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What’s an athlete?

 

私は、アスリートである

私のスポーツはテニスである

私の最初の恋愛である

そして、最後の恋でもあるだろう

人生をささげてきた

夜明け前に出かけ

夜遅く家に戻った

根性で戦ってきた

本能だけを頼りにしてきた

自分自身に打ち勝った

強敵を打ち破った

敗者ではない

自分と向き合う勇気をもった

恐怖を味わった

痛みに泣いた

だが、ベストを尽くしてきた

200 万回以上バックハンドを打ってきた

技術は完璧である

しかし、私はマシーンではない

私のゲームは自発的で

大胆で勇敢である

私が私であること

私はアスリートである

私は HEAD である

また、私はあなたである

私は、 

 

the PoWer of You

私たちは、全ての人の中にアスリートが存在すると信じています。

アスリートの勇敢な心は、解き放たれることを待っているのです。

ほんの少し、背中を押してあげることで彼らは自由の身となります。

それが、私たちがこのガイドを創造した理由なのです。これは、あな

たに最善をもたらし、オン・コートでの自信をつけてくれることでしょ

う。これらのシンプルなステップにしたがってください。あなたは、

いつでも、誰とでも戦い、どんな強敵にも自信を持って挑戦すること

ができるでしょう。

BeLieVe.
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New racquets for 
the rebels.
Prepare to set the court on fire.

www.head.com



Novak Djokovic

Serbia
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with tefloN® 
polymer

without tefloN® 
polymer

摩擦を減らし、パワーを促進
HEAD グロメット with テフロン® 摩擦減衰ポリマー

従来のグロメット

HEAD グロメット with Teflon® 超摩擦減衰ポリマー

d3oTM は高性能分子構造をもつ“賢いマテリアル”に分類され、不思議な性質を持

つ未来的な素材です。最も特別な特徴として、d3oTM は膨張性発泡体のサブカテゴ

リーに属し、与える負荷によって劇的に変化するという特性をもつことです。この

素材をシャフト部に採用することにより、プレーヤーに新しい可能性を提供します。 

 

d3oTM テクノロジーは、ショット毎にプレーヤーが必要とするフィーリングを感じ

ることができます。d3oTM は、強いインパクトの際にフレーム内部においてナノ秒

単位で劇的に硬化します。これによりフレームはしっかりと安定して、パワーとコ

ントロール性を向上させます。一方、ゆっくりとしたスイングでは、d3oTM 分子は

柔らかさを保ち、衝撃を吸収。さらに、ソフトなタッチとフィーリングを提供します。

すなわち、d3oTM は、あなたのプレースタイルに確実に対応して、ショット毎の利

点を増大させます。つまり、ハードヒットをより強烈に、ソフトなショットをよりス

ムーズにするのです。それは、あなたの自発性に報い、勇気ある決断をサポートす

る意味でもあります。

ストリングがグロメットと接触していることで生じる摩擦は、ストリングの動きを妨げています。

新しい HEAD グロメット with テフロン ® 摩擦減衰ポリマーは、単なる表面加工ではなく、グ

ロメット素材自体に混入されており、ほぼ摩擦がない状況でストリングが動くことができます。

これによって、エネルギーロスを減らし、ボールによりパワーを与えることができるのです。

摩擦はグロメットとストリングの接点で起こり、エネルギーロスとパワーロスを引き起こします。

Teflon® ポリマー は、ほぼ摩擦抵抗なしにストリングがグロメット上をスライドさせることを

可能にし、反発力アップを実現します。また、ストリンギングの際にも、隅々まで均一なテンショ

ンで張ることができます。HEAD の新グロメットシステムは、正確なテンションとスイートエ

リアの拡大を提供します。

TECHNOLOGY

Teflon® is a registered Trademark of DuPont® 
an is used under license by HEAD Sport AG.

個性をもったテクノロジー 
YouTekTM 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、YouTekTM 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。

AMpLify
yOURSeLf
可能性を高める

ハード・ショット　
インパクト時

ソフト・ショット
インパクト時

あなたの自発性に報いる d3oTM
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Gilles Simon takes on the world with his brand new 
HEAD  Prestige racquet.

Defy aNy  
first serve hellraiser



Gilles Simon

France

Tommy HaasGermany

Stanislas Wawrinka
Switzerland
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名作とうたわれるラケットはいくつかあるが、伝説となるようなものは、ほんの僅かしかない。HEAD プレステージはその中のひとつである。

20 年以上、記憶に残るプレーヤー達とともに、多くのグランドスラム・タイトルを祝福されてきた。今日、プレステージの伝説は再び作ら

れていく。新しい HEAD プレステージは、d3oTM マテリアルと融合され、プレステージたる打球感、フィーリングをもたらし、新次元へと

導いてくれます。HEAD 史上、最も人気あるラケットの 1 つとして成功を収めている「プレステージ」は、世界中の競技系ラケットの定番となっ

ています。卓越したタッチ、すばらしいコントロールを備えたプレステージはあらゆるゲームに興奮をもたらします。

art. No.

techNology

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

balaNce (uNstruNg)

leNgth

grip size

grip

striNg patterN

re. striNg

230001

heaD youtek™ – d3o™ 

21 mm

630 cm2 / 98 in2

325 g 

315 mm

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

leather tour

16  / 19

sonic pro™

230021

heaD youtek™ – d3o™

19 mm

600 cm2  /  93 in2

330 g

310 mm 

standard, 685 mm / 27”

2 – 4

hydrosorb™ tour

18 / 20

sonic pro™

230041

heaD youtek™ – d3o™

21  mm

630 cm2  /   98 in2

320 g

310 mm 

standard, 685 mm / 27”

2 – 4

hydrosorb™ tour

18 / 20

sonic pro™

¥37,800（本体価格¥36,000）/ケース別 ¥36,750（本体価格¥35,000）/ケース別 ¥36,750（本体価格¥35,000）/ケース別

youtek™ 
prestige pro

youtek™ 
prestige mid

youtek™ 
prestige mp 

16X19のオープン・ストリング・パター
ンを採用したアグレッシブなプレステージ。
すぐれたスピン性能を発揮し、ハンドリン
グ、パワーそしてコントロール性をも高めた
d3oTM搭載の一本。

