャストメントボルトをアルミ製に変え
ることで軽量化できます。通常 1300g
が、別売のアルミ製ボルトに交換すると
1260g になります。
※ アルミ製ボルトの紹介はカタログ P31

カラーウエイト／ティラー
アジャストメントボルト

Ａタイプ 
￥1,800（税別）

TFT-G グロッシー

TFT-G マット
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ATF-Xの特徴
【矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク） の発生を防ぐ機能】
● 軽量化に成功しながら性能が向上
ATF-X ハンドルの重量は 1280g、ATF ハンドルの重量は 1300g です。ATF-X ハンドルは 20g 軽量化されています。

【ハンドル性能を証明する振動吸収性】
● 振動吸収性の比較
右のグラフは、ATF-X ハンドルと ATF ハンドルに同じ種類の 44 ポンドのリムをセット
した時の衝撃や振動を比較したデータです。ATF-X ハンドルの方が衝撃や振動が少な
いことがわかります。

● ハンドル各部の振動吸収性の比較
下のグラフは ATF ハンドルとATF-X ハンドルのハンドルのアッパーリムポケット、グリッ
プ部分、ロアーリムポケットの衝撃や振動を比較したデータです。ATF-X ハンドルの方
が 衝撃や振動が少ないことがわかります。

● ハンドル強度の比較
左のグラフは、【ATF-X ハンドル】と【ATF ハンドル】 を押した時のしなり
のデータです。縦軸が加える力（kg）、横軸がしなり（㎜） です。50kg の
力を加えた部分を見ると、ATF-X ハンドルのしなりが少ないことがわかりま
す。しなりが少ないということは、矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク）
の発生が少ないことを示します。

● より洗練された 45°のフレーム構造と設計変更
45°のフレーム構造とは、45°の角度でアルミニウム合金が重なる加工のこと
です。この加工がサイトウインドウの強度を高め、トルクを最小限に抑えます。
ATF-X は 45°のフレーム構造をより進化させると共に、ハンドル設計を変更
することで、トルク抑制性能が向上し、矢のグルーピングが改善します。

45°のフレーム構造

OA：8.373
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13 mm

25” 

Painted Colors

ATF-X ハンドルは、多くのメダリストに選ばれ続けている ATF ハンドル
の性能を向上させたハンドルです。より洗練された【45°のフレーム構造】
とハンドルの設計変更で、ハンドルに加わる負荷のバランスを整えました。
その結果、矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク）が少なく、矢のグ
ルーピングが改善されています。

グルーピングを改善するアルミニウムデザイン
ATF-X

2020 NEW

エーティーエフ　エックス

ATF-X 仕様
サイズ 25 インチ
重　量 1280g
タイプ RH / LH
素　材 アルミニウム合金 / マシン加工
価　格 ￥118,000（税別）

グラファイト
ブラック

チャンピオン
ゴールド

メタリック
シルバー

ブリリアント
シルバー

ターキー
グリーン

ヒートブルー ソニック
レッド

ネオピンク ダイナミック
イエロー

インディゴ
ブルー

バーガンディー
レッド

ホワイト

Anodized Colors

ブラック

ATF-X 対応グリップ
RADICAL PRO
スタンダード
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 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）

NEW WINEX 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）

シルバー

ホワイト

ブラック

シルバー

ホワイト

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）

CT
KⅡ

CT
KⅢ

CTK-H ウッドグリップ
¥6,200 （税別）

別売アルミウエイト/ ティラーアジャストメントボルトで軽量化可能
ATF-X はウエイト/ ティラーアジャストメ
ントボルトをアルミ製に変えることで軽量
化できます。通常 1280g が、別売のア
ルミ製ボルトに交換すると 1240g にな
ります。
※ アルミ製ボルトの紹介はカタログ P31

カラーウエイト／ティラー
アジャストメントボルト

Ａタイプ 
￥1,800（税別）

TFT-G グロッシー

TFT-G マット
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弓の動きが大きいと、矢の軌道に影響を与える動きが大きくなります。矢の軌道が変わると、グルーピングが
大きくなります。TFT-G ハンドルはサイトウインドウの強度を高めることで、弓の動きを最小限に抑えます。
さらに、衝撃や振動吸収性に優れている【グラフェンナノカーボン】【グラフェンダンパー】を採用することで
精度の高いシューティングを実現します。

精密シューティングを実現するグラフェンテクノロジー
TFT-Gティエフティジー25” 

TFT-G 仕様
サイズ 25 インチ
重　量 1315g
タイプ RH / LH
素　材 グラフェン / ナノカーボン / H-Beam フレーム
価　格 ￥148,000（税別）

グラフェンダンパー
高分子エポキシにグラフェンを分散
させたグラフェンシートを内蔵した
ダンパーです。サイトウインドウに
内蔵することで、衝撃や振動を吸収
し、シューティングを安定させます。13 mm

カーボン
ブラック

バーガンディ
レッド

インディゴ
ブルー

グラファイト
シルバー

グラフェン
ダンパー

サイトウインドウ部分に特殊合金製のフレームを内蔵し、ハンドル素材に
振動吸収性に優れたナノカーボンを使用することで、シューティング中
の衝撃や振動の発生を防ぎ、安定性の高いシューティングを実現します。

振動をシャットアウト、高い安定性を実現
TFTティエフティ

カーボン
ブラック
マット

チタン
グレー
マット

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

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 13 mm

25” 

【H-Beamフレーム】 
サイトウインドウ部分に内
蔵されている特殊合金製
のフレームです。ハンド
ルに加わる負荷のバラン
スを整え、衝撃や振動の
発生を防ぎます。

