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ブラック”の愛称で親しまれている BLKは、KooGa Australia(1999年設立）を設定したクリエーターによって、
2011年にオーストラリアで設立されたスポーツアパレルブランドです。
日本では2013年より BLK JAPAN が設立されプロモーションを開始致しました。

BLKブランドは実在のプレーヤーによりテストされ商品化されています。プレーヤーのパフォーマンスを最
大限に引き出す技術革新と斬新なデザインを取り入れています。
そして、各スポーツ分野のトップアスリートの目に止まり、世界のトップブランドとしての位置づけを確固
たるものとしました。
BLKはカスタマーサービスを通じお客様に寄り添い、より信頼されるブランドを目指しています。

現在、4000を越える世界のプロスポーツチーム、スポーツ団体、国代表チームからキッズチームに至るまで
BLK が愛用されています。
日本国内ではトップリーグで活躍中の クボタスピアーズや、日野レッドドルフィンズが、BLKを採用してい
ます。

また、本社の拠点であるゴールドコーストにBLKパフォーマンスセンターを設立し、多くのアスリートがト
レーニングやキャンプで活用しています。過去には日本のトップリーグのチームもキャンプを行いました。

BLK の商品ラインナップは公式試合キット、テクニカルトレーニング・モダンアスリート・サポーター・カ
ジュアルウェアなどあらゆるニーズにお応えできます。
優れたデザインにパフォーマンス・耐久性を重視し、より革新的な製品開発に心がけ今日の躍進に留まる事
無く、アスリートが最高のパフォーマンスを引き出せるより優れた製品をお客様のお手元にお届けする努力
を続けて行く事をお約束致します。

BLK JAPAN 代表
　　　　  大室 誠



BLK PARTNERSHIP PRO - TEAM

BLK group with a proven record of delivering
quality equipment and apparel for teams and individuals from multiple sporting disciplines in year 
2011 - 2020. 
From elite national teams to small local clubs As a BLK customer you get the benefit of our 
many partnerships. This means access to exactly the same design team, production facilities 
and logistical support that is trusted by thousands of  teams across the globe.

BLKオフィシャルパートナーチーム　（2011年1月～ 2020年12月の契約実績）



DYO (DESIGN YOUR OWN)

豊富なデザインの中からお好きなカラー・形など
自由にカスタマイズできます。

DYOは英語版です。右のQRコードから、DYO  (デザイン・ユア・オウン) へアクセスできます。
DYOでお送りいただいたデザインは、チームオーダーのデザインの参考とさせていただきます。
実際のウェアレイアウトとは異なりますので、予めご了承ください。
お客様が作成したデザインは、BLK本社(オーストラリア)を経由し、弊社に送信されます。
その後、お客様へご連絡申し上げます。



TEAM WEAR  LOGO

ロゴマーク

ボディデザイン

背番号

BLK PERFORMANCE

BLK PRO TEAM STYLE

BLK AFL STYLE

BLK BARCELONA

©BLK

©BLK

©BLK

©BLK

昇華プリントのアイテムは複雑な模様や柄も自由に再現可能です。

下記フォントよりお選びください。
その他フォントのご希望等ございましたらご相談ください。

適さないデータ
・Excel, Word, Powerpoint等のビジネスソフトファイル
・インターネットから保存した画像(低解像度の為)
・Windowsペイントソフト　

ロゴの加工方法は刺繍・プリント・転写シールよりお選びいた
だけます。
別途1,100円(税込)～

※刺繍・プリント加工の場合、ロゴひとつにつき一版 版代 
16,500円 (税込) を承ります。
※ ロゴは Adobe Illustrator(イラストレーター、ai、eps)データ
をご用意ください。
データが無い場合は外注の為、データ作成代として別途 11,000
円 (税込) 承ります。
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TEAM WEAR





TEAM WEAR

TWJR015TWJR017
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シニアサイズ：2XS～7XL

■日本サイズ
■デザイン、生地ともにスーパーラグビー仕様
■昇華プリント(柄、色自由)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増
■前面滑り止め加工3,960円(税込)

■GPSポーチ加工1,320円(税込)

スーパーラグビーモデル
　　　　エキゾテック素材/定価20,350円(税込)

初回最少作成数：10着
　(10枚未満に関してはお問い合わせください)
納期：4週間  (時期により多少前後)

