リング交換に対応し
たチップを採用。
オプションにてスノー
リングに交換も可能。

※スノーリング
（別売）
：KT-04W、KB-07W装着可能
◆ブラック /BK
◆レッド /RD
◆ホワイト /WT

柔軟性に優れている
特徴のシャフトです。

φ14グラスファイバー

PROCEED TL GLASS

◆シャフト：アルミ合金材 直径16mm+グラスファイバー 直径14mm
◆グリップ：KG-M ◆ストラップ：KS-2-20 ◆リング：KT-1226 ◆フリーサイズ：100〜125cm

KPBB-9000

プロシードTLグラス

￥15,400(税込)(本体￥14,000)

パッチン

2 2：2 0 2 3

SKI POLE

専用に開発されたカ
ーボンは、
軽量としな
やかにたわむ独特の
持ち味を兼ね備えて
います。

φ12カーボン
リング下カーボンの傷
を防ぐチューブ方式
石突を採用。
バランスを損なわない
軽量設計パーツです。

◆サイズ : フリー 90〜110cm
◆サイズ : フリー 90〜110cm

先端チューブ加工
親指をグリップトップにも置け
る形状を採用。
ストラップの挿入口をオフセッ
トにし違和感も解消しました。

◆サイズ : フリー 90〜110cm

サムズアップ

KPBB-9001S

◆オレンジ /OG

◆ピンク /PK

◆ブルー /BL

￥20,350(税込)(本体￥18,500)
◆サイズ : フリー 100〜120cm
◆サイズ : フリー 100〜120cm

◆イエロー /YE

◆レッド /RD

新登場
◆サイズ : フリー 100〜120cm

◆シャフト：アルミ合金材 直径14mm+テーパーカーボン 直径12mm
◆グリップ：KWG-22 ◆ストラップ：KS-4-25 ◆リング：KB-13

KPBB-9001L

￥20,350(税込)(本体￥18,500)

パッチン

TELESCOPE

SERIES

スラロームジュニアテレスコ KPBB-7050

￥7,150(税込)（本体￥6,500）

プロシードTLカーボン14

SLALOM JR-TL

SERIES

MODEL

SKI

GRIP SET

◆シャフト：アルミ合金材 直径14mm+12mm
◆グリップ：KG-33 ◆ストラップ：KS-7-15 ◆リング：KB-03 ◆サイズ：フリーサイズ 70〜105/cm

PROCEED TL 14

◆ブラック /BK

JUNIOR

POLE

SERIES

PARTS

※カラーは弊社までご確認下さい。
握り部分に楕
円形状を採用
し、幅を広く
厚さを薄くし
た手にフィッ
トするモデル

ストラップ
の装着位置
をオフセッ
トにし、親
指をグリッ
プ上部に置
ける形状

KG-DH03
¥1,650(税込価格）
㱵18,16mm

◆ブルー /BL

KG-DH01
¥1,100(税込価格）
㱵16,17,18mm

KG-SG
¥1,650(税込価格）
㱵16,18mm

KG-M
¥1,650(税込価格）
㱵11,14,16,18mm
ストラップ付

パウダー用
ストラップ付

KWG-22
2
¥2,750(税込価格）
㱵14（アダプタ対応）,16mm

◆ピンク /PK

SLALOM JR

スラロームジュニア

KPBB-7030

￥3,960(税込)（本体￥3,600）

KG-D01（エラストマー）
¥2,200(税込価格）
㱵11,13,14,16mm

※φ13＆14挿入はアダプタ
※φ13＆14挿入はア
で対応

CG-171-S
¥3,300(税込価格）
㱵13,14,16mm

STRAP SET

KG-33（EVA）
¥1,100(税込価格）
㱵14,15mm

CG-HHM-S
¥3,300(税込価格）
㱵16mm

表示価格は左右1セットの金額です

テーパータイプ

ストレート
（挿入口狭い用）

KS-4-25
¥1,705(税込価格）

ベルクロ式で
調節が簡単、輪が崩
れないので手の抜き差
しもスムーズに行えます

ストレートタイプ

KS-2-20
¥770(税込価格）
1本物：子供用

KS-4-25P
¥1,980(税込価格）

◆ブラック /BK

CG-HAC（EVA）
¥1,100(税込価格）
㱵14mm

※カラーは弊社までご確認下さい。

ラクラクパワー

◆シャフト：アルミ合金材 直径14mm
◆グリップ：KG-33 ◆ストラップ：KS-7-15 ◆リング：KB-03
◆サイズ：75,80,85,90,95,100,105,110/cm

