
2018 カタール・ドーハ世界大会サプライヤー 2018 カタール・ドーハ世界大会サプライヤー 
タイシャンタイシャン

国際体操連盟公式競技認定品

株式会社 イーグル

決定記念決定記念

キャンペーン!!キャンペーン!!
キャンペーン期間キャンペーン期間 2018年  4/2（月）～6/29（金）まで2018年  4/2（月）～6/29（金）まで

タイシャンブランド製品をリーズナブルな価格で提供します。

イーグルは 2018 年カタール・ドーハで開催される世界選手権大会のサプライヤー



¥450,000-1台〔定価〕¥600,000-

平行棒8

品　番 /TQ1001
サイズ / 長さ350㎝×高さ160~220㎝×幅42~62㎝
重量 /285㎏

キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥400,000-

つり輪3

品　番 /TQ1006
サイズ / 高さ :255～285 ㎝   重量 /86㎏

¥300,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥270,000-

鉄棒9

品　番 /TQ1002
サイズ / 高さ :255～295 ㎝（高さ調節 5 ㎝ピッチです）
重量 /105㎏

¥210,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥380,000-

あん馬2

品　番 /TQ1004
サイズ / 高さ95~125㎝（高さ調節 5 ㎝ピッチです）

¥285,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥420,000-

段違い平行棒10

品　番 /TQ1003
サイズ / 高バー :225-275㎝  低バー :150-190㎝ 
幅 :130-180㎝　重量 /118㎏

¥315,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥28,000-

タンマボックス13

品　番 /TQ2068
サイズ / 長さ :50㎝　幅 :50㎝　高さ :90㎝

¥21,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥280,000-

平均台11

品　番 /TQ1007
サイズ / 長さ :500㎝　高さ :70～125㎝
（高さ調節 5 ㎝ピッチです）
重量 /82㎏

¥210,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1面〔定価〕¥4,200,000-

新体操フロア12

品　番 /TQ1009
サイズ /16ｍ×16ｍ　競技ゾーン :13ｍ×13ｍ

¥3,150,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕¥100,000-

跳躍板56

品　番 /TQ1010
サイズ /1200×600×220㎜
最上層の高さ :220㎜　底高さ30㎜　カバー厚み23㎜

¥75,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 
1面〔定価〕¥420,000-

跳馬助走路5

品　番 /TQ1014
サイズ / 長さ :25m　幅 :1m　厚み :1.5 ㎝

¥316,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 
1台〔定価〕¥460,000-

跳馬4

品　番 /TQ1005
サイズ / 高さ :110~135㎝ 長さ :95㎝ 幅 :120㎝　重量 /159㎏

¥345,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕¥120,000-

跳躍板87

品　番 /TQ1011
サイズ /1200×600×220㎜
最上層の高さ :220㎜　底高さ30㎜　カバー厚み23㎜

¥95,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1面〔定価〕¥6,400,000-

1

品　番 /TQ1008
サイズ /15ｍ×15ｍ　競技ゾーン :12ｍ×12ｍ

 
 

