
1934年、ロイシュはドイツのメッツィンゲンの小さな作業場で誕生。1970年代初
めには、ドイツの伝説的GKゼップ・マイヤーの協力を得て、世界で初めてラテック
スパームのキーパーグローブを開発。サッカーの歴史で画期的な出来事となり、
1974年西ドイツ大会では西ドイツチームを優勝に導きました。それ以来、多くの
世界タイトルがロイシュのグローブを使用して獲得されています。70年の経験を
かけて培った力量とアスリートとの密接な関係が、妥協することのない品質と信頼
性を備えた商品へと繋がっているのです。
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リパルス デラックス Ｇ２ オーソテック
3670900

￥14,900＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：デュアルロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●着脱式プロテクター装備。最高のグリップ力を発揮す
　るG2（ウルトラソフト）パーム、 
　さらに指先にシリコンプリントを施した「キャッチコン
　トロール2.0」搭載のトップモデル。
●中国製

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

（767）

リパルス デラックス Ｇ２
3670905

￥13,900＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：デュアルロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●G2（ウルトラソフト）が最高のグリップ力とフィット感を
　発揮。指先にシリコンプリントを施した「キャッチコント
　ロール2.0」搭載の契約プロも着用するトップモデル。
●中国製（767）

リパルス プロ Ｇ２ ネガティブカット
3670907

￥11,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：サラウンドカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：8・9・10
●カラー：（406）エレクトリックブルー
●G2（ウルトラソフト）が最高のグリップ力とフィット感を
　発揮｡ネガティブカットでさらにフィット感を強化し､指先
　のボールタッチ感が安定したプレーを実現。
●中国製（406）

リパルス プライム Ｒ２
3670773

￥6,800＋消費税
●パーム：R2 スーパーソリッド
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（406）エレクトリックブルー
●耐久性に優れたR2（スーパーソリッド）｡
　中学生の試合や高校生の練習・試合にお奨め！
●ミャンマー製・中国製

（406）

リパルス プロ デュオ Ｇ２
3670020

￥12,500＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：8・9・10
●カラー：（575）グリーン/イエロー
●デュオ機能が手とグローブを一体化し操作性と衝撃吸
　収力をアップ。パームにG2（ウルトラソフト）を採用し、
　どんな天候でも優れたグリップ力を発揮。
●中国製（575）

リパルス プロ Ｇ２
3670906

￥12,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●パームにG2（ウルトラソフト）を採用し，どんな天候で
　も優れたグリップ力を発揮。契約プロも多数着用する
　プロモデル。
●中国製（767）

リパルス ＲＧ
3670830

￥3,600＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（219）ショッキングオレンジ
　　　　（406）エレクトリックブルー
●高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用した練習に最適なモデル｡
●パキスタン製

（219）

（406）

リパルス ＳＧ エクストラ
3670878

￥4,300＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（555）グリーン/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材｡
　コストパフォーマンスモデル。
●ミャンマー製

（555）

（555）

（767）

（767）

リパルス プロ Ａ２
3670405

￥11,500＋消費税
●パーム：A2 アクアテック
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：シムレス　ネオプレーンカフ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（414）ウォーターブルー
●ウェットコンディションで最高のグリップ力を発揮する
　A2（アクアテック）を採用。契約プロも高評価。悪天候
　でも安定感のあるプレーを実現。
●中国製（414）

リパルス プロ Ｍ１ ロールフィンガー
3670107

￥11,500＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：スペシャルサラウンドカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用｡
　ロールフィンガーがさらなるフィット感と安定性を提供｡
●中国製

（767）

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

リパルス ＳＧ
3670870

￥3,600＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9
●カラー：（219）ショッキングオレンジ
　　　　（783）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（575）グリーン/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材。
　コストパフォーマンスモデル。
●パキスタン製

（783）（219）

リパルス プライム Ｍ１
3670109

￥7,500＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（555）グリーン/イエロー
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用した
　テイクダウンモデル｡
●ミャンマー製

※８月発売予定

※80双限定
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リパルス デラックス Ｇ２ オーソテック
3670900

