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SOLumは大人をこどもにする

パパママキッズのトータルコーデ
スポーツウェアカタログ



SOLum( ソルン )　・・・　SOL＝太陽  /  um＝１

競技者のことを考えた商品づくりを心がけ

サッカーをはじめ、幅広いジャンルで

世界中に愛されるブランドとして展開していきます



大野 忍
元なでしこジャパン (日本代表)

-幼少期の頃はどんな子どもでしたか？ -
とりあえず歳が1個上の兄についていき、どんな環境でもサッカー
をしていました。

-人生で 1番苦しかった時はいつですか？ -
苦しい事は覚えてないのですが…強いて言えば今です。笑

-好きなサッカー選手、尊敬している選手はいますか？ -
澤さん！男性ならメッシと大久保嘉人くん！

-好きな言葉は？ -
楽しむ！！レッツエンジョイ！

-今までで 1番うれしかったことは？ -
オリンピックでのメダル🥈です！

-自分の長所・短所を自己分析すると？ -
長所は明るくて面白い。笑　やんちゃですみません。笑
短所は嫌なことは顔に出ます。笑

-プロサッカー選手になる為に、何を心がけていましたか？ -
ボールタッチの質ですね。

-プライヤーとして、人として、自分らしさとは？ -
どんな時も楽しく盛り上げる事ですね。

-今度は指導者としてサッカーに携わりますが、どんな指導者に
なりたいですか？ -
選手の気持ちを理解し、一緒に解決していきたいです。

-これから育つサッカー選手達にメッセージを頂けますか？ -
サッカーできる環境、場所がある限り、楽しむためにサッカーが
あるって思ってもらいたいし、そこから夢を大きく作ってもらい
たいです。

<戦歴 >
通算 319 試合 182 ゴール (歴代最多得点記録保持者 ) 
国際 Aマッチ 139 試合 40ゴール
<受賞歴 > 
最優秀選手賞 3回 / 得点王 4回 / ベストイレブン 9回 
東アジアサッカー選手権 2008 大会得点王 
2011 年 FIFA 女子ワールドカップ優勝・優秀選手 
2012 年ロンドンオリンピック銀メダル

OHNO Shinobu

In�oduce con�act players
契約選手を紹介します

ソフトシェルベスト　¥�,��� / スリムジャージパンツ　¥�,���



IWATA Tomoyuki
岩田 朋之
ロービジョンフットサル選手

1986年 東京都出身

2012 年 レーベル病発症

2017 年 筑波技術大学（理学療法学）卒業

2019 年 筑波大学大学院（体育学）修了

2019 年 スペイン・国際フットボール大会出場

ロービジョンフットサル（LVF）出場大会

IBSA ワールドゲームズ（韓国 /2015）

LVF 世界選手権（イタリア /2017）

国際フットボール大会（スペイン /2019）

LVF 世界選手権（トルコ /2019）

本橋 勇太朗
Fリーグ登録選手

千葉県松戸市出身
習志野高校サッカー部出身 
＜フットサル＞
2014～2016 年 MARE PARADA 千葉県フットサルリーグ 1部所属
2017～2018 年 バルドラール浦安 テルセーロ 千葉県フットサルリーグ 1部所属
2018～2019 年 7月 O-PA 関東フットサルリーグ 2部所属
2019/8～2020 年 ポルセイド浜田　F2リーグ所属
2015～2018 年 フットサル千葉県選抜
＜ジョーキーボール＞
EGOIST(2018 ～ ) ジョーキーボール日本代表 (2018-19)

MOTOHASHI  Yutaro

In�oduce con�act players

オリジナル昇華スリムピステシャツ　¥��,���
オリジナル昇華スリムピステパンツ　¥��,���
※昇華になりますのでチームオーダーの場合はデザイン変更可能

オリジナル昇華ユニフォームシャツ
オリジナル昇華ユニフォームパンツ



西巻 広直
Fリーグ登録選手

栃木県宇都宮市出身
栃木 SCユース出身
桐蔭横浜大学サッカー部
2015 年 栃木ウーヴァ（現・栃木シティ）
2016 年 三栄不動産宇都宮 FC 
 　関東 2部リーグ所属
2017 年 PSTCロンドリーナ
 　関東 1部リーグ所属
 関東 1部優勝
 全日本フットサル選手権大会出場
2018 年 三栄不動産宇都宮 FC 関東 2部リーグ所属
2019～2020 年　ボアルース長野 F1 リーグ所属