昇華オリジナル加工

TWJR019

■海外サイズ
■昇華プリント(BLK昇華パターン)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：4～14

初回最少作成数：10着
　(10枚未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

リバーシブルジャージ/定価16,720円(税込)

昇華オリジナル加工

■日本サイズ
■デザイン、生地ともにスーパーラグビー仕様
■昇華プリント(柄、色自由)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増
■前面滑り止め加工3,960円(税込)

■GPSポーチ加工1,320円(税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：100～150cm
初回最少作成数：10着
　(10枚未満に関してはお問い合わせください)
納期：4週間  (時期により多少前後)

スーパーラグビーモデル
　　　   ハイドロスティール素材/定価14,080円(税込)
　　　   エキゾテック素材/定価14,520円(税込)

昇華オリジナル加工

TWJR014

セットインタイプラグランタイプ

BLK プロネック襟

【メダリスト】 【プレミア】
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■海外サイズ
■昇華プリント(以下のBLK昇華パターン)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増
■BLK昇華オリジナルデザインからお選びいただきます。
■オリジナル昇華デザインをご希望の場合は、
　その他ジャージをお選びください。

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：4～14

初回最少作成数：10枚
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

プラクティスジャージ/定価8,580円(税込)

昇華オリジナル加工

TWJR012

セットインタイプラグランタイプ



TEAM WEAR

WHITE

PURPLE

ORANGE

BLACK

NAVY

RED YELLOW

GRAY

BLUE

MAROON UMBER

LIGHT GRAY

SKY BLUE

PINK GREEN

KELLY

サイズ: 23～25cm
25～27cm
27～29cm
30～32cm

■追加生産各サイズ5足以上から可能

最少作成数：10足
　(10足未満に関してはお問い合わせください)
納期：4～6週間  (時期により多少前後)

マッチディソックス/定価2,750円(税込)
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TWSO201

A B C D E

【メダリスト】 【プレミア】

TWSH201TWSH301

TWSH101

■海外サイズ
■デザイン、生地ともにスーパーラグビー仕様
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■番号加工は別途550円 (税込)
■追加生産は10着以上
■滑り止め加工1,950円(税込)

サイズ：2XS～7XL
最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

オンフィールドショーツ/定価8,140円(税込)

昇華オリジナル加工

プラクティスショーツ/定価5,940円(税込)

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

昇華オリジナル加工

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：4～14
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■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

トレーニングティーシャツ/定価8,580円(税込)

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

メディアポロシャツ/定価9,020円(税込)

昇華オリジナル加工

昇華オリジナル加工

TWPO201 TWPO202 TWPO203 TWPO204

TWTE201 TWTE202 TWTE203 TWTE207

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プラクティスポロシャツ/定価6,380円(税込)

昇華オリジナル加工

TWPO101

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プラクティスティーシャツ/定価6,050円(税込)

昇華オリジナル加工

TWTE101



TEAM WEAR

TWSL201 TWSL202 TWSL203

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

トレーニングシングレット/定価8,250円(税込)
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■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

バスケットボールシングレット/定価7,150円(税込)

TWSL204

昇華オリジナル加工

昇華オリジナル加工

TWSL205

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プラクティスシングレット/定価4,950円(税込)

昇華オリジナル加工 TWSL101



■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着以上から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

トレーニングロングティーシャツ /定価8,800円(税込)

昇華オリジナル加工

TWTE204 TWTE205 TWTE206

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

サイズ：2XS～7XL

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

トレーニングジムショーツ/定価8,580円(税込)

TWGS201

TWGS202

TWGS203

昇華オリジナル加工

TWGS204
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TWGS101

■海外サイズ
■昇華プリント(柄、色、ロゴ自由)
■追加生産10着から可能
■昇華番号加工は別途550円 (税込)

サイズ：2XS～7XL

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プラクティスジムショーツ/定価6,050円(税込)

昇華オリジナル加工
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■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■ロゴ・番号加工は別途料金
■追加生産10着以上

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

フルジップフーディ/定価13,200円(税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■ロゴ・番号加工は別途料金
■追加生産10着以上

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プルオーバーフーディ/定価12,100円(税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

TWSW201 TWSW202

TWSW204TWSW203

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日

スウェットパンツ/定価9,900円(税込)

NAVY

PINK

RED

BLACK GRAY

パネル
YELLOW

BLUE

TWPT301

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■ロゴ・番号加工は別途料金
■追加生産10着以上

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

プルオーバースウェット/定価9,900円(税込)

