
サイズ：3,660×1,830×20mm　重量：約 28kg　材質：人工芝
▲ソフトボールピッチングマットとの使用例

サイズ：1,070×3,660×30mm　重量：約 10kg  材質 :コーデュラ、ナイロンシート付サイズ：1,220×1,830×20mm　重量：約 12kg  材質 : 人工芝

お問合せは下記へどうぞ

HOMEPLATE MATS

このカタログのデザイン・色・寸法等仕様は予告なしで変更することがありますのでご了承ください。

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-14-6 麹町パレス7F
Tel.03-5275-6558（代）　Fax.03-5275-6580
URL　https://www.gl-development.co.jp
E-mail　info_gld@gl-development.co.jp

本体は耐久性のあるマットに人工芝が貼られ、
ロングバイルの人工芝に設置しても安定したバッ
ティングの練習が可能です。本製品は緑色また
は茶色の人工芝をお選び頂けます。現在、米国
のメジャーリーグでも多く採用されております。

本体はクッション性と耐久性に優れた素材を使用しております。
マットの上に付属のナイロンシートを敷き円滑で安全なスライディン
グの練習に最適です。米国のメジャーリーグでも採用されております。

バッターボックスマットは抜群の耐久性がありハードなバッティ
ングの練習に最適です。グランドの人工芝を保護することがで
き、土のグランドでも安定した練習ができます。

ホームプレートマット

BUTTERBOX MATS
バッターボックスマット

SLIIDING MATS
スライディングマット

ポータブルピッチングマウンド&
プラクティスマット

PORTABLE PITCHING MOUNDS
＆PRACTICE MATS



5分割のユニット構造。移動、組立がスムーズ。
マウンド用土の入った中央部パーツと、その周辺に特殊軽量ボードに耐久性の
高い人工芝が貼られた 4つのパーツで構成されています。中央部パーツは
土を入れた状態でも、専用台車を使用し4人で容易に移動できます。本体設
置には特別な施工は不要で、中央部パーツを所定の位置に置き、周囲パーツ
をフック止めするだけです。ロングパイルの人工芝にもセッティング可能です。

多目的グラウンドの設置例

サッカーとの兼用グラウンドの設置例

クレーコートの設置例

多目的グラウンドが
本格的な野球場に！
同じグラウンドで午前中はサッカー、

午後から野球というスケジュールも

5分割フルサイズモデルの

「ポータブルピッチングマウンド＃001」なら、

本格的な野球場に早変わり。

多目的グラウンドを有効に活用できます。

ポータブル
ピッチングマウンド（土入りタイプ）＃001

実用新案登録　第 3053222 号

POINT SIZE
1

4. 前部パーツを取り付ける。

1. レバーブロックで中央部パーツを吊る。

5. 後部パーツを取り付ける。

2. 専用台車で所定の場所まで移動する。

6. セッティング完了。

3. 左右パーツを中央部パーツに取り付ける。
実際のマウンド感覚で本格的な投球を実現。
中央部パーツには、プレートが組み込まれ、本格的な投球ができるように、
マウンド用土で固めてあります。マウンドの高さも、公式ルールの254ｍｍ
になっており、土の感触と共に、違和感のない投球ができます。

2

中央部パーツだけでも、投球練習が可能。
本体はユニット式ですので、土の入った中央部パーツのみの使用も可能です。
オフシーズンや雪、雨天時には、室内でのブルペン投球練習ができます。

3

メンテナンスが容易。
維持管理は試合後、えぐられた部分に土を補充し、地ならしで完了。
土が乾燥したら散水してください。
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マウンド用土

平面図

側面図

スチール製フレーム

人工芝全面接着 ピッチャープレート
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ポータブルピッチングマウンド＃001の組立手順

