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推奨年齢：3歳以上はじめてのなわとび®
参考上代　¥880（税別）
統一・ピンク
ブルー
・ロープの長さ／1.8m
・カートンサイズ／W70×D375×H415（mm）
・アソート内容／【60本】単色／箱（5本×12袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：PVC
　　　  キャップ：PE　回転体：PE・PP　 袋：PE
 　　　 はじめてカバー：PVC

JAN :  4952002030454
JAN :  4952002030461

3重跳びを
目指せ！

・三重跳びは更に重いグリップで決まり！
・二重跳びの新化バージョン
・高学年向き

鈴木名人の跳び方のコツを伝授！

対象年齢：小学校低学年～高学年三重跳び名人
参考上代　オープン
　ブルー
　ピンク
　ブラック
　イエロー
・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W405×D700×H245（mm）
・アソート内容／【200本】単色（10本×20袋/箱）
　　　　　　　【200本】4色／箱（単色10本×4色×5袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：ABS 
　　　  キャップ．回転体：PE・PP　袋：OPP　冊子：紙

JAN :  4952002030690
JAN :  4952002030706　
JAN :  4952002030713
JAN :  4952002030720

対象年齢：小学校低学年～中学年

はじめて
とべたよ!

・全てのスポーツに通じるバランス力が鍛えられる
・小さな手にもフィットするグリップカバー
・上手になったら「はじめてカバー」を取ると普通の
なわとびに変身する「ダブルロープ設計」

業界初！はじめての子でもひっかからない！とびやすい！
「はじめてカバー」を採用

2重跳びなら
これだ!

二重跳び名人
参考上代　オープン
　ブルー
　ピンク
　ブラック
　イエロー
・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W405×D700×H245（mm）
・アソート内容／【200本】単色（10本×20袋/箱）
　　　　　　　【200本】4色／箱（単色10本×4色×5袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：PVC
　　　  キャップ．回転体：PE・PP　袋：OPP　冊子：紙

JAN :  4952002030645
JAN :  4952002030652
JAN :  4952002030669
JAN :  4952002030676

・二重跳びはグリップの重さで決まり！
・ヒュンヒュン跳んで、音で差をつけろ！
・九角ロープで早回ししても切れにくい

鈴木名人の跳び方のコツを伝授！

金額は税込価格です
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対象年齢：6歳以上とんピーのなわとび

・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W405×D700×H245（mm）
・アソート内容／【300本】単色（20本×15袋/箱）
　　　　　　　【300本】4色／箱（単色5本×4色×15袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：PVC
　　　  キャップ：PE　回転体：PE・PP　袋：OPP　冊子：紙

JAN :  4952002010029

・蛍光色のらせん模様がきれいな
・小さな子供が大好きな色のなわとびです
・二重構造で切れにくい

50年間の超ロングセラー！

愛され続ける
定番なわとび

対象年齢：小学校中学年以上スキッピョン
参考上代　¥550（税別）
　アソート・ブラック
　ピンク
　グリーン
・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W400×D680×H450（mm）
・アソート内容／【240本】単色（12本×20袋/箱）
　　　　　　　【240本】3色／箱（単色4本×3色×20袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：ABS
　　　  回転体：PE・PP　袋：OPP　名前シール：プラ

  JAN :  4952002030188
  JAN :  4952002030072
  JAN :  4952002030089

・速跳びにはグリップの上のウェイトが鍵！
・すべりにくいノンスリップグリップ
・鈴木めぐみのレッスンビデオアドレス付き
・名前シール付き

世界記録保持者 鈴木めぐみが監修

速さを極め
る！

対象年齢：6歳以上スキッピョン X
参考上代　¥660（税別）
　ピンク
　ブルー
・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W395×D825×H320（mm）
・アソート内容／【160本】単色／箱（10本×16袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：PVC
　　　  回転体：PE・PP　袋：PVC　名前シール・台紙：紙

JAN :  4952002030348
JAN :  4952002030355

・技跳びに最適なロンググリップ仕様
・ヒュンヒュン跳んで、音に差をつけろ！
・鈴木めぐみのレッスンビデオアドレス付き
・名前シール付き
・持ち運びに便利なポーチ入り！

