
2020 CATALOG



P.1

OUR MISSION & VISION

●MISSION
泳ぐことをシンプルにするために、

イノベーション、高品質の製品、そして有益な情報を提供します
We simplify swimming through innovation, 

high-quality products, and a commitment to education.

●VISION
水泳を誰もが楽しむことができる世界を目指します

We exist to help every person in the world enjoy the water.

「FINIS」は1993年、米国・CA州リバモアで誕生。

カリフォルニア発の競泳用テクニカルトレーニング製品の世界的リーダーとして

現在80カ国で販売しています

世界大会で活躍するトップスイマーから、一般競泳選手の間でも

FINISブランドは愛用されています
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105021 スタビリティシュノーケルスピード

本体価格：7,000円+税

100: WHITE  101: BLACK
104: YELLOW 328: TEAL 

定番品のスイマーズシュノーケルがリニューアル

・新しいクッションにより安定性が向上

・旋回するシリコンマウスピースにより、水分補給や話が快適にできる

・2重シリコンストラップにより着け心地が快適に

≫素材：ヘッドブラケット：PC樹脂, PP、シュノーケルチューブ：PVC、

マウスピース：シリコン

≫原産国：中国

NEW !!  
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10500950 スイマーズシューノーケル Y
105009112 スイマーズシューノーケル P
10500948 スイマーズシューノーケル JR

本体価格：4,900円+税

テクニカル＆トレーニング シュノーケル

呼吸のために頭を上げる必要が無いので、

スイマーがストロークの練習だけに集中できる。

センターマウントデザインのため、バタフライや平泳ぎ、フリースタイルなど

広範囲の動きに対応可能。

≫素材：ヘッドブラケット：PC樹脂, PP、シュノーケルチューブ：PVC、

マウスピース：シリコン

≫原産国：中国

105001 フリースタイル シューノーケル

本体価格：4,900円+税

フリースタイル用の設計

呼吸のために頭を上げる必要がなく、スイマーがフリースタイルの

ストローク技術だけに集中できる。

カーブしたチューブにより、効率的なストロークをするための正しい

ヘッドポジションとボディラインが維持できる。

安定性が強化され、フリップターンなど広範囲な動きに対応可能。

スプリントフリースタイルのトレーニング用に低い位置での

ハンドポジションにも効果的

≫素材：コネクター：ABS樹脂、ヘッドブラケット：PC樹脂, PP、

シュノーケルチューブ：PE、マウスピース：PVC 
≫原産国:中国
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105010 交換用バルブ

本体価格：550円+税

105017 交換用ヘッド ブラケッド

本体価格：1,600円+税

101：BLACK

105018 交換用 クリップ

本体価格：500円+税

105022 カーディオ キャップ

本体価格：800円+税

105057 ドライ トップ

本体価格：2,500円+税

シュノーケル取替用バルブ

≫素材：リング：ABS樹脂

バルブ：シリコン

≫原産国：中国

シュノーケル取替用

ヘッドブラケットクリップセット

≫素材： PC樹脂

シュノーケルのチューブ内部を乾燥させ

た状態に保つことができるデザイン。

息がしやすい構造。

スイマーズシューノーケル

（大人用・子供用）に使用可能。

≫素材：ABS樹脂, PC樹脂, シリコン

≫原産国：中国

シュノーケル取替用ヘッドブラケット

≫素材：PC樹脂、PP 
≫原産国：中国

低酸素トレーニング用キャップ

酸素レベルが低くなるため、筋肉の回

復能力改善が期待できる。

スイマーズシューノーケル

（大人用、子供用）に適用可能。

※負荷が増すため、監督された環境に

て段階的に使用願います。

≫素材： ABS樹脂

≫原産国：台湾
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アジリティ フローティングパドル （105129）
ストラップの無いテクニックパドル
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105129 アジリティ フローティングパドル

本体価格：3,500円+税

サイズ：XS・S・M・L

30500205 インスティンクトパドル 19cm以下

30500206 インスティンクトパドル 19cm以上

本体価格：2,500円+税

10502050 フリースタイル パドル

本体価格：3,200円+税

人気のアジリティパドルが「水面に浮くよう」リニューアル

人間工学に基いたデザインにより、効果的なストロークを生み出すために

前腕を水面に対して垂直に保つポジションを学ぶことができる。

ふくらみのある形になっていることで、必然的に正しい手のひらの

ポジションを習得できる。間違った動きでは

パドルが手から外れてしまうようになっている。

≫素材： ABS樹脂

≫原産国： 中国

10500648 フリースタイル パドル JR

本体価格：2,500円+税

フリースタイルトレーニング用パドル

サーフボードのようなデザインにより１ストロークあたりの距離を伸ばし

強いストロークと腰の回転をサポート。

手が入水する際の交差を防ぎ、肩の負担を軽減。

≫素材：パドル：ABS樹脂、チューブストラップ：シリコン

≫原産国：中国

ストラップのないスカリングパドル

人間工学に基づいたデザインにより、スイマーがスカリング中に水に対して

一定の圧力を維持すると、パドルは最適な位置に留まる。

ふくらみのある形状により、水をしっかりと捉え、ストロークの意識を高める。

≫素材：ABS樹脂

≫原産国：中国

NEW !!  
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10503304 ISOハンドパドル S
10503305 ISOハンドパドル M