TFT 仕様

サイズ 25 インチ
重　量 1320g
タイプ RH / LH
素　材 ナノカーボン / H-Beam フレーム
価　格 ￥126,000（税別） ※在庫がなくなり次第販売終了。
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ワールドクラスのメダリストに選ばれ続けるアルミニウムハンドルです。優れた重量
バランスと、グルーピングに影響を与える弓の左右の動き（トルク） を最小限に
抑える【45°のフレーム構造】が、安定性の高いシューティングを実現します。

メダリストに選ばれ続けるシューティング感覚
ATFエーティーエフ

45°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°の角度
でアルミニウム合金が重なる
加工をすることでサイトウイ
ンドウの強度を高め、グルー
ピングに影響を与える弓の左
右の動き（トルク） を最小
限に抑えます。

ATF 仕様
サイズ 25 インチ
重　量 1300g
タイプ RH / LH
素　材 アルミニウム / マシン加工
価　格 ￥100,000（税別）

25” 

13 mm

ブラック レッド ピンク パープル 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

カーボン素材の特徴を活かした
ロングセラーカーボンハンドルで
す。【軽い】【振動吸収性に優れ
ている】というカーボン素材の特
徴が、快適な射ち心地を実現しま
す。弓を安定させたいというアー
チャー向けにウエイトコントロール
システムを搭載しています。
INNO CXT LIGHT ハンドルは、
ウエイトコントロールシステムをな
くすことで、コントロールしやす
い軽さになっています。

扱いやすく快適な射ち心地のカーボンハンドル
INNO CXTイノ シーエックスティ

INNO CXT 仕様

サイズ
　・
重　量
　・
タイプ

23 インチ（1100 〜 1250g　RH）
25 インチ（1150 〜 1300g　RH / LH）
27 インチ（1235 〜 1375g　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
価　格 H27　　￥138,000（税別）/ ゴールドカラー ￥140,000（税別）

H25/23 ￥128,000（税別）/ ゴールドカラー ￥132,000（税別）

12 mm

TFT-G / TFT / ATF / INNO CXT / CXT LIGHT 対応グリップ
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）

NEW WINEX 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

CT
KⅡ

CT
KⅢ

ブラック

シルバー

ホワイト

WIAWIS NANO TFT プラスチックグリップ
¥3,600（税別）

TFT-G スタンダード
プラスチックグリップ
¥3,600
（税別）

CTK-H ウッド
グリップ
¥6,200（税別）

23” 

25” 

27” 

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

LIGHT VERSION

ピンク
/ホワイト

スカイブルー
/ホワイト

INNO CXT LIGHT 仕様

23 インチ（1090g　RH）
25 インチ（1150g　RH / LH）
27 インチ（1210g　RH  ＊受発注品）
H27　　  ￥138,000（税別）

H25 / 23 ￥128,000（税別）

ウエイトコントロールシステム▶
（ウエイト１個＝25g）

Weight 3Weight 2Weight 1Weight 0

※在庫がなくなり次第販売終了。
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程良い重さで扱いやすい、成長期のアーチャーにお勧めのアルミ
ニウムハンドルです。引き尺が 25″以下でもエネルギー効率良く
弓が扱える 23″ハンドルもあります。

WINEX 仕様

サイズ・重量・タイプ
23 インチ（1190g RH）/ 25 インチ（1250g RH / LH）
素　材 アルミニウム / マシン加工
価　格 ￥76,000（税別）

※写真は 25″ハンドル

13 mm

成長期のアーチャーが扱いやすいハンドル

ブラック レッド ブルー ホワイト イエロー レッド
シルバー

ブルー
シルバー

1100g と軽く、扱いやすいハンドルです。快適な射ち心地を実現する
ために、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し
ています。グリップはラピード専用グリップです

コストパフォーマンスが高いハイブリットカーボンハンドル
RAPIDO ラピード

装着可能 RADICAL PRO、ATF-X、TFT-G、TFT、ATF、INNO CXT、CX7、WINEX

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 CTK-H 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。

WINEX 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。

手のひらでベタッと押したい
アーチャー向けのグリップで
す。

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

CTK ウッドグリップ
¥6,200 （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） INNO CXT ウッド
グリップ
¥5,800（税別）

NEW WINEX 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

CT
KⅡ

CT
KⅢ

ブラック

シルバー

ホワイト

CX7/ WINEX 対応グリップ
WIAWIS NANO TFT
プラスチックグリップ　¥3,600 （税別）

TFT-G スタンダード
プラスチックグリップ
¥3,600
（税別）

CTK-H ウッド
グリップ
¥6,200（税別）

RAPIDO 仕様
サイズ・重量・タイプ
25 インチ（1100g　RH / LH）
素　材 ロイヤルクロスカーボン＆カーボン / グラスファイバー
価　格 ￥56,000（税別）

RAPIDO
プラスチック
グリップ
¥3,600（税別）

12 mm
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

23” 

25” 

25” 

ハンドル素材のカーボンが衝撃や振動の発生を抑えます。さらに適度に重量感があることで、
リリース後に弓がスムーズに飛び出し、心地よいシューティング感覚を提供します。

スムーズに飛び出すカーボンハンドル

CX7 仕様

ブラック イエロー レッド ブルー

25” 

13 mm

サイズ・重量・タイプ　25 インチ（1280g　RH / LH）
素　材 カーボンコンポジット
価　格 ￥100,000（税別）

CX7シーエックスセブン

WINEXウィネックス
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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。

ハンドル性能比較チャート
WIN&WIN RISERS

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

TFT

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

ATF
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 CX7
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 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

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

TFT-G
振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

ATF-X

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

RADICAL PRO

振動減衰

飛び出し
感覚の
伝わり

機能性 安定性

WINEX
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MXT LIMBS
TECHNOLOGY

MXTリムの特徴

グラフェンは、ノーベル賞を受賞したナノ材料であり、
木よりも軽く、ダイヤモンドよりも強く、人類がこれま
でに発見した最小の素材です。グラフェンを使用した
グラフェンナノカーボンは、従来のカーボンと比べ次の
３つの点で優れています。
・強度が約 30％強く
・耐久性が約 60％以上向上
・衝撃および振動吸収性が 20％向上

