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テーピング

伸縮性粘着テーピング

セラピＥＣテープ セラピオリジナル

粘着面を全面にすることでコストを抑え、関節や筋肉など
の動きを妨げず、どの部位に対しても無理なく使用できま
す。 
重ね貼りした状態でも、はがれにくいのが特徴です。また、
糊にはアクリルを使用しているのでかぶれにくい「経済的」
な伸縮性粘着テーピングです。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

219231 25mm 25mm × 5m 12 巻

オープン価格

219232 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

219233 50mm 50mm × 5m 6 巻

219234 75mm 75mm × 5m 4 巻

219235 業務用 50mm × 32m 1 巻

セラピオリジナル

●通気性
　粘着面がウェーブ状に交互に塗工されているので、
　通気性が格段に向上しました。肌にやさしい設計です。
●伸縮性
　筋肉の収縮とほぼ同率の伸縮性なので限度以上に筋肉
　が収縮することを防ぎ、皮膚が持ち上げられることで、
　皮膚と筋肉の間の血液の流れが改善されます。
●撥水加工
　水に強い撥水加工タイプです。しっかりと水を弾くので
　スポーツ時の発汗や、シャワー、入浴も大丈夫です。

ご要望にお応えして便利な小箱が登場！
25mm・37.5mm・50mm に対応したブ
リスターパックで、必要な数だけ店頭に
並べて販売できます。
※化粧箱のみの販売となります。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

213101 25mm 25mm × 5m 12 巻

オープン価格

213102 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

213103 50mm 50mm × 5m 6 巻

213104 75mm 75mm × 5m 4 巻

213105 業務用 50mm × 31m 1 巻

品番 規格 入数 標準価格

X-001 25 ～ 50mm 対応 10 枚 オープン価格

セラピキネシオロジーテープ

まとめ割引
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テーピング

ユティール（ベージュ） イワツキ

基布素材の９７％がコットン。テーピング、外科処理から固定までに対応す
る特性を備えた、ポリウレタン弾性繊維ＬＹＣＲＡを使用しました。糊材に
は低刺激性アクリル系粘着樹脂を使用。皮膚への刺激を最小限に抑え、かぶ
れにくくしています。ガーゼ、パッド、翼状針等の固定、副木や義足等の固定、
その他圧迫固定、テーピング等に幅広く使用できます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

210125 25mm 25mm × 5m 12 巻

オープン価格
210126 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

210127 50mm 50mm × 5m 6 巻

210128 75mm 75mm × 5m 4 巻

マルチポアスポーツレギュラー 3M

キネシオロジー固定からスポーツ固定まで幅広い用途で活躍するオールマイ
ティテープ。しっかり固定の７０デニール綿布に超撥水加工を施し、皮膚トラブ
ルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用。キネシオロジーテー
プ用途からスポーツ用途まで幅広いシーンで安心してご使用いただけます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

2743-25 25mm 25mm × 5m 12 巻

3,600 円＋税

2743-37.5 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

2743-50 50mm 50mm × 5m 6 巻

2743-75 75mm 75mm × 5m 4 巻

2743L-50 業務用 50mm × 33m 1 巻

マルチポアスポーツライト 3M

伸縮・撥水性・かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープ。
皮膚感覚の４０デニール綿布を採用し、肌にぴったりなじみやすく、ほとんど違和
感がありません。綿布に超撥水処理を施行しているので、汗や水濡れに強く、シャ
ワーや入浴も可能です。アスリートから一般ユーザーまで、敏感肌の方にも安心し
て長時間貼っていただけるキネシオロジーテープです。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

2723-25 25mm 25mm × 5m 12 巻

3,000 円＋税

2723-37.5 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

2723-50 50mm 50mm × 5m 6 巻

2723-75 75mm 75mm × 5m 4 巻

2723L-50 業務用 50mm × 33m 1 巻

アクションテックス ダイヤ工業

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

205-0003 3 号 25mm × 3.5m 12 巻

オープン価格

205-0004 4 号 38mm × 3.5m 8 巻

205-0005 5 号 50mm × 3.5m 6 巻

205-0007 7 号 75mm × 3.5m 4 巻

205-0025 5 号業務用 50mm × 44m
1 巻

205-0027 7 号業務用 75mm × 30m

まとめ割引

まとめ割引

お取寄せ商品

ファロス

粘着面にウェーブではなく縦の粘着スリットを施してありますので、均等の
圧力と最適の粘着を保てます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

210051 25mm 25mm × 5m 12 巻

オープン価格

210052 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

210053 50mm 50mm × 5m 6 巻

210054 75mm 75mm × 5m 4 巻

210050 業務用 50mm × 30m 1 巻

さらさテープ

これまでの治療用伸縮テープに比べて生地が厚く、伸縮性を抑えているため、固
定力がより強力になっています。肌にやさしいアクリル系の糊を使用しているので、
かぶれにくいのも特徴。長時間の使用にも最適です。
パッケージは 1 巻ずつ箱に入っています。治療上、非常に使用しやすい設計になっ
ています。撥水加工。
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ミューラーキネシオロジーテープ５０ｍｍ（はく離紙つき） ミューラー

米国ウィスコンシン大学の理学療法チームのもとでテストを重ね開発されました。機
能的な独自のウェーブ加工が、通気性や伸縮性をさらに高めています。剥がれにくく、
安定した伸縮性。肌に優しく、かぶれにくい 100％コットン素材。
ラテックスフリー。

品番 カラー 規格 入数 標準価格

27467 ベージュ

50mm × 5m 6 巻 4,920 円＋税
28147 ブラック

28277 ピンク

27367 ブルー

ニトリートキネシオロジーテープ ニトムズ

通気性に優れた筋肉保護テープ。肩、腰、膝などの筋肉を爽やかにサポート。
適度な伸縮性で関節などに貼っても動きを妨げません。皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を
使用。適度な粘着力で皮膚がひきつることなく、粘着剤が肌に残りません。ウェーブ塗工でむ
れにくく、かぶれにくくなっています。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

254101 25mm 25mm × 5m 12 巻

5,400 円＋税

254102 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

254103 50mm 50mm × 5m 6 巻

254104 75mm 75mm × 5m 4 巻

254105 業務用 50mm 50mm × 31.5m
1 巻

254106 業務用 75mm 75mm × 31.5m 8,100 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

254201 25mm 25mm × 5m 12 巻

5,760 円＋税

254202 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

254203 50mm 50mm × 5m 6 巻

254204 75mm 75mm × 5m 4 巻

254205 業務用 50mm 50mm × 31.5m
1 巻

254206 業務用 75mm 75mm × 31.5m 8,640 円＋税

ニトリートキネロジＥＸ ニトムズ

長く密着、楽にはがせる進化したキネシオロジーテープ。
動きに追随する独自の粘着剤を使用しています。汗や水にも粘着性を維持するために長時
間の重ね貼りが可能です。テープをはがすときの体毛抜去や角質剥離を抑えます。ウェー
ブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

254301 25mm 25mm × 5m 12 巻

5,760 円＋税

254302 37.5mm 37.5mm × 5m 8 巻

254303 50mm 50mm × 5m 6 巻

254304 75mm 75mm × 5m 4 巻

254305 業務用 50mm 50mm × 31.5m
1 巻

254306 業務用 75mm 75mm × 31.5m 8,640 円＋税

αテックス（薄手タイプ） ダイヤ工業

非撥水でダイヤ工業オリジナルの粘着方法により通気性があるのでカブレにくく、重ね貼

りにも対応。起始停止箇所も剥がれにくい。約１５０％の伸縮率で伸び方が良く、薄手な

ので指や手などの細かい部位への使用が可能。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

100-2113 3 号 25mm × 5m 12 巻

オープン価格

100-2114 4 号 38mm × 5m 8 巻

100-2115 5 号 50mm × 5m 6 巻

100-2117 7 号 75mm × 5m 4 巻

100-2118 業務用 50mm × 33m 1 巻

まとめ割引

まとめ割引

ニトリートキネシオロジーテープ（撥水） ニトムズ

水や汗に強く、重ね貼りに適しています。伸縮性があり、関節などに貼っても動きを妨
げません。皮膚刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。適度な粘着力で皮膚がひきつる
ことなく、粘着剤が肌に残りません。ウェーブ塗工で、通気性にすぐれ、むれにくく、
かぶれにくくなっています。

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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テーピング

ファイテンパワーテープ　気になったらお仕事中でも手軽に貼れる！

夕方になるといつも脚が気にな
る人におすすめ！

ツボ：委中
ひざ裏の真ん中あたりにある

「委中」というツボに貼る。

パソコンやスマートフォンなど
長時間手を使う人におすすめ！

ツボ：曲池
ひじを曲げたときにできるシワ
の終わる所にある「曲池」とい
うツボに貼る。

肩や腕が気になる人におすす
め！

ツボ：けつ盆、雲門
①鎖骨の上のくぼみに貼る。
②肩からやや内側に入った鎖骨
の下のくぼみに貼る。

腰や下半身が気になる人におす
すめ！

ツボ：腰陽関
おへそのちょうど背中側に、背
骨を挟むように１枚ずつ貼る。

脚
腕からくる

首・肩 肩・腕
腰

ハイテク素材であるチタンを粘着面にコー
ティングしたボディテープです。肩・腰・
膝など体のどこでも気になるポイントに貼
るだけ。筋肉をリラックスさせて体本来の
力を目覚めさせます。

ファイテンパワーテープ ファイテン

品番 入数 標準価格

0108PT610000 70 マーク 700 円＋税

0108PT620000 1000 マーク 7,000 円＋税

スパイラテックス スパイラルの田中

スパイラルテーピング専用の
テープです。スパイラルテーピ
ングに最適の非伸縮性。指でタ
テ・ヨコに容易にカットできま
す。肌にやさしく柔軟で優れた
粘着性。

エクセルスパイラルテープ スパイラルの田中

独自の技術開発で生まれた
＜打ち抜きタイプ＞です。方向
を気にすることなく、つらい所
に貼るだけの簡単・便利な楽々
テープです。

品番 サイズ 規格 標準価格

224302 75K 75mm × 5m 1,600 円＋税

224303-01 3mm スリット 75SK 2,000 円＋税

まとめ割引
品番 サイズ 規格 入数 標準価格

224306 A タイプ 間隔 3mm　3 × 4 本 20 シート

3,000 円＋税224307 B タイプ 間隔 4mm　3 × 4 本
30 シート

224308 C タイプ 間隔 4mm　5 × 6 本

224309 お試しタイプ A・B・C タイプ 各 1 シート オープン価格

ＫＴテープ

合成繊維１００％のマイクロ
ファイバーを使用。通気性に優
れ、ハードに動いても固定力を
長時間キープ。カットがいらな
いプレカットタイプ。
１カット：約 25 × 5cm

品番 入数 標準価格

KTP1995 15 枚 2,200 円＋税

KTP12600 150 枚 13,800 円＋税

オリンピアテープ　プレカットタイプ

品番 カラー 規格 標準価格

498-001-00 ベージュ

25 × 5cm：17 枚 1,000 円＋税

498-001-01 ブラック

498-001-02 レッド

498-001-03 ピンク

498-001-04 オレンジ

498-001-05 ブルー

498-001-06 グリーン

498-001-07 イエロー

●マイクロファイバー
　＝合成繊維＋天然コットン
●日本製の粘着のり使用
●ウェーブ状の交互塗工

定番「パワーテープ」のＸ３０バージョン。
生地に通常の３０倍の濃度のアクアチタン
含侵。ピンポイントにパワーを集中。

ファイテンパワーテープＸ３０ ファイテン

ヘリオジャパン

品番 入数 標準価格

0109PT700000 50 マーク 1,000 円＋税

0109PT710000 500 マーク 7,000 円＋税

「アクアチタン」含浸のロールタイプのテー
プ。幅の異なる２タイプを用意、部位や目
的に合わせてお選びください。

品番 規格 標準価格

0111PU710128 3.8cm × 4.5m 993 円＋税

0111PU710129 5.0cm × 4.5m 1,123 円＋税

ファイテンチタンテープ ロール ファイテン

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

【カラー】
①レッド、②ソニックブルー（濃い
ブルー）、③オレンジ、④イエロー、
⑤ピンク、⑥ベージュ、⑦グリーン、
⑧ブラック、⑨ブルー、⑩パープル
★カラーをご指定ください。

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

ベージュ　ブラック

グリーン　イエロー

  レッド　　ピンク

オレンジ　  ブルー

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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プロホワイト（国産） Finoa

微妙な動きにも無理なく対応で
きる粘着性としなやかさを兼ね
備え、使用部位を柔軟性のある
固定力で効果的にサポート。
ハンディカットタイプ。 
固定用非伸縮テープ。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

68-1061 13mm 13mm × 12m 24 巻 3,840 円＋税

68-1062-1 19mm 19mm × 12m 16 巻 3,680 円＋税

68-1063-1 25mm 25mm × 12m 12 巻 3,600 円＋税

68-1025 38mm 38mm × 12m 8 巻 2,800 円＋税

68-1027 50mm 50mm × 12m 6 巻 2,880 円＋税

ホワイトプロテープ ミューラー

日本仕様に開発された非伸縮コ
ットンテープ。ノンポーラス加工。
柔らかめのテープ。テープエッ
ジは切りやすいギザギザ構造。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

130105MJ 38mm 38mm × 13.7m 32 巻 19,200 円＋税

130106MJ 51mm 51mm × 13.7m 24 巻 18,480 円＋税

53105 38mm 38mm × 13.7m
6 巻

4,080 円＋税

53106 51mm 51mm × 13.7m 4,680 円＋税

ホワイトプロ アスレチックテープ ミューラー

日本仕様に開発された非伸縮コ
ットンテープ。天然ゴム不使用
のラテックスフリー素材。汗に
強い固定力。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

52513 13mm 13mm × 12m 24 巻 3,840 円＋税

51819 19mm 19mm × 12m 18 巻 3,960 円＋税

51225 25mm 25mm × 12m 12 巻 3,600 円＋税

56105 38mm 38mm × 13.7m
6 巻

2,340 円＋税

56106 50mm 50mm × 13.7m 3,060 円＋税

ホワイトアクション ダイヤ工業

独自の低刺激性アクリル系粘着
剤でこれまでの固定用テープの
弱点をカバー。独特のしなりで
指先にもシワなくフィット。
ハンディカットタイプ

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

205-0034 38mm 38mm × 12m 8 巻
3,200 円＋税

205-0035 50mm 50mm × 12m 6 巻

固定テーピング

ゾナス／コーチ

テープ上のポーラス（細かな穴）
が通気性を保ち、汗によるムレ
を防ぎます。
最後の一巻きまで安定した引出
し力の張力が得られ、スムーズな
テーピングを可能にします。主と
して足首・ヒザの靱帯や大腿部・
腰部の筋肉のサポートに使用。 
ハンディカットタイプ。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

233301 25mm 25mm × 9.1m 12 巻 3,840 円＋税

233302 38mm 38mm × 13.7m 8 巻 オープン価格

233303 38mm（1 ケース） 38mm × 13.7m 32 巻
13,920 円＋税

233304 50mm（1 ケース） 50mm × 13.7m 24 巻

ジョンソン＆ジョンソン

ニトリートＣＢ

ニトリートＣＢバリューパック

ニトムズ

ニトムズ

伸縮性がなく、関節の固定と動
きの制限を目的として使用しま
す。予防から応急処置、再発予
防まで、幅広く使用できます。
作業性、固定感、持続性、低皮
膚刺激性など、テープに必要な
あらゆるポイントを追求しまし
た。

通常の CB テープより 1 巻が長
く、たくさんご使用いただく方
にお得なパックです。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

234101 CB-13 13mm × 12m 24 巻 3,000 円＋税

234102 CB-19 19mm × 12m 16 巻 2,960 円＋税

234103 CB-25 25mm × 12m 12 巻 3,000 円＋税

234104 CB-38 38mm × 12m 8 巻 2,960 円＋税

234105 CB-50 50mm × 12m 6 巻 3,000 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

CBV-38 38mm 38mm × 13.7m 32 巻 11,840 円＋税

CBV-50 50mm 50mm × 13.7m 24 巻 12,000 円＋税

マルチポアスポーツホワイト（チームパック） ３M

独特のしなりがあり、３次面に
もシワなくフィット。

“Air Through Coating”で粘着剤
を塗布。重ね貼りしても通気性
を維持するので、皮膚とテープ
の間が蒸れにくくなっていま
す。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

2980TP-19 19mm 19mm × 12m 32 巻
8,100 円＋税

2980TP-25 25mm 25mm × 12m 24 巻

2980TP-38 38mm 38mm × 12m 32 巻
16,200 円＋税

2980TP-50 50mm 50mm × 12m 24 巻

価格改定いたしました

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ゾナス

コーチ

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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テーピング

価格改定いたしました

伸縮テーピング

エラスチコン

生地と粘着性が強い伸縮テープ。
主として膝・肩・肘など可動域
が大きい関節へのテーピングで
使用されます。カット時はハサミ
を使います。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

233401 25mm 25mm × 4.6m 12 巻 6,000 円＋税

233402 51mm 51mm × 4.6m 6 巻
5,280 円＋税

233403 76mm 76mm × 4.6m 4 巻

233404 51mm（1 ケース） 51mm × 4.6m 24 巻 19,200 円＋税

233405 76mm（1 ケース） 76mm × 4.6m 16 巻 20,800 円＋税

ニトリートＥＢＨ

多目的に使用できる軽い圧迫力
の薄手の伸縮性テープです。
ハンディカットタイプなので、
作 業 性 に 特 に 優 れ て い ま す。
CB テープとの併用でフィット
感が高まります。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

244115-01 EBH-25 25mm × 4.5m 12 巻

3,720 円＋税244115-02 EBH-50 50mm × 4.5m 6 巻

244115-03 EBH-75 75mm × 4.5m 4 巻

ニトリートＥＢ

主に膝、肘、肩など筋肉の収縮・
弛緩の大きな部位に使用される
伸縮性テープです。伸びは必要
最小限に止めていますので、テ
ーピング後の過度の圧迫があり
ません。厚手タイプ。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

244111 EB-25 25mm × 4m 12 巻

3,840 円＋税244112 EB-50 50mm × 4m 6 巻

244113 EB-75 75mm × 4m 4 巻

ジョンソン＆ジョンソン

ニトムズ

ニトムズ

マルチポアスポーツハード

従来品に比べ基材＋粘着剤の
総 重 量・ 総 厚 が 大 幅 に 減 少。
基材の強撚布自体は従来品と
変わらない厚さとよりしっか
りした強靭さを兼ね備え、膝
関節など動きの大きな関節部
もしっかりとホールドします。 
アクリル系粘着剤では初めてラ
イナーレス化に成功しました。 
ま た、3M 独 自 の“Air Through 
Coating”で粘着剤を塗布。長
時間装着しても蒸れにくい構造
となってます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

2763-50 50mm 50mm × 4.75m 6 巻
5,800 円＋税

2763-75 75mm 75mm × 4.75m 4 巻

品番 サイズ 色 規格 入数 標準価格

130626 38mm

ベージュ

38mm × 6.8m 32 巻 16,000 円＋税

23632
50mm 50mm × 6.8m

6 巻 4,920 円＋税

130632 24 巻 19,200 円＋税

23633
76mm 76mm × 6.8m

4 巻 4,680 円＋税

130633 16 巻 18,400 円＋税

ティアライトテープ ミューラー

ひだ状の構造がどんな関節部位
にも柔軟にフィットし、テープ
の固定力を簡単に調整できます。
汗を大量にかいても固定力が落
ちません。ホワイトテープ、固
定用の伸縮テープとの併用が効
果的です。
ソフト伸縮テープ。

ライトガード Finoa

関節部分から筋肉まで、様々な
部位に使用できる伸縮テープ。
優れた伸縮性と、軽量で通気性
と順応性があり、手で切れるハ
ンディカットタイプ。

品番 サイズ 色 規格 入数 標準価格

68-292 51mm
ベージュ

51mm × 6.8m 6 巻 4,200 円＋税

68-293 76mm 76mm × 6.8m 4 巻 4,000 円＋税

68-297 51mm
ブラック

51mm × 6.8m 6 巻 4,200 円＋税

68-298 76mm 76mm × 6.8m 4 巻 4,000 円＋税
ストレッチＭテーププレミアム ミューラー

足首・肘・膝の関節固定に最適
なテープ。柔軟性を持った固定
力が特徴です。ティアライトテ
ープとの併用をおすすめします。
固定用伸縮テープ。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

23602 51mm 51mm × 4.57m 6 巻 4,320 円＋税

23603 76mm 76mm × 4.57m 4 巻 3,960 円＋税

３M

お取寄せ商品

お取寄せ商品

フレックスライトテープ ミューラー

●ソフト伸縮テープ
●強い伸縮性と耐久性
●ホワイトテープ、固定用伸縮
　テープとの併用使用が可能

品番 色 規格 入数 標準価格

52638 ホワイト
50mm × 6.8m 6 巻

4,920 円＋税

52647 ブラック 5,040 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線
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テーピング

テーピング

フェアシブＳＰ

自着機能を有しているので包帯
止めが不要です。皮膚だけでな
く頭髪にもご使用いただけま
す。関節部・屈曲部でもしっか
りと巻いて頂けます。
ラテックスフリーです。
ハンディカットタイプのため、
緊急を要する時にも使用できま
す。自着性弾力包帯。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

233305-01 No.50 50mm × 4.5m（伸長時）
12 巻 オープン価格

233305-02 No.76 76mm × 4.5m（伸長時）

セラオビ

Ｔ－アンダーラップ Ｍラップカラー（ベージュ）

ニチバン

セラピオリジナル ミューラー

巻き包帯・伸縮包帯では巻きに
くかった関節部や屈曲部の被
覆、保持、軽度の圧迫固定が可
能です。しかも適度な伸縮性（約
1.7 倍）があり、巻きズレや緩
みを解消しました。
また、通気性・透湿性に優れ、
皮 膚 を や さ し く 保 護 し ま す。 
自着性伸縮包帯。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

236902 No.255 25mm × 5m 20 巻 3,000 円＋税

236901 No.505 50mm × 5m 10 巻 2,500 円＋税

テーピングアソートキット Finoa

ホワイトテープ 38mm 
ライトガード 51mm 
ストレッチライトテープ 50mm 
エラスチックテープⅡ 51mm 
Finoa キネシオロジーテープ 50mm 
Finoa アンダーラップ（ピンク） 
各 1 巻入っているお試しセット
です。

品番 標準価格

68-1800 　2,700 円＋税

テープラッププレミアム ミューラー

アスリートのハードな動きに応
える、今までにない自着性のあ
る伸縮テープ。テープ同士の接
着でずれずに強く柔軟な固定が
可能です。ハンディカットで巻
き直しも簡単。 
ホワイトテープとの併用や、ア
ンダーラップの代わりとしての
使用も可能です。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

24058 50mm 50mm × 5.45m 24 巻 11,280 円＋税

26059 76mm 76mm × 5.45m 16 巻 11,520 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

テーピング補助

薄くて破れにくくなっています

品番 規格 入数 標準価格

259207 70mm × 27.4m 12 巻 オープン価格

テーピングの下巻きとして肌を
守るアンダーラップ。サッカー
のシンダード留めやヘアバンド
としても活用いただけます。

品番 規格 色 入数 標準価格

23702
70mm × 27m ベージュ

12 巻 4,560 円＋税

130702 48 巻 16,800 円＋税

お取寄せ商品 お取寄せ商品

品番 サイズ 規格 標準価格

000-6901
膝パッド

（穴あき）
12 × 17cm

オープン価格000-6902 小 20 × 30cm

000-6903 中 25 × 100cm

品番 サイズ 規格 標準価格

000-6931
膝パッド

（穴あき）
12 × 17cm

オープン価格000-6932 小 20 × 30cm

000-6933 中 25 × 100cm

パッドラバー レギュラー パッドラバー ソフトダイヤ工業 ダイヤ工業

低反発効果で衝撃吸収力が強い
ので圧迫にオススメです。
復元力の強い素材ですので、患部
にフィットして、圧迫固定ができ
ます。水腫の施術などに最適です。
カットしてご使用ください。

※厚みは 10mm ※厚みは 10mm

クッション性があり保護力も高く
圧迫調整がしやすいです。
復元力の強い素材ですので、患
部にフィットして、ソフトな圧迫
固定ができます。水腫の施術な
どに最適です。カットしてご使用
ください。

※ 48 巻入はお取寄せ (3 ～ 5 日 ) となります。

※

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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テーピング

アンダーラップミックス Finoa

肌を保護するための下地処理用アンダーラ
ップ。テープを剥がすときの痛みを防ぎます。
 
※ベージュ・イエロー・ブラック・ブルー
各 2 個、レッド・ライム・オレンジ・ピン
ク各 1 個の合計 12 個。

品番 規格 入数 標準価格

68-1048 70mm × 27m 12 巻 3,840 円＋税

R・I・C・E（固定・冷却・圧迫・挙上）
処方の圧迫用や肉離れの抑え、コールド
パックの固定に使用します。
マジックテープ付き。

品番 サイズ 規格 標準価格

255216 ショート 15cm × 4.5m
オープン価格

255217 ロング 15cm × 9.0m

バンテージ

お取寄せ商品 お取寄せ商品

品番 規格 標準価格

3346E 28ml 2,000 円＋税

皮膚に塗布すると長時間にわたり撥水性を
維持する皮膜を形成します。傷んだ皮膚に
塗布しても痛みが少ない速乾性の非アルコ
ール性皮膜剤です。皮膚の上からサージカ
ルテープなどの粘着製品を使用可能。
火気厳禁。

キャビロン非アルコール性皮膜スプレータイプ ３Ｍ

お取寄せ商品

トレーナーズバッグ Finoaミリオンタックスプレー

テープの粘着を強化し、アンダーラップの
固定に最適です。

ミリオンリムーバースプレー

テープの粘着剤を効果的に除去します。

品番 規格 標準価格

261201 220ml 800 円＋税

品番 規格 標準価格

261202 220ml 800 円＋税

個人用に揃えられた本格的なトレーナーズ
バッグ。

品番 色 規格 標準価格

68-945 レッド

13.5 × 34 × 27.5cm 4,800 円＋税68-947 ネイビー

68-949 ブラック

お取寄せ商品

テーピング専用のハサミ。皮膚を傷めない
ように先端を丸くしてあります。

バトルウィン テーピングシザーズ ニチバンネバノン

ステンレス二重コーティング加工により、
テープが纏わりつかずスムーズにカッティ
ング出来ます。絆創膏やキネシオテープに
最適です。

品番 サイズ 規格 標準価格

263011 小 全長 135mm/ 刃長 55mm 3,300 円＋税
263012 中 全長 170mm/ 刃長 70mm 3,630 円＋税

263013 大 全長 210mm/ 刃長 85mm 3,850 円＋税

テーピング用はさみ Finoa

先端が丸く、刃がドッグレッグしています
ので、皮膚を傷つけずに巻いたテープを切
ることが出来ます。 
テープの他に各種パッドやフォームラバ
ー、エラスチックテープを切るために必要
なアイテムです。

品番 規格 標準価格

68-911 18.5cm 2,800 円＋税

品番 規格 標準価格

509-746 160mm ／刃長 30mm 2,000 円＋税

お取寄せ商品
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温冷却用品

温冷却用品

クールンテープ

水を含ませて使用します。冷凍
不要。 
●数十回繰り返し使えます
●完全無害なノントクシック
　構造

品番 サイズ 規格 標準価格

0-6048-11 小 5 × 122cm 3,200 円＋税

0-6048-12 大 7.5 × 182cm 3,800 円＋税

スーパーコールド

パワーノズルで集中冷却、打
撲や捻挫に効果的。部位を正
確に捉えるためノズルを長く
し、冷却力を約 20％アップ。
大きな噴射ボタンで素早い対
応が可能。ガス抜きキャップ
採用。

品番 規格 標準価格

68-10513 500ml 1,000 円＋税

まとめ割引

アイスバッグ ラップ

Finoa

ミューラー

●
●
●

各部位に使用できます
直径 21cm のアイスバッグ付き
アイスバッグと装着用ラップがセッ
トになった製品で装着が簡単にでき
ます

品番 規格 標準価格

230676 アイスバッグ（フリーサイズ）× 1 個付 3,900 円＋税

温冷却用品
アイスバッグスノー Finoa

丈夫で手軽、スクリュー式の完
全密閉栓を使用した氷のう。試
合後のクールダウン、夜間の長
時間冷却に最適。 
 
材質 
サーモプラスチック、ポリウレ
タン、ポリエステル

品番 サイズ 規格 標準価格

210501 S 直径 15cm 900 円＋税

210502 M 直径 23cm 1,100 円＋税

210503 L 直径 28cm 1,300 円＋税

アイシングフィット・Ｇ

急性期における、冷却と圧迫に
着目し、形状やフィット感にこだ
わった「急性期用冷却剤」です

品番 サイズ 規格 標準価格

MIF-001 M（関節用） 約 15 × 27cm：約 400g 1,350 円＋税

MIF-004 指用 3 個 約 3 φ× 8cm：約 30g 1,450 円＋税

フレキシコールド Cramer

繰り返し使用できるゲルパック。
冷却が簡単にできます。

品番 規格 標準価格

263331 15 × 20cm 800 円＋税

まとめ割引

スノーパック・クール 三重化学工業

アイシングに、発熱に、打撲・
捻挫・肉離れなどの応急手当に。 
特殊シャーベットゲルは凍らず
身体にフィット。ソフトな使用
感です。繰り返しご使用いただ
けます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

263601 S 10.5 × 10.5cm 10 個 2,000 円＋税

263602 M 16 × 16cm 4 個 1,400 円＋税

263603 L 16 × 28cm 2 個 1,250 円＋税

まとめ割引

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

冷

冷

冷 冷

冷

冷

冷
M（関節用）

指用（３個セット）

三重化学工業

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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温冷却用品

ホット＆スチームパッド

電子レンジ専用
●温めると程よい温度で蒸気が出てきてココロとカラダを優しく癒してくれます
●繰り返し使用できます
●特殊セラミックビーズ使用

品番 サイズ 規格 標準価格

262881 フェイス用 24 × 27cm / 560g 2,000 円＋税

262882 肩用 41 × 46cm / 890g 3,500 円＋税

262883 Ｌ 20 × 30cm / 680g 2,500 円＋税

262884 LL 32 × 38cm / 1510g 4,500 円＋税Ｌ

Ｌ

首・肩

フェイス用 肩用

ＬＬ

お取寄せ商品

温

温

温

ホットパック -mie（塩ビ製）

耐熱・防カビ加工のフィルムを使用
した、衛生管理に優れたホットパッ
クです。（一般医療機器） 
保温効果が高く、温めると柔らかく
体にフィットします。取扱いが簡単
で水切れがよく、作業効率がアップ
します。 
内容物は保温性の高いゲル剤を使用。
加温槽に 70 ～ 80℃に温めたお湯に
沈め、15 ～ 25 分間温めてください。

三重化学工業

品番 サイズ 用途 規格 標準価格

PE-2510-H1 H-1 頚部・腕脚用 40 × 18cm ／ 450g 2,300 円＋税
PE-2510-H2 H-2 腰部・肩首用 43 × 22.5cm ／ 750g 2,900 円＋税

PE-2510-H3 H-3 腰部・背中用 43 × 28cm ／ 1.3kg 4,600 円＋税

リハビリパック

湿性で体の各部を温める温熱用パック（一般医療機器）。 
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいますので滴が垂れ
ずビニール袋等の防水を必要としません。
加温器の温度は 60 ～ 65℃に設定してください。
※電子レンジはご使用になれません

乾卯栄養化学

品番 サイズ 規格 色 標準価格

974603-01 特大 62 × 40cm

黄色

7,600 円＋税
974603-02 大 56 × 29cm 5,700 円＋税

974603-03 中 37 × 29cm 4,900 円＋税

974603-04 小 37 × 15cm 3,500 円＋税

974603-05 ネック 60 ×（16.5）（7.5）cm 5,300 円＋税

H-1

H-2

H-3

①②

③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

ホット＆クールパッド

●一度温め、または冷やすと 1 時間持続しますので、ご使用の手間がかかり
　ません
●表地はポリエステル 65％、コットン 35％。裏地は天然ゴム 100％を使用し
　ているので肌にも優しく長持ち設計 
●今までの同等品に比べると断然お手頃価格です

品番 サイズ 規格 標準価格

262873 S 12 × 29 × 1.5cm 1,000 円＋税

262871 L 30 × 20 × 2cm 1,600 円＋税

262874 LL 33 × 40 × 2cm 2,600 円＋税

262872 首・肩 17 × 53 × 1.5cm 1,900 円＋税温 冷

電子
レンジ

電子
レンジ

ＯＫ

ＯＫ

ホット・クールゾル

からだの部位にぴったりフィッ
ト。温・冷両方使えるジェルパ
ック。
 

【冷やして使用する場合】
冷凍庫で 3 時間以上冷やし、タ
オル等で包んで部位にあてる。 

【温めて使用する場合】
電子レンジ（500W）で約 2 分
間加熱し、タオル等で包んで部
位にあてる。

品番 サイズ 規格 標準価格

268409 S 10 × 25cm 500 円＋税

268405 L 34 × 24cm オープン価格

温 冷

電子
レンジＯＫ
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湿布類（医薬品）

湿布類

（医薬品）

まとめ割引

湿布類（医薬品）

冷湿布

新パスマンハップＡ

●ビタミン E を配合し血流改善を行います
●捻挫、筋肉痛などにすぐれた効きめ 
●肌にやさしい弱酸性、心地よい爽快な刺激と香り

【成分・分量】　膏体 100 ｇ中 

サリチル酸グリコール……1.0g 

㎗‐カンフル……0.3g 

 ℓ‐メントール……0.5g 

トコフェロール酢酸エステル……0.3g

グリチルレチン酸……0.05g 

※添加物として、エデト酸 Na、他を含有しています。

セラピオリジナル第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

800201 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

まとめ割引

パステルハップＬ 大石膏盛堂

●消炎作用のあるアルニカチン
　キと血行を促進するビタミン
　E を配合 
●打撲、腰痛および肩こりなど
　にすぐれた効きめ 
●ニオイをおさえた微香性タイプ 
●肌にやさしい弱酸性

【成分・分量】　膏体 100g 中 

サリチル酸グリコール……1.0g 

 ℓ‐メントール……0.5g 

トコフェロール酢酸エステル……0.2g 

アルニカチンキ……1.0mL

（原生薬換算量 0.2g） 

※添加物としてエデト酸塩を含有し

　ています。

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

800209 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

まとめ割引

ダイハップクール 大石膏盛堂

●打撲、捻挫、筋肉痛などに
　すぐれた効きめ 
●ボリュームある質量と爽快な
　刺激と香り 
●肌にやさしい弱酸性 
●抗ヒスタミン剤配合でカブレ
　防止

【成分・分量】　膏体 100g 中 

サリチル酸メチル……2.0g 

 ℓ‐メントール……0.625g 

㎗‐カンフル……0.5g 

ジフェンヒドラミン塩酸塩……0.02g 

※添加物としてエデト酸塩を含有し

　ています。

品番 サイズ 入数 標準価格

800202 10 × 14cm 5 枚× 100 袋 オープン価格

まとめ割引

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

06-2875 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

テイコクファルマケア第３類 医薬品

●鎮痛・消炎効果と冷湿布作用
　をあわせもった冷感パップ剤 
●炎症や痛みなどに効果のある
　成分の働きで、打撲、捻挫な
　どにすぐれた効きめ 
●粘着性にすぐれた基剤と、伸
　縮性にすぐれた基布を使用し
　ているので、関節部位にもピ
　ッタリフィット

【成分・分量】膏体 100g（1000㎠）中 

サリチル酸メチル……0.5g 

㎗‐カンフル……0.5g 

 ℓ‐メントール……0.3g 

酢酸トコフェロール……0.1g

新リードパップ リードケミカル

●消炎鎮痛効果のあるサリチル
　酸メチル、ℓ- メントール、
　㎗ - カンフルを配合 
●経皮吸収に必要な水分を
　50％含有しています 
●はがれやすい部位にもピッタ
　リとフィット

【成分・分量】　膏体 100g 中 

サリチル酸メチル……1.5g 

 ℓ‐メントール……0.8g 

㎗‐カンフル……1.0g

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

803006 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

２分割ライナー

テイパップＺクール
お取寄せ商品
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13

湿布類

（医薬品）

インペタン（シップ） ラクール薬品

●インドメタシン配合 
●全方向伸縮・薄手の不織布を
　使用 
●関節部位にもピッタリと
　フィット

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……0.375g

品番 サイズ 入数 標準価格

800504 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

第２類 医薬品 新インペタンエース

●インドメタシン 0.5％配合 
●全方向伸縮・薄手の不織布の
　使用 
●優れた粘着力により関節にも
　ピッタリとフィット

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……0.5g 

酢酸トコフェロール……0.3g 

グリチルレチン酸……0.05g

品番 サイズ 入数 標準価格

800509 10 × 14cm 5 枚× 100 袋 オープン価格

ラクール薬品第２類 医薬品

チャック付袋 チャック付袋

エイクレス 大石膏盛堂

●局所麻酔薬リドカインと
　ℓ- メントールを配合 
●肩こり、筋肉痛などにダブル
　効果を発揮

【成分・分量】　膏体 100g 中 

リドカイン……0.5g 

 ℓ‐メントール……0.75g

ワールドメタシン 大石膏盛堂

痛みの原因物質（プロスタグラ
ンジンなど）の生成を抑え、筋
肉痛、関節痛、肘の痛みなどに
効果をあらわすインドメタシン
を配合

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……0.375g

品番 サイズ 入数 標準価格

800222 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

品番 サイズ 入数 標準価格

800206 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

第２類 医薬品 第２類 医薬品

スリーファ テイコクファルマケア

鎮痛・消炎効果と冷湿布作用をあ
わせもった冷感パップ剤です。オ
ウバク、サンシシ及びアルニカの
3 種の生薬成分が、うちみ、ねん
ざ、筋肉痛などの痛みをやわらげ
ます。

【成分・分量】　膏体 100g 中 

サリチル酸グリコール……1.0g 

 ℓ‐メントール……1.0g

アルニカチンキ……0.5ml

（原生薬換算量 0.1g）

㎗ - カンフル……0.5g 

酢酸トコフェロール……0.3g 

オウバク軟エキス……0.3g

（原生薬換算量 1.0g）

サンシシ軟エキス……0.167g

（原生薬換算量  0.5g）

品番 サイズ 入数 標準価格

06-6471 10 × 14cm 5 枚× 60 袋 オープン価格

第３類 医薬品リフェンダフェルビナク

●肩・腰・関節などの痛みに
　優れた効果を発揮 
●フェルビナクが患部に直接
　浸透し、痛みの原因プロス
　タグランジンの発生を抑え
　ます

【成分・分量】　膏体 100g 中 

フェルビナク……0.5g

まとめ割引

品番 サイズ 入数 標準価格

804603 10 × 14cm 6 枚× 40 袋 オープン価格

タカミツ第２類 医薬品

チャック付袋

テイパップＦＢ

●フェルビナクを 0.5％配合 
●痛みの原因物質の生成を抑
　え、肩こり・腰痛・筋肉痛
　・関節痛などの痛みに効果
　をあらわします

【成分・分量】　膏体 100g 中 

フェルビナク……0.5g

リフェンダＩＤ０.５％　　　 タカミツ

●肩 ･ 腰・関節などの痛みに
　すぐれた効果を発揮 
●インドメタシンが患部に直
　接浸透し、痛みの原因プロ
　スタグランジンの発生を抑
　えます
●伸縮性に富んだ不織布を使
　用、優れたフィット感が得
　られます

品番 サイズ 入数 標準価格

06-7133 10 × 14cm 7 枚× 60 袋 オープン価格

テイコクファルマケア

まとめ割引

品番 サイズ 入数 標準価格

804602 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

第２類 医薬品 第２類 医薬品

【成分・分量】　膏体 100g 中 
インドメタシン……0.5g
 ℓ‐メントール、その他

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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湿布類（医薬品）

湿布類

（医薬品）

プラスタータイプ

エルペナＥＧ テイコクファルマケア第３類 医薬品

鎮痛・消炎作用を有するサリチ
ル酸グリコール、ℓ -メントール
に患部の血行を良くする酢酸ト
コフェロール、ノニル酸ワニリル
アミドを配合した、肩こり・腰痛
などに優れた効き目を表す半透
明タイプのプラスター剤です。

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5385 7 × 10cm 10 枚× 100 袋 オープン価格

【成分・分量】　膏体 100g
サリチル酸グリコール…8.0g　酢酸トコフェロールエステル…0.5g　　 

ℓ‐メントール…5.0g　ノニル酸ワニリルアミド…0.01g

新ジャストポイント

オムニードジェル
プラスターＩＤ＜Ｌ＞

テイコクファルマケア

テイコクファルマケア

肌色の基布に伸縮性があり、
違和感なくフィットします。

【成分・分量】　膏体 120g 中 

サリチル酸グリコール……6.0g 

 ℓ‐メントール……6.0g 

酢酸トコフェロールエステル……2.4g

高粘着基剤と伸縮性基布で、関
節部位にもピッタリフィットし
ます。貼り損ねてクシャクシャ
になっても元に戻せます。

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……1.0g

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5662 7 × 10cm 10 枚× 100 袋 オープン価格

品番 サイズ 入数 標準価格

06-7644 10 × 14cm 7 枚× 40 袋 オープン価格

パスキネルテープ 大石膏盛堂

消炎・鎮痛作用を有するサリチ
ル酸グリコールとℓ -メントー
ルを配合し、肩こり、腰痛など
にすぐれた効きめを発揮しま
す。
３分割ライナー

【成分・分量】　膏体 100g 中 

 ℓ‐メントール……5.0g

サリチル酸グリコール……5.0g

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

800213 7 × 10cm 8 枚× 100 袋 オープン価格

お取寄せ商品

お取寄せ商品

テイプラスターＩＤ テイコクファルマケア

インドメタシンを配合し、痛み
の原因物質の生成を抑えること
により肩、腰、関節痛などに効
果を表します。肌色のテープを
使用しています。

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……0.375g

品番 サイズ 入数 標準価格

06-6686 7 × 10cm 10 枚× 60 袋 オープン価格

第２類 医薬品 ダイハップＦＲテープＶ
痛みの原因物質の生成を抑え、
肩の痛み、腰痛、関節痛などに
効果をあらわすフェルビナクを
配合しています。
３分割ライナー

【成分・分量】　膏体 100g 中 

フェルビナク……5.0g 

 ℓ‐メントール……4.2g 

トコフェロール酢酸エステル…2.3g

品番 サイズ 入数 標準価格

800226 7 × 10cm 7 枚× 50 袋
オープン価格

800227 10 × 14cm 7 枚× 40 袋

大石膏盛堂第２類 医薬品

ラクペタンテープＦＢ ５％α ラクール薬品

●鎮痛成分「フェルビナク」と
　清涼成分「ℓ -メントール」
　配合 
●冷感タイプのテープ剤
●３分割ライナー

【成分・分量】　膏体 100g 中 

フェルビナク……5g

 ℓ‐メントール……3g

ラクペタンテープＦＢ温感

●鎮痛成分「フェルビナク」と
　清涼成分「ℓ -メントール」
　配合 
●温感タイプのテープ剤

【成分・分量】　膏体 100g 中 

フェルビナク……3.5g

 ℓ‐メントール……3g

第２類 医薬品 ラクール薬品第２類 医薬品

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

820523 7 × 10cm 8 枚× 50 袋
オープン価格

820524 L 10 × 14cm 8 枚× 40 袋

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

820518 FB35 7 × 10cm 8 枚× 50 袋
オープン価格

820519 FB70 10 × 14cm 8 枚× 40 袋

お取寄せ商品お取寄せ商品

第２類 医薬品

→
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湿布類

（医薬品）

温湿布

テイパップＺホット テイコクファルマケア

●鎮痛・消炎効果と温感作用 
●患部に心地よい温感刺激を
　与えるトウガラシエキス配合 
●はがれやすい部位にもピッタ
　リフィット

【成分・分量】　膏体 100g 中 

サリチル酸メチル……1.0g

㎗ - 力ンフル……0.5g

トウガラシエキス……0.3g

（原生薬換算量 3.75g）

品番 サイズ 入数 標準価格

06-2876 10 × 14cm 5 枚× 100 袋 オープン価格

第３類 医薬品

テイコクファルマケアテイパップＩＤ ０.１ホット

●痛みを鎮めるインドメタシン
　と血行をよくするトウガラシ
　エキスを配合 
●粘着性にすぐれた基剤と伸縮
　性のある基布を使用 
●ひじやひざにもピッタリフィット

