詳細は
各巻 の

今回ご紹介するDVDシリーズは、
今アメリカでブレイク中のコーチによる
それぞれの得意分野についてクリニック形式で紹介したものです。
内容は新ルール上で必要となる、
速い攻撃クイックヒッティングプレーと
フルコートプレスにおけるトラップシステム、
そしてコンスタントなプレッシャーからポゼッションを増やしていくドリルなど
幅広くご紹介します。
チーム力向上に、
そしてチームのオプションにご活用ください！
各9,000円＋税
（送料別） 日本語版監修：倉石

裏面へ！

平

日本語吹替版（音声MIX） （早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）
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DON SHOWALTER: FULL COURT
TRAPPING DEFENSIVE SYSTEM
817-S ドン
・ショワルター：フルコートプレス・トラップディフェンス
79min.
商品番号

～最大限の効果を生み出すプレスディフェンス戦術～

MULTIPLE ATTACKING SETS
818-S VERSUS MAN AND ZONE DEFENSES
74min.
商品番号

ルを
にボー 術！
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ッ
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め
回すた

マンツーマンとゾーンディフェンスに対する多様なセットオフェンス
～ディフェンスの弱点を突く！シンプルで効果的なアタッキング～

FULL COURT TRAPPING SYSTEM
819-S AND BREAKDOWN DRILLS
63min.
商品番号

フルコート・トラップシステムとブレイクダウンドリル

ーが
レッシャ す！
プ
な
ト
や
ン
コンスタ ッションを増
ゼ
ポ
ボール

～チームを勝利へ導く！４つの戦略的プレスディフェンス～

インターネットからのご注文は…… http://www.japanlaim.co.jp サンプルムービー配信中！
お申し込み方法
●ご希望のDVD No.を指定し、電話かハガキ、
FA X、もしくはホームページにてお申し
込みください。
●お名前／ご住所：電話／お勤め先：電話
／お支払い方法をご連絡ください。
●送料は何枚でも500円＋税です。
●表示価格は消費税抜きの価格です。

記入例
●DVD No.
●お名前
●ご住所／TEL
●お勤め先／TEL
●お支払い方法

お支払い方法
●到着日指定の「代金引き換え」の宅配便でお送りします。
● 学 校 公費 及び 教 育 機 関、また個 人研究 費などでご購入の場合は、
必要書類は担当者までお申し付けください。
※通販サイトの公費FAX申込書類でも購入可。
●カード（JCB、VISA、MASTER、DC、UC、UFJ、NICOS、ダイ
ナース、クレディセゾン、アメリカンエキスプレス、イオンクレジット、
TOP&カード）もご利用できます（分割も可）。

●お申し込み・お問い合せは、お気軽に…

ジャパンライム株式会社

〒113 - 0033
東 京 都 文 京区本 郷 5 -25 -14 本 郷竹下ビル４F

TEL. 03-5840-9980
FAX. 03-3818-6656
2013.12

全米トップクラスの指導者によるレクチャー

Championship Basketball Clinic DVD Series

SHOWALTER: FULL COURT
817-S DON
TRAPPING DEFENSIVE SYSTEM
79min.
商品番号

ドン・ショワルター：フルコートプレス・トラップディフェンス
～最大限の効果を生み出すプレスディフェンス戦術～

全1枚

9,000円＋税（送料別） 日本語吹替版

日本語訳監修：倉石

Don Showalter

解説

ドン・ショワルター

（アイオワ州ミッドプレーリー高校
男子バスケットボールヘッドコーチ）
2 0 0 9 年、2 010 年 のアメリカバ スケット
ボール・デベロップメンタル・コーチ・オブ・
ザ・イヤーを受賞、通算500勝の実績。

平（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）

チームのスキルレベルに合わせたプレスのアジャスト方法！

す
スを惑わ
！
オフェン プディフェンス
トラッ

米国内で、最も成果を上げたハイスクール・バスケットボールコーチの１人であるドン・
ショワルターが、フルコートプレスにおけるトラップシステム、選手のレベルに合わせた
プレスのアジャストメント、
そしてプレスブレイクの動きに合わせた、
オフェンスを混乱させる
ための戦術を解説します。
このDVDでは、
個々のスキルレベルに応じて効果的に行える、
シン
プルなプレスディフェンスをご紹介。
簡単なアジャストメントで、
イクに
様々なプレスブレイクアタックに対応することが出来ます。
レスブレ ートプレス！
プ
な
々
また、
ディフェンスを強化するためのドリルと、
プレスに対抗する
コ
様
フル
ためのプレスブレイクを実演します。
対応する
■イントロダクション
■チームを強化するための練習計画
■プレッシャーディフェンスの基本