最先端素材グラフェン

ハイモジュラスグラフェン

グラフェンフォームコア/ウッドコア

ハイモジュラスグラフェン

クロスカーボン

クロスカーボン

カウンターベール
（ハイインパクトストレングスカウンターベール）

カウンターベール
（ハイインパクトストレングスカウンターベール）
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TECHNOLOGY MXTリムは、アーチャーがタイミングよくリリースできるように
リム形状を変更し、引き心地を柔らかくしています。特にアンカー
部分の引き心地が柔らかく、自分のタイミングでのクリッカーコ
ントロールが可能です。

柔らかい引き心地を実現するためにリム形状を変更

MXT リムと従来のリムの柔らかさの比較
下のグラフは 25インチハンドルに、ミディアムリムを装着した状
態で弓を引いたときに感じる負荷をグラフにしたものです。縦
軸はアーチャーが感じる負荷、横軸が引き尺を表しています。
MXTリムの方が、引く距離が長くなると引き心地が柔らかくなっ
ていることが分かります。

［手前］WIAWIS NS-Gリム
［奥］　  WIAWIS MXTリム

リムの動きを安定させる素材
【ハイインパクトストレングスカウンターベール】
MXTリムは柔らかい引き心地を追求したリムです。しかし、引き
心地を柔らかくすることで、リムの動きが不安定になり、矢の軌
道に影響を与える弓の動き（トルク）が大きくなります。
MXTリムは、ハイインパクトストレ
ングスカウンターベールという素材
を使用することでリムの動きが安定
し、トルクの発生を防ぎます。

ハイインパクトストレングスカウンターベール素材の効果
ハイインパクトストレングスカウンターベール素材の効果を測定するために、ハイインパクトストレングス
カウンターベール素材を使用しているリムと、使用していないリムのシューティング時の振動を比較しま
した。それが下のグラフです。ハイインパクトストレングスカウンターベール素材を導入したリムの方が
振動が少なく、リムの動きが安定していることがわかります。

カウンターベールなし

カウンターベールあり
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MXT-GF
2020 NEW

MXT-GW
2020 NEW

リムラインナップ中、最も柔らかく、
なめらかな引き心地のグラフェン
フォームコアリムで、最もスムーズ
なシューティングができるリムです。

MXT-GFリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 340g

（68 インチ、38 ポンドの平均値）
素　材 グラフェンフォームコア

/ ハイモジュラスカーボン
価　格 ¥136,000（税別）

MXT LIMBS
究極のなめらかさがスムーズシューティングを実現

引き心地の柔らかさを追求し、究極のスムーズシューティングを実現したリムです。リム形状を変更し、新素材「ハイインパクト
ストレングスカウンターベール」を導入することで、柔らかい引き心地でありながら、矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク）
の発生を防ぎます。柔らかくなめらかな引き心地で、コントロール性の高いシューティングが可能です。

柔らかく、なめらかな引き心地と
安定性の高さを両立したウッドコア
リムです。

MXT-GWリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 340g

（68 インチ、38 ポンドの平均値）
素　材 ウッドコア

/ ハイモジュラスカーボン
価　格 ¥136,000（税別）

クロスカーボン

ハイモジュラス
グラフェン

カウンターベール

グラフェン
フォームコア

カウンターベール

クロスカーボン

ハイモジュラス
グラフェン

カウンターベール

ハイモジュラス
グラフェン
ウッドコア

ハイモジュラス
グラフェンカウンターベール

クロスカーボン

クロスカーボン

▲ WIAWIS MXTリムには、
　 アーチェリーマルチツールが
　 付属されています。

エムエックスティー

ジーエフ ジーダブリュ
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NS-G LIMBS
エヌエス

MXT-GWリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 340g

（68 インチ、38 ポンドの平均値）
素　材 ウッドコア

/ ハイモジュラスカーボン
価　格 ¥136,000（税別）

グラフェンテクノロジーが究極の精度とパワフルなシューティング感覚 
を実現しました。グラフェンの３つの特徴「高強度」「高耐久性」「振動 
吸収性に優れる」を活かして、矢の軌道に影響を与える弓の動き（トルク） 
を防ぎ、シューティング精度を極限まで高めました。リリースの瞬間か
ら感じるパワフルなシューティング感覚が、安定感のあるシューティン
グを実現します。

究極の精度とパワフルなシューティング感覚を実現

グラフェンナノカーボンプリプレグ
WIAWIS NS-G リムは、世界で初めてリム素材に
グラフェンナノカーボンプリプレグを使用すること
で、衝撃や振動を効率よく減らし、リムの動きの精
度を向上させています。

グラフェンフォームコア
最先端素材グラフェンを使用したフォームコアで
す。グラフェンフォームコアは従来のフォームコ
アに比べ次の点で優れています。
・ねじれる動きに対する耐久性
・衝撃や振動に対する耐久性

[comparison of shooting shock and vibration absorption]

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

グラフェンリムベース
〈リムベースとは？〉
リムの根元の中央部分のこと。引き心地やねじれへ
の耐久性、振動吸収性に関わる重要な部分です。

〈グラフェンリムベース〉
高分子エポキシにグラフェンを分散させたプリプレ
グで構成されたリムベースです。柔らかい引き心地
とねじれへの耐久性、振動吸収性に優れています。

グラフェンダンパー

グラフェン
リムベース

グラフェン
フォームコア

グラフェン
ナノカーボン
プリプレグ

NS-G リム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み） ※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 338g（68 インチ、38 ポンドの平均値）
素　材 グラフェンフォームコア / グラフェンリムベース

