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ベースボール専用加圧トレーニングウエア

ベースボール専用

ベースボール専用加圧トレーニングウエア



1

試合で結果を残したいーー。プレーヤーなら誰しもが思うことです。そのために、選手たちは毎日練習に励み、

日々汗を流しています。しかし高いパフォーマンスを得るためには、自分の能力を知り、効率よくトレーニングを

続けることが重要です。「        Condition Clinic」では、自分の身体能力を詳細に知ることができる

「身体能力測定・評価システム」、加圧トレーニングにより体力を向上させる「ベースボールカーツ」、

スポーツマンの身体を作る「オーダーメイドプロテイン」で、総合的に選手たちをサポートし、選手一人ひとり

の勝ちたい気持ちに応えるため、ゼットはベースボールプレーヤーを応援しつづけます。
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Condition Clinic

2

オーダーメイド
プロテイン

体力面

パフォーマンスの向上

栄養面

用具

足が速い、肩が強いなど、選手たちの個性は様々です。しかし筋力や柔軟性など、自分たちの基礎能力を知り、

本当に必要なトレーニングがわかればもっと個性が伸ばせるはず。「         ConditionClinic」では、選手の

能力を詳細に示す「身体能力測定・評価システム」と体力を向上させる「ベースボールカーツ」、選手の能力を

引き出す野球用具「         BASEBALL」、栄養面で身体づくりをお手伝いする「オーダーメイドプロテイン」の

三つの柱で、パフォーマンス向上のプログラムをご提案します。

より高いパフォーマンスを実現するために

［実行］ ［確認・検証］ ［行動］

身体能力測定・
評価システム

身体能力測定・
評価システム

パフォーマンスの向上に向けたプログラムのご提案

オーダーメイドプロテイン

基礎体力を測定し、
現状を把握。今後の
プログラムを考える。

プログラムの実践。
ウィークポイントを
重点的に鍛える。

基礎体力を測定し、
プログラム実践の

効果を確認・検証する。

検証の結果を受け、
プログラム内容を
強化し、実践する。

Condition Clinic
身体能力測定・
評価システム
ベースボール専用

加圧トレーニングウエア

［計画］

1年間のプログラムを経て、次年度はさらなるレベルアップを図る。
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種目数が豊富だから様々な身体能力測定が可能Point 1

身体能力測定・評価システム

技術のレベルアップを目指すには、

まずは基礎体力を知る。
基礎体力はあらゆるスポーツにおいて、ベースとなる重要なポイントです。

しかし、その効果はカタチとして表面化されにくいため、軽視されることも

しばしば。そこでゼットは基礎体力を数値化し、比較・検証できる

「身体能力測定・評価システム」を構築しました。

戦略

技術
専門体力
基礎体力

体力ゾーン

技術ゾーン

形態測定

運動能力

体重、体脂肪率、手首周り

腹筋、30ｍ走、立ち三段跳び、メディシンボール投げ
コンビパワーマックス使用
バットスイングスピード
ベンチプレス、スクワットジャンプ

柔軟性 長座体前屈、肩関節可動域、股関節可動域、大腿直筋

最大筋力

3種目

4種目
2種目
1種目
2種目

4種目

8種目 ベンチプレス、アッパーバック、レッグエクステンション、
レッグカール、ショルダープレス、スクワット、握力、背筋力

※競技により種目の変更があります。

専用の測定器を使用。怪我のリ
スクなく、瞬時に測定できます。
左右のバランスも分かります。

現地で測定からレクチャーまで即日実施Point 2

最大筋力測定

ストップウォッチとは正確性が違
います。野球は一瞬のプレーが勝
敗を分けることもあり、0.01秒まで
細かく測れることは重要です。

30m走

スピードガンや他の測定器より
精度が高く、何より当社延べ10
万人以上のデータを基にした基
準値から評価できます。

スイングスピード

下半身から上半身までの連動
性を測定します。

メディシンボール投げ

バランス・瞬発力・跳躍力を測定
します。

立ち三段跳び

スピード＆パワー
競技特性
パワー

現地で測定 測定器は全て持ち込みます 身体能力測定風景 レクチャー風景

ベースとなる
基礎体力を

身につけなければ
技術レベルの
向上は

見込めない。

［計画］ ［確認・検証］
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Condition Clinic