世界記録保持者 鈴木めぐみが監修

技を極める
！

対象年齢：小学校高学年以上プロのなわとび
参考上代

・ロープの長さ／2.5m
・カートンサイズ／W405×D700×H245（mm）
・アソート内容／【120本】単色（10本×12袋/箱）
・材質／ロープ：PVC　グリップ：木
　　　  回転体：メタル・PP　袋：PVC　台紙：紙

¥1,100（税別）
JAN :  4952002030096

・お父さんが小学生の時に使いやすかったという事で
　探して買い求められる事が多い商品です。
・独自の回転体で、なわが自在に回りやすい仕様。
・グリップの長さも長年の名人の経験から導き出されています。

鈴木名人オリジナル

ロングセラー

参考上代　オープン
　ピンク
　イエロー
　ブルー
　グリーン



アプリのダウンロードは、各製品の
QRコードを参照してください。

対象年齢：
6歳以上メガ・跳びファイバー ジュニア

参考上代
　ブルー
　ピンク
　ブラック
　イエロー
・ロープの長さ／2.5m
・カートンサイズ／W460×D550×H355（mm）
・アソート内容／【160本】単色10本×16袋/箱
・材質／なわ：PVC・グラスファイバー　グリップ：PP/カバー：NBR
　　　  回転体：PE・PP　おもり：メタル　袋：0PP　台紙：紙

￥800（税別）
JAN :  4952002030805
JAN :  4952002030812
JAN :  4952002030829
JAN :  4952002030836

対象年齢：6歳以上メガ・跳びファイバー
参考上代
　ブラック
　ピンク
　ブルー
　イエロー
　グリーン
・ロープの長さ／2.5m
・カートンサイズ／W405×D560×H385（mm）
・アソート内容／【120本】単色10本×12袋/箱
・材質／なわ：PVC・グラスファイバー　グリップ：ABS/カバー：NBR
　　　  回転体：PE・PP　おもり：メタル　袋：PVC　台紙：紙

￥1,200（税別）
JAN :  4952002030492
JAN :  4952002030508
JAN :  4952002030515
JAN :  4952002030522
JAN :  4952002030539

世界初！なわとびトレーニングアプリ「JUMPSTA」を
ダウンロード出来るQRコード付き！

「跳ぶ」ための特別設計と、
なわとびアプリ「JUMPSTA」との連動で驚くほど上達！

・アプリでメキメキ上達！ドンドンレベルアップ！
・新グラスファイバーロープで
・新跡がつきにくい！切れにくい！伸びにくい！跳びやすい！
・手首が安定し、きれいなフォームで多重跳びがしやすい。

新開発のファイバーロープ仕様

・ベストバランスのグリップ。
・ノンスリップカバーが汗にも寒さにも強い！
・新開発のファイバーロープでよれにくく回しやすい

動画を送信すると、トレーナー達がアドバイスしてくれる動画を送信すると、トレーナー達がアドバイスしてくれる

対象年齢：大人美ボディーになる
参考上代　¥750（税別）
　レッド
　ピンク
　イエロー
　ブルー
　グリーン
　パープル

・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W320×D710×H305（mm）
・単色／箱（単色10本×12袋/箱）
・材質／ロープ：PVC＋グラスファイバー　グリップ：PP
　　　  クリップカバー：NBR＋PVC
　　　  シースルーバック：PVC
　　　  回転体：PE・PP　台紙：紙

JAN :  4952002031031
JAN :  4952002031048
JAN :  4952002031055
JAN :  4952002031062
JAN :  4952002031079
JAN :  4952002031086

・インナーマッスルを鍛え、脂肪を燃焼する
・なわとびトレーニングアプリ「JUMPSTA」で
　楽しくボディーメイク
・バックに入れて持ち運べるシースルーバック入り

1日1分からのボディーメイク

～時間がないと言いながら運動を
　　　先延ばしにしていませんか？～

美ボディー目指して！
縄跳びトレーニングできる！ JUMP NO

W！



対象年齢：　　　　　
小学校低学年～高学年

もりぞーのなわテク
跳びやすいなわとび
参考上代　¥800（税別）
ブルー
レッド

・ロープの長さ／2.5m
・アソート内容／【120本】単色／箱（単色10本×12袋/箱）
・材質／ロープ：エラストマー・ポリ 　グリップ：ABS
　　　  回転体：PE・PP　台紙：紙 　ブリスター：PET

