
専門店のこだわり
初心者の方にお勧めのラケットの中には、すでに
ストリングを張り上げた物のご用意もあります。
すべて１ヶ月以内に当社で張り上げた物です。
張上がりのラケットをご要望の方はスタッフまでお申し付けください。

2022 3/26SAT～6/26SUN

¥11,000¥11,000¥11,000¥11,000ラケット ＋選べるセット選べるセット ¥7,000¥7,000単品価格

シューズ
¥5,200～¥5,200～単品価格

下記「おすすめラケット」「おすすめシューズ」よりお好みの物を1点ずつチョイス！

おすすめラケット

おすすめシューズ

スペシャルセット スペシャル
大特価ラケット
なんと60%off以上！

①オールヨネックス スペシャルセット

③ヨネックス ISO-01BPセット ④ミズノやる気満々セット ⑤アディダス スリービーセット

②ヨネックスCABP01セット

プリンス
コートアクシス
D-XR Ⅱ

税込張上定価 ¥32,120

2年生・3年生の
買い換えにも最適!

特別税込張上価格

ゴーセン
グラビタス8.5SX
税込張上定価 ¥25,520
特別税込張上価格

ラケット：ISO-01BP

ラケット：CABP01

ラケット：ISO-01BP ラケット：
スピードフレックス55

ラケット：スピーラー

シューズ：SHB660 シューズ：SHB660

シューズ：SHB660

ヨネックス
ISO-01BP
税込￥7,000

ヨネックス
SHB660
税込￥5,200

シューズ：
ウェーブスマッシュ5 シューズ：ヴフトP5.1

ラケットバッグ：BAG2132R

ヨネックス
SHB670
税込￥5,720

ミズノ
ウェーブス
マッシュ5
税込￥5,200

ウィルソン
ベルテックス
税込￥6,600

アディダス
ヴフトP5.1
税込￥6,800

ヨネックス
CABP01
税込￥7,000

ミズノ
スピードフレックス55

税込￥7,000

ゴーセン
グラビタス 2.3R
税込￥7,000

プリンス
パワープロ3000Ti

税込￥7,000

ウィルソン
フィアースCプラス

税込￥7,000

カワサキ
ステラ300
税込￥7,000

アディダス
スピーラー
税込￥7,000

ビクター
オーラスピード 7000

税込￥7,000

ラケットショップフジでお買い上げいただいたラケットには、すべてラケット保険（無料タイプ）をおつけしています。ぶつけて折ってしまった場合でも保証いたします。安心してガン
ガン練習してください。有料のプレミアムラケット保険もあります。このキャンペーンでお買い上げ頂いたラケットには有料のプレミアムラケット保険を無料でおつけしています。ラケット安心保険

ラケットショップフジが自信を持って初心者の方にお勧めするラケットです。

全て税込価格となります。

購入特典 !! !購 入特典 !! ! ご購入いただくと素敵なプレゼント！購入特典 !! !
セットでご購入いただくと

お買い上げいただいたラケットと同メーカーの
ロゴ入りTシャツ

ラケットショップフジオリジナル
マルチケース背面にはフジロゴ入り

ラケットご購入の方にはさらに、
次回ガット張替時に使用できる

10%OFF券を進呈
ラケットもしくは

シューズの単品購入の場合は

マルチケース

2本目の
ラケット
2本目の
ラケット

有効期限：　　　　年　　　月　　　日 から1年間

割引券¥1,000¥1,000¥1,000¥1,000
フレッシュマンキャンペーンセット購入者フレッシュマンキャンペーンセット購入者 大 特 典大 特 典

ラケット・シューズ
・バッグ等の
詳細写真は
こちらから

ラケットショップフジが自信を持って初心者の方にお勧めするシューズです。

¥ 14,500¥ 14,500 ¥ 9,000¥ 9,000

¥ 12,320¥ 12,320

¥ 9,800¥ 9,800

¥ 9,800¥ 9,800¥ 9,800¥ 9,800¥ 9,800¥ 9,800

http://www.rsfuji.co.jp/info/event/freshman/2022/HP/main.html

ウィルソンブレイズSプラスがコロナの影響で
販売中止になりました。カワサキのステラ300
を追加しましたので、ご利用ください。

http://www.rsfuji.co.jp/info/event/freshman/2022/HP/main.html


ラケット・シューズとともにいかがでしょう？
プラスでオススメ!!

①ブラック ②ネイビーブルー ③ブラック/レッド ④ブラック/ホワイト

⑤ネイビー/ピンク⑥ブラック/ライムグリーン ⑦ブラック/ライム ⑧ブラック/ライトピンク

BAG2132R ラケットバッグ6　税込定価 ¥7,590

ラケットショップフジ オリジナル

ハードケース 

特別税込価格 ¥ 5,500¥ 5,500

税込価格 ¥ 1,000¥ 1,000

ラケットショップフジ オリジナルグリップテープ

ノーマルタイプ 
税込価格 ¥ 270¥ 270

ラケットショップフジ オリジナルグリップテープ

ツインデコボコタイプ 
税込価格 ¥ 380¥ 380

ラケットショップフジ オリジナル
トップスウィング

税込価格 ¥ 880¥ 880

ラケットショップフジ オリジナル

シャトルケース 
税込価格 ¥ 1,000¥ 1,000

ヨネックス

練習用ポータブルネット 
税込価格 ¥ 10,000¥ 10,000

ラケットショップフジ オリジナル
得点ボード

税込価格 ¥ 5,800¥ 5,800

■国分寺店■
TEL 042-322-5626
FAX 042-324-9555

■吉祥寺店■
TEL 0422-22-8844
FAX 0422-21-4617

■所沢店■
TEL 04-2928-0288
FAX 04-2928-0288

■町田店■
TEL 042-723-9555
FAX 042-723-8268

■八王子店■
TEL 042-623-5191
FAX 042-623-5191

■川崎店■
TEL 044-541-9555
FAX 044-541-9558

■静岡店■
TEL 055-929-9666
FAX 055-929-9666

■川越店■
TEL 049-223-7444
FAX 049-223-7444

■立川店■
TEL 042-527-9554
FAX 042-527-9554

■赤羽店■
TEL 03-3900-9554
FAX 03-3900-9554

■海老名店■
TEL 046-234-9444
FAX 046-234-9441

■橋本店■
TEL 042-700-9554
FAX 042-700-9595

■井土ヶ谷店■
TEL 045-325-9551
FAX 045-325-9570

■市が尾店■
TEL 045-482-9510
FAX 045-482-9509

■大和店■
TEL 046-204-9009
FAX 046-204-9036

■世田谷店■
TEL 03-5314-9851
FAX 03-5314-9852

各店地図 公式アプリ 公式FBページ 公式ツイッター YouTube公式LINE

http://www.rsfuji.co.jp
定休日：毎週月曜日　営業時間：火曜日～土曜日 10：30～20：00　日曜日・祝日・毎月20日 10：00～19：00

配達ご希望・複数（団体）のご発注の場合は、下記注文書をダウンロードしてご利用ください。
発注先店舗へ添付メールもしくはファックスでお送りいただいても結構です。

http://www.rsfuji.co.jp/info/event/freshman/2022/order.xlsx

http://www.rsfuji.co.jp/info/event/freshman/2022/order.xlsx
http://www.rsfuji.co.jp



