
ベルト部 

TopA Glove ソフトボールフルオーダーシステム      

 

     革ボール・硬式   （和牛レザー）     ￥43,000（本体価格）＋ 税        

ゴムボール・軟式  （ステアレザー）    ￥34,000（本体価格）＋ 税 

      

ジュニア用    ￥27,000（本体価格）＋ 税               

※ オプションにより別途費用が掛かる場合がございます。 

  

 基本モデル 

                     

    TA – S2                              TA – S3               TA – S4（指又あり）     

    グラブ寸法 約２８cm         グラブ寸法 約２８cm         グラブ寸法 約２９cm 

    手入れ部・指入れ部細め                              ・ 指又あり…ポケット深めスタイル 

                                ※ 指又なし指定 可（特記事項へ記入） 

                     ※ グラブ寸法 

    TA – S5                             TA – S1               ・約２９．８cm  

    グラブ寸法 約２７cm         グラブ寸法 約２７．５cm       ・約３０．５cm もございます。 

                     ジュニア用 

 

 

            

②指カバー・指アテ 

ヘリ革 

③ウェブ 

①指入れ部 

 捕球面 

指止め 

 
⑨ラベル 

 

⑥ハミダシ 

⑦ポケットスタイル 

⑦手口レース巻き方 

⑤平裏 
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① 基本モデルと革ボール用・ゴムボール用、右投げ用・左投げ用、指入れ部サイズを 
お選びください。                                  

 

・ ＴＡから始まる基本モデルの型番を注文書にご記入ください。 

・ グラブの大きさはアップ、ダウン１０ｍｍ迄変更可能です。（５ｍｍ単位）（特記事項へ記入） 

※ 基本型より大きさの変更がある場合は別途費用として本体価格プラス 3,000円になります。 

・ 背面紐通し可能です。（特記事項へ記入）別途費用には含まれません。 

 

② 指カバー・指あてをお選びください。 

 

                                               

 

③ ウェブスタイルをお選びください。 

 

               
 

 

                 

 

 

 

    ※ ウェブスタイル SW の選択は基本モデル TA-S4（指又なし）のみ可能となります。 

 

※ ウェブは型やグラブのサイズによって付き方が異なります。 

※ 人差し指以外に取り付けの場合は特記事項へ    

  ご記入ください。 

 

※ 指カバーと指あては同時装着は出来ません。 

 

 

FT BS OP 

 

WI IN CR 

CR2 MP KW DC OPS SW 
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④ 本体カラーをお選びください。 

 

ブラック 赤オレンジ ライムイエロー ブルー ブラウン ナチュラルタン 

      

 

ホワイト ネイビー レッド ピンク ダークブラウン ダークグリーン 

      

※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 

 

※ ツートンカラー以上の対応は可能ですが、３色目以降は別途費用として 

１色につきプラス 1,000円になります。（平裏レザーの共革のカラー選択も含む）                  

    ※ ヘリ革のカラー指定は別途費用には含まれません。 

※ 投手が使用するグラブは、グラブの紐を含め多色でもよいですが、革ボール用、ゴムボール用共 

球以外の色でなければなりません。 

 

⑤ 平裏レザーをお選びください。 

 

① 共革【本体レザーと同じ材料を使用致します】 

※ 本体カラーの中から色をお選びください。 

 

② ソフトレザー【平裏専用のソフトな感触の牛革を使用致します】 

※ ソフトレザーはブラックのみです。 

 

⑥ ハミダシタイプ・カラーをお選びください。 

    

 ①キリハミ             ②タマハミ  

               

 

   

 

 

                                                   

 

※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 

ブラック 赤オレンジ ライムイエロー レッド ホワイト 

      

ブルー ブラウン ナチュラルタン ピンク ネイビー 

     

 

  白・革本来の色 

  赤オレンジ    茶色 

黄色       赤 

青        ネイビー 

※ 別途費用には含まれません。 
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ヨコトジシングル ヨコトジダブル ワイドダブル タテトジ 

⑦ ポケットスタイル / 手口レース巻き方をお選びください。 

 

ポケットスタイル 

             

 

 

 

 

 

手口レース巻き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ レースカラーをお選びください。 

    

レッド ブラック オレンジ ライムイエロー ブルー ダークブラウン タン ホワイト ピンク ネイビー 

          

                          ※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 

 

⑨  手入れ部サイズ / ラベルをお選びください。 

 

手入れ部               ラベル                          

                    

                        