総重量 : 約 1,140kg（マウンド用士含む）



Model＃002は、本格的なピッチングができる Model＃001のマウンド用土が
入った中央部分を活かし、周囲の 4パーツを移動、セッティングしやすいように
サイズを一回り小さくしました。また、4パーツを移動用専用台車の上に置く事が
でき、下に中央部パーツを入れ込めば 3m×3mのスペースに収納可能です。

移動、設置が容易。
大人数人で移動ができ、置くだけなのでセッティングや撤去が容易です。
（ブルペンマウンドは大人 2 人で移動ができます。）室内に移動して、雨天時
や冬のオフシーズンでの練習にも最適です。また、実際にマウンドのある野
球場でも、少年野球のマウンドの位置は、かなりホーム寄りになっている為、
年齢に合わせてホームベースから丁度良い位置に置いてお使い頂けます。

これまではグラウンドに一旦マウンドをつくってしまうと、サッカーやラグビー、
陸上競技等他の競技ができなくなるといった問題がありました。こうした問題を
「ポータブルピッチングマウンド」が解決いたします。「ポータブルピッチングマ
ウンド」は、野球の本場・米国の製品で、元メジャーリーグ投手のボブ・フェラー
氏（野球殿堂入り）とアイオワ大学のピッチングコーチが開発に携わり完成した、
画期的なポータブルピッチングマウンドです。

POINT

1

マウンドの高さは3種類。
使う人の年齢に合わせて、3種類のマウンドの高さからお選び頂けます。また
練習用には、コンパクトなブルペンマウンドがあり、数台並べて置くことで、
複数の投手が同時に投球練習することが可能です。

2

維持・管理、収納が簡単。
本体は FRP（強化プラスチック製）で、表面は人工芝が貼られており、耐久
性に優れ、メンテナンスも水洗いで OK です。また、収納は本体を壁に立て
掛けて置くことができ、スペースもとりません。
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サイズ：マウンド高さ254mm/
                 巾 5,500mm/
                 長さ 5,500mm/
                  総重量 408kg/
　　　　4分割式
                 

サイズ：マウンド高さ203mm/
                 巾 3,658mm/
                 長さ 3,658mm/
                  総重量173kg/
　　　　3分割式
                 

ポータブル
ピッチングマウンド (土入りタイプ）＃002

ポータブル4分割式

ピッチングマウンド（人工芝タイプ）＃３１8　-G

NEWNEW

総重量 : 約 995kg（マウンド用士含む）

3m×3mのスペースにコンパクトに収納

軽量コンパクトな３分割式 #312-G



サイズ：マウンド高さ203mm／巾 2,439mm／
　　　   長さ 3,048mm／重量 99.8kg

＃202-8B は、大きさ、形状、重量が＃202-8と同じです。
人工芝の色が茶色になっています。

マウンドの高さ・大きさ・重量によって幅広い年齢層に対応した

米国製・ポータブルピッチングマウンド　 ／ ブルペンマウンド

サイズ：マウンド高さ254mm／巾 2,438mm／
　　　   長さ 3,048mm／重量117.9kg

サイズ：マウンド高さ203mm／巾 2,439mm／
　　　   長さ 3,048mm／重量 99.8kg

サイズ：マウンド高さ254mm／巾1,220mm／長さ 2,430mm／重量 56kg
材質：ファイバーグラス、人工芝、移動用キャスター付

サイズ：マウンド高さ152mm／巾 2,082mm／
　　　   長さ 2,794mm／重量 81.6kg

サイズ：マウンド高さ152mm／巾1,219mm／
　　　   長さ 2,286mm／重量 36kg
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ポニーリーグ用（12～15才用）
ポータブルピッチングマウンド＃202-8B

