株式会社都村製作所

壁面大 型LEDビジョン

屋内外のスタジアム・アリーナに
求められる迫力の大画面です。

ツムラは日本 のアリーナ整 備 を応 援します！

ツムラは米国や世界最 先 端のアリーナ備品を導入することでア

P��

け
向
ナ ン
ー
ショ
リ
ア ュー
ソリ

リーナ整 備に関わる、様々な課 題をお客様と一 緒に解決してま
いります。

センターハング�面ビジョン
P��～
P��

全ての客席に死角なくスコア、
ライブ・リプレイ映像を届けます。

アリーナ全周リボンビジョン

P11~
P��

アリーナ全周に設置し、盛り上げ・
広告効果を高めます。

バスケットボール

コートサイドスコアボード
試合中に審判や、
プレーヤーが確認する
小型スコアボードです。

FIBA Level�で要求される
仕様で提案いたします。

P��

P��

バスケットボール

ショットクロック＆
バックボードマーキング
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03
ポータブルスポーツフロア

P��

多目的アリーナのコンクリート床の上に設置する
FIBA Level�認定の木製フロアです。

各種操作機器

P��

FIBA Level�認定品から、
省スペース型まで、床固定金具も
あわせ提案します。

スコア、タイマー、映像操作など、
アリーナ内全ての機器を
連動させます。

P��

移動式バスケットゴール

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール以外の様々なスポーツにも対応しています。

株式会社都村製作所

Basketball

バスケットボール

スーパーエースゴール＜電動油圧式バスケットゴール＞

国際バスケットボール連盟認定品
日本バスケットボール協会装置検定品

■BA-1770 一般・ミニ兼用型

（対）￥��,���,��� / 税込￥��,���,���

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降電動油圧式（ショットクロックの起動の連動も可能です）
・重量≒�,���㎏
・ショットクロック別途

バスケットボール

バスケットボール

移動式バスケットゴールの固定について

■セッティングゲージ（位置決め用金具）
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����

����

����

����

����

・プラスチック板
・プレッシャーリリースリング付
・昇降電動油圧式
・AC���V
・重量≒�,���kg
・ショットクロック別途

����

（対）￥�,���,��� / 税込￥��,���,���
����

����

エンドライン
����

����

����±�

����
エンドライン

����±�

����

����

����

・プラスチック板
・プレッシャーリリースリング付
・昇降電動油圧式
・AC���V
・重量≒���kg
・ショットクロック別途

■BA-1501 一般専用型

����

����

■BA-1401 一般・ミニ兼用型

����

モノゴール＜電動油圧式バスケットゴール＞

日本バスケットボール協会装置検定品

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

主にフローリングの表面に設置します。

■フロアアンカーシステム（浮き上がり防止用）

大きな荷重がかかっても本体が浮いたりズレたりしないようにする金具です。
床下のコンクリート基礎と締結します。

※ツムラでは、ゴールの形状や現場の状況に合わせ最適な床金具を提案・設計・施工いたします。

����

BA-1356

セッティングゲージ（モノゴール用）

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・フローリングの表面に固定します。
※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。
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バスケットゴールを正しい位置に配置するための金具です。

ＢＡ-1363

セッティングゲージ（マックスゴール用）

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・フローリングの表面に固定します。
・フロアアンカー兼用にもできます。

ＢＡ-1360

フロアアンカーシステム（浮き上がり防止用）

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・床基礎工事が必要です。
・バスケットゴールに合わせ最適な仕様で提案します。
※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所
スーパーマックスゴール

スーパーイージープレイゴール

＜手動油圧式バスケットゴール＞

＜手動カウンター式バスケットゴール＞

国 際 バスケットボール連 盟 認 定 品
日本バスケットボール協会装置検定品

国 際 バスケットボール連 盟 認 定 品
日本バスケットボール協会装置検定品

■BA-1731 一般・ミニ兼用型

■BA-1750 一般・ミニ兼用型

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

（対）￥�,���,��� / 税込￥��,���,���

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動油圧式
・重量≒�,���kg
・ショットクロック別途
・バックボードマーキング別途

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動カウンターバランス式
・重量≒�,���kg
・ショットクロック別途
・バックボードマーキング別途

����

����

����

����

����

エンドライン
����

����

エンドライン
����

����

����

����

����

����

����

規 格

FIBA公式試合
Level�対応品
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バックボード前面から
防護パッド表面までの距離
�,���㎜以上