￥14,900＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：デュアルロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●着脱式プロテクター装備。最高のグリップ力を発揮す
　るG2（ウルトラソフト）パーム、 
　さらに指先にシリコンプリントを施した「キャッチコン
　トロール2.0」搭載のトップモデル。
●中国製

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

（767）

リパルス デラックス Ｇ２
3670905

￥13,900＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：デュアルロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●G2（ウルトラソフト）が最高のグリップ力とフィット感を
　発揮。指先にシリコンプリントを施した「キャッチコント
　ロール2.0」搭載の契約プロも着用するトップモデル。
●中国製（767）

リパルス プロ Ｇ２ ネガティブカット
3670907

￥11,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：サラウンドカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：8・9・10
●カラー：（406）エレクトリックブルー
●G2（ウルトラソフト）が最高のグリップ力とフィット感を
　発揮｡ネガティブカットでさらにフィット感を強化し､指先
　のボールタッチ感が安定したプレーを実現。
●中国製（406）

リパルス プライム Ｒ２
3670773

￥6,800＋消費税
●パーム：R2 スーパーソリッド
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（406）エレクトリックブルー
●耐久性に優れたR2（スーパーソリッド）｡
　中学生の試合や高校生の練習・試合にお奨め！
●ミャンマー製・中国製

（406）

リパルス プロ デュオ Ｇ２
3670020

￥12,500＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：8・9・10
●カラー：（575）グリーン/イエロー
●デュオ機能が手とグローブを一体化し操作性と衝撃吸
　収力をアップ。パームにG2（ウルトラソフト）を採用し、
　どんな天候でも優れたグリップ力を発揮。
●中国製（575）

リパルス プロ Ｇ２
3670906

￥12,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●パームにG2（ウルトラソフト）を採用し，どんな天候で
　も優れたグリップ力を発揮。契約プロも多数着用する
　プロモデル。
●中国製（767）

リパルス ＲＧ
3670830

￥3,600＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（219）ショッキングオレンジ
　　　　（406）エレクトリックブルー
●高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用した練習に最適なモデル｡
●パキスタン製

（219）

（406）

リパルス ＳＧ エクストラ
3670878

￥4,300＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（555）グリーン/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材｡
　コストパフォーマンスモデル。
●ミャンマー製

（555）

（555）

（767）

（767）

リパルス プロ Ａ２
3670405

￥11,500＋消費税
●パーム：A2 アクアテック
●カット：ロールドエクスパンスカット ESS
●リスト：シムレス　ネオプレーンカフ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（414）ウォーターブルー
●ウェットコンディションで最高のグリップ力を発揮する
　A2（アクアテック）を採用。契約プロも高評価。悪天候
　でも安定感のあるプレーを実現。
●中国製（414）

リパルス プロ Ｍ１ ロールフィンガー
3670107

￥11,500＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：スペシャルサラウンドカット ESS
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用｡
　ロールフィンガーがさらなるフィット感と安定性を提供｡
●中国製

（767）

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

リパルス ＳＧ
3670870

￥3,600＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9
●カラー：（219）ショッキングオレンジ
　　　　（783）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（575）グリーン/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材。
　コストパフォーマンスモデル。
●パキスタン製

（783）（219）

リパルス プライム Ｍ１
3670109

￥7,500＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（555）グリーン/イエロー
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用した
　テイクダウンモデル｡
●ミャンマー製

※８月発売予定

※80双限定



リロード プライム Ｍ１ ネガティブカット
3670187

￥9,300＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（101）ホワイト/ブラック
●リロードシリーズのテイクダウンモデル｡
　安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用｡
●中国製

（101）

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。
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リロード プライム Ｓ１
3570263

￥5,900＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●リロードシリーズのコストパフォーマンスモデル｡
　優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
●ミャンマー製

（767）

ロイシュ ワールドキーパー Ｇ２
3670950

￥11,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7・8・9・10
●カラー：（967）パープル/イエロー
●パームにG2（ウルトラソフト）を採用し、どんな天候でも
　優れたグリップ力を発揮。
　契約プロも多数着用するプロモデル。
●中国製（967）

