BAGS

Tour Team
Combi
（ツアーチーム・コンビ）

￥7,875 (本体価格 ￥7,500)

Art. no. 283263
L x H x W: 76 x 33 x 30 cm
- カラー：ブラックXオレンジ、ブラックXライトブルー

- 素材:90% ポリエステル/10% ポリウレタン
- 6本収納可能なCCT+ラケットポケット

TOUR TEAM SERIES

- 調整、
取り外し可能なショルダー・ストラップ
- 調整可能なハンドル・ストラップ

- 小物入れに便利なフロント・ジッパーポケット
- 内部にメッシュ・ポケット
- 付属のシューズ・バッグ

Tour Team
Backpack

Tour Team Club

（ツアーチーム・クラブ）

（ツアーチーム・バックパック）

￥5,775 (本体価格 ￥5,500)

￥5,775 (本体価格 ￥5,500)

Art. no. 283313

Art. no. 283293

L x H x W: 56 x 30,5 x 30,5 cm

L x H x W: 33 x 52 x 20 cm

- 素材:100%ポリエステル

- 素材: 100%ポリエステル

- 小物入れに便利なフロント・

- シューズ収納ポケット

- 調整可能なハンドル・ストラップ

- 1-2本収納可能なラケットポケット

ジッパーポケット

- 小物入れに便利なサイド・ジッパーポケット

- 内部にメッシュ・ポケット

ELITE SERIES
Elite Combi

Elite Backpack

（エリート・バックパック）

（エリート・コンビ）

￥5,460 (本体価格 ￥5,200)

￥4,410 (本体価格 ￥4,200)

Art. no. 283343

Art. no. 283363

L x H x W: 75 x 31,5 x 26,5 cm

L x H x W: 23 x 18 x 45,5 cm

- 素材:100% ポリエステル

- 素材:100% ポリエステル

- 6-8本収納可能なラケットポケット

Jenny Duncalf

- 1-2本収納可能なラケットポケット

- 調整、
取り外し可能なショルダー・ストラップ

(England) Rank:8

- 小物入れに便利なサイド・

- 調整可能なハンド・ストラップ

ジッパーポケット

- 小物入れに便利なフロント・ジッパーポケット

- 小物入れに便利なフロント・

- カラー：ブラックXブルー、
ブラックXレッド、
ブ

- 内部にメッシュ・ポケット

- 内部にメッシュ・ポケット

ジッパーポケット

ラックXホワイト

- カラー：ブラックXブルー、

ブラックXレッド、
ブラックXホワイト

Karim Darwish
(Egypt) Rank:6

Heritage SERIES
Heritage Club Bag

Heritage Backpack

（ヘリテージ・バックパック）

（ヘリテージ・クラブバッグ）

オープンプライス

オープンプライス

Art. no. 283383

Art. no. 283373

L x H x W: 33 x 49.5 x 21 cm

L x H x W: 60 x 30 x 34 cm

- 素材: 100%ポリエステル

- 素材: 100%ポリエステル

- シューズ収納ポケット

- シューズ収納ポケット

- 調整可能なハンドル・ストラップ

- 1-2本収納可能なラケットポケット

- サイド・ジッパーポケット

HEAD Japan

- サイド・ジッパーポケット

www.head.com Tel.03-3221-7880（ラケット事業部）

※製品の仕様は改良のため予告なく変更になる場合があります。
本カタログ掲載製品は記載のある物を除きオーストリア・デザイン／中国生産です。

head.com/tennis

facebook.com/headtennis

youtube.com/headtennis

2013.03

The new HEAD SQUASH Series 2013

Conquer the court.

shifting the
balance of
power.

cyano

NEW

最強を目指すプレーヤーに向けた最先端テクノロジー・ラケット
新しい HEAD グラフィンを搭載したラケットは、より振りやすくパワーのあるショットを可能にします。
ラケットのシャフト部に使用されたグラフィン素材によってラケット中央部分のカーボンの比重を減らすこと
に成功し、ウェイトもバランスも変えないまま、効果的にトップとグリップ方向へ重量配分をシフトしました。