ゆかスプリンク式

¥4,800,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格



1台〔定価〕¥210,000-

クラブ鉄棒19

品　番 /TQ2007
サイズ / 高さ :90～280 ㎝（ワンタッチで高さ調節可）　 
幅 :240 ㎝

¥170,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

¥240,000-1台〔定価〕¥370,000-

クラブ平行棒18

品　番 /TQ2001
サイズ / 長さ350㎝×高さ160~210㎝×幅42~62㎝

キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥88,000-

ポメル円馬 23

品　番 /TQ2027
サイズ / 直径 :60㎝　高さ :50～70㎝

¥62,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥85,000-

円馬22

品　番 /TQ2026
サイズ / 直径 :60㎝　高さ :50～70㎝

¥59,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥260,000-

クラブあん馬 15

品　番 /TQ2024
サイズ / 高さ :95~125㎝　長さ :160㎝　幅 :35㎝

¥195,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥90,000-

ワイド円馬21

品　番 /TQ2050
サイズ / 直径 :100㎝　高さ :40㎝　重量 /30㎏

¥66,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

リングパワーベンチ24

品　番 /TQ2031
サイズ /長さ :250 ㎝　幅 :60 ㎝  高さ :75～125 ㎝ 

¥66,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥360,000-

クラブつり輪16

品　番 /TQ2030
サイズ / 幅 :3.16m　高さ :5.9m（高さ調節 5 ㎝ピッチです）

¥235,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥380,000-

クラブ跳馬17

品　番 /TQ2022
サイズ / 高さ:105~135 ㎝  長さ:120 ㎝  幅:90 ㎝

¥270,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥180,000-

ソフト跳馬26

品　番 /TQ2023
サイズ /長さ :130 ㎝　高さ :95 ㎝　 幅 :120 ㎝

¥120,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 
1組〔定価〕¥135,000-

跳馬Uタイプマット ( 着手マット含む ) 27

品　番 /TQ2556
サイズ / 長さ :120㎝　幅 :160㎝　高さ :20㎝

¥90,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

グラスファイバータンブリング14

品　番 /TQ1012
サイズ /長さ :11m 　競技エリア :25m

 
 

1台〔定価オープン〕

アルティメット４×４
ユーロートランポリン（補助台別）

28

サイズ /L5200×W3050×H1150㎜  260kg
仕　様 /折り畳み式

¥1,100,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

フリースタンディングシステム25

 
 ¥380,000-

キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥190,000-

ポメルトランク20

品　番 /TQ2052
サイズ / 長さ :160㎝　幅 :35㎝

¥120,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1面〔定価〕¥2,500,000- ¥1,980,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

１式
(砂袋BOX4個、ジョイント金具、カバー )砂袋別
〔定価〕480,000-1台〔定価〕¥83,000-

品　番 /TQL574
①鉄棒 ②段違い ③つり輪



1台〔定価〕¥68,000-

バーサポート32

品　番 /TQ2014
サイズ / 高さ :40㎝  長さ :240㎝

¥45,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥295,000-

クラブ段違い平行棒29

品　番 /TQ2010
サイズ / 高バー :205-255㎝  低バー :135-185㎝ 
長さ :240㎝

¥220,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥125,000-

プロテクトフレーム（ロージェ） 34

品　番 /TQ2016
サイズ / 高さ :6.4m　幅：2.4m（高さ調節 5 ㎝ピッチです）

¥85,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台（4枚マット含む）
〔定価オープン〕

チャイルドジム 37

品　番 /TQ2060
サイズ /4.8×4.8　高さ :1.55ｍ
重量 /193㎏

¥850,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕¥160,000-

チャイルドネットクライミング36

品　番 /TQ2040
サイズ /1.8×1.8　高さ :0.95ｍ　
重量 /60㎏

¥115,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕¥180,000-

チャイルドロッククライミング35

品　番 /TQ2041
サイズ /1.8×1.8　高さ :1ｍ　
重量 /45㎏

¥120,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕¥260,000-

クラブ平均台30

品　番 /TQ2017
サイズ /長さ :500 ㎝　高さ :70-125 ㎝ 
幅 :10 ㎝　重量 /37㎏

¥195,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥128,000-

低平均台31

品　番 /TQ2051
サイズ / 長さ :500㎝　高さ :25㎝

¥98,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕¥68,000-

キッズ鉄棒33

品　番 /TQ2008
サイズ / 高さ :155～195㎝  
長さ :170㎝

¥55,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

ジムマットコンビA38

 
 

品　番 /TQ-301347

1台〔定価〕¥142,000- ¥125,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

ジムマットコンビ B

 
 

品　番 /TQ301346

39

1台〔定価〕¥128,000- ¥95,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格



1面〔定価〕 ¥75,000-

エアートラック 3m43

サイズ /3m×1m×H10cm
カラー /青 ・オレンジ
韓国製

¥63,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1面〔定価〕¥320,000-

エアートラック ６m42

サイズ /6m×2m×H20cm
カラー /青 ・オレンジ
韓国製

¥272,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1面〔定価〕¥80,000-

競技用追加 マット 41

品　番 /TQ1525
サイズ /2ｍ×2ｍ×10cm

品　番 /TQ1527
サイズ /2ｍ×4ｍ×10cm

¥65,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1面〔定価〕¥120,000-

¥96,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1面〔定価〕¥180,000-

¥150,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕 ¥16,000-

６角キッズトランポリン49

サイズ /122×H23cm TH87cm
仕　様 /体重 MAX50kg
　　　　中国製

¥14,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価オープン〕

12mタンブリングトランポリン47

品　番 /TQ2036
サイズ / 長さ :1200㎝　幅 :210㎝　高さ :60cm

¥950,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

1台〔定価〕 ¥160,000-

ミニトランポリン45

サイズ /115×115 cm
ベット 60×60 cm

¥110,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

手摺付きトランポリン48

 
 

