
It’s us, Torpol®

私たちはTorpol®です！

Technology and Classic collections’ catalogue. These are our flagship products, 
perfected and tested with riders all over the world. We have had them in our offer 

for a long time, but only now, refined and standardized, they are going to be 
available for continuous sale.

We are looking forward to doing business with you!

こちらは「テクノロジー」と「クラシック」コレクションのカタログです。これら
は、世界中のライダーたちの試乗を受けて改良を重ねてきた当社主力商品で
す。当社製品としてこれまでにも長らくご提供していましたが、今回初めて、

磨きをかけて標準化したこの製品を継続的に 
販売していくことになりました。

あなたとお取引するのを楽しみにしています！
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テクノロジーコレクション

TECHNOLOGY COLLECTION

テクノロジーコレクションは高度な Magnetic Therapy

（磁場療法）とウール製品で構成されています。
私たちは、これらの製品が視覚的にユニークであるだけでな
く、生物学的再生をサポートし、回復をスピードアップする

ことを確認しました。

Technology collection consists of advanced Magnetic 
Therapy and Wool products. This product range is very 

important for us, because we have made a lot 
of effort to be sure, we are able to provide unique 

products that support biological regeneration 
and speed up recovery.

クラシックコレクション
クラシックコレクションの製品は、カタログに記載されて

いるか、またはカスタマイズすることができる。
Torpol®はライダー、馬小屋、馬術クラブ、国家の馬術チ

ームを世話し、装備しています。当社はまた、
乗馬イベントの貴重なパートナーとしても

知られています！

CLASSIC COLLECTION

Products in the Classic collection are available 
either as shown in catalogue or can be customized. 

During our journey with horses we have created many 
unique products. We take care of and equip: riders, 

stables, equestrian clubs and national 
equestrian teams. Torpol is also well known 
as a valueable partner in equestrian events!
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JP GB

MG・軽量マグネティックラグ Light MG Magnetic Rug

Made of extremely durable net, used in military prod-
ucts, resistant to any mechanical damage. Perfect for 
all-year-long use, also as a part of a layered rug. Com-
bines advantages of the classic magnetic rug with 
protection against dust and insects.  
Equipped with a system of magnets in zipped pock-
ets located along the spine, on shoulders and on 
the rump. Their magnetic field dilates blood vessels 
which speeds up removal of toxins and recovery af-
ter exercise. It also naturally balances out energy 
deficits which allows for a faster start of body recovery 
processes. Significantly reduces pain and swelling.

軍隊の物資に使用される、非常に耐久性の高いネットで作
られたマグネティックラグです。全ての種類の機能的な損
傷に対して効果があります。年間を通して使用でき、重ね
着にも最適なラグです。マグネティックラグは、埃や虫から
の保護という実用性の利点も合わせ持っています。脊椎に
沿って、肩に、そして臀部に配置されたジップポケットに入
れられた磁石のシステムを装備しています。そのシステムの
磁場は血管を拡張し、毒素を体内から早く排出して、運動
後の回復を促進する。エネルギーの不足を自然に調整し、
体内の再生プロセスを早めることができます。大幅に腫れ
や痛みを減少させます。

Material:
Magnets: 
 
 
 
 
Fastening: 
 
 
Size:

布地:
磁石: 
 
 

ファスニング: 
 
 
サイズ:

310g ballistic net (100% polyester) 
Bioflex® Mega Spiral (NMB), with strength 
of ca. 1150 Gauss/piece, removable - 22 
pcs; and neodymium magnetic biostim-
ulators (NMA), with strength of ca. 3650 
Gauss/piece, non- removable - 24 pcs. 
two adjustable buckles in front; crossed 
belts under belly; leg straps; cord under 
tail; half-circle hood clamps 
M-XXL

バリスティック網地310g(ポリエステル100％） 
ネオジム磁石アクティベーター（NMA）, 約1150
ガウス/ピースの磁力を持つBioflex®　Mega 
Spiral 取り外し可能-22ピース。ネオジム磁石バ
イオスティムレイター NMB,　約3650ガウス/ピ
ースの磁力、 取り外し不可-24ピース
フロントに2つの調節可能なバックル。腹の下の
交差したベルト;レッグストラップ;尾の下のコード; 
半円フードクランプ
M-XXL 

black
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JP GB

マグネティックフード Magnetic Hood

軍隊の物資に使用される、非常に耐久性の高いネットで作
られたマグネティックラグです。全ての種類の機能的な損
傷に対して効果があります。年間を通して使用でき、埃や虫
からの保護にも最適なフードです。脊椎に沿って、肩に、そ
して臀部に配置されたジップポケットに入れられた磁石の
システムを装備しています。そのシステムの磁場は血管を拡
張し、毒素を体内から早く排出して、運動後の回復を促進
する。エネルギーの不足を自然に調整し、体内の再生プロ
セスを早めることができます。大幅に腫れや痛みを減少さ
せます。

Made of extremely durable net, used in military 
products, resistant to any mechanical damage. Per-
fect for all-year-long use against dust and insects. 
Equipped with a system of magnets in zip pock-
ets located along the cervical spine’s part. Their 
magnetic field dilates blood vessels which speeds 
up removal of toxins and recovery after exercise. 
It also naturally balances out energy deficits which 
allows for a faster start of body recovery processes. 
Significantly reduces pain and swelling.

Material:
Magnets: 
 
 
 
 
Fastening: 
Size:

布地:
磁石: 
 
 

ファスニング: 
サイズ:

310g ballistic net (100% polyester) 
Bioflex® Mega Spiral (NMB), with strength 
of ca. 1150 Gauss / piece – 6 pcs; 
and neodymium magnetic biostimula-
tors (NMA), protected with PVC foil, with 
strength of ca. 3650 Gauss / piece, - 8 pcs 
two adjustable velcro tapes 
M-XXL

バリスティック網地310g(ポリエステル100％） 
ネオジム磁石アクティベーター（NMA）, 約1150
ガウス/ピースの磁力を持つBioflex®　Mega 
Spiral - 6ピース。ネオジム磁石バイオスティム
レイター （NMB）、約3650ガウス/ピースの磁
力 - 8ピース 
2つの調節可能なベルクロテープ 
M-XXL 

black
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ウールラグ Wool Rug

Made with the highest quality wool. Good thermo-
-regulating properties, absorbs sweat and removes 
it quickly. Anatomic shape of the top line guarantees 
comfort in use and great look.  Perfect as a show rug, 
espiecially after competition.

最高品質のウールで作られています。サーモ調整性に優
れ、汗を吸収し、素早く取り除きます。解剖学に沿って、馬
の体の隆起に合わせて作られているため快適さや見栄え
は抜群です。

Material: 
 
Fastening: 
Size:

布地: 
 
ファスニング: 
サイズ:

wool knitwear (70% wool, 30% polyester, 
acrylic, cotton) 
single buckle in front, cord under tail 
M-XXL

ウール・ニットウェア(ウール70％、ポリエステ
ル・アクリル・綿30％） 
フロントに1つののバックル、尾の下のコード 
M-XXL

greyblack

navy green
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速乾性軽量コットンラグ Dry & Light Cotton Rug

Made of jersey, bordered with a band and decorated 
with contrasting piping.  Absorbs moisture very well 
and allows skin to breathe which prevents the body 
from overheating.  Smooth outer prevents the rug from 
sawdust stacking in. Inner made of gentle and soft 
micro-fleece, guarantees comfort of using. Perfect for 
competitions, events or just for a walk.

ジャージーニットで作られています。装飾テープに接し、反
射パイピングで飾られています。吸湿性に大変優れていま
す。過剰な汗や熱の上がり過ぎを抑え、肌が蒸れません。
外側のレイヤーは滑らかで、オガクズが入ることもありませ
ん。内側は柔らかいマイクロフリースを使用し着心地は抜
群です。

Material: 
Fastening: 
Size:

布地: 
ファスニング: 
サイズ:

jersey (90% cotton, 10% polyester)
single buckle in front, cord under tail 
M-XXL

ジャージー布地（線90％、ポリエステル10％)
フロントに1つののバックル、尾の下のコード
M-XXL

greyblack

navy green
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デニムステーブルラグ Denim Stable Rug

One-layer, breathable rug, ideal for summer sea-
son. Protects skin against dust, insects and light cold. 
Equipped with innovative, flexible fastening system un-
der belly that guarantees freedom of movement.

シングルレイヤー、通気性、夏季に最適なラグです。埃、昆
虫および低度の寒さから皮膚を守ってくれます。腹の下に
ある革新的でフレキシブルな固定システムを搭載し、動き
の自由を保証します。

Material: 
Fastening: 
 
Size:

布地: 
ファスニング: 
 
サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
two adjustable buckles in front, ela-
stic belts under belly, cord under tail 
M-XXL

デニム（綿65％、ポリエステル35％） 
フロントに2つの調節可能なバックル、腹の下
の弾性ベルト、尾の下のコード 
M-XXL

black

navy
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JP GB

デニムラグ Denim Rug

Breathable rug, perfect for summer season. Protects 
skin against dust, insects and moderate cold. Ideal for 
a walk.

通気性、夏季に最適なラグです。埃、昆虫および適度の寒
さから皮膚を守ってくれます。

Material: 
Fastening: 
Size:

布地: 
ファスニング: 
サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
single buckle in front, cord under tail 
M-XXL

デニム（綿65％、ポリエステル35％） 
フロントに1つののバックル、尾の下のコード 
M-XXL

greyblack

navy green
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JP GB

フリースステーブルラグ Fleece Stable Rug

Made with high quality fleece. Features great dry and 
moisture-absorbing properties. Equipped with double 
fastening in front and detachable belts under belly.

高品質のフリースで作られています。優れた乾燥と水分吸
収性を備えています。

Material: 
 
Fastening: 
Size:

布地: 
 
ファスニング: 

サイズ:

320g anti-pilling fleece (100% polyester) 
two buckles in front, belts under  belly, 
cord under tail 
M-XXL

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル100
％） 
フロントに2つのバックル、腹の下のベルト、尾
の下のコード 
M-XXL

greyblack

navy green
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JP GB

フリースラグ Fleece Rug

Made of high quality fleece with excellent dry and mois-
ture-absorbing properties. 

Available as a show rug with Torpol® double-sided 
branding in the neck part.

高品質のフリースで作られています。優れた乾燥と水分吸
収性を備えています。

首の部分の両側に Torpol ®ブランドを特色にするショー
ラグとして利用できる。

Material: 
Fastening: 
Size:

布地: 

ファスニング: 
サイズ:

anti-pilling fleece (100% polyester) 
single buckle in front, cord under tail 
XS-XXL

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル100
％） 
フロントに1つののバックル、尾の下のコード 
XS-XXL

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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JP GB

フリースラグ・フラップ付 Fleece Rug with Flap

Made of high quality fleece with excellent dry and 
moisture-absorbing properties. 