BA-1770 BA-1731
BA-1750
BA-1905（BA-1501）

JBA装置検定品

�,���㎜以上

BA-1401 BA-1741
BA-1760 BA-1920

省スペース規格

�,���㎜未満

BA-1925 BA-1930
BA-2015 BA-2017
BA-2019 BA-2215

※FIBA：国際バスケットボール連盟

JBA：日本バスケットボール協会

移動式バスケットゴールの昇降方式
駆動方式

����
����

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動油圧式
・重量≒���kg

����

����

����

����
����

設置スペースの制約に合わせ、腕の短いバスケットゴールに対応することも可能です。ご希望の場合はお問い合わせください。

����

エンドライン
����

■BA-1760 一般・ミニ兼用型
（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���
・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動カウンターバランス式
・重量≒�,���㎏

����
����

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

(����)

����

エンドライン

����
(����)

����

特 長

電 動 油 圧 式 AC���V電源が
必要です。

対応機種
BA-1401 BA-1501
BA-1770

手動ハンドル操作で BA-1731
油 圧 式 昇降します。安全性に
BA-1741
優れています。

国際バスケットボール連盟認定品
日本バスケットボール協会装置検定品

����

■BA-1741 一般・ミニ兼用型

イージープレイゴール＜手動カウンター式バスケットゴール＞

(����)

マックスゴール HP��＜手動油圧式バスケットゴール＞

国際バスケットボール連盟認定品
日本バスケットボール協会装置検定品

対応機種

手動

重りのバランスにより
カウンター
BA-1750
昇降します。大人�人で
バランス式
BA-1760
操作できます。
バネの力を利用して
スプリング式 昇降します。大人�人で
操作できます。

BA-1905 BA-1925
BA-1920 BA-1930

ハンドル 操 作により BA-2015 BA-2215
ワイヤー式 ワイヤーを巻取ながら BA-2019 BA-2017
昇降します。

※為替の変動によって予告なく定価を変更させて頂く場合があります。 ※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール

バスケットボール

移動式バスケットゴールの規格

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

����

����

����

����
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株式会社都村製作所

BA-1920 マスターゴールG�

BA-1925 マスターゴールG�

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

日本バスケットボール協会装置検定品

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���
・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動スプリング式
・重量≒�,���kg

����

����

����

����

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動スプリング式
・重量≒�,���㎏

エンドライン

エンドライン

����

����

���

����

���

����

����

����

����

����
����

保護パッド

����

����

����

スポルディングシリーズ
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カラーバリエーション

スーパーレネゲードゴール

国 際 バスケットボール連 盟 認 定 品
日本バスケットボール協会装置検定品

Gold
413-413

Orange
413-412

Red
413-411

（対）￥��,���,��� / 税込￥��,���,���

Kelly Green
413-415

Forest Green
413-416

Light Blue
413-417

Royal Blue
413-418

Navy Blue
413-419

Purple
413-420

Maroon
413-410

Gray
413-414

Black
413-421

■BA-1905 一般・ミニ兼用型

エンドライン
����

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

����

����

����

����

����

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���
・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動スプリング式
・重量≒�,���kg

����
����

����

BA-1930 マスターゴール����

����

����

����

エンドライン
���

����

����

����

����

・強化ガラスボード
・プレッシャーリリースリング付
・昇降手動スプリング式
・重量≒�,���kg

※スポルディングシリーズの本体保 護パッド/ ボードパッド
は、上の��色よりご指定頂けます。
※実際の商品との色は若干異なる場合があります。

����

※為替の変動によって予告なく定価を変更させて頂く場合があります。 ※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール

バスケットボール

����

09

株式会社都村製作所

BF-4150 �面表示ショットクロック

BF-4125 ゲームクロック付ショットクロック

（組）設計見積

国際バスケットボール連盟認定品

（組）設計見積

・W���×D���×H���㎜
・重量≒��kg/台 ・ゲームクロック付
・ホーン内蔵 ・表示盤�台、操作器�台

・FIBA Level�認定品
・W���×D���×H���㎜
・重量≒��kg/台 ・ゲームクロック付
・ホーン内蔵 ・表示盤�台、操作器�台
・視認距離���m

（台）設計見積

・W�,���×D���×H�,���㎜
・消費電力���W
・重量≒���kg
・チーム名入力可能

BF-6200 ミニスコアボード

（台）設計見積

・W�,���×D���×H���㎜ ・重量≒��kg
・消費電力���W
・時間・得点・ピリオド・ボーナス・ポゼッションを表示
・専用架台は別途

BF-1152 ショットクロック

日本バスケットボール協会検定品

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・表示盤�台、操作盤�台 ・専用架台付 ・LED表示
・��秒、��秒切替スイッチ付 ・��秒ルール対応