4

筋力・柔軟・スピードなど多
岐にわたる24の測定項目
で、選手たちの能力を数値
化します。

筋力の測定値をもとに、左
右の筋力バランスを表して
います。

筋力と柔軟、相反する能力
を5段階で評価。強さと柔ら
かさのバランスを見ます。

さまざまな測定項目を要素
ごとにポイント化して総合
的な能力を表現。身体能
力の良し悪しが一目でわか
ります。

【お申し込み～実施当日までの流れ】

【身体能力測定 評価シート】

お申し込み・
実施日の決定

その日のうちに
結果・評価

その日のうちに
レクチャーを
実施

身体能力測定

チーム別・個人別でも
ランキング可能

全24種目ある豊富な
プログラム

個人・チームの
課題ポイントを明確化

課題を明確にすることで

部員たちの
モチベーション
アップ

チーム力アップ
につながる

Point 4

Point 5

Point 2

身体能力測定・評価システムについて
詳しくはこちらをご覧ください。

1名につき1回￥5,000 +税（中学生以上対象）※地域により出張費（交通費等）を別途請求させていただきます。詳細はお問い合わせください。

Point 1

新旧膨大なデータから比較・検証することが可能Point 3

回転力を5段階で評価。
足が速く回せるかはもちろ
ん、筋肉の収縮スピードの
目安になります。

Point 6

8種目の筋力測定値から
全身筋力バランスを可視
化します。

Point 3

身体能力測定・評価システム

HPは
こちら

動画は
こちら

わかり
やすい！

スマートフォン・タブレットで！

https://youtu.be/TrxXVRbb1eY※Wi-Fi接続して再生することをおすすめします。
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ベースボール専用
加圧トレーニングウエア

［実行］ ［行動］

加圧トレーニングで練習効率アップ
オフトレーニング時の筋力トレーニングに（筋肥大期）Point

出張［加圧トレーニング］体験会実施中
チームや学校に専門の加圧トレーニング指導者が出張する、［加圧トレーニング］体験会を開催しています。選手への加圧トレーニングの
説明をはじめ、実際にトレーニングを体験してもらうことができます。チームでの
導入や購入の場合、トレーニング指導者によるアフターフォローも可能です。

1

試合期の基礎体力維持に活用Point 2

柔軟性（可動域）の向上に活用Point 3

ウォーミングアップ・クールダウンに活用Point 4

免疫力・抵抗力アップにより環境適応能力の向上Point 5

加圧トレーニングで練習効率アップ

専門の加圧トレーニング指導者が出張いたします

お問い合わせはこちらまで P14
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※加圧トレーニングウエア「KAATS」はKAATSU JAPAN株式会社の正規認定商品です。 6
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ベースボールカーツの効果を実証

筋肥大と体型変化 柔軟性の変化
学年別平均ベルトサイズ※の
増加推移（12月～3月）

筋量変化の推移（3ヵ月） 加圧トレーニング群と一般トレーニング群の柔軟性の変化推移

※ベルトサイズ・・・腕と脚の付け根の周囲径。

こんなチームにお勧めします

「ベースボールカーツ」はトップアスリートがとり入れている最先端のトレーニング手法「加圧トレーニング」を誰もが簡易にとり入れることを可能にします。最大の効果としては①筋力アップ
（筋肥大）②柔軟性の向上（可動域の向上）③疲労回復が期待でき、低負荷で身体に優しく怪我のリスクが少ない手法のため、1人でも安全に基礎体力づくりに活用することが可能です。
設備が不要ですので短時間で選手全員が体力トレーニングに取り組め、指導者のトレーニング管理も容易です。すでに多くの高校野球部を中心に中学クラブなどチーム単位で採用され、
成果を上げております。また、一度購入するとチーム・個人単位で、いつでも「加圧トレーニング」を行うことが可能ですので、トータルで考えた場合、コストパフォーマンスは良いと言えます。

A高校で上肢、下肢をそれぞれ１日おきに
３０分程、練習の最後に全員で実施。太く
なりづらい関節部位が、オフシーズンの約
４カ月間で、伸び代のある１年生は平均で
腕３．６ｃｍ、脚４．８ｃｍ。ある程度身体ので
きている２年生でも平均で腕２．９ｃｍ、脚３．９
ｃｍのサイズ変化が認められました。