Available as a show rug with Torpol® double-sided 
branding in the neck part.

高品質のフリースで作られています。優れた乾燥と水
分吸収特性を備えています。

首の部分の両側に Torpol ®ブランドを特色にするショー
ラグとして利用できる。

Material: 
Fastening: 
 
Size:

布地: 

ファスニング: 
 
サイズ:

anti-pilling fleece (100% polyester) 
single buckle in front, flap fastened 
with velcro tapes, cord under tail 
XS-XXL

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル100
％) 
フロントに1つののバックル、ベルクロテープで
留められたフラップ、尾の下のコード 
XS-XXL

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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JP GB

NEV・ステーブルラグ・冬用 NEV Winter Stable Rug

Perfect for use in a stable. Equipped with a collar which 
protects cervical part. Protects against cold, wind and 
light rain, allows skin to breathe. Hood can be easily 
attached. It is also equipped with a fastening system 
that prevents the rug from moving. Made with shining 
B-NEV™ fabric, which makes it easy maintain. Keeps 
original shape for long.

Available with two infills: 400g or 200g.

ステーブル用に最適です。頸椎を保護する襟を備えていま
す。肌呼吸を可能にします。寒さ、風や小雨から守ってくれ
ます。フードは簡単に取り付けることができます。また、ラ
グが移動を防止する固定システムが装備されています。ツ
ヤのある良質なB-NEV™ 布地で作られています。お手入
れは簡単。長期間型がくずれません。

2つの詰め物で利用可能: 200gまたは400g

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

B-NEV™ (60% cotton, 40% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 400g or 200g 
two adjustable buckles in front; 
crossed belts under belly, leg straps, 
cord under tail 
M-XXL

B-NEV™　（綿60％、ポリエステル40％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物200gまたは400g 
フロントに2つの調節可能なバックル。腹の
下の交差したベルト;レッグストラップ;尾の下
のコード 
M-XXL

black

navy
B-NEV™
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ORT・ステーブルラグ・冬用 ORT Winter Stable Rug

Perfect for use in a stable, durable, comfortable and 
easy to maintain. Protects against cold, wind and light 
rain, allows skin to breathe. Hood can be easily at-
tached. It is also equipped with a fastening system that 
prevents the rug from moving. Made with high quality, 
durable nylon.

Available with two infills: 400g or 200g.

ステーブル用に最適です。耐久性があり、使用やメンテナ
ンスが容易な商品です。肌呼吸を可能にします。寒さ、風や
小雨から守ってくれます。フードは簡単に取り付けることが
できます。また、ラグが移動を防止する固定システムが装
備されています。高品質の耐久性がありナイロン布地で作
られています。
2つの詰め物で利用可能: 200gまたは400g

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 400g or 200g 
two adjustable carabiner hooks 
in front; crossed belts under belly; 
leg straps; cord under tail;  half-circle 
hood clamps 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物200gまたは400g 
フロントに2つの調節可能なカラビナフッ
ク。腹の下の交差したベルト;レッグストラッ
プ;尾の下のコード; 半円フードクランプ
 
M-XXL

black

navy
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JP GB

ORT・フード・冬用 ORT Winter Hood

Perfectly complements the ORT stable rug. Protects 
against drafts and cold. Made of high quality, durable 
nylon. Equipped with fasteners, allowing attaching to 
the rug.

Available with two infills: 200g or 80g.

ORT・ステーブルラグに完全に補完します。風や小雨から
守ってくれます。高品質の耐久性がありナイロン布地で作
られています。ステーブルラグに取り付け可能なファスナー
が装備されています。
2つの詰め物で利用可能: 200gまたは80g

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 200g or 80g 
velcro band 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物200gまたは80g 
ベルクロテープ 
M-XXL

black

navy





24

JP GB

NEV・軽量ステーブルラグ NEV Lightweight Stable Rug

Perfect for use in a stable, especially during a transition 
period. Equipped with a collar which protects cervical 
part. Protects against cold, wind and light rain, allows 
skin to breathe. Hood can be easily attached. It is also 
equipped with a fastening system that prevents the rug 
from moving. Made with shining B-NEV™ fabric, which 
makes it easy to maintain. Keeps original shape for long.

Available with two infills: light 80g or just with lining.

ステーブル用に最適です。頸椎を保護する襟を備えていま
す。肌呼吸を可能にします。寒さ、風や小雨から守ってくれ
ます。フードは簡単に取り付けることができます。また、ラ
グが移動を防止する固定システムが装備されています。ツ
ヤのある良質なB-NEV™ 布地で作られています。お手入
れは簡単。長期間型がくずれません。

2つの詰め物で利用可能: 軽量80gまたは裏地のみ

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

B-NEV™ (60% cotton, 40% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 80g or just lining 
two adjustable buckles in front; 
crossed belts under belly, leg straps, 
cord under tail 
M-XXL

B-NEV™　（綿60％、ポリエステル40％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物80gまたは裏地のみ 
フロントに2つの調節可能なバックル。腹の
下の交差したベルト;レッグストラップ;尾の下
のコード 
M-XXL

black

navy B-NEV™
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ORT・軽量ステーブルラグ ORT Lightweight Stable Rug

Perfect for use in a stable, especially during a transition 
period. Protects against cold, wind and light rain, allows 
skin to breathe. Hood can be easily attached. It is also 
equipped with a fastening system that prevents the rug 
from moving.

Available with two infills: light 80g or without infill.

ステーブル用に最適です。耐久性があり、使用やメンテナ
ンスが容易な商品です。肌呼吸を可能にします。寒さ、風や
小雨から守ってくれます。フードは簡単に取り付けることが
できます。また、ラグが移動を防止する固定システムが装
備されています。高品質の耐久性がありナイロン布地で作
られています。
2つの詰め物で利用可能: 軽量80gまたは裏地のみ

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
Colour: 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
色: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 80 g or just lining 
two adjustable buckles in front; 
crossed belts under belly, leg 
straps, cord under tail 
black, navy blue 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物80gまたは裏地のみ 
フロントに2つの調節可能なバックル。腹の
下の交差したベルト;レッグストラップ;尾の
下のコード 
黒、ネービー 
M-XXL

black

navy
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RIPS・断熱パドックラグ RIPS Insulated Paddock Rug

Made of a uniquely weaved fabric, which makes the 
rug very durable. It has an elevated collar that protects 
the cervical part. Lack of stitching in the dorsal part en-
sures tightness - the rug is waterproof. Thanks to the 
fastening system, does not move and does not limit 
movement.

Available with two infills: 300g or 180g.

ユニークな織り込みの織物で作られており、それでラグの
耐久性が高まります。頸椎を保護する襟を備えています。
背の部分のステッチの欠如は堅さを保障するためにラグは
防水である。固定システムのおかげで、ラグが動きません
し、動きを制限しません。

2つの詰め物で利用可能: 300gまたは180g

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

RIP-STOP fabric (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
polyfill wadding 300g or 180g 
two adjustable carabiner hooks 
in front; crossed belts under belly; 
leg straps ; cord under tail 
M-XXL

RIP-STOP（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物300gまたは180g 
フロントに2つの調節可能なカラビナフック。
腹の下の交差したベルト;レッグストラップ;尾
の下のコード 
M-XXL

black

navy



27

JP GB

RIPS・防水ラグ RIPS Waterproof Rug

Made of a uniquely weaved fabric, which makes the rug 
very durable. It has an elevated collar that protects the 
cervical part. Lack of stitching in the dorsal part ensures 
tightness - the rug is waterproof. Thanks to the fasten-
ing system, the rug does not move and does not limit 
movement.

ユニークな織り込まの織物で作られており、それでラグの
耐久性が高まります。頸椎を保護する襟を備えています。
背の部分のステッチの欠如は堅さを保障する　－　ラグ
は防水である。固定システムのおかげで、ラグが動きませ
んし、動きを制限しません。

Outer material: 
Inner material: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

RIP-STOP fabric (100% polyester) 
microfiber (100% polyester) 
two adjustable buckles in front; 
crossed belts under belly; leg straps; 
cord under tail 
M-XXL

RIP-STOP（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
フロントに2つの調節可能なバックル。腹の
下の交差したベルト;レッグストラップ;尾の下
のコード 
M-XXL

black

navy
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レインラグ・フード付 Rain Rug with Hood

Protects horse from getting soaked. Raised hood pro-
tects the cervical part. It is light and comfortable to use. 
Perfect during competitions on rainy days.

馬が濡れるのを防ぎます。頸椎を保護する襟を備えていま
す。軽くて快適です。雨の日には競技中に完璧です。

Material: 
Fastening: 
 
 
Colour: 
Size:

表地: 
ファスニング: 
 
 
色: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
single buckle in front, one adjustable 
velcro tape in cervical part, halter 
fastenings, cord under tail 
black, navy blue 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
フロントに1つのバックル；頚部部分の1つの調
節可能なヴェルクロテープ；ホルター固定;尾
の下のコード 
黒、ネービー 
M-XXL

black

navy
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メッシュシートラグ・ストラップ付 Mesh Rug with Straps

Made of thin mesh, reinforced with fabric and detacha-
ble belts under belly. Protects against insects and dust. 
Anatomic shape and fastening system guarantee prop-
er placing on horse’s back.

薄いメッシュで作られ、腹の下に布地と取り外し可能なス
トラップで補強されています。埃や虫から守ります。解剖学
的形状と締結システムは、馬の背中に適切なフィットを確
保します。

Material: 
Fastening: 
 
Size:

表地: 

ファスニング: 
 
サイズ:

mesh, microfiber (100% polyester) 
single buckle in front, belts under 
belly, cord under tail 
M-XXL

メッシュ・マイクロファイバー（ポリエステル
100％） 
フロントに1つのバックル。腹の下のベルト;尾
の下のコード
M-XXL

black mesh with grey finishing
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メッシュシートラグ Mesh Rug

Rug made of durable net, protecting against dust and 
insects. Ideal for a walk.

耐久性のあるメッシュで作られています。埃や虫から守りま
す。

Material: 
Fastening: 
Colour: 
Size:

表地: 
ファスニング: 
色: 
サイズ:

mesh (100% polyester) 
single buckle in front, cord under tail 
black 
M-XXL

メッシュ（ポリエステル100％） 
フロントに1つのバックル、尾の下のコード 
黒 
M-XXL

black
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ソフトシェル・エクササイズシート Softshell Exercise Rug

Comfortable, hydrophobic exercise rug. Excellent in 
various weather conditions. It is windproof and protects 
against light rain. It allows skin to breathe and provides 
thermal insulation.  Unique structure enables moisture 
removal even during a hard practice. It is flexible and 
does not limit movements.