シニアリーグ用（13～15才、16～18才成人用）
ポータブルピッチングマウンド＃600

ポニーリーグ用（12～15才用）
ポータブルピッチングマウンド＃202-8

リトルリーグ用（5～12才用）
ポータブルピッチングマウンド＃302

ブルペンマウンド ＃402

（財）全日本野球連盟主催「野球指導者講習会」
Model＃600 を使用

#302を持ち上げた状態、移動が容易

キャスター付で個人練習に使える
BPプラットホーム

NEWNEW

数台置くことで、複数の投手が同時に投球練習が可能



移動が容易な二分割式　米国製・ポータブルピッチングマウンド　 ／ブルペンマウンド

二分割式ポータブルピッチングマウンドの
後部パーツの重量は５５kg、前頭パーツが
50kg で二人で移動、セッティングが容易
にできます。ジョイント方法はツメにもう
片方のパーツを引っ掛けるだけで完了で
す。二分割式ですので収納も少スペース
ですみます。本体は茶色もしくは、緑色
の人工芝をお選び頂けます。

二分割式ポータブル練習マウンドの総重量は 55kg ですの
で、片方づつなら一人でも移動、セッティングができます。
ジョイント方法はツメにもう片方のパーツを引っ掛けるだけ
で完了です。
本体は茶色もしくは、緑色の人工芝をお選び頂けます。

ピッチングマウンド用カートは一体型でも二分割式型のどちらで
も使用できます。
積載荷量は454kgあり、マウンド複数台を一度に運ぶことがで
きます。本体を乗せたまま収納もでき便利です。

二分割式 ポータブルピッチングマウンド
NEWNEW

二分割式 ポータブル練習マウンド
NEWNEW

セッティング状況
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PITCHING MOUNDS CART ピッチングマウンドカート

サイズ：3,429×2,312×254mm　総重量：96kg

サイズ：3,429×2,312×254mm　総重量：96kg サイズ：3,048×1,524×254mm　総重量：55kg

サイズ：3,048×1,524×254mm　総重量：55kgジョイント部

サイズ：1,220×915×1,016mm( 両側ハンドルの高さ）　
積載面積：864×1,169mm

#502- B（茶色人工芝）

#500- G（緑色人工芝）

#502- G（緑色人工芝）#500- B（茶色人工芝）



ソフトボールのマウンドはフラットになっていますが、人工芝グラウンドでも土
のマウンドで本格的な投球を望む多くの声に応え、開発したのが「ソフトボー
ル用ピッチングマウンド」です。マウンドの高さは違和感のない120ｍｍに抑え、
ピッチャーサークルは公式ルールの 4,880ｍｍになっております。Model
＃001と＃002 と同じく中央部にマウンド用土が入り、周囲に4パーツをジョイ
ントするユニット式です。

特殊素材に人工芝貼りし、裏面には 5,000 個以上の突起を
有した滑り止め加工が施されているので、しっかりと安定し
たビッチィングができます。本体は、茶色もしくは緑色の
人工芝をお選び頂けます。

裏面には 5,000 個以上の突起を有した滑り止め特殊加工
ポータブル
ソフトボール用ピッチングマウンド (土入りタイプ） #003

屋内向き一体型、ロール式タイプ
ソフトボール用ピッチングマット
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総重量：約 565kg( マウンド用土含む）
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SOFTBOLL PITCHING MOUNDS SOFTBOLL PITCHING MATS

サイズ：2,740×915×15mm
 総重量：11.5kg
材　質：人工芝、プレートはゴム製
                 

サイズ：3,050×915×20mm
 総重量：12kg
材　質：人工芝、プレートはゴム製
                 

サイズ：3,050×915×20mm  総重量：12kg   材質：人工芝、プレートはゴム製
                 

#800-S（スタンダード）

#800-CL（センターライン）

#700- B（茶色人工芝）

#700- G（緑色人工芝）

専用台車で中央部パーツを移動中

マウンドの組み立て作業中
ピッチングの練習が終わったら、
マットを丸めて収納できるロール
式。スペースを取りません。

マットを丸めたら、付属の専
用バッグに収納。持ち運びに
便利です。

屋外向き一体型、置き敷き式タイプ
ソフトボール用ピッチングマット

NEWNEW
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