公立B高校で元々の体格差を埋め
るトレーニング手法として採用。チー
ム全員で遊び心を持ち楽しみながら
取り組んだ結果、オフシーズンの体
重変化で体脂肪を変化させずに約
４カ月間で５．５キロもの変化が認め
られました。

オフシーズンの約3ヵ月間で一般ト
レーニング群がほぼ変化なしの状
況に対して、加圧トレーニング群は
18％アップと目に見える効果をあ
げています。これは加圧トレーニン
グによる血流促進効果の特徴で
す。筋肉内の毛細血管に血がい
きわたることにより、風呂上がりと
同等の体内環境を作ることができ
るため、柔軟性に効果的なトレー
ニングを行うことができます。

疲労回復の変化
「加圧あり」と「加圧なし」での最大筋力疲労回復の比較

上腕二頭筋が最大筋力50%に低下す
るまで筋疲労させた後、24時間後の最
大筋力の再測定を実施。「加圧あり」群
は最大筋力が97.4%回復したのに対
し、「加圧なし」群では81.7%の回復に
とどまりました。
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※大阪電気通信大学 医療福祉工学部 理学療法学科
　赤滝教授提供データ

KXH9001 本体価格カーツストレッチシャツ ￥10,500＋税

本体価格￥10,500＋税

￥8,500＋税

本体価格￥8,500＋税

●カラー/ブラック ●サイズ/ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、Ｏ、ＸＯ、２ＸＯ 
●素材/ナイロン、ポリウレタン ●日本製

KXH9002カーツストレッチパンツ
●カラー/ブラック●サイズ/ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、Ｏ、ＸＯ、２ＸＯ
●素材/ナイロン、ポリウレタン ●日本製

KXH9110脚ベルト
●カラー/ブラック●サイズ/ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、Ｏ、ＸＯ、ＸＸＯ
●素材/ポリエステル ●日本製

KXH9100 本体価格腕ベルト
●カラー/ブラック●サイズ/ＳＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、Ｏ、ＸＯ
●素材/ポリエステル ●日本製

練習時間が限られている

選手の体（筋肉）を大きくしたい

トレーニング設備が充実していない

選手のケガや病気での離脱が心配

投手の球速・打者の長打力を上げたい

選手の筋肉が硬く柔軟性がない

トレーニングを管理できない

加圧トレーニングは1人でもできるため
個人練習でも活用が可能です

ベースボールカーツについて
詳しくはこちらをご覧ください。

HPは
こちら

動画は
こちら

スマートフォン・タブレットで！

ベースボール専用
加圧トレーニングウエア［カーツ］

https://youtu.be/nG3wE-l2c8M※Wi-Fi接続して再生することをおすすめします。
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ORDER MADE PROTEIN

8

チームの課題を解決する
野球チーム専用

ZETT オーダーメイドプロテイン

ホエイプロテインだけでは解決しない！

野球選手に必要な配合をオーダーメイド！

チームの予算に合わせた価格もオーダーメイド！

アスリートのための
オーダーメイドプロテイン

指導者の悩みを解消！

チーム独自の配合や、シーズンのトレーニングに

合わせた配合などカスタマイズができます。
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9

どういうカラダになれば勝てるのか？ それは監督、コーチが一番知っている。
その近道をするために「適材適所・必要な原料のみ」を配合し勝てるチーム作りをサポート

基礎的体づくりは戦略 プロテインも戦略

どのようなパワーをいつ、どこで上げることができるか？
「必要な時に力を出せる体作り」をサポート

スポーツに必要な動きの追求 プロテイン+サプリメント

食事でカルシウムが不足している中で選手は過酷な練習を続けている。
カルシウムが不足していることにより、問題が多発している。
カルシウム強化により、問題が多発しないという戦略をサポート