快適な、疎水性のエクササイズシートです。通気性があり、
風や小雨から守ってくれます。様々な天候に適応し、断熱
性を有しています。練習中を通じて生み出される水分を逃
すことができ、柔軟性に富むため、動きを妨げません。練
習に最適です。

Material: 
 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
中地： 
ファスニング: 
 
サイズ:

softshell with 320g TPU membrane  
(100% polyester) 
strong front velcro fastening, cord 
under tail 
M-XXL

ソフトシェル320g（ポリエステル100％） 
熱可塑性TPUポリウレタン皮膜 
フロントに強いヴェルクロテープ、尾の下の
コード 
M-XXL

Softshell
black

navy

grey
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ORT・エクササイズシート ORT Exercise Rug

Insulated exercise rug, perfect for outdoor use. Wind-
proof and resistant against light rain. Made with durable 
nylon with light insulation and gentle lining, which pro-
tects against irritation. Thanks to the fastening system, 
the rug does not move and does not limit movements.

屋外使用に最適な断熱エクササイズシートです。通気性が
あり、風や小雨から守ってくれます。軽い断熱性と優しい裏
地を備えた耐久性のあるナイロン製で、炎症を防ぎます。
固定システムのおかげで、シートが動きませんし、動きを制
限しません。

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
サイズ:

nylon (100 % polyester) 
microfibre (100% polyester) 
polyfill wadding 80g 
strong velcro tape in front, 
cord under tail 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物80g 
フロントに強いヴェルクロテープ、尾の下の
コード 
M-XXL

black

navy

grey
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フリース・エクササイズシート Fleece Exercise Rug

Made with high quality fleece. Perfect for indoor and 
outdoor use. Anatomic shape and fastening system 
guarantees proper placing on horse’s back.

高品質のフリース布地で作られています。室内や屋外使用
に最適です。解剖学的形状と締結システムは、馬の背中に
快適なフィットを確保します。

Material: 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
 
ファスニング: 
 
サイズ:

anit-pilling fleece (100% polyester) 
strong velcro tape in front; cord 
under tail 
M-XXL

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル
100％） 
フロントに強いヴェルクロテープ、尾の下の
コード 
M-XXL

greyblack

navy green
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ソフトシェル・ウオーカーラグ Softshell Walker Rug

A hydrophobic training rug for work in a carousel, on 
a treadmill or for lunging. Perfect for different weath-
er conditions. Made of softshell material, wind- and 
waterproof. Breathable, maintain the original shape 
and ensure thermal insulation. Unique structure en-
ables moisture removal even during a hard practice. 
Exposed shoulder-blades ensure freedom of move-
ment and prevent overheating. Fastening system 
guarantees proper placing on horse’s back.

ウォーキングマシン、トレッドミル、またはロンジングの訓
練のために疎水性のラグです。様々な天候に適応します。
通気性、防風性と防水性があり、ソフトシェル素材で作ら
れています。当初の外観を保ち、断熱性を有しています。
ユニークな構造は、堅い練習中でも水分を確実に除去しま
す。露出した肩甲骨は動きの自由を確保し、過熱を防ぎま
す。締結システムは、馬の背中に適切なフィットを確保しま
す。

Material: 
 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
中地： 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

320g softshell with TPU membrane  
(100% polyester) 
single buckle in front reinforced with 
strong velcro tape, belts under belly, 
cord under tail 
M-XXL

ソフトシェル320g（ポリエステル100％） 
熱可塑性TPUポリウレタン皮膜 
フロントに強いヴェルクロテープと補強され
る1つのバックル。腹の下のベルト;尾の下の
コード 
M-XXL

Softshell
black

navy

grey
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ORT・ウオーカーラグ ORT Walker Rug

Perfect for training in carousel, treadmill or during lung-
ing. Resistant to atmospheric conditions, provides pro-
tection against rain and wind, does not overheat. Made 
of durable nylon with light insulation and soft lining that 
protects against abrasions. Exposed shoulder-blades 
ensure freedom of movement and prevent overheat-
ing. Fastening system guarantees proper placing on 
horse’s back.

ウォーキングマシン、トレッドミル、またはロンジングの訓
練に完璧なラグです。大気の状態に強く、雨や風に対する
保護を提供し、過熱しません。軽い断熱性と優しい裏地を
備えた耐久性のあるナイロン製で、背中を摩擦過傷から守
ります。露出した肩甲骨は動きの自由を確保し、過熱を防
ぎます。締結システムは、馬の背中に適切なフィットを確保
します。

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

nylon (100 % polyester) 
microfibre (100% polyester) 
polyfill wadding 80g 
single buckle in front reinforced with 
strong velcro tape, belts under belly, 
cord under tail 
M-XXL

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％） 
Polyfill詰め物80g 
フロントに強いヴェルクロテープと補強され
る1つのバックル。腹の下のベルト;尾の下の
コード 
M-XXL

black

navy
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フリース・ウオーカーラグ Fleece Walker Rug

Perfect for work in a carousel or on a treadmill. 
Exposed shoulder-blades ensure freedom of move-
ment and prevent overheating. Fastening system guar-
antees proper placing on horse’s back.

ウォーキングマシン、トレッドミルの訓練のために完璧のラ
グです。露出した肩甲骨は動きの自由を確保し、過熱を防
ぎます。締結システムは、馬の背中に適切なフィットを確保
します。

Material: 
Fastening: 
 
 
Size:

表地: 
 
ファスニング: 
 
 
サイズ:

anti-pilling fleece (100% polyester) 
single buckle in front reinforced with 
strong velcro tape, belts under belly, 
cord under tail 
M-XXL

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル
100％） 
フロントに強いヴェルクロテープと補強され
る1つのバックル。腹の下のベルト;尾の下の
コード 
M-XXL

greyblack

navy green
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ソフトシェル・ウオーカーラグ Softshell Driving Rug

A hydrophobic, comfortable driving rug. Perfect for dif-
ferent weather conditions. Made of softshell material, 
wind- and waterproof. Breathable, maintain the original 
shape and ensure thermal insulation. Unique structure 
enables moisture removal even during a hard practice. 
Protects horse’s back and the kidneys area. Flexible, 
do not limit movement. Fastening system allows at-
taching to the harness.

快適な、疎水性のラグです。様々な天候に適応します。通
気性、防風性と防水性があり、ソフトシェル素材で作られ
ています。当初の外観を保ち、断熱性を有しています。ユ
ニークな構造は、厳しい練習中でも水分を確実に除去し
ます。馬の背中と腎臓を保護します。柔軟性に富むため、
動きを妨げません。馬具に取り付けることが可能になりま
す。

Material: 
 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
中地： 
ファスニング: 
 
サイズ:

320g softshell with TPU membrane  
(100% polyester) 
three adjustable buckles, cord 
under tail 
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

ソフトシェル320g（ポリエステル100％） 
熱可塑性TPUポリウレタン皮膜 
3つの調節可能なバックル;　尾の下のコード 
 
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

black

navy
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ORT・ドライビングラグ ORT Driving Rug

Resistant to different weather conditions, protects 
against rain, wind and overheating. Made of durable 
nylon with light insulation and soft lining that protects 
against abrasions. Protects horse’s back and the kid-
neys area.  Fastening system allows attaching to the 
harness.

大気の状態に強く、雨や風に対する保護を提供し、過熱し
ません。軽い断熱性と優しい裏地を備えた耐久性のあるナ
イロン製で、背中を摩擦過傷から守ります。構造は、堅い
練習中でも水分を確実に除去します。馬の背中と腎臓を保
護します。馬具に取り付けることが可能になります。

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング: 
 
サイズ:

nylon (100 % polyester) 
microfibre (100% polyester) 
polyfill wadding 80g 
three adjustable buckles, cord 
under tail 
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
マイクロファイバー（ポリエステル100％）
Polyfill詰め物80g 
3つの調節可能なバックル;尾の下のコード 
 
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

black

navy
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フリース・ドライビングラグ Fleece Driving Rug

Made with high quality fleece. Drains moisture and 
protects against wind. Protects horse’s back and the 
kidneys area.  Fastening system allows attaching to the 
harness.

高品質のフリース布地で作られています。湿気をよく取り
除き、小雨から守ってくれます。馬の背中と腎臓を保護しま
す。馬具に取り付けることが可能になります。

Material: 
Fastening: 
 
Size:

表地: 
 
ファスニング: 
サイズ:

anti-pilling fleece (100% polyester) 
three adjustable buckles, cord 
under tail 
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル
100％） 
3つの調節可能なバックル;尾の下のコード
FULL 115 x 85 cm, PONY 95 x 72 cm

greyblack

navy green
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EVO・マグネティックサドルパッド EVO Magnetic Saddle Pad

サドルパッドに適用されるMagnetic Field Therapy™  
（磁場療法）の技術は、馬の背中の柔軟性に大きな肯定的
な良い影響を与えています。磁場が血管を拡張し、毒素を
体内から早く排出して、エクササイズ後の回復を早める磁
場を作り出します。エネルギーの不足を自然に調整し、体
内の再生プロセスを早めることができます。内部Evolon®
のレイヤーは、優れた吸湿性、呼吸および乾燥特性を確保
します。また、Evolon®は、毛髪が貫通を防ぎ、サドルパッ
ドのメンテナンスがしやすいのです。パッドの背面部は二
重デニムのキルトで強化されています。

Magnetic Field Therapy™ technology applied in the 
saddle pads has a great positive impact on horse’s 
back flexibility. Magnetic field dilates blood vessels 
which speeds up removal of toxins and recovery after 
exercise. It also naturally balances out energy deficits 
which allows for a faster start of body recovery pro-
cesses. Inner Evolon® layer ensures great moisture 
absorption, breathing and drying properties. In addi-
tion, Evolon® prevents hair from stucking in, making 
the saddle pad easy to maintain. Saddle pads’ dorsal 
part is strengthened with double, quilted denim layers. 
Finished with a gentle cotton band and a strong nylon 
inset.

Outer material: 

Inner material: 
Filling: 
Magnets: 
 
 
Discipline: 
Size:

表地: 

内側: 
詰め物: 
磁石: 
 
 
タイプ: 
サイズ:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 30% polyamide) 
polyfill wadding 550g 
Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / pc - 10 pcs, 
protected with PVC foil 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

キルト地のデニム（線65％、ポリエステル35
％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド30％） 
Polyfill詰め物550g 
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約3650
ガウス/ピースの磁力-10ピース（PVCホイルで
保護） 
ジャンピング用、ドレッサージュ用 
PONY, COB, FULL

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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Relugan・サドルパッド 
Relugan・マグネティックサドルパッド

Relugan Saddle Pad 
Relugan Magnetic Saddle Pad

Made of durable denim quilted with Evolon® layer 
which ensures great moisture absorption, breathing 
and has great drying properties. Saddle pads’ dorsal 
part is lined with Relugan sheepskin which ensures 
a delicate micro massage, helps keeping a constant 
body temperature and allows breathing through the 
skin. Does not overheat nor cause excessive sweating.