/ グラフェンナノカーボンプリプレグ / ハイモジュラスカーボン
価　格 ¥132,000（税別） BACK SIDE

▲ WIAWIS NS-Gリムには、
　 アーチェリーマルチツールが
　 付属されています。

NS-G のグラフェンテクノロジー

ジー
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NS-FOAM NS-WOOD

NS LIMBS
正確シューティングを実現する矢速と引き心地

シューティングの正確性を高めるためには、一定のタイミングで射つこと、矢の軌道を安定させる必要があります。
NSリムは、空気抵抗を減らすシャープな形状にすることで矢速を上げ、矢の軌道を安定させ、引き心地の柔らか
さがクリッカータイミングのコントロールを補助し、シューティングタイミングを一定にします。

引き始めはしっかりした引
き心地でラインを作りやす
く、ドローイング以降の引
き心地が柔らかいリムです。

フォームコア

NS ウッドコアリムは NS
フォームコアリムより柔らか
く、ウッドコアの特徴である
安定性を持ちながら柔らか
い引き心地のリムです。

NS フォームコアリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 324g

（68 インチ、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 ¥122,000（税別）

NS ウッドコアリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 339g

（68 インチ、38 ポンドの平均値）
素　材 ウッド - フラックスコア

/ ハイモジュラスカーボン
価　格 ¥122,000（税別）

クロスカーボン

ウッドコア

ハイモジュラス
カーボン

カーボン / UD
ウッドコア

ウッドフラックス
コア

カーボン / ＵＤ
ハイモジュラス
カーボン
クロスカーボン

クロスカーボン

カーボン/ UD

フォームコア

カーボン/ UD
ハイモジュラスカーボン

クロスカーボン

ハイモジュラスカーボン

エヌエス

ウッドコア
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クロスカーボン

カーボン / UD
ウッドコア

ONE LIMBS
アスリートの集中力を高める快適性
【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よくなり、柔らかい
引き心地で、シューティング時の振動を減らし、アーチャーの集中力を高めます。

ワ ン

＊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。

フ
ォ

ー
ム

コ
ア

ウ
ッ

ド
コ

ア

WIAWIS ONE FOAM COREリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）
重　量 364g（68 インチ、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 / フラックスプレグ
価　格 ¥108,000（税別）

ウッドコアに比べて矢速が速く、柔らかい引き心地でスムーズなドローイングが可能です。

WIAWIS ONE WOOD COREリム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み） 
重　量 357g（68 インチ、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 / フラックスプレグ
価　格 ¥106,000（税別）

フルドローでの安定性が高く、フォームの安定性を高めます。

※在庫がなくなり次第販売終了

INNO EX LIMBS
実績と信頼のあるロングセラーリム
ワールドクラスの試合で多くの実績を残している、スピードを重視して開発された
ロングセラーリムです。

イ ノ

POWER & PRIME

INNO EX POWERリム（フォームコア） 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み） ※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 346g（68 インチ、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 ¥110,000（税別）

ウッドコアに比べて矢速が速く、柔らかい引き心地でスムーズなドローイングが可能です。

INNO EX PRIME（ウッドコア） 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み） ※ 28、48 ポンドは受発注品
重　量 357g（68 インチ、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 ¥110,000（税別）

フルドローでの安定性が高く、フォームの安定性を高めます。

EX POWER
BACK SIDE

EX PRIME
BACK SIDE

フ
ォ

ー
ム

コ
ア

ウ
ッ

ド
コ

ア

※在庫がなくなり次第販売終了

イーエックス
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CX7 LIMBS
コストパフォーマンス No.1 リム
柔らかい引き心地でスムーズなシュー
ティングができるリムです。上位モデ
ルの INNO EX POWER リムと同じ
素材を使用しているので引き心地が柔
らかく、NS シリーズのように細くする
ことで空気抵抗を減らし、矢速が速く
なっています。成長期のアーチャーで
も扱いやすいリムです。

シーエックス 7

CX7 リム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 66、68、70 インチ：44 〜 48 ポンドは受発注品

重　量 338g
（68 インチ、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 ¥90,000（税別）

WINEX LIMBS
扱いやすいロングセラーリム
10 年以上の歴史を持つロングセラーリ
ムです。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。しっかりとした
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。

NEW WINEX リム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 28 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 66、68、70 インチ：44 〜 48 ポンドは受発注品

重　量 355g
（68 インチ、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 ¥75,000（税別）

RAPIDO LIMBS
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

RAPIDO リム 仕様

サイズ 66・68・70 インチ
ポンド 26 〜 48 ポンド（２ポンド刻み）

※ 66、68 インチ：44 〜 48 ポンドは受発注品

※ 70 インチ：26・42 〜 48 ポンドは受発注品 

重　量 355g
（68 インチ、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 ¥55,000（税別）

ウィネックス
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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。

リム性能比較チャート
WIN&WIN LIMBS

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

やすさ

MXT-GF

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

やすさ

MXT-GW

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

NS-G

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

NS-FOAM

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

NS-WOOD

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

ONE-FOAM

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

ONE-WOOD

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

EX POWER

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

EX PRIME

矢速

引き
やすさ

振動
減衰性

ネジレ剛性 安定性

CX7

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
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STABILIZER
TECHNOLOGY

ロング ショート エクステンダー

▶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

▲

ACS15 ウエイト
（ヘッド＆フラット＆ボトム）

ヘッド（46g）

ACS15

ホワイトゴールド

カーボンブラック

インディゴブルー

バーガンディレッド

グラファイトシルバー

WIAWIS ACS15 スタビライザー仕様

サイズ（重さはウエイトを含んだもの）
ロング：26″（301g）、 28″（321g）、 30″（328g）、 32″（351g）
ショート：10″（195g）、 11″（196g）、 12″（202g）、 14″（205g）、 15″（212g）
エクステンダー：3″（63g）、4″（80g）、5″（89g）、6″（98g）
価格： ロング　　　　　￥36,500（税別）