問題が多発しないという戦略 プロテイン＋カルシウム強化配合

問題の多発！ 大きくならない！

短期間で
クレアチンパワー！

チーム導入するのに
価格を抑えたい！

無駄な宣伝費を使用しないので
価格を抑えられる

Q&A
Q. 賞味期限はどのくらいですか？
A. 基本的に製造後2年です。使う材料により多少変動いたします。
　 詳しくはゼット営業マンにお尋ねください。

Q. サンプル味見はできますか？
A. 少量サンプルにて味見は2回までは無料でお試しいただけます。

Q. アレルギーは大丈夫でしょうか？
A. 基本的に乳、大豆が含まれており、コラーゲンを使用した場合は
　 ゼラチンがアレルギーの対象になる可能性があるので、
　 事前にチーム内にアレルギーの選手がいるかご確認ください。

Q. 金額はどうなりますか？
A. チームの予算などに合わせた内容をご提示しますので、
　 チーム導入の際のご予算を営業マンにお伝えください。

Q. 納品はすぐできますか？
A. 正式発注をいただいてから、原料の手配資材の手配をおこないますので、
　 20日後の納品になります。

Q. 味は選べますか？
A. ココアとさっぱり系のグレープフルーツの2味から選べます。

なぜ今、オーダーメイドプロテインなのか？

このようなチームの伸び悩みなどにお勧め！

現在、吸収をよくする配合ではない
可能性がある

クレアチンパワー + 
エネルギー補給

カルシウムなどのミネラルが
不足している可能性
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ホエイプロテイン
・WPCプロテイン

機能素材

オーダー配合可能原料 ※一部抜粋

・クレアチン
・HMBカルシウム
・BCAA
・ロイシン
・バリン

・イソロイシン
・グルタミン
・アルギニン
・シトルリン

エネルギー素材
・マルトデキストリン
・パラチノース
・クラスターデキストリン

身体育成時期プロテイン 試合期パワー系プロテイン

一般的なプロテインではカバーできない、目的別の配合例を紹介

HOW TO ORDER

SAMPLE

ビタミン・ミネラル・コラーゲン
・カルシウム
・マグネシウム
・コラーゲンペプチド
・コラーゲントリペプチド
・鉄
・11種類のマルチビタミン
・ビタミンC
・化石サンゴカルシウム
　（天然74種類ミネラル）

アメリカ産、ドイツ産の高品質プロテイン

ホエイプロテイン（筋力）

野球選手育成専用配合

糖質（エネルギー補給）

クエン酸（さっぱりした味で飲みやすい）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）

ホエイプロテイン（筋力）

クレアチン（パワー）

簡単4STEPでチームオリジナルのプロテインをオーダーメイド！

ヒアリングシートに記入 提案資料を提出

内容に同意後、梱包量を決定
STEP-3

※納品方法は担当者にご確認ください。

2.5kg×40袋=100kg

4kg×25袋=100kg

5kg×20袋=100kg

納品
STEP-4

STEP-1 STEP-2

納期：ご発注後約20日間

最低発注数：100kg

納品方法：下記より選択いただけます。

100kg一括 100kg分割

野球選手育成専用配合

糖質（エネルギー補給）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）
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糖質（エネルギー補給）

クエン酸（さっぱりした味で飲みやすい）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）

ホエイプロテイン（筋力）

クレアチン（パワー）

簡単4STEPでチームオリジナルのプロテインをオーダーメイド！

ヒアリングシートに記入 提案資料を提出

内容に同意後、梱包量を決定
STEP-3

※納品方法は担当者にご確認ください。

2.5kg×40袋=100kg

4kg×25袋=100kg

5kg×20袋=100kg

納品
STEP-4

STEP-1 STEP-2

納期：ご発注後約20日間

最低発注数：100kg

納品方法：下記より選択いただけます。

100kg一括 100kg分割

野球選手育成専用配合

糖質（エネルギー補給）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）
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クレアチン配合でパワーに差をつける