【成分・分量】　膏体 100g 中 

インドメタシン……0.5g

トウガラシエキス……0.1g

（原生薬換算量 1.25g）

品番 サイズ 入数 標準価格

06-6573 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

第２類 医薬品

ホットリフェンダＨ タカミツ

●トウガラシエキス配合により
　心地よい温感刺激 
●血液循環作用をよくし、慢性
　疾患にすぐれた効果を発揮 
●肌にやさしい弱酸性

【成分・分量】　膏体 100g 中

サリチル酸メチル……0.5g

㎗ - カンフル……0.3g

トウガラシエキス……0.165g

 ( 原生薬換算量 2.06g）

トコフェロール酢酸エステル…0.3g

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

800902 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

温感ダイハップＬ 大石膏盛堂

●ニオイをおさえた微香性タイプ 
●心地よい温感刺激と血液循環
　作用 
●肌にやさしい弱酸性

【成分・分量】　

サリチル酸グリコール……1.0g

㎗ - カンフル……0.3g

トコフェロール酢酸エステル……0.2g

トウガラシエキス……0.3g

（原生薬換算量 3.75g）

第３類 医薬品

品番 サイズ 入数 標準価格

800210 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

まとめ割引

●サリチル酸メチル
古くからある外用の鎮痛・消炎薬です。関節痛や筋肉痛、打撲や
捻挫などの症状をやわらげます。
液剤や軟膏に調合して、患部に直接使用します。まれに赤みやか
ゆみがでることがあります。※匂いあり

●㎗‐カンフル
筋肉痛や捻挫、しもやけなどに用いる外用薬です。

● ℓ‐メントール（ハッカ油）
痛みを鎮め、かゆみを和らげます。ハッカ特有のにおいがあります。

●サリチル酸グリコール
サリチル酸メチルと同じ作用を持っており、鎮静作用があり、皮
膚・粘膜から速やかに吸収され、肩こりや筋肉痛などの痛みや炎
症を抑えることができます。
また、新しい表皮細胞を作る肌の代謝を促進させる作用もありま
す。匂いはあまりありません。

●トコフェロール酢酸エステル（酢酸トコフェロール）
ビタミン E 製剤で末梢血管の血の流れをスムーズにして患部の消
炎作用を助長します（皮膚の新陳代謝の高揚促進作用）。

●アルニカチンキ
抗炎症作用・鎮痛作用・末梢血流改善作用を持っている成分です。
筋肉捻挫、筋違い、硬直、打撲傷、むくみや局部的痛みに優れた
効果があります。

●ジフェンヒドラミン塩酸塩
皮膚のかゆみを抑える効果をあらわす抗ヒスタミン薬です。

●インドメタシン（ID）
プロスタグランジン類の生成を抑制することによって抗炎症作用
を示すほか、鎮痛作用を持つ。
ぜんそくを起こしたことのある人、15 歳未満の人には使用できま
せん。

●グリチルレチン酸
抗炎症効果

●リドカイン
速効性で強力な局所麻酔薬です。神経を一時的に麻痺させ、痛み
を感じなくします。

●フェルビナク（FB）
肩・腰・関節痛などの炎症や痛みを緩和する作用を持つ、フェニ
ル酢酸系の非ステロイド性抗炎症薬です。成分が皮膚から直接吸
収されるので、筋肉や関節などにも鎮痛効果を示します。ぜんそ
くを起こしたことのある人、15 歳未満の人には使用できません。

●オウバク軟エキス
生薬であるオウバクから浸出液を濃縮してできたエキスです。抗
炎症作用があります。

●トウガラシエキス
皮膚の末梢神経を刺激して血管拡張作用により慢性化したコリを
和らげます。

●ノニル酸ワニリルアミド
トウガラシの主成分。カプサイシンを科学的に作ったもの。皮膚
に温感刺激を与え、患部局所を刺激して血流を促進する効果があ
ります。

●ユーカリ油
ユーカリの木の葉が原料となっているオイルです。抗炎症作用、
血行促進作用などがあります。

●テレビン油
肌に塗布すると細菌増殖を阻害し、血行改善に作用すると言われ
ています。

●ニコチン酸ベンジル
ビタミンＥ様の血行促進作用を持っている成分です。

【 成 分 表 】
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湿布類（雑貨）

湿布類

（雑貨）

コリメシン テイコクファルマケア

ℓ- メントールの心地よい刺激感。 
水分 60％の白い膏体で強い冷却
感。

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-6864 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

湿布類（雑貨）　 

冷湿布

クールホワイト テイコクファルマケア

●粘着性に優れたゲルを使用 
●関節や筋肉の動きに合わせた
　全方向伸縮性 
●剥がれやすい部位にもピッタ
　リフィット

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5531 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

セラピタフィット＜クール＞

● ℓ- メントールのここちよい刺激感 
●水分 60％の白い膏体で強い冷却感 
●ほのかなゆずの香り

ℓ- メントールとは局所刺激、清涼、無色の結晶、特異で爽快な芳
香があります。ハッカに含まれる成分で、塗布する時に局所に冷
やりとした清涼感を与えます。

セラピオリジナル窓口販売可能

まとめ割引

品番 サイズ 入数 標準価格

800601 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

アイシングシート 大石膏盛堂

●高含水体（水分約 70％）に
　より冷却効果が長時間持続 
●長時間でもはがれにくい優れ
　た粘着性 
●肌ざわりがよく心地よい使用感

まとめ割引

コールドシート テイコクファルマケア

●心地よい刺激とさわやかな
　香り 
●青色肉厚の高含水ゲル
　（水分 70％） 
●効果的に長く冷却が可能

窓口販売可能窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5966 10 × 14cm 5 枚× 100 袋 オープン価格

品番 サイズ 入数 標準価格

800204 10 × 14cm 5 枚× 100 袋 オープン価格

窓口販売
可能商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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湿布類

（雑貨）

テイクールα テイコクファルマケア

●ソフトプラスタータイプの
　冷感シート 
●天然メントール配合により
　心地よい刺激
●従来品より 10％アップ 
●水分を配合していないので
　貼付時の冷却感はありません

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-7403 10 × 13cm 10 枚× 100 袋 オープン価格

ウォレッシュ テイコクファルマケア

打撲、捻挫時の冷却やスポーツ
後のクールダウンに。肩や腰に
ピタッと貼れて、心地よい冷感
刺激。

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5634 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

パスキネルゲルシート 大石膏盛堂

●さわやかな香りと心地よい使用
　感 
●サリチル酸メチル、ℓ- メントー
　ルおよび ㎗ - カンフルを配合

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

800220 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

プラスタータイプ

クーリングパッチ 吉田養眞堂

●天然メントール（4.3％）を
　含有 
●皮膚呼吸を妨げないのでかぶ
　れにくい 
●微香性

窓口販売可能

メーカー直送

品番 サイズ 入数 標準価格

826601 10 × 14cm 10 枚× 100 袋 17,000 円＋税

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

クールサイン テイコクファルマケア

●ソフトプラスタータイプの
　冷感シート 
●優れた粘着力と伸縮性 
●関節部にもピッタリフィット

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-5261 7 × 10cm 10 枚× 100 袋 オープン価格

楽涼テープ ラクール薬品

●さわやかな香りとメントール
　のクールな刺激 
●粘着力と伸縮性に富み、屈曲
　部位にもピッタリとフィット 
●水を含まない薄型の粘着基材

【成分】

ハマメリスエキス、タイムエキス、ユ

ーカリ油、 ℓ‐メントール

クールボーンズ 昭和ケミカ

●伸縮性のある不織布を使用 
●肘・膝などの動きの多い関節
　に貼っても剥がれません 
●微香性

窓口販売可能窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

808801 10 × 14cm 10 枚× 100 袋 オープン価格

品番 サイズ 入数 標準価格

800513 7 × 10cm 7 枚× 50 袋 オープン価格

チャック付袋
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湿布類（雑貨）

湿布類

（雑貨）

温湿布

コリメシンＨ（温感）

ホットパッチ

●販売可能な温感タイプ 
●温感刺激の立ち上がりは少し
　ゆっくりめですが、マイルド
　な刺激が持続 
●膏体の色はピンク

●ショウガの根茎を乾燥し、粉
　末にしたものを使用していま
　す
●ピリピリ感が少なく、温かさ
　を芯から感じます

※天然ゴムアレルギーの方は 　

使用しないでください

窓口販売可能

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

06-6953 10 × 14cm 6 枚× 100 袋 オープン価格

テイコクファルマケア

吉田養真堂

ほのぼのエース

● 38℃以上の温熱が 5 時間以
　上持続 
●簡単に「温熱療法」が行える
　医療器具です 
●温熱効果により血行促進、
　筋肉の疲れ・こりをとります 
●患部に直接貼るタイプ 
●身体のどの部分にも使用可能

窓口販売可能

品番 サイズ 入数 標準価格

800801 13 × 9.5cm 1 枚× 100 袋 20,000 円＋税

宝商

承認番号：20200BZZ00490

めぐりズム 蒸気でホットアイマスク 花王窓口販売可能

品番 種類 入数 標準価格

355-0011
無香料

5 枚 475 円＋税

355-0012 14 枚 1,218 円＋税

●働き続けた目に蒸気浴
●約 40℃の快適温度
●約 10 分間持続
●伸縮性のある柔らか素材で
　しなやかにフィット

その他

固定用粘着シート

パップ専用固定粘着シート。通
気性に富んだメッシュ構造のレ
ーヨン不織布に低アレルギー性
のアクリル粘着剤を使用してい
るのでムレ・カブレが少なく、
伸縮性・通気性・吸水性・固定
性に優れ、動きの激しい部位に
も簡単にテーピングできます。

ホルキスシート

ガーゼタイプの不織布に、刺激
の少ない粘着剤を塗布した固定
用粘着シートです。 パップ剤
やガーゼ等の固定にご使用くだ
さい。 

品番 サイズ 入数 標準価格

06-1685 14 × 18cm 10 枚× 20 袋 5,000 円＋税

品番 サイズ 入数 標準価格

810201 14 × 18cm 50 枚 オープン価格

テイコクファルマケア

メーカー直送

品番 サイズ 入数 標準価格

826605 10 × 14cm 10 枚× 50 袋 オープン価格

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

めぐりズム 蒸気の温熱シート 花王窓口販売可能

品番 入数 標準価格

355-0001 8 枚 762 円＋税

355-0002 16 枚 1,410 円＋税

●肩・首・腰など色々な部位に
　手軽に貼れる 
●約 40℃
●約 5 ～ 8 時間継続

一般医療機器：13B3X00134000008

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品
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消炎鎮痛

マッサージ薬

消炎鎮痛薬（医薬品）

消炎鎮痛・マッサージ薬

メンタームＱ軟膏（赤） 近江兄弟社

●浸透性をもった鎮痛成分「サリチル
　酸メチル」を含有 
●神経痛や激しいスポーツでの筋肉痛に 
●皮下の血管に浸透して、痛みを和ら
　げます

【成分・含有量】100g 中 
サリチル酸メチル……12g　　ユーカリ油……2g 
 ℓ‐メントール…… 6g　　　  テレビン油……1.5g 
※添加物として精製ラノリン、ステアリルアルコー
ル、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、
香料、その他 4 成分を含有。

品番 規格 標準価格

820304 430g 3,200 円＋税

820305 65g 800 円＋税

まとめ割引

メンタームＱ軟膏（Ｎ） 近江兄弟社第３類 医薬品

品番 規格 標準価格

820302 430g オープン価格

< 効能・効果 > 
捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛
における鎮痛・消炎に

【成分・含有量】100g 中
サリチル酸メチル……12g　 
 ℓ‐メントール……6g 
※添加物としてユーカリ油、テレビン油、ステアソ
ン酸、ステアリルアルコール、モノステアソン酸グ
リセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレングリ
コール、トリエタノールアミン、カルボキシビニル
ポリマーを含有。 
 

【性状】類白色のクリームで、強いサリチル酸メチ
ル臭並びにメントール臭を有する。

メンクールＳ 新生薬品工業

< 効能・効果 > 
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、
筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

第３類 医薬品

品番 規格 標準価格

820201 430g オープン価格

【成分・含有量】100g 中 
 ℓ‐メントール……4g 
㎗‐カンフル……8g 
サリチル酸メチル……8g 
※添加物としてセタノール、プロピレングリコール、
ポリオキシエチレンソルビ、タンモノステアレート、
ラウリル硫酸 Na を含有。

新ハイスイッチＨ 新生薬品工業

< 効能・効果 > 
腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、
筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

品番 規格 標準価格

820203 480g 4,000 円＋税

第３類 医薬品

【成分・含有量】100g 中 
 ℓ‐メントール……6g 
㎗‐カンフル……6g 
サリチル酸メチル……8g 
ニコチン酸ベンジル……0.05g 
ノニル酸ワニリルアミド [ ミタ ]……0.05g 
※添加物として、セタノール、プロピレングリコー
ル、ポリオキシエチレンソルビ、タンモノステアレ
ート、ラウリル硫酸 Na を含有。

ラクールタッチスティック ラクール薬品第３類 医薬品

ハードゲルタイプなので手を汚さず患
部に直接塗れる固形塗擦剤です。 
< 効能・効果 >  
消炎、鎮痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こ
り、筋肉痛、関節痛、筋肉疲労、しも
やけ、骨折痛

【成分・含有量】100g 中 
サリチル酸メチル……15g 
 ℓ‐メントール……5g 
㎗ - カンフル……5g 
ハッカ油……1g

品番 規格 標準価格

820508 38g 300 円＋税

まとめ割引

リフェンダローション タカミツ

●有効成分フェルビナクが患部に直接
　浸透 
●痛みに関する物質（プロスタグラン
　ジン）の発生を抑えます 
●首の曲がっているボトル使用で、塗
　りにくかった患部にも上手に塗布が
　可能

【成分・含有量】100g 中 
フェルビナク……3.0g 
 ℓ‐メントール……3.0g

第２類 医薬品

品番 規格 標準価格

824602 80ml 1,600 円＋税

まとめ割引

第３類 医薬品

ラクペタンＤＸ液 ラクール薬品

鎮痛消炎成分のジクロフェナクナトリ
ウムを配合した、肩・腰・筋肉のつら
い痛みにスーッと浸透して効く、外用
鎮痛・消炎剤です。広範囲に塗りやす
い液剤です。クールな使い心地で、効
果感と清涼感があります。
ジクロフェナク Na1％配合。

第２類 医薬品

品番 規格 標準価格

820532 55ml 1,480 円＋税

まとめ割引

メタシンパスＬ タカミツ

痛みの元にすばやく浸透し、つらい痛
みに効果的です。 
< 効能・効果 >  
腰痛、関節痛、打撲、捻挫、筋肉痛、
腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テ
ニス肘など）、肩こりに伴う肩の痛み

【成分・含有量】100g 中 
インドメタシン……1.0g 
 ℓ‐メントール……3.0g

第２類 医薬品

品番 規格 標準価格

824601 80ml 1,500 円＋税

まとめ割引

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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消炎鎮痛・マッサージ薬

消炎鎮痛

マッサージ薬

マッサージ薬（窓口販売可能）

メンＱマッサージクリーム 近江兄弟社

指の滑りをよくして、肌にかかる力を
和らげ、マッサージをより効果的に行
えます。 
●スポーツ前後のウォーミングアップ、
　クールダウンに
●清涼成分メントール、サリチル酸メ
　チル配合で爽やかな冷却感

品番 規格 標準価格

820306 65g 800 円＋税

まとめ割引

窓口販売可能

●パワフルで持続性のある冷却効果 
●マッサージの相乗作用で疲労した筋
　肉を和らげます

天然メントール使用の清涼ジ
ェルです。アロエエキスを配
合し、保湿効果を高めてあり
ます。
塗った直後に、添加のエタノ
ールが蒸発するのでベタつき
ません。
テーピングの上からでもご使
用いただけます。

品番 サイズ 規格 標準価格

981703 チューブ 120g 3,000 円＋税

981703-02 業務用ポンプ
800g

15,000 円＋税

981703-03 業務用詰替え 13,000 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

826603 ボトル＋詰替用 各 700g 10,800 円＋税

826604 ミニボトル 70g × 12 本入 15,600 円＋税

メダリストアイピーゲル 一光化学窓口販売可能

クーリンジェル 吉田養眞堂窓口販売可能

バイオフリーズ

自然な爽快感のボディーリフレッシュ・
ジェル
 
●ご家庭での使用や、お仕事後のリフ
　レッシュに 
●マッサージの前後またはマッサージ
　と併用して 
●運動前後のストレッチ時に
●テーピングの前後や、テーピングの
　下地にも（塗布後のふきとりは不要
　です）

品番 サイズ 規格 標準価格

830405 ロールオン 82g
1,900 円＋税

830402 チューブ 110g

830401 徳用ボトル 452g 6,800 円＋税

830406 業務用ボトル 904g 12,800 円＋税

830408 特大サイズ 3509g 46,200 円＋税

窓口販売可能

●インドメタシン 1％配合 
●経皮吸収型のクリーム剤 
●慢性時に適しています
●水分と油分のバランスに優れた基剤
　で使用後のベタつきがありません

【成分・含有量】1g 中 
インドメタシン……10mg　 
 ℓ‐メントール……30mg 

インペタン１％クリーム ラクール薬品第２類 医薬品

品番 規格 標準価格

820507 25g 300 円＋税

820512 50g オープン価格

まとめ割引

インペタン１％ゲル ラクール薬品

●インドメタシン 1％配合 
●清潔感が高く伸びの良い経皮吸収型
　のゲル剤 
●急性時に適しています 
●アルコール臭を抑え臭いの少ない製
　剤です

【成分・含有量】1g 中 
インドメタシン……10mg　 
 ℓ‐メントール……30mg

第２類 医薬品

品番 規格 標準価格

820506 25g 300 円＋税

820505 50g オープン価格

まとめ割引

●慢性化した炎症 ( 肩こり、腰痛、関
　節痛など ) に 
●保湿タイプのクリーム剤 
●のびが良くべとつかず、適度な爽快感 
●エタノールを含まないので、匂いが
　気になりません

【成分・含有量】1g 中 
インドメタシン ･･･10mg 
 ℓ‐メントール ･･･30mg

テイクリームＩＤ １％ テイコクファルマケア第２類 医薬品

品番 規格 入数 標準価格

06-6805 25g 40 本
オープン価格

06-6806 50g 20 本

テイジェルＩＤ １％ テイコクファルマケア

●急性期の炎症（打撲、捻挫、筋肉痛
　など）に 
●ジェル剤 
●速乾性、清涼感に優れています

【成分・含有量】1g 中 
インドメタシン……10mg　 
 ℓ‐メントール……30mg

第２類 医薬品

品番 規格 入数 標準価格

06-6795 25g 40 本
オープン価格

06-6990 50g 20 本

メントール、保湿成分として MSM、アロエ
葉エキス、ビワ葉エキス、ヨモギ葉エキス、
黒酵母発酵液、馬油配合

メーカー直送 ※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

ボトル＋詰替用　　　　ミニボトル

チューブ　業務用ボトル
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消炎鎮痛

マッサージ薬

ドリーム４３０ 一光化学

（クールダウン） 
●壮快でソフトな刺激です 
●リラックスへの誘い 
●滑らかさ満点 
●クールなユーカリの香り

窓口販売可能

品番 規格 標準価格

823002 430g 3,800 円＋税

ドリームワインゲル 一光化学

●クールな感触でボディをリフレッシュ 
●皮膚を保護する 
●テーピング前に 
●素早い乾燥 
●爽やかなペパーミントの香り

品番 規格 標準価格

823003 270g 3,500 円＋税

窓口販売可能

ドリーム５００ 一光化学

（ウォーミングアップ） 
●無臭・無刺激タイプ 
●敏感肌の人にも 
●抜群の伸びの良さ 
●肌に優しい馬油入り

窓口販売可能

品番 規格 標準価格

823001 500g 3,800 円＋税

楽涼ゲル ラクール薬品

● ℓ - メントール、ビタミン E アセテ
　ートを配合 
●マッサージ用アイシングゲル 
●スポーツ前後のアイシングに 
●ご家庭でのリフレッシュに 
●使用時のべとつきがありません

窓口販売可能

品番 規格 標準価格

820513 92g 1,200 円＋税

まとめ割引

ウォーミングマッサージジェル デサント

素早くウォームアップ
●テーピングが可能 
●ウォーム感持続 
●保湿 
●弱酸性マッサージとジェルの相乗効
　果で筋肉の温度を高め激しい動きに
　備えます

品番 サイズ 規格 標準価格

504-602A チューブ 150g 1,900 円＋税

504-602B ボトル 920g 7,600 円＋税

窓口販売可能 クーリングマッサージジェル デサント

じっくりクールダウン
●テーピングが可能 
●クール感持続 
●保湿 
●弱酸性マッサージとジェルの相乗効
　果で運動を終えた後の疲労した筋肉
　を沈静化

窓口販売可能

品番 サイズ 規格 標準価格

504-603A チューブ 150g 1,900 円＋税

504-603B ボトル 920g 7,600 円＋税

温Ｑジェル 山正窓口販売可能

●温感マッサージジェル 
●サラッとしてべとつかない使用感 
●うるおいながら優しく浸透 
●保湿成分を配合 
●カプサイシンは使用していません

品番 サイズ 規格 標準価格

827001 チューブ 70g 1,800 円＋税

827002 ボトル 350g 6,000 円＋税

まとめ割引

ひざＰｏｋａホットゲル 日進医療器

●マッサージゲルとして安心 
●あったか成分が約 2 時間持続 
●カプサイシン ( トウガラシエキス）
　は不使用

窓口販売可能

品番 サイズ 規格 標準価格

824204 チューブ 100g 2,500 円＋税

824205 ボトル 300g 6,000 円＋税

一光のスキンクリーム 一光化学

●国産馬油と 11 種類の植物エキス配合 
●無香料・無着色 
●全身のスキンケアに

窓口販売可能

品番 サイズ 規格 標準価格

981720 チューブ 65g 980 円＋税

981705 ボトル 210g 1,800 円＋税

アクアロアリス リードケミカル

●効き目の成分を有効に吸収させるジ
　ェル状製剤 
●サリチル酸メチル、ℓ - メントール
　配合 
●肌のほてりを抑え、爽やかな清涼感

品番 規格 標準価格

120-7190 160g 2,000 円＋税

窓口販売可能

ヨモギエキス・ヒアルロン酸・コンドロイチン・
グルコサミンを配合

グルコサミン、コンドロイチン、MSM 等を配合

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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薬品

薬品

薬品

●外用殺菌消毒剤 
●手指・皮膚の殺
　菌消毒 
●医療用具の消毒

イソプロ 70％

●外用殺菌消毒剤 
●手指・皮膚の殺
　菌消毒 
●医療用具の消毒

品番 規格 標準価格

700401 500ml
オープン価格

700402 18L（ポリタンク）

消毒用エタノール

●手指・皮膚の消毒 
●医療用具の消毒 
●創傷面の殺菌・
　消毒

昭和製薬

品番 規格 標準価格

700431 500ml
オープン価格

700433 18L（一斗缶）

イソプロ 50％ 昭和製薬 昭和製薬

品番 規格 標準価格

700403 500ml
オープン価格

700404-01 10L（ポリタンク）

第３類 医薬品 第３類 医薬品 第３類 医薬品

消毒用エタノール「Ｓ」

酒税加算が課され
ないため、通常の
消毒用エタノール
よりも経済的です。

品番 規格 標準価格

700429 500ml
オープン価格

700430 10L（ポリタンク）

昭和製薬

第３類 医薬品

●傷の消毒・洗浄 
●原液または２～
　３倍に水で希釈
　して使用

塩化ベンザルコニウム液

品番 規格 標準価格

700405 500ml オープン価格

ラポテック

●外用殺菌消毒剤 
●ヒビテンと同等品 
●手指・皮膚の消
　毒（10 ～ 50 倍
　希釈） 
●医療用具の消毒
　（100 倍希釈）

昭和製薬

品番 規格 標準価格

700408 500ml オープン価格

品番 規格 標準価格

700410 500ml オープン価格

オキシドール 昭和製薬 日興製薬

第３類 医薬品

第３類 医薬品

（逆性石けん液） 

●手指・皮膚の殺菌 

●口腔内の殺菌・

　消毒 

●水で希釈して塗

　布または洗浄 

キャップ１～２杯：

水 1L

速乾性アルコール手指消
毒剤 
アルコールと殺菌剤（塩
化ベンザルコニウム）配
合により、広範囲の微生
物に対して短時間で効力
を発揮、持続します。保
湿剤配合。
※医薬部外品

品番 規格 標準価格

729302 1L 2,300 円＋税

ヒビスコール液 A

手指消毒用速乾性アルコ
ールローション。幅広い
各種微生物に対して殺菌
効果を発揮します。 
エモリエント剤配合で手
荒れのおそれはほとんど
ありません。

サラヤフレッシュハンドパス

手指の殺菌・消毒、MRSA
感染症対策にも。希釈せ
ずに原液のまま使用して
ください。

昭和製薬タイクロジーン 太平化学

第２類 医薬品

【成分】
塩化ベンザルコニウム、エタノー
ル、ポリオキシエチレンラノリン

品番 規格 標準価格

700424 1L（ポンプ付）
オープン価格

700424-01 詰め替え 1L

品番 規格 標準価格

710306 200ml 800 円＋税
710301 500ml（ポンプ付） 2,000 円＋税

710302 5L 15,000 円＋税

第３類 医薬品

ハンドサニター S

指先・手指全体に噴射し
乾くまで十分すり込むと
簡便で効果的な手指消毒
ができます 
殺菌剤、塩化ベンザルコ
ニウム配合
※医薬部外品

パッドクリーナー

●湿性導子パッド専用除
　菌洗浄液 
●パッド特有のぬめりや
　カビを防止します

品番 規格 標準価格

729304 2L 4,100 円＋税

泡洗浄ハイター１０００ 花王

手足のひび、あか
ぎれ、皮膚の荒れ、
その他皮膚の保護
に。そのまま患部
にうすく塗布し
てください

品番 規格 標準価格

8-3813-01 400ml 700 円＋税

サラヤ

品番 規格 標準価格

700441 1L（ポンプ付） 1,650 円＋税

第３類 医薬品

太平化学

白色ワセリン

希釈不要で次亜塩素酸ナ
トリウムが汚れに浸透、
しっかり除菌します。

昭和製薬

品番 規格 標準価格

700411 500g オープン価格

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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包帯

ギブス

包帯

包帯・ギプス
パイル包帯 綿包帯　　イワツキ

純綿耳付包帯でほつれません。

品番 サイズ 規格 標準価格

100101 3 裂

30cm × 9m 1,200 円＋税

100102 4 裂

100103 5 裂

100104 6 裂

100105 8 裂

まとめ割引

Ｑタイα 伸縮包帯　　イワツキ

LYCRA（ライクラ）、レーヨン
糸、綿糸を密度細かく織り上げ
ているので、肌触りが柔らかく、
巻き上がりがきれいな伸縮包帯
です。
製品を個包装しているので、保
管や管理が容易です。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

120101 S 5.0cm × 9m

10 巻

3,000 円＋税

120102 M 7.5cm × 9m 3,500 円＋税

120103 L 9.0cm × 9m 4,000 円＋税

ウーリーナイロンタイⅡ 伸縮包帯　　イワツキ

ウーリーナイロンの柔らかい感
触を生かし、1 巻ずつ織り上げ
た伸縮包帯です。身体のどのよ
うな部位にも巻きやすく適度に
圧迫固定します。関節、屈曲部
の被覆、固定に最適です。 
伸縮強度：やや強

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

110101 3 裂 10cm × 9m 30 巻

13,000 円＋税110102 4 裂 7.5cm × 9m 40 巻

110103 5 裂 6cm × 9m 50 巻

Ｈタイ 伸縮包帯　　イワツキ

スフ・テトロンを素材とした柔
らかな感触の伸縮包帯です。
一般的な治療・固定に大変経済
的な包帯です。 
伸縮強度：普通

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

120111 S 5.0cm × 9m
10 巻

1,800 円＋税

120112 M 7.5cm × 9m 2,500 円＋税

ラバータイ ゴム入り弾力包帯　　イワツキ

綿糸と精選されたゴム糸を使
い、1 巻ずつ編み上げた最も弾
力性の強い包帯です。骨折固定、
圧迫固定、捻挫、脱臼圧迫、外
科用サポーターなど、強い圧迫
固定に適しています。 
伸縮強度：強

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

140101 5cm 5cm × 4.5m

10 巻

2,400 円＋税

140102 7.5cm 7.5cm × 4.5m 3,600 円＋税

140103 10cm 10cm × 4.5m 4,600 円＋税

エラスコット 弾力包帯　　アルケア

独自の強撚加工を施した綿糸
が、弾力性を発揮します。強い
固定力を必要とする場合に適し
ています。綿 100％で肌触りが
よく吸湿性にも優れています。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

130111 2 号 5cm × 4.5m

6 巻

1,400 円＋税

130112 3 号 7.5cm × 4.5m 2,000 円＋税

130113 4 号 10cm × 4.5m 2,500 円＋税

130114 7 号 17.5cm × 4.5m 4,200 円＋税

エルウェーブ 弾力包帯　　日本シグマックス

オールコットン製の弾力包帯。
適度な厚手生地で副木などの圧
迫固定等に適しています。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

144631 2 号 5cm × 4.5m

6 巻

1,300 円＋税

144632 3 号 7.5cm × 4.5m 2,000 円＋税

144633 4 号 10cm × 4.5m 2,500 円＋税

144634 7 号 17.5cm × 4.5m 4,100 円＋税

お取寄せ商品
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包帯・ギプス

包帯

ギブス 包帯補助用品

カラーネット

どこを切っても切りくずが少
ない特殊な編み方をしていま
す。各サイズごとにカラーラ
インが入っておりますので、
ご使用の際、どのサイズを使
用してよいかハッキリしま
す。

品番 サイズ 色 規格 標準価格

154201 1 号 ホワイト 0.8cm × 25m 900 円＋税

154202 2 号 ピンク 1.8cm × 25m 1,550 円＋税

154203 3 号 ブルー 3cm × 25m 2,700 円＋税

154204 4 号 イエロー 4cm × 25m 3,900 円＋税

154205 5 号 グリーン 6.5cm × 25m 5,500 円＋税

ホームケアスノーカット イワツキ

医療脱脂綿を適宜の大きさにカット
した脱脂綿です。はがれやすく、消
毒綿、アルコール綿等に使いやすく
しました。
 
※発送の都合上 1 回のご注文につき　
８箱までとさせていただきます。

品番 サイズ 規格 標準価格

160102-12 4 × 4cm 100g 450 円＋税

三角巾 イワツキ

袋から取り出してすぐに使えるよ
うに折りたたんであります。

品番 サイズ 規格 標準価格

180101 大 105 × 105 × 150cm 370 円＋税

180102 中 95 × 95 × 135cm 330 円＋税

１０ｍガーゼ イワツキ

綿 100％の天然繊維ガーゼで、柔ら
かく吸収性に優れています。
必要な大きさにカットできます。

品番 規格 標準価格

170101 30cm × 10m 700 円＋税

カット綿 イワツキ

はがれやすく、消毒綿・アルコール
綿などに使いやすくカットした脱脂
綿です。
 
※発送の都合上、1 回のご注文につき
４箱までとさせていただきます。

品番 サイズ 規格 標準価格

160102 4 × 4cm 500g 1,900 円＋税

脱脂綿（ロール） イワツキ

原綿から打綿、精錬、漂白まで一貫
して製造された医療脱脂綿です。 
 
※発送の都合上、1 回のご注文につき
４個までとさせていただきます。

品番 規格 標準価格

160101 500g 1,600 円＋税

ハイディアーガーゼ イワツキ

医療ガーゼを使用して、乱糸の出
ないように工夫して折りたたみま
した。使いやすい大きさにたたん
であり、処置に便利です。

品番 サイズ 入数 標準価格

170111 5 × 5cm 100 枚 1,100 円＋税

滅菌ハイディアー イワツキ

ハイディアーを 1 枚 1 枚袋に入れ、
滅菌したものです。

品番 サイズ 入数 標準価格

170112 5 × 5cm 100 枚 2,000 円＋税

レテラタイホワイト 日本シグマックス

品番 サイズ 規格 標準価格

153001 1 号 1.3cm × 25m　指 650 円＋税

153002 2 号 2.5cm × 25m　手・足 1,100 円＋税

153003 3 号 2.8cm × 25m　腕・下腿・足 1,850 円＋税

153004 4 号 3.7cm × 25m　肩・大腿・膝 2,650 円＋税

153005 5 号 6.1cm × 25m　頭・肩・大腿 3,500 円＋税

伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯
で包帯処置がスピーディーに行えます。

素材／ポリエステル、ポリウレタン
※天然ゴム不使用
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包帯

ギブス

サージカルテープ イワツキ

不織布を基布にして、アクリル
系樹脂粘着剤を塗布しました。
医療用サージカルテープとして
幅広い用途で使用できます。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

200111 No.12 12mm × 9m 24 巻
3,800 円＋税

200112 No.25 25mm × 9m 12 巻

ハイポア イワツキ

透明タイプのポリエチレンフィ
ルムにダイヤカットを施したタ
テヨコ自由に切りやすいテープ
です。通気性に優れています。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

200121 No.12 12mm × 9m 24 巻
4,000 円＋税

200122 No.25 25mm × 9m 12 巻

晒 イワツキ

20 番手綿糸を使用した布地で
す。通気性、吸湿性、耐久性、
共に優れています。おむつ、肌
着、枕カバー、腹帯など様々な
用途にご利用いただけます。

品番 規格 標準価格

190101 33cm × 10m 1,200 円＋税

紙バン ニチバン

丈夫な和紙にアクリル系粘着剤
を採用した医療用紙粘着テープ
です。

品番 規格 入数 標準価格

204402 9mm × 10m 10 巻 600 円＋税

マイクロポア  スキントーン  サージカルテープ 3M

【和紙タイプ】
通気性に優れたかぶれにくいテ
ープです。顔や手足などに貼っ
ても目立ちません。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

1533SP-0 1.25cm 1.25cm × 9.1m 12 巻 2,200 円＋税

包帯止
包帯の固定に使用する包帯止めで
す。

品番 規格 入数 標準価格

190103 幅約 0.7cm ×長約 2.2cm 100 個入 250 円＋税

包帯巻器（１：１）

品番 サイズ 標準価格

15-0610 1：1 7,800 円＋税

514-225B ハンドルのみ 2,600 円＋税

お取寄せ商品

ギプス

ニールスプリントＳＰ 日本シグマックス

パッドの開閉が可能。芯材のみを濡ら
すことや患部に合わせての加工ができ
ます。
クッション性のある撥水生地を使用。
パッド一体型のため、水に浸すだけで
スムーズなギプス処置が可能です。
ポリエステル素材の織布に水硬化性樹
脂を含浸させた芯材のため切断面の処
理が不要です。

３Ｍスコッチキャスト  ソフトキャストＪ 3M

素早くかつ容易に巻けます。完全
硬化後もソフトで弾力性を保ち、
ハサミで除去することができるサ
ポート材です。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

196301 1 号 2.5cm × 3.0m

1 ロール

6,800 円＋税

196302 2 号 5.0cm × 4.5m 11,300 円＋税

196303 3 号 7.5cm × 4.5m 13,100 円＋税

196304 4 号 10.0cm × 4.5m 14,000 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

82102J 5.0cm × 3.6m

10 巻

10,500 円＋税

82103J 7.6cm × 3.6m 13,100 円＋税

82104J 10.1cm × 3.6m 15,700 円＋税

82105J 12.7cm × 3.6m 18,300 円＋税

お取寄せ商品 お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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包帯・ギプス

包帯

ギブス

ブルーラップ

電動ギプスカッター

日本シグマックスストッキネット

ギブス開排器

日本シグマックスソフトスプリント

ギブス剪刀

日本シグマックス

亜鉛メッキ鉄線をウレタンフォームのクッシ
ョン材で包み込んでおり、肌に凹凸を感じさ
せません。またカバーが不要です。

材質：ステンレス

吸湿性に優れたレーヨンを使用し、ギプス内
のムレを防ぎます。手で簡単にカットできま
す。綿ぼこりが出にくく、切り口のほつれも
ありません。

φ 65mm・φ 50mm のブレードが付属してい
ます。

【下巻きチューブ包帯】
肌触りのよいオールコットン。ギプスの下巻
きや副木のカバーに最適です。

材質：ステンレス
３弁式の開排器。
※ギブスのカットはできません

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

5499 5S 20 × 45 × 215mm

1 本

570 円＋税

5500 4S 20 × 45 × 320mm

5501 3S 20 × 60 × 410mm
5502 SS 20 × 70 × 510mm

5503 S 20 × 80 × 630mm

5504 M 20 × 90 × 720mm

850 円＋税5505 L 20 × 100 × 830mm

5506 LL 20 ×120 ×1130mm

品番 規格 標準価格

0-244-01 全長 230mm 15,000 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

2502 2 裂 15cm × 4.5m 12 巻

2,700 円＋税2503 3 裂 10cm × 4.5m 18 巻

2504 4 裂 7.5cm × 4.5m 24 巻

品番 規格 標準価格

396-003-01 長さ 230mm：860g 120,000 円＋税

品番 サイズ 規格 標準価格

11002 2 号 5.1cm × 23m 2,600 円＋税

11003 3 号 7.6cm × 23m 3,600 円＋税

11004 4 号 10.2cm × 23m 4,600 円＋税

11005 5 号 13.7cm × 23m 5,600 円＋税

11008 8 号 20.3cm × 23m 7,600 円＋税

品番 規格 標準価格

0-7868-01 全長 230mm 33,000 円＋税

アルミスプリントオルフィキャストパシフィックサプライ プライトン（ロール） アルケア 日本シグマックス

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

5005 10A 1.5 ×13 ×197mm 12 本 1,800 円＋税

5006 10B 1.5×13×400mm 6 本 900 円＋税

5009 12A 1.5 ×18 ×197mm 12 本 1,800 円＋税

5010 12B 1.5×18×400mm

6 本

900 円＋税

5012 13B 1.5×25×400mm 900 円＋税

5014 2B 1.5×50×400mm 3,600 円＋税

5001 かえる型 8A 1.0 × 57mm 900 円＋税

5002 かえる型 8B 1.0 ×70mm 900 円＋税

品番 規格 入数 色 標準価格
60010902 3cm × 3m

1 巻 青
3,550 円＋税

60010903 6cm × 3m 5,600 円＋税

クッション材は、患部への衝撃をやわらげ、
快適な使用感です。患部に合わせて折り曲げ
られ、患部をしっかり保護・固定します。

スプリントの製作と固定のための低温の熱可
塑性ニット素材です。
装着感に大変優れています。
形状記憶性に優れ、繰り返し使用できます。

厚さ：1.3mm

【熱可塑性キャスト材】
65 ～ 70℃で軟化し、素手でキャスティングがで
きます。綿 100％の基布は縦横に伸び、フィッ
ト性に優れています。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

15641 2 号 5.0cm × 1.8m

4 巻

3,200 円＋税

15642 3 号 7.5cm × 1.8m 4,800 円＋税

15643 4 号 10.0cm × 1.8m 6,400 円＋税

15644 6 号 15.0cm × 1.8m 9,600 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品 お取寄せ商品

※ 8 号はお取寄せとなります。

※
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鍼用品

高品質で安心できるディスポ鍼 醫鍼

製造工場でエチレンオキサイドガス（E・O・G）によって完全滅菌されたまま

の状態でお届けしております。また、定期的に日本食品検査センターにおいて

無菌状態の分析を依頼し、チェックを行っております。

◆ 鍼灸鍼の滅菌

コーティング剤などによる鍼体表面への加工処理は一切行っておりません。

◆ 鍼灸鍼のコーティング

ステンレス（SUS304）鋼線材使用

鍼を一本ずつ自動研磨で鍼尖が均一

クリーンルームで超音波洗浄及び検品、包装

JIS 規格（JIS T 9301）単回使用豪鍼適応

カシメ方法を自動化

さらに特殊加工を施すことで鍼ぬけを防止しております。

安全

安心

（鍼ぬけ防止　イメージ図）

他社製品 醫鍼

鍼灸師の先生の指にやさしい

鍼柄の先を完全密封

特許番号第3828064号

鍼灸師の先生の指を

保護する角丸加工

従来品 醫鍼

クリーンルーム内での作業風景

検品済み出荷棚

外気を遮断する 2 重構造 

鍼用品

上記のグラフからも解るように、皮下に対する挿入力（抵抗）が他社より格段に抑えられていますので、限りなく切皮の

痛みを無くしております。

醫鍼とＡ社の挿入力比較グラフ
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鍼用品

鍼

醫鍼Ｓタイプ（１００本入）

材質から製造方法に至るまで、厳しい欧米基準をクリアした、
自信を持っておすすめできる商品に仕上がりました。

（プラスチック鍼管付）
※鍼体にシリコンを一切使用しておりません。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　セラピオリジナル

まとめ割引

太さ / 長さ
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm）2 寸（60mm）

00 番 0.12mm 609220 － － －

1,380 円＋税

0 番 0.14mm 609221 609241 609251 －

1 番 0.16mm 609222 609242 609252 －

2 番 0.18mm － 609243 609253 －

3 番 0.20mm － 609244 609254 609257

4 番 0.22mm － 609245 609255 －

5 番 0.24mm － 609246 609256 609258

国内最高レベルの安心できる鍼
鍼柄の先を完全密封 
特許番号第 3828064 号

鍼柄を止める楔を無くし、
施術の手間を大幅削減。

醫鍼Ｌタイプ（１００本入）

他にはない、特別鍼柄（25mm）が切皮の痛みを軽減しスムー
ズな刺入が可能です。（プラスチック鍼管付）

鍼柄ステンレス（鍼柄 25mm）　　セラピオリジナル

まとめ割引

太さ / 長さ
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm）2 寸（60mm）

00 番 0.12mm 609277 － － －

1,380 円＋税

0 番 0.14mm 609278 609281 609291 －

1 番 0.16mm 609279 609282 609292 －

2 番 0.18mm － 609283 609293 －

3 番 0.20mm － 609284 609294 609298

4 番 0.22mm － 609285 609295 －

5 番 0.24mm － 609286 609296 609299

国内最高レベルの安心できる鍼
鍼柄の先を完全密封 
特許番号第 3828064 号

鍼柄を止める楔を無くし、
施術の手間を大幅削減。

醫鍼２４０　Ｓｔｙｐｅ（２４０本入）

S タイプの鍼管を省くことでローコストを実現しました（6 本× 40 入）。
使い慣れたご自身の鍼管をお使いいただけます。 
特許番号第 3828064 号

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　セラピオリジナル

まとめ割引

太さ / 長さ
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm）2 寸（60mm）

00 番 0.12mm 619260 － － －

2,860 円＋税

0 番 0.14mm 619261 619271 619281 －

1 番 0.16mm 619262 619272 619282 －

2 番 0.18mm － 619273 619283 －

3 番 0.20mm － 619274 619284 619294

4 番 0.22mm － 619275 619285 －

5 番 0.24mm － 619276 619286 619296

いしん

いしん

いしん
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鍼用品

セイリンＪタイプ（１００本入）

鍼柄は軽く使いやすいプラスチック製。鍼管と鍼柄を超音波で溶着。使用済み鍼
と未使用鍼の混同を防止できます。
鍼管と鍼柄は片手で容易に取り外しできます。
鍼管の角が丸いため、患者様への不要な痛みなどが軽減されます。

鍼柄プラスチック（鍼柄 20mm）　　セイリン

まとめ割引

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（40mm）寸 6（50mm） 2 寸（60mm）

02 番 0.12mm ダークグリーン 603000 603010 － －

1,800 円＋税

01 番 0.14mm グリーン 603001 603011 － －

1 番 0.16mm レッド 603002 603012 603022 －

2 番 0.18mm アイボリー 603003 603013 603023 －

3 番 0.20mm スカイブルー 603004 603014 603024 603034

4 番 0.23mm ピンク 603005 603015 603025 －

5 番 0.25mm バイオレット 603006 603016 603026 603036
8 番 0.30mm セピア － － 603028 603038

セイリンＪ１５タイプ（１００本入）

鍼管付きで、鍼長が短く操作性に優れています。 
また、鍼柄が軽いプラスチックでできていますので、鍼体のたわみが抑えられます。
そのため、部位への負担を軽減できます。 
顔面などの敏感な部位にも負荷をかけず施術ができます。