多くのツアー・プロに愛されるツアー・ラケッ
トの最高峰。クラシカルなフレームはd3oTM

素材を採用して、93平方インチと18X20
のパターンが卓越した打球感と最高のコント
ロールを実現する。

絶えず進化し続ける伝説のツアー系ミッドプラ
ス・ラケット。プレステージの代名詞ともいえ
る18X20のパターンは、フラット系の厚いあ
たりで最高の打球感を生み、卓越したタッチと
コントロール性をも実現。E.ガルビス等多くの
プレーヤーが使用。

pLAy wiTh 
pReSTige
伝説は永遠に続く



HEAD’s rising star Novak Djokovic challenges everything with  
his new HEAD  Speed Pro racquet.

mess with aNy  
baseliNe griNDer
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Novak Djokovic

Serbia
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pLAy wiTh 
SpeeD

art. No.

techNology 

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

balaNce (uNstruNg)

leNgth 

grip size

grip

striNg patterN

recommeNDeD striNg

art. No.

techNology 

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

balaNce (uNstruNg)

leNgth 

grip size

grip

striNg patterN

recommeNDeD striNg

230340

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

18 mm

630 cm2 / 98 in2

335 g 

310 mm 

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

leather tour

16 / 19

sonic pro™

230360

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

20 mm

645 cm2 / 100 in2

315 g 

310 mm 

690 mm / 27 1/4"

2 – 4

hydro sorb™ tour

16 / 19

sonic pro™

230170

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

22 mm

645 cm2 / 100 in2

285 g 

330 mm 

standard, 685 mm / 27"

1 – 3

hydro sorb™ tour

16 / 19

sonic pro™

230380

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

20 mm

645 cm2 / 100 in2

315 g 

310 mm 

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

hydro sorb™ tour

18 / 20

sonic pro™ 

230580

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

24 mm

660 cm2 / 102 in2

260 g 

340 mm 

standard, 685 mm / 27"

1 – 2

hydro sorb™ tour

16 / 19

ets

 

youtek™ 
speed elite

youtek™
speed lite
    

youtek™ 
speed pro

youtek™ 
speed mp 16–19

youtek™ 
speed mp 18–20

ハードヒッターのためのニュー・プロモデル
ノバク・ジョコビッチのようなプレーを目指すプレーヤーのために開発された新しいシリーズ。スイングスピー

ドの速い、ハードヒッターのためのカチッとしたフィーリング。Speed シリーズは、d3oTM マテリアルを組み

入れた新しい YouTekTM を装備して、全てのショットに賢く対応します。

「ノバク・ジュコビッチ」が選んだラケット。
重めで、18mm厚のフレームは究極のタッチ
とフィーリングを実現。レザーグリップを採
用したベースラインからハードヒットを繰り
出すツアー系モデル。

98平方インチのフェイスに16X19のストリ
ングパターンを採用。強烈なスピンを可能に
する、パワーとコントロールを両立させたオー
ルラウンドなモデル。

18X20のストリングパターンを持つ、98平
方インチのミッド・プラス。よりハードに直
線的なパワー・スピンを繰り出すプレーヤー
に、コントロールとフィーリングを提供しま
す。

ツアー・モデルのパフォーマンスを忠実に再
現して、操作性を高めたモデル。100平方イ
ンチ、22mm厚フレームはクセがなく、広い
ターゲットに対応するオールラウンドモデル。

Speedシリーズの軽量モデル。102平方イ
ンチ、24mm厚のフレームを採用してパワー
も十分。操作性、コントロール、そしてフィー
リングを完璧に融合。

¥37,800 （本体価格¥36,000）/ケース別 ¥36,750 （本体価格¥35,000）/ケース別 ¥36,750 （本体価格¥35,000）/ケース別 ¥33,600 （本体価格¥33,000）/ケース別 ¥32,550 （本体価格¥31,000）/ケース別



Andy Murray takes on the world with his brand  
new HEAD  Radical Pro racquet.

challeNge aNy  
iNsiDe-out ripper
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Andy Murray

Great Britain

Robin SöderlingSweden

Bernard Tomic
Australia

Marin Cilic
Croatia

Alizé Cornet

France

pLAy 
RADicAL
オールラウンダーのための新ツアー・ラケット

ラジカルは新しいデザインと HEAD ユーテック・テクノロジーを採用して完璧に仕上げられま

した。ユーテックは、どんなショットにも反応し最適に調整してくれる知的な d3oTM 素材を組

み入れることで、あなたは、いつでもどんな相手とでも自信を持って戦うことができます。

¥32,550 （本体価格¥31,000）/ケース別

Be 
RADicAL

230120

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

21,5 mm

645 cm2 / 100 in2

315 g 

325 mm

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

leather tour

16 / 19

sonic pro™　

230570

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

23,5 mm

645 cm2  / 100 in2

250 g 

340 mm

standard, 685 mm / 27"

1 – 2

hydrosorb™ tour

16 / 19

ets

art. No.

techNology 

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

balaNce (uNstruNg)

leNgth 

grip size

grip

striNg patterN

recommeNDeD striNg

youtek™  
radical pro

230140

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

21,5 mm

690 cm2 / 107 in2

295 g 

320 mm 

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

hydrosorb™ tour

18 / 19

sonic pro™　

youtek™ 
radical os™

230100

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

21,5 mm

630 cm2 / 98 in2

295 g 

325 mm 

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

hydrosorb™ tour

18 / 20

sonic pro™

youtek™ 
radical mp™

youtek™ 
radical lite™

315ｇと重めのスペックを持ち、100 平方
インチと16X19とストリングパターンがパ
ワーとスピン性能を増大させます。レザーグ
リップ採用して、しっかりとしたフィーリン
グを伝えるツアー・モデル。

No.1を狙う「アンディ・マレー」のウェポン。
ツアープレーヤーが捜し求める、パワーとコ
ントロール、そしてフィーリングを兼ね備え
た、究極のオールラウンド・ツアーモデル。
M.チリッチ、R.ソダーリング等も使用。