Magnetic version of the saddle pad is equipped with 
magnets which positively impact flexibility of the 
horse’s back. Magnetic field dilates blood vessels which 
speeds up removal of toxins and recovery after exer-
cise. It also naturally balances out energy deficits which 
allows for a faster start of body recovery processes.

耐久性のあるデニムで作られ、Evolon®レイヤーでキルテ
ィングされており、優れた吸湿性、呼吸性、乾燥特性を備
えています。背面部はReluganのシープスキンで裏打ちさ
れ、自然な体温調節とやさしく細かなマッサージ機能をも
たらします。また、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助けます。
過熱や過度の発汗は発生しません。

サドルパッドのマグネティックバージョンに適用されるMa-
gnetic Field Therapy™（磁場療法）の技術は、馬の背中
の柔軟性に大きな良い影響を与えています。磁場が血管を
拡張し、毒素を体内から早く排出して、エクササイズ後の回
復を早める磁場を作り出します。エネルギーの不足を自然
に調整し、体内の再生プロセスを早めることができます。

Outer material: 
Inner material: 
 
 
Filling:

Magnets: 
 

Discipline: 
Size:

表地: 
 
内側: 
 
裏地： 
詰め物:
磁石: 
 

タイプ: 
サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide) lined with Relugan sheep-
skin (100% wool) 
polyfill wadding 550g

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / pc 
- 10 pcs, protected with PVC

jumping, dressage 
FULL

キルト地のデニム（線65％、ポリエステル
35％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド
30％）  
Reluganシープスキン(背面部) 
Polyfill詰め物550g
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-10ピース（PVC
ホイルで保護）
ジャンピング用、ドレッサージュ用 
FULL

black

navy

white
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Nelson™・サドルパッド
Nelson™・マグネティックサドルパッド

Nelson™ Saddle Pad 
Nelson™ Magnetic Saddle Pad

耐久性のあるデニムで作られ、Evolon®レイヤーでキルテ
ィングされており、優れた吸湿性、呼吸性、乾燥特性を備え
ています。背面部はNelson™ウール・ニットウェアで裏打
ちされ、自然な体温調節とやさしく細かなマッサージ機能
をもたらします。また、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助けま
す。過熱や過度の発汗は発生しません。

サドルパッドのマグネティックバージョンに適用されるMa-
gnetic Field Therapy™（磁場療法）の技術は、馬の背中
の柔軟性に大きな良い影響を与えています。磁場が血管を
拡張し、毒素を体内から早く排出して、エクササイズ後の回
復を早める磁場を作り出します。エネルギーの不足を自然
に調整し、体内の再生プロセスを早めることができます。

Made of a durable denim quilted with Evolon® layer 
which ensures great moisture absorption, breathing 
and has great drying properties. Saddle pads’ dorsal 
part is lined with Nelson™ wool knitwear which ensures 
a delicate micro massage, helps keeping a constant 
body temperature and allows breathing through the 
skin. Does not overheat nor cause excessive sweating.

Magnetic version of the saddle pad is equipped with 
magnets which positively impact flexibility of the 
horse’s back. Magnetic field dilates blood vessels which 
speeds up removal of toxins and recovery after exer-
cise. It also naturally balances out energy deficits which 
allows for a faster start of body recovery processes. 

Outer material: 
Inner material: 
 
 
Filling:

Magnets: 
 

Discipline: 
Size:

表地: 
内側: 
裏地： 
詰め物:
磁石: 
 

タイプ: 
サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 30% pol-
yamide) lined with Nelson™ wool 
knitwear (100% wool) 
polyfill wadding 550g

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / pc - 10 pcs, 
protected with PVC

jumping, dressage 
COB, FULL

デニム（線65％、ポリエステル35％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド30％） 
Nelson™ウール・ニットウェア(背面部)Polyfill
詰め物550g
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約3650
ガウス/ピースの磁力-10ピース（PVCホイルで
保護）
ジャンピング用、ドレッサージュ用 
COB, FULL

black

navy

white
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EVO・サドルパッド EVO Saddle Pad

内部Evolon®のレイヤーは、優れた吸湿性、呼吸および乾
燥特性を確保します。また、Evolon®は、毛髪が貫通を防
ぎ、サドルパッドのメンテナンスがしやすいのです。パッド
の背面部は二重デニムのキルトと強化されています。

Saddle pad’s inner Evolon® layer ensures great mois-
ture absorption, breathing and drying properties. 
In addition, Evolon® prevents hair from stucking in, mak-
ing the saddle pad easy to maintain. Product is finished 
with a gentle cotton band and a strong nylon inset.

Outer material: 

Inner material: 
 
Filling: 
Discipline: 
Size:

表地:
内側: 
詰め物: 
タイプ: 
サイズ:

quilted denim (65% cotton, 
35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) 
polyfill wadding 550g 
jumping, dressage 
PONY, COB, FULL

キルト地のデニム（線65％、ポリエステル35％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド30％） 
Polyfill詰め物550g 
ジャンピング用、ドレッサージュ用 
PONY, COB, FULL

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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ウールフェルト・ハーフパッド Wool Felt Premium Halfpad

Made of thick felt lined with Nelson™ wool knitwear 
with characteristic cut for horse’s withers. Additional 
Relugan sheepskin ensures natural thermoregulation 
and optimal distribution of pressure. Absorbs shocks 
and protects the back from bruising and abrasions. 
Makes it easier to maintain constant body temperature. 
Allows breathing through the skin, does not overheat 
nor cause excessive sweating.
Product recommended by the professional Belgian 
equestrian rider - Jan Vinckler.

厚手のフェルト製、Nelson™ウールニットウェアで裏打ち
され、馬の肩甲骨に合わせて特にカットしています。Relu-
ganの使用は自然な体温調節と圧力の最適な分散を確実
にします。馬の解剖学的な形状に完全にフィットしてショッ
クを吸収し、背中を打撲や摩擦過傷から守ります。また、一
定の体温を維持し、皮膚呼吸を可能にすることに役立ちま
す。過熱や過度の発汗は発生しません。
Jan Vinckierの推薦品です。

Outer material:
Lining: 
Finishing: 
Size:

表地:
裏地: 
仕上: 
サイズ:

wool felt (100% wool) 
Nelson™ wool knitwear (100% wool) 
Relugan sheepskin (100% wool) 
FULL

ウールフェルト（シープウール100％） 
Nelson™ウール・ニットウェア 
Reluganシープスキン 
FULL

Nelson™

Relugan
grey - black
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Relugan・ハーフパッド
Relugan・マグネティックハーフパッド

Relugan Halfpad 
Relugan Magnetic Halfpad

Made of durable denim quilted with Evolon® layer 
which ensures great moisture absorption, breathing 
and has great drying properties. Half pad’s dorsal part 
is lined with Relugan sheepskin which ensures a del-
icate micro massage, helps keeping a constant body 
temperature and allows breathing through the skin. 
Does not overheat nor cause excessive sweating.

Magnetic version of the half pad is equipped with mag-
nets which positively impact flexibility of the horse’s 
back. Magnetic field dilates blood vessels which 
speeds up removal of toxins and recovery after 
exercise. It also naturally balances out energy defi-
cits which allows for a faster start of body recovery 
processes.

耐久性のあるデニムで作られ、Evolon®レイヤーでキルテ
ィングされており、優れた吸湿性、呼吸性、乾燥特性を備
えています。背面部はReluganのシープスキンで裏打ちさ
れ、自然な体温調節とやさしく細かなマッサージ機能をも
たらします。また、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助けます。
過熱や過度の発汗は発生しません。

サドルパッドのマグネティックバージョンに適用されるMa-
gnetic Field Therapy™（磁場療法）の技術は、馬の背中
の柔軟性に大きな良い影響を与えています。磁場が血管を
拡張し、毒素を体内から早く排出して、エクササイズ後の回
復を早める磁場を作り出します。エネルギーの不足を自然
に調整し、体内の再生プロセスを早めることができます。

Outer material: 
Inner material: 
 
 
Filling:

Magnets: 
 

Size:

表地: 
内側: 
 
裏地： 
詰め物:
磁石: 
 

サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 
30% polyamide) lined with Relugan 
sheepskin (100% wool) 
polyfill wadding 550g

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / pc 
- 10 pcs, protected with PVC

FULL

デニム（線65％、ポリエステル35％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド
30％） 
Reluganシープスキン(背面部) 
Polyfill詰め物550g 
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-10ピース
（PVCホイルで保護）
FULL

black

navy

Relugan
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Nelson™・ハーフパッド
Nelson™・マグネティックハーフパッド

Nelson™ Halfpad 
Nelson™ Magnetic Halfpad

耐久性のあるデニムで作られ、Evolon®レイヤーでキルティ
ングされており、優れた吸湿性、呼吸性、乾燥の特性を備
えています。背面部はNelson™ウール・ニットウェアで裏
打ちされ、自然な体温調節とやさしく細かなマッサージ機
能をもたらします。また、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助け
ます。過熱や過度の発汗は発生しません。

サドルパッドのマグネティックバージョンに適用されるMa-
gnetic Field Therapy™（磁場療法）の技術は、馬の背
中の柔軟性に大きな肯定的な影響を与えています。磁場が
血管を拡張し、毒素を体内から早く排出して、エクササイ
ズ後の回復を早める磁場を作り出します。エネルギーの不
足を自然に調整し、体内の再生プロセスを早めることがで
きます。

Made of durable denim quilted with Evolon® layer 
which ensures great moisture absorption, breathing 
and has great drying properties. Half pad’s dorsal part is 
lined with Nelson™ wool knitwear which ensures a del-
icate micro massage, helps keeping a constant body 
temperature and allows breathing through the skin. 
Does not overheat nor cause excessive sweating.

Magnetic version of the half pad is equipped with mag-
nets which positively impact flexibility of the horse’s 
back. Magnetic field dilates blood vessels which speeds 
up removal of toxins and recovery after exercise. It also 
naturally balances out energy deficits which allows for a 
faster start of body recovery processes.