※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 

※ TopA グラブのシルバーは白に近いシルバーの為、ゴムボールでの投手の方はご注意下さい。 

シンプルなスタイルで、 

オールポジションに適して 

います。 

親指を補強し、ヨコトジダブ

ルに加え土手を広く設定でき

る仕様です。 

土手がしっかりし、 

ピッチャー・外野手に適して   

います。 

シンプルなスタイルで、 

親指を補強し、オールポジシ

ョンに適しています。 

逆巻き 普通巻き 

全てのグラブに適応します。 土手が広くなりグラブが開きやすくなります。 

 

レギュラー 約１８cm 

細め    約１６cm 

※ 手入れ部サイズ大きめをご希望の方は 

特記事項へご記入ください。 
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⑩ 本体縫い糸カラーをお選びください。 

 

 

 

 

 

                             ※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 

※ 本体同系色は捕球面の革カラーと同系色になります。 

 

⑪ 刺繍を承ります。 書体・位置・カラーをお選びください。 

    

位置               カラー 

    

     

 

 

  

      書体 

        

 

 

 

 

 

 

※ 影付、フチ付刺繍は別途料金となります。ただし１箇所１０文字以内（英字１５文字以内） 

       全文字同色・同字体の場合です。 

※ 刺繍位置が１箇所で１１文字以上（英字１６文字以上）、又は２箇所目以上になる場合は、 

オーバーした文字数に対して 1文字につきプラス２５０円がかかります。 

※ ラベル無し（特記事項へ記入） 

・お好きな文字（基本型）をベルト部に入れて頂くこともできます。 

本体価格＋1,500円＋税 

※ オリジナルラベル又はオリジナル刺繍作成（特記事項へ記入） 

本体価格＋デザインソフト代 2,000円＋ラベル代又は刺繍代＋税 

 

※ どちらかを選択された場合、TopAロゴが親指又は小指に入ります。（ラベル選択要）  

本体同系色 

ネーム刺繍位置 

親指部分 ○ 

平裏部分 ○ 

背面部分 ○ 

ホワイト イエロー ピンク オレンジ レッド 

パープル ブルー ライトブルー ネイビー グリーン 

ブラック シルバー ライトゴールド ブラウン  

 単色 影付（オプション） フチ付（オプション） 

漢字【楷書 or行書】 

 

英字【ブロック体 or 

       筆記体】 

１０文字以内無料（１箇所） 

 

（英字は１５文字以内） 

プラス 1,000 円 

（１０文字以内 １箇所のみ） 

（英字は１５文字以内） 

本体価格にプラス 

プラス 2,000 円 

（１０文字以内 １箇所のみ） 

（英字は１５文字以内） 

本体価格にプラス 

or ホワイト ゴールド グリーン ブラウン レッド 

ライトブルー ネイビー ピンク ブラック イエロー 

イエローグリーン パープル オレンジ シルバー  

 

 

※ 印刷の加減により色味が多少違う場合がございます。 
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※ 親指部に丸型切抜き番号（2ケタまで）/漢字（1文字）も可能です（親指部つけ根部分） 

本体価格プラス４００円 

・台カラー（ 黒・赤・青・黄・えんじ・緑・金・銀 ）及び刺繍糸カラーをお選びください。 

（特記事項へ記入） 

この場合、親指止めが一本になります。 

  

 

 

    ・納期について 

      通常２か月ほどお時間を頂いておりますが、時期やその時の受注状況で多少前後する場合がございます。 

 

     ・お支払い方法について 

① 銀行振り込み（ゆうちょ銀行）…商品代金＋送料…振り込み確認後商品の発送。 

② 商品代引き…商品代金＋送料＋代引き手数料。 

      

・その他ご希望、ご質問があればお気軽にお問い合わせください。 

（ご希望に添えないこともありますのでご了承ください） 

 

    ・お問い合せ ０９０－１１５５－２５９１  定道 

             

携帯 mail アドレス   top_a_glove_2015@docomo.ne.jp  

            PC mail アドレス     top_a.glove1524@outlook.com 

                     LINE ID           topa2015 

 

 ・オーダー資料がご必要な方はお問い合わせ下さい。 

  ・オーダー注文書を FAXにて受付しておりますが FAXがない方は上記のアドレスにて 

画像添付でも受付いたします。 

 

 

 

     TopAグラブはわたくし自身中高生の指導者として過ごした中でグラブに対する思い 

プレイヤーがグラブに対する思いを叶えたく思いやりをモットーに立ち上げました。 

手になじむ良いものを使って頂きたく、製作は made in Japan にこだわり、 

グラブ作りの伝統を受け継がれている奈良のグラブ職人が革と製法にこだわり、 

職人の手で一つ一つ心を込めて仕上げさせて頂きます。              
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