いまだに多くの支持を受けるツアー・モデル
としては貴重なオーバー・サイズ。大きなス
イート・エリアはネットプレーもしやすく、
思い切ったスイングでもミスショットを低減
します。

ラジカル・シリーズの軽量モデル。250g、
100平方インチ、そして23.5mm厚フレー
ムは、ツアー・モデルの特徴を継承した本格
派。レディスやジュニアプレーヤーにも対応
します。

¥36,750 （本体価格¥35,000）/ケース別 ¥35,700 （本体価格¥34,000）/ケース別 ¥35,700 （本体価格¥34,000）/ケース別
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強者の選択

HEAD エクストリーム・シリーズは、大きなスイング・スタイルを持つアグレッシブなスピン系プレーヤーのために開発

されました。知性を持つ d3oTM 素材とストリングの動きを活発にする“テフロン摩擦減衰ポリマー”を採用。パワーと

コントロール性能を次のレベルに高めるとともに、ソフトさの中にもしっかりとした打球感、卓越したタッチそして、最

高のスピン性能を提供します。

卓越した打球感、パワーそしてスピン性能を
持つエクストリームの“ツアー・バージョン”。
ややウエイトをあげて、より攻撃的なゲーム
をサポートします。ガスケ、ユーズニー使用
モデル。

完璧なウエイトバランスと快適な打球感を持
つベストセラー・モデル。振り抜きやすく、
高いスピン性能に加え、テフロン・グロメッ
トでさらにパワーアップ。クズネツォワ、ア
ザレンカ使用モデル。

人気のExtremeをさらに扱いやすくした軽
量モデル。優れた特性を維持しながら、操作
性を高め、ややフェイス・サイズを広げるこ
とでスイート・エリアを拡大。ミスショット
を減らします。

¥33,600（本体価格¥32,000） ¥31,500（本体価格¥30,000） ¥31,500（本体価格¥30,000）

youtek™ 
extreme pro

youtek™ 
extreme mp

youtek™ 
extreme elite
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art. No.

technology 

beam

head size

weight (unstrung)

balance (unstrung)

length 

grip size

grip

string pattern

re. string

230061

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

24 / 26 / 23 mm

645 cm2 / 100 in2

315 g 

310 mm 

standard, 685 mm / 27"

2 – 4

leather tour

16 / 19

sonic pro™

230081

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

24 / 26 / 23 mm

645 cm2 / 100 in2

295 g 

315 mm 

690 mm / 27 1/4"

1 – 4

hydrosorb™ tour

16 / 19

sonic pro™

230091

heaD youtek™ – d3o™ / teflon®

24 / 26 / 23 mm

660 cm2 / 102 in2

275 g 

325 mm 

standard, 685 mm / 27"

1 – 3

hydrosorb™ tour

16 / 19

synthetic gut

pLAy 
exTReMe

Richard Gasquet

France

Mikhail YouzhnyRussia

Svetlana Kuznetsova
Russia

Victoria Azarenka

Belarus



AMpLify
yOURSeLf
あなたの可能性を高める

個性をもったテクノロジー
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、

TouTek 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。

知性を持つ素材 d3oTM の採用
d3oTM は高性能分子構造をもつ“賢い”マテリアルに分類され、不思議な性質を持つ

未来的な素材です。最も特別な特徴として、d3oTM が持つ、与える負荷によって劇的

に変化する特性は、全く違う構造のカテゴリーに属すものです。この素材をシャフト

部に採用することにより、プレーヤーに新しい可能性を提供します。

d3oTM テクノロジーは、ショット毎にプレーヤーが必要とするフィーリングを感じる

ことができます。d3oTM は、強いインパクトの際は、フレーム内部においてナノ秒単

位で劇的に硬化します。これによりフレームはしっかりと安定して、パワーとコント

ロール性を向上させます。一方、ゆっくりとしたスイングでは、d3oTM 分子は柔らか

さを保ち、衝撃を吸収。さらに、ソフトなタッチとフィーリングと提供します。

すなわち、d3oTM は、あなたのプレースタイルに確実に対応して、ショット毎の利点

を増大させます。つまり、ハードヒットをより強烈に、ソフトなショットをよりスムー

ズにするのです。それは、あなたの自発性に報い、勇気ある決断をサポートする意味

でもあります。

ハード・ショット 
インパクト時

ソフト・ショット
インパクト時

マルチゾーン・グリップTMコントロール・リングクワッドフェイスd3o™

TECHNOLOGY

neVeR DOUBT 
yOURSeLf

prepare to 
feel more coNfiDeNt.

he
ad

.c
om
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quaDface( クワッドフェイス )

フレームの４隅に装着され、ストリング面を広げます。ストリングを長く使うことで、稼動範囲は広くしてスイートスポット

を拡大。結果的に反発力をアップさせます。内側のクワッドフェイスは、フレーム内側に施されたくぼみによって、ストリン

グをより大きくたわませることができます。また、外側のクワッドフェイスは、ストリング稼動域をフレーム外側まで拡げ、

より安定したパワーをフェイス面全域で発揮します。

peRfORMAnce
AMpLifieD
more power. more coNtrol. more comfort.

クワッドフェイス 内側のクワッドフェイス 外側のクワッドフェイス

coNtrol riNg（コントロール・リング）

コントロール・リングは、ストリングの過度の変形を抑え、ショットにコン

トロール性と正確性を与えます。2つのコントロール・リングをフレーム内側、

2時と10時付近に装着し素晴らしいコントロール性を発揮する Five Star。

Six Starは4つのコントロール・リングを 2 時、4 時、8 時そして10 時近辺の

4 箇所に装着してさらに最高のコントロールを実現します。

multizoNe grip™（マルチゾーン・グリップ）

特徴
グリップの場所によって、異なる加工を施した表面を持つ、機能的な一体構造の

はめ込み式リプレイス・グリップ。

効果
・感覚的な効果 - 違う表面加工を施された機能的なエリア

・段差も角もない

・表面にエンボス（穴）加工を施した、最高の吸水性とウェット感を持つグリップ

・ 自由、かつ一体的なアプローチの余地があるデザイン

・一般的なグリップにも使用可能

「新しいStarシリーズをHEADと一緒

になって開発できてとても嬉しく思っ

ています。皆さんが、これらのラケッ

トを気に入っていただけると信じてい

ます。きっと、皆さんのプレーレベル

を最大に引き上げてくれるでしょう」

—Steffi Graf

アンドレ・アガシとステフィ・グ
ラフは HEAD の開発チームに
は欠くことのできない存在です。

UnLeASh yOUR pOweR 
STAR SeRieS
あなたのプレーを最大限に改善してくれるラケット
HEAD から、新しくユーテック TM Star シリーズを紹介します。これらのラケットには、HEAD 独自の素材 d3oTM に加え、新開発された革新的