本体価格：3,500円+税

10502848 フォアアームフルクラム JR

本体価格：3,200円+税

105026 ボルスターパドル

本体価格：4,900円+税

ストラップレス アイソレーションパドル

ISOパドルはストラップのないパドルで、パドルに水圧が加わり手の位置を

正しくすることでストロークの意識を高める。

使用方法により、内側・外側それぞれの筋力強化が期待できる。

≫原産国：中国

EVF（早期垂直前腕）用パドル

ロングフィンシェイプのサーフスケグデザインにより１ストロークあたりの

距離を伸ばし、強いストロークと腰の回転をサポート。

手が入水する際の交差を防ぎ、肩の負担を軽減。

≫素材：パドル：ABS樹脂、ウェビング：PP 
≫原産国中国

10502850 フォアアームフルクラム SR

本体価格：3,500円+税

EVF（早期垂直前腕）用ツール

EVFテクニックを向上させ、ストロークの効率性を高める。

EVFポジションはプルの際、指先から肘までの前腕を効果的に使う。

正しい手のひらと手首、前腕の位置を筋肉に記憶させることで

ストロークの精度を高める 。

≫素材：ABS樹脂, TPR樹脂

≫原産国：中国
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23500312 ズーマーズゴールド21.5-23.0 cm

本体価格： ¥5,000 +税

23500313 ズーマーズゴールド23.5-25.0 cm 
23500314 ズーマーズゴールド25.5-26.5 cm
23500315 ズーマーズゴールド27.0-28.0 cm

本体価格： ¥5,500 +税

23500316 ズーマーズゴールド28.5-29.5 cm

短いブレードのトレーニング用フィン

短いブレードにより水の中でも推進力が増し、小さく速いキックを促進。

天然ゴムの柔らかい素材により快適で足への確実な装着。

フィットネスにも競泳にも最適。

≫素材：天然・合成ゴム

≫原産国：マレーシア

23500468 Z2 ゴールド 19.5-20.5 cm 

本体価格： ¥4,900 +税

23500469 Z2 ゴールド 21.0-22.0 cm 
23500470 Z2 ゴールド 22.5-23.5 cm 
23500471 Z2 ゴールド 24.0-25.0 cm 
23500472 Z2 ゴールド 25.5-26.5 cm 
23500473 Z2 ゴールド 27.0-28.0 cm 

本体価格： ¥5,500 +税

23500474 Z2 ゴールド 28.5-29.5 cm

短いブレードのスイムフィン

天然ゴムの柔らかい快適な素材で足への確実な装着を実現し、

曲がりすぎを防止。

下部のフレックスボックスがアップキックでも水を捉えて、筋肉強化。

効率的な前進を可能に。

≫素材：天然・合成ゴム

≫原産国：マレーシア
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23505004 エッジフィン 23.0-24.0 cm 
23505005 エッジフィン 24.5-26.0 cm

本体価格：¥8,600 +税

23505006 エッジフィン 26.5-28.0 cm
23505007 エッジフィン 28.5-29.5 cm 

本体価格：¥9,500 +税

快適な、高速スイミングフィン

自然なキックのサイクルを妨げる事なく、快適でトレーニングに

最適なデザインに設計。

シリコン１００％と商標登録名 Smart Fin™ テクノロジーの融合により

高速での適切なキックが強化され、心臓血管の耐久力を養う。

推進力のあるアップキックに必要な筋肉群を活性化

≫素材：シリコン

≫原産国：マレーシア

135012 フォイルモノフィン

本体価格：¥10,000 +税

サイズ：XS   / 21.0-23.0㎝

SM / 23.5-26.0㎝

M   / 26.5-28.0㎝

L    / 28.5-31.0㎝

テクニックモノフィン伝説のコーチ、Ｂｏｂ Ｇｉｌｌｅｔｔがサポートし有名になった

フォイルモノフィン

ドルフィンキックを通して推進力を高め、アップキックとダウンキックを

同等に使うことで体全体の力と脚力を強化する。

天然のゴムにより足への確実な装着と快適性を高める。

バタフライ・ドルフィンキック・平泳ぎのストローク練習に最適

≫素材：天然ゴム

≫原産国：マレーシア
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23510003 ポジティブ ドライブフィン 16-19 ｃｍ