JAN :  4952002031017
JAN :  4952002031024

はやとび

2重

ま え

こうさ

あ や

はやとび

2重

ま え

こうさ

あ や

はやとび

2重

ま え

こうさ

あ や

もちやすい
　　　8角形

ワザごとに
　もち手の位置がわかる！

もりぞーのなわテク！
日本中の小学生に

跳んでもらいたい

7重跳び世界記録保持者もりぞー監修

・世界記録保持者もりぞー監修
・技に合わせて親指を持つ位置ガイドに
　置くだけで飛べる！
・八角形グリップが持ちやすい！

意匠登録No.1688913号

もりぞーが跳び方のコツを動画で教えるQRコード付！

対象年齢：小学校中学年以上ぶっ跳び
参考上代　¥660
　黒
　赤
　青
・ロープの長さ／2.4m
・カートンサイズ／W405×D700×H245（mm）
・アソート内容／【180本】単色／箱（単色10本×18袋/箱）
・材質／ロープ：エラストマー 　グリップ：PP
　　　  回転体：PE・PP　袋：PVC　 名前シール・台紙：紙

（税別）
JAN :  4952002030256
JAN :  4952002030263
JAN :  4952002030270

・すべりにくいスポーツグリップ
・持ち運びに便利なポーチ入り
・名前シール付き

寒さに強く、しなやかな特殊ゴム素材

跳んで跳ん
で

跳びまくれ
！

Non P
VC !

Non P
VC !

小学校低学年～ 中学生 大人幼児

学年（年齢）別おすすめ商品

６才～ １１才～ １４才～３才～

●はじめてのなわとび●はじめてのなわとび ●とんピーのなわとび●とんピーのなわとび

●プロのなわとび●プロのなわとび

●二重跳び名人●二重跳び名人

●三重跳び名人●三重跳び名人

●メガ・跳びファイバー　ジュニア●メガ・跳びファイバー　ジュニア

●美ボディーになる。●美ボディーになる。

●スキッピョン●スキッピョン

●メガ・跳びファイバー●メガ・跳びファイバー

●もりぞーのなわテク跳びやすいなわとび●もりぞーのなわテク跳びやすいなわとび

●ぶっ跳び●ぶっ跳び



注文書
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はじめてのなわとび®

とんピーのなわとび

二重跳び名人

三重跳び名人

メガ・跳びファイバー ジュニア

メガ・跳びファイバー

スキッピョン

スキッピョン X

ぶっ跳び

もりぞーのなわテク

美ボディー

プロのなわとび

BE132HJ

BE004TN

BE054NJ

BE104SJ

BE194MJ

BE195MF

BE113SK

BE112SX

BE083BT

BE202MR

BE206BB

BE111PR

4952002010029

4952002030096

商　品　名 JANコードカラー 発注数（ケース）品　番 備考

電話番号
FAX番号

052-791-8155
052-791-1628

WEBお問い合わせ http://belltec.info/contact/

発 注 日 年　　　月　　　日

希望納品日 年　　　月　　　日

アソート・ブラック
ピンク
グリーン

 4952002030188
4952002030072
 4952002030089

黒
赤
青

4952002030256
4952002030263
4952002030270

ブルー
ピンク
ブラック
イエロー

4952002030645
4952002030652
4952002030669
4952002030676

ブルー
ピンク
ブラック
イエロー

ブルー
ピンク
ブラック
イエロー

4952002030690
4952002030706
4952002030713
4952002030720

ブルー
ピンク
ブラック
イエロー

4952002030805
4952002030812
4952002030829
4952002030836

ブラック
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン

4952002030492
4952002030508
4952002030515
4952002030522
4952002030539

レッド
ピンク
イエロー
ブルー
グリーン
パープル

4952002031031
4952002031048
4952002031055
4952002031062
4952002031079
4952002031086

ピンク

ブルー

4952002030454

4952002030461

ピンク

ブルー

4952002030348

4952002030355

ブルー

レッド
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02
01
03
04
02
01
03
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03
01
02
04
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04
02
05
07
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02
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イエロー 04

4952002031017

4952002031024