BF-9156 ショットクロック

BF-3124 バックボードマーキング

日本バスケットボール協会検定品

（組）￥���,��� / 税込￥���,���

・表示盤�台、操作盤�台 ・移動スタンド付 ・LED表示 ・��秒、��秒切替スイッチ付
・��秒ルール対応 ・信号コード、電源コード付 ・AC���V
・表示盤:�.�kg ・操作盤:���g ・スタンド:�.�kg

（対）設計見積

・LED表示 ・AC���V
・ボードの裏面周囲に設置します。
赤→ 各ピリオド終了時に点灯
黄→ ショットロックが�になった際点灯

BF-6310 スコアボード

（台）設計見積

・W�,���×D��×H�,���㎜
・FIBA Level � 認定品
・視認距離���m
・重量≒��kg
・床置用架台別途

BF-6320 スコアボード（液晶画面）

（台）設計見積

・��インチ液晶モニター ・チーム名入力用PC付
・大型映像装置への出力も可能
・屋内外��種類のスポーツ種目対応
・プロテクター、スタンド別途

BF-6108 操作盤（システムカウンター用）

（台）￥��,��� / 税込￥��,���

BF-1117

ファール回数表示装置

BF-9216 ポゼション表示装置

日本バスケットボール協会検定品

日本バスケットボール協会検定品

・表示盤�台、操作盤�台 ・移動スタンド付
・LED表示 ・信号コード、電源コード付 ・AC���V
・表示盤:�kg ・操作盤:�kg ・スタンド:�.�kg

・W���×D���×H���㎜
・電源コード付 ・AC���V

（組）￥���,��� / 税込￥�,���,���

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

（台）￥��,��� / 税込￥��,���

・重量≒�.�kg

BF-1129 大音量ホーン

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・W���×D���×H���㎜ ・重量≒�.�kg
・電源コード付 ・音色�色（高音／低音／和音）

対応競技
・バスケットボール
・バレーボール
・バドミントン
・ハンドボール
・フットサル

BF-6100 システムカウンター���

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・W���×D���×H�,���㎜ ・重量≒��kg
・�段表示盤（タイマー/チーム名/得点） ・操作盤、ケーブル付

・W���×D���×H��㎜ ・電源コード�m付
・重量≒�.�kg
・操作盤�台で３つの表示盤すべての操作ができます

BF-9227 デジタイマ���X

（台）￥��,��� / 税込￥��,���

・W���×D���×H���㎜ ・重量≒�kg
・LED表示 ・電源コード付 ・AC���V

BF-6010 ハンドボール退場タイマー

日本ハンドボール協会推薦品

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・W���×D���×H���㎜ ・重量≒�kg ・操作盤付

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール

バスケットボール
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BF-6300 壁掛式スコアボード

11

株式会社都村製作所

BF-5115 センターハング�面ビジョン

BF-5111 センターハング�面ビジョン

（基）設計見積

（基）設計見積

・上部リングビジョン H���×φ�,���㎜
・メインビジョン W�,���×H�,���㎜×�面
・重量≒�,���kg ・操作盤付 ・アルミトラス ・吊機構別途

スポーツエンターテイメントへの潮流

配置例

新しい時代の大型アリーナのあり方として、
「する」スポーツの主体

コートサイド用スコアボード

であるプレーヤーと、一流のプレイを「観る」ことを楽しみたい観
客の双方が一体となって会場全体を盛り上げることができる施設
が求められています。

ダクトロニクスのセンターハング式�面LEDビジョンは、クリアな映

像と豊富なコンテンツでスポーツの興奮と感動をアリーナ全体
に伝えることができます。

スポーツエンターテインメントの時代、これからの室内大型アリー
ナの標準装備品になるものと思われます。
セン ターハ ン グ
ビ ジ ョン の 特 徴

●
●
●
●
●

アリーナ内３６０度の視 認性
�～�� ㎜ピッチLED素子利用
大 迫 力動画再生で場内をヒートアップ
豊富な 演出コンテンツや広告表 示機 能
ゲームクロック、スコアボードとの連 動 機 能

BF-5111 センターハング�面ビジョン

国際バスケットボール連盟認定品

（基）設計見積

・上部リングビジョン H���×φ�,���㎜
・メインビジョン W�,���×H�,���㎜×�面
・下部リングビジョン H���×φ�,���㎜
・重量≒�,���kg ・操作盤付 ・吊機構別途