■1-2-1-1フルコートゾーンプレス
◎リード・ディフェンス
◎スクイーズ
■2-2-1プレス

■ディフェンス強化ドリル
◎ビッグ・ステップ
◎フルコートスライド＆スプリント
◎ティップドリル
■プレスブレイク

ATTACKING SETS
818-S MULTIPLE
VERSUS MAN AND ZONE DEFENSES
74min.
商品番号

マンツーマンとゾーンディフェンスに対する多様なセットオフェンス
～ディフェンスの弱点を突く！シンプルで効果的なアタッキング～

全1枚

9,000円＋税（送料別） 日本語吹替版

日本語訳監修：倉石

Jim Ferry

解説

ジム・フェリー

（ロングアイランド大学ヘッドコーチ）
2011年ノースイースト・カンファレンスで
優勝し、NCAAトーナメントに出場。

平（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）

１人のプレーヤーにプレッシャーをかける！ゾーンディフェンスへの攻撃！

ボールを
ーヤーに ンス戦術！
レ
プ
ト
ェ
ベス
のオフ
回すため

このDVDでは、
ロングアイランド大学ヘッドコーチであるジム・フェリーが、
マンツーマンと
ゾーンに対抗するための様々なオフェンスの戦術を解説します。
セカンダリー、
ハーフコート、
ボックス、
1-4、
2-1-2、
そしてスタックフォーメーションのクイックヒッティングセットアウト
などの効果的な活用の仕方を実演。
その中で、
シャッフルや、
フレックスの動きを見るため
のドリブル、
パスの仕方なども詳しく解説しております。
チームのオフェンス力を上げたい、
アグレッシブなオフェンスを
展開したいという方に是非ご覧いただきたい作品です。

■イントロダクション
■セカンダリースポット
■スタックセット
■ボックスセット

■2-1-2セット
■ゾーンセット
■リバウンド
■まとめ

！
を
点させる
ヒッター
素早く得
クイック ョンに入れ、
モーシ

COURT TRAPPING SYSTEM
819-S FULL
AND BREAKDOWN DRILLS
63min.
商品番号

フルコート・トラップシステムとブレイクダウンドリル
～チームを勝利へ導く！４つの戦略的プレスディフェンス～

全1枚

9,000円＋税（送料別） 日本語吹替版

日本語訳監修：倉石

解説

Andrew Grantz
アンドリュー・グランツ

（インディアナ大学サウスイースト校アシスタントコーチ）

Trae Cunningham
トレー・カンニングハム

（インディアナ大学サウスイースト校アシスタントコーチ）
過去5 年間で10 0以 上の勝 利を収め、5回
連続でカンファレンスタイトルを獲得。

平（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）

相手チームのベストプレーヤーにボールを渡さないマンツーマンプレス！

このDVDでは、インディアナ大学サウスイースト校のアシスタントコーチ、アンドリュー・
グランツとトレー・カンニングハムが、フルコート・トラップシステムとブレイクダウンの
ドリルについて解説します。
インディアナ大学サウスイースト校は、米国内でトップクラスのチームで、過去５年間で
100以上の勝利を積み上げました。
彼らが第一に目的としていることは、
コンスタントにプ
レッシャーをかけることです。これにより、相手チームのミスを誘い、ボールポゼッション
を増やすのです。
構えの取り方やプレイヤーの位置、
動き方などを練習法も含めて詳しく
解説しており、自分たちのチームに戦略的なプレスディフェンスを取り入れることが出来
ます。
このDVDでチームのディフェンス能力と攻撃に対する考え方を向上させましょう！
■イントロダクション
■ホワイトプレス
（1-2-1-1プレス）
■2-2-1プレス
■1アンド1アップ
■フェイス・アンド・ダブルフェイス

■プレス習得ドリル
◎イヤートゥチェスト
◎ホワイトプレスドリル
◎2-2-1プレスドリル
◎グッドコンディションドリル

労させる
ぶ！
相手を疲プシステムを学
トラッ

ャーが
プレッシ 増やす！
な
ト
ン
を
コンスタ ポゼッション
ボール

■おわりに

ジャパンライム株式会社 TEL. 03-5840-9980 FAX. 03-3818-6656 http://www.japanlaim.co.jp

