


さらなる
快適な操作性のために

CrossBowデザインの特徴は、フレームとヨーク・ブリッジからなる世界初の2ピース・ラケット構造です。

CrossBowはバネや弓のようなはたらきをし、インパクトの間にエネルギーをため込みます。
CrossBowはダイナミック・ブリッジを持つ史上初かつ唯一のラケット構造で、ブリッジとストリング面の両方にエネルギーを蓄えます。

蓄えられたエネルギーは、ボールがストリング面から離れる瞬間に解放され、最大限の反発性を生み出します。

Gripsize-Chart
   XS　0/1 or 4 1/8
 　S　 1/2 or 4 1/4

インテグリップ
HEADのインテグリップは、2つのブラッシュ
・アルミ・コネクターの下に埋め込まれた
新開発の衝撃吸収材とシャフトで構成さ
れています。これにより、手につたわる振
動は大幅に抑えられ、最高の快適性が実
現されます。

2．完璧なバランス設計
軽量でありながら、ヘッドが重く
ならないバランス設計。これに
より、振り始めの動作もスムー
スで、ボレーなどネットプレイも
完璧です。

3．エルゴノミック（人間工学）
    グリップ
グリップは下部から上部にかけて細くなるユ
ニークな形状。こうすることで、握りやすくネジ
レが減少。快適性と卓越したハンドリングは
優れたボール・コントロールを実現します。

HEADの画期的な新技術CrossBow（クロスボウ）テクノロジーは、エネルギーを最大限に高
め、最高のパワーを引き出します。インパクトの瞬間、ヨーク・ブリッジがラケットフレームとは
独立してたわみ、引き絞られた弓のようにエネルギーを蓄えます。ショットのたびにこのエネ
ルギーが解放され、絶大なパワーを生み出します。ブリッジには10本のストリングが通ってい
るため、CrossBowは固定ブリッジ・ラケットよりも圧倒的にスイートスポットが広く、安定し
たパフォーマンスとしっかりとした、かつソフトな打球感を生み出します。

世界初の
ダイナミック・ブリッジ・ラケット構造

新たにCrossBowテクノロジーを搭載
し、一層の軽量＆パワーを実現する
シリーズ。CrossBow AFラケットは、
さらに操作性、快適性を求めるプレー
ヤーのニーズに応えるために特別に
開発されたラケットです。

１．軽量かつパワフル
操作性を高めるには軽量である
べきですが、パワーや面安定性も
優れていなければなりません。
CrossBoｗテクノロジーを搭載し
て、軽量ながら、パワフルでしっか
りとした打球感を実現しました。

スタビライザー
ラケットシャフト部に組み込まれたスタ
ビライザーは、ボールの衝撃を受けてフ
レームのしなりとは反対方向に振れま
す。これはフレームの振幅を相殺してラ
ケットの振動をきわめて効果的に排除
し、最高の快適性を実現します。

CrossBoｗ10・6対応

CrossBoｗ AF 7・5・3対応



画期的な新技術と独自のハイテク・デザインを備えたCrossBow
ラケットは、パワフルでありながら、快適かつ楽にスイングできます。
CrossBowなら、かつてないほど快適でパワフルなプレーをすることが
できます。

CrossBow 10
124平方インチで軽量かつ最も
パワフルなCrossBowラケットは、
最高の操作性を備え、卓越したパ
フォーマンスを実現します。スタ
ビライザーはラケットの振動を取
り除き快適性を高めます。

最先端を行くパワー系高性能ラケット さらに快適性を追求したパーフェクトバランスラケット

品　番 ：
テクノロジー ：
素　材 ：
ヘッドサイズ ：
ウエイト ：
バランス ：
フレーム厚 ：
長　さ ：
ストリング・パターン ：
サイズ ：
推奨ストリング ：
グリップ ：
価　格 ：

230029
クロスボウ
グラファイト＋メタリックス™
124 平方インチ
平均255 g
平均350 mm
30 / 32 / 29 mm
27.3インチ
16 / 19
1,2,3 
ETS
ハイドロゾーブ
¥44,100（本体価格：¥42,000）
Made in China

品　番 ：
テクノロジー ：
素　材 ：
ヘッドサイズ ：
ウエイト ：
バランス ：
フレーム厚 ：
長　さ ：
ストリング・パターン ：
サイズ ：
推奨ストリング ：
グリップ ：
価　格 ：

230049
クロスボウ
グラファイト＋メタリックス™
112 平方インチ
平均260 g
平均350 mm
29 / 30 / 29 mm
27.3インチ
16 / 19
1,2,3 
ETS
ハイドロゾーブ
¥39,900（本体価格：¥38,000）
Made in China

CrossBow 6
すばらしいピックアップ・フィー
ル（ラケットを持ったときの重
量感）と幅広いプレーヤー層へ
の訴求力を備え、パワー、コン
トロールそして操作性にとバラ
ンスのとれた快適ラケットです。