Outer material: 
Inner material: 
 
 
Filling:

Magnets: 
 

Size:

表地: 
内側: 
 
裏地 
詰め物:
磁石: 
 

サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
Evolon® (70% polyester, 30% poly-
amide) lined with Nelson™ wool 
knitwear (100% wool) 
polyfill wadding 550g

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / pc - 10 pcs, 
protected with PVC

COB, FULL

デニム（線65％、ポリエステル35％） 
Evolon®（ポリエステル70%,ポリアミド
30％） 
Nelson™ウール・ニットウェア(背面部) 
Polyfill詰め物550g 
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-10ピース（PVC
ホイルで保護）
COB, FULL

Nelson™black

navy
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Nelson™・矯正ハーフパッド Nelson™ Corrective Halfpad

耐久性のあるデニムで作られています。Nelson™ウール・
ニットウェアで裏打ちされ、自然な体温調節とやさしく細
かなマッサージ機能をもたらします。また、体温を一定に
保ち皮膚呼吸を助けます。過熱や過度の発汗は発生しませ
ん。ベルクロマジックテープで固定された4つのポケットを
装備しています。各ポケットには2つのメモリー・フォームの
インサートが詰められています。特に、背部の損傷に弱い
馬にお勧めです。メモリフォームインサートは自由に配置す
ることができ、完璧なフィット感とサドルの下の適切なサポ
ートを保証します。

Made of a durable denim. Lined with Nelson™ wool 
knitwear which ensures a delicate micro massage, 
helps keeping a constant body temperature and al-
lows breathing through the skin. Does not over-
heat nor cause excessive sweating. Equipped with 
four velcro fastening pockets with two Memo-
ry Foam inserts in each. Especially recommend-
ed for horses with back problems (eg. after injury).  
Memory Foam inserts can be placed freely, allowing 
for a perfect fit and ensuring proper support under the 
saddle.

Outer material:
Inner material: 
Filling: 
 
Extras: 
 
 
Size:

表地:
内側: 
詰め物: 
 
添加: 
 
 
サイズ:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
Nelson™ wool knitwear (100% wool) 
polyurethane foam, polyester fabric, 
cotton flannel 
four pockets on outer layer (two 
pockets on each side); two Memory 
Foam inserts in each pocket (8pcs) 
COB, FULL

デニム（線65％、ポリエステル35％） 
Nelson™ウール・ニットウェア 
ポリウレタン・フォーム、ポリエステル布地、
コットンフランネル 
外層に4つのポケット（両側に2つのポケッ
ト）、各ポケットに2つのメモリフォームイン
サート（8個） 
COB, FULL

Nelson™
black

grey
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Top Material・イヤーネット
Top Elastic*・イヤーネット

Top Material Earnet 
Top Elastic Earnet*

Machine-made, using fine knitting yarn and finished 
with cotton band. Available with cloth or elastic ears. 
Protects from insects and fades sounds during riding.

機械で作られ、細編み糸を使用し、綿のバンドで仕上げら
れています。耳の部分は弾性ニットまたは薄い綿の生地で
作られています。虫や雑音から守ります。

Material: 
Ears: 
Finishing: 
Size:

素材: 
耳: 
仕上: 
サイズ:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
cotton cloth or *elastic fabric 
satin or denim band 
PONY, COB, FULL, XFULL

コットンヤーン（線100％） 
*弾性ニットまたは薄いコットン生地 
サテンまたはデニムバンド 
PONY, COB, FULL, XFULL

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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Lux Material・イヤーネット
Lux Elastic*・イヤーネット

Lux Material Earnet 
Lux Elastic Earnet*

Hand made with thin cotton knitting yarn and decora-
tive flounce. Available with cloth or elastic ears. Protects 
from insects and fades sounds during riding.

柔らかいコットンヤーンと装飾的なフラウンスの手作り。
耳の部分は弾性ニットまたは薄い綿の生地で作られていま
す。虫や雑音から守ります。

Material: 
Ears: 
Finishing: 
Size:

素材: 
耳: 
仕上: 
サイズ:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
cotton cloth or *elastic fabric 
satin band 
PONY, COB, FULL, XFULL

コットンヤーン（線100％） 
*弾性ニットまたは薄いコットン生地 
サテンバンド 
PONY, COB, FULL, XFULL

Hand
Made

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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Lux・ロングイヤネット Lux Long Earnet

Hand made with thin cotton knitting yarn and decora-
tive flounce. Features an elongated front part, which 
protects horse's head more tightly. Allows connect-
ing with a noseband. Protects from insects and fades 
sounds during riding.

柔らかいコットンヤーンと装飾的なフラウンスの手作
り。前部が長くなっているため馬の頭部をよりしっか
り守ります。ノーズバンドにフィットさせることが可
能。虫や雑音から守ります。

Material: 
Ears: 
Finishing: 
Size:

素材: 
耳: 
仕上: 
サイズ:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
elastic fabric 
satin band 
FULL, XFULL

コットンヤーン（線100％） 
弾性生地 
サテンバンド 
FULL, XFULL

brownblack

navy grey
Hand

Made
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Neoprene・無音ロングイヤネット Neoprene Soundless Earnet

Hand made with thin cotton knitting yarn. Gentle, neo-
prene ears are finished with elastic fabric. Protects from 
insects and mutes sounds during riding. Recommend-
ed especially for sensitive and less experienced horses.

柔らかいコットンヤーンの手作り。耳の部分は柔らかいネ
オプレンで作り、弾性生地で仕上げられています。虫や雑
音から守ります。虫から保護し、音を消します。

Material: 
Ears: 
Size:

素材: 
耳: 
仕上： 
サイズ:

cotton knitting yarn (100% cotton) 
neoprene finished with elastic fabric 
COB, FULL, XFULL

コットンヤーン（線100％） 
ネオプレン 
弾性生地 
COB, FULL, XFULL

brownblack

navy grey
Hand

Made
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Nelson™・ステーブルブーツ・前部
Nelson™・マグネティックステーブルブーツ・前部

Nelson™ Stable Boots - Front 
Nelson™ Magnetic Stable Boots - Front

非常に実用的で快適な日常使用しています。周囲につけら
れた強いマジックテープによりブーツが固定できます。織
られていない布で強化されたナイロンで作られています。-
Nelson™ウール・ニットウェアで裏打ちされ、自然な体温
調節とやさしく細かなマッサージ機能をもたらします。ま
た、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助けます。過熱や過度の
発汗は発生しません。

ステーブルブーツのマグネティックバリエーションは特にケ
ガの防止やリハビリ、そしてケガの治療のサポートにお勧め
です。腱に沿って付けられた磁力システムが磁場を作り出
します。磁場は血管を拡張し、毒素を体内から早く排出し
て、エクササイズ後の回復を早めします。エネルギーの不足
を自然に調整し、体内の再生プロセスを早めることができ
ます。筋や関節に怪我をした後に瘤ができる傾向にある馬
に向いています。

Extremely practical and comfortable in everyday use. 
Fastened with strong velcros, keeping the boots in the 
right place. Made of nylon strengthened with non-wo-
ven fabric and lined with Nelson™ wool knitwear which 
ensures a delicate micro massage, helps keeping 
a constant body temperature and allows breathing 
through the skin. Does not overheat nor cause exces-
sive leg’s sweating.

Magnetic version of the stable boots is especially 
recommended in prevention, rehabilitation and as a 
support in treatment after injuries. Magnets located 
along the tendons, create constant magnetic field. The 
magnetic field dilates blood vessels which speeds up 
removal of toxins and recovery after exercise. It also 
naturally balances out energy deficits which allows for 
a faster start of body recovery processes. It is the best 
solution for horses with tendencies to swellings and 
after tendons’ and joints’ injuries.

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
 
Fastening:

Magnets: 
 
 

Packaging: 
Size:

表地: 
内側: 
 
詰め物: 
ファスニング:
磁石:
 
 
個数: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
Nelson™ wool knitwear (100% wool) 
polyfill wadding 80g (100% poly-
ester) 
three velcro tapes

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / piece - 12 pcs 
(6 pcs in each boot) protected with 
PVC foil

2 pcs 
PONY, FULL

ナイロン（線100％） 
Nelson™ウール・ニットウェア(ウール
100％) 
Polyfill詰め物80g 
3つのベルクロテープ
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-12ピース（各ブ
ーツに6ピース、PVCホイルで保護）
2個 
PONY, FULL

Nelson™black

navy
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Nelson™・ステーブルブーツ・後部
Nelson™・マグネティックステーブルブーツ・後部

Nelson™ Stable Boots - Hind 
Nelson™ Magnetic Stable Boots - Hind

Extremely practical and comfortable in everyday use. 
Fastened with strong velcros, keeping them in the 
right place. Made of nylon strengthened with non-wo-
ven fabric and lined with Nelson™ wool knitwear which 
ensures a delicate micro massage, helps keeping 
a constant body temperature and allows breathing 
through the skin. Does not overheat nor cause exces-
sive leg’s sweating.

Magnetic version of the stable boots is especial-
ly recommended in prevention, rehabilitation and as 
a support in treatment after injuries. Magnets located 
along the tendons create constant magnetic field. The 
magnetic field dilates blood vessels which speeds up 
removal of toxins and recovery after exercise. It also 
naturally balances out energy deficits which allows for 
a faster start of body recovery processes. It is the best 
solution for horses with tendencies to swelling and after 
tendons’ and joints’ injuries.

非常に実用的で快適な日常使用しています。周囲につけら
れた強いマジックテープによりブーツが固定できます。織
られていない布で強化されたナイロンで作られています。-
Nelson™ウール・ニットウェアで裏打ちされ、自然な体温
調節とやさしく細かなマッサージ機能をもたらします。ま
た、体温を一定に保ち皮膚呼吸を助けます。過熱や過度の
発汗は発生しません。

ステーブルブーツのマグネティックバリエーションは特にケ
ガの防止やリハビリ、そしてケガの治療のサポートにお勧
めです。腱にに沿って付けられた磁力システムが磁場を作
り出します。磁場は血管を拡張し、毒素を体内から早く排
出して、エクササイズ後の回復を早めします。エネルギーの
不足を自然に調整し、体内の再生プロセスを早めることが
できます。筋や関節に怪我をした後に瘤ができる傾向にあ
る馬に向いています。

Outer material: 
Inner material: 
Filling: 
Fastening:

Magnets: 
 
 

Packaging: 
Size:

表地: 
内側: 
詰め物: 
ファスニング:
磁石： 
 
 

個数: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
Nelson™ wool knitwear (100% wool) 
polyfill wadding 80g (100% polyester) 
four velcro tapes

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / piece - 16 pcs 
(8 pcs in each boot) protected with 
PVC foil

2 pcs 
PONY, FULL

ナイロン（線100％） 
Nelson™ウール・ニットウェア(ウール100
％) 
Polyfill詰め物80g 
3つのベルクロテープ
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-12ピース（各ブ
ーツに6ピース、PVCホイルで保護）
2個 
PONY, FULL

black

navy

Nelson™
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ベルブーツ
マグネティック・ベルブーツ

Bell Boots 
Magnetic Bell Boots

Made of neoprene, reinforced with abrasion-proof 
Ripstop fabric. Strong velcros keep boots in the prop-
er position. Fits perfectly, protects pastern joints and 
hoofs from impacts.