鍼柄プラスチック（鍼柄 20mm）　　セイリン

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
5 分（15mm）

03 番 0.1mm ロイヤルブルー 603400-50

1,800 円＋税

02 番 0.12mm ダークグリーン 603400-51

01 番 0.14mm グリーン 603400-52

1 番 0.16mm レッド 603400-53

2 番 0.18mm アイボリー 603400-54

まとめ割引

セイリンＪＳＰタイプ（１００本入）

「もっと痛くない鍼を」の声にお応えするため、鍼尖を丸く研磨した商品です。 
柔らかく優しい感覚、刺入感の違いをぜひ味わってください。 
プラスチック鍼管付

鍼柄プラスチック（鍼柄 20mm）　　セイリン

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm） 寸 3（40mm）寸 6（50mm） 2 寸（60mm）

02 番 0.12mm ダークグリーン 603600 603610 － －

1,900 円＋税

01 番 0.14mm グリーン 603601 603611 － －

1 番 0.16mm レッド 603602 603612 603622 －

2 番 0.18mm アイボリー 603603 603613 603623 －

3 番 0.20mm スカイブルー 603604 603614 603624 603634

4 番 0.23mm ピンク 603605 6036141 6036241 －

5 番 0.25mm バイオレット 603606 603615 603625 603636

8 番 0.30mm セピア ー ー 603628 603638

セイリンＬタイプ（１００本入）

灸頭鍼としても使用できます。鍼柄はステンレスワイヤー製。コイル状になって
おり、指になじむよう作られています。カラーチップで鍼の太さを容易に識別で
きます。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　セイリン

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（40mm）寸 6（50mm） 2 寸（60mm）

3 番 0.20mm スカイブルー 603101 603111 603121 603131

1,900 円＋税
4 番 0.23mm ピンク 603102 603112 603122 －

5 番 0.25mm バイオレット 603103 603113 603123 603133

8 番 0.30mm セピア 603104 603114 603124 －

鍼尖が丸くなった

新しい鍼が新登場！

※ 4 番鍼はお取寄せ目安 3 ～ 5 日となります

※ 4 番鍼はお取寄せ目安 3 ～ 5 日となります

※

※

お取寄せ商品

セイリンＪ１５ＳＰタイプ（１００本入）
鍼尖の丸い鍼です。鍼長が短く操作性に優れています。
敏感な部位に負担をかけずに施術することができます。

　　鍼柄プラスチック（鍼柄 20mm）　　セイリン

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
5 分（15mm）

03 番 0.1mm ロイヤルブルー 603500-50

1,900 円＋税

02 番 0.12mm ダークグリーン 603500-51

01 番 0.14mm グリーン 603500-52

1 番 0.16mm レッド 603500-53

2 番 0.18mm アイボリー 603500-54

鍼尖が丸くなった

新しい鍼が新登場！

在庫限り

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線



30

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付）

30

鍼用品

鍼用品

ＮＥＯディスポ鍼　１Ｐタイプ（１００本入）
●ブリスターパック入りステンレス鍼 
●エチレンオキサイドガス滅菌済 
●クサビのないワンタッチ方式

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　山正

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

0 番 0.14mm グリーン 27-136-10 27-136-30 27-136-60 －

1,260 円＋税

1 番 0.16mm ピンク 27-136-11 27-136-31 27-136-61 －

2 番 0.18mm ホワイト 27-136-12 27-136-32 27-136-62 －

3 番 0.20mm ブルー 27-136-13 27-136-33 27-136-63 27-136-23

4 番 0.22mm バイオレット 27-136-14 27-136-34 27-136-64 －

5 番 0.24mm イエロー 27-136-15 27-136-35 27-136-65 27-136-25

セイリンＭタイプ（１００本入）

鍼灸業界初のステンレスとプラスチックとの溶着技術により、未使用鍼識別・片手で使用
できる便利さを両立させています。鍼柄の頭部の丸み処理、滑り止め、軽量ステンレスを
使用することにより、より使いやすくなっています。鍼管の内径が細く、鍼柄との遊びが
小さいので、切皮しやすいです。

鍼柄ステンレス（鍼柄 25mm）　　セイリン

まとめ割引

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm） 寸 3（40mm） 寸 6（50mm）

01 番 0.14mm グリーン 603200-10 603200-30 －

1,900 円＋税

1 番 0.16mm レッド 603200-11 603200-31 603200-61

2 番 0.18mm アイボリー 603200-12 603200-32 603200-62

3 番 0.20mm スカイブルー 603200-13 603200-33 603200-63

5 番 0.25mm バイオレット 603200-15 603200-35 603200-65

ＮＥＯディスポ鍼　４Ｐタイプ（２４０本入）
●ステンレス鍼 4 本と鍼管 1 本を 1 パックに 
●エチレンオキサイドガス滅菌済

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　山正

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

0 番 0.14mm グリーン 27-137-10 27-137-30 27-137-60 －

2,520 円＋税

1 番 0.16mm ピンク 27-137-11 27-137-31 27-137-61 －

2 番 0.18mm ホワイト 27-137-12 27-137-32 27-137-62 －

3 番 0.20mm ブルー 27-137-13 27-137-33 27-137-63 27-137-23

4 番 0.22mm バイオレット 27-137-14 27-137-34 27-137-64 －

5 番 0.24mm イエロー 27-137-15 27-137-35 27-137-65 27-137-25

ＮＥＯディスポ鍼　クサビタイプ（１００本入）

クサビを使って鍼管と固定してあります。よりフレキシブルにお使いいただけます。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　山正

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

0 番 0.14mm グリーン 27-138-10 27-138-30 27-138-60 －

1,260 円＋税

1 番 0.16mm ピンク 27-138-11 27-138-31 27-138-61 －

2 番 0.18mm ホワイト 27-138-12 27-138-32 27-138-62 －

3 番 0.20mm ブルー 27-138-13 27-138-33 27-138-63 27-138-23

4 番 0.22mm バイオレット 27-138-14 27-138-34 27-138-64 －

5 番 0.24mm イエロー 27-138-15 27-138-35 27-138-65 27-138-25

太さ / 長さ
品番

標準価格
1 寸（30mm） 寸 3（40mm） 寸 6（50mm）

0 番 0.15mm 613001 613011 613021

1,600 円＋税

1 番 0.16mm 613002 613012 613022

2 番 0.18mm 613003 613013 613023

3 番 0.20mm 613004 613014 613024

4 番 0.22mm － 613015 613025

5 番 0.24mm － 613016 613026

ステンレス鍼　（機械磨き）（５０本入）
前田豊吉のステンレス鍼は、灸頭鍼専用となっております。

前田豊吉商店

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

※【手磨き】もございます

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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ユニコディスポ鍼　Ｓ（１００本入）
鍼先 15mm にシリコンコーティング加工が施してありますので刺入時の抵抗が少なく、
なめらか刺入タイプ。切皮・刺入時に患者様が受ける負担を軽減します。六角鍼管を採用。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　日進医療器

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

00 番 0.12mm アイボリー 613502-00 613502-300 － －

オープン価格

0 番 0.14mm グリーン 613502-10 613502-30 613502-60 －

1 番 0.16mm レッド 613502-11 613502-31 613502-61 －

2 番 0.18mm グレー 613502-12 613502-32 613502-62 －

3 番 0.20mm ブルー 613502-13 613502-33 613502-63 613502-23

4 番 0.22mm ピンク 613502-14 613502-34 613502-64 －

5 番 0.24mm イエロー 613502-15 613502-35 613502-65 613502-25

8 番 0.30mm パープル － － － 613502-28

ユニコディスポ鍼　Ｐｒｏ（１００本入）
ユニコ鍼のスタンダード。六角鍼管を採用。指先に面で接するため、安定し保持しやすい
形状です。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　日進医療器

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

00 番 0.12mm アイボリー 613501-00 613501-300 － －

オープン価格

0 番 0.14mm グリーン 613501-10 613501-30 613501-60 －

1 番 0.16mm レッド 613501-11 613501-31 613501-61 －

2 番 0.18mm グレー 613501-12 613501-32 613501-62 －

3 番 0.20mm ブルー 613501-13 613501-33 613501-63 613501-23

4 番 0.22mm ピンク 613501-14 613501-34 613501-64 －

5 番 0.24mm イエロー 613501-15 613501-35 613501-65 613501-25

8 番 0.30mm パープル － － － 613501-28

ユニコディスポ鍼　Ｐｒｏ８（２４０本入）
ユニコディスポ鍼を 8 本と鍼管 1 本でセットにしました。六角鍼管採用。指先に面で接
するため、安定し保持しやすい形状です。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　日進医療器

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

00 番 0.12mm アイボリー 613503-00 613503-300 － －

オープン価格

0 番 0.14mm グリーン 613503-10 613503-30 613503-60 －

1 番 0.16mm レッド 613503-11 613503-31 613503-61 －

2 番 0.18mm グレー 613503-12 613503-32 613503-62 －

3 番 0.20mm ブルー 613503-13 613503-33 613503-63 613503-23

4 番 0.22mm ピンク － 613503-34 613503-64 －

5 番 0.24mm イエロー 613503-15 613503-35 613503-65 613503-25

8 番 0.30mm パープル － － － 613503-28

ユニコディスポ鍼　Ｓ８（２４０本入）
シリコンコーティング加工のユニコディスポ鍼 S を 8 本と鍼管 1 本でセットにしました。
六角鍼管採用。

鍼柄ステンレス（鍼柄 20mm）　　日進医療器

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
1 寸（30mm）寸 3（39mm）寸 6（48mm） 2 寸（60mm）

00 番 0.12mm アイボリー 613504-00 613504-300 － －

オープン価格

0 番 0.14mm グリーン 613504-10 613504-30 613504-60 －

1 番 0.16mm レッド 613504-11 613504-31 613504-61 －

2 番 0.18mm グレー 613504-12 613504-32 613504-62 －

3 番 0.20mm ブルー 613504-13 613504-33 613504-63 613504-23

4 番 0.22mm ピンク － 613504-34 613504-64 －

5 番 0.24mm イエロー 613504-15 613504-35 613504-65 613504-25

8 番 0.30mm パープル － － － 613504-28

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ユニコディスポ美容鍼（２４０本入）
美容の鍼治療用として開発した 3 分の短鍼で、鍼管無しの鍼のみ 4 本でセットしています。
鍼体ステンレス。

鍼柄アルミ（鍼柄 20mm）　　日進医療器

太さ / 長さ 色
品番

標準価格
3 分（10mm）

00 番 0.12mm アイボリー 721381

オープン価格1 番 0.16mm レッド 721382

2 番 0.18mm グレー 721383

お取寄せ商品
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鍼用品

円皮鍼・皮内鍼

パイオネックス

● ムレたり、かぶれたりすることが少ない通気性の良いテープを使用
●  1 枚の絆創膏に鍼を樹脂で固定、皮膚にぴったり密着します 
● 指が絆創膏の粘着面に触れることがなく、簡単に貼ることができます 
● 一度使ったら捨てるディスポーザブルタイプ
● 使うたびに滅菌済みの真新しい針を使うのでとても清潔です 
● 製品は一つ一つが滅菌されて個別に包装されています
● それぞれに使用期限が印字されているため、安心してご使用できます

セイリン

まとめ割引

品番 サイズ 色 入数 標準価格

623050 0.3mm オレンジ

100 本 2,000 円＋税

623051 0.6mm イエロー

623052 0.9mm グリーン

623053 1.2mm ブルー

623054 1.5mm ピンク

パイオネックス・ゼロ セイリン

柔整師の方でも使用可能な刺入しない接触タイプです。針先がない押圧による刺激なので
患者様のセルフケアにも安全にご使用いただけます。

品番 サイズ テープ径 入数 標準価格

623060
0.3mm

φ 12mm
100 本 2,000 円＋税

623062 φ 9mm

こりスポッと セイリン

接触部が樹脂のため、金属アレルギー
の方にもご使用いただけます。
テープ径：9mm

品番 サイズ テープ径 入数 標準価格

623063 0.5mm φ 9mm 20 本入× 5 箱 2,500 円＋税

皮内鍼・円皮鍼用シール

品番 規格 入数 標準価格

653001 10 φビニール
40 × 10 枚 1,000 円＋税

653002 10 φ布

ファロス円皮鍼 ファロス

●二重テープで鍼を固定 
●通気性が高く、肌にやさしいサージ
　カルテープを使用 
●ブリスターパックで滅菌済

品番 針長 線径 入数 標準価格

649301 0.9mm

φ 0.18mm 100 本 800 円＋税649302 1.1mm

649303 1.35mm

アサヒ円皮針シール付 アサヒ

品番 サイズ 径 太さ 針長 入数 標準価格

623014 極小 2.0mm

0.22mm

1.10mm

20 本 500 円＋税
623013 小 2.6mm 1.35mm

623012 中 2.85mm
1.55mm

623011 大 3.2mm 0.26mm

お取寄せ商品
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鍼用品

セイリン小児皮膚針 セイリンアサヒ平軸皮内鍼 アサヒセイリン皮内針 SS タイプ セイリン

無菌保証された鍼を
スムーズにピンセッ
トで取り出せます。

コンパクトで多機能
です。４つの皮膚刺
激を備えた安全で衛
生的な小児鍼です。

品番 入数 標準価格

663021 10 本 900 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

643021 3mm 0.12 × 3mm

25 本× 4 1,600 円＋税643022 4mm 0.12 × 4mm

643023 5mm 0.14 × 5mm

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

643011 3mm 0.12 × 3mm

100 本 1,700 円＋税643012 4mm 0.14 × 4mm

643013 5mm 0.16 × 5mm

集毛針クローム

16 本針 
強：刺激は強い。
タタキ針、瀉針とし
て用いる。 
弱：刺激は弱い。
補針として用いる。

品番 規格 標準価格

509-401 強
φ 12mm × 75mm 2,300 円＋税

509-402 弱

長柄ローラー針　員利針付

ローラー付集毛針クロームローラー針クローム

巾 24mm 
φ 14mm

長さ 125mm 
巾 24mm 
φ 14mm

長さ 95mm 
巾 30mm 
φ 15mm

品番 規格 標準価格

509-414 強（長さ 75mm）
1,500 円＋税

509-413 弱（長さ 68mm）

品番 規格 標準価格

509-413B クローム 2,300 円＋税

509-413BG ゴールド 3,500 円＋税

品番 規格 標準価格

509-416 強
3,500 円＋税

509-417 弱

三角よねやま式

小里式てい針てい鍼

長さ 124mm

補寫両用皮膚針：
皮膚を尖で軽くたた
いたり、さすったり
して血行促進、リン
パ促進を図る。 
瀉針、擦過針として
用いる。

品番 規格 標準価格

509-412 クローム 1,800 円＋税

509-412G ゴールド 2,100 円＋税

509-412B バネのみ 200 円＋税

品番 規格 標準価格

509-442 長さ 35mm 1,100 円＋税

品番 規格 標準価格

509-457B 金メッキ（長さ 55mm） 1,100 円＋税

509-457C 純銀（長さ 75mm） 時価

皮内鍼・円皮鍼用ピンセット

品番 種類 規格 標準価格

509-251 皮内鍼用
10.5cm

1,800 円＋税

509-252 円皮鍼用 2,200 円＋税

皮内鍼用

円皮鍼用

お取寄せ商品 お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

針捨てボックス イワツキ

廃棄処理は、各都道
府県の医療廃棄物処
理業者にて行ってく
ださい。

※弊社での回収は
　行っておりません

品番 規格 標準価格

YA-002 1L オープン価格

※ 5mm はお取寄せとなります。

※

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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品番 規格 色 標準価格

856-001
幅 61mm×高100mm×奥 35mm：185g

ブルー
14,000 円＋税

856-001-2 ピンク

サージカルマスク

巻指サックココロケーター セイリン

鍼治療時に使用する簡単、衛生
的な指サックです。

微弱な探索電流により、皮膚
に刺激を与えることなく治療
点（ツボ）を探索します。
治療点を光と音で知らせます。
手のひらサイズでコンパクトな
ため、持ち運びにも便利です。

ＫＢＭラテックス手袋パウダーフリー カワモト

パウダー飛散などによるトラブ
ルを防止できます。内面のポリ
マー加工により手袋がスムーズ
に装着でき、天然ゴムとの直接
接触を軽減しています。表面の
特殊編目加工により、グリップ
性を向上させています。

品番 サイズ 入数 標準価格

936902-02 S
100 枚 3,800 円＋税936902-03 M

936902-04 L

品番 サイズ 入数 標準価格

930104 M
200 個 オープン価格

930105 L

手指・皮膚の洗浄消毒に使用で
きます。エタノールを湿潤させ
たカット綿が 25 枚× 4 ずつで
密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック
容器で持ち運びに便利です。
25 枚ずつ開封使用でき、より
衛生的です。

品番 色 規格 入数 標準価格

46-0185 白 約 9.5 × 17.5cm 50 枚 900 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

523-001 4 × 4cm 100 枚 (25 枚× 4） 400 円＋税

セイリンパレット セイリンハリ皿ステンレス六角鍼管

治療の間、使用する
針をまとめて置いて
おくための使い捨て
針皿です。

品番 入数 標準価格

673027 100 枚 1,000 円＋税

品番 サイズ 規格 標準価格

683001 （太）1 寸 45mm

300 円＋税

683002 （太）寸 3 54mm

683003 （太）寸 6 63mm

683004 （細）1 寸 45mm

683005 （細）寸 3 54mm

683006 （細）寸 6 63mm

品番 サイズ 規格 標準価格

506-406 小 12 × 5cm 850 円＋税

506-405 中 13 × 6cm 950 円＋税

506-404 大 13.5 × 7cm 1,000 円＋税

ベスケア エタノール消毒綿

● 3 層構造のゴムひもタイプマス
　クで、中間層にフィルターを配
　しています。
●長時間着用しても疲れにくい平
　たい耳ゴムを採用しています。
●バクテリア濾過効率（BFE）：
　平均 98％
●微粒子濾過効率（PFE）：
　平均 98％

素材：ポリプロピレン、ポリエチレン、

耳ゴム（ポリウレタン）

お取寄せ商品

お取寄せ商品

エスクリンα セイリン

80％エタノールを含浸した外
皮消毒剤。使いやすいカットシ
ートでアルコール綿を院内作製
する場合の手間とコストを削減
できます。 
手指・皮膚の消毒

品番 品名 規格 入数 標準価格

168561 100
4 × 4cm

104 枚（セット） 270 円＋税

168562 ONE 200 包（個包装） 1,150 円＋税

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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エスティア

アクセサリー感覚でできる耳つぼエステ。リフトアップ、ダイエット、肩こり、腰痛などに。

※商品の色合いは印刷の都合
上、実際の色とは異なる場合が
ございます。 予めご了承くだ
さい。

品番 色 入数 標準価格

416-121001 クリア

10 粒 /1 シート オープン価格

416-121202 ブルー

416-121214 グリーン

416-121223 ピンク

416-121236 レッド

416-121249 イエロー

416-121280 ブラック

416-121539 パープル

416-121203 トパーズ

416-121206 サファイア

416-121209 ローズ

416-121212 ライトアメジスト

416-121248 オレンジ

品番 品名 規格 標準価格

416-125 ポスター A2 420 × 594mm
オープン価格

416-128 カラーチャート13 色 A5：148 × 210mm

マグレインクリア 阪村研究所

直径 1mm 余りの粒状特殊合金を絆創
膏に固定したもので、こりや痛みのあ
る局所（つぼ）に貼付すると、刺激を
持続的に与えて「はり」と同様の効果
をあげます。
Φ 1.2mm

マグレインＪ 阪村研究所

直径 1mm 余りの粒状特殊合金を絆創
膏に固定したもので、こりや痛みのあ
る局所（つぼ）に貼付すると、刺激を
持続的に与えて「はり」と同様の効果
をあげます。

品番 規格 色 入数 標準価格

673001 金粒
肌色テープ 1000 粒 オープン価格

673002 銀粒

品番 規格 色 入数 標準価格

673004 金粒
透明テープ 240 粒

1,900 円＋税

673005 銀粒 1,800 円＋税

マグレインチタンビーズ 阪村研究所

チタンはイオン化作用により、金属ア
レルギーを起こしやすい方でも安全で
す。
アクリル絆：アクリル系接着剤を使っ
た製品です。皮膚がかぶれやすい方、
過敏な方におすすめです。 
クリア：チタン球をクリアーテープに
セットした製品。透明なためツボの位
置を正確に判断できます。 
φ 1.2mm

品番 規格 色 入数 標準価格

673101
アクリル絆 肌色テープ

200 粒 1,800 円＋税

673102 2000 粒 12,000 円＋税

673103
クリア 透明テープ

200 粒 1,800 円＋税

673104 2000 粒 12,000 円＋税

品番 色 入数 標準価格

673105 肌色テープ 5 枚× 15 シート（75 枚） 1,900 円＋税

マグレイン円錐粒 阪村研究所

先端角 60 度、刺入せず三陵てい針同
様作用の継続。
φ 2.0mm

品番 入数 標準価格

981702 20 枚× 7 シート 3,000 円＋税

ピーフリー 一光化学

スポーツ医学研究から生まれた指
圧代用器です。トルマリンを配合
した特殊な 3 本ラインをもつチッ
プがあんま、指圧の代用をし、コ
リを刺激することで、血行不良、
筋肉疲労、肩こりに効果を発揮。

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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長生灸レギュラー 台座間接灸・シールタイプ　山正

心地よい温もりと高度なお灸
が出来る間接灸です。
銀色の台紙が目印です。

品番 入数 標準価格

692715 200 壮 2,600 円＋税

692716 1000 壮 11,000 円＋税

長生灸ライト 台座間接灸・シールタイプ　山正

ソフトな温感。
グリーンの台紙が目印です。

品番 入数 標準価格

692717 200 壮 2,600 円＋税

692718 1000 壮 11,000 円＋税

長生灸ハード 台座間接灸・シールタイプ　山正

設定温度が高めで、刺激的な
温感を好む方へ。
赤の台紙が目印です。

品番 入数 標準価格

692719 200 壮 2,600 円＋税

692720 1000 壮 11,000 円＋税

長生灸お灸日和

熱源には煙の少ない線香を使
用しています。
フルーツの香り付き。
もぐさの臭いや煙に抵抗のあ
る人、今までお灸をしたこと
がない人でも、アロマの感覚
ではじめやすいお灸です。
青の台紙が目印です。

台座間接灸・シールタイプ　山正

品番 入数 標準価格

692734 50 壮× 6 箱 6,000 円＋税

692735 1000 壮 17,600 円＋税

灸用品
安心

●シュリンク包装採用 
　お灸が倒れず汚れません。湿気も予防します。 
●品質の良いもぐさを厳選 
　間接灸に最も適した煙の少ない物を厳選した高品質のもぐさを使用。 
●水つけ不要タイプ、押し棒付き 
　付属の押棒には「のり」のくっつきを抑える施しがされ、
　より使いやすくなっています。

セラピオリジナル

まとめ割引

品番 規格 温度 入数 標準価格

699201 強 51 ～ 53℃

600 個 オープン価格699202 中 49 ～ 51℃

699203 弱 45 ～ 49℃

※掲載している温度はおおよその目安です。季節・気温・湿度により内容と異なる場合がございます。

お取寄せ商品

灸頭針用切りもぐさ 灸頭鍼用　　山正

500 粒入（穴あき）

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

692723 大 直径 12mm ×長さ 15mm
500 粒 オープン価格

692724 小 直径 10mm ×長さ 10mm

小 大

お灸日和
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灸用品

つぼ灸ＮＥＯ ＮＥＸＴ レギュラー 間接灸　山正

濡らしたり押し出す必要があ
りません。片手で取って、そ
のまま肌に置くタイプの間接
灸です。熱すぎず、やわらか
な温熱が心地よいお灸。

つぼ灸ＮＥＯ ＮＥＸＴマイルド 間接灸　山正

濡らしたり押し出す必要があ
りません。片手で取って、そ
のまま肌に置くタイプの間接
灸です。
レギュラータイプより紙筒の
高さを変えることで温度設定
を変えています。

品番 入数 標準価格

 695108 120 回分 2,100 円＋税

 695109 600 回分 9,600 円＋税

品番 入数 標準価格

 695106 120 回分 2,100 円＋税

 695107 600 回分 9,600 円＋税

長安 NEO DX レギュラー 間接灸　山正

紙管の中のもぐさを押し上げ
て肌に置く間接灸です。熱す
ぎず柔らかな温感が広がり、
お灸を終えた後も温熱効果が
持続します。濡らす必要がな
く、粘着力の強いのりを使用。

紙管の中のもぐさを押し上げ
て肌に置く間接灸です。濡ら
す必要がなく、粘着力の強い
のりを使用。
レギュラータイプより紙筒の
高さを変えることで温度設定
を変えています。

品番 入数 標準価格

 692708 120 回分
オープン価格

 692709 600 回分

品番 入数 標準価格

 692706 120 回分
オープン価格

 692707 600 回分

長安 NEO DX マイルド 間接灸　山正
チャンアン チャンアン

日本一黄金山 点灸用　　山正

点灸治療の最高級品

品番 規格 標準価格

692731 赤箱　10g 1,760 円＋税

692732 100g オープン価格

692733 200g 23,280 円＋税

福寿印 点灸用　　山正

点灸治療の中級品

若草印

灸頭鍼用の中級品

灸頭鍼用　　山正

品番 規格 標準価格

692710-160 黄箱　10g 1,320 円＋税

品番 規格 標準価格

692710-171 300g

オープン価格692710-172 1kg

692710-173 3kg

月光印 灸頭鍼用　　山正

灸頭鍼用の並品

品番 規格 標準価格

693006 300g
オープン価格

693007 1kg

※ 200g のみお取寄せになります。

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品
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灸用品

富士山灸 富士柔ウォーム灸間接灸・シールタイプ　　ファロス 間接灸・シールタイプ　ファロス

艾が倒れにくい台座灸。
点火と同時に台座中央の穴か
ら、艾の温熱効果が浸透してい
き火が消えても台座が冷めるま
で効果が続きます。

こだわりの温かさを３段階の
「ウォーム」で表現。
新しいフォルダーで必要なとき
に必要な分だけ、清潔に使えま
す。

もぐさ業界が長年の夢としてき
た熱源をもぐさとしながら、特
有の臭いと煙を抑えた画期的製
品です。 
※ 480 個入には専用キャップ・
　スプーンは付いていません。

温暖 灸頭鍼用　　釜屋もぐさ

品番 規格 温度 入数 標準価格

861-010 強 48℃

200 個 2,560 円＋税
861-011 中 46℃

861-012 弱 44℃

861-013 ソフト 43℃

品番 規格 入数 標準価格

861-020 WWW（トリプルウォーム） 強

200 個 2,800 円＋税861-021 WW（ダブルウォーム） 中

861-022 W（ワンウォーム） 弱

品番 規格 入数 標準価格

699025 480 個 480 個 7,600 円＋税

699025-01 専用キャップ 10 個 1,200 円＋税

699025-02 専用スプーン 1 個 1,000 円＋税

699026 セット
炭化艾 120 個 

専用キャップ 6 個 
専用スプーン 1 個

4,100 円＋税

温灸用もぐさ 釜屋もぐさ

間接灸用もぐさ。塩灸、焙烙灸に
最適です。

生姜灸、にんにく灸、大根灸に
使用できます。

中国温灸 釜屋もぐさ

品番 規格 標準価格

699022 250g 3,000 円＋税

品番 規格 標準価格

699024 1kg 5,700 円＋税

※掲載している温度はおおよその目安です。季節・気温・湿度により内容と異なる場合がございます。

カマヤペット

筒につまったもぐさをフード
（木枠）にはめ込むだけ。ほど
よいお灸の温かさが徐々に浸透
してコリを広くとらえます。お
腹などの広い範囲やひとりで肩
や腰などにお灸をするときに最
適です。

釜屋もぐさ

品番 規格 入数 標準価格

699010 フード付 ペット 5 本、フード 1 個、火消缶 1 個 5,500 円＋税

699011 スペア ペット 6 本 4,600 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品お取寄せ商品

カマヤミニスモークレス 釜屋もぐさ

業界初の無煙灸です。
熱源をもぐさとしながら臭いと
煙を極力抑えた製品です。 

カマヤミニ 釜屋もぐさ

もぐさが直接肌にふれないので
だれでも安心して、どこでも簡
単にお使いになれます。体に優
しいもぐさの温熱が肌に深く浸
透し、コリをほぐし疲れを癒し
ます。他の療法との併用も可能
です。
点火後約 6 分で終了。
○生体上温度 
　強：約 52℃
　弱：約 45℃
　ソフト：約 42℃

品番 温度 入数 標準価格

 699007 リング装着時：43℃
通常：41℃

120 個 2,200 円＋税

 699008 600 個 9,500 円＋税
品番 規格 温度 入数 標準価格

699001

強 約 52℃

120 個 1,800 円＋税

699002 600 個 8,500 円＋税

699003 2000 個 24,000 円＋税

699004

弱 約 45℃

120 個 1,800 円＋税

699005 600 個 8,500 円＋税

699006 2000 個 24,000 円＋税

699012

ソフト 約 42℃

120 個 1,800 円＋税

699013 600 個 8,500 円＋税

699014 2000 個 24,000 円＋税

ソフト強 弱

カマヤミニ　ヒーティング・パターン

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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灸用品

せんねん灸　伊吹 台座間接灸　　セネファ

レギュラー灸。通気穴から温熱
とよもぎの有効成分がツボに浸
透します。

皮膚の弱い人、おだやかな温熱が
お好みの方にぴったりのソフトタ
イプです。
台座を少し厚くすることで温熱を
優しくしました。

せんねん灸　竹生島 台座間接灸　　セネファ

品番 入数 標準価格

693041 2000 壮 22,000 円＋税

品番 入数 標準価格

693042 1800 壮 22,000 円＋税

台座の通気穴につけたくぼみと
和紙で温熱をやさしく伝えま
す。さらに天然の香り成分を配
合した香りが選べるお灸です。

はじめてのお灸 間接灸　　セネファ

品番 品名 入数 標準価格

692619-01 くだもののかほり

業務用
150 個

2,700 円＋税
692619-02 はなのかほり

692619-03 緑茶のかほり

692619-04 香木のかほり

692619-05 4 つの香り 各 25 個 1,800 円＋税

ちくぶじま

達磨（だるま） 間接灸　　大和漢

筒底にノリに水をつけて使い
ます。部位や体質により使い
分けてください。

達磨 Ｓ・Ｔ（スーパータックル） 間接灸・シールタイプ　大和漢

肌への接着はシール式でワン
タッチ（水を使いません）。
強さ別の押し出し棒は腕に装
着して使います。

品番 規格 温度 入数 標準価格

96-001 強 48 ～ 49℃

600 個 7,500 円＋税
96-002 弱 46 ～ 47℃

96-003 マイルド 44 ～ 45℃

96-004 ソフト 42 ～ 44℃

品番 規格 温度 入数 標準価格

96-011 強 49 ～ 51℃

600 個 7,900 円＋税
96-012 弱 45 ～ 47℃

96-013 マイルド 42 ～ 44℃

96-014 ソフト 40 ～ 41℃

品番 規格 温度 入数 標準価格

96-021 強 48 ～ 49℃

200 個 2,200 円＋税
96-022 弱 46 ～ 47℃

96-023 マイルド 44 ～ 45℃

96-024 ソフト 42 ～ 44℃

品番 規格 入数 標準価格

96-031 強

180 個 2,200 円＋税
96-032 弱

96-033 マイルド

96-034 ソフト

柔（やわら） 間接灸・シールタイプ　　大和漢

どこにでも貼れるシール付ミ
ニ灸。使いなれた弱の温度
に、少し高めの強、そして敏
感な肌部分や初心者向けにソ
フト、マイルドの 4 種類から
お選びください。

極（きわみ）

柔の特徴をそのまま生かし、
生産コストを極力抑えた商品
です。

間接灸・シールタイプ　　大和漢

響（ひびき） 灸頭鍼用　　大和漢

灸頭鍼用です。短い燃焼時間
をご希望の方には、少し揉ん
でご使用ください。

品番 規格 入数 標準価格

96-041 強
200 個

2,500 円＋税

96-042 弱 2,200 円＋税

お取寄せ商品

煙のでないお灸せんねん灸の奇跡 セネファ

炭化もぐさを使用することで、
火をつけても煙のでないニオイ
もないお灸。
閉めきったお部屋でも気軽に使
えます。しかも温熱時間が長く
なりました。

品番 規格 入数 標準価格

692620-01
レギュラー

50 点 1,250 円＋税

692620-03 220 点 4,400 円 + 税

せんねん灸　太陽 間接灸　　セネファ

火を使わずにはるだけで気持ち
よい温熱効果が 3 時間。衣服の
下でも使えるお灸です。

品番 入数 標準価格

692603 24 点 1,870 円＋税

692604 54 点 3,850 円＋税

お取寄せ商品 お取寄せ商品

therapy14
取り消し線
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電子温ねつ灸 日本理工

電熱でお灸と同じ効果。 
もぐさキャップ 8 個付き。
温度調整不可

ホットブルーン 日本理工

温熱振動式ですので、温めなが
らマッサージができます。 
替えもぐさ 12 個付き。

品番 規格 入数 標準価格

511-334 100V/4W 1 台 16,500 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

511-335 100V/5W 1 台 33,000 円＋税

枡おんきゅう ツボブック

桧でつくった五合桝の内側に石膏
を施してあるので、外側が熱くな
り過ぎません。もぐさを置く金網
は皮膚からの高さ調節が可能なた
め、温感の調節ができます。専用
のもぐさは着火剤付で、火付きが
良く、すばやく温熱を感じること
ができます。

サイズ：14.2 × 14.2 ×高 10.5cm

悩める 100 症状のツボが
すぐわかるツボブック。
バインダー式で取り外し
可能です。

セネファ

品番 規格 内容 標準価格

KQ-417 本体
桝、桝フタ ( 活性炭袋付き )、金網、
灰取ブラシ、スペアー活性炭袋 1 個

9,300 円＋税

KQ-417B 円形もぐさ 8 個× 12 箱（96 個入） 6,200 円＋税
品番 標準価格

B144 1,800 円＋税

線香棒灸用フード柄付温 灸 純 艾 條

長さ 14.5cm 
太さφ 3.8mm

品番 入数 標準価格

511-301 1 束 80g（50 ～ 70 本）×6 1,760 円＋税

約 90 分 燃 焼。体内の
寒湿を排泄し、機能の
活力を促進する作用が
あります。そのままで
も、棒灸用フードに差し
込んでも使用できます。 
※ご使用の際は絵柄の
紙をはがしてください。

品番 入数 標準価格

692740 10 本 1,400 円＋税

品番 標準価格

 511-414 1,700 円＋税

ホルダーに棒灸を入れ、
皮膚からの距離を調節
して温灸ができます。 
※火消しツボ付

灸点ペン新・火消しつぼ灸点紙

灸熱緩和紙。皮膚の上
に貼り付け、その上か
ら施灸することで、熱
さを緩和します。

品番 入数 標準価格

695101 10 枚 700 円＋税

品番 色 標準価格

511-311A 赤
250 円＋税

511-311B 黒
品番 規格 標準価格

511-411B 内径φ 18.5mm 1,400 円＋税

錫製 
重さ 100g

人の身体には主となる「ツボ」が頭のてっぺんから足のつま先ま
で 365 か所以上あります。
その中でも美容の「ツボ」を鍼で刺激することにより身体の中の
問題にも効果が期待できます。

おんきゅうじゅんがいじょう

美容鍼灸師
新開弘枝先生監修
Hiroe 鍼灸院院長、
「Hiroe メソッド」主宰、
はり師、きゅう師、
専門学校教員免許、
漢方養生指導士、
薬膳インストラクター、
アロマスクール講師

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ファロスお灸＆美容円皮鍼ＴＭアンチエイジングセット

品番 内容 標準価格

861-030

施術マニュアル× 1 冊
ファロス円皮鍼 (100 本入 ) 0.9mm / 1.1mm ×各 2 箱

富士山灸 (200 個入 ) ソフト× 1 箱
翡翠ローラー ( 収納袋付 ) × 1 本

9,259 円＋税

初めてでも安心のスターターキット

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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フットケア

インソール

フットケア・インソール
ソルボ外反母趾サポーター　固定薄型メッシュタイプ

外反母趾が原因のトラブルに
固定型なのに靴を履くこともできる、
薄く通気性に優れたパワーメッシュ生
地を採用し、面ファスナーで、固定力
を自由に調整できます。

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター　固定薄型メッシュタイプ

外反母趾や内反小趾が原因のトラブルに
固定型なのに靴を履くこともできる、薄
く通気性に優れたパワーメッシュ生地を
採用し、面ファスナーで、固定力を自由
に調整できます。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63217 S 左
21.5 ～ 23.0cm

シルバーグレー 2,300 円＋税

63218 S 右

63219 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63220 M 右

63221 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63222 L 右

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63223 S 左
21.5 ～ 23.0cm

シルバーグレー 2,500 円＋税

63224 S 右

63225 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63226 M 右

63227 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63228 L 右

ソルボ外反母趾サポーター　薄型

ひどい外反母趾になる前に装着簡単な
薄型タイプ
痛みを感じ始めたらすぐ気軽に使用で
きます。靴を履いていても使用できる
薄型です。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63076 S 左
21.5 ～ 23.0cm

ベージュ 1,900 円＋税

63077 S 右

63078 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63079 M 右

63080 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63081 L 右

ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター　薄型

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63355 S 左
21.5 ～ 23.0cm

ベージュ 2,300 円＋税

63356 S 右

63357 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63358 M 右

63359 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63360 L 右

ソルボ外反母趾サポーター　スーパーメッシュ薄型

超薄型で簡単装着
薄型パワーネット素材採用
ストッキングの下に履いても
違和感が少なく装着の簡単な
ソックスタイプ。
サポート効果で足指の曲がり
を補整しながら筋力を高め、
バランスアップにつながりま
す。

ソルボ外反母趾サポーター　スキニーフィット

シームレス生地で、
低下した横アーチをサポート
縫製が少なく、段差も気になら
ないので、足への負担がさらに
軽減しました。靴を履いても快
適に使用できます。本体生地は
薄く通気性があり、弾力性に優
れた２ウェイストレッチ生地を
使用。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63129 S 左
21.5 ～ 23.0cm

ベージュ 2,000 円＋税

63130 S 右

63131 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63132 M 右

63133 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63134 L 右
63135 2L 左

27.5 ～ 29.0cm
63136 2L 右

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63539 S 左
21.5 ～ 23.0cm

ベージュ 2,200 円＋税

63540 S 右

63541 M 左
23.5 ～ 25.0cm

63542 M 右

63543 L 左
25.5 ～ 27.0cm

63544 L 右

※ L、２L サイズはお取寄せ（約 1 週間）となります。

※
※
※
※

お取寄せ商品

変形がひどくなる前に装着簡
単な薄型パッド
ソルボ中足パッドが足底から
母指突起部分にかかる圧力を
分散します。
ソルボ足指間パッドが親指と
小指を開き、バランスを整え
るので足裏が安定
します。

段差を感じない
シームレス生地

（厚み 0.4mm）
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フットケア・インソール

フットケア

インソール

二層になっている生地がテンションをか
け、指を外に引っ
張りま す。ま た、
指の股にパッドを
挟まないので靴を
履いた時の違和感
が少ないです。

シンデレラ

極薄の二層生地で足底バランスをサポート
横アーチ・縦アーチ・指の開きの３つの機能が足底バランスを
トータルサポート。
二層になっている生地がテンションをかけ、指を外に引っ張り
ます。また、指の股にパッドを挟まないので靴を履いた時の違
和感が少ないです。
※就寝時は使用しないでください。

ｂｏｎｂｏｎｅ トゥ フラット
外反母趾を薄手生地で
違和感なくサポート
指先をキャップ形状にすることで縫い
目が当たりにくい設計に。指先の圧が
気になる方は指先を折って指先を外に
出すこともできます。
肌面は樹脂プリント、かかと部分は無
縫製フラット形状です。

品番（左）品番（右）サイズ 足長 ( 素足） 甲周囲 標準価格

000-5569 000-5564 S 21 ～ 23cm 20 ～ 22.5cm

2,500 円＋税000-5568 000-5563 M 23 ～ 25cm 22 ～ 24.5cm

000-5567 000-5562 L 25 ～ 27cm 24.5 ～ 26.5cm

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

品番 サイズ 足長（素足） 親指周囲 甲周囲 標準価格

000-3224 S 左
21 ～ 23cm 7 ～ 8cm 20 ～ 22.5cm

1,500 円＋税

000-3214 S 右

000-3223 M 左
23 ～ 25cm 7.5 ～ 8.5cm 22 ～ 24.5cm

000-3213 M 右

000-3222 L 左
25 ～ 27cm 8 ～ 9cm 24 ～ 26.5cm

000-3212 L 右

ダイヤ工業

ダイヤ工業

テーピングラインで親指をしっか
り開く
親指を外側に開くテーピングライ
ンを採用。脇でクロスさせ、しっ
かりと指を開かせます。
抗菌・防臭
左右兼用

靴が履ける薄型タイプ
装着は履いて親指の方向にひねる
だけ。フィット感抜群、外出時に
ご使用ください。

品番 サイズ 足のサイズ 色 入数 標準価格

278-021 フリー 22.5 ～ 25cm ベージュ 2 枚 2,400 円＋税

品番 サイズ 親指周囲 甲周囲 色 標準価格

000-5532 左フリー
9.5cm 以下 24cm 以下 ベージュ 2,500 円＋税

000-5522 右フリー

外反母趾テーピングサポーター 中山式

Ｚ薄型外反母趾用バンド ダイヤ工業

おやゆび姫
ひねりの力で母趾を
サポートする極薄サポーター
薄さ 0.4mm で装着したまま靴下やス
トッキングを履くことができます。
かかとにベルトをかけることにより、
サポーターのズレを解消しサポート力
が持続します。先端の穴が指先にかか
る圧迫の力を逃がします。
※就寝時は使用しないでください。

品番 サイズ 足長（素足） 親指周囲 甲周囲 標準価格

000-5549 S 左
21 ～ 23cm 7 ～ 8cm 20 ～ 22.5cm

1,500 円＋税

000-5544 S 右

000-5548 M 左
23 ～ 25cm 7.5 ～ 8.5cm 22 ～ 24.5cm

000-5543 M 右

000-5547 L 左
25 ～ 27cm 8 ～ 9cm 24 ～ 26.5cm

000-5542 L 右

ダイヤ工業

品番 サイズ 足のサイズ 色 入数 標準価格

278-022-02 左フリー
22.5 ～ 25cm ベージュ 1 枚 1,400 円＋税

278-022-01 右フリー

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-5510 左フリー
26cm 以下 ベージュ 2,500 円＋税

000-5500 右フリー

テーピングラインで親指と小指を
しっかり開く
親指・小指を外側に開くテーピン
グラインを採用。脇でクロスさせ、
しっかりと指を開かせます。
抗菌・防臭

親指部分を改良し、親指を輪に通
さずベルトを巻き付けるだけの簡
単装着になりました。

外反母趾・内反小趾テーピングサポーター 中山式

Ｚ型外反母趾用バンド ダイヤ工業

機能のヒミツは二層構造

指が開く！

重心が不安定
猫背ぎみな方に

足の裏に、タコが
できやすい方は注目

アーチのくずれや
足の疲れやすい方に

横アーチ

３つの機能が
足底バランスを

トータルサポート 縦アーチ指の開き

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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フットケア

インソール

ソルボタテアーチサポーター

扁平足・ハイアーチなどが原因の足
底部の痛み、だるさに
土ふまずの縦アーチをしっかりサポ
ートして、負担をやわらげ、痛みと
だるさをやわらげます。フィット感
を重視したウール＆スパンデックス
生地を使用。
通気性にも優れています。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63411 S 22.5 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 2,200 円＋税

63412 L 25.0 ～ 27.0cm

ソルボタテアーチサポーター薄型

扁平足・ハイアーチを補整し、足底
部の痛みをやわらげる
ソルボパッドが縦アーチを形成し、
土踏まずの衝撃を緩和し、扁平足・
ハイアーチなどによる足底部の痛み、
だるさをやわらげます。本体生地に
薄型の遠赤外線糸を使用。
保温性に優れています。

ソルボヨコアーチサポーター

立ち仕事などによるつま先の痛みに
横アーチの低下による中足骨痛や外
反母趾の予防に。中足部の横アーチ
をしっかりサポートして、中足骨へ
の負担や衝撃をやわらげます。フィ
ット感を重視したウール＆スパンデ
ックス生地を使用。

ソルボヨコアーチサポーター薄型
横アーチを補整し、つま先・外反母
趾の痛みをやわらげる
ソルボパッドが横アーチを形成し、
中足骨への負担や衝撃をやわらげ、
つま先・中足部・外反母趾の痛み、
だるさをやわらげます。
本体生地に薄型の遠赤外線糸を使用。
保温性に優れています。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63296 S 22.0 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 2,200 円＋税