なテクノロジー、クワッドフェイス、コントロール・リング、そしてマルチゾーン・グリップがあなたのプレーを 1 ランク上へと導いてくれるでしょ

う。あなた自身のユーテック TM STAR ラケットを選んでください、そして、あなたのパフォーマンスを増幅してください。 

art. No.

technology 

beam

head size

weight (unstrung)

balance (unstrung)

length 

grip size

grip

string pattern

recommended string

230211

heaD youtek™

26/28/28 mm

107 in2

255 g

370 mm

Xtralong, 27 1/3"

1 – 2

multizone grip™

16/19

ets

230221

heaD youtek™

26/28/28 mm

107 in2

255 g

360 mm

Xtralong, 27 1/3"

1 – 2

multizone grip™

16/19

ets

230241

heaD youtek™

26/28/28 mm

115 in2

235 g

370 mm

Xtralong, 27 2/3"

1 – 2

hydrosorb™

16/19

ets

スター・シリーズ最上位機種。ハード
ヒットでも快適性とコントロール性を
求めるプレーヤーに、最高の安定性と
スイングを約束します。d3oTM、最新
のマルチゾーン・グリップ、クワッド
フェイス、さらに４箇所のコントロー
ル・リングのフル機能を搭載。

d3oTM 、クワッドフェイス、そして２
箇所のコントロール・リングの組み合
わせによって、完璧なスイングとショッ
トを可能にします。さらに、マルチゾー
ン・グリップが、素晴らしい操作性を
実現します。

d3oTMとクワッドフェイス・テクノロ
ジーの融合により、プレーヤーの求め
るスピードボールを可能にするシリー
ズ最軽量モデル

¥38,850（本体価格¥37,000） ¥36,750（本体価格¥35,000） ¥33,600（本体価格¥32,000）

multizone grip™

art.No.282011

サイズ：１,2
カラー：ブラック/ホワイト
　　      ブラック/ブルー

マルチゾーン・グリップ

¥2,100（本体価格 ¥2,000）

youtek™
five star

youtek™ 
six star

youtek™
three star

24|25
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Junior 
racquet 
selector
素早く、簡単に適した

ラケットを選ぶことが

できます。

jUniOR 
SeRieS
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230970

graphite comp

21 mm

690 cm2 / 107 in2

230 g

635 mm

16 / 19

230980

aluminum

19 mm

690 cm2 / 107 in2

185 g

585 mm

16 / 19

230990

aluminum

19 mm

690 cm2 / 107 in2

175 g

535 mm

16 / 19

230960

graphite comp

21 mm

690 cm2 / 107 in2

240 g 

660 mm

16 / 19

art. No.

techNology 

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

leNgth 

striNg patterN

art. No.

techNology 

beam

heaD size

weight (uNstruNg)

balaNce (uNstruNg)

leNgth 

striNg patterN

231240

heaD graphite / d3o™

24 mm

660 cm2 / 102 in2

245 g 

325 mm

665 mm / 26 1/5"

16 / 19

youtek™ speed Jr.
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speed 25 speed 23 speed 21speed 26

ジュニアプレーヤーのための最高のテクノロジー

テニスの未来は、今日のジュニアプレーヤー達が握っています。HEAD は初心

者から上級レベルの全てのジュニア選手たちが、楽しくプレーするための最高の

ラケットを用意しています。

Speed Liteをベースに、パワーとコントロー
ル性能を兼ね備え、ノバク・ジョコビッチの
Speed Proのコスメティックを採用。もち
ろんd3oTMを搭載した本格的グラファイト・
ラケット。

大きなフェイス、操作性のよ
さ、長いグリップは、ジョコビッ
チのような技術を学びたいと
思う子供達に理想的。子供の
成長に合わせ21、23、25、
26インチをラインナップ。

¥16,800 （本体価格¥16,000）

¥11,550 （本体価格¥11,000） ¥7.350 （本体価格¥7,000） ¥5,775 （本体価格¥5,500） ¥5,250 （本体価格¥5,000）

Art. No. 578403

3-ball-pack

Art No.578303

3-ball pack

Art. No. 578203

3-ball pack

t
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.p
. 
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e

D

155 mm

545 mm

t
.i

.p
. 
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165 mm

570 mm

t
.i

.p
. 
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175 mm

595 mm

T.i.p. 
pROgRAM

new new

t.i.p. reD t.i.p. oraNge

t.i.p. greeN

コーチとプレーヤーがテニスを教え、学び、楽しむために
必要なものすべてを提供

T.I.P. の狙い。それは、初めてのレッスンからサーブやラリーやゲームをしてもらい、ビギナー

のテニス初体験が明るく楽しいものとなるようにすることです。T.I.P.システムは、プレーヤー

の上達度にマッチする各レベルのラケットとボールを取り揃えてこのコンセプトをサポート

します。

HEADはI.T.F.（国際テニス連盟）の “Tennis
…Play and Stay!” キャンペーンとタイアッ
プして、革新的なアプローチでより短期間で
テニスの上達を可能にするT.I.P.（テニス・
インストラクショナル・プログラム）を開発
しました。

このボールは、通常ボールに比べやや大き
く、約75％遅いスピードで飛びます。予測
が容易なバウンドで初心者のボール感覚を
養います。サービスライン程度の短い距離
内で行うミニテニスに理想的。5−8歳の
初心者の子供や大人の初心者の導入用。