鈴木 卓也
陸上選手

国士舘大学卒
2012～2018 年 (6年) 愛三工業所属
2018 年～現在 (2年目) サンベルクス所属
全日本大学駅伝出場
箱根駅伝出場
ニューイヤー駅伝出場 (6回)
13 年北海道マラソン 7位
16年北海道マラソン 8位
17年別府大分マラソン 7位
17年ゴールドコーストマラソン 10位

自己ベスト記録
5000m:14'05"25
10000m:28'55"94
ハーフ :1.02'15
マラソン :2.12'08

SUZUKI Takuya

NISHIMAKI Hironao

ドライロングTシャツ　¥�,���
スリムジャージパンツ　¥�,���

SOLumカモフラドライTシャツ　¥�,���
トレーニングハーフパンツ　￥�,���



SOLumオリジナルドライTシャツ
・ホワイト / ブラック
・ブラック / ホワイト
・ネイビー / ターコイズ
・ミックスグレー / ゴールド
￥3,500

SOLumオリジナルドライTシャツ

SOLumオリジナルドライTシャツ Jr
・蛍光イエロー / ブラック
・蛍光オレンジ / ホワイト
・ミントグリーン / ホワイト
・ネイビー / イエロー
￥3,500

SOLumカモフラドライTシャツ
・ネイビー / シルバー
・ブラック / シルバー
・ホワイト / ブラック
￥3,900

SOLumオリジナルドライポロシャツ
・ブラック / レッド
・ブラック / ブルー
・ネイビー / イエロー
￥4,500

女子も男子も
楽しくスポーツ！



SOLumオリジナル
アイテム
SOLum
アイ

トライブレンドシャツ 
サックス/ピンク　￥2,000

フリースパーカー
ブルー/ブラック/
ワインレッド/
ホワイト
￥6,500

スリムジャージ
￥8,500
スリムジャージスリムジャージ
￥8,500

ベンチコート
￥24,000

ベンチコートJr
￥21,000

ソフトシェルベスト 
ブラック/ホワイト　￥8,000

折り鶴柄パーカー　￥3,000

折り鶴柄ジャージ
￥12,500

ベンチコート
￥24,000￥24,000

SOLumショルダーバック
ネイビー/ブラック/グレー　￥3,500
SOLumショルダーバックSOLumショルダーバックSOLumショルダーバック
ネイビー/ブラック/グレー　￥3,500ネイビー/ブラック/グレー　￥3,500ネイビー/ブラック/グレー　￥3,500

シンガード 　￥1,500

アーガイルソックス　￥1,800 アンクルソックス　￥1,200

トライブレンドシャツ 
サックス/ピンク　￥2,000サックス/ピンク　￥2,000

サッカーソックス　￥1,800

ハーフコート
￥20,000

ドライコットンタッチTシャツ
ホワイト/ネイビー　￥3,000

※ 価格はすべて税抜き表示です

トレーニングハーフパンツ
ネイビー/ブラック　￥4,200

ホワイト/ネイビー　￥3,000

トレーニングハーフパンツトレーニングハーフパンツトレーニングハーフパンツトレーニングハーフパンツ
ネイビー/ブラック　￥4,200ネイビー/ブラック　￥4,200ネイビー/ブラック　￥4,200

ホワイト/ネイビー　￥3,000

ネイビー/ブラック　￥4,200

ホワイト/ネイビー　￥3,000

トレーニングハーフパンツトレーニングハーフパンツトレーニングハーフパンツ
ネイビー/ブラック　￥4,200ネイビー/ブラック　￥4,200

サックス/ピンク　￥2,000サックス/ピンク　￥2,000サックス/ピンク　￥2,000

ドライコットンタッチTシャツドライコットンタッチTシャツ
ホワイト/ネイビー　￥3,000ホワイト/ネイビー　￥3,000ホワイト/ネイビー　￥3,000ホワイト/ネイビー　￥3,000

SOLumオリジナル
テム

ソフトシェルジャケット 
ブラック/ホワイト　￥11,000



SOLUM株式会社
〒342-0038　埼玉県吉川市美南3-23-1イオンタウン吉川美南店 1F
TEL/FAX：048-982-7177
メール：info@solum-sports.co.jp　　HP：https://www.solum-sports.co.jp/

昇華プリントユニフォームで自由にカラーチョイス !SOLUM TEAM ORDER

※ 価格はすべて税抜き表示です

ご注文・お問合せ