大型映像表示機

ショットクロック
バックボードマーキング
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BF-5120 壁面リボンビジョン

コートサイド用スコアボード

（基）設計見積

・H���㎜×全長���m

BF-5200 得点入力装置（ALL SPORTS）

（台）設計見積

・屋内��競技、屋外�競技対応
（タッチパッド挿入シートを交換することで各種競技の入力に日本語で対応）
・大型得点表示盤、ショットクロック、コートサイド用スコアボードなどと連動

BF-5115 センターハング�面ビジョン

国際バスケットボール連盟認定品

（基）設計見積

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

ショットクロック
バックボードマーキング

・上部スコアボード W�,���×H���㎜×�面
・メインビジョン W�,���×H�,���㎜×�面
・重量≒�,���kg ・操作盤付
・吊機構別途

バスケットボール

バスケットボール
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・上部リングビジョン H���×φ�,���㎜
・メインビジョン W�,���×H�,���㎜×�面
・下部リングビジョン H���×φ�,���㎜
・重量≒�,���kg ・操作盤付 ・吊機構別途

BF-5300 映像操作端末（SHOW CONTROL）

（台）設計見積

・スマートクイックボタン操作により、大型ビジョンの映像を簡単に切り替え
・独自の盛り上げコンテンツ付属

世界No.�の実 績を支える

� 万国共通の簡単操作性
� 衝撃に耐える頑強設計

� つの 特 徴

� 改良を積み重ねた故障率の低さ

� 確かな技術で支えるサポート体制

株式会社都村製作所

設置実績

■B�チームホームアリーナ（富山県）

■B�チームホームアリーナ（北海道）

ショットクロック、バックボードマーキング、ミニスコアボード連動、
スロー・リプレイも可能な本格的なスポーツビジョンです。

広告表示スペースを広く確保しています。

■B�チームホームアリーナ（東京都）

■某学校体育館（神奈川県）

BF-5210 固定型ビジョン

日本アイスホッケー連盟公認品

（基）設計見積

・W�,���×H�,���㎜
・重量≒���kg

・センターハング�面ビジョン + 上部リングビジョン

（基）設計見積

・W�,���×H�,���㎜×�面
・重量≒���kg
・操作盤付
・吊枠、ウィンチ別途

バスケットボール

バスケットボール
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BF-5410 �面天井吊型スコアボード

・センターハング�面スコアボード + 上部�面アドパネル

BF-5301 固定型スコアボード

日本アイスホッケー連盟公認品

（基）設計見積

・W�,���×H�,���㎜
・重量≒��kg（操作盤付）
※取付部に専用コンクリート壁が必要です。

15
チーム名入力ができる定番のスコアボードです。

得点表示等様々な画像表示が高精細に可能です。

■新築体育館（福島県）

■アイスアリーナ（東京都）

計画段階から組み込むことで、設 計自由度が高まり費 用も抑えることが
出来ました。

アイスホッケー、フィギュアショーなど多様な用途に使用されています。
日本アイスホッケー連盟公認品

・壁面立掛式スコアボード × �面

・LEDビジョンW�,���×H�,���㎜ 素子�.�㎜ピッチ

BF-5420 �面天井吊型スコアボード

（基）設計見積

・W�,���×H�,���㎜×�面
・重量≒���kg
・操作盤付
・吊枠、ウィンチ別途
共通項目

●対応機種
●電源

ビジョンタイプ：バスケットボール、バレーボール、アイスホッケー、サッカー他様々な種目に対応可です。
スコアボードタイプ：種目別の機種をお選びいただけます。
AC���V、���V（電気用品安全法に則った設置をしております。）

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

・センターハング�面スコアボード + 上部アドパネル

・センターハング�面ビジョン + 上部スコアボード

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所
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（式）設計見積

・高機能ポータブルスポーツフロア
・仕上材：北米産ハードメイプル無垢材
・オリンピック、NBA等実績豊富
・標準パネル：W�,���×D�,���×厚��㎜
・弾性クッション仕様 ・米国製