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

TWSW205

TEAM WEAR



■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■パンツは裾しぼり仕様
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:・ドライアイロン
           ・リップストップナイロン
           ・ナイロンオックスフォード

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

トレーニングパンツ/定価 8,800円(税込)

トレーニングブレーカー/定価11,000円(税込)

TWTB201 TWTB202 TWTB203

TWTS201 TWTS202 TWTS203

パネル

パイピング

WHITE

PURPLE

ORANGE

BLACK

NAVY

NAVY

RED YELLOW

GRAY

BLUE

MAROON UMBER

LIGHT GRAY

SKY BLUE

PINK

GREEN

KELLY

RED

BLACK GRAY

SKY BLUE

BLUE

PINK

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■パンツは裾ストレート仕様
■フード付きは別途1,100円(税込)
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:・ドライアイロン
           ・リップストップナイロン
           ・ナイロンオックスフォード

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

トレーニングパンツ/定価9,900円(税込)

トレーニングトラックジャケット/定価14,300円(税込)
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ドライアイロン
柔らかいポリエステル素材、吸汗速乾性が高い

リップストップナイロン
軽薄タイプのポリエステル素材、適度な保温性がある

ナイロンオックスフォード
強度の高い厚手ポリエステル素材、耐水性・保温性が高い

生地

NAVYRED

WHITE BLUE GREEN

BLACK



TWTJ300

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■パンツはテーパード仕様
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：4～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

トラベルパンツ/定価 9,900円(税込)

トラベルジャケット/定価13,200円(税込)

WHITE
ORANGE

BLACK

NAVY

RED YELLOW

GRAY

BLUE

MAROON UMBER

LIGHT GRAY

SKY BLUE

GREEN

KELLY

PINK

トラベルフーディ/定価13,200円(税込)
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TWTF300

TWCJ201

■海外サイズ
■中綿入りタイプ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地：ナイロンオックスフォード

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：12～14

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

コーチーズパンツ/定価11,000円(税込)

コーチーズジャケット/定価19,800円(税込)

パネル

パイピング

WHITE

PURPLE

ORANGE

BLACK

NAVY

RED YELLOW

GRAY

BLUE

MAROON UMBER

LIGHT GRAY

SKY BLUE

GREEN

KELLY

PINK

GRAY

LIGHT GRAY

GREENNAVY

WHITE

BLUE LIME
BLACK

UMBER

TEAM WEAR



TWBC201

TWBC202

パネル

パイピング

WHITE

PURPLE

ORANGE

BLACK

NAVY

NAVY

RED YELLOW

GRAY

BLUE

MAROON UMBER

LIGHT GRAY

SKY BLUE

PINK

GREEN

KELLY

RED

BLACK GRAY

SKY BLUE

BLUE

PINK

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:リップストンナイロン

シニアサイズ：2XS～7XL

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

ベンチコート/定価23,100円(税込)

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:リップストンナイロン

シニアサイズ：2XS～7XL

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

ベンチジャケット/定価19,800円(税込)

NAVY

PINK

RED

BLACK GRAY

SKY BLUE

BLUE
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TWBJ201

■海外サイズ
■パネル(染め生地)・パイピングの色変え可能
■追加生産10着以上
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:リップストンナイロン

シニアサイズ：2XS～7XL

最少作成数：10着
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

ボンバージャケット/定価23,100円(税込)

NAVY

PINK

RED

BLACK GRAY

SKY BLUE

BLUE



REGULAR WEAR　





BKSH010BLK

トレーニングジムショーツ/定価6,380円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：14 (海外サイズ)

NAVYBLACK

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：12～14

トレーニングポロシャツ/定価6,820円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

■納期：6～8週間　■最少作成数：10着

■納期：2、3日　■1着からご注文可能

BKPO002BLK

在庫対応

受注生産対応

NAVYBLACK

WHITE

GREENGRAY

BLUEGUNMETAL

SKYRED

YELLOW
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REGULAR WEAR

BKSH010NVY

BKPO002NVY

シニアサイズ：2XS～5XL

BLK メディアポロシャツ PRO /定価6,820円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

TWPO0314BLK

トレーニングジムショーツ PRO /定価6,380円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

シニアサイズ：2XS～5XL

TWSH0810BLK



メンズサイズ：2XS～3XL , 5XL
レディースサイズ：L6～L12

Tek 7 ポロシャツ　メンズ/定価5,720円(税込)
　　　　　　　　　　　　  レディース/定価5,390円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