23510004 ポジティブ ドライブフィン 19-21 ｃｍ

本体価格： ¥4,900 +税

23510005 ポジティブ ドライブフィン 22-24 ｃｍ

23510006 ポジティブ ドライブフィン 25-26 ｃｍ

本体価格： ¥5,500 +税

23510007 ポジティブ ドライブフィン 27-28 ｃｍ

23510008 ポジティブ ドライブフィン 29-31 ｃｍ

本体価格： ¥6,500 +税

全4種泳法対応ストロークトレーニングフィン

楕円形ブレードによりあらゆるキックスタイルで適切な推進力を実現。

短くて幅の広いブレードデザインにより、足のスピードと足首の柔軟性を

改善内側への回外キックスタイルを向上。

個人メドレーのトレーニングに最適。

≫素材：Surflex 
≫原産国：マレーシア

23510206 PDF交換用ストラップセット

本体価格： ¥1,700 +税

ポジティブドライブフィン専用 交換用ストラップ

≫原産国：マレーシア



P.13

10504105 アクシスブイ M

本体価格： ¥4,300 +税

10503648 フォームプルブイ JR

本体価格： ¥1,600 +税

10504104 アクシスブイ S

本体価格： ¥3,800 +税

二重機能デザインにより、体勢を改善し、コアの筋肉や上半身を強化。

人間工学に基づきデザインされた鍵穴のような空間により

足首からふくらはぎまで装着が可能。

EVAフォームは耐久性が高く皮膚にも優しい素材。

≫原産国： 中国

10503650 フォームプルブイ SR 

本体価格： ¥1,900 +税

脚を固定し高い位置に保つことで上半身を強化し

、正しい腰の回転への集中を高める。

EVAフォームにより高い耐久性と皮膚への負担を軽減。

≫素材：EVA foam 
≫原産国：中国

105052104 プル用足ストラップ

本体価格： ¥1,000 +税

キックをしないようにするために、足首に巻いて使用するゴム製のストラップ。

上半身を鍛え、コアを強化するために脚を動かなくする。

フォームプルブイと一緒に使用することが望ましい。

≫素材：天然ラテックス

≫原産国：マレーシア
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105045 ポスチャー トレーナー

本体価格： ¥2,500 +税

正しい頭の位置をトレーニングするツール

頭と背中の正しい姿勢を促す。後頭部の中心にセットすると、

誤ったヘッド位置に対し、触覚フィードバックをスイマーび提供

全４種の泳法に対応。

≫原産国：アメリカ

105042 アライメントキックボード

本体価格： ¥2,800 +税

ストリームライン練習用キックボード

流体力学に基づき固定されたハンドストラップにより、

ストラップを握る必要が無いので指先からつま先まで完全な直線を

維持しながら、コントロールすることが可能。

シュノーケルと一緒に使用することで、頭部も含め正しい直線を維持し

全体的な技術の改善を促す。

EVAフォームにより高い耐久性と皮膚への負担を軽減。

≫素材：ボード：EVA foam、ストラップTRP樹脂

≫原産国：中国

105014 テックトック

本体価格： ¥7,400 +税

音によるヒップトレーニングツール

両サイドに振れる度に音が発生し、腰を回転させる適切なタイミングが

わかるよう瞬時にオーディオフィードバックを提供。

≫素材：カプセル：ABS樹脂、ウェビング：PP、ベース：PVC 
≫原産国：台湾

在庫限り
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調節可能なスイムシュート

流線型で丈夫なドラッグフライは多用途向きで、抵抗力強化訓練

のために設計されている。

体力と耐久力の訓練を目的とし、簡単に強度の調整が可能。

自然のキックサイクルや体位を妨げることなく訓練を最適にする。

≫素材：ベルト：ポリエステル、ループ・ロック：ポリエステル

タウリン：PVC、タウリンクリップ：ナイロン、ウェビング：ナイロン、

パイプ：ナイロン、バンド：ポリプロピレン、ジッパーコード：ポリプロピレン、

ジッパー：POM,ポリエステル、チュート：ポリエステル

≫原産国：中国

105103 ドラッグフライ

本体価格： ¥12,000 +税

105110102 スイムパラシュート8 INCH RED 
105110106 スイムパラシュート12 INCH NVY 

本体価格： ¥4,400 +税

負荷用パラシュート

耐久性の高いパラシュートと調節可能なナイロンベルトにより

運動中の水の抵抗つくりだす。

加えられた負荷により筋肉と持続力を強化。

キックやフリップターンの邪魔にならないため、４種の泳法に使用可能。

≫素材：ナイロン、コードのみ：PP 
≫原産国：マレーシア

105113104 ドライランド コード LIGHT YEL 

本体価格： ¥5,500 +税

負荷用ストレッチコード

可動範囲を改善・強化するための動きをうながすようにデザインされた

耐久性の高いラバーチューブと快適なハンドル。

あらゆる年齢・レベルのスイマー用。

≫素材：ホース：ABS樹脂、チューブ：天然ゴム、ロック：ナイロン、

ハンドル：PVC, NBRスポンジ

≫原産国：マレーシア
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120007 アルティメイトドラッグスーツ