17

FIB Aレベル�認 定

ポータブルスポーツフロア

〈FIBA「国際バスケットボール協会」レベル�認定品〉

●土間仕様の大型アリーナでスポーツ興行をする際に最適です。

●ハードメイプルの無垢材��mmを標準仕上材としており、NBAの公式ゲームでの酷使に耐える
十分な実績があるフロア材です。

●アリーナの広さに合わせ、また必要な競技に合わせた面積で製作することが可能です。

（有明アリーナ）

バスケットボール専用コート・多目的使用などご要望通りに対応できます。

●用途に合わせ、標準仕様と弾性クッション仕様がお選び頂けます。また表面材は、標準仕上げの
北米産最高級ハードメイプルの他、北欧産最高級ヨーロピアン・バーチ材もお選び頂けます。

●独自のインター・ロッキング・システムにより、設置後の表面には一切金属が現れない安全仕様です。
設置の際も特殊な工具は必要とせず、短時間で設置可能です。

●スポンサーやチーム又は施設の名前・ロゴマークなどを含め、全て納品前に工場で施工が完了し、
現場での作業は納品・設置のみですので、建築工期を大幅に短縮できます。

●平滑な下地があれば、新築アリーナ以外の既存施設でも、どこにでもオリンピック・NBAと同じフロアを設置できます。
●メンテナンスについても責任を持って弊社で行います。

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール

バスケットボール

TT-7501 ポータブルスポーツフロア

国 際 バスケットボール連 盟 認 定 品
全 米 バスケットボール協 会 認 定 品

（沖縄アリーナ）

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所

BA-3003 前方吊上式バスケットゴール

日本バスケットボール協会装置検定品

（対）設計見積

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・ワイヤロープ使用、手動巻取機付
※天井部に専用の補助梁が必要です。

BA-3034 リモコン電動引揚装置

BA-3534 リモコン電動引揚装置＜急速降下防止用＞

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・モーター容量���W ・FRPカバー付
・リモコン発信機にて信号を送りモーターを可逆させます。
・電波作動距離≒��ｍ ・AC���V ・重量≒��㎏
※配管、配線工事が必要です。
（別途）

・モーター容量���W ・FRPカバー付 ・ダブルドラム
・リモコン発信機にて信号を送りモーターを可逆させます。
・電波作動距離≒��ｍ ・AC���V ・重量≒��㎏
※配管、配線工事が必要です。
（別途）

BA-3033 電動引揚装置

BA-3533 電動引揚装置＜急速降下防止用＞

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

・モーター容量���W ・FRPカバー付
・押ボタンスイッチにて信号を送りモーターを可逆させます。
・AC���V ・重量≒��㎏ ・スイッチボックス（別途）
※配管、配線、スイッチボックス取付工事が必要です。
（別途）

・モーター容量���W ・FRPカバー付 ・ダブルドラム
・押ボタンスイッチにて信号を送りモーターを可逆させます。
・AC���V ・重量≒��㎏ ・スイッチボックス（別途）
※配管、配線、スイッチボックス取付工事が必要です。
（別途）

BA-3035 簡易型電動引揚装置

（台）￥���,��� / 税込￥���,���

電動吊上式バスケットゴール配線図（押ボタン式の場合）
前方吊上式バスケットゴール用
補助材建築本体工事に含む

DS�����
ＷN����

DS�����
ＷF����

Ｍ

BA-3300 セーフティロッキングベルト＜急速降下防止用＞

（対）設計見積

（台）設計見積

・�対用、�/�対用御指示下さい。
・埋込型、露出型御指示下さい。

�.�×�

バスケットゴール電動機
AC���V

�.�×�

�.�×�

�.�×�

BA-9034 スイッチボックス
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配電盤

Ｍ

�.�×�

スイッチボックス
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※配管・配線工事及びスイッチボックス取付工事は、建築設備工事にて御願いします。

・ベルト式専用装置
※専用梁の高さが��m以下時に取り付け可能です。

BA-3166 チェーンホイル巻取機

BA-034

リモコン発信機

（個）￥��,��� / 税込￥��,���

BA-3181 前方吊上式ミニバスケットゴール

日本バスケットボール協会検定品

（対）設計見積

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・ワイヤロープ使用、手動巻取機付
※天井部に専用の補助梁が必要です。