BKPO360BLK

在庫対応

NAVYBLACK

メンズサイズ：2XS～3XL , 5XL
レディースサイズ：L6～L12

Tek 7 ティーシャツ　メンズ/定価4,950円(税込)
　　　　　　　　　　　　  　 レディース/定価4,620円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

BKTE378BLK

在庫対応

NAVYBLACK

メンズサイズ：2XS～3XL , 5XL

Tek 7 シングレット　/定価4,620円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

BKSL331BLK

在庫対応

NAVYBLACK
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メンズサイズ：2XS～3XL , 5XL

Tek 7 ジムショーツ　/定価4,620円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■ロゴ・番号加工は別途料金

BKSH369BLK

在庫対応

NAVYBLACK

BKPO36０NVY

BKTE378NVY

BKSL331NVY

BKSH369NVY
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REGULAR WEAR

BKSH306BLK

1着からご注文可能
納期：2、3日(在庫切れの場合は約4週間)

マッチディショーツ
　　シニアサイズ：XS～7XL/定価3,740円(税込)
　　ジュニアサイズ：100～150cm/定価3,520円(税込)

■日本サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

WHITEBLACK NAVY BLUE

タイタニウムショーツT2/定価3,960円(税込)

1着からご注文可能
納期：2、3日

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

Black/シニアサイズ：2XS～5XL
White/シニアサイズ：2XS～3XL
Navy・Blue /シニアサイズ：2XS～2XL

シニア/JBSH001
ジュニア/JBSH002

WHITEBLACK NAVY

1着からご注文可能
納期：2、3日(在庫切れの場合は約4週間)

レフリーショーツ
　　シニアサイズ：XS～3XL/定価4,620円(税込)

■日本サイズ
■両サイド、バックポケット付
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金 JBSH021BLK

WHITEBLACK

JBSH021WHT

BKSH306WHT BKSH306NVY BKSH306BLU
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JBSO002BLK

BKSO305

BKSO306WHT

8-1
1

8-1
1

8-11

8-11

WHITEBLACK

サイズ：25～27cm (フリー)
　　　　  27～29cm

■在庫対応

１足からご注文可能
納期：2、3日

マッチディソックス/定価1,980円(税込)

サイズ：2-8(23～25cm)
　　　　8-11(25～27cm)
　　　　11-14(27～29cm)

■海外サイズ
■在庫対応

１足からご注文可能
納期：2、3日

サイズ：2-8(23～25cm)
　　　　8-11(25～27cm)
　　　　11-14(27～29cm)

■海外サイズ
■在庫対応

１足からご注文可能
納期：2、3日

T6アンクルソックス/定価495円(税込)

T6クルーソックス/定価704円(税込)

BKSO0017BLK
NAVYBLACK

サイズ：2-8 (23～25cm)
8-11 (25～27cm)
11-14 (27～29cm)

■在庫対応

１足からご注文可能
納期：2、3日

パフォーマンスソックス/定価1,980円(税込)

8-11

8-11

WHITEBLACKBKSO306BLK

BKSO0017NVY

JBSO002WHT



シニアサイズ：2XS～3XL, 5XL
ジュニアサイズ：10～14
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■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

フルジップフーディT2/定価11,000円(税込)

BKFL003 BKPL003

BKFL314

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：12～14

プルオーバーフーディ/定価9,900円(税込)

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

ステートメントフーディ/定価7,700円(税込)

シニアサイズ：2XS～3XL, 5XL

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日

テーパードスウェットパンツ/定価7,700円(税込)

TWPT301

BKFL350BLK

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

メンズサイズ：2XS～3XL , 5XL
レディースサイズ：L6～L12

Tek 6 プルオーバーフーディ メンズ/定価7,700円(税込)
　　　　　　　　　　　　  　 　　　　   レディース/定価7,700円(税込)

NAVYBLACK

BKFL350NVY

REGULAR WEAR
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■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

パフォーマンストラベルジャケット/定価11,000円(税込)

シニアサイズ：2XS～3XL, 5XL
ジュニアサイズ：14

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

パフォーマンスフルジップフーディ/定価11,000円(税込)

シニアサイズ：2XS～3XL, 5XL
ジュニアサイズ：14

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

パフォーマンストラベルパンツ/定価7,700円(税込)

