
2021年度 取り扱い中止・廃番商品

商品コード 商品名

23-410 NRAJシャフルボード・セット12mタイプ・セット 廃番

23-420 NRAJシャフルボード・セット9mタイプ・セット 廃番

23-431 NRAJシャフルボードコート (収納袋付)12m 廃番

23-445 シャフルボードキュー(アジャスタブルタイプ)1本 廃番

23-446 シャフル キューヘッド(アジャスタブルタイプ) 廃番

23-465 シャフルボード ディスク 〔8枚組・キャリヤー付き〕 廃番

27-010 クロッケー木製ボール入りセット 廃番

27-020 クロッケープラスチックボール入りセット 廃番

27-100-01 クロッケーマレー[青] 廃番

27-100-02 クロッケーマレー[オレンジ] 廃番

27-100-03 クロッケーマレー[緑] 廃番

27-100-04 クロッケーマレー[赤] 廃番

27-100-05 クロッケーマレー[黄] 廃番

27-100-06 クロッケーマレー[茶] 廃番

27-150 クロッケーマレーセット 廃番

27-200-01 クロッケー[木製ボール]青 廃番

27-200-02 クロッケー[木製ボール]オレンジ 廃番

27-200-03 クロッケー[木製ボール]緑 廃番

27-200-04 クロッケー[木製ボール]赤 廃番

27-200-05 クロッケー[木製ボール]黄 廃番

27-200-06 クロッケー[木製ボール]茶 廃番

27-250 クロッケー[木製ボール]6色セット 廃番

27-300-01 クロッケー[Pボール]青 廃番

27-300-02 クロッケー[Pボール]オレンジ 廃番

27-300-03 クロッケー[Pボール]緑 廃番

27-300-04 クロッケー[Pボール]赤 廃番

27-300-05 クロッケー[Pボール]黄 廃番

27-300-06 クロッケー[Pボール]茶 廃番

27-350 クロッケー[Pボール]6色セット 廃番

27-410 クロッケー[フープ](6本入り) 廃番

27-420 クロッケー[ペグ] 廃番

27-430 クロッケー[バッグ] 廃番

32-044-01 ディスキャッチャー・トラベラー【イエロー】イエロー 廃番

32-044-05 ディスキャッチャー・トラベラー【ブラック】黒 廃番

32-321 ウルトラスター(ディスク) 取扱中止

32-333 ドッヂビー200 取扱中止

32-341 ディスクゴルフ レクリエーション・オールラウンド 廃番

32-342 ディスクゴルフ パット&アプローチ 取扱中止

32-601 ドッヂビー270(ミカサモデル)ブルー 取扱中止

32-602 ドッヂビー270(ミカサモデル)ピンク 取扱中止

32-603 ドッジビー250(ミカサモデル)ブルー 取扱中止

32-604 ドッジビー250(ミカサモデル)オレンジ 取扱中止

32-605 ドッジビー230(ミカサモデル)ブルー 取扱中止
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商品コード 商品名