BA-034A リモコン受信機

（個）￥��,��� / 税込￥��,���

BA-3159 台付手動巻取機

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・ワイヤロープ巻取長≒��ｍ

・荷量���kg

BA-3158 台付手動巻取機

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・ワイヤロープ巻取長≒��ｍ

・荷量���kg

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・ワイヤロープ巻取長≒��ｍ

・荷量���kg

BA-3168 チェーンホイル巻取機

（台）￥���,��� / 税込￥���,���
・ワイヤーロープ巻取長≒��ｍ

バスケットボール

バスケットボール

・モーター容量���W ・AC���V ・重量≒��㎏
・リモコン型、スイッチボックス型をお選びいただけます。
※配管、配線工事が必要です。
（別途）

・荷量���kg

体育館の新築・改修をご計画の皆様
弊 社ホームページ上で、設置
条件に基づき概算設計見積り
を提供しています。どうぞご利
用ください。

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所

BA-4185 ジャバラ式ミニバスケットゴール

日本バスケットボール協会検定品

（対）設計見積

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・フロア上でハンドル操作により、繰出・収納を行います。
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。
※取付壁からボード前面までの距離�,���～�,���㎜に対応して
います。

BA-4004 ジャバラ式バスケットゴール

日本バスケットボール協会装置検定品

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・フロア上でハンドル操作により、繰出・収納を行います。
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。
※取付壁からボード前面までの距離�,���～�,���㎜に
対応しています。

一般高さ時

ミニ高さ時

日本バスケットボール協会検定品

日本バスケットボール協会検定品

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・フロア上でハンドル操作により、高さ調節を行います。
・板出≒���㎜ ・リング高さ�,���～�,���㎜
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。
※高さ調節装置は吊上式、ジャバラ式バスケットゴールにも取付できます。

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・フロア上でスライド操作により、高さ調節を行います。
・板出≒���㎜ ・リング高さ�,���～�,���㎜
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。
※高さ調節装置は吊上式、ジャバラ式バスケットゴールにも取付できます。

BA-5014 高さ調節式バスケットゴール＜ネジ式＞

（対）設計見積
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日本バスケットボール協会検定品

日本バスケットボール協会装置検定品

（対）設計見積

（対）設計見積

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

（対）設計見積

BA-5188 固定式ミニバスケットゴール

BA-4006 電動ジャバラ式バスケットゴール

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・操作は電波発信機式と押ボタンスイッチ式の�種類あります。
・モーター容量��W/AC���V
※配管、配線、スイッチボックス取付工事が必要です。
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。
※取付壁からボード前面までの距離�,���～�,���㎜に対応して
います。

BA-5214 高さ調節式バスケットゴール＜ダンパー式＞

BA-5013 固定式バスケットゴール

日本バスケットボール協会検定品

（対）設計見積

・プラスチック板、木製板の�種類あります。
・板出≒���㎜
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。

・プラスチック板、木製板の�種類あります。 ・板出≒���㎜
※取付部に専用のコンクリート壁が必要です。

体育館の新築・改修をご計画の皆様
弊 社ホームページ上で、設 置 条 件に基づき
概 算 設 計見 積りを提 供しています。
どうぞご 利 用ください。

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

バスケットボール

バスケットボール

（対）設計見積
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株式会社都村製作所
BA-2015 伸縮式バスケットゴール＜屋内用＞

日本バスケットボール協会検定品

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

・一般専用型 ・プラスチック板
・固定リング、防護マット付
・昇降、繰出手動ハンドル式
・重量≒���kg

BA-2215 伸縮式バスケットゴール＜屋内用＞

日本バスケットボール協会検定品

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���
・一般・ミニ兼用型 ・プラスチック板
・固定リング、防護マット付
・昇降、繰出手動ハンドル式
・ボード角度変更装置付
・重量≒���kg