KG-06（EVA）
¥1,100(税込価格）
㱵16,17,18mm

KS-1-20
¥770(税込価格）

RING SET

KS-7-15
¥440(税込価格）

表示価格は左右1セットの金額です

※カラーは弊社までご確認下さい。

◆シルバー /SV

◆レッド /RD

RENTAL

MOTION 360

MARS TOP

モーション360

SERIES

POLE

KP-0800

KP-0810

KB-06W
パウダー専用
¥2,200 (税込価格）
直径60mm
装着（ロングフレッスク）

KB-07W
パウダー専用
¥2,200 (税込価格）
直径100mm
装着（ロングフレッスク）

KT-1226W
交換式バスケット
¥880 (税込価格）
直径49mm
先端フレックス用

KB-FX1702
交換式バスケット一体型（大小）
¥2,750 (税込価格）
KT-FX1702専用

￥5,500(税込)（本体￥5,000）

●ホワイト

レンタル専用スキーポール

KT-HS0216

KT-HS0214

ハングストップ16：14

ハングストップ14：12

1個￥880(税込価格）

1個￥880(税込価格）

KAD-0010
防水スプレー
￥OPEN

KPT-RT
SL プロテクター
￥9,350(税込価格）

DBS-B4302
スキーキャリーバンド
￥1,078(税込価格）

φ16〜φ18までのシャフトに
装着できます

板とスキーポールを
一緒にまとめられます

アフターサービスについて

製品の品質保証
れた場合は、
当社にて無償で修理または同等品と交換させていただきます。但し、次の場合は保証期間内でも保証いたしかねますので予めご了承下さい。

3. 破損品（原則として破損部を含む全品）の提示がない場合。
4. 一度でも使用された後に発見された損傷。

KB-DH
コーン
¥1,100 (税込価格）
直径47mm
装着（アルミ穴小＆カーボン穴大）

表示価格は左右1セットの金額です

KT-04W
交換式バスケット大
¥1,100 (税込価格）
直径90mm
先端フレックス用

本製品につきましては、
スキーヤーの安全確保を最重点に設計、製作、
そして厳密な検査を経て皆様のお手元に届いております。万一、製造上の欠陥が発見さ

（雪の無い所での使用や通常の滑走以外での手荒い扱い）

KB-03
ディスク
¥605 (税込価格）
直径58mm
装着（アルミ穴小＆カーボン穴大）

レンタル専用スキーポール

◆シャフト：アルミ合金材 直径15mm アルマイト加工仕上げ
◆グリップ：KG-33 ◆ストラップ：KS-7-15 ◆リング：KB-12
◆サイズ：70,75,80,85,90,95,100,105,110/cm

1. 不当な修理、又は改造による破損等損傷。
2. 誤った使用による破損等損傷。

KB-13
レーサー
¥770 (税込価格）
直径52mm
装着（アルミ穴小＆カーボン穴大）

￥6,600(税込)（本体￥6,000）

◆シャフト：アルミ合金材 直径18mm アルマイト加工仕上げ
◆グリップ：KG-12 ◆ストラップ：KS-7-20 ◆リング：KB-12
◆サイズ：105,110,115,120,125,130/cm

マーストップ

KB-D02
テクニカル
¥770 (税込価格）
直径55mm
装着（カーボン穴大）

5. 保管、運搬、輸送上の不注意による損傷。
6. 火災、天災、震災、地変等による損傷。
7. その他当社判断により保証対象とみなされない場合。
［＊最終判定は当社判断とさせて頂きます。］

本品に対するアフターサービスは逐次おこなっております。
パーツ部（グリップ、
リング等）
の破損につ
いては、破損部の修理もしくはパーツ発送で対応させて頂きます。
尚、
アフターパーツは生産終了後５年間は保有しておりますが在庫が無くなった場合は機能を損なわ
ないことを最低条件にやむを得ず一部代替品を使わせて頂くことがありますので、
ご了承下さい。

製品の保証期間
お買い上げ後

本社/工場 〒384-0061 長野県小諸市加増上の平561-2
TEL（0267）22-1354（代）FAX（0267）23-5556
http://www.kizaki-net.co.jp
●掲載商品の標準仕様、
デザイン、価格は予告なく変更する場合があります。

１年間

●印刷上のカラーは、実際のカラーと若干異なる場合があります。

RACING COMP GS

KPBJ-0093

レーシングコンプ GS

SERIES

RACING

￥17,600(税込)(本体￥16,000)

◆シャフト：超高力アルミ7001材コンプレッション 直径18mmステップ15mm
◆グリップ：KG-DH03 ◆ストラップ：KS-4-25P ◆リング：KB-DH ◆サイズ：105,110,115,117,120,123,125/cm

コンプレッション
◆Ｆピンク /FPK

シャフト肉厚を一定のまま絞
り加工を施した形状、強度・バ
ランスを向上させることが可
能です。

ȕÁǠȜǙǜȜȀ 垂直方向加重強度をアップし

スイングバランスも軽量化したレーシングモデル

RACING COMP SL

KPBJ-0090

レーシングコンプ SL

￥14,300(税込)(本体￥13,000)

◆シャフト：超高力アルミ7001材コンプレッション 直径18mmステップ15mm
◆グリップ：KG-SG ◆ストラップ：KS-4-25P ◆リング：KB-13 ◆サイズ：105,110,115,117,120,123,125/cm