LINE UP

ゼットプロテイン ハイスペックタイプ 2.5kg

ZBPO25H 本体価格￥12,000＋税
小学生中学生推奨
（1食25g当たり）
エネルギー
タンパク質
脂質
炭水化物
食塩相当量
※計算値にて算出

機能素材の配合量
クレアチン
貝カルシウム    
コラーゲンペプチド
マルチビタミン

： 95.27kcal
： 15.09g
： 1.27g
： 6.54g
： 0.08g

: 3000mg
： 500mg
： 500mg
: 200mg

高校・大学・社会人推奨
（1食33.33g当たり）
エネルギー
タンパク質
脂質
炭水化物
食塩相当量
※計算値にて算出

機能素材の配合量
クレアチン
貝カルシウム    
コラーゲンペプチド
マルチビタミン

: 126.99kcal
： 20.11g
： 1.64g
： 8.72g
： 0.11g

： 3999mg
： 666mg
： 666mg
: 266mg

専門性に特化した配合でライバルに差をつける
ゼットプロテイン スタンダードタイプ 2.5kg

ZBPO25S 本体価格￥10,000＋税

： 125.34kcal
： 17.03g
： 1.56g
： 12.40g
： 0.11g

： 1333mg
： 666mg
： 399mg
: 133mg

高校・大学・社会人推奨
（1食33.33g当たり）
エネルギー
タンパク質
脂質
炭水化物
食塩相当量
※計算値にて算出

機能素材の配合量
クエン酸
貝カルシウム
コラーゲンペプチド
マルチビタミン

： 94.03kcal
： 12.77g
： 1.17g
： 9.30g
： 0.08g

： 1000mg
： 500mg
： 300mg
： 100mg

小学生中学生推奨
（1食25g当たり）
エネルギー
タンパク質
脂質
炭水化物
食塩相当量
※計算値にて算出

機能素材の配合量
クエン酸
貝カルシウム
コラーゲンペプチド
マルチビタミン

筋力

関節骨

クレアチン

エネルギー

筋力

関節骨

エネルギー

ココア
味

グレープ
フルーツ
風味

クレアチン（パワー）

野球選手
サッカー選手
育成専用配合

クレアチンパワー

糖質（エネルギー補給）

ホエイプロテイン（筋肉）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）

野球選手
サッカー選手
育成専用配合

糖質（エネルギー補給）

ホエイプロテイン（筋肉）

クエン酸（さっぱりした味で飲みやすい）

マルチビタミン（11種のビタミン）

カルシウム（食事で不足している）

マグネシウム（食事で不足している）

コラーゲンペプチド（食事で不足している）

＊アレルギー表示：乳、大豆、豚
＊原材料の変更により栄養成分は変更なる場合がございます。
＊クエン酸は炭水化物に分類されます。
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お米を筋肉へ！ご期待に応え、大豆臭を大幅カット！

お米を筋肉へ！大豆プロテインをお手軽なふりかけに

トレーニングに最適！
プロテインシェイカー

瞬発＆パワー

大豆のお肉プロテインごはん専用 10kg

ZDA010 本体価格￥16,000＋税

大豆のお肉プロテインごはん専用 1kg

ZDA001 本体価格 ￥2,000＋税

大豆のお肉プロテインふりかけ1kg 焼き肉風味

本体価格￥2,500＋税

のり塩
風味

焼き肉
風味

国内
生産

遺伝子
組み換え
でない

乾燥
ミンチ
タイプ

大豆臭を
大幅カット

大豆のお肉ミンチ1kg
おにぎり約100個分

ZFK001(03)

ゼット プロテイン シェイカー

本体価格￥400＋税
●素材/本体：ポリプロピレン、フタ：ポリエチレン
●サイズ/幅8.7×高さ12.3㎝
●容量/500cc（プロテイン混合で使用の場合　
最大400ccまで）

ZSK001

2019年4月発売

2019年2月発売

本体価格￥2,280＋税

大豆のお肉プロテインふりかけ1kg のり塩風味

本体価格￥2,500＋税ZFK001(02)
カレー
風味

LINE UP

アレルギー表示：大豆・牛肉・小麦・ごま

アレルギー表示：大豆

おにぎり目安100個分

●栄養成分表示（100g当たり）
エネルギー：353kcal、タンパク質：52.3g、
脂質：1.3g、炭水化物：2.9g、ナトリウム：3mg、
食塩相当量：0.0g

●アレルギー表示/大豆
●日本製

大豆のお肉プロテインふりかけ1kg カレー風味

本体価格￥2,500＋税
●栄養成分表示（のり塩風味100g当たり）
エネルギー：323kcal、タンパク質：38.2g、
脂質：9.0g、炭水化物：29.3g（糖質15.4g、
食物繊維13.9g）、食塩相当量：10.7g

ZFK001(04)
アレルギー表示：大豆・鶏肉・豚肉・乳成分含む

++

アスリートクレアチン

●原材料名：クレアチンモノハイドレード、ブドウ糖
●内容量：260g（10日間ローディング分）
●栄養成分表示（付属スプーン1杯10g中当たり）
　エネルギー：40kcal、タンパク質：4.4g、
脂質：0.00g、炭水化物：4.08g、食塩相当量：0.00g