����

����

����

����

����

���

白

但しパッドは青になります。

BT-1016 ミニバスケットゴール＜屋外用＞

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

����

フレームの色は選択できます。

緑

BT-1017 バスケットゴール＜屋外用＞

����

エンドライン

グレー

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

・板出�.��m ・耐水特殊合板付

BT-2020 公園用バスケットゴール＜ナイスシュート＞

（基）￥���,��� / 税込￥���,���

・板出�.�m ・専用FRP板付
・リング高さ�，���㎜ ・支柱メッキ仕様

・板出�.��m ・耐水特殊合板付

黒

（個）￥���,��� / 税込￥���,���
・ネット付

バスケットボール

バスケットボール

BA-8028 プレッシャーリリースリング

日本バスケットボール協会検定品
・重量≒��kg

22
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BT-1011

単柱式バスケットゴール＜屋外用＞

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

・リング高�,���㎜ ・支柱φ���.�㎜
・バックボード�,���×�,���㎜ ・板出�,���㎜

（対）￥���,��� / 税込￥���,���

（本）￥��,��� / 税込￥��,���

BA-2017 ミニバスケットゴール＜屋内用＞

日本バスケットボール協会検定品

・ミニ木製板
・固定リング、防護マット付
・昇降、繰出手動ハンドル式
・重量≒���kg

・ミニ木製板
・固定リング、防護マット付
・繰出手動ハンドル式
・重量≒���kg

����

��� ���

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

エンドライン
����

番

BA-6021
BA-6022
BT-3236

����

BA-7193
BA-7194
BT-4237

����

����

エンドライン
���

����

����

����

���

���

����

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

����

（対）￥�,���,��� / 税込￥�,���,���

品

���

���

BT-4220
BA-8198
BA-8199

品

BT-2501 単柱式バスケットゴール支柱用防護マット

・高�,���㎜ 厚��㎜ ・φ���.�㎜用
・芯材ポリエチレン材 ・外皮ターポリン
・マジックテープ固定式

・板出�.�m ・耐水特殊合板付
・支柱メッキ仕様

BA-2019 伸縮式ミニバスケットゴール＜屋内用＞

（基）￥���,��� / 税込￥���,���

・板出�.��m ・耐水特殊合板付
・支柱メッキ仕様

BT-1015 単柱式ミニバスケットゴール＜屋外用＞

日本バスケットボール協会検定品

BT-2500 単柱式バスケットゴール ＜アルミパンチングボード＞

名

木製板〈一般専用〉
プラスチック板〈一般専用〉
耐水特殊合板〈一般専用〉
木製板〈ミニ用〉
プラスチック板〈ミニ用〉
耐水特殊合板〈ミニ用〉
公園用バスケットゴール専用ＦＲＰ板
ボードパッド〈一般用〉
ボードパッド〈ミニ用〉

仕

BA-8025 バスケットリング

日本バスケットボール協会検定品

（個）￥��,��� / 税込￥��,���
・ネット付

様

単位

日本バスケットボール協会検定品 �,���×�,���×��㎜/連結枠付

日本バスケットボール協会検定品 �,���×�,���×縁��㎜/連結枠・ボードパッド付
�,���×�,���×��㎜/連結枠付

日本バスケットボール協会検定品 �,���×���×��㎜/連結枠付

日本バスケットボール協会検定品 �,���×���×縁��㎜/連結枠・ボードパッド付
�,���×���×��㎜/連結枠付
�,���×���㎜/連結枠付

日本バスケットボール協会検定品 白色/ウレタン成型品
日本バスケットボール協会検定品 白色/ウレタン成型品

・重量≒�kg

枚

定

￥���,���

枚

￥���,���

枚

￥ ��,���

枚
枚
枚
枚
本
本

￥ ��,���

価

/ 税込￥���,���

/ 税込￥���,���

/ 税込￥���,���

/ 税込￥ ��,���

￥���,���

/ 税込￥���,���

￥���,���

/ 税込￥���,���

￥ ��,���

/ 税込￥ ��,���

￥ ��,���

￥ ��,���

/ 税込￥ ��,���

/ 税込￥ ��,���

※定価には、組立・据付・送料は含んでおりません。

株式会社都村製作所
安全

対策

バスケットゴール 天井吊上式 、壁面式
施工におけるツムラの安全対策

ツムラは標準仕様として安全対策を施しています。

BEFORE
取付け枠用のブレー
スの先端はハッカー
形状で引っ掛けるだ
けの仕様。

耐震
点検

ボルトにはWナット又は、
緩み止めナットを使用します。

AFTER

近年の
動向

バスケットゴールの耐震点検について

既設の古いバスケットゴールにおいては、現行の日本バスケットボール協会の規格・仕様を満
たさないものがあります。文部科学省より平成２５年�月に発行された「学校施設における天井
等落下防止対策のための手引」には、点検により「要対策」となった場合、バスケットゴールの
保守業務と共に必要な落下防止対策を行うこととされています。

外 れ 防 止 のた めに
取付け枠用のブレー
スの先端をオーフ形
状にし、両端シャッ
クル仕様に変更。
（標準）

※文部科学省点検項目一部抜粋

まずは 点 検・調 査 から

ツムラでは、文部科学省点検項目に対応したメーカー独自の点検表にて調査し、総合的に判断し報告書
を作成いたします。又、現地の状況に応じた耐震補強案とお見積りを提出させていただきます。
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滑車は鋳物一体型の
形状、Φ��㎜のもの。