JUNIOR

サラ フットボール
3470841

￥7,500＋消費税
●パーム：シリコン
●カット：サラウンドカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：7・8・9・10 
●カラー：（234）イエロー
●フルフィンガータイプのフットサル専用モデル。
　手の平部はシリコンプリントが施されグリップ力抜群。
●中国製

（234）

サラ SG ショート
3470842

￥3,000＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：サラウンドカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：7・8・9・10
●カラー：（234）イエロー
●SG（ソフトグリップ）を使用したハーフフィンガータイ
　プのフットサルモデル。
●パキスタン製

（234）

リパルス プライム Ｍ１ ジュニア
3672109

￥4,800＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用
　したジュニアモデル｡
●ミャンマー製（767）

リパルス ＲＧ フィンガーサポート ジュニア
3672832

￥4,500＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
●フィンガーサポート入りのジュニアモデル｡
　高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用し、試合や練習にお奨め｡
　子供が脱着が容易なイージフィット仕様｡
●パキスタン製

（783）

PROTECTORS

アクティブ ニープロテクター
3577000

￥2,400＋消費税
●素　材：スポンジフォームパッド・ポリスター・ラバー
　バンテージ・ナイロン
●サイズ：S・M・L
●カラー：（700）ブラック
●中国製

（700）

アクティブエルボープロテクター
3577010

￥2,400＋消費税
●素　材：スポンジフォームパッド・ポリスター・ラバー
　バンテージ・ナイロン
●サイズ：S・M・L
●カラー：（700）ブラック
●中国製

（700）

（101）

（767）

リロード プライム Ｇ２
3670965

￥8,200＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（101）ホワイト/ブラック
　　　　（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●リロードシリーズのテイクダウンモデル｡
　最高のグリップ力　G2（ウルトラソフト）を採用｡
●ミャンマー製

リパルス Ｓ１ ロールフィンガー ジュニア
3672296

￥3,900＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
　フィット感抜群のロールフィンガータイプ｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

（767）

（767） （948） （958）

リパルス ＳＧ ジュニア
3672879

￥2,900＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
             （949）イエロー/グリーン
             （959）エレクトリックブルー/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材｡
　コストパフォーマンスジュニアモデル。
　子供が脱着が容易なイージフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

※８月発売予定

（783） （949） （959）
※８月発売予定

リパルス Ｓ１ ジュニア
3672292

￥3,300＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（948）イエロー/グリーン
　　　　（958）エレクトリックブルー/イエロー
●優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

（783）

※日本限定仕様

※日本限定仕様

※日本限定仕様

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

（949）

リパルス ＲＧ ジュニア
3672830

￥3,300＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
             （949）イエロー/グリーン
●高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用し、試合や練習にお奨め｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット仕様｡
●パキスタン製

上腕周囲

S 24 - 27cm

M 27 - 29cm

L 29 - 32cm

膝上周囲

S 32 - 36cm

M 36 - 40cm

L 40 - 44cm



リロード プライム Ｍ１ ネガティブカット
3670187

￥9,300＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（101）ホワイト/ブラック
●リロードシリーズのテイクダウンモデル｡
　安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用｡
●中国製

（101）

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

RE:LOAD

SALA FOOTBALL

WORLD KEEPER
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リロード プライム Ｓ１
3570263

￥5,900＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●リロードシリーズのコストパフォーマンスモデル｡
　優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
●ミャンマー製

（767）

ロイシュ ワールドキーパー Ｇ２
3670950

￥11,000＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7・8・9・10
●カラー：（967）パープル/イエロー
●パームにG2（ウルトラソフト）を採用し、どんな天候でも
　優れたグリップ力を発揮。
　契約プロも多数着用するプロモデル。
●中国製（967）

JUNIOR

サラ フットボール
3470841

￥7,500＋消費税
●パーム：シリコン
●カット：サラウンドカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：7・8・9・10 
●カラー：（234）イエロー
●フルフィンガータイプのフットサル専用モデル。
　手の平部はシリコンプリントが施されグリップ力抜群。
●中国製