シニアサイズ：2XS～3XL, 5XL
ジュニアサイズ：14

TWPT300

TWTJ300

TWSW300

BKFL020

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日 

BLKプルオーバースウェット/定価7,700円(税込)

シニアサイズ：2XS～3XL
ジュニアサイズ：12,14



- RETEAL CATALOGUE - blksports.jp26

REGULAR WEAR

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：12～14

■海外サイズ
■パンツは裾しぼり仕様
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1着からご注文可能
納期：2、3日

マッチディパンツ/定価7,700円(税込)

マッチディブレーカー/定価8,800円(税込)

タイタニウムトラックジャケット/定価12,100円(税込)

タイタニウムトラックパンツ/定価7,700円(税込)

JBPT200BLK

JBCJ002BLK

シニアサイズ：2XS～5XL
ジュニアサイズ：12～14

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地：ナイロンオックスフォード

1着からご注文可能
納期：2、3日

コーチーズパンツ/定価8,800円(税込)

コーチーズジャケット/定価17,600円(税込)

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■生地:リップストンナイロン

サイズ：2XS～7XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

フィールドベンチコート(ロングタイプ)
                                  /定価19,800円(税込)

BIO11500

NAVYBLACK

JBCJ002NVY

JBPT200NVY

JBTS002

JBTP003

JBTB002

JBTP003＊裾：ストレートタイプ ＊テーパード仕様
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BKTE365BLK

BKTE367BLK

BKTE366BLK

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：S～2XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

モーションニットティーシャツ
                                  /定価5,720円(税込)

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：S～2XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

モーションニットロングティーシャツ
　　　　　　　　　　   /定価6,160円(税込)

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：S～2XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

モーションニットフーディ/定価7,480円(税込)

BKTE366CHA BKTE366BLU

BKTE365CHA BKTE365BLU

BKTE367CHA BKTE367BLU

BLACK

CHARCOAL

BLUE

BLACK

CHARCOAL

BLUE

BLACK

CHARCOAL

BLUE
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■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：2XS～3XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

ベースレイヤーフィールドショーツ/定価4,620円(税込)

BKSH365

REGULAR WEAR

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：2XS～3XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

BLK LIFESTYLE ポロシャツ/定価5,720円(税込)

CHARCOAL

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：2XS～3XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

BLK LIFESTYLE トレーニングショーツ/定価4,620円(税込)

CHARCOAL

■海外サイズ
■在庫対応

サイズ：2XS～3XL

1着からご注文可能
納期：2、3日

BLK LIFESTYLE テーパードトレーニングパンツ/定価6,820円(税込)

CHARCOAL





PROTECTION
&

ACCESSORIES
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■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■World Rugby (旧IRB)認証付

1つからご注文可能
納期：2、3日

エキゾテックヘッドガード
　　シニアサイズ：S～XL/定価6,820円(税込)
　　ジュニアサイズ：SMB・MDB・LGB/定価6,380円(税込)

ロゴマーク・番号加工
3つのパネル面に加工可能
別途料金

加工可能箇所

(例)

頭部内周 (cm)

シニア

ジュニア

SMB(SB)

MDB(MB)

LGB(LB)

S

M

L

XL

51

52

53

55

57

58.5

60

サイズ詳細

■海外サイズ
■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■World Rugby (旧 I RB)認証付
■パッド数6面：前×1
　　　　　　　       肩×2
　　　　　　　       腕×2
　　　　　　　       背中×1

1つからご注文可能
納期：2、3日

シニア/BKTE326
ジュニア/BKTE328

T6 ショルダーパッド
　　シニアサイズ：S～XL/定価7,480円(税込)
　　ジュニアサイズ：MDB・LGB/定価7,040円(税込)

サイズ詳細

胸囲 (cm)

シニア

ジュニア
MDB(MB)

LGB(LB)

S

M

L

XL

66 +伸幅

71 +伸幅

77 +伸幅

81 +伸幅

86 +伸幅

91 +伸幅

BLACK
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トライデントボール (トレーニング用)
　　　　　　　　　　　　　　　5号球/定価4,180円(税込)
　　　　　　　　　　　　　　　4号球/定価3,960円(税込)
　　　　　　　　　　　　　　　　 3号球/定価3,960円(税込)

カスタム

レギュラー

（例）

■初回のみデータ入稿版代16,500円(税込)