およそ25％遅いスピードのボールで、通
常コートで使用できます。さらに上達を図
りたい初心者や9歳以上の子供向けに開発。
通常のボールに近い、中速でややソフトな
ノンプレッシャー・ボール。

通常サイズで、ビギナー向けの非常にソフ
トなノンプレッシャー・ボール。通常の訳
50％のスピードで、大人の初心者や7歳以
上の子供向け。サービスラインとベースライ
ンの中間程度のコートで使用。

t.i.p. teNNis iNstructioN 
program

new

230468
690 cm2/107 in2

190 g
570 mm
165 mm

art. No. 
heaD size
weight (uNstruNg)
leNgth
haNDle leNgth

230478
690 cm2/107 in2

195 g 
595 mm
175 mm

art. No. 
heaD size
weight (uNstruNg)
leNgth
haNDle leNgth

オープン価格

オープン価格

230458
690 cm2/107 in2

180 g
545 mm
155 mm

art. No. 
heaD size
weight (uNstruNg)
leNgth
haNDle leNgth

オープン価格 オープン価格

オープン価格

オープン価格

t.i.p. reD

t.i.p. greeN

t.i.p. oraNge



28|29

MOST USeD
BALL On The 
ATp wORLD TOUR

  *   Encore™ Technology: 
comparison of ball 
softening between the 
new HEAD ATP und 
Original Pro Penn

**   SmartOptik™ Felt: based  
on Vectorscope Digital 
Test Data – Feb, 2001

優れたテクノロジーから

誕生した究極の高品質ボール

ENCORETM

Technology で
約 33％長持ち

Smart OpticTMFelt
は約19％見やすく

JTA APPROVED

エンコア™・テクノロジーはナテュラ
ルラバーとシンセティックラバーを混
ぜあわせ、限界までソフトに仕上げた
コアです。数週間たっても、エアー抜
けが少なく、長い期間、新品のような
フレッシュな状態を保ちます。

スマート・オプティック™・フェルト
は一般的なテニスボールに比べ19％
も明るくしました。プレーヤーは、よ
り見やすくなったことでボールに対す
る反応が良くなり、より正確にヒット
できるのです。
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BALLS

art. No. 575023

3-ball can/24 cans per carton
ITF（国際テニス連盟公認球）

heaD atp

art. No. 570314
4-ball can/18 cans per carton
ITF（国際テニス連盟）、JTA（日本テニス協会）公認球

art. No. 570302

2-ball can/36 cans per carton
ITF（国際テニス連盟）、JTA（日本テニス協会）公認球

heaD  
champioNship

パフォーマンスと耐久性の絶妙なブレンド
HEAD のボールは区分が明快。プレーヤーは自分のニーズに合った最良のボールを簡単に選ぶことができます。

要求の厳しいトーナメント向けフラッグシップモデルの「ATP」から、初心者向けの技術習得用「T.I.P. ボール」まで、

HEAD はあらゆるプレーヤーに最適なボールをお届けします。

新品同様の状態がより長続きするボー
ル。HEAD公式試合球のフラッグシッ
プモデル。新たにエンコア TM・テクノ
ロジーを採用して耐久性をさらにアッ
プ。スマート・オプティックTM・フェル
トがボールの視認性を高めます。ATP、
AMS、TMCの公式ボール。

HEAD ATP は、ヨーロッパで行われるATP

トーナメントで最も多く使用され、さらにデ

ビスカップ・ラウンド全体の半数*および世界

中の何千ものリーグ戦で使用されていますが、

プロ選手の眼にはその理由は明らかです。新

しいHEAD ATPは長いラリーでも完璧なボー

ル・コントロールを提供。しかも、腕の負担

を軽減します。そして何より、プレーの楽しさ

を倍増させます。

日本向けに開発された耐久性重視の
ボール。練習球としては最高水準のオー
ルラウンド・パフォーマンスを発揮。あ
らゆるコート面に対応するプレッシャー
ボール。

オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格
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Art. No. 578403

3-ball-pack

Art No.578303

3-ball pack

Art. No. 578203

3-ball pack

t.i.p. reD
このボールは、通常ボールに比べやや
大きく、約75％遅いスピードで飛び
ます。予測が容易なバウンドで初心者
のボール感覚を養います。サービスラ
イン程度の短い距離内で行うミニテニ
スに理想的。5−8歳の初心者の子供
や大人の初心者の導入用。

t.i.p. oraNge
通常サイズで、ビギナー向けの非常に
ソフトなノンプレッシャー・ボール。
通常の訳50％のスピードで、大人の
初心者や7歳以上の子供向け。サービ
スラインとベースラインの中間程度の
コートで使用。

t.i.p. greeN
およそ25％遅いスピードのボールで、
通常コートで使用できます。さらに上
達を図りたい初心者や9歳以上の子供
向けに開発。通常のボールに近い、中
速でややソフトなノンプレッシャー・
ボール。

new new new

The letters ATP and the tennis player design are registered trademarks of ATP Tour, Inc.

世界中でトップ・プレーヤー達が

選ぶ HEAD ATP

* ATP World Tour in season 2009
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Art. No. 283200

Volume: 120 l

Max. loading weight: 15 kg

LxWxH: 85x38x38 cm

for 1–2 racquets

Art. No. 283250

Volume: 19 l

LxWxH: 27x38x19 cm

Max. loading weight: 10 kg

for 1-2 rackets

Art. No. 283220

Volume: 120 l

Max. loading weight: 15 kg

LxWxH: 80x36x47,5 cm

for 8–10 racquets

Art. No. 283260

Volume: 128 l

LxWxH: 81x37x43 cm

Max. loading weight: 25 kg

for 1-2 rackets

Art. No. 283240

Volume: 40 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 35,5x48x24 cm

for 1-2 rackets

Art. No. 283230

Volume: 70 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 76x31x30 cm

for 4–6 racquets

Art. No. 283210

Volume: 30 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 64,5x28x17 cm

tour team
tennis

tour team
Jr. backpack

tour team
monstercombi

tour team
travel

tour team
combi

tour team
sport

tour team
backpack

Art. No. 283021 

Volume:40 l

LxWxH: 35.5 x24 x 48cm

for 1-2 racquets

Art. No. 283011 

Volume:120 l

LxWxH: 80 x 47.5 x 36cm

for 8-10 racquets

Art. No. 283111

Volume:105 l

LxWxH: 81 x 39.5 x 33cm

for 6-8 racquets

prestige 
monstercombi 
(limited edition)

prestige  
backpack
(limited edition)