（234）

サラ SG ショート
3470842

￥3,000＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：サラウンドカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：7・8・9・10
●カラー：（234）イエロー
●SG（ソフトグリップ）を使用したハーフフィンガータイ
　プのフットサルモデル。
●パキスタン製

（234）

リパルス プライム Ｍ１ ジュニア
3672109

￥4,800＋消費税
●パーム：M1 メガグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●安定したグリップ力を持つM1（メガグリップ）を採用
　したジュニアモデル｡
●ミャンマー製（767）

リパルス ＲＧ フィンガーサポート ジュニア
3672832

￥4,500＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
●フィンガーサポート入りのジュニアモデル｡
　高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用し、試合や練習にお奨め｡
　子供が脱着が容易なイージフィット仕様｡
●パキスタン製

（783）

PROTECTORS

アクティブ ニープロテクター
3577000

￥2,400＋消費税
●素　材：スポンジフォームパッド・ポリスター・ラバー
　バンテージ・ナイロン
●サイズ：S・M・L
●カラー：（700）ブラック
●中国製

（700）

アクティブエルボープロテクター
3577010

￥2,400＋消費税
●素　材：スポンジフォームパッド・ポリスター・ラバー
　バンテージ・ナイロン
●サイズ：S・M・L
●カラー：（700）ブラック
●中国製

（700）

（101）

（767）

リロード プライム Ｇ２
3670965

￥8,200＋消費税
●パーム：G2 ウルトラソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：リストバンテージ
●サイズ：7.5・8・9・10
●カラー：（101）ホワイト/ブラック
　　　　（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●リロードシリーズのテイクダウンモデル｡
　最高のグリップ力　G2（ウルトラソフト）を採用｡
●ミャンマー製

リパルス Ｓ１ ロールフィンガー ジュニア
3672296

￥3,900＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
●優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
　フィット感抜群のロールフィンガータイプ｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

（767）

（767） （948） （958）

リパルス ＳＧ ジュニア
3672879

￥2,900＋消費税
●パーム：SG ソフトグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
             （949）イエロー/グリーン
             （959）エレクトリックブルー/イエロー
●人工と天然ラテックスのミックス素材｡
　コストパフォーマンスジュニアモデル。
　子供が脱着が容易なイージフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

※８月発売予定

（783） （949） （959）
※８月発売予定

リパルス Ｓ１ ジュニア
3672292

￥3,300＋消費税
●パーム：S1 スーパーソフト
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（767）ブラック/ショッキングオレンジ
　　　　（948）イエロー/グリーン
　　　　（958）エレクトリックブルー/イエロー
●優れた湿潤性を持つS1（スーパーソフト）パーム｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット日本限定仕様｡
●パキスタン製

（783）

※日本限定仕様

※日本限定仕様

※日本限定仕様

※全アイテムJFA新規定適応商品になります。 ※実物と多少カラーは異なります。

（949）

リパルス ＲＧ ジュニア
3672830

￥3,300＋消費税
●パーム：RG レジストグリップ
●カット：エクスパンスカット
●リスト：イージーフィット
●サイズ：4・5・6・7
●カラー：（783）ブラック/ショッキングオレンジ
             （949）イエロー/グリーン
●高い耐久性を持つハードグランド向きラバーRG（レジ
　ストグリップ）を採用し、試合や練習にお奨め｡
　子供が脱着が容易なイージーフィット仕様｡
●パキスタン製

上腕周囲

S 24 - 27cm

M 27 - 29cm

L 29 - 32cm

膝上周囲

S 32 - 36cm

M 36 - 40cm

L 40 - 44cm
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FUNCTIONS

Technologies
FUNCTIONS

CUTs

Cuffs

Palm Materials

ネガティブカット

ESS™

エクスパンスカット

ロールド

ロールフィンガー

デュアルロールド

オーソテック™
そり返しによる怪我を防ぐ、取
外し可能なフィンガープロテク
ションを全ての指に搭載。内側
に曲げ易く、外側に曲がらない
設計。

ショックシールド™アドバンスド
甲部にラテックスによる凹凸をつけ、ボールの
衝撃を吸収・分散させます。どんな体勢でも確
実なパンチングを可能にし、衝撃による怪我
の防止に役立てます。