Magnetic version of the bell boots is especially recom-
mended  in prevention, rehabilitation and as a support 
in treatment after injuries. Magnets located along the 
tendons, create constant magnetic field. The magnet-
ic field dilates blood vessels which speeds up remov-
al of toxins and recovery after exercise. It also naturally 
balances out energy deficits which allows for a faster 
start of body recovery processes. It is the best solu-
tion for horses with tendencies to swellings and after 
tendons’ and joints’ injuries.

摩耗耐性リップストップ布地で強化されたネオプレンで作
られています。周囲につけられた強いマジックテープにより
ブーツが固定できます。完全にフィットすることで、冠関節
や蹄を効果的に保護します。

ベルブーツのマグネティックバリエーションは特にケガの防
止やリハビリ、そしてケガの治療のサポートにお勧めです。
腱にに沿って付けられた磁力システムが磁場を作り出しま
す。磁場は血管を拡張し、毒素を体内から早く排出して、
エクササイズ後の回復を早めします。エネルギーの不足を
自然に調整し、体内の再生プロセスを早めることができま
す。筋や関節に怪我をした後に瘤ができる傾向にある馬に
向いています。

Outer material: 
 
Inner material: 
Fastening:

Magnets: 
 
 

Packaging: 
Size:

表地: 
 
内側: 
ファスニング:
磁石:
 
 
個数: 
サイズ:

Ripstop (100% polyester) finished 
with PVC 
Neoprene 
one velcro tape

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / piece - 4 pcs 
(2 pcs in each boot) protected with 
PVC foil

2 pcs 
M-XXL

Ripstop（ポリエステル100％、PVCで
仕上） 
ネオプレン 
1つのベルクロテープ
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約
3650ガウス/ピースの磁力-4ピース（各ブ
ーツに2ピース、PVCホイルで保護）
2個 
M-XXL

black

white
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Nelson™・ベルブーツ
Nelson™・マグネティック・ベルブーツ

Nelson™ Bell Boots 
Nelson™ Magnetic Bell Boots

Made of neoprene, reinforced with abrasion-proof 
Ripstop fabric. Finished with Nelson™ wool knitwear, 
which is recommended for sensitive horses, with ten-
dency to skin disorders. Strong velcros keep boots in 
the proper position. Fits perfectly, protects pastern 
joints and hoofs from impacts.

Magnetic version of the bell boots is especially rec-
ommended in prevention, rehabilitation and as a 
support in treatment after injuries. Magnets located 
along the tendons, create constant magnetic field. 
The magnetic field dilates blood vessels which speeds 
up removal of toxins and recovery after exercise. It 
also naturally balances out energy deficits which 
allows for a faster start of body recovery processes. 
It is the best solution for horses with tendencies 
to swelling and after tendons’ and joints’ injuries.

摩耗耐性リップストップ布地で強化されたネオプレンで作
られています。Nelson™ウール・ニットウェア仕上げにな
っており、敏感な馬におすすめで、皮膚刺激のリスクを効
果的に減少させる。周囲につけられた強いマジックテープ
によりブーツが固定できます。完全にフィットすることで、
冠関節や蹄を効果的に保護します。
ベルブーツのマグネティックバリエーションは特にケガの
防止やリハビリ、そしてケガの治療のサポートにお勧めで
す。腱に沿って付けられた磁力システムが磁場を作り出し
ます。磁場は血管を拡張し、毒素を体内から早く排出して、
エクササイズ後の回復を早めします。エネルギーの不足を
自然に調整し、体内の再生プロセスを早めることができま
す。筋や関節に怪我をした後に瘤ができる傾向にある馬に
向いています。

Outer material: 
 
Inner material: 
Finishing: 
Fastening:

Magnets: 
 
 

Packaging: 
Size:

表地: 
内側: 
仕上: 
ファスニング:
磁石:
 
 
個数: 
サイズ:

Ripstop (100% polyester) finished 
with PVC 
Neoprene 
Nelson™ wool knitwear (100% wool) 
one velcro tape

Neodymium Magnetic Activators 
(NMA) 3650 Gauss / piece - 4 pcs 
(2 pcs in each boot) protected with 
PVC foil

2 pcs 
M-XXL

Ripstop（ポリエステル100％、PVCで仕上） 
ネオプレン 
Nelson™ウール・ニットウェア(ウール100％) 
1つのベルクロテープ
ネオジム磁石アクティベーターNMA, 約3650
ガウス/ピースの磁力-4ピース（各ブーツに2ピー
ス、PVCホイルで保護）
2個 
M-XXL

black
Nelson™
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ウール・バンデージ Wool Bandages

Made of knitted wool with excellent thermoregula-
tion properties. Comfortable, resistant to stretching. 
Do not curl nor change the original shape. Fastened with 
strong velcro tapes. Wool gives these bandages excel-
lent thermoregulatory properties. Convenient to use.

優れた体温調節機能を持つウールニットで作られていま
す。満足感と伸縮性があり、巻き上がったり型崩れしませ
ん。強力なマジックテープ付です。

Material: 
Size: 
Packaging:

素材: 
サイズ: 
個数:

wool knitwear (40% wool, 60% acrylic) 
FULL 12 x 370 cm 
4 pcs

ウールニット（ウール40％、アクリル60％） 
FULL 12 x 370 cm 
4個

black

navy
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フリース・バンデージ Fleece Bandages

Made with high quality fleece, resistant to stretching.  Do 
not curl nor change the original shape. Fastened with 
strong velcros in contrasting colour.

高品質で厚手の、ケバ立ちが無いフリースで作られていま
す。伸縮性があり、巻き上がったり型崩れしません。対照的
色の強力なマジックテープ付です。

Material: 
Size: 
Packaging:

素材: 
サイズ: 
個数:

320g anti-pilling fleece (100% polyester) 
PONY 8 x 250 cm; FULL 10 x 350 cm 
4 pcs

ケバ立ち防止加工フリース（ポリエステル100％） 
PONY 8 x 250 cm; FULL 10 x 350 cm 
4個

brown

white

black

navy

royal blue burgundy

red

beige

grey

green
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レッグラップ Leg Wraps

Breathable, absorb moisture and protect horse's legs 
from injuries. Made of high quality non-woven fabric 
filled with thick layer of polyfill wadding which ensures 
comfortable use.

通気性がよく、水分を吸収し、馬の脚をケガから守ります。
高品質のデニムで作られています。分厚いPolyfill詰め物は
満足な使用感を確実にします。

Material: 
Filling: 
Size: 
Packaging:

素材: 
詰め物: 
サイズ: 
個数:

denim (65% cotton, 35% polyester) 
polyfill wadding 200g 
FULL 58 x 44 cm, GIANT 58 x 72 cm 
4 pcs

デニム（綿65％、ポリエステル35％） 
Polyfill詰め物80g 
FULL 58 x 44 cm, GIANT 58 x 72 cm 
4個

black

navy
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ステーブルカーテン Stable Curtain

Helps organizing space, enables visual identification 
in a stable. Made of dirt-resistant, waterproof nylon. 
Finished with a durable tape. The upper part of the 
curtain decorated with a flounce. Eqquiped with strong 
velcro tapes that make it easy to mount on the box.

Available in 3 sizes.

Full stable set includes additionaly: stable guard, 
stable bag and stable hanger.

ステーブルのスペースを整理し、視覚的な識別を可能にし
ます。汚れに強い、防水ナイロンで作られています。耐久性
のあるテープで仕上げられています。カーテンの上部はフ
ラウンスで飾られています。強力なマジックテープを備え、
ボックスに簡単に取り付けることができる。
3つのサイズでご利用いただけます。
全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルガード、ステ
ーブルバッグ、ステーブルハンガーが含まれています。

Material: 
Sizes:

素材: 
サイズ:

nylon (100 % polyester) 
115 x 110 cm, 175 x 110 cm, 175 x 200 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
115 x 110 cm, 175 x 110 cm, 175 x 200 cm

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green
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ステーブルガード Stable Guard

Made of dirt-resistant, waterproof nylon. Finished with 
a durable tape. Eqquiped with adjustable tapes (two 
on each side)  that make it easy to mount on the box.

Full stable set includes additionaly: stable curtain, 
stable bag and stable hanger.

汚れに強い、防水ナイロンで作られています。耐久性のあ
るテープで仕上げられています。調整可能なテープ（両側
に2本）を備え、ボックスに簡単に取り付けることができ
る。

全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルカーテン、ス
テーブルバッグ、ステーブルハンガーが含まれています。

Material: 
Size:

素材: 
サイズ:

nylon (100 % polyester) 
95 x 60 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
95 x 60 cm

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green
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ステーブルガード Stable Bag

Made of high quality, waterproof nylon with a shelf and 
removable, polyurethane insert with velcro-fastened 
dividers. Four external pockets with various sizes and 
functionalities. Equipped with a cord and metal handle. 
Zippered and additionally secured with strong velcro 
tape. An irreplaceable product for stable accessories.

Full stable set includes additionaly: stable curtain, 
stable guard and stable hanger.

高品質の防水ナイロン製。棚、ヴェルクロ留められたコン
パートメントが付いている取り外し可能なポリウレタン挿
入物を装備している。様々なサイズと機能を持つ4つの外
部ポケット。コードと金属のハンドルを装備。ジッパー付き
で、さらに強力なマジックテープで固定します。馬小屋のア
クセサリーにはかけがえのない商品です。

全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルカーテン、ス
テーブルガード、ステーブルハンガーが含まれています。

Material: 
Size:

素材: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
70 x 63 x 20 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
70 x 63 x 20 cm

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green
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ミニ・ステーブルガード Mini Stable Bag

Made of high quality waterproof nylon with a shelf 
and removable, velcro-fastened, polyurethane insert. 
Zipped pocket. Equipped with a cord and metal han-
dle. Zipped and additionally secured with strong velcro 
tape. An irreplaceable product for stable accessories.

Full stable set includes additionaly: stable curtain, 
stable guard and stable hanger.

高品質の防水ナイロン製。 シェルフと取り外し可能なベル
クロで固定されたポリウレタンインサートを装備していま
す。コードと金属のハンドルを装備。ジッパー付きで、さら
に強力なマジックテープで固定します。馬小屋のアクセサ
リーにはかけがえのない商品です。
全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルカーテン、ス
テーブルガード、ステーブルハンガーが含まれています。

Material: 
Size:

素材: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
45 x 55 x 20 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
45 x 55 x 20 cm

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green
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アクセサリーバッグ Accessories Bag

Functional kit bag with many pockets and dividers. Per-
fect for small care accessories. Made of high quality 
waterproof nylon, resistant to tearing and easy to ma-
intain. Zippered.