63297 L 25.0 ～ 27.5cm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63413 S 22.5 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 1,800 円＋税

63414 L 25.0 ～ 27.0cm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63298 S 22.0 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 1,800 円＋税

63299 L 25.0 ～ 27.5cm

ソルボセインソルボセイン

ソルボセインソルボセイン

ソルボアーチウェッジヒールサポーター薄型

扁平足や O 脚が原因の足・膝・腰
の痛み、だるさなどをやわらげる
土踏まずを支えることで扁平足を予
防し、足指の機能を高め、疲れにく
くします。
また、ウェッジヒールパッドが O
脚を補整して靴の片べりを防ぎ、ひ
ざへの負担を軽くし、バランスの良
い姿勢に近づけます。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63288 S 22.0 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 3,800 円＋税

63289 L 25.0 ～ 27.5cm

ソルボかかとくん　サポータータイプ

かかとを守る薄型サポーター
生地は、薄く丈夫なウーリーナイロ
ン素材に抗菌・防臭加工して、いつ
も快適。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63043 S 22.0 ～ 24.5cm

ベージュ

１足 2,300 円＋税
63044 L 25.0 ～ 27.5cm

63041 S 22.0 ～ 24.5cm
片足 1,200 円＋税

63042 L 25.0 ～ 27.5cm

ソルボウェッジヒールサポーター

Ｏ脚・Ｘ脚を補整し、足・膝・腰の痛みに
Ｏ脚、Ｘ脚によるかかとの傾きを、
外・内側の厚さを変えたソルボウェ
ッジパッドがサポート。 
フィット感を重視したウール＆スパ
ンデックス生地を使用。

【ソルボパッド厚さ】 
内側：2mm、外側：8mm

ソルボウェッジヒールサポーター薄型

O 脚・X 脚を補整し、足・膝・腰の
痛みをやわらげる
ソルボパッドがかかとの衝撃をやわ
らげ、傾きを修正し、O 脚・X 脚に
よる足・膝・腰の痛み、だるさをや
わらげます。 
本体生地に薄型の遠赤外線糸を使
用。保温性に優れています。

【ソルボパッド厚さ】 
内側：2mm、外側：8mm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63415 S 22.5 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 3,200 円＋税

63416 L 25.0 ～ 27.0cm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63300 S 22.0 ～ 24.5cm
オフホワイト １足 3,200 円＋税

63301 L 25.0 ～ 27.5cm

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品
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フットケア・インソール

フットケア

インソール

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

ソルボかかとくん　ヒールロック

かかとの衝撃とブレを抑えて、足・
腰を守る
かかとのブレを抑えるヒールロック
機能も付いたサポーター。伸縮性に
優れ、通気性もよく、青森ひばエキ
スを使用し優れた抗菌防臭加工がほ
どこされています。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63112 S 22.0 ～ 24.5cm

ベージュ

１足 2,300 円＋税
63113 L 25.0 ～ 27.5cm

63110 S 22.0 ～ 24.5cm
片足 1,200 円＋税

63111 L 25.0 ～ 27.5cm

ソルボトゥクッション

足先の痛みにお悩みの方へ
横アーチの低下によるつま先足
裏・底マメの痛みを軽減。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 標準価格

63003 女性用フリー 22.0 ～ 25.0cm ベージュ 1,900 円＋税

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63092 S 22.5 ～ 24.5cm
オフホワイト

1 足 2,300 円＋税
63093 L 25.0 ～ 27.0cm

63095 S 22.5 ～ 24.5cm
ネイビー

63096 L 25.0 ～ 27.0cm

63001 S 22.5 ～ 24.5cm
オフホワイト

片足 1,200 円＋税
63002 L 25.0 ～ 27.0cm

63037 S 22.5 ～ 24.5cm
ネイビー

63038 L 25.0 ～ 27.0cm

ソルボヒールサポーター

スポーツ時の足首の保護と
かかとの痛みに
スポーツなどでかかとに痛みのある人
や、また、１日中立ち仕事をしている人
におすすめします。フィット感を重視し
　　　　　　たウール＆スパンデックス
　　　　　　生地を使用。

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセインソルボかかとくん　アーチサポート

かかとの衝撃をやわらげて、扁平足・
ハイアーチによる足・膝・腰のトラ
ブルに
扁平足・ハイアーチの方に歩行時の
負担を抑えるアーチサポート付き。
内側・外側のアーチを補整します。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

63137 S 22.0 ～ 24.5cm
ベージュ １足 2,300 円＋税

63138 L 25.0 ～ 27.5cm

ソフソール ジェルアーチ ソフソール ジェルヒールカップ

体重移動の原則に基づいた形状
になっています。

※重ね敷タイプ（インソール

　の上に重ねて装着）

歩行時に一番体重がかかるかか
とに注目したインソール。

※重ね敷タイプ（インソール

　の上に重ねて装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

18873 男性用
フリー

25.0 ～ 30.0cm
1 足 1,280 円＋税

18871 女性用 22.5 ～ 28.5cm

品番 サイズ 入数 標準価格

18695 男性用
フリー

25.0 ～ 30.0cm
1 足 1,280 円＋税

18691 女性用 22.5 ～ 28.5cm

インプラス インプラス

ソフソール ジェルヒールパッド

かかとにかかる衝撃を吸収
し、快適な歩みを促進。ビ
ジネスシューズ、パンプス、
スニーカーに。

※重ね敷タイプ（インソールの上に重ねて装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

18593 男女兼用 フリー 1 足 980 円＋税

ソフソール つま先パッド

●指のアーチを持ち上げ
　歩行を楽に 
●靴がきつくならない超
　薄型設計
●やわらかな Sof Gel が
　つま先の痛みと疲れ
　を緩和 
●パンプス、サンダル、　
　ミュールに最適

※重ね敷タイプ

　（インソールの上に重ねて装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

18921 女性用 フリー 2 組 680 円＋税

インプラス

インプラス
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フットケア

インソール

Finoaアーチアシスト Finoa

軽量・薄型のインソール
●アーチを確実にサポートするフ
　ォルム 
●深いヒールカップでバランスを
　維持 
●ドット状と独自のデザインでス
　リップを防止 
●厚さ約３mm 

品番 サイズ 色 入数 標準価格

68-32082
男性用

M 25.0 ～ 26.5cm
ブルー

1 足 1,980 円＋税
68-32083 L 27.0 ～ 28.5cm

68-33081
女性用

S 22.0 ～ 23.5cm
ピンク

68-33082 M 24.0 ～ 25.5cm

Finoa フラット

軽量薄型で足を衝撃から守る 
●衝撃を吸収するクッション素
　材を全面に使用したフラット
　タイプ
●軽量薄型でさまざまな靴にマ
　ッチ
●日常生活からスポーツまで幅
　広く対応

品番 サイズ 色 入数 標準価格

68-32152 成人用
フリー

24.0 ～ 27.0cm
ブラック 1 足 470 円＋税

68-32150 ジュニア用 16.0 ～ 23.5cm

Finoa

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

Finoa ヒールカップ

かかと用
●かかとに受ける衝撃を吸収
　し、アキレス腱への負担を
　軽減 
●フィット感のよいデザイン
　がかかとを快適にホールド 
●日常生活からスポーツまで
　幅広く対応

品番 サイズ 入数 標準価格

68-32132 男性用
フリー

25.0 ～ 28.5cm
1 足 900 円＋税

68-33132 女性用 ～ 24.5cm

Finoa ヒールパッド

かかと用
●かかとに受ける衝撃をしっか
　りサポート 
●フィット感のよいデザインが
　かかとを快適にホールド 
●日常生活からスポーツまで幅
　広く対応

品番 サイズ 入数 標準価格

68-32140 男女兼用 フリー 1 足 800 円＋税

Finoa Finoa

スタンダードヒールカップ プロヒールカップ
スポーツ用
かかとからの衝撃を吸収、分散。
格子状の形状が、衝撃を吸収し
関節への影響を回避します。か
かと部分のみのため、どのよう
なシューズにも合わせることが
できます。

品番 体重 入数 標準価格

971REGA ～ 79kg
1 足 1,600 円＋税

971LGA 79kg ～

品番 体重 入数 標準価格

970REGA ～ 79kg
1 足 1,600 円＋税

970LGA 79kg ～

ウォーキング用 
プレー中のかかとの痛みを和ら
げ、衝撃から保護する理想的な
ゴム製ヒールカップ 
●運動時にかかとが痛くなる方に 
●立ち仕事をしている方に

ミューラー ミューラー

Finoa アーチ＆ヒール

土踏まず・かかと用
●へたりの少ないジェルが最適
　なクッション性を長時間保持 
●フィット感のよいデザインが
　アーチからかかとまで快適に
　ホールド 
●日常生活からスポーツまで幅　
　広く対応

品番 サイズ 入数 標準価格

68-32130 男性用
フリー

25.0 ～ 27.0cm
1 足 1,000 円＋税

68-33130 女性用 ～ 24.5cm

ペダックコレクト

悪い歩行癖を日常の歩行から整
えるインソール
外側が高く内側が低い高低差構
造が、外側にかかった重心を内
側へと引き寄せます。足の疲れ
や、Ｏ脚・Ｘ脚の悪い歩行癖を
調整します。

品番 サイズ 入数 標準価格

298-039-1 M 22.5 ～ 24.5cm
1 足 1,200 円＋税

298-039-2 L 25.0 ～ 26.5cm

ドリーム

Finoa

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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フットケア・インソール

フットケア

インソール

ソフソール エアープラス インプラス

アーチ＆ヒール部に搭載された
エアー構造 SKYDEX® が、アーチ
の動きを安定させ正しい体重移
動に導きます。抜群のクッショ
ニングは多くのランナーから支
持されています。

※取替タイプ（シューズ

についているインソール

を外して装着）

蜂の巣状の GEO GELTM は、優
れたクッショニングで疲労を軽
減。呼吸をしているかのように
シューズ内の空気を循環させ、
ムレを防ぎ、長時間の立ち仕事
を快適にします。

※取替タイプ（シューズ

についているインソール

を外して装着）

中が平坦な底のシューズに最適。
アーチを支え快適な足裏の環境を
作ります。蜂の巣状の GEO GELTM

は、呼吸をしているかのように靴
内の空気の流れを良くし、優れた
クッショニングで疲労を軽減。今
使用しているシューズを
快適にします。
※重ね敷タイプ（インソ

ールの上に重ねて装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

17125

男性用

M 24.0 ～ 25.5cm

1 足 2,480 円＋税
17126 L 25.5 ～ 27.0cm

17127 XL 27.5 ～ 29.0cm

17121 女性用 M 23.0 ～ 24.5cm

品番 サイズ 入数 標準価格

27002 男性用
フリー

25.0 ～ 31.0cm
1 足 1,800 円＋税

27001 女性用 22.0 ～ 27.0cm

品番 サイズ 入数 標準価格

27004 男性用
フリー

25.0 ～ 31.0cm
1 足 1,500 円＋税

27003 女性用 22.0 ～ 27.0cm

ソフソール メモリー
体重や足への負荷を記憶する Sof 
RecallTM フォームが、シニアのひ
ざ関節に優しく対応。

※取替タイプ（シューズ

についているインソール

を外して装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

16125
男性用

M 25.0 ～ 26.5cm

1 足 1,280 円＋税16126 L 26.5 ～ 27.5cm

16121 女性用 フリー 23.0 ～ 24.5cm

インプラス

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

インプラス
インプラス

ソフソール 呼吸するジェルインソール
ソフソール 呼吸するジェルインソール ３/４サイズ

インプラス

品番 サイズ 入数 標準価格

11125

男性用

M 24.5 ～ 26.0cm

1 足 1,680 円＋税

11126 L 26.5 ～ 28.0cm

11127 XL 28.5 ～ 30.0cm

11121
女性用

M 23.0 ～ 24.5cm

11122 L 25.0 ～ 27.0cm

ソフソール シンフィットプラス
内部にゆとりのないシューズに対
応できる軽量・薄型設計。アーチ
レールでアーチを支えながら、前
足部へのスムーズな体重移動をサ
ポートします。

※取替タイプ

（シューズについている

インソールを外して装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

12385

男性用

M 24.0 ～ 25.5cm

1 足 1,980 円＋税
12386 L 25.5 ～ 27.0cm

12387 XL 27.0 ～ 28.5cm

12381 女性用 M 23.0 ～ 24.5cm

インプラスソフソール アーチ
すべての運動の基本となる足の
アーチを補強したモデル。
急激なストップ、ダッシュの多い
競技に最適。

※取替タイプ

（シューズについている

インソールを外して装着）

ソフソール オーソテックアーチサポート

アーチに搭載された硬質なアーチプレートが、アーチの不規則
な動きを一定で安定した動きに補正し、足底筋膜への負担を軽
減します。

※重ね敷タイプ（インソールの上に重ねて装着）

品番 サイズ 入数 標準価格

18751 男性用
フリー

25.0 ～ 31.0cm
1 足 1,980 円＋税

18752 女性用 22.0 ～ 27.0cm

インプラス

硬め
3 ／ 4
タイプ

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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フットケア

インソール

ソルボ疲労対策　ウェッジヒールタイプ

かかと衝撃＋Ｏ脚対策、靴の片ベリ
を緩和
かかとの衝撃を緩和するだけでなく、
かかと部の外側を厚くすることで、
体重が均等にかかる正しい歩き方に
導いていきます。 

【ソルボパッド厚さ】 
内側：2mm、外側：6mm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61086 S 22.0 ～ 24.0cm ベージュ

1 足 1,000 円＋税61087 M 24.5 ～ 26.0cm
ブラウン

61088 L 26.5 ～ 28.0cm

DSISソルボ外反母趾対策 フルインソールタイプ

女性に多い足指のトラブル、
外反母趾の悩みに
扁平になりがちな３つのアーチをし
っかり支え、足指の痛みをやわらげ
て、疲れにくくします。また姿勢よ
くキレイに歩くことができます。通
気性に優れた素材で１日中サラっと
快適です。
パンプスやブーツなど女性の靴に。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61499 2S 22.0 ～ 22.5cm

アイボリー 1 足 1,800 円＋税
61500 S 23.0 ～ 23.5cm

61501 M 24.0 ～ 24.5cm

61502 L 25.0 ～ 25.5cm

DSISソルボ外反母趾対策 ハーフインソールタイプ

足の曲がりを補整し、外反母趾でお
悩みの方に
親指や小指のつけ根が突起し触れる
と痛い外反母趾を、土踏まずをしっ
かりサポートすることで前足中央に
集中していた衝撃を分散し、痛みを
やわらげます。靴がきつくなりにく
いハーフタイプ。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61047 2S 22.0 ～ 23.0cm

ベージュ 1 足 1,300 円＋税61048 S 23.5 ～ 24.5cm

61049 M 25.0 ～ 26.0cm

足の機能を高めて、足のトラブルを軽減
足裏の「3 つのアーチ」をサポート
することで、足の動きを調節し、足
指がしっかり使え、スムーズな歩行
ができるフルインソールタイプです。
足にかかる圧力を分散することで、
足のトラブルを軽減し、緩和します。
ビジネス・ウォーキング・カジュア
ルシューズに。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61482 3S 22.0 ～ 22.5cm

ブラウン 1 足 1,600 円＋税

61483 2S 23.0 ～ 23.5cm

61484 S 24.0 ～ 24.5cm

61485 M 25.0 ～ 25.5cm

61486 L 26.0 ～ 26.5cm

61487 2L 27.0 ～ 27.5cm

足の障害を予防し、子供の足の健全
な発育を促進する
成長期の子供の足にかかる負担を、
衝撃吸収素材「ソルボ」と、3 つの
アーチサポート機能で軽減します。
体重移動をスムーズにして正しい歩
行をサポートします。

DSISソルボキッズ フルインソールタイプ

DSISソルボヘルシー フルインソールタイプ

品番 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61509 16.0cm

グレー 1 足 1,000 円＋税

61510 17.0cm
61511 18.0cm

61512 19.0cm

61513 20.0cm

61514 21.0cm

61515 22.0cm

61516 23.0cm

ソルボヒール
かかと・アキレス腱の痛み・だるさに。
かかと専用
歩行時、走行時のかかと衝撃（ヒー
ルストライク）を軽減します。
靴のかかと部にあわせるだけの簡単
装着なので、スポーツシューズから
カジュアル・ビジネスシューズまで
幅広くご使用できます。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61264 S 22.0 ～ 24.0cm

グレー 1 足 600 円＋税61265 M 24.5 ～ 26.5cm

61266 L 27.0 ～ 29.0cm

ソルボライト
複雑なステップ時にかかる足への負担
を軽減
優れた衝撃吸収力で足・膝・腰を守
り、あらゆるスポーツから日常生活
にも使用できます。また、ダッシュ・
ストップ・ジャンプ・ターンなどの
複雑なステップのときにかかるトル
ク（ねじれの力）から、足首、膝な
どを守ります。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61460 2S 22.0 ～ 23.0cm

ダークグレー 1 足
1,280 円＋税

61461 S 23.5 ～ 24.5cm

61462 M 25.0 ～ 26.0cm

61463 L 26.5 ～ 27.5cm

61464 2L 28.0 ～ 29.0cm 1,400 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

DSISソルボメディ　フルインソールタイプ

足部障害の回復補助に、医療分野で
高い評価
足・膝・腰の痛みなどの障害に、医
療現場で使用され、信頼を得ている
フルインソールです。全面に衝撃吸
収素材「ソルボ」を使い、３つのア
ーチサポートが足指の機能を高め、
足部障害の回復補助と再発を予防す
るメディカルインソールです。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61807 3S 22.0 ～ 22.5cm

グレー 1 足 1,800 円＋税

61808 2S 23.0 ～ 23.5cm

61809 S 24.0 ～ 24.5cm

61810 M 25.0 ～ 25.5cm

61811 L 26.0 ～ 26.5cm

61812 2L 27.0 ～ 27.5cm

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン



48

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付）

48

フットケア・インソール

フットケア

インソール

DSIS ソルボウォーキング

歩きやすく、疲れをやわらげる
厚手のクッション重視タイプ
フィット感と安定性が高まり、足や
ひざ・腰への負担を軽減します。ま
た、クッション性と速乾性に優れた
Ｗラッセル構造でサラッとしていて
快適な履き心地です。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61454 2S 22.0 ～ 23.0cm

ブルー 1 足
1,800 円＋税

61455 S 23.5 ～ 24.5cm

61456 M 25.0 ～ 26.0cm

61457 L 26.5 ～ 27.5cm

61458 2L 28.0 ～ 29.0cm 1,900 円＋税

ソルボエスキューブスケルトンゴルフ

飛距離・精度・スコア重視の
ゴルファーのために
本体は軽量・高弾性発泡ウレタン素材
を使用し、非常にへたりにくく耐久性
に優れています。表生地にはハードな
動きにも耐久性が認められた極細ポリ
エステル繊維のスエード調人工皮革を
採用。しなやかな質感で、通気性・耐
摩耗にも優れています。汗などでもベ
タつきが少なく快適な素材です。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61113 2S 22.0 ～ 23.0cm
グレー

×
スケルトン

レッド

1 足 3,800 円＋税
61114 S 23.5 ～ 24.5cm

61115 M 25.0 ～ 26.0cm

61116 L 26.5 ～ 27.5cm

61117 2L 28.0 ～ 29.0cm

DSISソルボウォーキングエアMEN'S
長時間のウォーキングに要求される
歩きやすさと快適性を徹底的に追求
DSIS の 3 つのアーチ機能によりか
かとを安定させ、「歩く」という動
作で大切な母趾への体重移動をスム
ーズにします。

DSISソルボウォーキングエアWOMEN'S

長時間のウォーキングに要求される
歩きやすさと快適性を徹底的に追求
DSIS の 3 つのアーチ機能によりか
かとを安定させ、「歩く」という動
作で大切な母趾への体重移動をスム
ーズにします。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61662 S 23.5 ～ 24.5cm

グレー 1 足 2,400 円＋税61663 M 25.0 ～ 26.0cm

61664 L 26.5 ～ 27.5cm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61644 2S 22.0 ～ 23.0cm

グレー 1 足 2,300 円＋税61645 S 23.5 ～ 24.5cm

61646 M 25.0 ～ 26.0cm

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61668 2S 22.0 ～ 23.0cm

レッド 1 足 2,300 円＋税61669 S 23.5 ～ 24.5cm

61670 M 25.0 ～ 26.0cm

DSISソルボランニングエアMEN'S

走りやすさと快適性を徹底的に追求
長時間のランニングでもずっと軽や
かに走りたい。そんなランニング愛
好家の願いにこたえる「軽量」「通
気性」「衝撃吸収」にこだわったラ
ンニング専用インソール。
毎日欠かさずランニングをされる方
におすすめします。

DSISソルボランニングエアWOMEN'S
走りやすさと快適性を徹底的に追求
長時間のランニングでもずっと軽や
かに走りたい。そんなランニング愛
好家の願いにこたえる「軽量」「通
気性」「衝撃吸収」にこだわったラ
ンニング専用インソール。
毎日欠かさずランニングをされる方
におすすめします。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61665 S 23.5 ～ 24.5cm

レッド 1 足 2,400 円＋税61666 M 25.0 ～ 26.0cm

61667 L 26.5 ～ 27.5cm

DSIS ソルボバスケット

瞬発力・跳躍時バランスアップ、
バレーボール専用
３つのアーチがカカトを安定させ、
足指をしっかり使えるようになるこ
とで、強い衝撃を受けるジャンプの
着地時やステップ時に起こりやすい
足関節の捻挫、膝裏の痛みなどのケ
ガから身体を守り、優れた動きとパ
フォーマンスを実現します。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61820 2S 22.0 ～ 23.0cm

パープル 1 足
2,000 円＋税

61821 S 23.5 ～ 24.5cm

61822 M 25.0 ～ 26.0cm

61823 L 26.5 ～ 27.5cm

61824 2L 28.0 ～ 29.0cm 2,100 円＋税

運動能力をアップ。シャープな動き
を可能にしたバスケット専用
バスケット特有の衝撃の強いジャン
プ着地時や、ストップ時に起こりや
すい、足関節の捻挫や膝裏の痛みを
軽減します。
足の動きやバランスが良くなり、ケ
ガが減少するなど、バスケットボー
ル特有の障害に対し、高い効果が期
待できます。

品番 サイズ 靴のサイズ 色 入数 標準価格

61397 2S 22.0 ～ 23.0cm

グレー 1 足

1,800 円＋税
61398 S 23.5 ～ 24.5cm

61399 M 25.0 ～ 26.0cm

61400 L 26.5 ～ 27.5cm

61401 2L 28.0 ～ 29.0cm
1,900 円＋税

61402 3L 29.5 ～ 31.0cm

DSIS ソルボバレーボール

※ 2L サイズはお取寄せ（約 1 週間）となります。

※

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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フットケア

インソール

DSIS ２軸アーチパッド

土ふまず部分に使用する。
内側アーチと横アーチをもつパッド。
踵接地後に、小趾方向への重心移動
をしやすくします。

DSIS ３軸アーチパッド
土ふまず部分に使用する。
内側アーチ、外側アーチ、横アーチ
を持つパッド。踵接地後に、母趾方
向への重心移動をしやすくします。

品番 サイズ 靴のサイズ 入数 標準価格

65455 2S 22.0 ～ 23.0cm

5 ペア

3,600 円＋税
65456 S 23.5 ～ 24.5cm

65457 M 25.0 ～ 26.0cm 4,000 円＋税
65458 L 26.5 ～ 27.5cm 4,400 円＋税
65459 2L 28.0 ～ 29.0cm 4,800 円＋税

品番 サイズ 靴のサイズ 入数 標準価格

65465 3S 20.0 ～ 21.5cm

5 ペア

3,600 円＋税65460 2S 22.0 ～ 23.0cm

65461 S 23.5 ～ 24.5cm

65462 M 25.0 ～ 26.0cm 4,000 円＋税
65463 L 26.5 ～ 27.5cm 4,400 円＋税
65464 2L 28.0 ～ 29.0cm 4,800 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65014 フリー 120 × 26 ×高 3mm 10 個 3,200 円＋税
品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65021 フリー 66 × 33 ×高 3.2mm 10 個 1,600 円＋税

DSIS 前足ウェッジパッド DSIS LTW パッド

前足部に使用する。
歩く時、特に蹴りやすくしたり（蹴
り足）、蹴りにくくしたり（止め足）
するためのパッド。 
左右兼用

いろいろな微調整を目的として使用
します。内側・外側・横アーチ部に。
３軸、２軸アーチパッドの高さ調整
にも使用できます。 
左右兼用

DSIS R ウェッジパッド

かかと部の外側・内側に使用する。
スムーズな重心移動を可能にするた
めのパッド。 
左右兼用

DSIS ヒールウェッジパッド

かかと部に使用する。
踵を安定させ、スムーズな重心移動
を可能にします。 
左右兼用

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65015 S3 長さ 75 ×高さ 3mm

10 個

2,600 円＋税
65016 M3 長さ 95 ×高さ 3mm 3,200 円＋税
65017 L3 長さ 115 ×高さ 3mm 3,800 円＋税
65018 S5 長さ 75 ×高さ 5mm 2,600 円＋税
65019 M5 長さ 95 ×高さ 5mm 3,200 円＋税
65020 L5 長さ 115 ×高さ 5mm 3,800 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65106 S3 64 × 64 ×高さ 3mm

10 個 3,200 円＋税

65108 M3 67 × 67 ×高さ 3mm

65110 L3 70 × 70 ×高さ 3mm

65107 S5 64 × 64 ×高さ 5mm

65109 M5 67 × 67 ×高さ 5mm

65111 L5 70 × 70 ×高さ 5mm

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品
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フットケア・インソール

フットケア

インソール

動きから見る足底挿板療法＜入門編＞

DSIS ソルボ解説 DVD（50 分）
【内容】 
●足・脚の構造と動き 
●静的評価 
　足底の状況を観察する 
　靴の変形から歩行のくせを観察する 
　フットプリントの作成 
●動的評価 
　歩行周期の解説 
　歩行を観察する 
● DSIS パッドの使用 
●インソールの作成手順

ベースカップインソール

ベースボール、サッカーなどスパイ
ク用及びウォーキング、カジュアル
シューズに 
厚さ：3 ｍｍ

品番 サイズ 靴のサイズ 入数 標準価格

61288 2S 22.5 ～ 24.0cm

1 足 1,100 円＋税
61289 S 24.5 ～ 25.5cm

61290 M 26.0 ～ 27.0cm

61291 L 27.5 ～ 29.0cm

品番 規格 標準価格

69001 50 分（DVD） 8,000 円＋税

Ｄ - 横軸アーチパッド

横軸アーチの支持パッドとして使用
します。

Ｄ - 縦軸アーチパッド
内、外側縦軸アーチパッドの支持パ
ッドとして使用します。

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65425 S 縦 40 ×横 28 ×高さ 5mm

10 個

1,200 円＋税
65426 M 縦 55 ×横 37 ×高さ 6mm 1,400 円＋税
65427 L 縦 65 ×横 45 ×高さ 7mm 1,800 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65421 SS 縦 80 ×横 40 ×高さ 6.5mm

10 個

2,400 円＋税
65422 S 縦 90 ×横 50 ×高さ 8mm 2,800 円＋税
65423 M 縦 100 ×横 60 ×高さ 10mm 3,600 円＋税
65424 L 縦 110 ×横 70 ×高さ 12mm 4,600 円＋税

Ｄ - Ｒウェッジパッド

踵骨後足の内側・外側ウェッジとし
て使用します。 
左右兼用

ウェッジシート（生地付き）

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

65428 S5 長さ 90 ×高さ 5mm

10 個

2,600 円＋税
65429 M5 長さ 110 ×高さ 5mm 2,800 円＋税
65430 L5 長さ 130 ×高さ 5mm 3,400 円＋税
65431 S8 長さ 90 ×高さ 8mm 2,600 円＋税
65432 M8 長さ 110 ×高さ 8mm 2,800 円＋税
65433 L8 長さ 130 ×高さ 8mm 3,400 円＋税

品番 サイズ 規格 標準価格

60147 ＃ 4 縦 300 ×横 130 ×補高約 7.5mm

1,800 円＋税60148 ＃ 6 縦 300 ×横 130 ×補高約 9.0mm

60149 ＃ 8 縦 300 ×横 130 ×補高約 11.5mm

下肢のアライメント矯正用として内
側・外側・後ろ側ウェッジ、前足ウ
ェッジなどの形に切って使用します。

ソルボフルインソール

すべての足のトラブルに使用できる
基本パーツ。
厚めでやわらかいタイプ。
術後のリハビリに適しています。 
厚さ：中足 4mm　/　かかと 8mm

ソルボヒールパッド

かかと専用踵骨痛、アキレス腱痛に
厚めでやわらかいタイプで術後のリ
ハビリに最適です。また、馬蹄形に
カットして踵骨棘部の保護パッドと
しても使用できます。　 
厚さ：8mm

品番 サイズ 靴のサイズ 入数 標準価格

61174 S 22.0 ～ 23.5cm

1 足 1,500 円＋税61175 M 24.0 ～ 25.5cm

61176 L 26.0 ～ 27.5cm

品番 サイズ 靴のサイズ 入数 標準価格

61177 S 22.0 ～ 23.5cm

1 足 700 円＋税61178 M 24.0 ～ 25.5cm

61179 L 26.0 ～ 27.5cm

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

ソルボセイン

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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サポーター

サポーター

手首・指先・肘

サポーターには、ラップタイプ・スリーブタイプの２種類があります。

ラップタイプ
フルオープンになる巻きつけ型
のサポーター。着脱が簡単です。

ラップタイプ（巻きつけ型）

スリーブタイプ
履き上げ型のサポーター。
密着した装着が可能です。

ニオイの原因菌を制御・除去
する抗菌テクノロジー加工の
製品です。

有害物質やアレルギーを起こ
す成分を使用しておらず肌に
安心な製品です。

スリーブタイプ
（履き上げタイプ）

スーパープロ リストラップ/ジュニアリストラップ

●手首全体を８の字型に調節
　サポート 
●手首障害の予防と再発防止
　に 
ミドルサポート

スーパープロ リストラップライト

●快適バンド型サポート 
●着脱も簡単 
●手首障害の予防と保護に 
ソフトサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20158 フリー ～ 23cm
ブラック 1,500 円＋税

68-23104 ジュニアフリー ～ 16cm

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20168 フリー ～ 23cm ブラック 1,300 円＋税

ラップ
タイプ

リストラップ

ジュニア
リストラップ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

アジャスタブル リストサポートＪＰプラス
●親指を支点としたスパイラル
　（らせん状）サポート 
●固定力が調整可能 
●通気性素材採用
●ケガの再発予防に

PRO

PRO

ミューラー

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

57138 S ～ M 12 ～ 20cm
ブラック 1,900 円＋税

57139 L ～ XL 20 ～ 30cm

お取寄せ商品

ラップ
タイプ

Ｈｇ８０プレミアム・リストブレイス

●軽量で通気性抜群
●両サイドに３本ずつ内蔵したメタルスプリ
　ングが手首と甲をつなぎ屈曲を制限
●ニオイの原因菌を制御する
　イージスマイクローブシールド加工
●お好みで調節可能な伸縮ストラップ
●左右兼用

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

59718 S ～ M 15 ～ 20cm
ブラック 3,000 円＋税

59719 L ～ XL 20 ～ 22cm

ミューラー

お取寄せ商品 メタルスプリング

ソルボＤｏリストサポーター

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

63506 S 左
12 ～ 14cm

ブラック 3,800 円＋税

63507 S 右

63508 M 左
14 ～ 16cm

63509 M 右

63510 L 左
16 ～ 18cm

63511 L 右

手首の動きを妨げずに
サポート・固定
血行を妨げずに、優しく圧迫し
ながら背屈・掌屈などの運動制
限が加えられる手首対策サポー
ター。拇指のフック形状により、
拇指可動制限ができ、橈側手根
屈筋腱などのトラブルに対応し
ております。

ラップ
タイプ

ソルボセイン

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

ＣＭ＋（シーエムプラス）

CM 関節周囲をピンポイントサポート 
●クロスベルトの中央部は面ファスナ
　ーで調節可能 
●母指付け根部分にパッドを内蔵し、
　患部を保護します 
●親指にかけてから装着できるので片
　手で簡単につけられ便利です

MPサポーター ダイヤ工業

ダイヤ工業 ダイヤ工業

ダイヤ工業

ダイヤ工業

●テーピングと同様に無理のない
　運動制限をします 
●症状に合わせて装着方法が変え
　られます
●一人で簡単に着脱が可能です

MPスタビライザー

母指の反り返り制限にクロスベル
トとステーで母指をガード 
●調節自在なクロスベルトでＭＰ
　関節をホールド 
●母指に沿うステーで固定力アッ
　プ、取り外しも可能

品番 サイズ 色 標準価格

000-3050 フリー グレー 990 円＋税

ｂｏｎｂｏｎｅオープン サム フラット

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-1241 左フリー
13 ～ 21cm ブラック 2,500 円＋税

000-1240 右フリー

かぐや姫

●薄くて軽く装着カンタンな軽度
　用の親指サポーター
●二重構造で MP 関節をピンポイ
　ントに圧迫＆制限 
●固い素材を一切使用していない
　ので、赤ちゃんを抱いても安心
　
　

品番 サイズ 親指周囲 手首周囲 色 標準価格

000-4134 S 5 ～ 6cm 13 ～ 15cm

ベージュ 960 円＋税000-4133 M 5.5 ～ 6.5cm 14.5 ～ 16.5cm

000-4132 L 6 ～ 7cm 16 ～ 18cm 品番 サイズ 親指周囲 手首周囲 色 標準価格

000-1234 S 6 ～ 7.5cm 13 ～ 16cm

ベージュ

2,100 円＋税

000-1233 M 7.5 ～ 9.5cm 15 ～ 18cm

000-1232 L 9.5 ～ 11.5cm 17 ～ 20cm

000-1239 S 6 ～ 7.5cm 13 ～ 16cm

ブラック000-1238 M 7.5 ～ 9.5cm 15 ～ 18cm

000-1237 L 9.5 ～ 11.5cm 17 ～ 20cm

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

スリーブ
タイプ

●ワンタッチかぐや姫の後継商品
●手首をカバーする面ファスナー脱着式のベルト付きなので手首を
　サポートしたい方におすすめ
●完全無縫製、装着方法によって屈曲・伸展
　の制限が調節できます
●制限力の調節や親指以外へのアレンジ
　が可能

品番 ( 左 ) 品番 ( 右 ) サイズ 親指周囲 手首周囲 色 標準価格

000-4214 000-4204 S 5 ～ 6cm 13 ～ 16cm

ベージュ 2,000 円＋税000-4213 000-4203 M 5.5 ～ 7cm 15 ～ 18cm

000-4212 000-4202 L 6 ～ 7.5cm 17 ～ 20cm

ラップ
タイプ

A・リストガード ダイヤ工業

●細身のアルミステーを採用している
　ので、手の形状や固定したい場所に
　合わせて簡単に形が変えられます 
●ギプス固定からの煩わしさを短縮
　( ギプス固定に代わるものではあり
　ません）

ア

ディフェンス

品番 サイズ 手首周囲 甲周囲 色 標準価格

000-3683 左フリー
13 ～ 19cm 17 ～ 22cm ブラック 2,900 円＋税

000-3682 右フリー

D-FENS・サム ダイヤ工業

親指専用の固定サポーター
●アルミステーを採用 
　自由に曲げることで、角度調整
　ができます 
●メッシュ素材を使用しているの
　で通気性に優れています

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-1220 フリー 12 ～ 22cm ブラック 1,800 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

S：12.9cm
M：13.5cm
L：13.5cm

肌面にプリントをす
ることでグリップ力
が高く、フィット感
が良くなりました。

全面樹脂プリント

S：18cm　M：19cm　L：22cm

第一関節の
一番太い部分

第一関節の
一番太い部分

親指の
付け根周囲
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サポーター

ファシリエイドサポーター手くび 日本シグマックス
ファシリエイドサポーター母指 日本シグマックス

スーパープロ リストラップサポート PRO

フィッテッド リストブレイスＪＰプラス ミューラーサムスタビライザー JP プラス ミューラー

●手のひら側と甲側にアルミ製の
　ステーを配置し、手関節を固定、
　良肢位保持
●ステーは両側とも取り外し可能
　なため、ステーを入れ替えるこ
　とで左右兼用に
●片手で簡単に装着可能
●製品を丸ごと洗濯可能

母指の固定、可動域の制限により
患部を安静保持、サポート
●芯材には樹脂ステーを使用し、
　母指周りに内蔵
●固定力の調節が可能
●製品を丸ごと洗濯可能
●片手で簡単装着
●左右兼用

●手首全体を圧迫し、手軽に　　
　サポート 
●快適バンド型サポーター 
ミドルサポート

●強い固定力とフィット感を両立
●手根管症候群の方にもおすすめ
　です 
●手のひらのカーブに沿ってフィ
　ットする軽量プラスチックスプ
　ーンは、手首を安定した角度に
　維持 
●手の甲側の S 字型
　プラスチックス
　テーは手首をし
　かり固定

●痛めた親指をがっちりサポ
　ート、日常生活での二次障
　害予防にも 
●親指の山側に内蔵された２
　つの S 字型プラスチック
　ステーが指をガードし、反
　り返りを保護
●固定力を調整する非伸縮ス
　トラップ 
●通気性に優れたメッシュ
　素材

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55277 フリー 14 ～ 26cm ブラック 3,500 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20187 フリー ～ 30cm ブラック 1.200 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

303301 S 16 ～ 18cm

ブラック 2,500 円＋税303302 M 18 ～ 20cm

303303 L 20 ～ 22cm

品番 サイズ 手首周径 母指周径 色 標準価格

303401 S 12.5 ～ 14.5cm 5 ～ 6cm

ブラック 2,000 円＋税303402 M 14.5 ～ 16.5cm 5.5 ～ 6.5cm

303403 L 16.5 ～ 19cm 6 ～ 7.5cm

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55038 左
S ～ M 12 ～ 20cm

ブラック 2,800 円＋税
55028 右

55039 左
L ～ XL 20 ～ 25cm

55029 右

お取寄せ商品
お取寄せ商品

お取寄せ商品

ソルボセイン

ラップ
タイプ

ソルボフィットバンド手首用
バンドは肌に優しいフエルト布地

（またはタオル地）とフレキシブル
な中芯を一つにした２層構造。
圧迫部にソルボパッドを使用してい
るので、違和感も少なくどんな動き
にもフィット。誰でも簡単に安静固
定できます。 
橈骨と尺骨の内側に装着した
ソルボパッドが確実な安静
固定を実現。

品番 サイズ 標準価格

63065 フリー 1,300 円＋税

トリガー・D-FENS ダイヤ工業

第 2 指～第 5 指用固定サポーター
●症状に合わせて手のひら側、手の
　甲側に装着できます
●薄さ 0.4mm の通気性のある薄い
　生地を採用 
●アルミステーで軽度屈曲位を保ち
　指を無理なく固定します 
●ベージュ色なので外出時にも目立
　ちません
 

品番 サイズ 指先～手首の長さ 手首周囲 色 標準価格

000-1244 S 13 ～ 17cm 12 ～ 18cm
ベージュ 1,500 円＋税

000-1243 M 16 ～ 20cm 14 ～ 20cm

ディフェンス

ラップ
タイプ

プロ７０１ ユニバーサルリストサポート

伸縮ストラップとリストバンド型
の形状で手首をしっかりサポー
ト。
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-21701 フリー ～ 20cm ブラック 2,300 円＋税

PRO

お取寄せ商品

お取寄せ商品

スリーブ
タイプ

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

アジャスタブル エルボーサポート ミューラー

ソルボセイン

ミューラーエルボーサポート JP プラス

●ひじ全体をしっかり固定
●対向する２本のストラップで
　固定力の調整が可能 
●装着が簡単なスリップオンデ
　ザイン 
●通気性素材 Hydramesh 採用 
●ケガの再発予防に

●６本の伸縮ストラップが多
　方向から肘関節を固定 
●ナイロンスリーブ内蔵で、
　スムーズに装着できます
●スリップオンデザイン 
●ケガの再発予防に

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

63197 S 21 ～ 24cm

ブラック 2,800 円＋税63198 M 24 ～ 27cm

63199 L 27 ～ 30cm

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

53057 フリー 17 ～ 35cm ブラック 2,500 円＋税

ソルボ Do エルボーバンド
テニス肘・ゴルフ肘・投球肘
などのトラブルを軽減

●前腕伸筋屈筋を押さえるの
　で、手首からの衝撃を分散
　し、内外上顆を同時にサポ
　ート
●ベルト式で装着が簡単、使
　用中の違和感も少なく手軽
　に痛みの対策ができます

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ミューラー

ソルボセイン

テニスエルボーサポートウィズジェルパッド JPプラス

●ジェルパッドを内蔵し、ピン
　ポイントで患部に圧迫を加
　えます 
●腕に力を入れた状態で、前
　腕部にストラップを締めつ
　け装着します 
●ジェルパッドが患部の動き
　を止め痛みを軽減します

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55208 S ～ M 15 ～ 25cm
ブラック 2,800 円＋税

55209 L ～ XL 25 ～ 35cm

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

57548 S ～ M 15 ～ 28cm
ブラック 2,800 円＋税

58549 L ～ XL 28 ～ 40cm

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ソルボフィットバンドテニス肘用

前腕部の中枢の筋肉を包むようにソ
ルボパッドを装着。手関節伸長筋群
の緊張によっておこる外側上顆部へ
の牽引力を抑え、症部を確実に保護
します。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

63066 M 20 ～ 26cm 1,400 円＋税
63067 L 26 ～ 34cm 1,500 円＋税

ユビット

近位指節間（PIP）関節と、遠
位指節間（DIP）関節の固定に 
●伸縮素材使用のため一定の
　圧迫感でサポートできる
　（RICE 療法の C< 圧迫 >）
●シップを固定する装具とし
　ても使用可能 
●術後用サポーターとして使
　用可能
●成形ステー入り

ダイヤ工業

品番 
（ホワイト）

品番 
（ベージュ）

品番 
（ブラック）サイズ 規格 標準価格

000-3045 000-3035 000-3039 SS 3 × 8cm 500 円＋税

000-3044 000-3034 000-3038 S 4 × 8cm 550 円＋税

000-3043 000-3033 000-3037 M 5 × 8cm 600 円＋税

000-3042 000-3032 000-3036 L 7 × 8cm 700 円＋税

ラップ
タイプ

スーパープロ エルボーラップライト

●圧迫と保温が手軽に実現 
●簡単装着で調節も自由 
●ひじの保護に 
ソフトサポート

PRO

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20166 フリー 20 ～ 31cm ブラック 1,700 円＋税

ラップ
タイプ

スーパープロ エルボーラップサポート PRO

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20188 フリー 20 ～ 31cm ブラック 1,900 円＋税

●ひじ全体を伸縮素材で、サ
　ポート 
●ラップ式なので固定力が調　
　節可能 
ミドルサポート

ラップ
タイプ

お取寄せ商品
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サポータースーパープロ ニーラップ/ジュニアニーラップスーパープロ ショートニーラップ

●４本の伸縮ストラップで強力
　ダブルサポート 
●しっかり固定で着脱も簡単 
●ひざ障害の予防と保護に 
●固定力調節が自在なラップ
ミドルサポート

●ひざ窓あきでお皿の軌道を
　安定し屈伸をスムーズに 
●ショートタイプで動きを妨げ
　ずにひざ回りをサポート 
●２本のストラップで２重サポ
　ート、ズレやたるみを防止 
●ジュニアや女性まで違和感な
　く使用できます 
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20155 フリー 34 ～ 51cm
ブラック

2,700 円＋税

68-23101 ジュニアフリー 20 ～ 33cm 2,300 円＋税

ひざ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20154 フリー 35 ～ 47cm ブラック 1,700 円＋税

スーパープロ ニーラップサポート

●着脱が簡単なラップタイプ 
●ひざ障害の予防と保護に 
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20180 フリー ～ 51cm ブラック 2,700 円＋税

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

PRO

PRO

PRO

High performance エルボー

フィット性の高い弓なり形状
で高反発パッドが肘を圧迫
●弓なり形状と高品質な薄手
　の素材がフィット性を高め
　ます
●高反発パッドが肘への衝撃
　を吸収・発散します
●パッドは取り外しが可能
　全長：40cm ／幅：2.5cm