ショート　　　　￥13,000（税別）

エクステンダー　￥10,000（税別）

ウエイト（１個）   ￥1,100（税別）

安定性に優れたグラフェンスタビライザー
【グラフェンフォーム】 がシューティング時の振動をすばやく吸収し、
スラビライザー本体の重量感が弓を安定させるスタビライザーです。
振動が少ないので、快適なシューティング感覚と安定性がシューティン
グ時の集中力を高めます。
また、ACS15 はコンパウンドボウにも使用できます。

グラフェンフォーム
スタビライザー素材に衝撃や振動を素早く吸収するグラフェン
フォームを採用しています。

ディスクウエイトが使用できるようにスタビライザー先端のネジが取り外し可能です。
※収納する際は必ずウエイトを付けて下さい。ネジがスタビライザー内部に入ってしまうことがあります。

フラット（25g）

ボトム（46ｇ）



24

S21 HMC PLUS
快適な使い心地のスタビライザー
S21 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衝撃
や振動をすばやく吸収するこ
とで、快適なシューティング
感覚を実現します。
また、S21 スタビライザーは
コンパウンドボウにも使用で
きます。

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

▶ １ヘッド
　 １フラット
　 １ボトムフラット
　 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）

ヘッド（46g）

フラット（25g）

ボトムフラット（46ｇ）

扱いやすい軽量スタビライザー
カーボン素材の軽さを活かし
た軽量スタビライザーです。
軽量なので、 成長期のアー
チャーや軽い弓を好むアー
チャーでも扱いやすいスタビ
ライザーです。

5/16 1/4

WIAWIS S21 スタビライザー仕様

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）
価格： ロング　　　　　￥35,000（税別）

ショート　　　　￥12,500（税別）

エクステンダー　  ￥9,500（税別）

ウエイト（１個）　￥1,100（税別）

ロング ショート エクステンダー
ロング ショート エクステンダー

１ ヘッド　
１ フラット 
ウエイト

▲

HMCウエイト
（ヘッド＆フラット）

▶ １ヘッド
　 2フラット
　 ウエイト

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

HMC PLUS スタビライザー仕様

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）
価格： ロング　　　　　￥19,500（税別）

ショート　　　　￥10,500（税別）

エクステンダー　  ￥8,000（税別）

ウエイト（１個）　   ￥750（税別）

ディスクウエイト装着可能
スタビライザーロングには、
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るこ
とができます。

ヘッド（40g）

フラット（25g）
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WIAWIS
SIGHT

エクステンションバーにグラフェンフォームを
採用することで、シューティング時の振動を
すばやく吸収します。また、サイトボックス
の操作性にも優れているので、シューティン
グラインでのサイト調整が快適にできます。
快適な使い心地がシューティングへの集中力
を高めます。

ブルー

レッド

シルバー

WIWIS WS700 サイト 仕様

タイプ：RH / LH
重　量：207g
価　格：サイト　￥36,000（税別）

エクステンションバー　￥22,000（税別）

エクステンションパーツの結合
従来のサイトのエクステンションバーは２種類のパーツで構成されています。
それがシューティング時の振動の原因になっていました。WS700 はエクス
テンションバーを１つに結合することで振動を防ぎ、軽量化を実現しました。

 ※エクステンションバーのみの販売も行っております。

グラフェンを使用したエクステンションバー
グラフェンフォームを採用
エクステンションバーに、軽量で振動吸収性に優れた
グラフェンフォームを使用しています。

WS600
振動の少ないカーボンサイト
振動吸収性に優れたカーボンサイトです。
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。

WS600 サイト 仕様

タイプ：RH / LH
重　量：220g
価　格：￥28,000（税別）

レッドブラック

ブルー

シルバー

WS700
軽くて快適な使い心地のグラフェンサイト

ブラック



26

CX-AD Ｖバー

S21 Vバー CX2 Vバー

SUS Vバー 2020 NEW

SD Vバー

MIGHTYクッションプランジャー WK500 クッションプランジャー

角度調整可能なカーボンVバー
Ｖバーの左右の角度と上下のアップダウンの角度が微調整できる
振動吸収性に優れたカーボンアジャスタブルＶバーです。

重　量：ＳＡボルト（60g）、Ｖバー（115g）
価　格：￥19,800（税別）

カーボンマット カーボングロッシー

振動を素早く伝え吸収する独自デザイン
Ｖバーとスタビライザーの装着部の密着性を高めることで、振動をスタビ
ライザーに素早く伝え減衰させるＶバーです。ネジを挟み込むように装着
する構造がスタビライザーの緩みを防ぎます。

重　量：120g
角　度：40°、45°
価　格：￥7,500（税別）

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、振動吸収性を向上させたＶバーです。
35°、40°、42°、45°の４種類の角度ラインナップがあり、
シューティング感覚に合わせた角度を選ぶことができます。

重　量：112g
角　度：35°、40°、42°、45°
価　格：￥8,800（税別）

サテン

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。

重　量：88g
角　度：35°、40°、45°
価　格：￥8,400（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Ｖバーです。

重　量：100g
角　度：35°、40°、45°
価　格：￥4,800（税別）

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。

タイプ： RH / LH
価　格：￥4,400（税別）

コンパクトサイズのオールステンレスプランジャー
重量感があるので弓の動きを安定させ、シリンダーに目盛りがついてい
るので精密なチューニングができるプランジャーです。