32-606 ドッジビー230(ミカサモデル)イエロー 取扱中止

36-551 Xロープバトル 取扱中止

36-631 NRAJオリジナル クッブ (KUBB) 廃番

36-903 ギボンクラシックライン 取扱中止

36-906 ギボンツリーウェアー 取扱中止

36-910 ギボンスラックラック 4M  # 取扱中止

36-913 ギボンスラックラッククラシッククラシック 取扱中止

36-914 ギボンスラックラッククラシックエクステンション 取扱中止

37-111 スクラムミニゴルフセット2 取扱中止

41-311 ラケットテニス ボール[1ダース] 取扱中止

41-321 ラケットテニス用ネット 取扱中止

41-330 ラケットテニス セット 210 取扱中止

41-331 ミニチュアテニス ラケット 取扱中止

43-211 コーティングボール(ケンコーソフティーボール)180赤 取扱中止

43-212 コーティングボール(ケンコーソフティーボール)180黄 取扱中止

43-213 コーティングボール(ケンコーソフティーボール)180緑 取扱中止

43-214 コーティングボール(ケンコーソフティーボール)180青 取扱中止

43-672 タグラグビー 取扱中止

43-673-01 タグラグビーベルト【グリーン】 取扱中止

43-673-02 タグラグビーベルト【ホワイト】 取扱中止

43-673-03 タグラグビーベルト【ライトグリーン】 取扱中止

43-673-04 タグラグビーベルト【ブルー】 取扱中止

43-796 フラッグフットボール 取扱中止

43-797-01 フラッグフットボール用フラッグY 取扱中止

43-797-02 フラッグフットボール用フラッグBL 取扱中止

43-991 ペンタゴンDX  (空気入れ) 取扱中止

43-995 ハイボリュームポンプ (空気入れ) 取扱中止

44-410 ジャンボバウンスボール 取扱中止

50-430 おえかきプレーン(ペン無し) 取扱中止

51-220 フォーティーワン・ゲーム 取扱中止

51-230 BLOCKHEAD(ブロックヘッド) 廃番

51-251 ロバンゲーム (ダイちゃん) 取扱中止

51-255 たしざん・九九 計算はさみゲーム 取扱中止

51-363 江戸いろはかるた 取扱中止

51-365 慣用句かるた 取扱中止

51-386 にほんごであそぼ いろはかるた 取扱中止

51-391 ことわざ漢字カルタ丸 第1集 廃番

51-403 羽根っこ20本セット 廃番

51-406 羽根っこゲーム　干支セトラセットⅡ 廃番

51-407 羽根っこゲーム　干支セトラシートⅡ 廃番

51-611 ポップアップサッカーゴール M 取扱中止

51-650 ドレミマット セット 取扱中止

51-860 開運お手玉ボード 取扱中止

52-031 IDストラップ[デラックス] 廃番
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商品コード 商品名