ラクラクパワーストラップ
ストラップサイズ調整固定方
法が面ファスナーになってお
り、
瞬時に調整ができます。

◆Ｆピンク
◆Ｆ
◆
◆Ｆピ
Ｆ ンク
ク //FPK
FPK
PK
K
◆Ｆピンク /FPK

ȕÁǠȜǙǜȜȀ 垂直方向加重強度をアップし

スイングバランスも軽量化したレーシングモデル

TEAM CARBON

KPBJ-0060

チームカーボン

￥30,800(税込)(本体￥28,000)

◆シャフト：アルミカバー付高強度ハイブリッドカーボン 直径16mm
◆グリップ：KG-D01 ◆ストラップ：KS-4-25P ◆リング：KB-D02 ◆サイズ：105,110,113,115,117,120,123,125/cm

アルミカバー
アルミプロテクター長さをグリ
ップ下180mmに設定、
ヒット
ポイント範囲が従来より広く
なっています。

◆Ｆピンク /FPK

ǋȔȈǔǹÁ アルミ素材以上の剛性を備え持つハイブリッドカーボン

安定感ある重心バランスで闘志を刺激する純レーシングモデル

RACING JR-GS

レーシング ジュニアGS

KPBJ-0040

￥8,800(税込)（本体￥8,000）

◆シャフト：アルミ合金材 直径16mmコンプレス
◆グリップ：KG-DH01 ◆ストラップ：KS-4-25 ◆リング：KB-DH
◆サイズ：95,100,105,110,115/cm

コンプレッション

RACING JR-SL

レーシング ジュニアSL

KPBJ-0050

￥7,700(税込)（本体￥7,000）

◆シャフト：アルミ合金材 直径16mmコンプレス
◆グリップ：KG-DH01 ◆ストラップ：KS-4-25 ◆リング：KB-13
◆サイズ：95,100,105,110,115/cm

◆Ｆピンク /FPK

◆Ｆピンク /FPK

STAGE S320 FLAG

ステージS320フラッグ

KPBJ-5100

コンプレッション

SERIES

￥23,100(税込)(本体￥21,000)

SPECIAL

◆シャフト：高力コンプレッション+高弾性11カーボン 直径18-13-11mm
◆グリップ：KG-D01 ◆ストラップ：KS-4-25P ◆リング：KB-13 ◆サイズ：105,108,110,113,115,117,120,123,125/cm

◆ホワイト /WT

◆ピンク /PK

キザキの最先端の技術を詰め込んだモデル。
アルミコンプレッション加工と極細カーボンシャフトの組
み合わせにより、振り出し速度がアップ・使い手の意思通
りに正確なポイントに確実に突くことを可能にしました。

PROCEED CARBON

プロシードカーボン

KPBB-9100

コンプレッション

ハイブリッド

ラクラクパワーストラップ

シャフト肉厚を一定の
まま絞り加工を施した
形状、強度・バランス
を向上させることが可
能です。

アルミ+細カーボンの
異素材を組み合わせ
る事により、スイング
バランスと強度を両立
させました。

ストラップサイズ調整
固 定 方 法が 面ファス
ナーになっており、瞬
時に調整ができます。

SERIES

￥16,500(税込)(本体￥15,000)

CARBON

◆シャフト：カーボン 直径13mm ◆グリップ＆ストラップ：CG-171-S
◆リング：KB-13 ◆サイズ：105,110,115,120,125/cm

◆ブラック /BK

◆ホワイト /WT

◆レッド /RD

PROCEED TL

プロシードTLアルミ

KPBB-9010

￥9,900(税込)（本体￥9,000）

entry

SERIES

MODEL

◆シャフト：アルミ合金材 直径16mm+14mm
◆グリップ&ストラップ：CG-HHM-S ◆リング：KB-03 ◆サイズ：フリーサイズ 100〜125/cm

◆ブラック /BK

◆レッド /RD

◆ホワイト /WT

Mountain

SLALOM

スラローム

KPBB-6000

￥6,930(税込)（本体￥6,300）

POWDER TL

◆シャフト：アルミ合金材 直径17mm
◆グリップ：KG-06 ◆ストラップ：KS-1-20 ◆リング：KB-03
◆サイズ：BK&RD-100,105,110,115,120,125,130/cm SV-100,105,110,115,120/cm

◆シルバー /SV

KPBB-9091

￥21,450(税込)（本体￥19,500）

◆シャフト：アルミ合金材 直径14mm+テーパーカーボン 直径12mm
◆グリップ&ストラップ：CG-171-S ◆リング：KB-FX1702
（大小一体式）
◆サイズ：フリーサイズ 95〜125/cm
リング交換式チップ

◆左右色違い

◆ブラック /BK

◆レッド /RD

パウダーTL

SERIES

MODEL

BAMBOO CARBON

バンブーカーボン

ホワイト / ブラック

WT/BK

KPBJ-9209

￥13,200(税込)（本体￥12,000）

◆シャフト：リアル竹巻きカーボン材 直径17mm
◆グリップ：KG-M ◆ストラップ：KS-2-20 ◆リング：KB-FX1702
（大小一体式）
◆サイズ：105,110,115,120/cm
◆リアルバンブー

リング交換式チップ
一体式のリング
雪質に合わせて大小のリングを変えられます。

※カラーはブラック