重　量： 43g
ネジサイズ：5/16–24
調整範囲：18.0 〜 29.0mm
価　格： ￥14,000（税別）

ブラック シルバー

シルバー

ブラック

シンプル調整で簡単チューニング

ブラック レッド

ブルー シルバー
重　量： 30g
ネジサイズ：5/16–24
調整範囲：18.0 〜 29.0mm
価　格： ￥13,000（税別）

バネ圧調整がスムーズにできる
ラチェットを採用しています。
シリンダーに目盛りがついてい
るので、精密なチューニングが
可能です。

カーボンマット
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MULTI ダンパー ACS カーボンアッパー
低反発ラバーで快適シューティングを実現
低反発ラバーがシューティング時の衝撃や振動を素早く吸収します。
付属の 1/4 ｰ 5/16 インチの変換ネジを使用することで、カウンターに
も使用することができます。ディスクウエイトも装着可能です。

3つのパーツで振動を効率よく吸収するカラフルアッパー
バランスのとれた 3 つのパーツ【カーボンバー】【マルチダンパー】【ア
ルミボディー】により、シューティング時の衝撃や振動を効率よく吸収
するカラフルアッパーです。

全　長：38mm
重　量：33g
価　格：￥5,200（税別）

全　長：110mm
重　量：125g
価　格：￥7,800（税別）

WIAWIS ACS ダンパー WIAWIS ACS アッパー
全　長：50mm
重　量：33g
価　格：￥2,800（税別）

全　長：110mm
重　量：95g
価　格：￥6,500（税別）

ACS ダンパー
シューティング時に起こる2つの振動を効率よく減らす
シューティング時に起こる振動は 2 種類、大きな振動と細かく継続的に
続く振動があります。ダンパー部分に柔らかい素材を使用することで、
この 2 つの振動を減らします。

BWダンパー ＆ BW SHORT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、40mm の
センター用と 25mm のサイド用の２サイズあります。

BW ダンパー BW ショートダンパー
全　長：40mm
重　量：35g
価　格：￥3,100（税別）

全　長：25mm
重　量：22g
価　格：￥1,500（税別）

2020 NEW

マットブラック マットレッド マットブルー グロッシー
レインボー

グロッシー
ゴールド

グロッシー
シルバー変換ネジ

5/16"−24
14 mm

1/4"−20
9 mm

ダンパー

アッパー

ARC クリッカー
スムーズに矢をつがえられるクリッカー
ARC クリッカーは、指を使用せずにクリッカーに矢を配置できるように
ブレードデザインをアーチ型にしたクリッカーです。

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クリッカー
です。自分の矢尺に合わせて簡単に調整できます。

ブラック レッド ブルー ゴールドシルバー 微調整が可能

全　長： 85 〜 102mm（クリッカーチップの先からネジ穴までの長さ）
ネジサイズ：6-32、M4
素　材： カーボン
価　格： ￥4,600（税別）

ブラック レッド ブルー シルバー ゴールド

全　長： 83 〜 97mm（クリッカーチップの先からネジ穴までの長さ）
ネジサイズ：6-32、M4
素　材： カーボン
価　格： ￥4,600（税別）
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カーボンクリッカー
クリアな音のクリッカー
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クリッカーです。
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。

全　長： クリッカーの先端から近い順に 75、84、92mm
（クリッカーチップの先からネジ穴までの長さ）

ネジサイズ：6-32、M4
素　材： カーボン
価　格： ￥3,800（税別）

COLOR クリッカー
カラーコーディネイトできるクリッカー
カラーバリエーションが４色、固定ネジとチップが２色あるカラークリッ
カーです。クリッカー本体はステンレス製で、固定位置を微調整できます。

FINNO チェストガード
体にフィットするチェストガード
サイズが３種類、調整機構が４カ所あり、調整幅が広いチェストガードで
す。成長期のアーチャーの体の成長に合わせて調整でき、しっかりフィッ
トするので、弦が体に接触することで起こるミスやけがを防ぎます。また、
体にフィットするので、セットアップ時のチェストガードの浮き上がり
を防ぎます。

〈固定ネジ・チップ
　/ クリアカラー〉

〈固定ネジ・チップ
　/ ブラック〉

〈固定ネジ・チップ
　/ クリアカラー〉

〈固定ネジ・チップ
　/ ブラック〉

タイプ：RH / LH
サイズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ
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：￥3,900（税別）

AT-100 アームガード
腕にぴったりフィットするアームガード
２層構造の特殊樹脂製アームガードです。柔らかい素材で腕にしっかり
フィットして、弦の接触によるミスやけがを防ぎます。

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）

A-1 クィーバー
矢をしっかり保持するクィーバー
３つの矢筒部分に矢の落下を防ぐマグネットが内蔵されたクィーバーで
す。収納ポケットが４カ所あり、競技に必要な小物の収納に便利です。

タイプ：RH / LH
全　長：19 1/4″
ベルト：23″（約 58cm）〜 49″（約 124cm）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
価　格：￥18,000（税別）

全　長： 83 〜 93mm（クリッカーチップの先からネジ穴までの長さ）
ネジサイズ：6-32、M4
カラー：〈固定ネジ・チップ〉ブラック、クリア

〈本体〉ブラック、レインボー、ゴールド、シルバー
価　格： ￥3,600（税別）
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EZ フィンガータブ
取りかけをリラックスさせるタブ
取りかけに力が入る、取りかけを握ってしまうアーチャーの取りかけを
安定させるタブです。専用プレートが手のひらに当たることで不要な力
が抜け、取りかけが安定します。

EZ-R フィンガータブ
正しい取りかけを維持できるタブ
取りかけの形が作りにくい、ドローイング中に取りかけの力が抜けるアー
チャーの取りかけを安定させるタブです。リングプレートとピンキーレ
スト、アンカーパットを使うことで正しい取りかけを保持でき、取りか
けが安定します。