跳馬着地マット跳馬着地マット
品　番 /TQ1515
サイズ /6m×2.5m H20
品　番 /TQ1515
サイズ /6m×2.5m H20
〔定価〕１セット¥420,000-〔定価〕１セット¥420,000-

¥320,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

段違い平行棒マット段違い平行棒マット
品　番 /TQ1503
サイズ /14m×2m H20
品　番 /TQ1503
サイズ /14m×2m H20
〔定価〕１セット¥420,000-〔定価〕１セット¥420,000-

¥315,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

平均台着地マット平均台着地マット
品　番 /TQ1507
サイズ /18m×4m
品　番 /TQ1507
サイズ /18m×4m
〔定価〕１セット¥1,300,000-〔定価〕１セット¥1,300,000-

¥1,000,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

平行棒着地マット平行棒着地マット
品　番 /TQ1510
サイズ /12m×3m H20 
品　番 /TQ1510
サイズ /12m×3m H20 
〔定価〕１セット¥950,000-〔定価〕１セット¥950,000-

¥740,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

鉄棒着地マット鉄棒着地マット
品　番 /TQ1502
サイズ /6m×12m H20
品　番 /TQ1502
サイズ /6m×12m H20
〔定価〕１セット¥980,000-〔定価〕１セット¥980,000-

¥760,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

つり輪着地マットつり輪着地マット
品　番 /TQ1514
サイズ /5m×2m H20
品　番 /TQ1514
サイズ /5m×2m H20
〔定価〕１セット¥340,000-〔定価〕１セット¥340,000-

¥220,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

着地マットセット40

あん馬着地マットあん馬着地マット
品　番 /TQ1504
サイズ /4m×4m　H10
品　番 /TQ1504
サイズ /4m×4m　H10
〔定価〕１セット¥380,000-〔定価〕１セット¥380,000-

¥280,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

1台〔定価〕 ¥185,000-

トランポリン跳躍板46

サイズ /135×100×H26~32mm

¥138,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

〔定価〕1台 ¥24,000- ¥19,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格

サイズ /122×H35cm
仕　様 /体重 MAX100kg
中国製

1面〔定価〕¥800,000-

ランディングピットマット44

サイズ / L350×W150×H70㎝
仕 様 / 表面ストレッチ素材使用（ピット代用可）

¥680,000-
キャンペーン価格キャンペーン価格 

 

品　番 /TQ1529
サイズ /2ｍ×6ｍ×10cm
仕様 /減点ゾーンライン入り



TEL.047-711-6636  FAX.047-711-8980
〒270-2265 千葉県松戸市常磐平陣屋前 9-15 陣屋前ビル401商品受注センター

info@eagle-sports.jp

ご注文は　　　　　　にて願います。輸入品の為、納期・送料は担当者にお問い合わせ下さい。広告の表示価格はすべて税抜き表記です。

株式会社 イーグル 日本体操協会検定品登録会社

URL http://eagle-sports.jp
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　  お願い

①ご注文について
ご注文は弊社ホームページのお問い合わせフォームより、注文書として品番、品名、数量、価格並び に納
入場所の所在地、電話番号等を書き込みいただきご注文お願いいたします。 また、海外製品の為、納期の
確認はお問い合わせくださる様お願いいたします。

② 価格について
キャンペーン価格には消費税、送料は含まれておりません。 製品の価格及び仕様等は、予告なく変更することがあります。

③お取引方法
官庁関係及び学校以外のご注文は恐縮でございますが前金にてご送金お願いいたします。

④据付組立を必要とする製品について

基本的に製品は車上渡しとなります。据付組立を必要とする場合は、実費でお引き受けいたします。

※当社製品は生産物損害賠償保険がついています。 製品の安全につきましては、細心の注意をいたしておりますが、

　万が一事故が生じました場合、その製品が事故の原因と認められた時、被害者に賠償を行う責任保険契約を結

　んでおりますので速やかにご連絡ください。 

※カタログ掲載の写真・仕様・色等が納入製品と異なる場合がありますのでご了承ください。 

※無断掲載お断りします。

跳馬

11
00
-1
35
0

1230

950

955

125
120
115
110

680
1200