最少作成数：トライデントボール/20球
　　　　　　　　　ミニボール/50球
納期：6～8週間  (時期により多少前後)

ストラタスミニ (サインボール)/定価1,600円(税別)

トライデントボール (トレーニング用)
　　　　　　　　　　　　　　　5号球/定価3,520円(税込)
　　　　　　　　　　　　　　　4号球/定価3,300円(税込)
　　　　　　　　　　　　　　　　 3号球/定価3,300円(税込)

アニバーサリーラグビーボール (5号球)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 /定価4,730円(税込)
　　　　　　　　　　　　　

1球からご注文可能
納期：2、3日

ストラタスミニ (サインボール)/定価1,320円(税込)

■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1球からご注文可能
納期：2、3日

■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金

1球からご注文可能
納期：2、3日

■在庫対応

BK-ANVBALL

TWBL300

BKBL305

BKBL308



BLKタグ・ラグビー用タグセット （Run at Me）
　　　　　　　　　　　　　　          /定価880円(税込)

1セットからご注文可能
納期：2、3日

タグ・ラグビー用ボール（Run at Me）＊4号球
　　　　　　　　　　　　　　 　　　 /定価3,080円(税込)

■在庫対応
■カスタムデザインも承っております。お問い合わせ下さい。
■日本ラグビーフットボール協会推奨用具

TAG RUGBY TAG RUGBY TAG RUGBY TAG RUGBY

TGRBALL

JBTG001

■ベルト1本・タグ2枚　
■フリーサイズベルト(マジックテープタイプ) 110cm × 4cm
   タグ 37.5cm × 5cm (裏面マジックテープ部 5cm × 2cm)
■カスタムデザインも承っております。お問い合わせ下さい。
■日本ラグビーフットボール協会推奨用具
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YELLOWRED BULE GREEN

1球からご注文可能
納期：2、3日



■日本サイズ
■昇華プリント(柄、色自由)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：100～150cm(日本サイズ)

初回最少作成数：10枚
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

昇華トレーニングビブス/定価6,380円(税込)

TWBS201
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■日本サイズ
■昇華プリント(柄、色自由)
■追加生産9着以下は1,100円(税込)割増

シニアサイズ：2XS～7XL
ジュニアサイズ：100～150cm(日本サイズ)

初回最少作成数：10枚
　(10着未満に関してはお問い合わせください)
納期：8週間  (時期により多少前後)

TWBS202

昇華トレーニングビブス(リバーシブル)
                                               /定価9,680円(税込)
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■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■サイズ：縦高48cm 
　　　　　　　横幅33cm 
　　　　　　　厚高18cm　
■収納 
　ペットボトルを収納可能なサイドポケット
　下部にはスパイクが収納できるポケット
　文具・スマートフォンなど小物類を機能的に収納できるポケット 
　パソコン収納用のソフトポケット　

1つからご注文可能
納期：2、3日

レンジャー 7 バックパック/定価9,350円(税込)

BKBA352

■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■サイズ： 縦高75cm
               縦高（ハンドルバー含）110cm
              横幅40ｃｍ
              厚高36ｃｍ
■特徴 
   ヘビーデューティータイプのバッグです。
   大容量で収納力に優れ、合宿や海外遠征にもオススメです。
   ホイールとキャリー・ハンドル付きで移動しやすくタフなナイロ
   ン素材を使用。
   収納スペースは小物を分けたり、頻繁に取り出すものを収納
   可能です。 

1つからご注文可能
納期：2、3日

 ツーリングバッグ/定価19,800円(税込)

BKBA376

■在庫対応
■ロゴ・番号加工は別途料金
■サイズ： 縦高51cm
               横幅39ｃｍ

1つからご注文可能
納期：2、3日

ユーティリティーパック/定価2,750円(税込)

BKBA360
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1個からご注文可能
納期：2、3日

T6メディアキャップ/定価3,630円(税込)

■在庫対応
■ロゴ加工は別途料金

1個からご注文可能
納期：2、3日

T6トレーニングバイザー/定価3,080円(税込)

■在庫対応
■ロゴ加工は別途料金

1個からご注文可能
納期：2、3日

バケットハット/定価3,300円(税込)

■在庫対応
■ロゴ加工は別途料金

BKHT350

BKHT016

BKHT356

BKHT353

フラットキャップ/定価3,800円(税別)