パワー・バランスをシフトする。

個性を手にしたテクノロジー
YouTek ™は、個々のニーズを完璧に満たす異なるテクノロジーが融
合したものです。もし、あなたのプレーが攻撃的で冒険的であっても、
または緻密で戦略的であったとしても、YouTek ™は、あなたのパフ
ォーマンスを向上させ、ベストなプレーをもたらします。

Graphene™
Cyano 115

Graphene™
Cyano 135

（グラフィン シアノ 135)

（グラフィン シアノ 115)

グラフィン™は、 シャフト部の強 度とネジレ剛 性
をアップさせ、 さらに安 定させるとともに、 最 適
なウエイトの再分配を可能にします。

シャフト部にあったウエイトの一 部はトップ部と
グリップ部に移され、 ウエイトやバランスを増や
すことなくパワーを増大させます。

グラフィン™で、今まで経験したことのないベストプレーを。

グラフィン シアノ 115 特有のティアドロップ形状
は、 あなたのゲームを次のレベルに導くでしょう。
HEAD の新しいグラフィン・ テクノロジーにより
パワーバランスをシフトされたラケットは、最強を
目指すプレーヤーがさらにパワフルなストロークを
手に入れるために最適な武器です。

新しいグラフィン シアノ135は、
HEADグラフィン・
テクノロジーによって高い操作性とパワーを発揮す
るバランス・ポイントに設定されています。この効
果で、ラケットはすべてのショットに扱いやすさと
最高のパワーを両立させてくれます。

￥28,350 (本体価格￥27,000)

￥26,250 (本体価格￥25,000)

Art. no.
Type
Technology
Cross S.
Head Size
Frame Weight
Balance
String Pattern
Grip

210054
Power Racquet
GrapheneTM/CT2TM
20 mm
500 cm2
135 g
335 mm
12/17
Hydrosorb Pro

210024
Power Racquet
GrapheneTM/CT2TM
20 mm
500 cm2
115 g
365 mm
12/17
Hydrosorb Pro

世界で最も強く、最も軽いHEADの新テクノロジー、グラフィン™を紹介します。
2004 年に発見されたグラフィン™は、

ケットの中央部分（シャフト部）の重

されるものです。この素材は、鉄鋼よ

りに、その重量は、よりラケットの機

素晴らしい特性は、新しい HEAD スカ
ッシュ・ ラケットに無くてはならない

ものであり、ラケット開発に新しい究
極のパフォーマンスを与えます。 グラ

フィン™テクノロジーは、HEAD ラケ

ットに初めて採用され、最適なウエイ
ト配分を可能にしました。非常に強度

のあるグラフィン™の使用により、ラ

能に関係するトップ部とグリップ部に
移すことができます。この独自の構造

は、プレーヤーに快適な操作性とスイ

ング・ ウエイトのアップをもたらしま
す。言いかえれば、グラフィン™を採

用したラケットはスイングしやすく、よ

り強力なショットを可能にするのです。
これは、対戦相手にも脅威となるでし
ょう。

特徴：

・グラフィン™は、世界で最も強く、最も軽い素材。

・HEAD ラケットの構造において、シャフト部のウエイトをトップ部と
グリップ部へと再分配することを可能にした。

・ラケットのウエイト配分を最適にすることで、より多くの動的エネルギーを
生み出すことができ、少ない力で、より大きなパワーを生み出します。

グラフィン™は、初めてトップ部とグリップ部への
ウエイトの再分配を可能にしました。

PerfectPower™
（パーフェクトパワー )

卓越したパワーと快適性を誇るスト
リング。耐磨耗性に優れたコーティ
ングを施し、耐久性も抜群。

grips

り 200 倍の強度を持っています。その

量を減らすことができたのです。代わ

striNGS

炭素原子の単一の二次元の層から構成

XtremeSoft™
（エクストリームソフト )

ソフトで吸水性に優れる、
よりフィッ
ト感を高めたタイプ。水分を内部に
とどめないよう正面には通気穴を施
している。

¥1,785（ 本体価格¥1,700）

￥840（本体価格 ￥800）

Art. no. 281085

Art. no. 285104

Length: 10 m/110m
Gauge: 17/1.20 mm
Color

Colors