ZCREA1

1日～5日目はスプーン摺り切り1回約10gを1日4回に分けて、
水でお飲みください。 
6～10日目は1回約10gを1日1回水でお飲みください。
＊水を1日2リットル程度を意識して飲むようにすることをお勧めします。

明日に備えてBCAA

BCAA＋3600 100本セット
2019年4月発売

本体価格￥10,000＋税
●栄養成分表示（100g当たり）
　エネルギー：418kcal、タンパク質：63.6g、
　脂質：6.9g、炭水化物：25.4g、
　ナトリウム：320mg、食塩相当量：0.8g

ZBCAA1
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オーダーメイドプロテインヒアリングシート

TEAM DATA FILE

※連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。

チーム名

【習慣の質問】

2. 年間の試合のスケジュールを教えてください。

A.

3. 目標を教えてください。

4. 特に取り組んでいるトレーニング方法や理論があれば教えてください。

5. 部員は、寮生活、通い、または両方のいずれでしょうか？

6. 寮生活の場合、寮の食事管理はどなたが行っていますか？

7. 通いの場合、保護者に食事のアドバイス、講習会などは行っていますか？

8. 昼食は、学食で各自でしょうか？お弁当でしょうか？

9. 朝食は練習前ですか？練習後ですか？ □練習前　□練習後　□食べない

10. 昼練習は実施されていますか？　

11. 放課後の練習のスケジュールと時間をおおよそ教えてください。

12. 補食（練習の合間にエネルギー補給など）は行っていますか？何をどのタイミングでどの位摂取していますか？

13. 練習中の水分補給はどのようなものを飲んでいますか？

14. 試合に向けて体調管理はどのように行っていますか？

15. 練習の休日は設けていますか？

16. 練習中にアミノ酸やプロテインの摂取は行ってますでしょうか？行っている場合どのタイミングでしょうか？

1. 主な練習時間を教えてください。

17. 一ケ月費用も教えてください

所属：中学校・高校・短大・大学・専門学校

一般クラブ・実業団・その他（　　　　　　　）

メンバー構成：　　年生（　　）人　　年生（　　）人　　年生（　　）人

男（　　）人　　　女（　　）人　　　計（　　）人　　

TEL

携帯電話

-

-

-

-

メールアドレス ＠

都

道

府

県

所在地

代表者

（学校名）

A.（1名 / 月費用目安） 税込：¥

A.

A.

A.　有・無

A.　有・無

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A. 約　　　時間

A.

寮生活　  名 / 通い　  名 / 両方　  名

□練習前に摂取　□練習後に摂取　□帰宅後に摂取　□無　　摂取している商品名：

□監督　□コーチ　□栄養士　□寮母
□業者　□その他　□いない

□行っている   □行っていない

□学食　　□弁当　　□両方

有・無 （有の場合　商品名：　　　　　　　　タイミング：　　　　　　）

□水　□スポーツドリンク（品名：　　　　　）　□その他

ご記入いただいた個人情報は、オーダーメイドプロテインヒアリングシート作成のためにのみ利用させていただきます。お客様の個人情報を同意なしに別目的に使用したり、
業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。（法令などにより開示・提供を求められた場合を除きます）
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ご記入いただいた個人情報は、オーダーメイドプロテインヒアリングシート作成のためにのみ利用させていただきます。お客様の個人情報を同意なしに別目的に使用したり、
業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。（法令などにより開示・提供を求められた場合を除きます）
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まずはお問い合わせください！！

身体能力測定・評価システムについて
詳しくはこちらをご覧ください。

ベースボールカーツについて
詳しくはこちらをご覧ください。

［ 動 画 ］ ［  H P  ］ ［ 動 画 ］ ［  H P  ］

身体能力測定・評価システム
基礎体力はあらゆるスポーツにおいて、ベースとなる重要なポイントです。

ゼットは基礎体力を数値化し、比較・検証できる「身体能力測定・評価システム」を構築しました。

出張「加圧トレーニング」体験会
チームや学校に専門の加圧トレーニング指導者が出張する、「加圧トレーニング」体験会を開催しています。

選手への加圧トレーニングの説明をはじめ、実際にトレーニングを体験してもらうことができます。

https://youtu.be/TrxXVRbb1eY https://youtu.be/nG3wE-l2c8M

※Wi-Fi接続して再生することをおすすめします。
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