仕切りがたくさん付いた機能的なツールボックス。耐久性
の高いポリエステル製で、裂けめに強くできています。ジッ
パー付き。

Outer material: 
Inner material: 
Finishing: 
Size:

表地: 
内側: 
仕上: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
lining (100% polyester) 
strong tape 
circuit – 100 cm, height – 30 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
裏地（ポリエステル100％） 
強力テープ 
円周 - 100 cm、高さ – 30 cm

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green
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ステーブル袋 Stable Sack

Perfect for all kinds of grooming products. Made of 
high quality waterproof nylon. Drawn with a cord.

全てのグルーミング商品に最適です。耐久性の高いポリエ
ステル製。ドローストリング開閉。

Material: 
Finishing: 
Size:

表地: 
仕上: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
strong tape, cord with stoppers 
width – 75 cm, height – 70 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
強力テープ、ドローストリング（ストッパ付） 
幅 – 75 cm、高さ – 70 cm

Stable equipment
black

navy
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ライディングブーツ用バッグ Riding Boots Bag

Perfect for riding boots. Made of high quality water-
proof nylon. Zippered.

ライディングブーツに最適です。耐久性の高いポリエステ
ル製。ジッパー開閉。

Material: 
Finishing: 
Size:

表地: 
仕上: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
strong tape 
height – 60 cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
強力テープ 
高さ – 60 cm

Stable equipment
black

navy
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ステーブルハンガー Stable Hanger

Helps organizing space in a stable. Upper part made 
of dirt-resistant, waterproof nylon reinforced with poly-
urethane foam. Finished with a durable tape. 

Available with 3 or 4 wooden bars.

Full stable set includes additionaly: stable curtain, 
stable guard and stable bag.

ステーブルのスペースを整理しています。ポリウレタンフォ
ームで強化された、汚れに強い、防水ナイロンで作られて
います。耐久性のあるテープで仕上げられています。
木製の棒3本または4本が付いています。

全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルカーテン、ス
テーブルガード、ステーブルバッグが含まれています。

Stable equipment
brownblack

navy

royal blue

red

beige

grey burgundy

green

Material: 
Wooden bars: 
Size:

素材: 
木製の棒: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
3 or 4 pieces 
3 bars (80 x 90 cm) 
4 bars (80 x 115 cm)

ナイロン（ポリエステル100％） 
3本または4本 
棒3本（80 x 90 cm） 
棒４本（80 x 115 cm）
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ステーブルハンガー・ベーシック Basic Stable Hanger

It helps organizing stable space. Made of durable tape 
stabilizing wooden bars.

Available with 4 or 7 wooden bars.

Full stable set includes additionaly: stable curtain, 
stable guard and stable bag.

ステーブルのスペースを整理しています。ポリウレタンフ
ォームで強化された、汚れに強い、防水ナイロンで作られ
ています。木製の棒を安定させる耐久性テープで作られ
ています。
木製の棒3本または4本が付いています。
全体ステーブルセットにはさらに、ステーブルカーテン、ス
テーブルガード、ステーブルバッグが含まれています。

Stable equipment
black

navy

Finishing: 
Wooden bars: 
Size:

素材: 
木製の棒: 
サイズ:

strong band 
4 or 7 pieces 
4 bars (80 x 100 cm) 
7 bars (80 x 140 cm)

強力テープ（ポリエステル100％） 
４本または７本 
棒 4本 (80 x ９0 cm) 
棒 7本 (80 x 1１５ cm)
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テールコートのカバー Tailcoat Case

Made of high quality waterproof nylon. Zippered.耐久性の高いポリエステル製。ジッパー開閉。

Material: 
Finishing: 
Size:

表地: 
仕上: 
サイズ:

nylon (100% polyester) 
strong tape 
60 x 100cm

ナイロン（ポリエステル100％） 
強力テープ 
60 x 100cm

Stable equipment
black

navy



81

JP GB

ケアグローブ Care Glove

Perfect for cleaning and massage. Made of knitted 
wool, combined with a soft knitwear.

ウールニットと組み合わされたソフトニットウェア製。

Material: 
 
Colour: 
Packaging: 
Size:

素材: 
 
色: 
 
個数: 
サイズ:

wool knitwear (100% wool), microfibre 
(100% polyester) 
wool knitwear – ecru, microfibre – grey 
1 piece 
universal

ウールニット（ウール1000％）、マイクロファイ
バー（ポリウレタン100％） 
ウールニット – 淡褐色、 
マイクロファイバー – グレー 
1個 
universal

Stable equipmentszary
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Magnetic Field Therapy™ （磁場療法） Magnetic Field Therapy™

Our original technology, conceived, researched and de-
veloped for the needs of horses. Developing it, we care-
fully chose the appropriate type of magnets and their 
location, thinking of the spots most prone to injuries. The 
magnets used in our products are called Neodymium 
Magnetic Activators (NMA) and Neodymium Magentic 
Stimulators (NMB). Both NMA and NMB are permanent 
magnets. Once magnetized, they can only be demag-
netized when put in a very strong, reversely polarized 
magnetic field or in temperature exceeding 80°C. Prod-
ucts in Magnetic Field Therapy™ line can be used over 
a long period of time, both to enhance performance in 
healthy horses as well as for rehab after injuries. Our 
therapy cannot be overdosed. A body absorbs only as 
much magnetic energy as it requires to restore its ener-
gy balance. Our therapy can be safely applied for both 
rehabilitation and prevention. After a short adaptation 
period it can be applied for up to 12h a day. However, 
there have been no side effects, even if it was used for 
longer than the recommended time.

馬のニーズに合わせて考案、研究、開発された当社独自の技
術です。それを発展させて、我々は怪我をしやすい場所に焦点
を当て、磁石の適切なタイプとその位置を慎重に選択しまし
た。Torpol社の製品に採用されている磁石はNeodymium 
Magnetic Activator (NMA) やNeodymium Magnetic 
Stimulator (NMB)という磁気活性化素子です。全てのNMA
およびNMBは、永久磁石です。つまり、一度磁化されると、非
常に強い反磁界や80℃以上の温度にさらされないかぎり、その
磁気的特性は失われません。Magnetic Field Therapy™ （
磁場療法）の全製品は、理学療法と予防的治療のどちらにおい
ても、長時間にわたりご使用が可能です。 筋骨格系に問題の
ある馬たちの迅速な回復や、健康な馬たちの怪我を予防し、パ
フォーマンスを高めるために特におすすめです。身体はエネル
ギーのバランスを取り戻すために必要な磁気エネルギーだけし
か取り込みません。Torpol社のMagnetic Field Therapy™ 
（磁場療法）は、治療用、予防目的の両方で安全にお使いいた
だけます。使い過ぎになることはありえません。短い調整期間
後は、1日に12時間まで使用することができます。ただし、推奨
時間より長く使っていたとしても、副作用はありませんでした。

Recovery – enhanced circulation of blood and lymph 
allows for oxygen and white blood cells to be trans-
ported 4-times faster than usual. That ensures much 
faster nourishment and restoration of tissues. 
Balancing deficits – faster blood circulation contrib-
utes to thermoregulation – lowering temperature 
around inflamed tissue which prevents either onset or 
development of medical issues.
Significant improvement of mobility – healthy back, 
joints with no swelling are essential for a horse to use 
its full potential and stay in the best shape.
Elimination of pain symptoms in the spine region – 
enhanced circulation of the white blood cells elim-
inates the perceptible, negative effects caused by 
swelling and injuries.
Muscle tissue recovery – properly nourished cells 
mean faster and more efficient recovery and strength-
ening of muscles.

回復－血液とリンパの循環を強化することで、酸素と白血
球を通常より4倍速く輸送することができます。これによ
り、組織の栄養と修復を迅速に確保できます。
 
不足のバランスをとる－より速い血液循環が体温調節
に寄与する－つまり、炎症を起こした組織の周囲の温度
を低下させて、医学的問題の発症や進展を防止する。 
 
可動性の大幅な改善－健康的な背中や腫れていない関
節は、馬が最大の可能性を発揮し、最良の体調を保つた
めに不可欠です。

背痛症状の排除－白血球の循環を促進することにより、
腫れおよび傷害によって引き起こされる知覚可能な、マイ
ナス効果が排除される。
 
筋肉組織の回復　－　適切に栄養細胞は、迅速かつ効
率的な回復と筋肉の強化につながる。

• 
 

 
• 
 
 
 
•
 
 
• 
 
 
 
•

• 
 

 
• 
 
 

 
•
 
 

 
• 
 
 

 
•

Benefits of using the Magnetic Field Therapy™ 
products:

Magnetic Field Therapy™ （磁場療法）製品を使用す
る利点:
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Safety precautions
World Health Organization considers a constant mag-
netic field of up to 20000 Gauss (2 Tesla) as completely 
safe. Application of a magnetic field is not recommend-
ed for pregnant animals, during treatment of open 
wounds, keloid (wild meat), cancer and acute infectious 
diseases. All magnetic products should be avoided or 
dealt with extreme care by pregnant women and peo-
ple with pacemakers or other electromedical devices. 
The products should not be stored close to any magnet-
ic data storage devices.

安全対策
世界保健機関 (WHO) は、20000ガウス（2 テスラ）まで
の均一磁場は無害だと述べています。磁気療法は、妊娠中
の馬や、開いた傷口やケロイドがある馬、癌の治療中の馬
に使用すべきではありません。妊娠中の女性、ペースメーカ
ーをご使用の方、または他の医療用電気装置をご使用の方
は、全ての磁気製品に触れないで下さい。あるいは、細心の
注意を払ってお取扱い下さい。本製品は、磁気データストレ
ージ機器の側に置かないで下さい。
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Evolon　－　新世代織物 Evolon® – fabric of a new generation

A unique fabric made of microfibers, combines advan-
tages of textiles with remarkable mechanical proper-
ties. It’s easy to arrange, soft, lightweight and extremely 
durable. Due to its dense structure Evolon® provides a 
great protection with excellent filtering properties.
Evolon® is the registered trademark of Carl Freudenberg 
KG, Germany.