インパクトシェールド™
ショックシールドのライトバー
ジョン３Ｄのエンボスでは無い
が、パンチングの際の衝撃を軽減

エクスパンド フィンガー チップス™
パーム指先を最大限に拡大させる事で、
ボールとの接地面積が広がり、キャッチ
ング力アップ。

エルゴノミック サポート システム™
自然なキャッチングポジションをキープ
出来る様にサポートする製法。

デュオ™
グローブの内側にパームのラテッ
クスを配置。そのラテックスが手の
ひら・指先とグローブの一体化を
促進また、ラテックスの２重構造に
より、衝撃吸収・分散を実現します。

エアーベントシステム™
高密度な通気素材エアメッシュによ
りグローブ内への通気性を提供。快
適なグローブ内環境を保ちます。

プロフレックス™
甲部に伸縮性の優れた素材を組入れ、
柔軟性のあるバックハンドを実現。

リストフレックス™
甲部のリスト上部にストレッチ素材を配
置。垂直方向の柔軟性をサポート。

キャッチコントロール2.0™
指先にシリコンを配置し、指先
のグリップ力をアップ。ドライコ
ンディションでよりパワーアッ

ロールドサム™
ROLLED THUMBTM

パームの親指を内側に巻
上げる事で、キャッチング
力をアップさせつつ、親指
の快適性も得られます。

３Ｄサムクロッチ™
親指と人差し指の指またを
シームレスにする事により、
親指の稼働を妨げず、ストレ
スのない快適さをサポート。

キープコントロール™プロ
小指の内側まで、パームを巻き上げ
る事で、ボールとの接地面積が拡大
し、キャッチングやスローイングの際
のボールコントロール性がアップ。

フィンガーサポート™
フィンガープロテクションのラ
イトバージョン内側に曲げ易
く、外側に曲がらない設計で指
を安定化します。

ロイシュはキーパー特有の必要条件を満たすグローブを作る事に、常にチャレンジしてきました。単なる手の保護道具
から、機能的なキャッチングギアへキーパーグローブを進化させてきました。勝負の境界線上にいるゴールキーパーに
ロイシュ最新テクノロジーを。

エルゴノミック パーム エンボシング
ERGONOMIC PALM EMBOSSING

手のひらにエンボスを施す事で、柔軟性を高
め、ボールコントロール性もアップさせます。

縫い目がグローブの内部にある標準的なインサイド縫製。指
がすっぽりと覆われるのでフィット感が高く、ボールコント
ロール性に優れています。

グローブの外部に縫い目が出るように縫製されたアウトサイ
ド縫製。ボールとの接地面積が大きくなり、安定感のある
キャッチングをサポートします。

内部に縫い目のない立体縫製。指全体がラテックスで覆わ
れ、側面にもグリップ力を持たせることで、広い部分での
キャッチングが可能になります。

小指と人差し指のラテックスが手の甲側に巻き込むように設
計されています。ボールとの接地面積が最大になり、さらに人
間工学に基づいた自然な手の形に適応します。

イージーフィット
手首のサイドに隙間を設け、容易な脱着を
可能にし、さらにフィッティングを高めてい
ます。ワイドパッドの入ったベルクロで快適
な着け心地を実現しました。日本限定仕様。