本体価格： ¥5,000 +税

101：ブラック

ウエストサイズ: S  / 66-71 cm 
M / 76-81 cm
L   / 86-91 cm 

高レジスタンストレーニングスイムスーツ。

4つのポケットで水の抵抗を増加させることにより持久力と筋力を強化可能。

男性にも女性にも適した、水着の上に着用できるように設計。

≫素材：100% ポリエステル

≫原産国：ブルガリア

130031 バックストロークレッジ

本体価格： ¥45,000 +税

手頃な値段で背泳ぎのスタート練習が可能

汎用性のあるストラップにより各種標準的なスタート台に取り付けが可能

サイズ調整も簡単にできるので学校・施設・チームでの使用にもオススメ

【バックストロークレッジを使用する際の注意】

ルール上両足のつま先はタッチ板に接した状態でスタート練習を行ってくだ

さい

≫原産国：中国

NEW !!  
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105120 テンポトレイナープロ

本体価格： ¥7,500 +税

ペーストレーニング用メトロノーム

スイムキャップの下に簡単に固定できる小さな耐水性の機器で

テンポを刻むビープ音を伝える。

３つの異なるモードにより、カスタマイズできて100分の1秒単位で

調整できる

水上での練習用にクリップ付属

≫素材：本体：PC樹脂、バッテリーカバー：PC樹脂、TPR樹脂、ボタン：シリコン

中国≫原産国：中国

130032 3X100M ストップウォッチ

本体価格： ¥8,000 +税

100スプリットメモリーストップウォッチ

100スプリットまで記録し、３段のLCDディスプレイに合計とそれぞれの

ラップスプリット両方を閲覧可能。

ランニングタイムや、ラップタイム、合計のスプリットを容易に見ることができる。

≫素材：ケース：ABS樹脂、紐：ポリプロピレン

≫原産国：中国

130040 3X300M ストップウォッチ

本体価格： ¥10,000 +税

300スプリットメモリーストップウォッチ

300スプリットまで記録し、３段のLCDディスプレイに合計とそれぞれの

ラップスプリット両方を閲覧可能。

ランニングタイムや、ラップタイム、合計のスプリットを容易に見ることができる。

≫素材：ケース：ABS樹脂、紐：ポリプロピレン

≫原産国：中国
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325005 ノーズクリップ（ハナセン）

本体価格： ¥750 +税

鼻に快適にフィットし、水が入り込むことを防ぐ

耐久性の高いナイロン素材で圧力を維持。

ノーズパッドはシリコン製のため高い快適性。キャリーケース付き。

≫素材：フレーム：ナイロン、パッド：シリコン

325006 イアープラグ（ミミセン）

本体価格： ¥750 +税

耳に順応する特別な形状で耳の中に水が入り込むのを効果的に防ぐ。

100%シリコン製で快適性と機密性が高い。キャリーケース付き。

≫素材：シリコン

≫原産国：中国

125002 スキン ソックス

本体価格： ¥2,200 +税

101：ブラック

サイズ： S   / 20-23.5 cm
M  / 24-27.5 cm
L    / 28-32 cm 

足を保護し快適に保つようデザインされた万能なスポーツソックス。

刺激を減少させ、水ぶくれや擦りむきを効果的に防ぐ。

軽量で、薄い通気性の保護層として機能。

≫素材：ライクラ スパンデックス

≫原産国：マレーシア



P.19

345102 FROGGLEZゴーグル

本体価格： ¥4,000 +税

327：SCALES 336：TREASURE
354：WATERMELON 361：LEMON

子供が簡単につけられる Ｆｒｏｇｇｌｅｚ ストラップ！！

耐衝撃性レンズ・ＵＶ 保護と防曇を提供

リバーシブルストラップ

ゴーグルが浮くので紛失しにくい 。

プールからレジャーまで小さいお子様でも使用可能

≫原産国：中国

在庫限り



【商品についてのお問合せ先】
ゼット株式会社お客様相談センター
〒543-8601　大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目2番16号

☎ 0120-276-010　［携帯・PHSからもOK］
月曜日～金曜日／9：30～12：00・13：00～17：00　[土・日・祝・年末年始及び夏季休暇除く]
※その他、都合により急遽社休日となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

[ホームページ]　https://finisswim.jp/

finisswim.jp