Evolonは、極上の繊維と機械的特性が結合した、独特のマ
イクロフィラメント繊維です。その織物はソフトで軽く、アレ
ンジしやすいと同時に、非常に丈夫です。高密度構造のた
め、優れた保護機能と素晴らしいフィルター機能を併せ持っ
ているのです。
Evolonは、ドイツの「カール・フロイデンベルグ」社の登録
商標です。

Main advantages of using Evolon®:Evolonの主な特徴:

Liquid absorption - thanks to a large surface area of 
its microfilaments, Evolon® absorb the amount of liq-
uid equivalent to 400% of its own mass which makes it 
an ideal material for products exposed to sweat, such 
as saddlecloth.
Moisture shedding – Evolon® immediately absorbs 
sweat and dries instantly which helps maintain the 
skin dry.
Breathability – millions of microfilaments allow for 
a free flow of the air.
Antibacterial and mite-proof – compact structure 
keeps even the tiniest of allergens on the outside. 
The dense structure has an additional advantage as 
it cannot be penetrated by hair which makes it easy 
to clean up.
Long usage-time – research result show that the fab-
ric maintains its original properties even after numer-
ous cycles of washing in various detergents.
Environment friendly – no binder or solvents are used 
in the manufacturing process. The material does not 
contain PCV or glue. 

液 体 の吸 収―マイクロフィラメントの 表 面 積 が大
きいおかげで、Evo l o nは自体の質量の4 0 0％に
匹 敵 する量 の 液 体 を 吸 収 で きま すので サドル ク
ロ スのような 汗 にさらさ れ た 製 品 に 最 適 で す。 
水 分 除 去 　 － 　 E v o l o n ® は 直 ち に 汗 を 吸 収
し 、瞬 時 に 乾 燥 し 、肌 の 乾 燥 を 維 持 し ま す。  
通気性　－　マイクロフィラメントが何百万個もの
気孔からできており、空気が流れることになります。 
抗菌・防ダニ　－　コンパクトな構造は、非常に小さ
いなアレルゲン粒子を外部に保持します。マイクロフィ
ラメントの高密度構造にはさらなる利点があります。毛
髪が貫通できないので、お手入れがしやすいのです。 
長 期 間 の 使 用 　 － 　 研 究 結 果 は 、織 物 が 様
々 な 洗 剤 に お け る 多 数 の 洗 浄 サ イク ル の 後
で 元 の 特 性 を 維 持 す る こ と を 示 し て い る 。 
環境に優しい　－　製造工程において結合剤または溶媒
は使用されない。織物にはPVCまたは接着剤が含まれて
いません。
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Relugan i Nelson™ 

GB

ReluganとNelson™　－　当社が使用する羊毛 Relugan and Nelson™ – our wool!

Relugan is a kind of sheepskin with characteristic warm 
yellow color and a pleasant, fluffy touch. It is tanned us-
ing agents that do not contain harmful chromium com-
pounds. Leather tanned this way is nowadays called 
medical.

Nelson™ is a natural fiber acquired during sheep shear-
ing. Non-homogenous structure of the wool fibers gives 
Nelson™ wool knitwear a great flexibility. The wool 
is sheared off living sheep which protects the natural 
properties of the fibers. Nelson wool is certified by The 
Woolmark Company®.

Reluganは、暖かい特徴的な黄色と快適でふわふわの肌
触りのシープスキンです。有害なクロム化合物を含まない
化学物質を使用してなめしたものです。この方法でなめし
たレザーは、今では医療用と呼ばれています。

Nelson™は、羊のせん断中に得られる天然繊維です。羊
毛繊維の非均質構造は、Nelson™ウールニットウェアに
大きな柔軟性を与える。Nelson™ウールは、The Wool-
mark Company®から認定されています。

Benefits of using wool in equestrian products:乗馬用品にウールを使用する利点：

NELSONRELUGAN

Pain relief - due to its properties used in rehabilitation 
and injury prevention.
Thermoregulation – wool fibers have an ability to con-
tract or expand depending on the temperature allow-
ing for a great circulation of the air through the material. 
That helps to maintain a constant body temperature, 
ensuring horse doesn’t oversweat or overheat.
Water absorption – wool is capable of absorbing the 
amount of water equivalent to 1/3 of its own mass 
without having impression of being moist.
Antibacterial and self-cleaning properties – wool 
fibers are naturally coated with lanoline which helps 
to fend off bacteria and mites.
Gentle micro-massage with wool fibers which has 
a positive impact on blood flow.

痛みの軽減　－　羊毛の特性は、リハビリや傷害防止に
広く使用されています。
体温調節機能　－　羊毛繊維には、温度に合わせて縮
小、拡大する能力があり、素材を通じて自然な空気の流
れが発生します。それは一定の体温を維持するのに役立
ち、馬が汗をかいたり、温め過ぎることがありません。
吸水性　－　羊毛は、自体の質量の⅓に匹敵する量の水
を吸収しますが、濡れた感覚はありません。
抗菌・自己洗浄性　－　羊毛繊維は自然にラノリンでコ
ーティングされており、細菌やダニを防御するのに役立ち
ます。
羊毛繊維による穏やかなマイクロマッサージは、血流に
プラスの影響を与えます。
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B-NEV™
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B-NEV™　－　すべての馬小屋で認められた織物 B-NEV™–  a fabric appreciated in every 
stable!

B-NEV™ fabric has been applied in rugs, pads and 
as a decoration in other products. Innovative weav-
ing technology makes the fabric durable and ensures 
an attractive look for long. The outer layer features a 
delicate gloss, enhancing the esthetical value of the 
material. Combination of cotton and polyester fibers 
gives makes it resistant to abrasion, tearing and dirt.

B-NEV™織物は、ラグ、パッド、他の製品の装飾としても使
用されています。革新的な製織技術により、生地の耐久性
が高まり、見映えが良く長く保証されます。外層は繊細な光
沢を特徴とし、織物の審美的価値を高める。綿とポリエステ
ルの繊維を組み合わせると、織物は摩耗、裂けたり汚れた
りを防ぎます。

Benefits of using B-NEV™:B-NEV™を使用する利点：

Extremely easy to maintain – it doesn’t “catch” saw-
dust or straw, dirt can be simply removed by wiping 
with a moist cloth which will significantly limit the 
time and effort required to maintain the products 
while their look will remain outstanding, even after 
intense usage.
Great resistance to damage and UV rays – thanks to 
the innovative processing technology.
Breathability – guaranteed full permeability of the 
air, your horse won’t oversweat not overheat.

お手入れは非常に簡単　－　オガクズや藁を「寄せ付け」
ません。汚れは、湿った布で拭くだけで簡単に取り除くこ
とができ、製品を維持するために必要な時間と労力を大
幅に制限します。
紫外線や物理的ダメージへの耐性　－　革新的な加工
技術のおかげで。
通気性　－　空気の完全な透過性が保証されています。
馬が汗をかいたり、温め過ぎることがありません。

• 
 

 
•
 
•

•

 
•

 
•



88

JP GB

Softshell　－　活動的な人々が愛するニット Softshell – a knitwear the active people love.

Well-known for its use in a variety of products for ac-
tive people (jackets, jumpers, etc.). Indispensable in 
various weather conditions: protects from wind and 
light rain. Tri-layered structure (DWR- insulated poly-
ester, membrane, knitwear) ensures not only thermal 
insulation but also great comfort. Perfect material for 
rugs (especially the practice ones).

活動的な人々のための様々な製品（ジャケット、ジャンパー
など）で使用されることはよく知られています。様々な気象
条件に不可欠: 風や小雨から保護します。3層構造（DWR-
断熱ポリエステル、メンブレン、ニットウェア）は、断熱だけ
でなく快適性も保証します。ラグには完璧な織物です。

Benefits of using Softshell:Softshellを使用する利点：

Softshell

Thermal comfort – protects from wind.
Breathability – allows for a free passing of the air, 
your horse won’t oversweat nor overheat.
Protects from drizzle and light rain making it a per-
fect outdoor solution.
Enhances comfort – it’s soft and slightly stretchable 
which contributes to enhanced freedom of move-
ment.
Durability and long-lasting – keeps the original 
shape and look for long.
Resistant to dirt – extremely easy to clean.

熱性の快適性　－　風から保護する。
通気性　－　空気の完全な透過性が保証されています。
馬が汗をかいたり、温め過ぎることがありません。
快適性の向上　－　柔らかく、わずかに伸縮性があり、動
きの自由度が増します。
耐久性と長期間の使用　－　オリジナルの形と外観を長
期間に保ちます。
汚れを防ぎます　－　きれいにするのは非常に簡単で
す。

•
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サイズ

ラグ

サドルパッド

イヤネット

サイズ

サイズ

サイズ

A - cm

A - cm

A - cm

B - cm

B - cm

B - cm

C - cm

C - cm 耳の長さ - cm

XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL

PONY ジャンピング 
COB ジャンピング 
FULL ジャンピング 
PONY ドレッサージュ
COB ドレッサージュ 
FULL ドレッサージュ

PONY
COB
FULL
X-FULL

115
125
135
145
155
165

52
56
61
55
58 
63

8,5
11,5
11,5
11,5

160
170
180
193
205
218

41
43
47
46
50 
55

30
39
39
39

80
86
89
95
98
102

22
24
26
26

13
16
16
18,5
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チャート

ベルブーツ

ウオーキングブーツ 

ステーブルブーツ 

サイズ

サイズ

サイズ

A - cm

高さ

A - cm

B - cm

B - cm

C - cm

S 
M
L
XL

PONY 前部
PONY 後部
FULL 前部
FULL 後部

PONY 前部
PONY 後部
FULL 前部
FULL 後部

22
24
25
26

37
42
42
52

39
48
55
67

38
40
46
52

47
55
62
80

10
11
11,5
12
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S I Z E

RUGS

SADDLE PADS

EAR NETS

SIZE

SIZE

SIZE

A - cm

A - cm

A - cm

B - cm

B - cm

B - cm

C - cm

C - cm EAR HEIGHT - cm

XS 
S 
M 
L 
XL 
XXL

PONY JUMPING 
COB JUMPING 
FULL JUMPING 
PONY DRESSAGE
COB DRESSAGE 
FULL DRESSAGE

PONY
COB
FULL
X-FULL

115
125
135
145
155
165

52
56
61
55
58 
63

8,5
11,5
11,5
11,5

160
170
180
193
205
218

41
43
47
46
50 
55

30
39
39
39

80
86
89
95
98
102

22
24
26
26

13
16
16
18,5
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T A B L E S

BELL BOOTS

WALKING BOOTS

STABLE BOOTS

SIZE

SIZE

SIZE

A - cm

HEIGHT

A - cm

B - cm

B - cm

C - cm

S 
M
L
XL

PONY PRZÓD
PONY TYŁ
FULL PRZÓD
FULL TYŁ

PONY FRONT
PONY HIND
FULL FRONT
FULL HIND

22
24
25
26

37
42
42
52

39
48
55
67

38
40
46
52

47
55
62
80

10
11
11,5
12