落下防止、外れ防止
のた め に 取 付 枠と
鉄骨 の 挟 み 込 み を
一箇所あたりボルトを
４つにして強化。
（標準）

滑車径をΦ１２８㎜
に大型化し、ワイヤ
の 負 荷 を 軽 減 させ
ています。またカバー
を設けてワイヤの外
れ 防 止 にして い ま
す。
（標準）

SAMPLE

バスケットゴールの点検表（その他、壁面式バスケットゴール、他体育器具もあります。）

安全点検状況

木製板は直接ビス打ち仕様の為、揺れて経年劣化ではず
れやすい。

木製板に埋込ナットを取付け、フレームと板の間にアング
ル枠を設けてはずれにくくしています。
（標準）

SAMPLE

POINT

ボルトの緩み状 態を確認し、
増締め等を行います。

結果報告書（一例）

ワイヤロープのキンク、錆 状
況 。このような状 態ですと取
り替えになります。

滑車の直径の減少状態、滑車
回転状態を確認します。
（点検
の際は潤滑油を注入します。）

２１年以上前に設置された器具は、全取り替え工事をお勧めいたします。
『スポーツ器具の正しい使
い方と安全点検の手引き」
（公財）日本体育施設協会施設用器具部会発行には、各器具・パーツに対
して安全に使用するための標準耐用年数等が定められています。

バスケット耐震対策

バスケット耐震対策

専用架台への挟み込
みは一カ所あたりボ
ルト２つの仕様。
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株式会社都村製作所
耐震

補強

新設の場合

吊上式バスケットゴールの耐震補強のポイント

��

専用の梁を取付ける。
（体育器具工事とは別途です）

※（公財）日本バスケットボール協会では専用
梁への取付が義務付けられています。

吊上式バスケットゴールの耐震補強例

a 上部架台のブレースを両端シャックル仕様に変更する。
（外れ防止）

b

（落下防止、制振対策）
b 上部架台に揺れ防止金具を取付する。
c 可動フレーム用落下防止金具を取付ける。
（落下防止）

e

f

c

g

d

交換部材

新規部材

d セーフティロッキングベルトを取付する。
（急速降下防止、落下防止）
e 既存ワイヤロープの交換（推奨２年毎交換、落下防止）

f 滑車の取り替え（経年による溝の摩耗のため）
g 電動引揚装置のモーターカバーに外れ防止金具を取付ける。
（現行は標準）
a
g
f

��

a

f

新築設置（建築）

滑車（ベアリング付）

吊上式バスケットゴール補助材
H-���×���×�.�×�（間隔�m以下）
建築本体工事に含む

c 可動フレーム落下防止金具
φ１３ブレース
（両端シャックル付）
モーターカバー
外れ防止金具

d

滑車（ベアリング付）

e

d

a

φ８ワイヤロープ

揺れ防止金具
（φ��.�）
φ１３ブレース
（両端シャックル付）

支持ベルト

プラスチック板厚１５㎜
バスケット協会検定品

f

b

可動フレーム落下防止金具

d

支持ベルト

滑車（ベアリング付）

（��ページ/BA-����、BA-����）

��

上部架台の揺れ防止金具を
取付ける。
（肉厚鋼管使用）

補強
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��

��

別途補助材を設置

可動フレームに専用梁から落下防
止金具を取付ける。

��

耐震

ダブルワイヤ形式

�本のワイヤが切れても、もう�本のワイヤが
働き落下しません。

可動フレーム
に取付

新

設

新設・既設の場合

壁付バスケットゴール（ジャバラ式・固定式）の
耐震補強について

ツムラの 壁 付バ スケットゴール は 、フ
レームのほとんどが溶接構造であり、標
準仕様でも落下の心配はありません。た
だし、専用架台（ 建 築 工事）が 必 要で
す。

専用の架台：コンクリートの場合

専用の架台：鉄骨の場合

既 設 改修 例

※��～��は全てオプションです。

ツムラの可動フレーム部はほとんどの部分が溶接構造であり標準仕様でも落下の心配がありません。

改修工事の際、専用の架台を設置
（建築工事）
落下防止 対 策の為、専用架台と本体 、
アームとボードをワイヤーで締結するこ
とも可能です。

改修前

改修後

バスケットゴールの耐震補強に関しては、それぞれの施設に合致したご提案を
させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

バスケット耐震対策

バスケット耐震対策

セーフティロッキングベル
トを取 付け、可 動フレー
ムの急速降下及び落下防止対策を
（��ページ/BA-����）
ほどこす。
また、電 動式の場合は、リモコン
電 動引揚 装 置ダ ブルワイヤ仕 様
を設置する。

セーフティロッキングベルト

c
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