BLACK × WHITE BLACK × BLACK

NAVYBLACK

BKHT366

サイズ：フリーサイズ

サイズ：フリーサイズ

1個からご注文可能
納期：2、3日

■在庫対応
■ロゴ加工は別途料金

サイズ：フリーサイズ

1個からご注文可能
納期：2、3日

T7メディアキャップ/定価3,300円(税込)

■在庫対応
■ロゴ加工は別途料金

サイズ：フリーサイズ





■日本製
■本体仕様
　鉄骨　ボルト締　
　特殊スプリング内装　横幅2段調整　高低1段調整
　マット3層加工　ヘッドマット4つ　連結金具・中床セット
　セーフティーバー(左右セット)　ハンドグリップ(左右セット)
　(オプション備品についてはお問い合わせください)

納期：10～12週間  (時期により多少前後)

送料別途

■日本製
■本体仕様
　鉄骨　ボルト締　
　特殊スプリング内装　横幅2段調整　高低1段調整
　マット3層加工　ヘッドマット4つ
　セーフティーバー(左右セット)　ハンドグリップ(左右セット)
　(オプション備品についてはお問い合わせください)

■在庫対応
■縦80cm×幅45cm
■日本製

1個からご注文可能
納期：2、3日

ラックにおいて、ジャッカル姿勢の相手を想定したトレーニ
ング用です
また、通常のオフェンスアタックディフェンストレーニング、
低姿勢タックルトレーニングにも適しています

BLKスティールマン スクラムマシン “1×8P”
1人用×2台組み合わせタイプ
　　　　　　　　　　　　　　　　/定価858,000円(税込)

納期：10～12週間  (時期により多少前後)

送料別途

BLKスティールマン スクラムマシン  “8P”
　　　　　　　　　　　　　　　　/定価748,000円(税込)

BLKクリーンアウトヒットシールド
　　　　　　　　　　　　　　　　/定価37,400円(税込)

■在庫対応
■縦69cm×横35cm×厚さ15cm　(一個分のサイズ)
■日本製

1個、1セットからご注文可能
納期：2、3日

コンタクト練習に欠かせないヒットシールド５個セット
専用のケース付きです

BLKディフェンスシールド
1個/定価15,840円(税込)

5個セット(ケース付き)/定価79,200円(税込)
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カスタムオーダーの流れ

お問い合わせ

お客様に合ったサイズをご提供できるよう、採寸セット(試着用サンプル)を送ります。
(ご希望の場合のみです。貸出期間は約1週間です。採寸用サンプルですのでご注
文のデザインではございません。)

デザイン・お見積りをご確認いただき、ご発注確定です。
発注予約金として総額の10％を承ります。
(発注予約金お支払後、ご発注のキャンセルは出来ません。)

納品日までの納期を調整、ご相談させていただきます。
打ち合わせにより決定した詳細のお見積りをご案内致します。

デザイン・ロゴの決定

サイズと枚数の決定

納期の調整・お見積り

ご発注

商品納品とお支払い 商品完成後、お客様のご指定場所に納品致します。
お支払いは指定口座へお振込みください。
(お支払金額は発注予約金を除いた総額です。)

Tel　　03-3436-5087　(平日9時～18時)
Mail　　info@blksports.jp

BLKスタッフよりご返信 BLKスタッフよりご返信致します。
お電話・メールにてご要望をお伺いし、作業工程をご案内致します。

・DYOでシミュレーションいただいたデザインを元にデザイン画を作成
  致します。 
・参考画像やお客様のイメージしたイラストなどを元にデザインをご提案させて
  いただ  くことも可能です。
・以前使用していたものと同じデザインにも出来ます。
  ご希望のデザインやご予算などお気軽にご相談ください。
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(営業部 )    埼玉県狭山市柏原 3082-1
　　　　　　　　04-2954-3530
　　　　　　　　info@blksports.jp

(本社 )　    東京都港区虎ノ門 4-2-6
                第二扇屋ビル 2F
　　　　　　　　03-3436-5087

株式会社 BLK JAPAN

(営業委託 )  埼玉県狭山市柏原 3082-1
　　　　　   04-2997-8500
　　　　　   info@wrsjapan.com

株式会社 WRS JAPAN

blksports.jp

sportsxcrossing.comオンラインショップ

BLKオフィシャル 

beyondlimitsknown
限界を超えた世界へ