Djokovic 
special edition

BAgS

バックパックにはシルバー
カラーも用意。

t
o

u
r

 t
e

a
m

 s
e

r
ie

s

l
im

it
e

D
 b

a
g

 s
e

r
ie

s

先進のデザインに多機能搭載
HEAD がプレーヤーに提供するのは、ゲームに必要なテニス

用具だけではありません。それらを収めるすばらしいバッグ

類もご提供しています。スタイリッシュで機能的、かつ内側

にも外側にも高機能を満載した HEAD のバッグは、すべての

HEAD 製品に共通する高品質とハイテク・デザインを兼ね備

えています。

2010 年、ジョコビッチがツアーで使用

するシグネチャー・バッグ。ラケット、ス

トリングを高温から保護する CCT、さら

に高強度で壊れにくいバックル、最適に

配備されたポケットなどベストな機能性

を追及しました。

Tour Team バッグをベースに、プレス

テージ・レッドをイメージカラーに使用し

た限定バージョン。機能、容量とも充実

のバッグ。

プレステージ限定シリーズのバックパック。

底の面積を広くとり、収納しやすく、容量

も確保。

￥15,750 （本体価格￥15,000）

￥5,775 （本体価格￥5,500）

￥12,600 （本体価格￥12,000）

￥21,000 （本体価格￥20,000）

￥10,500 （本体価格￥10,000） ￥8,400 （本体価格￥8,000） ￥8,400 （本体価格￥8,000）

オープン価格 オープン価格 オープン価格

CCT（Climate Control 

Technology）は、保冷性の

高いホイルをバッグ内部に使用

し、内部の温度上昇を抑え、高

温によりストリングなどが受け

るダメージを防ぐ機能です。

数量限定モデル

new

数量限定モデル

new

数量限定モデル
new

シューズや濡れ物を収納
する改良されたポケット

小物類の収納に便利な
複数の内ポケット

2

3

バッグの底に超耐磨耗性と汚

れ防止性能をもつ素材を採用

する一方で、コンパートメント

構造を最適化することで一段

と機能性を高めた、契約プロ

使用モデル。

高温からラケット、ストリ
ングを保護するCCT

長さ調整、取り外し可能なダ
ブル・ショルダーストラップ

tour team series special features
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Art.No.283371

Volume:32 l

LxWxH: 35 x 26 x 45.5cm

for 1-2 racquets

extreme  
backpack

Art.No.283341

Volume:84 l

LxWxH: 76.5 x 30 x 42.5cm

for 6-8 racquets

extreme  
supercombi

Art.No.283351

Volume:62 l

LxWxH: 76.5 x 30 x 30cm

for 4-6 racquets

extreme  
combi

新しいエクストリーム・バッグシ

リーズは、ブラックを基調に、光

沢のあるイエロー・カラーで“X”

をデザイン。

機能的にも、長さ調整、取り外

し可能なダブル・ショルダースト

ラップや CCT などを装備した

多機能バッグ。プレーヤーにベ

ストな装備となっています。

HEAD は世界的にラケット、バッ

グにおける ATP とのライセンス

契約を結んでいます。ATP バッ

グシリーズには耐久性のある軽

量素材を使用しており、シンプ

ルかつ機能的で使いやすく設計

されています。

¥10,500(本体価格 ¥10,000) ¥9,450(本体価格 ¥9,000) ¥7,350(本体価格 ¥7,000)

￥8,925 （本体価格￥8,500） ￥7,875 （本体価格￥7,500） ￥5,775 （本体価格￥5,500）

new

new

new

2

321
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Art. No. 283800

Volume: 85 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 75x35x30 cm

for 6-8 racquets

atp
supercombi
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Art. No. 283830

Volume: 28 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 35x18x44 cm

for 1-2 rackets 

atp
backpack

Art. No. 283810

Volume: 60 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 73x28x30 cm

for 4-6 racquets

atp
combi

1

2

4

1

3
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新しいラジカル・バッグシリーズ

は、より洗練されたデザインと

シェイプを持っています。

機能的にも、長さ調整、取り外

し可能なダブル・ショルダースト

ラップや CCT などを装備した

多機能バッグ。プレーヤーにベ

ストな装備となっています。

1

Art. No. 283420

Volume: 70 l

Max. loading weight: 15 kg

LxWxH: 77x33x32 cm

for 1-2 rackets 

radical
tennis

￥12,600 （本体価格￥12,000）

2

Art. No. 283430

Volume: 85 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 72x39x31 cm

for 6-8 racquets

radical
supercombi

￥11,550 （本体価格￥11,000）

3

Art. No. 283440

Volume: 60 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 72x31x31 cm

for 4-6 racquets

radical
combi

￥10,500 （本体価格￥10,000）

4

Art. No. 283450

Volume: 35 l

Max. loading weight: 10 kg

LxWxH: 35x24x48,5 cm

for 1-2 rackets 

radical
backpack

￥8,400 （本体価格￥8,000）

高温からラケット、スト
リングを保護するCCT

小物類の収納の便利な複数の
内ポケット

raDical series special features

長さ調整、取り外し可能なダブル・
ショルダーストラップ

バッグ上部から出し入れできる使
い易いシューズ収納ポケット。
シューズ・バッグ付き
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intellistring™

rip 
perfectcontrol

master

STRingS

ets 
(energy transfer string)