テニスエルボー 207

手関節伸筋群の周囲圧迫
●パッドがしっかり圧着
●洗濯時には、パッドが取り外せ
　ます 
●片方締めで、装着時に皮膚を巻
　き込みにくい構造です 
●全体的に薄い素材を使用して
　います　 
●肌にやさしいタオル地
全長：40cm ／幅：4.5cm

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-2071
フリー 20 ～ 30cm

ブルー
1,000 円＋税

000-2072 ピンク

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-9581 フリー 20 ～ 30cm ブラック 1,400 円＋税

ダイヤ工業 ダイヤ工業

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

スーパープロ ニーラップライト PRO

●圧迫と保温が手軽に実現 
●簡単装着で調節も自由 
●ひざの保護に 
ソフトサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20165 フリー 30 ～ 47cm ブラック 2,000 円＋税

ラップ
タイプ

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

着地した時の膝のぐらつきを抑える
大腿四頭筋を補助し、膝関節を安定させま
す。従来の人工筋肉テーピング法を活用。

こんな方におすすめ 
〇歩行時に膝の痛みや不安を感じる方に
○初期の変形性関節症の方に

膝上全長 /LL：51cm、フリー：42cm　 

膝下全長 /LL：50cm、フリー：40cm

丈／ 23cm

品番
（ベージュ）

品番
（ブラック）

サイズ 適用範囲 標準価格

000-4072 000-4074 フリー 膝上、膝下とも 30 ～ 45cm
4,700 円＋税

000-4071 000-4073 LL 膝上、膝下とも 40 ～ 58cm

ファンクションニー OA

３本の伸縮ベルトで大腿四頭筋をサポート
金属や硬質プラスチックを一切使用せず、膝周囲の筋肉・靱帯
に対して的確なコンプレッションがかけられているサポーター
です。

こんな方におすすめ 
○慢性的な変形性関節症の痛みのある方
〇片足に体重をかけた時に膝折れしてしまう方

全長 /LL：52cm、フリー：42cm、丈 /23cm

品番
（ベージュ）

品番 
（グレー）

品番 
（ブラック）

サイズ 適用範囲 標準価格

000-7942 000-7947 000-7944 フリー 膝上、膝下とも 35 ～ 45cm
4,000 円＋税

000-7941 000-7946 000-7943 LL 膝上、膝下とも 40 ～ 58cm

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ウォークアップニー ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ミューラーアジャスタブル ニーサポート JP プラス

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

58318 S ～ M 30 ～ 42cm
ブラック 3,500 円＋税

55319 L ～ XL 42 ～ 53cm

●フィット感を高める８本の
　伸縮ストラップ
●ひざの障害再発予防に 
●ひざ関節の固定力を高める
　二層構造 
●ストレスフリーのひざ裏オー
　プンタイプ

M.ACLest（マクレスト）

動きを妨げない抜群のニーイン制御力は前十字靭帯、半月板損傷の方に
●両サイドには樹脂ステーを２本ずつ内蔵。スポーツ時の激しい動き
　にもしっかりと対応、サポートしてくれます
●膝蓋骨下部にＸ構造のフロントガードを採用
　脛骨の前方引き出しをロックします
●膝外反を抑えるスパイラルベルト
●膝内側に内蔵の樹脂プレートでニーインを制限

品番 サイズ 膝上 10cm 周囲 下腿最大位 標準価格

000-4069 左
S 32 ～ 42cm 30 ～ 34cm

7,800 円＋税

000-4064 右

000-4068 左
M 40 ～ 50cm 35 ～ 40cm

000-4063 右

000-4067 左
L 48 ～ 58cm 41 ～ 47cm

000-4062 右

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ダイヤ工業

ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ミューラーオープンパテラ ニーサポート JP プラス

●３本のストラップでしっかり固定 
●通気性素材採用で快適な使用感
● U 字型パッドがひざ裏ストラッ
　プと連動し、膝蓋骨を正しい位
　置におさめます

ラップ
タイプ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

57028 S ～ M 30 ～ 42cm
ブラック 3,400 円＋税

57029 L ～ XL 42 ～ 53cm

ミューラー

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55678 S ～ M 25 ～ 40cm
ブラック 2,500 円＋税

55679 L ～ XL 40 ～ 55cm

コンパクト ニーサポート JP プラス

●ひざの捻挫や使い過ぎによる損
　傷、関節炎に 
●上下２本の対向ストラップで、
　固定力を自由に調整できます 
●丈の短い設計は、ひざの屈伸を
　さまたげません 
●保温効果と快適な圧迫が可能な
　ネオプレーンゴム採用

ラップ
タイプ

ベージュ

ブラック グレー

脛骨の前方引き出しを
ロックするフロントガード

膝外反を抑える
スパイラルベルト

バックオープンの巻き
付けタイプなので、利
用者に応じて下腿の微
調整ができ、フィット
感に富んでいます。
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サポーター

Hg80プレミアム・ヒンジドニーブレイス

●軽量で速乾性のボディ
●前十字靭帯に対応した強い固定力
●引き上げ構造の２本のストラップで固
　定力を調整可能
●軽量アルミ３軸ヒンジで、強い固定性
　と自然なひざの動きを可能にします
●膝蓋骨下部を支える U 字型ジェルパ
　ッドが左右のブレを
　防ぎます

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55731 S 30 ～ 35cm

ブラック 8,500 円＋税
55732 M 35 ～ 40cm

55733 L 40 ～ 45cm

55734 XL 45 ～ 50cm

スリーブ
タイプ

ミューラー

薄型膝裏クロスＸＧ

Hg80プレミアム・ニースタビライザー

屈曲制限を実現し、膝のあらゆるト
ラブルをしっかりサポート
●クロスした補助ベルトが膝裏から
　サポート
●パッドによりベルトでの局所的な
　圧迫を防ぎ、屈曲
　制限を補助します

●軽量で速乾性のボディ
●動きやすいスリムなボディ設計
●両サイドの 2 本のスチールスプリングが、ひざのねじれを抑える
●膝蓋骨下部を支える U 字型ジェルパッドが左右のブレを防ぎます
●内側の滑り止め機能で、汗をかいてもズレません
●吸湿速乾素材 HydraCinn が汗による重量の増加を
　制御します
●ニオイの原因菌を制御するイージスマイクローブ
　シールド加工

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-1502 フリー 35 ～ 45cm
ベージュ 3,000 円＋税

000-1501 LL 42 ～ 60cm

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55751 S 30 ～ 35cm

ブラック 5,500 円＋税
55752 M 35 ～ 40cm

55753 L 40 ～ 45cm

55754 XL 45 ～ 50cm

膝裏メッシュの通気性重視タイプ
両サイドにコイルバネを内蔵。装着
時に仮止め面ファスナーで装着がし
やすく、しっかりとベルトを引っ張
れます。

全長 /LL：52cm、フリー：42cm

丈 /21.5cm　膝裏丈 /13.5cm

ニーラップサマー 200
薄くてズレにくいソフトタイプ
両サイドに２本ずつコイルバネを内蔵。
階段の上り下り等でも膝への負担をサ
ポートします。
全長  /  LL：45cm、

　　　フリー：39cm

丈 /21cm　膝裏丈 /13cm

品番
（ホワイト）

品番
（ベージュ）

品番
（ブラック）

サイズ 適用範囲 標準価格

000-2004 000-2009 000-2029 左フリー
29 ～ 47cm 3,000 円＋税

000-2002 000-2008 000-2027 右フリー

000-2003 000-2007 000-2028 左 LL
38 ～ 53cm 3,300 円＋税

000-2001 000-2006 000-2026 右 LL

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55741 S 30 ～ 35cm

ブラック 7,500 円＋税
55742 M 35 ～ 40cm

55743 L 40 ～ 45cm

55744 XL 45 ～ 50cm

●軽量で速乾性のボディ
●前十字靭帯に対応した強い固定力
●両サイドの 4 本のスチールスプリン
　グが、ひざのねじれを抑える
●引き上げ構造の２本のストラップで
　固定力を調整可能
●膝蓋骨下部を支える U 字型ジェル
　パッドが左右の
　ブレを防ぎます

ラップ
タイプ

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

ラップ
タイプ

ダイヤ工業

Hg80プレミアム・ニーブレイス ミューラー

アルファニーサポート ダイヤ工業

ミューラー

ダイヤ工業

ラップ
タイプ

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

000-2019 フリー 35 ～ 50cm
3,800 円＋税

000-2018 LL 40 ～ 60cm

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

セルフアジャスティング ニースタビライザー

●両サイドのスプリングとクリス・クロ
　スストラップが、ひざのグラつきを強
　力にサポート 
●膝蓋骨の移動による問題にお悩みの
　方に

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55427 フリー 35 ～ 50cm ブラック 4,900 円＋税

ラップ
タイプ

ミューラー

両サイドの
２本のスチール
スプリング

U 字型ジェルパッド

ベージュ ブラックホワイト

バツグン
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サポーター

サポーター

軽度膝ＯＡなどの膝関節疾患に、簡便に装着できるサポーター
●着脱のしやすい、フロントオープン形状
●装着時に指を引っ掛ける穴があるので、つかみやすく着脱しや
　すい形状
●膝裏の素材に、軽量で通気性の良いダブル
　ラッセルを採用
●アクティブ樹脂ステー内蔵で、カーリングや
　ねじれ・ズレを防ぎ、フィット性を向上

ファシリエイドサポーター膝ショート

ラップ
タイプ

日本シグマックス

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

302401 S 34 ～ 38cm

ブラック 2,000 円＋税
302402 M 38 ～ 44cm

302403 L 44 ～ 50cm

302404 LL 50 ～ 56cm

お取寄せ商品

プロ 180-W ユニバーサルラップアラウンド

●両サイドのメディカルスプリング
　が膝左右の靱帯を保護 
●３カ所のラッピングと２本のスト
　ラップで固定力が調節可能 
●固定力調節が自在なラップタイプ 
● 360°どの位置からでも膝蓋骨が
　固定できるホースシューパッド 
ハードサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-21130 フリー 31 ～ 43cm ブラック 4,200 円＋税

ラップ
タイプ

PRO

お取寄せ商品

ラインアップサポーターひざ一般用 ラインアップサポーターひざスポーツ用

ウォーキングや日常生
活での慢性的なひざの
痛みに。
坂道や階段の上り下り
などで起こる日常生活
での悩みにおすすめ。

スポーツ時、動揺から
膝を守る。
圧迫力に強弱の差があ
る特殊編製法を採用
し、筋肉や靭帯を効率
よくサポート。

品番 サイズ 適用範囲 丈 標準価格

108-8304 S 28 ～ 34cm

30cm 1,600 円＋税
108-8303 M 32 ～ 38cm

108-8302 L 36 ～ 42cm

108-8301 LL 40 ～ 46cm

品番 サイズ 適用範囲 丈 標準価格

108-8204 S 30 ～ 33cm 31cm

1,800 円＋税
108-8203 M 33 ～ 36cm

34cm108-8202 L 36 ～ 39cm

108-8201 LL 39 ～ 42cm

ダイヤ工業 ダイヤ工業

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

お取寄せ商品 お取寄せ商品

オープンパテラ ニースタビライザー

●両サイドに２本ずつ内蔵されたスチ
　ールスプリングが、横揺れを予防
●激しいスポーツにおすすめです
●真ん中の穴とパッドが膝蓋骨にフィ
　ットし、ズレを予防します
●フィット感をお好みで調整できる伸
　縮ストラップ
●快適な通気性素材

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

54667 フリー 30 ～ 53cm ブラック 4,500 円＋税

ラップ
タイプ

ミューラー

プロ１１０ ニースリーブ

●膝蓋骨の前後方向から均一に圧迫
　し、靭帯を安定
●ひざ全体をサポート
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-31901 S 31 ～ 35cm

ブラック 2,200 円＋税
68-31902 M 35 ～ 38cm

68-31903 L 38 ～ 43cm

68-31904 XL 43 ～ 51cm

スリーブ
タイプ

PROプロ110Aニースリーブ (ひざ窓あき)

●ひざサポーターのスタンダード　
　タイプ
●２重構造の前面で膝蓋骨を安定
　し、屈伸をスムーズに
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-31951 S 31 ～ 35cm

ブラック 2,200 円＋税
68-31952 M 35 ～ 38cm

68-31953 L 38 ～ 43cm

68-31954 XL 43 ～ 51cm

PRO

スリーブ
タイプ

お取寄せ商品 お取寄せ商品

着脱のしやすい、
フロントオープン形状です。

サポーター前面に指をひっか
ける穴があるのでつかみやす
く着脱しやすい形状です。

膝裏の素材に軽量で
通気性の良いダブルラッセル
を使用しています。

アクティブ樹脂ステ内蔵で、
フィット性を高めています。
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サポーター

中山式産業中山式 ひざ用医学固定帯

●天然ゴムの伸縮作用で膝部を効
　果的に締めつけて固定します 
●内側には肌触りの良いパイル生
　地を使用し、ゴム負けによるか
　ゆみを防ぎます

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

427812 フリー ～ 48cm ベージュ 2,200 円＋税

コイルバネでぴったりフィッ
トし、２重巻きでずれ落ちに
くいです。保湿性・通気性・
伸縮性に優れています。

関節ひざサポーター

品番 サイズ 色 入数 標準価格

334601 フリー 白 1 枚 2,500 円＋税

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

お取寄せ商品

薄型メッシュひざサポーター

薄く伸縮性のあるネット生地を使用
しているので、夏でもムレずフィッ
ト感抜群です。膝を曲げた状態でも
窮屈な感じがしません。

品番 サイズ 適用範囲 色 入数 標準価格

332801 フリー ～ 45cm
ベージュ 1 枚 2,000 円＋税

332802 LL ～ 50cm

セルヴァンシルクサポーター

●ほどよく締める事により、
　足を楽にするサポート機能
　設計となっています
●無数の気泡を持つシルク繊
　維は、繊維１本１本が空気
　を包み込み、保温・吸湿性　
　に優れています

【手洗い】

品番 サイズ 適用範囲 色 入数 標準価格

204-004 M ～ L 25 ～ 50cm
ベージュ 2 枚 1,800 円＋税

204-005 LL 30 ～ 60cm

中山式産業中山式 ひざ用医学固定帯メッシュ

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

427817-01 フリー 36 ～ 44cm
ベージュ 2,200 円＋税

427817-02 LL 43 ～ 52cm

●形状の異なるメッシュゴムを重
　合することにより立体的な圧迫
　を実現しました 
●装着時に内側側副靭帯と外側側
　副靭帯のバランスを整え、ひざ　
　にかかる負担を軽減します 
● 2 枚合わせの構造で、2 箇所の
　面ファスナーで簡単に固定し、
　装着・調整が
　できます

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

軽涼サポーターひざ用

薄手なのに、不安定な膝をしっかり
サポート
総メッシュなので着けているのを忘
れるぐらい軽い着け心地。

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

ダイヤ工業

品番 
（ブラック）

品番 
（ラベンダー）

サイズ 適用範囲 標準価格

351-0003 351-0013 M
膝上 33 ～ 37cm
膝下 29 ～ 31cm

2,050 円＋税351-0002 351-0012 L
膝上 37 ～ 41cm
膝下 31 ～ 34cm

351-0001 351-0011 LL
膝上 41 ～ 45cm
膝下 34 ～ 37cm

お取寄せ商品

中山式 右ひざ用医学関節帯 中山式産業

●ひざ上を外側から、ひざ下を内
　側からベルトを巻くことでひね
　りの作用が働き、ひざを安定さ
　せます 
●補助ベルトをらせん状に巻くこ
　とで、ひざの筋肉を強力にサポ
　ートします 
●膝蓋骨の下を保護するためのパ
　ットを採用

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

427806-01 フリー 33 ～ 38cm
白 4,300 円＋税

427806-02 LL 37 ～ 43cm

お取寄せ商品

中山式産業中山式 左ひざ用医学関節帯

●ひざ上を外側から、ひざ下を内
　側からベルトを巻くことでひね
　りの作用が働き、ひざを安定さ
　せます 
●補助ベルトをらせん状に巻くこ
　とで、ひざの筋肉を強力にサポ
　ートします 
●膝蓋骨の下を保護するためのパ
　ットを採用

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

427806-03 フリー 33 ～ 38cm
白 4,300 円＋税

427806-04 LL 37 ～ 43cm

お取寄せ商品
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サポーター

サポーター

お取寄せ商品

スーパープロ サイラップ / ジュニアサイラップ PRO

スーパープロ シン＆カーフラップ PRO

GT サイクロス ダイヤ工業

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20153 フリー 40 ～ 56cm
ブラック

2,700 円＋税

68-23103 ジュニアフリー 28 ～ 40cm 2,000 円＋税

●ふくらはぎ全体を圧迫し確実に
　サポート 
●ラップ式なので固定力が調節
　可能 
ミドルサポート

●２本の幅広ストラップで強力 W 
　サポート 
●前面の２重構造でサポート力を
　高め打撲などからガード 
●ズレやたるみを防止し、しっかり
　したサポート力を実現 
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20189 フリー ～ 46cm ブラック 2,600 円＋税

●過労性のふくらはぎの痛みに 
●保温性に優れたネオプレーン素
　材 
●固定力を自由に調整できる３本
　の伸縮ストラップ

圧迫力で大腿部をしっかりとサポート 
アンカー・Ｘサポート、水平サポート、
アンカー・ラッピングといったテーピ
ング理論を基本とした３本ストラップ
の独自構造による二重締めでアスリー
トの激しい動きにもフィットします。 
Ｖ字の二重ベルトで
テーピング同様の圧
迫固定。

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

53308 フリー 27 ～ 40cm ブラック 3,200 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-7922 フリー 45 ～ 65cm
ブラック

4,600 円＋税
000-7921 Ｌ 60 ～ 80cm 4,900 円＋税

大腿・下腿

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

カーフ＆シンスプリント サポート ミューラー

お取寄せ商品

お取寄せ商品

MAX ニーストラップ JP プラス

●ひざの上下の問題点をしっかり抑
　え、ひざの関節症にも効果的
●上側の空洞チューブは大腿四頭筋
　の調整不良、膝蓋骨の不規則移動
　に対応
●下側の空洞チューブは、ひざ下の
　腱の問題点に対応
●ひざ裏は高い通気性・抗菌性素材

スーパープロ ジャンパーズニーサポート

●膝蓋骨の下を圧迫し、ひざのス
　トレスを軽減
●ジャンプで起きるひざの障害を
　サポート
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20181 フリー ～ 45cm ブラック 1,300 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55228 S ～ M 23 ～ 40cm
ブラック 3,700 円＋税

55229 L ～ XL 40 ～ 55cm

●ジャンパーズニー、オスグッドに
　最適
●成長期のジャンプ運動競技に
●衝撃吸収空洞チューブ内蔵
●強いベルクロテープは運動中に
　動きません
●固定力の調整
　が可能

ジャンパーズ ニーストラップ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ミューラー

ミューラーPRO

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55928 S ～ M 25 ～ 40cm
ブラック

1,500 円＋税
55929 L ～ XL 40 ～ 55cm

59937
フリー 25 ～ 55cm

ブルー

59977 ピンク

お取寄せ商品

お取寄せ商品お取寄せ商品

品番 サイズ 規格 色 標準価格

63203 M 26 ～ 33cm
ブラック 2,900 円＋税

63204 L 33 ～ 40cm

ソルボDo オスグッド・シュラッターバンド

膝の動きを妨げずにサポート・固定
膝下部圧迫固定バンド
お皿を安定させ、膝周囲の筋、腱を
固定圧迫することで、動きを助けな
がら安静度を高める膝対策サポー
ター。ズレにくく運動時の使用に適
しています。

空洞チューブ

ソルボセイン

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

●伸縮性ストラップで足首全体
　を確実にサポート
●ラップ式なので固定力が調節
　可能
ミドルサポート

スーパープロ アンクルラップ/ジュニアアンクルラップ
●伸縮性ストラップでダブルに
　サポート 
●調節自在な固定力 
●足首障害の予防と保護に
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20157 フリー ～ 27cm
ブラック

1,700 円＋税

68-23102 ジュニアフリー ～ 23cm 1,500 円＋税

スーパープロ ユニバーサルアンクル

足首

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20186 フリー ～ 31cm ブラック 2,900 円＋税

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ
ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

スーパープロ アンクルラップサポート

●足首の圧迫と保温が手軽に実現
●ラップ式なので、固定力が調節
　可能
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20185 フリー 23 ～ 31cm ブラック 1,600 円＋税

スーパープロ アンクルエイト
●非伸縮性のストラップで、強力固定
●簡単にテーピング効果を発揮
●足首障害の予防や再発防止に 
ミドルサポート

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

68-20159 フリー ～ 31cm ブラック 2,800 円＋税

ラップ
タイプ

PRO

PRO

PRO

PRO

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

アジャスタブル アンクルスタビライザーJPプラスアジャスタブル アンクルサポートＪＰプラス

●伸縮性クロスベルトが固定力
　を調整。足首のケガと再発防
　止に
●障害部への摩擦を防ぐ、縫い
　目のないデザイン
●分割タブが足首に無駄なくフ
　ィットします
●かかとオープン
　タイプ

●着地時の過度なねじれを防ぐ、両
　サイドの軽量スタビライザーパネル
●足首を強く固定する、２本のフィギ
　ュア８ストラップ
●対向する２つのタブがサポーターの
　ズレを予防します
●かかとオープンタイプ

ラップアラウンド アンクルサポート

●可動域を広げる開口デザイン 
●高い伸縮性・固定力のフィギ
　ュア８ストラップ採用 
●タブを引っ張りながら装着し
　て安定性を高めます

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

55157 フリー 22 ～ 31cm ブラック 2,500 円＋税

ミューラーミューラー

ミューラー

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

54478 S ～ M 22 ～ 25cm
ブラック 2,100 円＋税

54479 L ～ XL 25 ～ 31cm

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

51548 S ～ M 21 ～ 25cm
ブラック 3,400 円＋税

51549 L ～ XL 25 ～ 31cm

お取寄せ商品

ファシリエイドサポーター足くびマルチ
軽度の内反動揺性、前方動揺性に対応
した汎用性のある足関節サポーター
●樹脂ステーとゴムストラップで足
　関節をサポート
●ステーの取り外しにより固定力の調
　節や左右兼用で使用
　できるなどマルチ
　サポート、マルチ
　ユースな設計

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

303201 S 18 ～ 21cm

ブラック 3,000 円＋税303202 M 21 ～ 25cm

303203 L 25 ～ 30cm

日本シグマックス

アンクルラップ

ジュニア
アンクル

ラップ

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

内反制限に加え様 な々機能が入ったサポーター
●３つのサポート機能
　・内反制限を強化
　・底屈の制限や距骨の前方移動制限
　・内反、外反を制限
●フィット感に富んだクッション素材
●硬メッシュ
　素材で支持
　性と通気性
　を実現

ドラゴンフライ DX

品番 サイズ 甲周囲 足首周囲 色 標準価格

000-2214 左 S
18 ～ 25cm 18 ～ 24cm

ブラック 5,000 円＋税
000-2204 右 S

000-2213 左 M
23 ～ 28cm 20 ～ 26cm

000-2203 右 M

ドラゴンフライ

底背屈制限を行わず、内反制限を重
視したサポーター
スポーツやトレッキング時など、さ
まざまな衝撃から足首を保護。 
※ 固定タイプではありません。

品番 サイズ 甲周囲 足首周囲 色 標準価格

000-2184 左 S
18 ～ 25cm

19 ～ 24cm ブラック 2,500 円＋税
000-2174 右 S

000-2183 左 M
23 ～ 28cm

000-2173 右 M

ダイヤ工業 ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品お取寄せ商品

お取寄せ商品

High performance プレミアムアンクル

極薄軽量、内反制限を両立させた足首サポーター
非常に薄く軽量に仕上げているので、シューズとのフィット性に
も富んでいます。
● 0.5mm の通気性の良い極薄滑り止め素材を採用
●２動締めカバーを垂直に引き上げることで内ひねりに対し、
　ピンポイントに制限
●踵骨部分を圧迫固定することで、
　着地時の衝撃をやわらげます

品番 ( 左 ) 品番 ( 右 ) サイズ 甲周囲 足首周囲 標準価格

000-9889 000-9887 M 18 ～ 25cm 18 ～ 24cm
5,700 円＋税

000-9888 000-9886 L 23 ～ 28cm 20 ～ 26cm

品番 ( 左 ) 品番 ( 右 ) サイズ 甲周囲 足首周囲 入数 標準価格

000-3933 000-3923 M 18 ～ 24cm 18 ～ 24cm

片足 2,500 円＋税000-3932 000-3922 L 20 ～ 26cm 20 ～ 26cm

000-3930 000-3920 Jr 17 ～ 22cm 17 ～ 22cm

ダイヤ工業

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

D-LINE アンクルアスリートバランスbonbone ヒールアライメント
足首に巻いてオーバーユースの衝撃
から守ります
●脛腓関節の圧迫で足関節を安定
●アキレス腱へのアプローチでアー
　チを形成

踵の方向をコントロールして、踵周りをし
っかりサポート
アライメントを整えて、正しい歩行、着地
を促します。内蔵されたパッドと２つのパ
ーツの引っ張りによって、かかとの位置を
安定させます。

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

000-0496 フリー 19 ～ 27cm ブラック 2,600 円＋税

ダイヤ工業ダイヤ工業

お取寄せ商品

ファシリエイドサポーターアキレス腱

腱とかかとの安定感を高め、アキレス腱をサポート
①アキレス腱パッドが、アキレス腱周辺を優しく包み込むように
　サポートし、安定感を高めます
②立体裁断を採用しており、高いフィット性を実現
③アウターストラップのテーピング機能部分に非伸縮素材を採用
　し、アキレス腱が伸ばされる足関節の背屈を抑制 

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

302202 M 21 ～ 25cm
ブラック 4,000 円＋税

302203 L 25 ～ 29cm

日本シグマックス

動きをピンポイントに固定

極薄軽量オリジナル素材

ヒールロック

スキンリバース

①

②

③
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サポーター

「あったか」サポーター 「さわやか」サポーター

ウールの特性を生かし、高い
保温性と通気性を実現。

夏場でも快適に過ごせます。
素材：テンセル、レーヨン

品番 種類 適用範囲 入数 標準価格

32-211 手首 17 ～ 24cm 2 枚
900 円＋税

32-212 手の平 ―

1 枚

32-213 肘 20 ～ 28cm 850 円＋税

32-214 足首
19 ～ 28cm 950 円＋税

32-214K 足首（かかと付）

32-215 すね 25 ～ 35cm 900 円＋税

32-216 膝

30 ～ 42cm

1,100 円＋税

32-217 膝ロング 1,300 円＋税

32-219 膝超ロング 1,600 円＋税

32-218 もも 34 ～ 50cm 1,200 円＋税

32-108S 肩 S 70 ～ 80cm
2,300 円＋税

32-108M 肩 M 80 ～ 90cm

32-108L 肩 L 90 ～ 100cm 2,400 円＋税

品番 種類 適用範囲 入数 標準価格

32-111 手首 17 ～ 24cm 2 枚

800 円＋税32-112 手の平 ―

1 枚

32-113 肘 20 ～ 28cm

32-114 足首 19 ～ 28cm 850 円＋税

32-115 すね 25 ～ 35cm 800 円＋税

32-116 膝
30 ～ 42cm

850 円＋税

32-117 膝ロング 1,100 円＋税

32-118 もも 34 ～ 50cm 950 円＋税

ヤマヤ ヤマヤ

その他サポーター

ファシリエイドサポーター 肩

ショルダーアクション

肩関節を動かすためのサポーター
（伸縮引き上げベルト構造）
●肩関節の外転動作をサポートし、
　棘上筋の収縮を補助することで
　腕の上げ下ろしをラクに
●装着方法により内旋・
　外旋のどちらでも肩関節
　のサポートが可能

品番 サイズ 上腕周囲 胸囲 標準価格

000-3609 左 S
20 ～ 26cm 75 ～ 85cm

4,770 円＋税

000-3604 右 S
000-3608 左 M

24 ～ 30cm 82 ～ 100cm
000-3603 右 M

000-3607 左 L
28 ～ 35cm 97 ～ 110cm

000-3602 右 L

●素材には発熱性『暖かさ』
　と吸湿性『ムレにくい』
　を兼ね揃えた繊維「サー
　モギア」を使用
●裏側には、加工でパウダ
　ーにした金属チタンと遠
　赤外線放射セラミックパ
　ウダーを熱圧着
　加工しました

【手洗い】

メッシュアップショルダー

肩関節を保持するサポーター
（非伸縮引き上げベルト構造）
●フィット性の高い伸縮素材を使
　用しているので、腕の前後の振
　りを妨げずに肩周辺を的確にサポ
　ート 
●非伸縮ベルトで上腕を引き上げ、
　上肢をサポートします

品番 サイズ 上腕周囲 胸囲 色 標準価格

000-3630 フリー 20 ～ 30cm 75 ～ 95cm
グレー

3,800 円＋税

000-3632 L 25 ～ 40cm 90 ～ 115cm 4,300 円＋税

サーモギア セラミックチタンサポーター 肩用

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

204-001 フリー 80 ～ 110cm 1,980 円＋税

●薄く、フィット性のある本体素
　材が肩関節を優しくサポートし
　ます
●本体サポーターが肩関節を包み
　込むように覆うことで、肩関節
　を保温します
●着脱機構の工夫により、
　サポート力の調節が可
　能です

品番 サイズ 適用範囲 色 標準価格

302301 S 34 ～ 41cm

ブラック 2,980 円＋税302302 M 41 ～ 48cm

302303 L 48 ～ 55cm

肩

ダイヤ工業

セルヴァン

ダイヤ工業

日本シグマックス

お取寄せ商品

お取寄せ商品

※まず上腕周囲をご確認いただき、次に適切な胸囲のサイズをお選び下さい。
※胸囲に適切なサイズをお選びいただき、上腕周囲のサイズをご確認下さい。
※どちらの周囲もサイズ間を跨ぐ場合は大きい方のサイズをお選びください。

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

シームレスサポーター

中山式ボディフレームサポーター

発熱ウォーマー
高吸湿発熱素材モイスケアを内蔵
して最高 2 度 UP
※固定用ではありません

ひざ用

ひざ用

ひざ用腰用

ひじ ひざ 足首

足首用

足首用

足首用 ふくらはぎ用

腰用

肌触りのよい医療用サポーター
ラテックスゴム使用

テーピングを応用した着圧固定
ハイゲージの編み立により、縦横の伸縮に優れ、通気性に
富み、違和感のない着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、しっかりと
固定します。
素材：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン

※ひじは肘頭から 10cm 上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から 12cm 上
　の周囲、足首は靴のサイズを目安にしてください。

品番 種類 適用範囲 入数 標準価格

301401 手首 15 ～ 20cm 2 枚× 6 袋 2,700 円＋税
301402 手のひら ―

1 枚× 6 袋

3,000 円＋税
301403 ひじ 20 ～ 25cm 2,700 円＋税
301404 ひざ 35 ～ 45cm 3,000 円＋税

301405 足首 23 ～ 27cm 3,300 円＋税

301406 すね 25 ～ 35cm 2,700 円＋税

301407 もも 45 ～ 55cm 3,300 円＋税

品番 種類 適用範囲 入数 色 標準価格

278-013 手首 13 ～ 20cm

1 枚 ブラック 1,300 円＋税

278-014 ひじ 22 ～ 30cm

278-015-01 ひざ M 30 ～ 40cm

278-015-02 ひざ L 35 ～ 45cm

278-016 ふくらはぎ 26 ～ 36cm

278-017 足首 20 ～ 30cm

日本シグマックス

中山式産業

ダイヤ工業ミズノ

ミズノ

品番 サイズ 膝上 10cm 周囲 標準価格

000-3717 ひざ用 M 33 ～ 41cm
2,390 円＋税

000-3716 ひざ用 L 41 ～ 50cm

品番 サイズ くるぶし上周囲 標準価格

000-3713 足首用 フリー 16 ～ 29cm 2,390 円＋税

品番 サイズ ウエストサイズ 標準価格

000-3714 腰用 フリー 60 ～ 95cm
2,860 円＋税

000-3715 腰用 LL 85 ～ 115cm

足首用と腰用には

カイロを入れるポ

ケット付き

お取寄せ商品

お取寄せ商品

らくらくフィットサポーター
遠赤外線セラミックス練りこみ繊
維（保温）、天然イオウ練り込み
繊維（抗菌）とを同時に使用した
商品です。練り込み繊維を使用し
ておりますので繰り返しの洗濯に
も保温・抗菌効果が持続。

品番 種類 サイズ 適用範囲 全長 標準価格

302801
ひじ

フリー 22.0 ～ 28.0cm
21cm 1,400 円＋税

302802 L 28.5 ～ 34.5cm

302811
足首

フリー 18.0 ～ 23.0cm
22cm

1,500 円＋税

302812 L 23.5 ～ 28.5cm

302821

ひざ

S 26.0 ～ 35.0cm

21cm302822 M 35.5 ～ 44.5cm

302823 L 45.0 ～ 54.0cm

ムーブコンディションサポーター

●動きに合わせてフィット。消臭性
　の高い、吸湿速乾素材を使用
●ズレにくい吸湿速乾素材が、筋肉
　の動きをしっかりサポート

足の筋肉負担を軽減し、快適な動
きをアシスト

品番 サイズ ひざ上 10cm 周囲 色 入数 標準価格

19SP303-01 ひざ用 M 35 ～ 42cm
ブラック 1 枚 1,800 円＋税

19SP303-02 ひざ用 L 40 ～ 46cm

品番 サイズ 足首上周囲 色 入数 標準価格

19SP305-01 足首用 M 22 ～ 26cm
ブラック 1 枚 1,600 円＋税

19SP305-02 足首用 L 24 ～ 28cm

発熱するから温かい
人体から発生する水分を吸収し、その際に生じる熱によって保温効果をも
たらします。いつもドライで温かい装着感を実現しました。
＜フリーサイズ＞ 

ブレスサーモサポーター

品番 種類 色 入数 標準価格
19SP391 腰用

ブラック

1 枚 2,300 円＋税
19SP393 ひざ用

2 枚

1,900 円＋税
19SP394 ふくらはぎ用

1,700 円＋税
19SP395 足首用

19SP396 ひじ用 1,600 円＋税

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

スリーブ
タイプ

※季節商品のため長期欠品の場合がございます。
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サポーター

ワンタッチフリーサポーター

ライトデイリーコンディションサポーター

FA3

FA5

強

側面に強弱が異なる
２本のラインを設け
ることでずれ落ちを
防ぎます。

編目の大きさと弾性糸の
編みこみ量を調整するこ
とで、体の末梢部から中
枢部に向かいミリ単位で
段階的に圧力を弱める構
造になっています。

弱

ひざロング ふくらはぎ＋足首

圧力

自分でも簡単に巻けるフリーサポーター
●仮止め面ファスナー付き
●切ってもほつれません
●伸縮率 210％

ダイヤ工業

ミズノ

お取寄せ商品

お取寄せ商品

サポートラップ・ニー Finoa Finoaサポートラップ・リスト

品番 サイズ 規格 色 標準価格

68-324
フリー

約 7.5c×
約150cm

ベージュ
1,200 円＋税

68-334 ブラック

●ひざ・太もも兼用バ
　ンデージタイプ・サ
　ポーター 
●テーピング感覚で簡
　単に使用可能 
●洗濯が出来てくり返
　し使える高耐久性 
●伸縮性素材なので、
　固定力の調整が可能

●手首用バンデージタ
　イプ・サポーター 
●テーピング感覚で簡
　単に使用可能 
●洗濯が出来てくり返
　し使える高耐久性 
●伸縮性素材なので、
　固定力の調整が可能

品番 サイズ 規格 色 標準価格

68-322
フリー

約7.5c×
約 40cm

ベージュ
700 円＋税

68-332 ブラック

Finoaサポートラップ・アンクル＆エルボー

●足首・ひじ兼用バン
　デージタイプ・サポ
　ーター 
●テーピング感覚で簡
　単に使用可能 
●洗濯が出来てくり返　
　し使える高耐久性 
●伸縮性素材なので、
　固定力の調整が可能

品番 サイズ 規格 色 標準価格

68-323
フリー

約7.5×
約80cm

ベージュ
900 円＋税

68-333 ブラック

●運動前後に効果を発揮

●脚の負担を急速リカバリー

●血行促進・むくみ軽減・老廃物の除去

●毎日のコンディショニングを整える

一般医療機器サポーター

ミリ単位の段階圧力で血管やリンパの流れを良くします

品番 サイズ ひざ上 10cm 周囲 色 入数 標準価格

20SP203-01 ひざロング M 35 ～ 42cm
ブラック 1 枚 2,800 円＋税

20SP203-02 ひざロング L 40 ～ 46cm

品番 サイズ ふくらはぎ最大周囲 色 入数 標準価格

20SP208-01 ふくらはぎ＋足首 M 30 ～ 35cm
ブラック 2 枚 4,200 円＋税

20SP208-02 ふくらはぎ＋足首 L 34 ～ 39cm

品番（白） 品番（ベージュ）品番（ブラック） サイズ 規格 標準価格

000-6203 000-6303 000-6343 FA3 5 × 30cm 270 円＋税
000-6205 000-6305 000-6345 FA5 5 × 50cm 370 円＋税
000-6208 000-6308 000-6348 FA8 5 × 80cm 500 円＋税
000-6230 000-6330 000-6370 FB10 7 × 100cm 740 円＋税

スリーブ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

ラップ
タイプ

Web からのご注文ならポイントが貯まってお得です！

スマートフォンからもご注文が可能です♪

ネットショッピングでお買い上げ金額１００円に対して１ポイントが貯まります。１ポイント＝１円で使えるサービスです。

ご利用には Web 会員登録が必要です。初めての方は会員登録をお願いします。

右記の QR コードからご利用ください。

http://www.therapy.co.jp

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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サポーター

サポーター

アンシルク・1 パンティーストッキング

アンシルク・2 ストッキング

アンシルク・3 ハイソックス

アンシルク・2 ハイソックスアルケア

アルケア

アルケア

アルケアアンシルク・2 パンティーストッキング

アンシルク・3 ストッキング

足首の圧迫圧は 19hPa（14mmHg）で、軽度
の圧迫が得られます。ファッション性を重視
し、透明感のある薄手生地を使用しています。
カラーは全３色で、さまざまな生活シーンに
合わせやすいベージュ系が充実しています。

弾性ストッキングは、普通の
ストッキングと異なる特別な
編み方であしを外側から強く
圧迫するようにつくられてい
ます。 
足首からふとももにかけて段
階的に圧迫圧を弱め、静脈還
流を改善させるストッキング
です。 
あしのむくみ・だるさなどの
軽減や、手術中・手術後の血
流サポートを目的に使用され
ます。

弾性ストッキング　アンシルクシリーズ サイズ選びのポイント
①足首・ふくらはぎ・大腿の３つの部位の周径をメジャーで計測し、サ
　イズ表から適合するサイズをお選びください。
②①で適合するサイズが２つあった場合は、慎重を目安とし、（　）内　　
　の中央値に近いサイズをお選びください。

足首の圧迫圧は 27hPa（20mmHg）で、中程
度の圧迫が得られます。耐久性に優れた素材
を使用、下肢の各部位を的確に圧迫します。

足首の圧迫圧は 40hPa（30mmHg）で、強度
の圧迫が得られます。耐久性に優れた素材を
使用し、日本人体型に基づくサイズ設計で下
肢の各部位を的確に圧迫します。着用による
ムレやしめつけを軽減するオープントゥ。

足首の圧迫圧は 27hPa（20mmHg）で、中程度
の圧迫が得られます。耐久性に優れた素材を使
用し、日本人体型に基づくサイズ設計で下肢の
各部位を的確に圧迫します。膝下丈タイプなの
で、くつ下感覚で着用できます。

足首の圧迫圧は 27hPa（20mmHg）で、中程度
の圧迫が得られます。腹部まで覆うため、ずり
落ちを気にせず着用できます。

足首の圧迫圧は 40hPa（30mmHg）で、強い圧
迫が得られます。
着用によるムレやしめつけを軽減するオープン
トゥです。

品番 サイズ 色 標準価格

46-18423 S

クリアベージュ

3,800 円＋税

46-18422 M

46-18421 L

46-18433 S

ナチュラルベージュ46-18432 M

46-18431 L

46-18443 S

ブラック46-18442 M

46-18441 L

品番 サイズ 色 標準価格

46-18625 SS

ライトブラウン

3,600 円＋税

46-18624 S

46-18623 M

46-18622 L

46-18621 LL

46-18635 SS

ブラック

46-18634 S

46-18633 M

46-18632 L

46-18631 LL

品番 サイズ 色 標準価格

46-18485 SS

ライトブラウン

3,800 円＋税

46-18484 S

46-18483 M

46-18482 L

46-18481 LL

46-18495 SS

ブラック

46-18494 S

46-18493 M

46-18492 L

46-18491 LL

品番 サイズ 色 標準価格

46-18465 SS

ライトブラウン

3,300 円＋税

46-18464 S

46-18463 M

46-18462 L

46-18461 LL

46-18475 SS

ブラック

46-18474 S

46-18473 M

46-18472 L

46-18471 LL

品番 サイズ 色 標準価格

46-18515 SS

ライトブラウン

4,800 円＋税

46-18514 S

46-18513 M

46-18512 L

46-18511 LL

46-18525 SS

ブラック

46-18524 S

46-18523 M

46-18522 L

46-18521 LL

品番 サイズ 色 標準価格

46-18645 SS

ライトブラウン

4,200 円＋税

46-18644 S

46-18643 M

46-18642 L

46-18641 LL

46-18655 SS

ブラック

46-18654 S

46-18653 M

46-18652 L

46-18651 LL

アルケア アルケア

お取寄せ目安 10 日

お取寄せ目安 10 日

お取寄せ目安 10 日

お取寄せ目安 10 日

お取寄せ目安 10 日

お取寄せ目安 10 日

サイズ 
適応範囲

基本 目安

足首周囲 ふくらはぎ周囲 大腿周囲 身長（中央値）

SS 15 ～ 19 24 ～ 30 40 ～ 49 140 ～ 160（150）

S 17 ～ 21 28 ～ 34 44 ～ 53 145 ～ 165（155）

M 19 ～ 23 32 ～ 38 47 ～ 56 150 ～ 170（160）

L 21 ～ 25 36 ～ 42 50 ～ 59 155 ～ 175（165）

LL 23 ～ 27 40 ～ 46 55 ～ 64 160 ～ 180（170）

一般医療機器

単位 cm
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サポーター

弾性ストッキング　ＣＶストッキングシリーズ

CV ストッキング　ライト 足首の圧迫圧：21.3hPa/16.0mmHg　　日本シグマックス

CV ストッキング　ノーマル 足首の圧迫圧：28.7hPa/21.5mmHg　　日本シグマックス

CV ストッキング　ストロング 足首の圧迫圧：40.0hPa/30.0mmHg　　日本シグマックス

●静脈還流の改善に、理想的な段階的圧迫設計。 
●日本人の体型をもとに最適化した製品形状。 
●毎日履き続けるためのさまざまな快適機能。
右図の３カ所を計測し、「①足首周囲」「②ふくらはぎ周囲」を基準にしてサイズを選んでください。 

（膝下ストッキング、膝下ソックスの場合、右図の①②の２カ所を計測）

サイズ選択時の留意点
●「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。 

　〈差が１サイズ以内の場合〉……「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。 

　〈差が２サイズ以上の場合〉……適用できません。 

●膝下ストッキング及び膝下ソックスの場合、「①足首周囲」が 25.0cm 以上、「②ふくらはぎ周囲」

　が 43.0cm 以上の場合は適用できません。 

●股下ストッキングの場合、「①足首周囲」が 25.0cm 以上、「②ふくらはぎ周囲」が 43.0cm 以上、

　「③大腿周囲」が 74.0cm 以上の場合は適用できません。

圧迫レベル 足首 ふくらはぎ 大腿

ライト 21.3hPa/16mmHg 14.7hPa/11mmHg 10hPa/7.5mmHg
ノーマル 28.7hPa/21.5mmHg 19.3hPa/14.5mmHg 13.3hPa/10mmHg

ストロング 40hPa/30mmHg 26hPa/19.5mmHg ―

CV ストッキング　圧迫レベル

サイズ 足首周囲 ふくらはぎ周囲 大腿周囲

Ｓ 17.5 ～ 20cm 25.5 ～ 33cm 40 ～ 56cm
Ｍ 20 ～ 22.5cm 30.5 ～ 38cm 48 ～ 64cm
Ｌ 22.5 ～ 25cm 35.5 ～ 43cm 58 ～ 74cm