タ イ プ：RH / LH
サ イ ズ：XS、Ｓ、Ｍ、Ｌ
調整機構：アンカーパッド、専用プレート
価　 格：￥9,600（税別）

タ イ プ：RH / LH
サ イ ズ：XS、Ｓ、Ｍ、Ｌ

調整機構：アンカーパッド、ピンキーレスト、
リングプレート

価　 格：￥9,600（税別）

タ イ プ：RH / LH
サ イ ズ：XS、Ｓ、Ｍ、Ｌ
価　 格：￥4,000（税別）

タ イ プ：RH / LH
サ イ ズ：XS、Ｓ、Ｍ、Ｌ
価　 格：￥4,000（税別）

EZタブ用
スペアレザー ＆ バックスキン

EZ-Rタブ用
スペアレザー ＆ バックスキン

NEW 360 コードバンフィンガータブ
快適に取りかけられるタブ
タブ革に高級レザーを使用した心地よい取りかけ感のあるタブです。
革交換ができるようになり、より使いやすくなりました。

タ イ プ：RH / LH
サ イ ズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ
価　 格：￥6,200（税別） タ イ プ：RH / LH

サ イ ズ：Ｓ、Ｍ、Ｌ
価　 格：￥4,000（税別）

360コードバンフィンガータブ用
スペアレザー ＆ バックスキン

手にフィットする猫型アロープラー
ARROW PULLER

価　 格：￥1,200（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ます。

BALL ストレッチバンド

カラー：ブラック、レッド、ブルー、イエロー
価　格： ￥1,400（税別）

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。

GRIP MAKER

価　格： ￥850（税別）

〈25g〉

WIN ストレッチバンド
セットとセットアップを身に付ける
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。

〈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。

価　 格：￥7,000（税別）

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。
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TY マルチボウスタンド
チューニングに便利な多機能ボウスタンド
ヘッド部分を付け替えることで、チューニング
に便利なスタンディングタイプで使用できる
ボウスタンドです。

①スタンディングタイプ：67.0cm（560g）
②シッティングタイプ：40.5cm（520g）
価　格：￥6,500（税別）

しっかりとした設計なので、
どんな状況でも安定します。

S-AL ボウスタンド
コンパクトな折り畳み式ボウスタンド
グリップと弦をしっかり保持する折り畳み式
アルミ製ボウスタンドです。

タ イ プ：シッティングタイプ
重 量 ：400g
価　 格：￥4,000（税別）

ブラック

ブルー

シルバー

レッド

折り畳んだ状態

Ｔゲージ
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）

ABS ボウケース
弓が２セット入る大容量ボウケース
弓が２セット入る大型ボウケースです。持ち運びしやすいように伸縮可
能なプルハンドルを採用し、キー部分には世界基準対応の TSA ロックを
搭載しています。

サイズ：インナー：約 830× 約 330× 約 205mm
アウター：約 878× 約 348× 約 219mm

材　質：ＡＢＳ
カラー：ブラック、シルバー
付属品：ハンドル、リムケース、アウターカバー
価　格：￥29,800（税別）

PROSTYLE  ハンドル / リム
安全に使えるビギナーボウ

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 ハンドル
入門者でも安心して使える、ネジ固定式の
リムになっているアルミニウムハンドルです。
PROSTYLEリムのみ使用できます。

※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。

重　量： 950g（RH / LH）
材　質：アルミニウムダイキャスト
カラー：レッド、ブルー、ブラック
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）

❶

❷
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TW-BRACE
競技に集中するために弓の状態を診断
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。

サイズ：セット時 470mm（18.5″） / 最大 740mm（29″）
重　量： 580g
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。

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。

スタビマルチスパナ
スタビライザーをしっかり固定
スタビライザーをしっかり固定するためのスパナです。「Ａ」は
ACS15 用。「Ｂ」は S21 と HMC PLUS 用です。スタビラ
イザーのキズ防止のシリコンシールが付いています。また、５ 
mm と４mm の六角レンチが内蔵されているので、Ｖバーの固
定やチューニングにも使えます。

TFT-Ｇタイプ

（RADICAL PRO, ATF-X）

オレンジ ゴールド グリーン

ブラック ピンク

ブラック ピンク レッド

20g

40g 60g

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。
WIN&WIN COLORFUL ACCESSORIES

ボルトタイプ・材質・サイズ 重さ 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 15ℊ １個 　¥1,800 RADICAL PRO

ATF-X
TFT-G
TFT
ATF
CX7
WINEX

レインボウ アルミニウム 13 ミリ ×1.25 15ℊ １個 　¥4,600

TFT-G タイプ アルミニウム 13 ミリ ×1.25 15ℊ １個　 ¥1,800

Ｂタイプ ステンレス 13 ミリ ×1.25 35ℊ １個　 ¥2,800

Ｃタイプ ステンレス 12 ミリ ×1.25 31ℊ １個 　¥2,800 INNO CXT
INNO CXT LIGHT

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、ウエイ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適合表

マット グロッシー

リムボルト 1 個（2g）：￥1,200（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

カラーウエイト ヘッド（45g）・フラット（23g）：各￥1,200（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

カラーディスクウエイト

重量感のあるセッティングができるウエ
イトです。 重さは 20g、40g、60g
の３種類。カラーバリエーションが４色
あり、20g３個セット、40g３個セット、
60g３個セットでの販売となります。

ブラック レインボウ ゴールド シルバー

●ディスクウエイトの使い方
スタビライザーに装着する際は、スタビ
ライザー先端のネジを取り外し、付属の
変換ネジ (1/4-5/16) を装着します。
①六角レンチをネジ先端に入れて反時計
　回りに回して、ネジを外します。
②付属の変換ネジ（1/4-5/16インチ）
　の細い方（1/4インチ）をスタビラ
　イザー側に取り付け、時計回りにネジ
　を締めます。
③しっかり取り付いたことが確認できた
　ら、ディスクウエイトを取り付けます。20mmネジ　5/16-24