シームレスネオプレーンカフ
人間の手首に沿った形状で縫い目のない設
計。
人間工学に基づいた自然なフィット感で、柔軟
かつ快適な着用感を実現しました。

リストバンテージ
グローブの袖口部分に弾力性のあ
るバンテージを装着。
サポート力、手首の保護力もアップ。

小指部分のラテックスが手の甲側に巻き込むように設計され
ており、ボールとの接地面積を拡大しています。

人間工学に基づき、指が自然なキャッチングの形になるよう
に設計。ラテックスを小指側に少し引き上げることで、キャッ
チングの面積が大きくなるように作られています。

reusch　パーム一覧 +10 満点
推奨グランド

天 然 芝 人 工 芝 ソフトグランド ハードグランド

◎：最適　○：適合　△：使用可能

ウルトラソフト

アクアテック

メガグリップ

スーパーソフト

スーパーソリッド

ソフトグリップ

レジストグリップ

△

△

〇

〇 〇

〇 〇

◎ ◎

◎ 〇

◎ 〇

◎ 〇

〇

〇

〇

◎

グリップ力 +11
雨天グリップ力 +8
衝撃吸収力
耐久性 +7

グリップ力 +7
雨天グリップ力 +11
衝撃吸収力 +7
耐久性
グリップ力 +9

+9

デュオウルトラソフト ◎ 〇
グリップ力 +11
雨天グリップ力 +8
衝撃吸収力
耐久性 +7

+12

雨天グリップ力 +6
衝撃吸収力

耐久性 +6

雨天グリップ力

+7

雨天グリップ力

耐久性

耐久性
グリップ力
雨天グリップ力 +4

+7

衝撃吸収力 +5
耐久性 +6
グリップ力 +6
雨天グリップ力 +5
衝撃吸収力 +7
耐久性 +10
グリップ力 +6
雨天グリップ力 +4
衝撃吸収力 +4
耐久性 +5
グリップ力 +4
雨天グリップ力 +4
衝撃吸収力 +4
耐久性 +8

+7
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Technologies
FUNCTIONS

CUTs

Cuffs

Palm Materials

ネガティブカット

ESS™

エクスパンスカット

ロールド

ロールフィンガー

デュアルロールド

オーソテック™
そり返しによる怪我を防ぐ、取
外し可能なフィンガープロテク
ションを全ての指に搭載。内側
に曲げ易く、外側に曲がらない
設計。

ショックシールド™アドバンスド
甲部にラテックスによる凹凸をつけ、ボールの
衝撃を吸収・分散させます。どんな体勢でも確
実なパンチングを可能にし、衝撃による怪我
の防止に役立てます。

インパクトシェールド™
ショックシールドのライトバー
ジョン３Ｄのエンボスでは無い
が、パンチングの際の衝撃を軽減

エクスパンド フィンガー チップス™
パーム指先を最大限に拡大させる事で、
ボールとの接地面積が広がり、キャッチ
ング力アップ。

エルゴノミック サポート システム™
自然なキャッチングポジションをキープ
出来る様にサポートする製法。

デュオ™
グローブの内側にパームのラテッ
クスを配置。そのラテックスが手の
ひら・指先とグローブの一体化を
促進また、ラテックスの２重構造に
より、衝撃吸収・分散を実現します。

エアーベントシステム™
高密度な通気素材エアメッシュによ
りグローブ内への通気性を提供。快
適なグローブ内環境を保ちます。

プロフレックス™
甲部に伸縮性の優れた素材を組入れ、
柔軟性のあるバックハンドを実現。

リストフレックス™
甲部のリスト上部にストレッチ素材を配
置。垂直方向の柔軟性をサポート。

キャッチコントロール2.0™
指先にシリコンを配置し、指先
のグリップ力をアップ。ドライコ
ンディションでよりパワーアッ

ロールドサム™
ROLLED THUMBTM

パームの親指を内側に巻
上げる事で、キャッチング
力をアップさせつつ、親指
の快適性も得られます。

３Ｄサムクロッチ™
親指と人差し指の指またを
シームレスにする事により、
親指の稼働を妨げず、ストレ
スのない快適さをサポート。

キープコントロール™プロ
小指の内側まで、パームを巻き上げ
る事で、ボールとの接地面積が拡大
し、キャッチングやスローイングの際
のボールコントロール性がアップ。

フィンガーサポート™
フィンガープロテクションのラ
イトバージョン内側に曲げ易
く、外側に曲がらない設計で指
を安定化します。

ロイシュはキーパー特有の必要条件を満たすグローブを作る事に、常にチャレンジしてきました。単なる手の保護道具
から、機能的なキャッチングギアへキーパーグローブを進化させてきました。勝負の境界線上にいるゴールキーパーに
ロイシュ最新テクノロジーを。