ultratour 

fXp power™ synthetic
gut pps

rip 
perfectpower

Set: Art. No. 281029 

Length: 12 m 

Gauge: 1.24 mm, 1.31 mm

Color 

Made in Austria

Set: Art. No. 281007 

Length: 12 m

Gauge:  1.24 mm, 1.30 mm

Color       

Made in Japan 

Set: Art. No. 281065  

Length: 12 m

Gauge:  1.24 mm, 1.34mm

Colors 

Made in Japan

Set: Art. No. 281024 

Length: 12 m 

Gauge: 1.31 mm

Color 

Made in Austria

fXp™

Set: Art. No. 281006 

Length: 12 m  

Gauges: 1.24 mm, 1.32 mm

Color 

Made in Japan

sonic pro™

Set: Art. No. 281028 
Reel: Art. No. 281128

Set: Art. No. 281023
Reel: Art. No. 281033

Length:  12 m / 200 m 

Gauge:  1.25 mm

Colors    

Made in Austria

Length: 12 m / 200 m 

Gauge:  1.28 mm

Colors 

Made in Taiwan

Length: 12 m 

Gauge:  1.20 mm, 1.27 mm

Colors     

Made in Austria

Set: Art. No. 281021 

Set: Art. No. 281004

全てのショットに無類のパフォーマンスで応える
HEAD ストリングスは革新的なテクノロジーをベースに最高品質の素材を用いて作られています。

その性能、均一性、耐久性において並ぶものはありません。

ソフトフィールで

優れた反発性能
ユニークなポリプロピレン製リボン・アウ
ターラップに包まれたマルチフィラメント
は、自由に動くことで優れたエネルギー伝達
性を備え、かつてないパワー、素晴しい打球
感と耐久性を実現します。

ややゆるめに編まれたパワー・コアを
採用して食いつき感とスピン性能を高
めたコントロール重視のストリング。
テンション維持性能も高い。

1.20mm と 1.27mm をラインナップした
ハードヒッター向けポリエステル・モノスト
リング。耐久性を求めるプレーヤー向け。

3 本の「ファイバー・ジェル」を挿入したナ
イロン・コアに独自のフィラメントを巻きつ
けた構造。しっかりとした打感とタッチを生
むコントロール・ストリング。

特殊な分子構造を持つポリエステルを配合。
耐久性はもちろん、さらにソフトフィーリン
グとパワーも求めるプレーヤーに最高品質の
ポリエステル・モノストリング。

ナイロン・コアにシングルラップを施した
オーソドックスなストリング。パワーと耐
久性を兼ね備えたオールラウンド・ストリ
ング。

きつめに編まれたパワー・コアテクノロジー
採用のパワー系ストリング。打ち応えのある
打球感とソフトな打感、さらにテンション維
持性能にも優れる。

デュポン社製ファイバーをコアに使用し、そ
の周りを独自構造のフィラメントでラップし
た、ソフトなパワー系ストリングス。

ナイロン・モノフィラメントに高い弾力性
と撥水性を持つPPSを巻きつけることで、
ソフト感と耐久性を向上。

RIP テクノロジーの 2 種類のストリング
によるハイブリッド。パワーとスピン性能
を引き出します。

正確なショットと

快適フィール

耐久性を備えた

オールラウンド

￥2,940 （本体価格￥2,800）

¥3,360 （本体価格¥3,200）

￥1,890 （本体価格￥1,800）

Set :      ¥2,520 （本体価格¥2,400）

Reel : ￥34,650 (本体価格￥33,000)

Set :     ￥1,890 （本体価格￥1,800）

Reel : ￥27,300 (本体価格￥26,000)
¥2,625 （本体価格¥2,500）

¥3,360 （本体価格¥3,200） ￥3,150 （本体価格￥3,000） ¥2,835 （本体価格¥2,700） ￥1,785 （本体価格￥1,700）

￥630 （本体価格￥600）

￥1,260 （本体価格 ￥1,200）

heaD logo stencil/ ink
ロゴステンシル / インク
ステンシル Art.No.286008

カラー：ブラック

インクArt.No.288777
カラー：ブラック、シルバー

Length: 12 m  

Gauge:  1.30 mm

Color　   　

Made in Austria

Colors     

Made in Austria

Length:  Main  6.5 m
　　　　 Cross 5.5 m

Gauge:  Main  1.28 mm
　　　　 Cross 1.23 mm 

　　　　 

このストリングは、ファイバー・ジェルと独自構

造をベースに開発されています。高弾力性のファ

イバー・ジェルのコアはポリエステルの周りを覆

い、しっかりとした打球感と食いつき感を実現

しました。FXP は反発性とコントロール性を高

い次元で両立させ、さらに、デュポン社のパー

ル・コーティングにより、耐久性も併せ持つ、オー

ルマイティなストリングです。

fXp™ string

パワー・コアは1,100 本以上のポリアミド・マ

ルチ・フィラメント・ファイバーを使い、5 本の

束に編みこまれた構造です。インパクト時のエ

ネルギーを最大限にボールに伝え、プレーヤー

の意思やパワーを確実に、すばやくラケットか

らボールへ伝えるためのコア構造です。

powercore
technology

より、ナチュラル・ガットに近づけるために、通

常の細いファイバーではなく、約 3mm 幅の狭

いリボン状の素材を使用しています。この素材

は特別に開発された、「ポリオレフィン」という

もので、ポリプロピレンとポリエチレンの複合素

材です。湿気を寄せ付けず、非常に高い耐久性

を持っているのが特徴。この素材を独自の生産

工程で、“編み込んでいく”という全く新しいタ

イプのストリングスです。コアとなるマルチフィ

ラメントは素材や太さまたは、ツイストさせるな

ど変化をもたせることで、異なる特徴のストリ

ングスを生み出すことが可能となります。さら

に、特筆すべき点は、従来では、フィラメントは

レジン（接着材）によって、固定されていますが、

RIP テクノロジーでは、コアとそれを覆うリボン

部分が接着されておらず、コアがストレスなし

に自由に伸縮できるということです。これにより、

反発力、ソフトな打球感、そして、ナチュラルの

ように、弾力性が衰えず、テンション維持性能

も高いハイパフォーマンス・ストリングができた

のです。

rip technology 
(ribbon improved performance)

powerstrip
technology

PPS（ポリフェニレン・サルファイド）という特

殊な原子配列を持つ、全く新しい素材をリボン

状にしたものを、モノ・フィラメント・コアに巻

きつける構造。PPS は高い弾力性、高密度、

撥水性さらに、耐熱、耐磨耗性を有しており、

従来のストリングに比べ、反発力と耐久性に優

れています。

Set: Art. No. 281104

color legeND

white

silver

white/silver

white/black

naturalyellow/black

silver/black

　    rip tech 　  　   fXp 　   polyester 　   syNthetic
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geAR/AcceSSORieS