CV ストッキング　サイズ表

品番 種類 サイズ 色 標準価格

521001

膝下ソックス

S

黒

3,000 円＋税

521002 M

521003 L

521101

膝下

S

黒521102 M

521103 L

521111 S

ベージュ521112 M

521113 L

521201

股下

S

黒

3,500 円＋税

521202 M

521203 L

521211 S

ベージュ521212 M

521213 L

品番 種類 サイズ 色 標準価格

522001

膝下ソックス

S

黒

3,300 円＋税

522002 M

522003 L

522101

膝下

S

黒522102 M

522103 L

522111 S

ベージュ522112 M

522113 L

522201

股下

S

黒

3,800 円＋税

522202 M

522203 L

522211 S

ベージュ522212 M

522213 L

品番 種類 サイズ 色 標準価格

523001

膝下ソックス

S

黒

4,500 円＋税

523002 M

523003 L

523101

膝下

S

黒523102 M

523103 L

523111 S

ベージュ523112 M

523113 L

一般医療機器

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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固定帯

固定帯

固定帯
リブバンド 一般用 リブバンド 女性用日本シグマックス 日本シグマックス

フィット性を高めるため、背部の伸縮生地を上部から下部に向
けて狭くしています。

【主な用途】 
・助骨骨折時の固定 
・ギプス固定後の安静保持 
・助間神経痛、助膜炎等によっ
　て生じる痛みの緩和 
・胸部外科手術後の圧迫、固定 
・胸部挫傷

乳房を圧迫しない形状の女性用タイプ。

【主な用途】 
・助骨骨折時の固定 
・ギプス固定後の安静保持 
・助間神経痛、助膜炎等によっ
　て生じる痛みの緩和 
・胸部外科手術後の圧迫、固定 
・胸部挫傷

品番 サイズ 胸囲 標準価格

313001 S 70 ～ 85cm 1,400 円＋税

313002 M 85 ～ 100cm 1,500 円＋税

313003 L 100 ～ 120cm 1,600 円＋税

313004 LL 120 ～ 140cm 1,700 円＋税

313005 3L 140 ～ 160cm 1,800 円＋税

品番 サイズ アンダーバスト 標準価格

313102 M 60 ～ 75cm 1,400 円＋税
313103 L 75 ～ 90cm 1,500 円＋税

313104 LL 90 ～ 105cm 1,600 円＋税

リブバンド me リブバンド Ⅱ
メッシュタイプでごわつかず、通気性は
もちろん吸汗性、肌触りも優れています。

フロント 2 分割構造で上下の圧迫力を
調整症状にあわせて的確な固定ができま
す。幅約 18cm

品番 サイズ 胸囲 標準価格

313301 S 70 ～ 85cm 1,700 円＋税
313302 M 85 ～ 100cm 1,800 円＋税

313303 L 100 ～ 120cm 1,900 円＋税

313304 LL 120 ～ 140cm 2,000 円＋税

品番 サイズ 胸囲 標準価格

313201 S 70 ～ 85cm 1,500 円＋税
313202 M 85 ～ 100cm 1,600 円＋税

313203 L 100 ～ 120cm 1,700 円＋税

313204 LL 120 ～ 140cm 1,800 円＋税

カラーキーパー

アームスリング

キュールカラー

アームホルダー

品番 サイズ 首回り 高さ 標準価格
311000 SS 25 ～ 30cm 6.5 ～ 8.5cm

2,100 円
＋税

311001 S 30 ～ 35cm 7.0 ～ 9.0cm

311002 M 35 ～ 40cm 7.5 ～ 9.5cm

311003 L 40 ～ 45cm 7.0 ～ 9.0cm

品番 サイズ 前腕長 色 標準価格

601901 一般用 20 ～ 30cm
ブラック 980 円＋税

601902 子供用 ～ 20cm

外側のカバーに吸収
性、通気性に優れた新
素材（コントロール）
を使用して長時間の装
着にムレません。

製品本体に２段階
（最大２cm）の高
さ調節が可能。

一人でも簡単装着。安定
した患部の保持・安静に。
 
※前腕長は肘頭から手首
までの長さを計測してく
ださい。左右兼用

ブラックタイプなのでスー
ツ姿で装着しても違和感な
く、汚れも目立ちません。

こんな方におすすめ 
○軽度の頸椎捻挫 
○頸椎障害など

着脱やサイズ調節が片手
で簡単に行えます。また、
肩に負担を掛けないパッ
ドを採用し、アジャスター
の取り付けで着脱やサイ
ズ調整が簡単に行えます。

品番 サイズ 首回り 高さ 標準価格

000-3703 M
30 ～ 45cm

8.5cm
1,500 円＋税

000-3702 L 9.5cm

品番 サイズ 身長（目安） 色 標準価格

000-3653 S 135 ～ 150cm
ブラック

1,900 円＋税
000-3651 フリー 150cm ～

000-3652 S 135 ～ 150cm
ホワイト

000-3650 フリー 150cm ～

ソフト頸椎カラー

芯材は通気性の優れた、整
パッドを使用。特殊プレート
を補強材として前部に使用。
外布は吸湿性に優れた綿素
材を使用。マジックテープ
で簡単着脱のフリータイプ。

こんな方におすすめ 
○軽度の頸椎捻挫 
○むちうち症 
○術後の頸椎固定 
○頚部椎間板ヘルニア 
○頸椎障害など

品番 サイズ 首回り 色 標準価格

000-3700 フリー 30 ～ 45cm オフホワイト 2,100 円＋税

鎖骨固定帯 クラビクルブレース

幅の広いベルトが骨折
部位を広範囲に固定し
て、良肢位を無理なく
保ちます。
男性は胸囲、女性はア
ンダーバストを計測し
てください。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

15602 SS 50 ～ 60cm
2,300 円＋税

15603 S 60 ～ 70cm

15604 M 70 ～ 85cm
3,500 円＋税

15605 L 85 ～ 115cm

日本シグマックス

日本シグマックス ダイヤ工業 ダイヤ工業

ダイヤ工業日本シグマックス 日本シグマックス

日本シグマックス

お取寄せ商品

お取寄せ商品お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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コルセット
マックスベルト R1 日本シグマックス

シンプルかつ快適に
かさばらずに装着時の動きやす
さを優先。日常生活にわずらわ
しさを感じさせない、軽度の腰
痛に適したタイプです。 

マックスベルト me1

動きやすさを重視したシンプルな
メッシュタイプ
薄くかさばらないため服の下に
装着しても目立ちません。
背部には 2 本のソフトステーを
採用。腰部を安定させながら、
日常生活の中での動きをサポー
トします。 
ポケット付一体型補助ベルトは
高齢者や女性でも楽に引っ張る
ことができます。

腰部全体を覆うしっかりサポート
タイプ
厚みとこしのある伸縮素材を本
体に採用することでサポート力
をアップ。
背部を広くしっかり支える 4 本
のＳ字軽量ステーと圧迫力を調
節できる補助ベルトで、より大
きな固定力を発揮します。

マックスベルト me3 日本シグマックス

立体構造でしっかり支える
背部には立体裁断した硬質メッ
シュ素材を採用。ぴったりとフ
ィットし 2 本のＳ字軽量ステー
と合わせてより高い固定力を持
ち、メッシュ素材を使用しなが
らもしっかりとしたホールド感
を実現しています。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

321101 S 65 ～ 75cm

1,700 円＋税
321102 M 75 ～ 85cm

321103 L 85 ～ 95cm

321104 LL 95 ～ 105cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

321200 SS 55 ～ 65cm

1,700 円＋税

321201 S 65 ～ 75cm

321202 M 75 ～ 85cm

321203 L 85 ～ 95cm

321204 LL 95 ～ 105cm

321205 3L 105 ～ 115cm

321206 4L 115 ～ 125cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

322200 SS 55 ～ 65cm

1,700 円＋税

322201 S 65 ～ 75cm

322202 M 75 ～ 85cm

322203 L 85 ～ 95cm

322204 LL 95 ～ 105cm

322205 3L 105 ～ 115cm

322206 4L 115 ～ 125cm

322207 5L 125 ～ 135cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

321401 S 65 ～ 75cm

2,100 円＋税

321402 M 75 ～ 85cm

321403 L 85 ～ 95cm

321404 LL 95 ～ 105cm

321405 3L 105 ～ 115cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

322300 SS 55 ～ 65cm

2,100 円＋税

322301 S 65 ～ 75cm

322302 M 75 ～ 85cm

322303 L 85 ～ 95cm

322304 LL 95 ～ 105cm

322305 3L 105 ～ 115cm

322306 4L 115 ～ 125cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

322101 S 65 ～ 75cm

1,700 円＋税
322102 M 75 ～ 85cm

322103 L 85 ～ 95cm

322104 LL 95 ～ 105cm

日本シグマックス

バランス重視の
スタンダードモデル
２本のＳ字軽量ステーと圧迫力
を調節できる補助ベルトで腰を
支えます。もっとも汎用性の高
いタイプです。

マックスベルト R2 日本シグマックス マックスベルト me2

メッシュタイプのスタンダード
薄くかさばらないため、服の下
に装着しても目立ちません。背
部には 2 本のＳ字軽量ステーを
採用。
腰部をしかっりと支持しながら
安定性を高めます。オールラウ
ンドに使用可能なタイプです。

日本シグマックス

マックスベルト RX3 日本シグマックス

※
※

※

※

※
※ SS、4L サイズはお取寄せ (3 ～ 5 日 ) となります。 ※ SS、4L、5L サイズはお取寄せ (3 ～ 5 日 ) となります。

※
※

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

※ SS、4L サイズはお取寄せ (3 ～ 5 日 ) となります。

therapy14
取り消し線
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マックスベルト me black マックスベルト E2日本シグマックス 日本シグマックス

スポーティな「ブラック」
マックスベルト me2 同等品。
背当て、前合わせ部に硬質メッ
シュ素材を使用して腰部をしっ
かりサポート。

装着時に目立ちにくい、丈の短い
薄型タイプ
背当て、前合わせ部ともに丈を
短くし、活動時の快適性を向上
させたタイプです。
通気性に優れたメッ
シュ素材を採用し、
ムレにくく快適な装
着感です。

マックスベルト FR

マックスベルト se

前屈の動きを抑えて体幹を前面
からサポート
前合わせ部にプラスチック製ス
テーを２本と硬質メッシュを配
置。背部には４本のソフトス
テーを内蔵しフィット性を高め
ています。

骨盤部分も圧迫し腰部全体をカバー
胃への不快な圧迫感を軽減する
ために開発された se 独自の
形状。日常生活の動きを妨げま
せん。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

322400 S 55 ～ 65cm

1,700 円＋税

322401 SS 65 ～ 75cm

322402 M 75 ～ 85cm

322403 L 85 ～ 95cm

322404 LL 95 ～ 105cm

322405 3L 105 ～ 115cm

322406 4L 115 ～ 125cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

324200 SS 55 ～ 65cm

1,700 円＋税

324201 S 65 ～ 75cm

324202 M 75 ～ 85cm

324203 L 85 ～ 95cm

324204 LL 95 ～ 105cm

324205 3L 105 ～ 115cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

324601 S 55 ～ 70cm

2,600 円＋税
324602 M 70 ～ 85cm

324603 L 85 ～ 100cm

324604 LL 100 ～ 115cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

324001 S 65 ～ 75cm

2,100 円＋税

324002 M 75 ～ 85cm

324003 L 85 ～ 95cm

324004 LL 95 ～ 105cm

324005 3L 105 ～ 115cm

日本シグマックス

日本シグマックス

かさばりが少なく動きやすさに着
目したスポーツタイプ
非伸縮素材と伸縮素材を組み合
わせたムレにくく動きやすい、
シンプル一体構造。腹腔圧上昇
効果を高める補助ベル
トで腰部をサポート。

マックスベルト S3 日本シグマックス

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

323210 SS 55 ～ 65cm

4,800 円＋税

323211 S 65 ～ 75cm

323212 M 75 ～ 85cm

323213 L 85 ～ 95cm

323214 LL 95 ～ 105cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

323500 SS 55 ～ 65cm

8,000 円＋税

323501 S 65 ～ 75cm

323502 M 75 ～ 85cm

323503 L 85 ～ 95cm

323504 LL 95 ～ 105cm

マックスベルト S2 日本シグマックス

高い固定力と装着感のよさを重視
したハードタイプ
丈の長い背当て部と背部の固定
ストラップにより、腰椎の伸展
の動きを抑えて安定感を高めま
す。固定ストラップは
必要に応じて取り外し
が可能です。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

324101 S 75 ～ 83cm

1,700 円＋税

324102 M 83 ～ 91cm

324103 L 91 ～ 99cm

324104 LL 99 ～ 107cm

324105 3L 107 ～ 115cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

323100 SS 55 ～ 65cm

3,900 円＋税

323101 S 65 ～ 75cm

323102 M 75 ～ 85cm

323103 L 85 ～ 95cm

323104 LL 95 ～ 105cm

骨盤部分を圧迫する
幅の狭いタイプ
幅が狭いベルトで、運動を妨げ
ず、どんな姿勢でも浮きが出に
くい形状です。

マックスベルト ショート 日本シグマックス

マックスベルト S1
幅の狭いスポーツタイプ
運動時の腰部の動きを妨げない
タイプ。薄型で服の下に装着し
ても目立ちません。
背部に 4 本のプラスチックス
テーを採用し安定性を高めてい
ます。補助ベルトは
外しても邪魔になら
ない一体型です。
軽スポーツ向き。

日本シグマックス

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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プロハード 026 / 027 ダイヤ工業

腹部は動きやすく背部を固定したい方へ
プロハードの背幅と固定力はそのままに、腹
部の幅を狭くすることで、動きやすく椅子に
座っても腹部がじゃまになりにくくなってい
ます。

品番（ホワイト） 品番（ベージュ） 品番（ブラック） サイズ 規格（全長） 適用範囲 標準価格

000-0264 000-0269 000-0274 S 76cm 58 ～ 73cm

5,400 円＋税000-0263 000-0268 000-0273 M 85cm 68 ～ 85cm

000-0262 000-0267 000-0272 L 99cm 80 ～ 100cm

000-0261 000-0266 000-0271 LL 110cm 95 ～ 120cm 5,800 円＋税

000-0260 000-0265 000-0270 3L 128cm 115 ～ 135cm 5,900 円＋税

プロハードスリム ダイヤ工業

アクアノート 106 ／ストレイン／スリムハード 105 ダイヤ工業

品番（ホワイト） 品番（ブラック） 品番（ベージュ） サイズ 規格（全長） 適用範囲 標準価格

000-0219 000-0229 000-0239 S 76cm 58 ～ 73cm

5,400 円＋税000-0218 000-0228 000-0238 M 85cm 68 ～ 85cm

000-0217 000-0227 000-0237 L 99cm 80 ～ 100cm

000-0216 000-0226 000-0236 LL 110cm 95 ～ 120cm 5,800 円＋税

腹圧を逃さず腰全体をガッチリ固
定したい方へ
滑車の原理を応用した W ギア構
造により全体を圧迫しつつ、特
に背部を締めます。通気性もよ
く、支持力の高い素材を採用し
ています。

こんな方におすすめ 
○腰周りをしっかり固定したい方 
○動作制限を行いたい方 
○立ち仕事の方

前幅：17.5cm ／背幅：20cm

こんな方におすすめ 
○背部をしっかり支持したい方 
○座り仕事を行う方 
○前屈動作を妨げたくない方

前幅：11.5cm ／背幅：20cm

ベルトを軽く引く
だけで、背部を集
中的に締めこむこ
とができます。

着用時に自然な姿勢へ導くW ギア構造

品番（ホワイト） 品番（ベージュ） サイズ 規格（全長） 適用範囲 標準価格

000-1054 000-1059 S 75cm 58 ～ 73cm

3,000 円＋税000-1053 000-1058 M 87cm 68 ～ 85cm

000-1052 000-1057 L 99cm 80 ～ 100cm

000-1051 000-1056 LL 110cm 95 ～ 115cm 3,500 円＋税
000-1050 000-1055 3L 125cm 110 ～ 130cm 3,600 円＋税

スリムハード 105

品番 サイズ 規格（全長） 適用範囲 標準価格

000-1064 S 75cm 58 ～ 73cm

3,000 円＋税000-1063 M 87cm 68 ～ 85cm

000-1062 L 99cm 80 ～ 100cm

000-1061 LL 110cm 95 ～ 115cm 3,500 円＋税

000-1060 3L 125cm 110 ～ 130cm 3,600 円＋税

品番 サイズ 規格（全長） 適用範囲 標準価格

000-1069 S 75cm 58 ～ 73cm

3,000 円＋税000-1068 M 87cm 68 ～ 85cm

000-1067 L 99cm 80 ～ 100cm

000-1066 LL 110cm 95 ～ 115cm 3,500 円＋税

000-1065 3L 125cm 110 ～ 130cm 3,600 円＋税

アクアノート 106（水色） ストレイン（ブラック）

二重締めと背部のプラスチックステーに
より、動作制限を高めます。腹部は細め
なので前屈時に邪魔になりにくく、日常
生活でよく動く人や座り仕事の人におす
すめです。

こんな方におすすめ
○腰まわりを圧迫したい方　
○背部をしっかり支持したい方

前幅：11.5cm ／背幅：17.5cm

026（ホワイト）

ホワイト

ホワイト

026（ベージュ）

ベージュ

ベージュ

027（ブラック）

ブラック

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

W ギア構造

１２ １４１２１４

４倍パワー
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コルセット

サマースリム 204 ダイヤ工業 シルエット 016

肌に直接装着できる外観に
ひびきにくい薄手のメッシュ素材
を採用
商品の上下がないため向きを気
にせず簡単に装着できます。
下着にも使われる、肌触りがよ
く通気性の高い薄手のメッシュ
素材を採用。

こんな方におすすめ 
○動きを妨げたくない方 
○腰に不安のある方
○座り仕事を行う方

前幅：10cm
背幅：16.5cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-2044 S 75cm 58 ～ 73cm

3,000 円＋税000-2043 M 86cm 68 ～ 85cm
000-2042 L 97cm 80 ～ 100cm

000-2041 LL 108cm 95 ～ 120cm 3,300 円＋税

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-0164 S 73cm 58 ～ 73cm

3,000 円＋税000-0163 M 80cm 68 ～ 85cm
000-0162 L 95cm 80 ～ 100cm

000-0161 LL 105cm 95 ～ 120cm 3,500 円＋税

000-0160 3L 115cm 115 ～ 135cm 3,600 円＋税

ダイヤ工業

bonbone ワイド コア ギミック ダイヤ工業

常に背もたれがあるような安心感、体幹と下腹部をしっかり支える
腹斜筋に沿ったサポート構造で体幹をしっかり支持します。筋力低
下により下垂した下腹部を引き上げる力が働き、姿勢をキープしや
すくします。
中心部にガッチリと長い支柱を持った「吊り橋構造」で常に背もた
れがあるような安心感。
身長や状態によって背部の補助ベルトの高さ調節ができます。

速乾性とクッション性に富んだ
スポーツタイプコルセット
通気性のある素材で長時間の装
着が可能。
縦横に伸縮するので体の動きに
フィット。

前幅：14cm ／背幅：19cm

こんな方におすすめ
○高いフィット性を求める方
○長時間着けたい方
○腹圧を高めたい方

スポーツＷウエスト806ブルー／807ブラック ダイヤ工業

発熱ウォーマー腰用

腰とお腹をしっかり温めます
体のラインに沿った弓なり形状
で密着度ＵＰ。背部と腹部の両
方にカイロを入れるポケットが
ついています。
※コルセットではありませんの
で固定力はありません。

前幅：10cm ／背幅：18cm

ダイヤ工業

品番（ブルー）品番（ブラック）サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-8064 000-8074 S 70cm 58 ～ 73cm

6,000 円＋税
000-8063 000-8073 M 86cm 68 ～ 85cm

000-8062 000-8072 L 90cm 80 ～ 100cm

000-8061 000-8071 LL 100cm 95 ～ 110cm

000-8060 000-8070 3L 110cm 105 ～ 125cm 6,100 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

000-1794 S 70 ～ 85cm

8,000 円＋税000-1793 M 85 ～ 100cm
000-1792 L 100 ～ 115cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

000-3714 フリー 60 ～ 95cm
2,860 円＋税

000-3715 LL 85 ～ 115cm

こんな方におすすめ 
○長時間着けたい方
○座り仕事を行う方

前幅：10cm ／背幅：14.5cm

細幅タイプの
二重締めコルセット
全体を細幅にすることで動きや
すさを追求しています。また座
位姿勢でも気になりにくい設計
です。腹部は支持力のあるメッ
シュ素材、腹部のパイル素材も
メッシュを採用。

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

背部の調節で個人差をカバー

調整用面ファスナー

身長や状態によって
補助ベルトの高さ調
節 が 出 来 る 仕 様 と
な っ て い ま す。 面
ファスナー着脱式で
パーツをずらして貼
りかえるだけですの
で、微調整まで簡単
に行えます。
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コルセット

コルセット

サクロライト DX アルケア

●メッシュ素材を使用し、ムレ　　
　にくく快適な装着感が得られ
　ます 
●補助ベルトと２本のアルミス
　テーで、腰部を的確に支持し
　ます 
●背部素材の伸長率を各位置で　
　変化させ、フィット性を高め
　ています

デラックス腰痛帯

面ファスナーを用い、ワン
タッチで装着できる腰部固定用
伸縮腰痛帯です。二重補助ベル
トを採用し、固定・支持力の強
弱調整が自由にできます。腰の
両横やや前部で、補助ベルトを
装着することにより、腹部を圧
迫せず、腰部をしっかり固定し
ます。

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

17855 S 65 ～ 80cm

1,800 円＋税

17854 M 75 ～ 90cm

17853 L 85 ～ 100cm

17852 LL 95 ～ 110cm

17851 3L 105 ～ 120cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

404201 S 65 ～ 75cm

5,000 円＋税
404202 M 75 ～ 85cm

404203 L 85 ～ 95cm

404204 LL 95 ～ 105cm

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

68-20151 フリー ～ 100cm 2,900 円＋税

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

414001 S 65 ～ 75cm

3,500 円＋税
414002 M 75 ～ 85cm

414003 L 85 ～ 95cm

414004 LL 95 ～ 105cm

●通気性の優れた素材を使用し
　ている為、ムレにくく快適で
　す 
●補助ベルトが腹腔圧を効果的
　に高めさらにフイット性を高
　めます 
●特殊プラスチックバネは、症
　状に応じて自由に曲げること
　ができ、腰部にフィットしま
　す

サニーメッシュコルセット

スーパープロ ウエストラップ PRO

●圧迫と保温が手軽に実現 
●面ファスナーで着脱も簡単 
●腰の予防や保護に 
ソフトサポート

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

58127 フリー 60 ～ 127cm 3,500 円＋税

慢性的な腰の痛みに。汗をかい
てもズレにくく、軽量で保温性
に優れた素材。 
 
●婉曲したカッティングがお尻
　にフィット 
●伸縮性があり、固定力を調整
　できます 
●腰の自由な位置に装着できま
　す

アジャスタブル バックブレイス ミューラー

ウエストサポート ミューラー

●腰をしっかりサポートする 8
　本の柔軟性スチールスプリン
　グ内蔵 
●伸縮性サイドベルトで固定力
　を自由に調整可能 
●スポーツ時に最適な薄型ボ
　ディ 
●固定力の持続に

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

55817 フリー 71 ～ 127cm 4,800 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

●弾力性に優れた特殊生地に面
　ファスナーを使用し、ワンタ
　ッチで着脱できる使用が簡単
　なベルト 
●二重ベルトにより、骨盤や背
　骨の固定力が高まります 
●両端が丸型にしてありますの
　で、角のめくれあがりがなく
　体型にピッタリとスマートに
　使用していただけます 
●軽く、通気性に優れた素材に
　よりオールシーズン快適に使
　用していただけます

ツインベルト アシスト

品番 サイズ 適用範囲 標準価格

404205 S 60 ～ 75cm

4,500 円＋税
404206 M 75 ～ 90cm

404207 L 90 ～ 105cm

404208 LL 105 ～ 120cm
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コルセット

中山式ボディフレーム腰用ハード
前部・後部のナイロンメッシュ
と２本の弾性ボーンで腰部を保
護固定します。
動滑車の原理を応用し、小さな
力でもしっかりと締めつけ、固
定することができます。
16cm 幅のスリム設計で日常的
に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープで
仮止めでき、装着時の遊びをな
くします。

前幅：12cm ／背幅：16cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

278-009-01 M 95cm 70 ～ 90cm

オープン価格278-009-02 L 105cm 80 ～ 100cm
278-009-03 LL 115cm 90 ～ 110cm

中山式ソルボ Do 中殿筋サポーター ソルボセイン

中山式骨盤ゴムベルト中山式ボディフレーム骨盤用フィット 中山式中山式

品番 サイズ 規格 標準価格

63193 S 75 ～ 85cm

5,800 円＋税63194 M 85 ～ 95cm

63195 L 95 ～ 105cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

278-020-01 M 95cm 65 ～ 95cm
3,800 円＋税

278-020-02 L 110cm 80 ～ 110cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

278-012-01 M 85cm 75 ～ 95cm

オープン価格278-012-02 L 95cm 80 ～ 100cm

278-012-03 LL 105cm 85 ～ 105cm

腰の動きを妨げずにサポート・固
定。腰対策・歩行改善サポーター
骨盤のゆがみや筋力の衰えから
くる慢性的な腰のトラブルに。
姿勢が悪く、足腰の筋力不足で
足元がふらついたり、疲れやす
く腰に不安を感じる方に。

天然ゴムの伸縮性で骨盤をしっ
かり補強
天然ゴムの弾力が骨盤を引き締
め安定させます。
穴あきゴムで通気性に優れ、ム
レません。

幅：10cm

複雑な動きにもしっかりフィット
優れたゴム弾性と引張り強度を
持つ本体生地は、アウターにも
響きにくい超薄設計でピッタリ
フィット。
天然ゴムに代わる新素材は硫
黄、塩素等の有害物質を含まな
い環境にやさしい素材で敏感な
肌にも対応。

幅：10cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

424001 S 85cm 80 ～ 90cm

3,300 円＋税
424002 M 95cm 90 ～ 100cm
424003 L 105cm 100 ～ 110cm

424004 LL 115cm 110 ～ 120cm

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

170-0004 S 86cm 65 ～ 85cm

3,400 円＋税
170-0003 M 95cm 85 ～ 100cm
170-0002 L 105cm 100 ～ 110cm

170-0001 LL 116cm 110 ～ 120cm

ゴムバンド療法はゴムのバンドを骨盤の上に巻いて、フラフープ
の様に腰を廻し、いろいろな病気を改善しようとするものです。 
労働やスポーツ後の筋肉疲労で骨盤が歪んだままにしておくと、
背骨のアンバランスを引き起こし、神経が圧迫されて諸臓器の機
能が低下し、いろいろな病気が起こります。 
骨盤のズレや歪みを治し、背骨の歪みを正しく矯正します。 
※アレルギーのある方は、ご使用を避けてください 。

幅：10cm

骨盤ヘルパー ダイヤ工業サニーコツバンバンド

手をかけられる補助ベルトを使
用することで、握力の弱い方で
もしっかりとバンドを装着する
ことができます。

幅：10cm 

まとめ割引

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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コルセット

コルセット

ダイヤソフト骨盤バンド（白） ダイヤ工業

適度な柔らかさで伸縮性、通気
性が高い生ゴムバンド。前屈を
妨げないようにえぐりを設けて
います。

前幅：8.5cm ／背幅：9.5cm

スリム仙骨ベルト

ゴムバンドのニオイ、ムレを改
善した織物タイプの骨盤ベルト。
吸湿織りゴム材を使用していま
す。 
腹部の着脱部分は仮止め面ファ
スナー付き。前屈を妨げないス
リムタイプです。

前幅：7cm ／背幅：9cm

品番（ホワイト）品番（ブラック）サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-1084 000-1089 S 84cm 60 ～ 75cm

3,000 円＋税
000-1083 000-1088 M 93cm 75 ～ 90cm

000-1082 000-1087 L 104cm 90 ～ 105cm

000-1081 000-1086 LL 114cm 105 ～ 120cm

品番（レッド） 品番（イエロー）品番（グリーン）品番（ブルー）品番（ブラック）サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-1212 000-1214 000-1217 000-1222 000-1227 フリー 106cm 75 ～ 95cm 5,000 円＋税

000-1211 000-1213 000-1216 000-1221 000-1226 LL 126cm 95 ～ 115cm 5,500 円＋税

ダイヤ工業

品番 サイズ 全長 適用範囲 標準価格

215-1004 S 80cm 72 ～ 82cm

3,400 円＋税
215-1003 M 92cm 80 ～ 90cm
215-1002 L 105cm 88 ～ 99cm

215-1001 LL 115cm 97 ～ 110cm

バリアスツイスト カラーメッシュタイプ

バリアスツイストの機能はその
ままに、通気性のあるメッシュ
素材を使ったタイプ。

前幅：6.5cm ／背幅：10cm

ダイヤ工業

品番(ブラック) サイズ 全長 適用範囲 標準価格

000-1172 フリー 106cm 75 ～ 95cm 5,000 円＋税

000-1171 LL 126cm 95 ～ 115cm 5,500 円＋税

000-1174 ジュニア 84cm 60 ～ 70cm 5,000 円＋税

最大 5cm の細幅設計
体幹を安定させ動きをスムーズ
にします。クッション性の高い
生地本体で細くても食い込みに
くい素材です。

前幅：2.5cm ／背幅：5cm

バリアスツイストスリム

品番 サイズ 色 全長 適用範囲 標準価格

000-1902 フリー
グリーン

90cm 75 ～ 95cm 5,000 円＋税

000-1901 LL 110cm 95 ～ 115cm 5,500 円＋税

ダイヤ工業

バリアスツイスト

W ギア構造でがっちり締める固
定タイプの骨盤ベルト
仙腸関節を挟み込むように滑り
止めを配置し、締めこむ力とず
れ防止機能を高めています。
普段と変わらない動作が可能で
す。

前幅：6.5cm ／背幅：10cm

ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

ベルトを軽く引くだけで、
背部を集中的に締めこむこ
とができます。

滑車の原理を応用した構
造により僅か１/ ４の力で
引っ張ることができ、力の
弱い方でも締めこむことが
可能です。

W ギア構造

レッド

グリーン

イエロー

ブルー ブラック
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トレーニング

健康・介護

トレーニング・健康・介護

横になってポールの上に乗るだ
けで背骨のストレッチをサポート
し、肩・腰・背中をスッキリとさ
せます。ハーフカットサイズ。

ストレッチポール EX 型

横になってポールの上に乗るだ
けで背骨のストレッチをサポー
トし、肩・腰・背中をスッキリ
とさせるストレッチポールです。

※大型商品のため、別途送料が実費でかかります。

品番 規格 標準価格

782-8011 縦 40 ×横 50 ×高 5.5cm 4,500 円＋税

品番 規格 色 標準価格

ADYG-10640RDGR 173cm × 61cm レッド／グレー 3,900 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

508-315B 巾 15 ×長さ 40 ×高さ 7.5cm ／約 220g 2 個 6,500 円＋税

品番 規格 標準価格

IUA-00121 直径 15 ×長さ 98cm ／約 850g 8,500 円＋税

品番 種類 標準価格

507-787 本体のみ 3,800 円＋税

507-787B 本体＋ポンプ 4,500 円＋税

507-787C ポンプのみ 700 円＋税

bonbone キューブ

絶妙な不安定感を生み出すラン
ダムムービング構造により体幹
を強化。バランス感覚や協調性
が養われ、正しい姿勢をつくる
ことができます。

こんな方におすすめ 
○アスリートのパフォーマンスアップに 

○女性の美しいボディラインのために 

○シニア世代の正しい姿勢づくりに 

○お子さまのバランストレーニングに

ダイヤ工業

ストレッチポール EX 型 ハーフカット

バランスディスク

ウエストのくびれは、日常鍛えにくい「腹斜筋」のトレーニング
が効果的。1 日 10 分、このバランスディスクに座って「前後・左右・
回転」運動をするだけで効果的にウエストを引き締められます。

エクササイズマット

ヨガマット 両面 6mm
ストレッチ運動やヨガ ､ ピラテ
ィスを行うときに便利なエク
ササイズマット ｡ ジムはもちろ
ん、自宅でのトレーニングの際、
滑りやすいフローリングの上で
もマットがあれば滑らず安全。
振動も響きにくく、時間を気に
せず自宅でトレーニングができ
ます。
重量：約 1kg ／運動解説書、バ
ンド、収納袋（メッシュ）付

●表面は汗をはじく、滑り止め
　仕様
●ヨガ・エクササイズに理想的な
　サーフェイス
●ソフトでバランスを保つのに
　ちょうど良い厚さ 6mm
●柔らかく快適なクッショニング

素材：ポリマー、ポリエステル

バンド

収納袋

品番 規格 色 標準価格

LEX-917GRS

幅 61 ×奥行 173cm ×厚さ 4mm

グリーン

オープン価格LEX-918PKS ピンク
LEX-919BLS ブルー

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

シェイプリング Finoa

品番 色 強度 規格 標準価格

68-22181 ピンク フィットネス 10 × 70cm

1,000 円＋税
68-22185 ライム チャレンジ 10 × 60cm

68-22182 パープル スタンダード
10 × 70cm

68-22183 ブルー アスリート

● 4 種類の強度で女性からアスリートまで手軽にトレーニング
　が可能
●円周 70cm と 60cm のリング状で体にかけて使用します
●コンパクトで持ち運びにも便利
●主に体幹のトレーニング用に身体に通して、脚などに引っか
　けてトレーニングをします

adidas
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トレーニング・健康・介護

トレーニング

健康・介護

手・足首に巻いて、上下肢の抵
抗運動に。

品番 サイズ 規格 色 標準価格

265-0001 0.25kg 80 × 350mm ブルー 3,200 円＋税

265-0002 0.5kg 100 × 370mm ピンク 3,800 円＋税

265-0003 1.0kg 130 × 430mm イエロー 4,600 円＋税

265-0004 1.5kg 150 × 485mm オレンジ 5,400 円＋税

265-0005 2.0kg 160 × 520mm グリーン 6,200 円＋税

265-0006 3.0kg 180 × 530mm パープル 8,000 円＋税

品番 色 直径 標準価格

ADBL-13246OR オレンジ
65cm 3,800 円＋税ADBL-13246GR グレー

ADBL-13246PL パープル

品番 重さ 手首・足首周囲 入数 標準価格

ADWT-12227 0.5kg 14.5 ～ 20cm
2 個

2,900 円＋税
ADWT-12228 1.0kg 14.5 ～ 23cm 3,400 円＋税

品番 色 強度 規格 標準価格
TB-20020 黄色 弱

約 13cm
(12.5 ～ 14cm)

× 
6 ヤード 

（約 5.4m）

2,200 円＋税
TB-20030 赤色 中弱 2,400 円＋税

TB-20040 緑色 中 2,600 円＋税

TB-20050 青色 強 3,200 円＋税

TB-20060 黒色 最強 3,700 円＋税

セラバンド（６ヤード）
漸増抵抗訓練による筋力や筋持久
力の増強、可動域訓練、柔軟性の
改善などが手軽に行える伸縮性に
富んだ特殊ラテックスゴムバンドで
す。長さによって急激な強度変化を
伴わない均一な抵抗力が、効果的
な漸増抵抗訓練を可能にします。

ダイヤ重錘バンド ダイヤ工業

ジムボール

アンクル / リスト ウエイト

●耐バースト素材
●二重構造のグリップ力でより
　一層の安定感
●身長 170 ～ 185cm の方を想定
　したデザインとなっています
●ポンプ付

材質：ポリマー・PVC 
耐荷重：約 110kg

●しっかりと留まるマジックテー
　プ式
●調節可能
●心地よいネオプレン素材使用
●フリーサイズ

●リハビリテーション＆筋力維
　持（筋力アップではありません）
●特にイエローは、肩腱鞘板（イ
　ンナーマッスル）に刺激を入
　れられますので肩の慢性傷害
　で悩んでいる、高齢者におす
　すめです。 
●チューブにハンドルが付いて
　値ごろ感があります。

品番 色 強度 規格 標準価格

283201 イエロー -2 長さ 110cm ／チューブ径φ 6mm 2,200 円＋税

283202 グリーン -1 長さ 110cm ／チューブ径φ 8mm 2,400 円＋税

283203 レッド 0 長さ 120cm ／チューブ径φ 10mm 2,800 円＋税

エクサチューブ SPRI

セラピーエッグ 小さいバランスボール 20cm

指の運動、握力の強化、腕の訓
練にうってつけのセラピーエッグ。
通常の方はグリーン、ブルーをご
使用ください。少し手指が不自由
な方の訓練にはオレンジから始め
てください。

内ももトレーニングも簡単
ボールを内ももの間に挟み、内転
筋のトレーニングも簡単に行えま
す。

※商品の色は写真と異なる場合が
あります。

品番 色 強度 規格 標準価格

508-412A オレンジ ソフト
約 30 × 45mm/

約 50g
700 円＋税508-412B グリーン ミディアム

508-412C ブルー ハード
品番 色 規格 標準価格

254-0001 ブルー φ 20cm 900 円＋税

ジムの運動メニューでも取り入
れられているヨガボール。
簡単なバランス運動から全身
の筋力トレーニングまで幅広く
使用できます。女性はもちろん
年輩の方にもおすすめです。

材質：PVC ビニール
耐荷重：100kg
フットポンプ付

ヨガボール

品番 色 規格 標準価格

LG-314 シャンパンゴールド

直径約 55cm 
約 850g

1,314 円＋税

LG-315 シルバー

LG-320 パールブルー

LG-321 パールホワイト

LG-323 パールピンク

＊製造工程上、品質を保持するため３反に分かれている可能性がございます。
＊天然ゴムのため、幅に 12.5 ～ 14cm の差が生じる場合がございます。

グリップ幅：12.5 ㎝

お取寄せ商品お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

adidas

adidas
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トレーニング

健康・介護

品番 色 規格 標準価格
04401 ブラック

直径 14cm ×長さ 33cm 
重さ 604g

6,500 円＋税

04402 オレンジ

04403 カモフラージュ
04404 ピンク

04405 ライム

ストレッチングボード XO

●脚をはじめ全身のストレッチ運
　動に利用するボードです
●ストレッチングにより硬なった
　筋肉をゆっくりとほぐし、体全
　体の筋肉をやわらげます 
● X 脚や O 脚にあわせ足踏み台
　の上にのせる XO ボードの高さ
　を調節でき、ストレッチ運動を
　変えることができます
● X 脚や O 脚にお悩みの方、姿勢
　の気になる方におすすめです 
● 130kg の方まで使用可能です

品番 規格 標準価格

507-824 幅 30.5 ×奥行 36 ×高さ 13cm ／約 1.9kg 12,800 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

GRID フォームローラー TRIGGERPOINT
TM

快癒器の上にそっと体重をかける
だけで「あんま」「指圧」と同じ
働きをします。
底部のノブを回し、球頭の高さを
変えることで、押圧力の強弱を使
い分けることができます。

中山式快癒器　強弱機能付 中山式

品番 種類 規格 標準価格

278-001-01 2 球式 首筋、肩用 2,400 円＋税

278-001-02 4 球式 背中、腰用 3,200 円＋税

中山式脊椎医学キョウセイベルト メッシュタイプ HEALTHY WAY 健康の道中山式

矯正効果を高める独自のクロス構造で、背筋をスッ
キリ、姿勢をサポートする脊椎矯正ベルトです。 
胸椎の形状を整える二重生地構造。適度な伸縮で
ウエストにぴったりフィットします。

毎日のデスクワークや
運動不足の足裏に心地よい刺激
突起物を使い、あんま、指圧の代
用を行い、筋肉のコリをほぐす指
圧代用器です。

品番 サイズ 身長 ウエストサイズ 標準価格

427801-01 S 145 ～ 155cm 55 ～ 70cm

5,500 円＋税427801-02 M 155 ～ 165cm 65 ～ 85cm

427801-03 L 165 ～ 175cm 80 ～ 100cm
品番 サイズ 規格 標準価格

497-001 ロング 幅 35 ×長さ 170cm：約 645g 2,838 円＋税

エクササイズバイク ＧＢ－５０ エクササイズバイク　ＧＢ－４０ ＲｅｅｂｏｋＲｅｅｂｏｋ

品番 寸法 重量 標準価格

RVON-10401BK 100 × 52 × 130cm 32kg 85,000 円＋税

品番 寸法 重量 標準価格

RVON-10101BK 100 × 52 × 130cm 31kg 68,000 円＋税

負荷レベルは 8 段階に調節可能で
あり、幅広いレベルに合わせたエ
クササイズが可能です。また 4 種
類のプログラムから目標設定を変
えることで色々なメニュー設定が
できます。

硬くなった筋膜、筋肉をローリングし、刺激を与え解きほぐす（筋
膜リリース）ことにより、血流が促進し、筋肉の回復に必要な栄
養素が体内を循環します。
その結果、筋肉の柔軟性が高まり、関節の可動域が広がります。
手軽に持ち運びができるコンパクトサイズ。

負荷レベルは 32 段階に調整可能で
あり、幅広いレベルに合わせたエ
クササイズが可能です。また、20
種類のプログラムから時間や距離、
消費カロリーといった目標設定を変
えることでレベルに応じたトレーニ
ングを行えます。

ピンク

※別途組み立てと電源コードが必要です。 ※別途組み立てが必要です。

ブラック

オレンジ
カモフラージュ

ライム

メーカー直送 メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。 ※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線



80

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付） インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）

80

トレーニング・健康・介護

トレーニング

健康・介護

●ワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能です
●握り部と脇あてはすべりにくくなっています

脇あて～握りの
調節ピッチ：37.5mm
全長の
調節ピッチ：25mm

アルミ合金製 松葉杖“合わせてパッチン” 日進医療器アルミ製 松葉杖　2 本セット

ロフストランドクラッチ

日進医療器

日進医療器

●脇あて握りに布製カバー付 
●長さ調整はプッシュボタン式 
●ふれどめナット付

脇あて～握りの調節ピッチ：40mm 
全長の調節ピッチ：25mm

●ふれ止めナット付
●子ども用あり＜ S サイズ＞

※注意
体重を多くかけますので、先ゴ
ムは溝がなくなったところで交
換してください。

品番 サイズ 全長 重量 入数 標準価格

TY152S S 95.5 ～ 115.5cm 840g
2 本 非課税 10,400 円

TY152M M 113.5 ～ 133.5cm 930g
TY152-1 替えゴム 内径 21mm 1 個 400 円＋税

品番 サイズ 握り手～上部 握り手～下部 重量 入数 標準価格

TY132BS S 190 ～ 230mm 515 ～ 635mm 490g
1 本

非課税
9,200 円TY132BL L 230 ～ 310mm 640 ～ 880mm 580g

TY132B-1 ゴム 内径 18mm 1 個 400 円＋税

品番 サイズ 全長 脇あて～握り 入数 標準価格

TY156S S 98.5 ～ 113.5cm 25 ～ 40cm
1 本 非課税 5,800 円TY156M M 109 ～ 129cm 32.7 ～ 47.7cm

TY156L L 123 ～ 143cm 35.2 ～ 53.9cm

TY156-1 替えゴム 内径 21mm 1 個 350 円 + 税

メーカー直送

メーカー直送

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

※替えゴムは別送料がかかります

※替えゴムは別送料がかかります

※ゴムキャップは別送料がかかります

※替えゴムは別送料がかかります

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

●杖の先を胴側の足先の前外方約 20cm に置き、肘は
30 ～ 40 度屈曲した状態が最適です（この時、握りの位
置はほぼ大転子の処にあります）。

正しい杖の選び方

品番 色 規格 入数 標準価格

S55-F2 花柄ブラック
長さ 70 ～ 80cm ／

重量 260g
1 本 6,000 円＋税S55-F5 花柄レッド

S55-F8 花柄イエロー

065-1 ブラウン ゴムキャップ（小）
内径 15mm

2 個 600 円＋税
065-2 ブラック

折りたためて収納コンパクト。
花柄のステッキでオシャレに。
ゴムキャップ内径：15mm

折りたたみコンパクトステッキ F 島製作所

イエロー

ブラック　レッド

●軽量でさびないアルミ製 
●折りたたみ操作や長さ調節も簡単 
●折りたたみ時長さ：26mm
　ゴムキャップ内径 19mm

ウォーキングポール
●女性にも持ちやすい S グリップ 
●グリップは右手用が赤、左手用が
　グレーに色分けされて見分けやす
　くなっています

品番 規格 色 入数 標準価格

S48-1 長さ 80 ～ 90cm ／ 350g ワイン 1 本 5,000 円＋税

030-1 ゴムキャップ（大）内径 19mm ブラウン 2 個 730 円＋税

品番 規格 色 入数 標準価格

350061-01
長さ 85 ～ 120cm ／ 220g

ピンク
2 本 9,500 円＋税

350061-02 ブルー

折りたたみステッキ（４ツ折り）

レビータ 3S

島製作所

シナノ

ステッキ（伸縮性）木製グリップ

●軽量でさびないアルミ製 
●長さ調節も簡単

（13 段階 2.5cm ピッチ）
ゴムキャップ内径 19mm

島製作所

メーカー直送

返品不可

品番 規格 入数 入数 標準価格

S44-1 長さ 70 ～ 100cm ／ 350g ワイン 1 本 5,000 円＋税

030-1 ゴムキャップ（大）内径 19mm ブラウン 2 個 730 円＋税

お取寄せ商品

ピンク

素材：アルミ合金

ブルー

返品不可
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トレーニング

健康・介護

メーカー直送

品番 規格 標準価格

NC-1CB 座幅 40cm ／前座高 43cm ／重量 13.2kg 非課税 60,500 円

アルミ自走用車イス NC-1CB（標準）

高品質の高強度アルミ製。コンパクトで
リーズナブル。介助ブレーキ（バンド式）
付です。キャスタ輪はクッション性にす
ぐれた６インチソフト幅広タイプ。
使用時サイズ：H88 × W64 × D99cm 
収納時サイズ：H66 × W34 × D99cm