52-032 IDストラップ[スタンダード] 廃番

53-201 プラズマカー　　レッド 取扱中止

53-202 プラズマカー　　ブルー 取扱中止

53-203 プラズマカー　　イエロー 取扱中止

53-205 プラズマカー　　ターコイズグリーン 取扱中止

53-210 ジービーズ 取扱中止

53-550 ばらんすもうセット[青4・緑4・ホース4] 取扱中止

53-561 ばらんすもう単品[青1・緑1・ホース1] 取扱中止

53-562 ばらんすもう単品[緑2・ホース1] 取扱中止

53-563 ばらんすもう単品[青2・ホース1] 取扱中止

54-201 レクトレ・バンド最弱(ベージュ) 取扱中止

54-202 レクトレ・バンド弱々(黄) 取扱中止

54-203 レクトレ・バンド弱(赤) 取扱中止

54-204 レクトレ・バンド中(緑) 取扱中止

54-205 レクトレ・バンド強(青) 取扱中止

60-207 チュックボール・ハンドブック 廃番

60-212 レクリエーション・コーディネーター 活動ハンドブック 廃番

60-216 コーフボール・ハンドブック 廃番

60-217 ディスクゴルフ・ハンドブック 廃番

60-219 オープンウォーター フィンスイミング・ハンドブック 廃番

60-221 タッチラグビー・ハンドブック 廃番

60-228 小さく生んで大きく育てる総合型スポ・レククラブのつくり方 廃番

60-231 コミュニケーションを深める ソング&ダンス集 廃番

60-233 子どもの! ママの! やってみたいを引き出す運動あそび集 廃番

60-234 “まち”にさがそう! 男おやじの居場所 廃番

60-235 なつかし遊び集 廃番

60-237 介護を彩る手遊び・散歩 廃番

61-013 インディアカ教本 廃番

61-102 高齢者いきいきあそび集 廃番

61-103 自然にやさしい野外レクリエーションのすすめ 廃番

61-104 高齢者いきいきあそび集 第2集 廃番

62-860 チャレンジ・ザ・ゲーム ハンドブック 廃番

63-125 手づくり音遊び[CD付録付] 廃番

63-129 介護者必携 高齢者いきいきあそび集 第3集 廃番

63-134 遊びでリハビリ 廃番

63-135 介護者必携 高齢者いきいきあそび集 第4集 廃番

63-138 楽しい! カンタン! クラフト集 かわいい手作りさん 廃番

63-139 介護者必携 高齢者いきいきあそび集 第5集 廃番

63-140 ゼロから始めるウォークラリー 廃番

63-142 遊びでリハビリ2 廃番

63-143 介護者必携 高齢者いきいきあそび集 第6集 廃番

63-144 高齢者うきうき素材集 廃番

63-145 毎日がごきげん! わくわく人生を楽しむクラフト 廃番

63-146 みんなで作ろう! 折り紙アート 廃番
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商品コード 商品名

63-147 素足の時間・えがおのリレーを楽しく踊ろう! 踊り方集 廃番

63-148 介護者必携 高齢者いきいきあそび集 第7集 廃番

63-149 高齢者いきいきあそび集 第8集 廃番

66-160 懐かしい歌　思い出の歌 廃番

70-381 シニアのための楽しい脳トレーニングワートシート① 廃番

70-426 声に出して楽しむ落語 廃番

72-310 親子でチャレンジ! 元気アップ・エクササイズ[DVD] 廃番

72-320 『楽しく踊ろう! ダンス&ダンスベスト10』[DVD] 廃番

74-001 ふれあう歌・うた・SONG[CD] 廃番

74-003 ふれあう踊り・おどり・DANCE[CD] 廃番

74-004 高齢者のための健康体[CD] 廃番

74-004-02 解説書:高齢者のための健康体操(非売品) 廃番

74-006 コミュニケーションのためのフォークダンス[CD] 廃番

74-010 素足の時間/えがおのリレー[CD] 廃番
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2021年度 価格変更商品

商品コード 旧価格 新価格

26-015 ターゲット・バードゴルフ
TBGカラーボール[12個

入り]
¥6,600

2021年7月頃価格改定

予定

26-020 ターゲット・バードゴルフ TGB常設ホール ¥26,000
2021年7月頃価格改定

予定

26-030 ターゲット・バードゴルフ 台座(常設ホール用) ¥5,000
2021年7月頃価格改定

予定

26-040 ターゲット・バードゴルフ
アイアン ウインストン

モデルⅠ型
¥22,500

2021年7月頃価格改定

予定

26-041 ターゲット・バードゴルフ アイアン・ミズノ製 ¥6,000
2021年7月頃価格改定

予定

26-055-03 ターゲット・バードゴルフ
TBGショットマット[ス

トレート]
¥3,300

2021年7月頃価格改定

予定

26-055-04 ターゲット・バードゴルフ
TBGショットマット

[カール]
¥3,300

2021年7月頃価格改定

予定

28-402 グラウンド・ゴルフ クラブ普及セット ¥35,000 ¥38,500

31-010 公式ワナゲ 公式ワナゲセット ¥15,800 ¥18,000

31-013 公式ワナゲ
公式ワナゲバッグ付

セット
¥20,000 ¥23,000

43-911 キンボールスポーツ
インナーボール(ラテッ

クス)
¥6,500 ¥7,500

43-919 キンボールスポーツ スコアボード ¥28,000 ¥38,000

2021年度 仕様変更商品

商品コード 2020年度 2021年度

41-713 アウトドアラケットセット
在庫無くなり次第カ

ラー変更
ブルー オレンジ

43-015 ふらば～るＤＸ 仕様変更予定 2021年度取扱中止

49-600
ラダーゲッター・フルセッ

ト

仕様変更セット内容変

更

商品名

商品名
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