Art. No. 282000 Art. No. 285014

Colors ▲  ▲  ▲   Made in TaiwanColor   Made in Taiwan

Color ▲  ▲  Made in Taiwan

Color    Made in Taiwan

Art. No. 282010

Art. No. 282009

Colors    Made in Taiwan

Art. No. 282020

 

Colors    Made in Taiwan

Art. No. 285206

Art. No. 288011 Art. No. 285028 Art. No. 285501

Art. No. 288070

 

Art. No. 285104

agassi pro gripXtremesoft™prestige™ proprestige™ pro single

smartsorb™ logo ii Dampener

softcase

hydrosorb™hydrosorb™ tourleather tour

ハイ・クオリティなプレミアム・アクセサリー
HEAD の高品質・高機能アクセサリーは、いかなる状況下においても最高のパフォーマンスを発揮します。

ツアー・プロの要望から生まれた、高品質
なレザーグリップ。プレーヤーにしっかり
とフィーリングを伝えます。

ジュコビッチ等多くのプロが使用する、グ
リップ性、耐久性に優れたツアー仕様グリッ
プテープ。白、黒を用意。

多くのプロが使用する、高品質グリップ
テープ。ウェットタイプでしっかりとし
たグリップ性を発揮、しかも耐久性にも
優れる。

6-8 本のメイン・ストリングスに装着して、
最大の振動吸収効果を発揮。

サイズ：765X345
カラー：ブラック

ヘッドのアイコンをデザインした振動
止め。

ジョコビッチが使用する、オレンジの
ダンプナー。ブラックベースのダンプナー。HEAD

アイコンが白とオレンジの２色で新登場。

ソフトで吸水性に優れた、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。

無数の細かい穴を持ち、通気性とソフト感
に優れた、ガスケなど多くのプロが愛用す
るドライタイプ。

ツイン・チャンネルシステムが最高の快適
性と通気性を実現。しっとりとした表面は
グリップ性が高く、大き目のホールをは吸
汗性に優れたソフトなグリップ。

衝撃吸収性が高く、グリップ性にも優れ
るソフトなグリップ。機能性と快適性を
併せ持つ。リプレースメント・グリップ
の定番。

￥2,625 （本体価格 ￥2,500）

￥367 （本体価格￥350） ￥945 （本体価格 ￥900）

￥840 （本体価格 ￥800）

￥2,100 （本体価格￥2,000）

￥630 （本体価格 ￥600）/2個入 ¥630 (本体価格 ¥600)/ 2個入

￥840 （本体価格 ￥800） ￥945（本体価格 ￥900）

￥1.575 （本体価格￥1,500） ￥1.575 （本体価格 ￥1,500）

レザーツアー

プレステージ・プロ（1本入） プレステージ・プロ（3本入）

スマートゾーブ

ソフトケース

ロゴ II ダンプナー
Djokovic Dampener 
ジョコビッチ・ダンプナー

Xtra Damp 
エクストラ・ダンプ

エクストリームソフト アガシ・プログリップ

ハイドロゾーブツアー

Art.No.285511-WH 
Art.No.285511-OR

¥630(本体価格 ¥600)/２個入

ハイドロゾーブ

Colors   

Color    Made in USAColors       

Made in Taiwan

Colors       Made in Taiwan  Color ▲  ▲  Made in TaiwanColor    Made in Taiwan 

Art. No. 282011 
サイズ：1,2

￥2,100（本体価格 ￥2000）

multizone grip
マルチゾーングリップ

Made in Taiwan  

HEAD Austria GmbH, Tel: (0043) 1/70179-0

HEAD Germany GmbH, Tel: (0049) 89/909995-0

HEAD Switzerland, Tel: (0041) 41/7670707

HEAD France, Tel: (0033) 476/626900

MARES S.P.A., Tel: (0039) 0185/2011

HEAD Spain S.L., Tel: (0034) 93/4092080

HEAD UK Ltd., Tel: (0044) 1539/724740

HEAD Tyrolia Sports Canada Inc., Tel: (001) 519/8221576

HEAD/Penn Racquet Sports, Tel: (001) 602/269-1492

HTM Sports Japan K.K., Tel: (0081) 3/3221-7880

Headquarter: HEAD Sport AG, Tel: (0043) 5574/608-0

www.head.com

▲
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new

new new

new new

new

new

new new

color legeND

black/red

black/orange

black/yellow

black/silver

black/white

grey/black

white/black

black/blue

navy

blue

silver

red

pink 

orange

yellow

 clear

white

grey

light blue

light pink 

black

leather

Art.No.287011

素材：ポリエステル100%

カラー：レッド

prestige cap
プレステージ・キャップ

¥3,150（本体価格¥3,000）

Art. No. 287020

素材：ポリエステル100%

カラー：ホワイト、ブラック   

tour team cap
ツアー・チーム・キャップ

¥3,150 (本体価格¥3,000)

Art.No.287001

素材：ポリエステル100%

カラー：ホワイト

performance cap
パフォーマンス・キャップ

¥2,625（本体価格¥2,500）

Art.No.287301

素材：ポリエステル100%

カラー：ホワイト

extreme cap
エクストリーム・キャップ

¥2,940（本体価格¥2,800）

Art.No.287048

素材：ポリエステル100%

カラー：ブルー、ブラウン、ネイビー、レッド

promotion cap
プロモーション・キャップ

¥2,625（本体価格¥2,500）



 ※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ものを除きオーストリア・デザイン／中国生産です。

    エイチ・ティ・エム スポーツ ジャパン株式会社　www.htm-sports.co.jp  www.head.com  Tel.03-3221-7880　    2010.06