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

オンセンス

温泉成分のうち品質・効能の安定した成分
を主体に、軟水化作用と保温力に優れた弱
アルカリ性温浴剤です。 
松柏類抽出植物油を加え、保温効果をさら
に高めた点が特長といえます。 
市販の入浴剤とは比較にならないほど効果
が得られることで、病院関係のリハビリで
数多く使用されています。

テンピュール オリジナルネックピロー テンピュール

ネックピローのスタンダードデ
ザイン。ボリュームを持たせた
波形の形状が頭部から首筋に沿
うようにやさしくフィットして
サポートします。
幅：50cm ／奥行 31cm

品番 サイズ 高さ 標準価格

507-905XS XS 4 ～ 7cm 12,000 円＋税

507-905S S 5 ～ 8cm 13,000 円＋税

507-905M M 7 ～ 10cm 14,000 円＋税

507-905L L 8.5 ～ 11.5cm 15,000 円＋税

品番 高さ 標準価格

917811 15 ～ 19cm 12,000 円＋税

品番 規格 標準価格

854601 1.4kg 2,200 円＋税

854605 7kg（チャック付アルミパック） 10,000 円＋税

水の層を持つ枕です。この枕は
水の動きによって圧力を分散さ
せ , 頭や首の動きに合わせて底
部の水が動き、圧力が一点に集
中するのを防ぎます。注入する
水の量で高さを調節できます。
幅：71cm ／奥行：51cm

メディフロー・ウォーターベースピロー・エリート
お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品自分の頭の重さを利用して自
然に首のストレッチ。
頚部を支える凸面が、首の付
け根のポイントを押圧し、緊
張して凝り固まった筋肉もリ
フレッシュ。たった５分で視
界がスッキリしたような爽快
感に。

お湯を入れて仰向けに横たわ
ると、温めながら頭の重さを
利用して自然に首をストレッ
チできます。じんわり温める
ことで首まわりがリフレッシ
ュされ、緊張して固まった筋
肉がほぐれていきます。

首ストレッチャー ホット首ストレッチャー

品番 規格 標準価格

298-034 約 27 × 21 ×高さ 13cm ／ 280g 1,680 円＋税

品番 規格 容量 標準価格

298-065 約 25 × 18.5 ×高さ 11cm 1.577L 2,839 円＋税

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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トレーニング・健康・介護

トレーニング

健康・介護

アロマ ● 原液のまま直接肌につけたり、口に入れたりしないでください。

● 使用後は蓋をしっかりと閉め、直射日光を避け冷暗所で保管してください。

● 開封後は１年以内を目安にご使用ください。

● 引火する恐れがありますので火気には十分ご注意ください。

● 精油は気候や気温の変化により香りが異なる場合がございます。

ラベンダー

朝用ブレンドオイル

ゼラニウム ローズマリー

夜用ブレンドオイル

オレンジスウィート

ベルガモット

レモン

ハナオモイブレンド

ティートリー

グレープフルーツピンク

リラックスブレンド

イランイラン

■ 100% 天然アロマオイル

■ブレンドエッセンシャルオイル

■キャリアオイル

フローラルで気分を和らげる
香り

ローズマリーとレモンをブレ
ンドしたスッキリ系の香りで
気分を高めます。
午前中に２時間以上かいでください。

ハーブ調の香りを含んだほの
かに甘いローズに似た香り

リフレッシュさせるすっきり
としたハーブの香り

ラベンダーとオレンジをブレ
ンドしたゆったり系の香りで
気分を穏やかにします。
就寝１時間前に 2 時間以上かいでください。

フレッシュで心地よい甘い香り

レモンとオレンジを思わせる
さわやかな香り

フレッシュで爽やかな香り

春・秋の時期におすすめ、スッ
キリ爽やかで優しい香り
配合：ユーカリプタスラディアータ、ティー

トリー他

スウィートアーモンドマッサージ
オイルです。豊かな栄養分で肌
をなめらかにします。

お好みのキャリアオイルと精油を合わせてご利用ください。

＋αでお好みの精油をブレンドすること
で何通りものブレンドをお楽しみいただ
けます。

人間の皮脂に似ているので皮膚
や髪のケアに。

フレッシュで清潔な香り

さわやかでリフレッシュさせ
る香り

気分をほぐして楽にしてくれ
るフルーティで甘い香り

配合：イランイラン、マンダリン他

フローラルでエキゾチックな
甘い香り

品番 容量 標準価格

261-0091 10ml 1,840 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0223 10ml 2,000 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0123 10ml 2,550 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0124 10ml 1,790 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0224 10ml 2,000 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0112 10ml 1,620 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0122 10ml 2,050 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0094 10ml 1,730 円＋税

品番 容量 標準価格

261-7018 10ml 2,150 円＋税

品番 容量 標準価格

000-9700 500ml（ポンプ式） 3,150 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0099 10ml 1,730 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0317 10ml 1,730 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0212 10ml 2,150 円＋税

品番 容量 標準価格

000-9724 100ml 2,000 円＋税

品番 容量 標準価格

261-0096 10ml 2,550 円＋税

フローラル系

柑橘系

柑橘系

柑橘系

樹木系

柑橘系

エキゾチック系

フローラル系 ハーブ系

DMOホホバオイル ダイヤ工業ダイヤマッサージオイル「DMO」ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

相性の良い

精油の組み合わせ

フローラル系

エキゾチック系

樹脂系

樹木系

柑橘系

スパイス系

ハーブ系
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トレーニング

健康・介護

その他種類がございますので、お問い合わせください。

忘憂（ネペンシ） 風華（マスキュリン） 品味（ヒンミ） 霊舒（マグノリア） 滋殷（ジイン） 容量 標準価格

416-M-1 416-M-3 416-M-4 416-M-5 416-M-6 10ml 2,800 円 + 税

416-M-1-01 416-M-3-01 416-M-4-01 416-M-5-01 416-M-6-01 100ml 15,500 円 + 税

■アロママッサージ D オイル

やさしい香りが心を和ませ心地
よい気分に
柑橘系の涼しい香りとフローラ
ルのやさしい香り。

オレンジスウィート、イランイラ
ン、ラバンディンなど 12 種配合

アロマの香りでリラックス＆リフレッシュ。

スポーツ後のマッサージに
スッキリとした香りにやさしい香
りが融合。ゆったり爽やかな心
地よさ。

レモン、グレープフルーツ、ラベ
ンダーなど 10 種配合。

品番 容量 標準価格

261-5112 100ml 1,890 円＋税

261-5102 500ml（ポンプ式） 9,200 円＋税

品番 容量 標準価格

261-5111 100ml 1,890 円＋税

261-5101 500ml（ポンプ式） 9,200 円＋税

スポーツケアオイル ダイヤ工業ボディケアオイル ダイヤ工業

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

忘憂
（ネペンシ）

風華
（マスキュリン）

品味
（ヒンミ）

滋殷
（ジイン）

霊舒
（マグノリア）

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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健康食品

健康食品

健康食品

品番 入数 標準価格

410-001 3g × 30 包 3,300 円＋税

品番 入数 標準価格

410-027 120 粒 6,800 円＋税

青汁の和 緑応科学 ローヤル Q10 ゴールド 緑応科学

野菜不足に有機国産大麦若葉
緑茶風味で飲みやすく、お食事
とともにお茶としても飲んでい
ただけます。
●野菜不足や野菜嫌いな方に
●生活習慣が乱れがちな方に
目安：１日１包

美容・健康、いつまでも若 し々く
40 種類以上の栄養成分を含む「酵素
分解ローヤルゼリー」にエネルギー
生産に必要不可欠なコエンザイムＱ
10 を「還元型」として加えることで、
ローヤルゼリーの豊富な栄養素を余
すことなくエネルギーに変換します。
●すぐに体力をアップさせたい方に 
●元気で活動的な生活を送りたい方に
目安：１日４粒

品番 入数 標準価格

410-003 90 粒 6,000 円＋税

笑美緒 ヒアルロン酸 緑応科学

潤いと弾力がほしい
保水成分「ヒアルロン酸」とコラー
ゲンの最小ユニット「トリペプチ
ド」を配合したサプリメントです。 
● シ ワ や ハ リ が 気 に な る 方 に 
●化粧のノリが気になる方に
目安：１日３粒

【内容成分及びその含有量】

3 球（1.68g）当たり  

トリペプチド含有コラーゲンペプチド……300mg 

ヒアルロン酸……120mg 品番 入数 標準価格

410-004 120 粒 6,000 円＋税

笑美緒 プラセンタ 緑応科学

透けるように美しい世代に
高濃度プラセンタエキスにスクワ
レン、ビタミン類を配合した栄養
機能食品です。
●化粧のノリや色が気になる方に 

●紫外線や乾燥が気になる方に

目安：１日４粒

【内容成分及びその含有量】4 粒（1.8g）当たり  

スクワレン……558mg 

プラセンタエキス……480mg 

（製造時配合量）

品番 入数 標準価格

410-005 180 粒 3,200 円＋税

笑美緒 グルコサミン CO 緑応科学

立ち座りを快適に
「グルコサミン」と「コンドロイ
チン」にイオウ化合物の「MSM」
や植物ハーブ「キャッツクロー」、
５種類のビタミンと２種類のミネ
ラルなどを配合しています。
●階段の昇り降りがつらい方に 
●長い間正座ができない方に
目安：１日６粒

【内容成分及びその含有量】6 粒（2.1g）当たり  

グルコサミン……1200mg　

サメ軟骨抽出物……300mg 

（コンドロイチン硫酸……233mg）

MSM……120mg 

キャッツクローエキス末……60mg

品番 入数 標準価格

410-017 90 粒 3,800 円＋税

笑美緒 ローヤルゼリー 1000 緑応科学

毎日の栄養補給に
特有成分デセン酸をはじめ、アミ
ノ酸、ビタミン、ミネラルなど合
計 40 種類以上の栄養素がバラン
スよく含まれています。
●食べ物の好き嫌いの多い方に
●不規則な食事の栄養サポートに
目安：１日１～３粒

【内容成分及びその含有量】

1粒（460mg）当たり

生ローヤルゼリー換算 1000mg 相当量含有 

調整ローヤルゼリー組成基準 

デセン酸……0.21％以上

品番 入数 標準価格

410-007 180 粒 4,800 円＋税

笑美緒 牡蠣肉エキス 緑応科学

「牡蠣肉エキス」と「ウコンエキス」
のダブルパワー
牡蠣の栄養分を丸ごと閉じ込めた

「牡蠣肉濃縮エキス」に、「ウコン
エキス」、「無臭ニンニクエキス」
などを配合しました。
●お酒を飲む機会が多い方に 
●パワーとスタミナがほしい方に
目安：１日４～６粒

【内容成分及びその含有量】

6 粒（2.64g）当たり  

グリコーゲン……353mg　クルクミン……54mg 品番 入数 標準価格

410-028 60 球 1,200 円＋税

笑美緒 マルチビタミン 12 緑応科学

生活習慣の乱れによって不足する
ビタミン補給に

「ビタミン B 群」や「ビタミン C」「葉
酸」などを含んだ１２種類のビタミ
ンを２球でバランスよく補うことが
出来ます。
●野菜不足など栄養バランスが気
になる方に
●不規則な食生活や偏食、飲酒、喫煙に
●元気のある毎日を目指す方に
目安：１日２球

【内容成分及びその含有量】1包（3g）当たり

総クロロフィル（葉緑素）……11mg

還元作用……11400 単位

β- カロテン……236µg
（緑黄色野菜可食部約 39g 相当量）

乳酸菌（殺菌）……1,000 億個（製造時配合菌数）

【内容成分及びその含有量】4 粒（2.10g）当たり  

生ローヤルゼリー相当量……450mg 

還元型コエンザイムＱ１０……100mg

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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健康食品

お腹回りをスッキリさせたい
「カルニチン」は脂肪燃焼を助ける
重要な栄養成分ですが、加齢ととも
に体内での合成量が年々減少してい
きます。その他にアミノ酸が豊富な
鹿児島県産の「黒酢もろみ末」など
を配合しています。
●脂質や糖質摂取が気になる方
●日頃の生活習慣が気になる方
●毎日の活力と健康維持に
目安：１日３～４球

【内容成分及びその含有量】4 球（1.88g）当たり  

L- カルニチン……84mg

【内容成分及びその含有量】4 球（2.1g）当たり  

L- シトルリン……200mg

品番 入数 標準価格

410-009 120 粒 4,000 円＋税

品番 入数 標準価格

410-010 120 粒 3,000 円＋税

黒酢カルニチン

品番 入数 標準価格

410-011 120 粒 4,000 円＋税

発酵黒酢 Q10

品番 入数 標準価格

410-012 180 粒 4,800 円＋税

ブルー・ブルーベリー G

品番 入数 標準価格

410-029 180 粒 4,000 円＋税

マグロ DHA ＆ EPA 緑応科学

不規則な生活習慣に
青魚のサラサラ成分
青魚に多く含まれる「DHA・EPA」など

の不飽和脂肪酸は血液をサラサラにする

働きがあり、動脈硬化の予防にも役立つ

と言われています。

●脂肪を多く含む食物やお酒が好きな方

●お魚の臭いや食味、姿が苦手な方

●運動不足やストレスが気になる方

目安：１日４粒
【内容成分及びその含有量】4 粒（1.89g）当たり　

◎オメガ酸３合計……600mg

DHA………552mg ／ EPA………48mg

（脂肪酸組成中　DHA55％、EPA5％）

品番 入数 標準価格

410-019 60 粒 2,000 円＋税

笑美緒 金時しょうが 緑応科学

冷えでお困りの方に
ショウガに含まれるジンゲロールは血行

促進や体内を温める働きがあり、むくみ

を解消する作用も期待できます。

●冷え症などでお困りの方に 

●ダイエットの燃焼系サプリとして

目安：１日２粒

【内容成分及びその含有量】　2 粒（0.5g）当たり

金時生姜末……250mg

酒粕発酵エキス……50mg

品番 入数 標準価格

KAI-23 1 包（3g）× 30 包 3,620 円＋税
KAI-24 3 箱セット 10,860 円＋税

はちみつレモン青汁 カイゲン

栄養たっぷりの「大和まな」を主原料に、

はちみつとレモン果汁をプラス。青臭さ

や苦みのない飲みやすさと、ほのかに甘

くさわやかな風味で、ムリなく毎日の習

慣にできるおいしさに仕上げました。

 

品番 入数 標準価格

410-024 68 球 6,800 円＋税

すっぽん爽快 SXG 緑応科学

１７種の伝承成分と５つのビタミン
スッポンを中心に L- シトルリン
など全部で２２種の素材を配合。
ここぞという時の活力や勢いをサ
ポートします。
●中高年の活力維持に
●気力・体力・維持力の衰えに
●頑張りたい毎日に
目安：１日２～４球

【成分分析】1包（3g）当たり

熱量 8kcal ／たんぱく質 0.2g ／脂質 0.1g ／

糖質 0.9g ／食物繊維 1.6g ／ナトリウム 1.8mg

品番 規格 標準価格

S-004 900ml 2,500 円＋税

クエン酸 C コンク

クエン酸に加え、D- リボースや
GABA（ギャバ）などを配合。誰
でも飲みやすい柑橘系のすっき
りした味に仕上げました。

 

20 ～ 30 倍希釈
クエン酸……1,200mg 

D-リボース……20mg 

GABA……4.5mg 

ビタミン C……15mg
品番 入数 標準価格

428-004 20g × 3 袋 320 円＋税

しょうが湯 小太郎漢方

味にこだわる本格仕上げ。
溶くだけ簡単です。 
高知県産生しょうがを煎じたエキ
スに吉野本葛、国産はちみつ、国
産黒糖を加えました。

まとめ割引
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品番 サイズ 規格 入数 標準価格

973037 小 φ 32mm

4 枚

1,600 円＋税

973038 中 5 × 5cm 1,800 円＋税

973039 大 5 × 9cm 2,200 円＋税

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

CV505 中 5 × 5cm
4 枚 オープン価格

CV509 大 5 × 9cm

アクセルガード（低周波導子パルス）セラピ粘着パッド

●粘着性と柔軟性があるゲルシート
　になっているので、ＥＭＳの電流
　をきちんと筋肉に伝え、激しい運
　動でも取れにくくなっています 
●導電性粘着パッドなので、通電性
　向上のためのジェルが不要です 
●消耗品のため、1 ～ 2 カ月で取り
　替えることにより、体にもより効
　果的・安全にご使用いただけます

★対応メーカー一覧★

伊藤超短波、テクノリンク、酒井医
療器、ミナト医科学、日本メディッ
クス、大島製作所

通電性と引張り強度を高めたパッド
従来品はパッドに埋め込む導電の先
端は棒状ですが、セラピ粘着パッド
は導電を扇状に広げることで通電性
を向上させています。
同時に、扇状に圧着することで引き
抜きによる耐久性も合わせて向上し
ています。

★対応メーカー一覧★

伊藤超短波、テクノリンク、酒井医療器、

ミナト医科学、日本メディックス、

大島製作所

サニーローデⅡ

単回使用の心電用電極。
ワニ口クリップでご使用ください。

品番 規格 入数 標準価格

973011-01 40 × 40mm 120 入 12,000 円＋税

低周波徳用スポンジ　ＰＣー６ 干渉波徳用スポンジ　SF-15

お好みのサイズに切って使えるので、
約 3 倍ほどお得です。

お好みのサイズに切って使えるので
経済的です。

※お使いの干渉波によっては吸引力
が弱まる場合がございます。

品番 規格 色 標準価格

978801 60 × 15cm ／厚さ 6mm 黄色 1,840 円＋税

品番 規格 色 標準価格

978802 60 × 15cm ／厚さ 15mm 黄色 オープン価格

アクアソニック 100

超音波用ゼリー 各種の治療器に
対応した通電用
ゲルです。

一光化学

品番 規格 標準価格

970301 250ml 900 円＋税

970302 5L 10,000 円＋税

品番 規格 標準価格

981701-01 210g 1,500 円＋税
981701-02 200g × 20 パック 20,000 円＋税

パッドクリーナー

●湿性導子パッド専用除菌洗浄液 
●パッド特有のぬめりやカビを防止
　します

ロジクリーン

花王 ( 株 ) 製
の純国産超音
波用ゼリー

品番 規格 標準価格

729304 2L 4,100 円＋税

品番 規格 サイズ 標準価格

974011 250ml ミドルタイプ 1,000 円＋税

974015 2L 詰め替えパウチ オープン価格

GE ヘルスケア メダリスト エレパシーゲル

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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バイター NEW-76（家庭用）

強弱二段を使い分けられるので、
サーキュレーション効果がさらに
高まります。本格マッサージをご
家庭でも。

バイター NEW-7（業務用）

強弱二段を使い分けられるので、
サーキュレーション効果がさらに
高まります。

品番 規格 標準価格

963002 33 × 27 × 17cm 32,000 円＋税

品番 規格 標準価格

963001 33 × 27 × 17cm 43,000 円＋税

オームパルサー LFP-4000A

鍼いたみ、鍼こわりをなくす波形を
採用。高級機なみの性能を備えてい
ます。オームパルサー独自のゴム表
面電極が手軽に使用できます。 

付属品：ワニ口コード（４本組）

ゴム電極（10）、電池（単２×４）、

携帯用かばん（１）

ラスパーエース Ver2（低周波治療器）

正（＋）負（－）のバランスが非常
に良く、各治療部位にソフトなあた
りでしっかりした刺激を確実に伝え
てくれます。 
気になる残りの治療時間を液晶で表
示しました。 
本体重量 570g（電池別）と、携帯や
移動に楽な軽量設計。

品番 内容 標準価格

963026 本体＋ワニ口コード 37,000 円＋税

978702 ワニ口コード　4 色セット 3,200 円＋税

品番 標準価格

503-115 45,000 円＋税

オームパルサー　LFP-2000e

TENS、EMS など様々な用途でご使
用ください。

「ここちよい刺激」だけではなく、
前回の治療（数値）との違いをしっ
かりと数値（ｍＡ）でとらえること
で、これからの治療をサポートして
いきます。

付属品：ワニ口コード DIN（4 本組）
探索コード (1 本 )、電源コード (1 本 )
AC アダプター (1 個 )

AT mini Ⅱ

２チャンネル同時出力で
アスリートをさらに強力サポート
損傷した筋肉に、より効果的に働きか
け、場所を選ばずにいつでも自分の体
をケアすることができます。 
左右同時治療でコンディショニングの
効率が上がります。 
筋肉リフレッシュに最適なMCRを搭載。

カラー：
ゴールド、オレンジ、パープル、ブラック

伊藤超短波

品番 規格 標準価格

963031 本体＋ワニ口コード オープン価格

品番 規格 標準価格

912702 45 × 17 × 70mm 39,800 円＋税

遠赤ホットパック（カバー付） カナホットモイスト

遠赤外線セラミックシート入り。ボ
ア地とオーガニックコットン地の肌
に優しい２つの素材が楽しめます。 
カバー装着時：52℃ 
ホットパック：約 55℃

温度が上がるとパック内に装着され
たセラミック板により、気持ちのよ
い波長の赤外線温熱が放射されま
す。また、特殊カバーに含まれた水
分が発散され、体の芯にジワジワ浸
み込むような気持ちのよい温熱を体
感できます。
温度設定：40℃以上 70℃以下

品番 規格 標準価格

KB-248 43 × 73cm 48,000 円＋税

品番 規格 標準価格

921807 30 × 42cm 19,000 円＋税

ドクターメドマー DM-6000（両脚セット） ヒットマッサー

ソフトな空気の力で足先から太腿ま
でもみほぐすマッサージ器です。 
空気室の加圧・除圧を繰り返すこと
によって、筋肉の収縮・弛緩と同じ
作用で血液の循環をより効果的に促
進します。疲労回復や血行促進、筋
肉の疲れをとる効果があり、医療現
場のリハビリ目的にも使用できます。

強力な 1 分 1,800 回の刺激振動によ
る押圧効果があります。使いやすい
型と適度な重量が効果を早めます。 
押圧振動の強さは標準タイプは約３
kg、強力タイプは約５kg となります。 

※たたくような刺激ではありません。 
※使用中は大きな音がしますのでご
　注意ください。

品番 種類 標準価格
SV-608 強力タイプ 50,000 円＋税

SV-609 標準タイプ 48,000 円＋税
品番 標準価格

DM-6000 178,000 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

全医療器

全医療器全医療器 カナケン

カナケン
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アネロイド血圧計（聴診器付）デジタル自動血圧計 オムロン

HEM-7080IT 
朝と夜の血圧の平均値を
自動的に分析。
※メーカーの都合により
　後継機種に変更になる
　場合がございます。
適応腕周：22 ～ 32cm

品番 規格 標準価格

501-108 幅 13.1 ×奥 15.5 ×高 8.4cm 12,500 円＋税

水銀レス血圧計　綿カフ仕様

品番 標準価格

8-5780-12 9,000 円＋税

品番 標準価格

501-103 7,500 円＋税

品番 色 標準価格

0-1400-22 グレー 2,000 円＋税

スメドレー式握力計M 式握力計聴診器（内バネタイプ）ダブル

品番 標準価格

501-405 6,900 円＋税

品番 標準価格

501-404 8,500 円＋税

プラスチック角度計 Bプラスチック角度計打診器（テイラーハンマー）

品番 標準価格

0-6189-01 990 円 + 税

品番 規格 標準価格

501-313 長さ 19cm 3,500 円＋税

品番 規格 標準価格

501-306 長さ 33cm 4,500 円＋税

品番 色 規格 標準価格

7-1386-01 ピンク
62×32×37 11,800 円＋税

7-1386-02 ブルー

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品お取寄せ商品

マジックベルト バイタルナビ　パルスオキシメータ

厚めでやわらかいタイプで術後のリ
ハビリに最適です。また、馬蹄形に
カットして踵骨棘部の保護パッドと
しても使用できます。　 
厚さ：8mm

●指動脈を介して酸素飽和度と脈拍
　数を測定します
●センサ－部と表示部が一体の軽量
　コンパクトボディです
●酸素飽和度と脈拍数が、予め設定
　した値と同等以上になると警報音
　が鳴るアラート機能付きです
●測定する方が見やすいように表示
　部の向き、明るさや文字の大きさ
　を変更することができます
●オートパワーオフ機能で、本器か
　ら指を離して 10 秒後に自動で電
　源がオフになります

まとめ割引

品番 サイズ 規格 標準価格

924001 小 4.5 × 60cm 550 円＋税

924002 大 4.5 × 120cm
950 円＋税

924003 ワイド小 10 × 60cm

924004 ワイド大 10 × 120cm 1,400 円＋税

924005 ワイド 15 15 × 120cm 1,800 円＋税
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ディスポフェイスペーパー

フェイスペーパー ロールペーパーソフト

ディスポフェイスペーパー(切れ目あり) タカダベッド

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

914421 大 30 × 50cm
2000 枚 オープン価格

914422 小 30 × 30cm

品番 規格 入数 標準価格

TB-40-01 28 × 40cm/ 不織布 500 枚 8,500 円＋税

品番 種類 規格 入数 標準価格

512-172 43 × 30cm 2500 枚 17,000 円＋税

512-174 S-cut type 45 × 30cm 2000 枚 13,000 円＋税

サイズ 着丈 胸囲 裄丈

S 63 110 38

M 66 118 40

L（フリー） 69 126 42

LL 72 134 44

サイズ ウエスト ヒップ 丈

S 90 93 46

M 96 99 49

L（フリー） 112 115 52

LL 118 121 55

品番 規格 入数 標準価格

KR-181
21cm × 75m

10 本 6,800 円＋税

KR-108B 25 本 16,000 円＋税

患者着 2PSD

●後方マジックテープ式
●上下セパレート仕様
●鍼灸治療にも最適な後方オープン機能付きの綿１００％防縮加工済み

品番 種類 標準価格

TB-524-04 上下セット 7,000 円＋税

TB-524-07 上着のみ 5,000 円＋税

案内プレート

いま、「施術中」なのか「休診中」なの
か一目でわかる案内プレート。

グリーン

マスコット

品番
A グリーン

品番
B マスコット 標準価格

20 × 20cm

①施術中 / 休診中 465-001-01 465-001-04

オープン価格②受付中 / 休診中 465-001-02 465-001-05
③元気にやってます / 
　ちょっと休憩中

465-001-03 465-001-06

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

上着のサイズ [単位：ｃｍ ]

材質：レーヨン 100％

材質：不織布

材質：パルプ 100％

パンツのサイズ [単位：ｃｍ ]

綿カラー
白、グリーン、ブルー、ピンク、
イエロー、キャメル、ブラウン

タカダベッド

通気性を追求した高級感のある
素材です。

マッサージテーブル・カイロプ
ラクティックテーブル・マッサ
ージチェアー等に使用できるロ
ール形状のペーパーです。
汗などの水分の吸水性に優れて
います。

診察台、治療台、フェイスクッ
ション等にディスポカバーとし
てご使用いただけます。
S-cut type は中央が S 字にカッ
トされているので、うつ伏せに
なっても息苦しさがありませ
ん。

お取寄せ商品

★サイズと色をご指定ください。

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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備品

スタン標準型骨格モデル A10

キャスタースタンド付

脊柱可動型モデル、大腿骨付3 Ｂ

品番 規格 標準価格

A10 高さ 170cm ／重さ 7.6kg 46,200 円＋税

メーカー直送

3 Ｂ

品番 種類 規格 標準価格

A58/2 脊柱可動型モデル 高さ 83cm ／重さ 2.1kg 20,800 円＋税
A59/8 脊柱用２分割マルチスタンド 高さ 86cm 7,800 円＋税

関節模型

品番 種類 規格 重さ 標準価格

A80 肩関節 16 × 12 × 20cm 0.35kg

13,200 円＋税
A81 股関節 17 × 12 × 33cm 0.55kg

A82 膝関節 12 × 12 × 34cm 0.40kg

A83 肘関節 12 × 12 × 39cm 0.50kg

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

関節模型

肩関節　　　股関節　　　膝　　　  肘　　　　 　 足関節　　　手関節

品番 種類 規格（台座含む） 標準価格

009702 肩関節 17.5 × 15 ×高さ 21cm

オープン価格

009703 股関節 19 × 16 ×高さ 31cm

009704 膝 12 × 12 ×高さ 32cm

009705 肘 12 × 12 ×高さ 24cm

009706 足関節 21 × 12 ×高さ 27cm

009707 手関節 14 × 7.5 ×高さ 25cm

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

※スタンドは別売です

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

アーテック

肩　　  膝　　　  股　　　  肘

3 Ｂ

世界中で採用されている３Ｂの人体模型

今治の国産タオル

◆ベッドタオル（３枚セット）
機能性と耐久性に優れたパイル生地。

◆エムカラータオル
吸水性、洗濯耐久性に優れた高級コットン仕様。

品番 種類 規格 入数 標準価格

60-003 バス・シーツ 90 × 190cm
3 枚 オープン価格

60-004 バス・ケット 90 × 160cm

品番 種類 規格 入数 標準価格

60-001 フェイスタオル 34 × 86cm 10 枚
オープン価格

60-002 バスタオル 70 × 130cm 3 枚

※商品の色は印刷の都合により多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

メーカー直送 ※北海道・沖縄・離島は送料実費（1,000 円～）となります。

バス
シーツ

バス
ケット

フェイス
タオル

バス
タオル

ベビーピンク ベビーピンクホワイト アプリコット グリーンセージ ベージュ ベージュサンド サンドモカ モカ

お取寄せ商品

価格改定いたしました
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備品

肩と肘骨格骨格筋

品番 種類 規格 標準価格

IMC-03P
ポスターサイズ・

ラミネート版
86 × 62cm

3,400 円＋税

IMC-03A
ポスターサイズ・

パネル入
10,000 円＋税

IMC-03DL
デスクサイズ・

スタンド版
43 × 31cm 1,900 円＋税

IMC-03DN
デスクサイズ・
プラスチック版

43 × 30.5cm 1,100 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

IMC-01P
ポスターサイズ・

ラミネート版
86 × 62cm

3,400 円＋税

IMC-01A
ポスターサイズ・

パネル入
10,000 円＋税

IMC-01DL
デスクサイズ・

スタンド版
43 × 31cm 1,900 円＋税

IMC-01DN
デスクサイズ・
プラスチック版

43 × 30.5cm 1,100 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

IMC-29P
ポスターサイズ・

ラミネート版
86 × 62cm

3,400 円＋税

IMC-29A
ポスターサイズ・

パネル入
10,000 円＋税

IMC-29DL
デスクサイズ・

スタンド版
43 × 31cm 1,900 円＋税

IMC-29DN
デスクサイズ・
プラスチック版

43 × 30.5cm 1,100 円＋税

耳針療法のためのポイントマスター足と足首手と手首

品番 規格 標準価格

510-104 直径 21cm 3,500 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

IMC-27P
ポスターサイズ・

ラミネート版
70 × 51cm

3,400 円＋税

IMC-27A
ポスターサイズ・

パネル入
10,000 円＋税

IMC-27DL
デスクサイズ・

スタンド版
43 × 31cm 1,900 円＋税

IMC-27DN
デスクサイズ・
プラスチック版

43 × 30.5cm 1,100 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

IMC-26P
ポスターサイズ・

ラミネート版
70 × 51cm

3,400 円＋税

IMC-26A
ポスターサイズ・

パネル入
10,000 円＋税

IMC-26DL
デスクサイズ・

スタンド版
43 × 31cm 1,900 円＋税

IMC-26DN
デスクサイズ・
プラスチック版

43 × 30.5cm 1,100 円＋税

3D 鍼灸経絡経穴図（2 枚セット）3D 人体チャート（骨格筋）3D 人体チャート（諸関節と靭帯）

品番 規格 標準価格

IMA-0245 65 × 47cm 3,500 円＋税

品番 規格 標準価格

IMA-024 74 × 54cm 4,800 円＋税

品番 規格 標準価格

IMA-0242 74 × 54cm 4,500 円＋税

※このページの商品はすべて別途送料が実費でかかります。

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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備品

ホットパック -mie（塩ビ製）

耐熱・防カビ加工のフィルムを使用した、衛生管理に優れたホットパ
ックです。（一般医療機器） 
保温効果が高く、温めると柔らかく体にフィットします。取扱いが簡
単で水切れがよく、作業効率がアップします。 
内容物は保温性の高いゲル剤を使用。加温槽に 70 ～ 80℃に温めたお
湯に沈め、15 ～ 25 分間温めてください。

三重化学工業

品番 サイズ 用途 規格 標準価格

PE-2510-H1 H-1 頚部・腕脚用 40 × 18cm ／ 450g 2,300 円＋税
PE-2510-H2 H-2 腰部・肩首用 43 × 22.5cm ／ 750g 2,900 円＋税

PE-2510-H3 H-3 腰部・背中用 45 × 28cm ／ 1.3kg 4,600 円＋税

リハビリパック

湿性で体の各部を温める温熱用パック（一般医療機器）。 
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいますので滴が垂れ
ずビニール袋等の防水を必要としません。

乾卯栄養化学

品番 サイズ 規格 色 標準価格

974603-01 特大 62 × 40cm

黄色

7,600 円＋税
974603-02 大 56 × 29cm 5,700 円＋税

974603-03 中 37 × 29cm 4,900 円＋税

974603-04 小 37 × 15cm 3,500 円＋税

974603-05 ネック 60 ×（16.5）（7.5）cm 5,300 円＋税

ミナト医科学ミナトパック

※布製のため、多少サイズが異なる場合があります。 
※首用と肩用はタオルカバーつき、タオルカバーのみの販売もござい
ます。お問い合わせください。

熱保有度の高い物質を袋（ジーン布）につめていますので、保温力に
優れています。取扱いが簡単な上、使用目的・部位によって大きさや
形状をお選びいただけます。

品番 サイズ 規格 標準価格

KPA1113 小 14 × 33cm 3,000 円＋税

KPA1076 中 27 × 33cm 4,400 円＋税

KPA1065 大 27 × 50cm 5,300 円＋税

KPA0054 特大 45 × 54.5cm 5,800 円＋税
KPA0135 首用

タオルカバーなし
4,400 円＋税

KPA0124 肩用 5,500 円＋税

ホットパック 日本メディックス

品番 サイズ 規格 標準価格

PE-25A-LL 特大 38 × 63.4cm ／ 1590g 7,000 円＋税
PE-25A-L 大 25.8 × 50cm ／ 790g 5,700 円＋税

PE-25A-M 中 25.8 × 32.8cm ／ 580g 4,400 円＋税

PE-25A-S 小 13 × 32.8cm ／ 280g 2,900 円＋税

H-1 H-2

H-3

①②

③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

ミナト医科学

①

②

③

④

⑤

※画像は実際の商品とお色や形状が若干異なる場合がございます。予めご了承ください

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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ワゴンカー 診察台カバー（伸縮タイプ）タカダベッド

品番 規格 標準価格

TB-1224 幅 55 ×奥行 36 ×高 73cm 18,000 円＋税

品番 種類 規格 標準価格

914011 A タイプ 60 ～ 65 × 180cm 6,500 円＋税

914012 B タイプ 70 ～ 75 × 180cm
6,700 円＋税

914013 C タイプ 70 ～ 75 × 190cm

ハーフカバー タカダベッド

綿 100％。
フック式ゴムヒモ３カ所付。

移動性に優れた直径 7.5cm の
双輪キャスター（対角ストッ
パー付き）採用。
●重量：約 9kg
●総耐荷重：約 60kg

品番 規格 標準価格

TB-80-01 180cm

5,000 円＋税TB-80-02 150cm

TB-80-03 130cm

綿カラー
白、グリーン、ブルー、ピンク、
イエロー、キャメル、ブラウン

綿製診察台カバー

品番 種類 規格 標準価格

TB-75-01
フリル無

綿製 10,000 円＋税

TB-75U-01 有孔綿製
12,000 円＋税

TB-75-02
フリル有

綿製

TB-75U-02 有孔綿製 14,000 円＋税

清潔感＆まろやかな温もりをもた
らします。綿 100％生地仕上げ。 
●フリル無：タレ 17cm 
●フリル有：タレ 18.5cm 
ヒモ２カ所付

★色・サイズをご指定ください。
綿カラー
白、グリーン、ブルー、ピンク、
イエロー、キャメル、ブラウン

F 型上肢台

レザー製診察台カバー

タカダベッド

2.5cm 間隔の 14 段階調節が
可能。

クッションサイズ 
幅 15 ×奥行 24 ×高さ 7cm

品番 高さ 標準価格

TB-512-02 52 ～ 84.5cm 16,500 円＋税

★次ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください。

●タレ 17cm 
●レザー 18 色対応

★サイズをご指定ください。
★次ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください。

品番 規格 標準価格

TB-90 7,000 円＋税
TB-90U 有孔 9,000 円＋税

Ｒ型上肢台

ホットマット

タカダベッド

2.5cm 間隔の 14 段階調節が
可能。

クッションサイズ 
幅 15 ×奥行 24 ×高さ 5/7cm

★次ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください。

温熱シート内蔵
（幅 55 ×長さ 150cm ／厚み 2cm） 
折りたたんでの収納も可能。 
重量：約 3kg 
電源：AC100V（50/60Hz） 
消費電力：50W

★次ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください。

品番 規格 標準価格

TB-477 幅 60 ×長さ 155 ×厚さ 1cm 32,000 円＋税

品番 高さ 標準価格
TB-512-01 52 ～ 84.5cm 16,500 円＋税

シースツール タカダベッド

簡単なレバー操作で高さ調節
できるガスシリンダー式昇降
機能付き。

アイボリーレザー限定 
クッション厚：7cm 
　重　　量　：約 4.5kg

品番 規格 標準価格

TB-560 直径 35 ×座高 44 ～ 55cm 12,000 円＋税

上下肢台

品番 高さ 標準価格

514-220 45 ～ 79cm 15,000 円＋税

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 170　　180　　190

単位（cm）

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 170　　180　　190

単位（cm）

タカダベッド

タカダベッド タカダベッド

メーカー直送

使用例

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

お取寄せ商品

★色をご指定ください。
アイボリー、レッド、オレンジ、
ピンク、ブルー、ブラウン

★色をご指定ください。

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ目安２週間

お取寄せ商品

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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ベッド・枕・ソファー

ベッド・枕

・ソファー

ベッド・枕・ソファー

スロープフェイス タカダベッドケアーフェイスマット タカダベッドかどまるマクラ（小高）タカダベッド

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐72 幅 34 ×奥行 16 ×高 6cm 2,800 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐28 幅 28 ×奥行 28 ×高 8cm 7,500 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐03 幅 28 ×奥行 28 ×高 8/11cm 7,500 円＋税

★レザー色をご指定ください ★レザー色をご指定ください ★レザー色をご指定ください

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間

カラー角マクラ タカダベッドカラー額マクラ（小高）タカダベッドカラー額マクラ（小） タカダベッド

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐11 幅 25 ×奥行 13 ×高 4.5cm 1,200 円＋税

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐10 幅 25 ×奥行 13 ×高 6cm 1,700 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐01 幅 27 ×奥行 11 ×高 9cm 1,400 円＋税

★レザー色をご指定ください ★レザー色をご指定ください ★レザー色をご指定ください

カラー半円マクラ（特大）タカダベッドカラー半円マクラ（大）タカダベッドカラー半円額マクラ タカダベッド

★レザー色をご指定ください

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐08 幅 29 ×奥行 14 ×高 7cm 3,800 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐07 幅 37 ×奥行 24 ×高 12cm 4,800 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐04 幅 50 ×奥行 24 ×高 12cm 7,500 円＋税

★レザー色をご指定ください ★レザー色をご指定ください

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間

白　　　クリーム　  アイボリー　スカイブルー　ライトブルー

メディブルー　　ピンク　　　レッド　　 イエロー　　オレンジ

ライトグリーン  ライムグリーン　　抹茶　　メディグリーン　　グレー

ライトブラウン　　  茶　　　　   黒

※商品の色は印刷の都合により

　多少異なる場合がございます。

　予めご了承ください。

レ
ザ
ー
色
見
本



95

インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）
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ベッド・枕

・ソファー

備品
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トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付）

ベッド・枕・ソファー
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ベッド・枕

・ソファー

白　　　クリーム　  アイボリー　スカイブルー　ライトブルー

メディブルー　　ピンク　　　レッド　　 イエロー　　オレンジ

ライトグリーン  ライムグリーン　　抹茶　　メディグリーン　　グレー

ライトブラウン　　  茶　　　　   黒

※商品の色は印刷の都合により

　多少異なる場合がございます。

　予めご了承ください。

レ
ザ
ー
色
見
本

ケアーバスト タカダベッドケアーセット タカダベッドカラーマッサージマクラ タカダベッド

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐05 幅 46 ×奥行 27 ×高 7/10cm 5,000 円＋税

★レザー色をご指定ください

★レザー色をご指定ください

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間お取寄せ目安２週間

★レザー色をご指定ください

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐60

スロープフェイス
（幅 28×奥行 28×高 8/11cm） 

ケアーバスト
（幅 42×奥行 50×高 3/11cm）

15,000円＋税

品番 種類 規格 標準価格

TB‐77C‐27
エアホール

有り 幅 42 ×奥行 50
×高 3/11cm 7,500 円＋税

TB‐77C‐147
エアホール

無し

薄型ケアーバスト タカダベッドカラー胸当てマクラ タカダベッドカラーバスト タカダベッド

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐12 幅 35×奥行 37×高 4/10cm 5,300 円＋税

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐73 幅 42×奥行 50×高 3/5・3/8cm 7,500 円＋税

★レザー色をご指定ください

★レザー色をご指定ください ★高さ・レザー色をご指定ください

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間

品番 種類 規格 標準価格

TB‐77C‐146 エアホール
有り 幅 42 ×奥行 50

×高 3/11cm 7,500 円＋税
TB‐77C‐06

エアホール
無し

エアホール標準加工

お取寄せ目安２週間 お取寄せ目安２週間

カラーブロックセット タカダベッド足置きクッション タカダベッド

三角ブロックは裏面に滑り止めゴムシート
を取り付けてあります。

品番 規格 標準価格

TB‐77C‐39 幅 50 ×奥行 13 ×高 11cm 4,800 円＋税

★レザー色をご指定ください

★レザー色をご指定ください

品番 種類 規格 標準価格

TB‐1076‐01 ５点セット 33,000 円＋税
TB‐1076‐02 ①ブロックロール 幅 26 ×直径 12cm 5,600 円＋税

TB‐1076‐03 ②三角ブロック（大） 幅 10 ×奥行 22 × 11.5cm 7,400 円＋税

TB‐1076‐04 ③三角ブロック（小） 幅 9 ×奥行 13.5 ×高 6cm 6,600 円＋税

TB‐1076‐05 ④ブロックボード 幅 51 ×奥行 41 ×高 4cm 9,000 円＋税

エアホール標準加工

① ② ②

③

④
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インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品
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ご注文は （24時間受信受付）
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ベッド・枕・ソファー

