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バドミントン支柱：BP-10, BP-2060, BP2070, BP2012
兼用支柱
：BIP-2011, BIP-2012, BIP-2060, BIP-2070

サービス高測定器：BSP-001

https://www.inoko.co.jp

7803 株式会社ウエサカティー・イー 墨田区本所4-28-8

バドミントン支柱
バドミントン支柱

サービス高測定器：GM-56A、GM-56

https://www.uesaka.co.jp

3

7804 大久保体器株式会社

岡山市東区鉄409

バドミントン支柱
：OTP-1320
バドミントン支柱T型：OTP-1321

バドミントン審判台：OTS-1403

https://www.ohkubotaiki.co.jp/

4

7805 株式会社小川長春館

福山市引野町5-4-23

バドミントン支柱：BD501, BD502, BD505, BD510
マルチ支柱
：BH210, BH213, BH214, BH220

バドミントン用得点板：BD757
バドミントン用審判台：BD749
サービス高測定器
：BD900

https://www.ogawa-e.com

サービス高測定器：KP-60

なし

1

7802 イノコ株式会社

2

名古屋市昭和区滝川町31-32

単柱式：
移動式：

GM-46
GM-48B, GM-48C, GM48S, GM-47

5

7806 株式会社関西金属運動具製作所 台東区松が谷2-7-9

バドミントン支柱（差込式）
：KP-22
バドミントン兼用支柱（差込式）：KP-22B
バドミントン支柱（床止式）
：KP-40
バドミントン兼用支柱（床止式）：KP-40A
バドミントン支柱（移動式）
：KP-40B

6

7809 株式会社三英

流山市おおたかの森北1-8-6

多目的支柱 移動式
：42-212
バドミントン支柱 移動式：42-210
多目的支柱 差込式
：42-222, 42-226
バドミントン支柱 差込式：42-215, 42-221

バドミントン用得点版
：42-321
バドミントン卓球兼用審判台：42－217

http://www.sanei-net.co.jp/

川口市緑町9-15

バドミントン支柱
多目的支柱
バドミントン支柱
バドミントン支柱C
多目的支柱
多目的支柱C

移動式：S-7198
移動式： 7199
差込式： 4830
差込式： 4832
差込式： 4831
差込式： 4833

サービス高測定器：S-9545

http://www.sanwataiku.co.jp/

松戸市松飛台２５０

兼用支柱 差込式
バドミントン支柱
兼用支柱 床止式
兼用支柱 移動式
バドミントン支柱

：DE452100
差込式：DG011100
：DG103100
：DG203100、DG220000
移動式：DG230000

バド・卓球兼用審判台：DL202000、DL203000
得点板
：DS065000
サービス高計測器
：DG3000
バドミントンコートマット：DG902100

https://www.senoh.jp/

仲多度郡琴平町榎井590

バドミントンポスト（移動式）
：VT-4321、VT-4267
バドミントンポスト
：VT-4057
バドミントンポスト（T字型）
：VT-4110
バドミントン兼用ポスト
：VT-4183
バドミントン兼用ポスト（T字型） ：VT-4191
バドミントン兼用ポスト（移動式）：VT-4275

バドミントン用得点版：GS-3113
バドミントン用審判台：GJ-5125
サービス高測定器
：VT-7801

https://www.tsumura-f.co.jp/

10 7814 株式会社中村体育

上田市古安曽3372-1

バドミントン用ポスト
：NB227
バドミントン用ポスト床止式：NB228

サービス高測定器：NB220

http://www.nakamurataiiku.co
m

11 7815 株式会社舟岡製作所

墨田区石原4-34-2

バドミントン支柱：79、80、80-W

バドミントン審判台
：84
バドミントンスコアボード：1835、312
サービス高測定器：836、836W、836S

只今休止中
（https://www.funaoka.co.jp/）

12 7817 トーエイライト株式会社

草加市瀬崎5-24-11

バドミントン支柱TJ40（検）
：B-5785
バドミントン支柱TJ40（検）
：B-3914
バドミントン支柱（床下調整式）
：B-2373
バドミントン支柱CC40（検）
：B-6357
バドミントン支柱ベルト式（検）
：B-6301
ソフトバレー・バド支柱（検）
：B-2745
ソフトバレー・バド支柱（検）
：B-2746
ソフトバレー・バドCC（検）
：B-2747
ソフトバレー・バドBT（検）
：B-2899
ソフトバレー・バド支柱（床下調整式）：B-2505
バドミントン支柱TJ40（検）
：B-2761
ソフトバレー・バド支柱（検）
：B-2762

バドミントン、卓球兼用審判台：B-3973
バドミントン得点板（検定） ：B-2100
サービス高度計測器
：B-2818

https://www.toeilight.co.jp/

13 7818 後藤体器株式会社

大分市角子南1-2-18

バドミントンポスト：BC-0001、BC-0002、BC-0005

BC-0003.BC-0006 バドミントン･ソフトバレー兼用ポスト

http://www.pepland.co.jp/

14 8202 有限会社高山製作所

柳川市大和町栄104

バドミントン支柱
バドミントン支柱

15 8651 ナガセケンコー株式会社

墨田区墨田2-35-6

16 0201 株式会社野口製作所

糸島市志摩馬場1000-1

バドミントン支柱:

17 2004 株式会社エバニュー

江東区新砂1-6-35イーストス
クエア東京ビル6Ｆ

バドミントン支柱検定BB ：EKD461
バドミントン支柱検定BS ：EKD462
バドミントン支柱検定KS ：EKD425
多目的支柱検定BB2
：EKD421
多目的支柱検定BS2
：EKD422
多目的支柱検定KS
：EKD423
バドミントン支柱移動式BB：EKD465
バドミントン支柱検定CL ：EKD433
多目的支柱検定CL
：EKD434

https://www.evernew.co.jp/

18 1201 株式会社九州体育施設

日田市大字高瀬1005-1

バドミントンポスト
：KT-037-01
バドミントン兼用ポスト
：KT-037-02
バドミントンポスト（T字型）
：KT-037-03
バドミントン兼用ポスト（T字型）：KT-037-04

http://k-kyutai.co.jp

19 1401 吉田体機工業株式会社

大阪市阿倍野区松虫通り3-8-4

バドミントン支柱：BT-1(B)(2)
バドミントン支柱（ウェイト式・キャスター付）：BT-1(C)

20 2001 合同会社スポーツ開発研究所

裾野市深良2790-5

7

8

9

7810 三和体育製販株式会社

7811 セノー株式会社

7812 株式会社都村製作所

http://www2.fukuokanet.ne.jp
/ytkym/ytkym/

引板式：LB-1
床止式：LB-2
バドミントンコートマット：MB-O, MB-100
BP-1、BP-2、BP-4,

https://www.nagasekenko.com/
http://www.noguchifactory.co.jp/

BP-5、BP-5A

サービス高測定器：BT-100

www.yoshida-taiki.co.jp

サービス高測定器：TypeS-WO、TypeA-WO、TypeF-WO

https://www.sdl-badm.com/