40mmネジ　5/16-24

23mmネジ　5/16-24 1/4-20
価　格：
20g  3 個セット　￥4,000（税別）

40g  3 個セット　￥6,000（税別）

60g  3 個セット　￥9,000（税別）

仕　様：Ａ　ACS15 用
Ｂ　WIAWIS S21、HMC PLUS 用

付属品：４mm 六角レンチ、5mm 六角レンチ
価　格： ￥3,200（税別）

Aタイプ
カラーウエイト/ティラーアジャストメントボルト

Ｂ･ＣタイプＢタイプ

レッド

ブルー

オレンジ ゴールド グリーン ブルー

レインボウタイプ

カラーウエイト/ティラーアジャストメントボルト
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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 ハンドルを購入し、WIN&WIN リムを購入予定のお客様向けに、レン
タル専用リム「フレッシュマンレンタルリム」を貸し出すレンタルリムサービスです。
貸出し期間内であれば、レンタルリムのポンドの範囲内で自由にポンド変更すること
ができます。

●レンタルリムシステムが必要な理由
アーチェリーは最長で 70m を射つ競技です。70m を射つためには強いポンドのリ
ムが必要です。アーチェリーを始めてすぐに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。レンタルリムで段階的にポンドアップするこ
とで、スムーズに強いポンドのリムに移行できます。

●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 〜 34# / 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

●韓国流プロフェッショナルチューニングサービス
アーチェリー強豪国韓国で行われているチューニング方法で弓を調整します。

● WIN&WIN 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 製品のメンテナンス
弓の修理やメンテナンスを行ったり、チューニングやお手入れ方法をお伝えします。

●レベルアップサポート
競技力アップのためにセミナーや個別サポートを行っています。
※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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カラー：ブルー
サイズ：S、M、L、XL、XXL
価　格：¥4,600（税別）

カラー：ブルー
サイズ：S、M、L、XL、XXL
価　格：¥4,600（税別）

カラー：ピンク
サイズ：S、M、L、XL、XXL
価　格：¥4,600（税別）

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
価　格：¥4,600（税別）

フォールディング CAP

カラー：ターゲット
価　格：¥3,400（税別）

カラー：イエロー
サイズ：S、M、L、XL、XXL
価　格：¥4,600（税別）

カラー：ブラックピンク
サイズ：S、M、L、XL、XXL
価　格：¥4,600（税別）

カラー：ネイビー
サイズ：Ｓ（54cm）、Ｌ（58cm）
価　格：¥1,400（税別）

カラー：グリーン
価　格：¥1,400（税別）

カラー：ブルー
価　格：¥4,600（税別）

カラー：ブラック
価　格：¥4,600（税別）

CAP6 CAP7 フォールディング CAP

長傘 折りたたみ傘

オフィシャル アーチャーシャツ
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WIN&WIN RISER TECHNICAL SPECIFICATIONS

2020 WIN&WIN BOW 仕様リスト

ハンドル 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 RADICAL PRO 25 1300 ＲＨ / LH グラフェン / ナノカーボン ステンレス 13mm

WIAWIS TFT-G 25 1315 RH / LH グラフェン / ナノカーボン / H-Beam フレーム アルミニウム 13mm

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 13mm

WIAWIS ATF ｰ X 25 1280 RH / LH アルミニウム / マシン加工 ステンレス 13mm

WIAWIS ATF ※ 25 1300 RH / LH アルミニウム / マシン加工 アルミニウム 13mm

INNO CXT

27 1250 〜 1375 RH

カーボングラファイト / カーボン ステンレス 12mm25 1150 〜 1300 RH / LH

23 1100 〜 1250 RH

INNO CXT LIGHT

27 1210 RH

カーボングラファイト / カーボン ステンレス 12mm25 1150 RH / LH

23 1090 RH

WIAWIS CX7 25 1280 RH / LH カーボンコンポジット アルミニウム 13mm

WINEX
25 1250 RH / LH

アルミニウム / マシン加工 アルミニウム 13mm
23 1190 RH

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 12mm（専用）

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 MXT ｰ GF 66   68  70 340 28 〜 48 グロッシー グラフェンフォームコア / ハイモジュラスカーボン 
/ ハイインパクトカウンターベール

WIAWIS MXT ｰ GW 66   68  70 340 28 〜 48 グロッシー ウッドコア / ハイモジュラスカーボン / ハイインパクトカウンターベール

WIAWIS NS ｰ G 66   68  70 338 28 〜 48 マット /
 グロッシー

グラフェンフォームコア / グラフェンリムベース
/ グラフェンナノカーボン / ハイモジュラスカーボン

WIAWIS NS（フォームコア） 66   68  70 324 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

WIAWIS NS（ウッドコア） 66   68  70 339 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

WIAWIS CX7 66　68　70 338 28 〜 48 マット ナノフォームコア / ハイモジュラスカーボン

WINEX 66   68  70 355 28 〜 48 グロッシー フォームコア / ハイモジュラスカーボン

RAPIDO 66   68  70 355 26 〜 48 グロッシー 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  ＋  ショート（66）リム

66 インチの弓
　　H25 ハンドル  ＋  ショート（66）リム

　　H23 ハンドル  ＋ ミディアム（68）リム

68 インチの弓
　　H25 ハンドル  ＋ ミディアム（68）リム

　　H23 ハンドル  ＋ ロング（70）リム

70 インチの弓
　　H25 ハンドル  ＋ ロング（70）リム

　　H27 ハンドル  ＋ ミディアム（68）リム

72 インチの弓 　　H27 ハンドル  ＋ ロング（70）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

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。
（　　）内はウエイト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た場合の重量

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。



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・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ています。

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

●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
TEL. 03-3258-3078

ISO 9001 /  ISO 14001