CrossBow AF 7
CrossBowテクノロジーを搭載し
たシリーズ中最もパワフルなラ
ケットは、軽量かつ完璧なバラ
ンスと広いスイート・エリアを備
えています。独自のエルゴノミク
スグリップは握りやすく、快適性
とコントロールを保証します。

CrossBow AF 5
パワーとコントロール
の完璧なバランスを備
えたオーバーサイズ軽
量ラケット。CrossBow
テクノロジーとインテ
グリップを新採用しま
した。

CrossBow AF 3
卓越した操作性を実現
する完璧なバランスを
備え、しっかりと振りぬ
きたいプレーヤーのコ
ントロールを向上させ
る102SQインチのモデ
ルです。

HEADのCrossBow AFラインナップは、快適性を求めるプレーヤー特有の
ニーズにしっかりと応えます。是非ご自分でお試しになって、HEADの
CrossBow AFラケットがゲームにもたらす違いのほどを実感してください。
新しくなった斬新なデザイン、CrossBowによってさらに高まったパワー、
軽量ながら快適性と完璧なバランスを備えたこれらのラケットは、
快適なプレーを求める世界中の
プレーヤーに最適なラケットです。

スタビライザー
ラケットシャフト部に
組み込まれたスタビ
ライザーは、ボールの
衝撃を受けてフレー
ムのしなりとは反対方
向に振れます。これは
フレームの振幅を相
殺してラケットの振動
をきわめて効果的に
排除し、最高の快適性
を実現します。

CrossBoｗ10・6対応

230129 
クロスボウ
グラファイト＋メタリックス™
115 平方インチ
平均245 g
平均355 mm
29 / 31 / 29 mm
27インチ
16 / 19
XS(1), S(2)  
ETS
エルゴフィール
¥37,800（本体価格：¥36,000）
Made in China

230139
クロスボウ
グラファイト＋メタリックス™
109 平方インチ
平均250 g
平均350 mm
28 / 29 / 29 mm
27インチ
16 / 19
XS(1), S(2)  
ETS
エルゴフィール
¥36,750（本体価格：¥35,000）
Made in China

230149
クロスボウ
グラファイト＋メタリックス™
102 平方インチ
平均260 g
平均345 mm
26 / 28 / 29 mm
27インチ
16 / 19
XS(1), S(2)  
ETS
エルゴフィール
¥34,650（本体価格：¥33,000）
Made in China



Visor
汗吸収性を持つソフトで快適な素材を用いた
フリーサイズ・バイザーです。

ACCESSORIES

ETS
(Energy Transfer String)
HEADの新開発エナジー・トランスファー・ス
トリング（エネルギー伝達ストリング）は、新
しいCrossBowラケット用に特別に開発さ
れました。ユニークなポリプロピレン製アウ
ターラップに包まれた、自由に動くソフトな
マルチフィラメント・コアは、最適な弾性とエ
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。

ErgoFeel Grip
ソフトでしっとりとしたフィーリングを持ち、
革新的なテーパード（先細）グリップ・シス
テムが、抜群の快適性と最高のラケット・コ
ントロールを実現します。
カラー ： ホワイト

HydroSorb Grip
衝撃吸収性が高く、クッション性、グリップ
性にも優れる機能性と快適性を併せ持つ、
リプレースメント・グリップです。
カラー ： ホワイト、ブラック

Bag
トレンディなカラー・コンビネーションをなす特製
840D/PVCとエナメル素材は、これらのバッグにユニークで
新しい外観をもたらしています。
また、デザインへの注力と特別仕立てのコンパートメント
構造が、最高の快適性と機能性を実現します。

AF CombiAF Backpack

ETS ：
品　番 ：
ゲージ ：
長　さ ：
カラー ：
価　格 ：

イー・ティー・エス
281029
1.31ｍｍ /1.24mm
12m
ホワイト
￥2,940
（本体価格：¥2,800）
Made in Taiwan

HydroSorb Grip ：
品　番 ：
カラー ：
価　格 ：

ハイドロゾーブ
285104
ホワイト、ブラック
￥1,575
（本体価格：¥1,500）
Made in Taiwan

ErgoFeel Grip ：
品　番 ：
カラー ：
価　格 ：

エルゴフィール
285017
ホワイト
￥1,575
（本体価格：¥1,500）
Made in Taiwan

AF Backpack ：
品　番 ：
サイズ ：
価　格 ：

エーエフ・バックパック
283479
30 × 14 × 38cm
オープン
Made in China

Visor ：
品　番 ：
素　材 ：
サイズ ：
カラー ：
価　格 ：

バイザー
287017
100％コットン、コットンツイル
フリー
ホワイト、ブラック
¥2,625 (本体価格：¥2,500）
Made in China

AF Combi ：
品　番 ：
サイズ ：
価　格 ：

エーエフ・コンビ
283459
71 × 28 × 31cm
オープン
Made in China