エルゴノミック パーム エンボシング
ERGONOMIC PALM EMBOSSING

手のひらにエンボスを施す事で、柔軟性を高
め、ボールコントロール性もアップさせます。

縫い目がグローブの内部にある標準的なインサイド縫製。指
がすっぽりと覆われるのでフィット感が高く、ボールコント
ロール性に優れています。

グローブの外部に縫い目が出るように縫製されたアウトサイ
ド縫製。ボールとの接地面積が大きくなり、安定感のある
キャッチングをサポートします。

内部に縫い目のない立体縫製。指全体がラテックスで覆わ
れ、側面にもグリップ力を持たせることで、広い部分での
キャッチングが可能になります。

小指と人差し指のラテックスが手の甲側に巻き込むように設
計されています。ボールとの接地面積が最大になり、さらに人
間工学に基づいた自然な手の形に適応します。

イージーフィット
手首のサイドに隙間を設け、容易な脱着を
可能にし、さらにフィッティングを高めてい
ます。ワイドパッドの入ったベルクロで快適
な着け心地を実現しました。日本限定仕様。

シームレスネオプレーンカフ
人間の手首に沿った形状で縫い目のない設
計。
人間工学に基づいた自然なフィット感で、柔軟
かつ快適な着用感を実現しました。

リストバンテージ
グローブの袖口部分に弾力性のあ
るバンテージを装着。
サポート力、手首の保護力もアップ。

小指部分のラテックスが手の甲側に巻き込むように設計され
ており、ボールとの接地面積を拡大しています。

人間工学に基づき、指が自然なキャッチングの形になるよう
に設計。ラテックスを小指側に少し引き上げることで、キャッ
チングの面積が大きくなるように作られています。

reusch　パーム一覧 +10 満点
推奨グランド

天 然 芝 人 工 芝 ソフトグランド ハードグランド

◎：最適　○：適合　△：使用可能

ウルトラソフト

アクアテック

メガグリップ

スーパーソフト

スーパーソリッド

ソフトグリップ

レジストグリップ

△

△

〇

〇 〇

〇 〇

◎ ◎

◎ 〇

◎ 〇

◎ 〇

〇

〇

〇

◎

グリップ力 +11
雨天グリップ力 +8
衝撃吸収力
耐久性 +7

グリップ力 +7
雨天グリップ力 +11
衝撃吸収力 +7
耐久性
グリップ力 +9

+9

デュオウルトラソフト ◎ 〇
グリップ力 +11
雨天グリップ力 +8
衝撃吸収力
耐久性 +7

+12

雨天グリップ力 +6
衝撃吸収力

耐久性 +6

雨天グリップ力

+7

雨天グリップ力

耐久性

耐久性
グリップ力
雨天グリップ力 +4

+7

衝撃吸収力 +5
耐久性 +6
グリップ力 +6
雨天グリップ力 +5
衝撃吸収力 +7
耐久性 +10
グリップ力 +6
雨天グリップ力 +4
衝撃吸収力 +4
耐久性 +5
グリップ力 +4
雨天グリップ力 +4
衝撃吸収力 +4
耐久性 +8

+7



1934年、ロイシュはドイツのメッツィンゲンの小さな作業場で誕生。1970年代初
めには、ドイツの伝説的GKゼップ・マイヤーの協力を得て、世界で初めてラテック
スパームのキーパーグローブを開発。サッカーの歴史で画期的な出来事となり、
1974年西ドイツ大会では西ドイツチームを優勝に導きました。それ以来、多くの
世界タイトルがロイシュのグローブを使用して獲得されています。70年の経験を
かけて培った力量とアスリートとの密接な関係が、妥協することのない品質と信頼
性を備えた商品へと繋がっているのです。

The
blood 
runs 
fast
the

pulse
is

rising
FULL

TENSION

FULL TENSION: Soccer 2016