ベッド・枕

・ソファー

EX バストマットEX フェイスマットEX 半円マクラ

品番 規格 標準価格

514-299 幅 30 ×奥行 14 ×高 7cm 6,000 円＋税

品番 規格 標準価格

514-297 幅 25 ×奥行 26 ×高 6cm 8,500 円＋税

ブルー限定ブルー限定ブルー限定

品番 規格 標準価格

514-298 幅 41 ×奥行 46 ×高 3/10cm 12,000 円＋税

EXGEL®（エックスジェル）の特徴

抗菌角マクラ

品番 規格 色 標準価格

914031 幅 33 ×奥行 13 ×高 8cm 茶 1,700 円＋税

抗菌額マクラ抗菌半円額マクラ抗菌マッサージマクラ

品番 規格 色 標準価格

914032 幅 45 ×奥行 24 ×高 6/9cm 茶 3,300 円＋税

品番 規格 色 標準価格

914033 幅 30 ×奥行 13 ×高 7.5cm 茶 3,000 円＋税

品番 サイズ 規格 色 標準価格

914037 小 幅 24×奥行 12×高 4cm
茶

1,300 円＋税

914038 大 幅 24×奥行 12×高 6cm 1,600 円＋税

抗菌半円台マクラ抗菌バストマット抗菌半円マクラ

品番 規格 色 標準価格

914034 幅 37 ×奥行 21 ×高 12cm 茶 4,000 円＋税

品番 規格 色 標準価格

914035 幅44×奥行52×高2.5/11cm 茶 7,000 円＋税

品番 規格 色 標準価格

914036 幅 35 ×奥行 12 ×高 7.5cm 茶 2,600 円＋税

お取寄せ商品お取寄せ商品お取寄せ商品
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ベッド・枕・ソファー
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ベッド・枕

・ソファー

品番 標準価格

TB‐912U 242,500 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

DX マッサージベッド 有孔 DX マッサージベッドタカダベッド タカダベッド

治療ベッドの主役、施術
にやさしい内脚設計。
クッション厚：3cm 
重量：約 25kg

★サイズ・レザー色をご指定ください

うつ伏せでの呼吸を楽に
する穴あき有孔

（幅 9 ×長さ 16cm）。
クッション厚：3cm 
重量：約 25kg

★サイズ・レザー色をご指定ください

電動ハイローベッド 有孔 電動ハイローベッドタカダベッド タカダベッド

電動ハイローベッドの有孔タ
イプ。静音性＆耐久性の高品
質なハイパワー電動アクチュ
エーターを採用。
クッション厚：4cm（本体） 
重量：約 50kg

電動旋回昇降式で高さを
調節できるフットスイッ
チ操作の定番モデル。
クッション厚：4cm（本体） 
重量：約 50kg

品番 標準価格

TB‐912 242,500 円＋税

フタクッション タカダベッド

シートのウレタン厚が
4cm 以下のベッド専用。
※ご注文時はベッドの製
　品名を提示ください

品番 標準価格

TB‐720 3,000 円＋税

★レザー色をご指定ください

お取寄せ目安２週間

白　　　クリーム　  アイボリー　スカイブルー　ライトブルー

メディブルー　　ピンク　　　レッド　　 イエロー　　オレンジ

ライトグリーン  ライムグリーン　　抹茶　　メディグリーン　　グレー

ライトブラウン　　  茶　　　　   黒

※商品の色は印刷の都
　合により多少異なる
　場合がございます。
　予めご了承ください。

レザー色見本プチ金具 タカダベッド

高さ：5cm 用 /10cm 用

品番 種類 入数 標準価格

TB‐543‐01 アジャスター無し
4 個

4,000 円＋税
TB‐543‐02 アジャスター付き 5,500 円＋税

お取寄せ目安２週間

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 170　　　180　　　190

高さ 40  　45  　50  　55　  60　  65　  70

単位（cm）

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 170　　　180　　　190

高さ 40  　45  　50  　55　  60　  65　  70

単位（cm）

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 180　　　　　190

高さ 45 ～ 83

単位（cm）幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 180　　　　　190

高さ 45 ～ 83

単位（cm）

★サイズ・レザー色をご指定ください

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

品番 標準価格

TB‐908 60,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。 品番 標準価格

TB‐908U 67,500 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

★サイズ・レザー色をご指定ください

★高さをご指定ください

電動ライトベッド タカダベッド

開業を支援する実用性の高
い旋回昇降式の廉価版電動
ハイローベッド。
クッション厚：4cm
重量：約 47kg

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

★サイズをご指定ください
★シートは本体カラーと三角
　縫製カラーをご指定ください

幅 60　　　65　　　70

長さ 180

高さ 45 ～ 83

品番 標準価格

TB‐564 180,000 円＋税
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ベッド・枕・ソファー

ベッド・枕

・ソファー

幅 45

長さ 50 　60　 70　 80　 90　 100　 110

高さ 40

単位（cm）

品番 標準価格

TB‐906‐02 55,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

リビエラ 28 FONTANA

折りたたみサイズ／幅 91 ×奥行 21 ×高 71cm 
重量：約 14.5kg
カラー：ブラウン、バニラ、ティールグリーン、ブルー

品番 規格 標準価格

445‐102 幅 70 ×長 182 ×高 60 ～ 82cm 33,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との合算はできかねます。

フィン フィン（ミニ）タカダベッド タカダベッド

定番モデルの業務用ソファー。
クッション厚：3.5cm（座面） 
重量：約 40kg

（長さ 180cm 製作時）

省スペース化の定番モデル
の業務用ソファー。
クッション厚：3.5cm（座面） 
重量：約 40kg

（長さ 180cm 製作時）

ソファー・背付き ソファー・背付き（ミニ）タカダベッド タカダベッド

長椅子の主役モデル。疲れ
た体をしっかりサポートす
る背もたれ。
クッション厚：5cm（座面） 
重量：約 18kg

愛され続けるロングセラー
モデル。ゆったりできる快
適な背もたれ。
クッション厚：5cm（座面） 
重量：約 36kg（長さ 180cm
製作時）

ソファー・背無し タカダベッド

実績のあるスチールフレ
ーム型強力タイプ。
クッション厚：5cm（座面） 
重量：約 21kg

ソファー・背無し（ミニ） タカダベッド

スチールフレーム型強化
タイプ
クッション厚：5cm（座面） 
重量：約 11kg

座幅 40（全幅 57）　　45（全幅 62）

長さ 150　　160　　170　　180

高さ 39（全高 73）　　44（全高 78）

単位（cm）

座幅 40（全幅 57）　　45（全幅 62）

長さ 120　　　130　　　140　

高さ 39（全高 73）　　44（全高 78）

単位（cm）

座幅 40（全幅 58）　　45（全幅 63）

長さ 150　　160　　170　　180

高さ 39（全高 73）　　44（全高 78）

単位（cm）

座幅 40（全幅 58）　　45（全幅 63）

長さ 50 　60　 70　 80　 90　 100　 110

高さ 39（全高 73）　　44（全高 78）

単位（cm）

幅 45

長さ 120　130　140　150　160　170　180

高さ 40

単位（cm）

品番 標準価格

TB‐468‐02 85,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

品番 標準価格

TB‐468‐01 70,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

品番 標準価格

TB‐906S‐03

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

品番 標準価格

TB‐906S‐02 80,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

品番 標準価格

TB‐906‐01 60,000 円＋税

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

シームライン縫製なし

シームライン縫製付き

シームライン縫製なしシームライン縫製付き

シームライン縫製なし

シームライン縫製なし

GS スリムベッド タカダベッド

縦型調節式ヘッド。ガス
シリンダー式の角度調節
機能付き。15 ～ -40 度。
クッション厚：9cm（本体） 
重量：約 30kg
※ロールペーパー取付金
具標準装備。（ロールペ
ーパー 1 本付属）

メーカー直送

※メーカー直送品のため、他の商品との
　合算はできかねます。

幅 50　　55　　60　　65　　70

長さ 160 ～ 190　170 ～ 200　180 ～ 210

高さ 40   　45   　50  　 55　   60

単位（cm）

品番 標準価格

TB‐559 126,000 円＋税

★サイズをご指定ください。
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください。

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください

★サイズをご指定ください
★前ページのレザー色見本より
　レザーの色をご指定ください
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医療機器付属品

99

医療機器

付属品

医療機器付属品

スリムフィット導子 M スリムフィットスポンジ M2

吸引導子コード（２. ５ｍ）

粘着導子Ｌ粘着導子コード（２ｍ）

スーパーカイネ　SK-10WDX

ミナト医科学

スーパーカイネ
 SK-10WDX / SK-9W 共通

品番 色 入数 標準価格

KED304 青
１個 6,000 円＋税

KED305 黄
品番 規格 入数 標準価格

EDK0428 φ 6.5cm 1 個 300 円＋税

品番 色 入数 標準価格

KCB29R 赤

4 本 1 組 18,000 円＋税

KCB29B 青

KCB29Y 黄

KCB29G 緑

KCB29D 橙

KCB29P 紫

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

KED269 L 8 × 4cm 40 枚 8,400 円＋税

品番 入数 標準価格

KCB214 4 本 1 組 5,500 円＋税

※スポンジは付属しません

別途取り寄せ送料が発生いたします

吸引導子（大）

吸引導子（小） 吸引導子スポンジ（小）

吸引導子スポンジ（大）

品番 規格 入数 標準価格

EDK0423 φ 8.4cm 1 個 800 円＋税

スーパーカイネ　SK-9W

スーパーカイネ　SK-9W

品番 色 規格 入数 標準価格

KED280 青
φ 9cm 1 個 9,200 円＋税

KED282 黄

品番 色 規格 入数 標準価格

KED284 青
φ 6.6cm 1 個 8,000 円＋税

KED286 黄
品番 規格 入数 標準価格

EDK0421 φ 6.2cm 1 個 500 円＋税

スーパーカイネ SK-10WDX

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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医療機器付属品

医療機器

付属品

日本メディックス

クリオス アンフィニ（SD-5512）

セダンテ クリオス（SD-5502）

４連吸引コード（２ｍ） ２連吸引コード（２ｍ）中周波用

品番 色 標準価格

＊034-345-002M 紫色

16,000 円＋税＊034-34P-002M ピンク

＊034-34S-002M 水色

品番 色 標準価格

＊034-32P-002M ピンク
8,000 円＋税

＊034-32S-002M 水色

ソフト吸引カップＳ ソフトカップＳ用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊174-323-S004 φ 5.7cm 4 個セット 1,200 円＋税

ソフト吸引カップＷ ソフトカップＷ用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊174-333-S004 6 × 7.5cm 4 個セット 1,600 円＋税

クリオス アンフィニ
セダンテ クリオス

６極治療時に追加する２連

吸引コードです。

品番 規格 標準価格

＊044-325-0000 8.5 × 7cm 8,000 円＋税

品番 規格 標準価格

＊044-305-0000 φ 7cm 6,500 円＋税

ポラリスカイネ PO-3i/PO-S

PO3 吸引導子コード（２. ５ｍ）

スリムフィット導子 M スリムフィットスポンジ M2

品番 色 標準価格

KED304 青
6,000 円＋税

KED305 黄

ポラリスカイネ　PO-3i/PO-S

品番 色 入数 標準価格

KCB163B 青

2 本 1 組 14,000 円＋税
KCB163G 緑

KCB163R 赤

KCB163Y 黄

※スポンジは付属しません

品番 規格 入数 標準価格

EDK0428 φ 6.5cm 1 個 300 円＋税

お取寄せ商品お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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医療機器

付属品

４連吸引コード（２ｍ）

品番 色 標準価格

＊034-345-002M 紫色

16,000 円＋税＊034-34P-002M ピンク

＊034-34S-002M 水色

ソフト吸引カップＳ ソフトカップＳ用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊174-323-S004 φ 5.7cm 4 個セット 1,200 円＋税
品番 色 標準価格

＊044-305-0000 φ 7cm 6,500 円＋税

ソフト吸引カップＷ

品番 規格 標準価格

＊044-325-0000 8.5 × 7cm 8,000 円＋税

ソフトカップＷ用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊174-333-S004 6 × 7.5cm 4 個セット 1,600 円＋税

セダンテミオス ＳＤ－５４０２

セダンテミオス（SD-5402）

ミオス用の４連吸引コードです。

ミオス用の吸引カップＳです。

ミオス用の吸引カップＷです。

ミオス用の吸引カップＳ用スポ
ンジです。

ミオス用の吸引カップＷ用スポ
ンジです。

ミニ４連ホースコード（２ｍ） ミニ２連ホースコード（２ｍ）

ミニ吸引使用時の４連コー

ドです。ジャック部は赤白、

コードはグレーです。

ミニ吸引を６極で使用する

際に追加するコードです。

ジャック部は青、コードは

グレーです。

品番 標準価格

＊031-830-002M 9,800 円＋税

品番 標準価格

＊032-610-002M 6,400 円＋税

ミニ吸引カップ ミニ吸引カップ用スポンジ

品番 規格 標準価格

＊040-857-0000 φ 4cm 1,500 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

＊171-820-S004 φ 3.5cm 4 個セット 720 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品
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医療機器付属品

医療機器

付属品

セダンテミリア

セダンテミリア（SD-5102/5101）

ミニ４連ホースコード（２ｍ） ミニ２連ホースコード（２ｍ）

ミニ吸引使用時の４連コー
ドです。ジャック部は赤白、
コードはグレーです。

ミニ吸引を６極で使用する
際に追加するコードです。
ジャック部は青、コードは
グレーです。

品番 標準価格

＊031-830-002M 9,800 円＋税

品番 標準価格

＊032-610-002M 6,400 円＋税

４連ホースコード（２ｍ） ２連ホースコード（２ｍ）

吸引使用時の４連コードで
す。ジャック部は赤白、コ
ードはグレーです。

品番 標準価格

＊031-800-002M 14,000 円＋税

６極治療時に追加する２連
コードです。ジャック部は
青、コードはグレーです。

セダンテラディア ＳＤ－５３０２
セダンテミリアⅡ ＳＤ-５２０２

セダンテラディア

（SD-5302）新 JIS 規格 / 旧 JIS 規格

セダンテミリアⅡ

（SD-5202）新 JIS 規格 / 旧 JIS 規格

吸引カップＳ カップＳ用スポンジ

ラディア、ミリアⅡ用の
吸引カップ S です。

ラディア、ミリアⅡ用の
吸引カップ S 用スポンジ（６穴）
です。

吸引カップＷ

品番 規格 標準価格

＊044-022-2000 8.5×7cm 8,000 円＋税

カップＷ用スポンジ

ラディア、ミリアⅡ用の
吸引カップＷ用スポンジ（８穴）
です。

品番 規格 入数 標準価格

＊174-023-S004 6×7.5cm/ 厚 1.5cm 4 個セット 1,600 円＋税

品番 規格 標準価格

＊044-002-0000 φ 7.3cm 6,500 円＋税
品番 規格 入数 標準価格

＊174-002-S004 φ 5.7cm 4 個セット 1,200 円＋税

ラディア、ミリアⅡ用の
吸引カップＷです。

２連吸引コード（２ｍ）低周波用

品番 色 標準価格

＊034-001-002M 赤

8,000 円＋税＊034-002-002M 青

＊034-007-002M グレー

ラディア・ミリアⅡ用の２連吸引コードです。ジャック部は赤白です。お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

品番 標準価格

＊032-600-002M 8,000 円＋税
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医療機器付属品
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医療機器

付属品

ＷＥ－３導子

湿性のみで通電する場合の導子です。

品番 標準価格

＊211-61C-0000 1,000 円＋税

MZ ホットスパイク導子（３ｍ）

治療面２枚でジャック差込部１本
の機器専用。

品番 標準価格

＊151-507-003M 20,000 円＋税

導電スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊170-010-0000 約 9 ×約 12cm １枚 1,000 円＋税

ＷＥ－３導子用コード（３ｍ）（MZ 専用）

WE - ３導子使用時のコードです。

品番 標準価格

＊221-560-003M 3,500 円＋税

ホットパック導子Ｅ（３ｍ）

品番 標準価格

＊140-E00-003M 7,800 円＋税

ＷＥ－３導子用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊170-030-S010 約 7.5 ×約 4.5cm 10 枚セット 2,000 円＋税

吸引カップ（大）

品番 規格 標準価格

＊041-800-0001 φ 10cm 6,800 円＋税

吸引カップ（小）

スポンジ（12 穴）用の吸引
カップです。

品番 規格 標準価格

＊041-810-0001 φ 7.5cm 6,500 円＋税

スポンジ（６穴）用の吸引
カップです。

吸引カップ用スポンジ

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

＊170-800-S002 大（12 穴） φ 8.6cm 2 個セット 1,400 円＋税

＊171-810-S004 小（6 穴） φ 6.2cm
4 個セット

1,200 円＋税

＊171-820-S004 ミニ（8 穴） φ 3.5cm 720 円＋税

ミニ吸引カップ

品番 規格 標準価格

＊040-857-0000 φ 4cm 1,500 円＋税

フレアパッド用導電スポンジ

ルティーナ

ルティーナ（MZ-7504）
品番 規格 標準価格

＊174-510-0000 8.8×12.6cm 700 円＋税

フレアパッド導子

冷感緩和機能付き湿性導子です。コード３ｍ。スポンジ付。

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品

品番 色 標準価格

＊154-507-003M グレー

20,000 円＋税

＊154-511-003M 赤

＊154-512-003M 青

＊154-514-003M 緑

＊154-516-003M 橙
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医療機器

付属品

湿性のみで通電する場合の導子です。

品番 標準価格

＊211-61C-0000 1,000 円＋税

セントロードレイア（MZ-7304）

セントロード（MZ-7104）

セントロードプリモ（MZ-7204）

ＷＥ－３導子セントロードレイア／セントロード
／セントロードプリモ

ＷＥ－３導子用スポンジ

品番 規格 入数 標準価格

＊170-030-S010 7.5 × 4.5cm 10 枚セット 2,000 円＋税

ＷＥ－３導子用コード（３ｍ）（MZ 専用）

WE - ３導子使用時のコードです。

品番 標準価格

＊221-560-003M 3,500 円＋税

MZ ホットスパイク導子（３ｍ）

治療面２枚でジャック差込
部１本の機器専用。

品番 標準価格

＊151-507-003M 20,000 円＋税

導電スポンジ

ホットパック導子（３ｍ）灰（ＭＺ）

MZ-7304、MZ-7104、MZ-
7204 用のホットパック導
子です。

ホットパック導子Ｅ（３ｍ）

品番 標準価格

＊140-E00-003M 7,800 円＋税

品番 標準価格

＊141-500-003M 6,000 円＋税

品番 規格 入数 標準価格

＊170-010-0000 9 × 12cm １枚 1,000 円＋税

MZ-7304E レイア専用のホ
ットパック導子です。

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

お取寄せ商品

SSP 吸着 SPL ホースコード E（２ｍ）

新 JIS 規格用の吸着式 SSP コード。ジャック部は白黒。

SSP 吸着ホースコード（２ｍ）

旧 JIS 規格用の吸着式 SSP コード。ジャック部は緑と黄。

スプリア /グラナス /レアード
/トリミックスリノス

スプリア（TM-6002）

グラナス（TM-5702）新 JIS 規格 / 旧 JIS 規格

レアード（TM-5602/5601）

　　　　　新 JIS 規格 / 旧 JIS 規格

トリミックスリノス（TM-5502/5501）

品番 色 標準価格

＊030-S00-602M 6 色セット 27,000 円＋税

＊030-S00-502M 5 色セット 22,500 円＋税

＊030-S01-002M 赤

4,500 円＋税
＊030-S02-002M 青

＊030-S04-002M 緑

＊030-S06-002M オレンジ

＊030-S07-002M グレー

品番 色 標準価格

＊030-100-002M 5 色セット 20,000 円＋税

＊030-001-002M 赤

4,000 円＋税
＊030-002-002M 青

＊030-004-002M 緑

＊030-006-002M オレンジ

＊030-007-002M グレー
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医療機器

付属品

伊藤超短波

総合刺激装置ES-530
吸引装置SU-530

ES-530

SU-530

差込型電極スポンジ 平型電極スポンジ（3D）

平型電極スポンジ（L）平型電極スポンジ（S）

品番 サイズ 規格 入数 標準価格

011376 S φ 4cm
4 枚セット

1,800 円＋税

011375 L φ 6cm 2,000 円＋税

品番 色 入数 標準価格

011760 黄 4 枚セット 3,900 円＋税

品番 色 規格 入数 標準価格

011279 黄 φ 9cm 8 枚セット 3,500 円＋税

品番 色 規格 入数 標準価格

011278 黄 φ 7cm 8 枚セット 2,500 円＋税

お取寄せ商品 お取寄せ商品

お取寄せ商品 お取寄せ商品

吸引導子用スポンジ

吸引導子コード

オージー技研

オージオトロン EF-250/EF-150 オージオトロン

EF-250/EF-150

品番 色 入数 標準価格

ELR-371 赤

1 組 40,000 円＋税
ELR-372 青

ELR-373 緑

ELR-374 茶

品番 規格 入数 標準価格

ELR-370 φ 5.5cm 4 個 4,100 円＋税

お取寄せ商品

お取寄せ商品

別途取り寄せ送料が発生いたします

therapy14
取り消し線

therapy14
取り消し線
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白衣

白衣

※白衣はすべてメーカー直送となります。別途送料が発生します。
（他の商品との合算は出来かねます）

7000SC-1 ホワイト

7000SC-2 サックス

7000SC-3 ピンク

7000SC-4 グリーン

7000SC-6 ライム

7000SC-7 ネイビー

7000SC-8 レッド

7000SC-9 ブラック

7000SC-10 パープル

7000SC-11 ターコイズ

7000SC-12 エメラルド

7000SC-13 チェリーピンク

7000SC-14 オレンジ

7000SC-15 レンガ

7000SC-16 ワイン

7000SC-17 ダークネイビー

7000SC-18 モスグリーン

7000SC-19 マスタードイエロー

6003SC-7 ネイビー

6003SC-9 ブラック

6003SC-16 ワイン

6003SC-17 ダークネイビー

6003SC-18 モスグリーン

スクラブ　7000SC   4,300 円＋税

ストレートパンツ　6003SC   4,300 円＋税

男女兼用

男女兼用

スクラブポプリン

（ポリエステル 65％、綿 35％）

●左胸ポケット／両腰ポケット

スクラブポプリン

（ポリエステル 65％、綿 35％）

●総ゴム／後ろポケット付／ウエストひも入

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

SS 63 39 96 18

S 65 42 104 19

M 67 46 112 20

L 70 49 120 21

LL 73 52 128 22

3L 73 55 136 22

4L 73 58 144 22

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ ウエスト適用寸法

SS 53 100 67 65.9 52 ～ 59

S 60 105 67 69 59 ～ 66

M 67 110 70 72.2 66 ～ 73

L 74 115 73 75.2 73 ～ 80

LL 81 120 75 78.4 80 ～ 90

3L 91 128 75 83.4 90 ～ 100

4L 101 136 75 88.6 100 ～ 115

7000SC-6

7000SC-11
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白衣

レディスジップスクラブ 2018EW   6,200 円＋税

ストレートパンツ( 脇ゴム) 6006EW  5,900 円＋税

メンズジップスクラブ 1016EW   6,200 円＋税

2018EW-5 ホワイト×グレー

2018EW-7 ホワイト×ネイビー

1016EW-5 ホワイト×グレー

1016EW-7 ホワイト×ネイビー

6006EW-1 ホワイト
6006EW-5 グレー
6006EW-7 ネイビー

エーデルワイス（ポリエステル 100％）

●右脇箱ポケット／左胸箱ポケット

　右腰二重ポケット

エーデルワイス（ポリエステル 100％）

●右脇箱ポケット／左胸箱ポケット

　右腰二重ポケット

エーデルワイス（ポリエステル 100％）

●脇ゴム／両脇ポケット付

　後側裏地メッシュ

クレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●右腰ポケット内側ペン差し布付／

　右ファスナー／後ろアームホームリブ

　／後ろサイドベンツ

クレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●脇ゴム／両脇ポケット／後ろ右ポケット 5010CR-1 　　　　ホワイト

5010CR-7 ネイビー

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

S 65 39 94 20

M 67 40 98 21

L 69 41 102 22

LL 69 43 108 22

EL 69 45 114 22

4L 71 46 120 23

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

S 72 44 104 24

M 74 46 108 25

L 77 48 112 26

LL 80 50 118 27

BL 78 52 130 27

4L 79 54 140 27

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

S 68 43 101 21

M 70 45 105 22

L 73 47 109 23

LL 76 49 115 24

BL 74 51 127 24

4L 75 53 137 24

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ

S 62 92

フリー
83

61

M 66 96 63.4

L 70 100 66.2

LL 76 106 70

EL 82 112 73.6

4L 88 118 77.4

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ

S 72 96

フリー
86

62.6

M 76 101 66

L 80 106 69.4

LL 85 112 73.4

BL 93 121 79.4

4L 103 127 83.4

男子上衣 1010CR 6,600 円＋税

ストレートパンツ 5010CR 6,000 円＋税

1010CR-1 ホワイト
1010CR-7 ネイビー

1016EW-7

5010CR-1

1010CR-7

6006EW-1

2018EW-7
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白衣

2010CR-1 ホワイト
2010CR-7 ネイビー

1015EW-7 ホワイト×ネイビー

2917-1 ホワイト

2917-12 ブルー

2917-3 ピンク

2917-7 ネイビー

女子上衣 2010CR   6,300 円＋税

メンズケーシー  1015EW   7,800 円＋税

メンズパンツ 5015EW 5,900 円＋税

ストレートパンツ 2917 5,600 円＋税

ブーツカットパンツ 2916  5,600 円＋税

チュニック 2014CR  8,100 円＋税

2014CR-1 ホワイト×ネイビークレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●仕切り布付胸箱ポケット

エーデルワイス（ポリエステル 100％）

●脇ゴム／両脇ポケット／

ウエストひも入

エーデルワイス（ポリエステル 100％）

●左胸箱ポケット／両腰ポケット

クレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●脇ゴム／後側裏地メッシュ／

　後ろ右ポケット

クレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●脇ゴム／後側裏地メッシュ／

　ポケットなし

クレアシオン

（ポリエステル 85％・綿 15％）

●右腰ポケット内側ペン差し布付／

　左ファスナー／後ろアームホームリブ　

　／袖下ゴム入り

2916-1 ホワイト

2916-12 ブルー

着丈 胸囲 裄丈

S 65 93 38.5

M 67 97 40

L 69 101 41.5

LL 69 107 42.5

EL 69 113 43.5

4L 71 119 45

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ

S 61 91 70 56.4

M 65 95 73 59

L 69 99 76 61.4

LL 75 105 79 65.2

EL 81 111 79 69

4L 87 117 79 72.8

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ

S 60 91

フリー
83

60.5

M 64 95 63

L 68 99 65.5

LL 74 105 69.3

EL 80 111 73

4L 86 117 76.8

ウエスト ヒップ 股下 ワタリ ウエスト適用寸法

S 66 96

フリー
86

60.9 62 ～ 69

M 73 101 64 69 ～ 76

L 80 106 67.1 76 ～ 83

LL 87 111 70.2 83 ～ 93

3L 97 119 75.2 93 ～ 103

4L 107 127 80.1 103 ～ 118

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

S 64 39 94 20

M 66 40 98 21

L 68 41 102 22

LL 68 43 108 22

EL 68 45 114 22

4L 70 46 120 23

着丈 肩巾 胸囲 袖丈

S 72 43 101 24

M 74 45 105 25

L 77 47 109 26

LL 80 49 115 27

3L 78 51 127 27

4L 79 53 137 27

5015EW-1 ホワイト
5015EW-7 ネイビー
5015EW-11 モカ

2916-1

2917-1

2014CR-1

2010CR-1

1015EW-1

5015EW-7
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医療機器

医療機器

干渉電流型低周波治療器

ショールーム機器体験のご提案

各医療機器メーカーでは実際に商品に
触れて頂き、体験して頂くことができ
ます。
各メーカーへのショールーム見学はお
気軽に弊社までお問い合わせくださ
い。全国対応致します。

見 る 触れる 体験する 納得する

スーパーカイネ

患者様にもスタッフにもやさしい干渉低周波治療器

軽量化を徹底し、瘢痕がつきにくい設計

６チャンネルを効率的に稼働させるスタンドリモコン※オプション

スリムフィット導子

ミナト医科学

4ch 仕様 2ch 仕様

6ch 仕様

SK-10WDX SK-10W SK-10S

スタンド
リモコン

症状に応じて選べる治療モード

ハイパーモード

インターバルモード

オートモード

ユーザ１、２ モード

エクステンションモード
2 つの異なる治療波で変調した波形
を、青、黄それぞれの導子から体内
へ流します。
2 種類の刺激感覚によって、新しい
第 3の刺激感が得られるモードです。

筋刺激に適したモードで、通電、休止を繰り返します。立
ち上り、立ち下り時間を個別に設定することが可能で、安
全に治療を行うことができます。

徹底した軽量化により、従来の導子の約半分（当社比）の軽さを実現。吸着に必要な吸引力を低く抑えることができ、
患者様の肌による瘢痕がつきにくくなりました。

治療周波数や搬送波を絶えず変化
させながら治療を行うモードです。
変化に富んだ刺激により、通電の慣
れを防止し、様々な部位の治療に対
応できます。

通電形態をマニュアルで設定し、記憶するモードです。部
位、症状に応じた周波数を選択することができます。

広範囲の部位に８極の導子で連続的
な刺激を行うモードです。４つの出
力を順に刺激することで、揉み上げ
や往復といった感覚が得られます。

形式 SK-10WDX SK-10W SK-10S

定価 3,000,000 円＋税 2,650,000 円＋税 1,500,000 円＋税

定格電源電圧 AC100V　50/60Hz

電源入力 750VA 350VA 190VA

搬送周波数 2,000 ～ 10,000Hz

チャンネル数 6ch 4ch 2ch

外形寸法
（mm） W560 × D440 × H1240 W480 × D340 × H1240 W380 × D340 × H1240

質量 75kg 55kg 40kg

認証番号 222AGBZX00095000 226AABZX00012000 228AABZX00105000

＜仕様＞
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医療機器

形式 EF-260 EF-160

定価 2,430,000 円＋税 1,590,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 320VA 250VA

外形寸法 約 W440 × D450 × H1250（mm）

質量 約 34kg 約 30kg

基本周波数 2140 ～ 2500Hz、4640 ～ 5000Hz

チャンネル数 4ch 2ch

認証番号 228AABZX00027000 228AABZX00026000

形式 SD-5602

定価 2,500,000 円＋税

定格電源 AC100-240V　50 ／ 60Hz

電源入力 230VA

外形寸法 W420 × D397 × H1297（mm）

質量 40kg

搬送周波数 2500、5000Hz、10000Hz

治療時間 1 ～ 99 分（1 分ステップ）、連続※初期設定 1 ～ 30 分

出力数 4 極出力 2CH × 2

認証番号 229AIBZX00003000

オージオトロン オージー技研

「ここちよさ」を究めた多重干渉による刺激感

疼痛緩和と機能回復治療の幅を広げた４極干渉波モデル

セダンテクレア 日本メディックス

EF-260

SD-5602

＜仕様＞

＜仕様＞

10,000Hz の搬送周波数

プローブによる局所刺激

多彩な刺激のＳＴモード

ベルト電極による神経筋刺激

EF-160

「リズム」「ワイド」「ムーブ」の３つのモードと、

これら全ての治療が行える「ＭＩＸ」モードを搭載。

リズム

８極通電による広く深い治療感 

MIX　上記３つの治療モードが自動で切り替わりながら出力されます。

ワイド ムーブ

患部をリズミカルに叩いても
らっているような感触で、心地
よくリラックスできます。

８極４対それぞれが干渉することで、患部をく
まなく治療します。

もみほぐすような感触の刺激感
が治療範囲全体にいきわたりま
す。

移動感のある刺激で、患部を
やさしく治療します。

※プローブはオプション付属品です。 ※ベルト電極はオプション付属品です。

クレアの特徴
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医療機器

フィジアス

「低周波」「干渉波」「中周波」が１台で行える「３ in １」治療器

２極の導子によるなめらかで広がりのある刺激感

柔らかな素材、低い吸引圧。

患者さまに優しい吸引導子です。

オージー技研

形式 FS-350 FS-250

定価 2,770,000 円＋税～ 2,360,000 円＋税～

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 320VA 240VA

外形寸法 約 W580 × D535 × H1300（mm） 約 W480 × D535 × H1300（mm）

質量 約 28kg 約 27kg

チャンネル数 12ch 8ch

出力波形 干渉波モード、中周波モード、低周波モード

認証番号 224AABZX00140000 224AABZX00139000

中周波・高周波治療器

FS-350 ＜仕様＞

＜仕様＞

FS-250

低周波モード

スーパータイダルモード

ハイブリッドタイダルモード

中周波モード

パルスタイダルモード

干渉波モード

フュージョンモード

低周波のパルス刺激によっ
て治療を行うモードです。

中周波による断続的な刺激に
よって治療を行うモードで、
筋刺激に適しています。

周波数の異なる複数の電流
を体内で交差させ、体内に生
じるうなり電流によって治療
を行うモードです。

干渉波、低周波モードを自動で変
化させながら治療を行うモードで、
通電による慣れを防止します。

ポラリスカイネ

形式 PO-3i PO-S

定価 3,280,000 円＋税 2,750,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 550VA（スタンドリモコン 2 台接続時） 250VA（スタンドリモコン接続時）

外形寸法 W560 × D440 × H1240（mm） W380 × D340 × H1240（mm）

質量 65kg 50kg

治療周波数 1,000 ～ 11,000Hz

チャンネル数 8ch 4ch

認証番号 224AIBZX00062000 224AIBZX00042000

スーパータイダルとパルスタイダルの両方の特長
を併せ持つ、2 極で治療を行う新モードです。2 つ
のモードの融合により、さらなる新感覚を生みだし
ます。

スーパータイダル同様、2 極で治療を行うモードで
す。うねりのような心地よい刺激の中に、たたくよ
うな強い刺激感をミックスしました。通電時の痛み、
不快感の少ない治療が行えます。

2 極の導子で治療を行うモードです。力強い刺激の
タイダル波と、心地よい刺激のウェーブ波を組合
せた治療波で、今までに無い新しい治療感覚を得
られ、治療後の残存感が最も長く持続するモード
です。

ミナト医科学

PO-3i PO-S

効率的に稼働させる
スタンドリモコン
※オプション
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医療機器

セダンテネオ

アステオ

高速スイープを繰り返す、新治療モード「ＣＡモード」
さまざまな成分を含んだ治療波形が、さまざまな刺激感を与えます。

日本メディックス

日本メディックス

本物の治療を追及した、“プレミアム”パートナー

炎症緩和・疼痛緩和・機能回復・ＡＤＬ訓練まで担う電気刺激治療器

衣服内に装着しやすい薄型設計

ＳＳＰ電極のカタチ

ＨＶ治療波形

ＭＦ多段波形 デュアル通電

カップの高さ約３５％減を実
現（当社製品従来比　ソフト
吸引カップＳ（３Ｊ））。
衣服内の治療部位にカップ
が装着しやすくなりました。

形式 SD-5702

定価 3,000,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 380VA

外形寸法 W538 × D510 × H1295（mm）

質量 56kg

搬送周波数
2,000 ～ 5,000Hz（500Hz ステップ）
10000Hz
※ CA 時 2000 ～ 20000Hz

認証番号 226AIBZX00048000

＜仕様＞

ＳＳＰ療法

ＦＰ治療モード ＨＶ治療モード

ＭＣ / ＭＣＣ治療モード

ＭＦ治療モード

ＳＳＰ療法（Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｉｋｅ　Ｐｏｉｎｔ）は、
１９７６年大阪医科大学麻酔科と日本メディックスとの産
学共同研究により「刺さないハリ治療」という発想から
開発された治療法です。円＋税錐の形状を持つ金属電
極を用いた体表面刺激療法であり、この電極によって経
穴、圧痛点、モーターポイントなどを効果的に刺激する
ことが可能です。

ＳＳＰ治療モードに新波形「ＭＦ 多段波形」を採用
新波形は従来波形に１００，０００Ｈｚの中周波を重畳
させることにより２０％の電流量アップ、また。到達
深度は約２倍アップしました。

Ｐｕｉｓｅ　Ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎ（パル
ス波刺激療法）パルス幅１５０μｓの
双方向性対称波を用いて神経刺激
による鎮痛効果が得られます。
ＭＦ（中周波電気刺激療法）
２，５００Ｈｚ～１６，０００Ｈｚの中周波
を用いて、１００％・５０％・バース
トの３種類の正弦変調波による電気
刺激で筋ポンプ作用などによる血行
改善・発痛物質の除去等を効果的に
行います。

最大５００Ｖの高電圧電気刺激をツインピーク波形で瞬間的に加
える高電圧電気刺激療法は皮膚インピーダンスの影響を受けにく
く、電気刺激を深部組織まで到達させることができます。そのため、
疼痛の軽減や血流量の増大、皮膚潰瘍の治癒促進などに利用さ
れます。ＮＭＥＳモードの設定もできます。

２，５００Ｈｚ～１６，０００Ｈｚの中
周波を用いて、１００％・５０％・
バーストの３種類の正弦変調波に
よる電気刺激で筋ポンプ作用によ
る血行改善・発痛物質の除去等を
効果的に行う中周波電気刺激療法
です。治療器本体内で変調波生
成し干渉波と似た刺激電流を得ら
れ、２つの電極だけでも治療がで
き、また肩や肘などの部位でも楽
に導子が装着できます。ＮＭＥＳ
モードの設定もできます。

早期からの治癒促進に
生体内に微弱な電流を通電
させ、損傷組織の治癒促進
や、細胞レベルでの代謝の
活性化を促します。神経や
筋を興奮させないため、運
動後の筋肉痛の軽減や炎症
の抑制などに適応できます。

全身コンディショニングに
ＭＣＣ治療モードとは、全身調整
微弱療法のことで、上下肢の４点
から微弱電流を流すことでホメオ
スタシスを調整し、全身の細胞の
活性化を促す新しい療法です。通
常の電気刺激療法の後療法として
活用していただくことにより一層
効果が高まります。

鎮痛の即効性と持続性を同時に作用させるためにチャ
ンネル毎に高頻度刺激、低頻度刺激の設定が可能です。
治療ポイントは、高頻度刺激は局所（痛みのある箇所）、
低頻度刺激は遠隔点（合谷、手三里など）に置きます。

先端部が皮膚に密着する際に圧力が集
中し、皮膚の角質層は薄く引き伸ばさ
れ、先端部の電気的抵抗は低くなりま
す。その結果、先端部に電流が集中す
るため、治療点への高密度な通電が可
能となります。

形式 Ｓタイプ TS-2000S Ｈタイプ TS-2000H Ｆタイプ TS-2000F

定価 3,000,000 円＋税 3,300,000 円＋税 3,600,000 円＋税

定格電源電圧 AC100V　50/60Hz

電源入力 240VA

搬送周波数 2,500 ～ 16,000Hz

外形寸法 W533 × D432 × H1312（mm）

質量 50kg 53kg 55kg

認証番号 228AIBZX00029000

ＭＦ治療波形

最大１６，０００Ｈｚの中周波のちから高電圧で筋の再教育などに

ＭＣ治療モード ＭＣＣ治療モード ＜仕様＞



114

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付）

114

医療機器

医療機器

ネオテクトロン テクノリンク

テクノリンク テクノリンクエグゼトロン スーパーテクトロン

ネオV3波＋ランダムアクセス波

●跡を残しにくい
ので、人目に触れ
る部位に
●柔軟性があるの
で、手や足など凹
凸のある部位に

●肩や肘、膝など
の曲面の多い関節
部位に

●腰や肩など、ポ
イント的な治療を
行うことができます

●手の感触を大切
にし、患部に触れ
ながら治療を行う
ことができます

粘着導子

ネオ V3 波とは

ランダムアクセス波とは

幅広い治療６つの出力波形

吸引導子　中カップ

グローブ型導子Ｖスティック

606

HX606

ランダムアクセス波

１秒間に２拍

１秒間に４拍

１秒間に８拍

「1/f のゆらぎ」感覚のリズム

「1/f のゆらぎ」感覚のリズムに強弱

を入れた刺激

604

HX604

ネオ V3（キューブ）波

は、高電圧のパルスを

ランダムアクセス波に

加える波形となります。

通常の刺激にさらに高

電圧パルスを加えた新

しい治療波形です。

ランダムアクセス波とは、４種類の
周波数をランダムに切り替えるとと
もに、ハンマーの出現間隔もランダ
ムである低周波のことです。

治療時間や、インターバル等の組み合わせで、
幅広い治療を行うことができます。

ネオ V3（ブイキューブ）波をランダムアクセス波に重畳させた波形となります。

新波形ネオ V3 波搭載！

＜仕様＞

＜仕様＞ ＜仕様＞

形式 ONE-P6 VP6

定価 4,000,000 円＋税 5,000,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 170VA

外形寸法 W550 × D575 × H1245（mm）

質量 48kg 58kg

出力周波数 1.1kHz ～ 1.6kHz

認証番号 226ALBZX00014000 225ALBZX00027000

形式 606 604

定価 3,950,000 円＋税 3,500,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 240VA 200VA

外形寸法 W450（取っ手部含む W550）× D485 × H1250（mm）

質量 55kg 56kg

チャンネル数 6ch 4ch

出力周波数 2.7kHz

認証番号 222ALBZX00014000 221ALBZX00006A01

形式 HX606 HX604

定価 3,950,000 円＋税 3,500,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 300VA 240VA

外形寸法 W450（取っ手部含む W550）× D485 × H1250（mm）

質量 58kg 56kg

チャンネル数 6ch 4ch

出力周波数 1.1kHz ～ 1.6kHz

認証番号 218ALBZX00008000 220ALBZX0004900
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ルティーナ 日本メディックス

延長ボックス

各チャンネルを別々に設定可能な、6 種類の通電モード。

フレアパッド導子

オーゴスペル 大島製作所

新型延長ユニット

大型低周波治療器

「低周波」＋「中周波」のハイブリッドモードが電気刺激の常識を超える

低周波治療器の多機能化を実現

形式 MZ-7504

定価 2,900,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 380VA

外形寸法 W900 × D425 × H1473（mm）

質量 55kg

周波数 矩形波：1 ～ 500Hz
バースト波：1 ～ 200Hz

認証番号 222AIBZX00028000

＜仕様＞

メイン周波数（１～９９９Hz）で１Ｈｚごとに設定できる連続通電。

メイン周波数を１Ｈｚごとに設定でき、通電間隔は２・４・６秒から選択。
例）通電間隔２秒設定の場合：設定された周波数で２秒毎の通電・休止
　   を繰返す。

メイン周波数（１～９９９Ｈｚ）とサブ周波数（１～９９Ｈｚ）の組み合せ
ができ、通電間隔は２・４・６秒から選択。

通電周波数が３→６→１２→１５→２０→３０Hz に自動的に変動し、通電間
隔は２・４・６秒から選択。
例）ＣＩＲ２秒通電の場合：３→６→１２→１５→２０→３０Ｈｚを各２秒毎
        に通電する。

通電周波数は１→３０Hz・３０→１Ｈｚの連続周波数変動通電を２０秒周期
で繰り返す。

通電周波数は３→１２０Hz・１２０→３Ｈｚの連続周波数変動通電を２０秒
周期で繰り返す。

形式 DX-1600 DX-800 DX-400

定価 3,100,000 円＋税 2,030,000 円＋税 1,280,000 円＋税

定格電源電圧 AC100V　50/60Hz

電源入力 1000VA（MAX） 500VA（MAX） 300VA（MAX）

導子構成 低周波導子 16・温熱導子 16 低周波導子 8・温熱導子 8 低周波導子 4・温熱導子 4

搬送周波数 （メイン）1 ～ 999Hz　1Hz ステップ、（サブ）1 ～ 99Hz　1Hz ステップ

外形寸法 W1200 × D270 × H950（mm）W630 × D270 × H950（mm）W430 × D340 × H180（mm）

重量 72kg 40kg 15kg

認証番号 20500BZZ00920000 20700BZZ00927000

DX-1600 DX-800

＜仕様＞
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フィジオアクティブ HV

エスパージ

酒井医療

伊藤超短波

マイクロカレント＋徒手療法。

小型低周波治療器

モバイル２ＣＨ 独立Ｈｉ－Ｖｏｌｔａｇｅ

小型電気刺激のニュースタンダード

SEQ.1

SEQ.2

形式 フィジオアクティブ HV

定価 498,000 円＋税

定格電源 本体：AC100V
AC アダプター：AC100 ～ 240V　50 ／ 60Hz

消費電力 30W（電源入力 30VA）

外形寸法 W80 × D33 × H150（mm）

質量 310g（バッテリー含む）

出力周波数 1 ～ 200Hz

認証番号 227ALBZX00014000

形式 イトー ESPURGE

定価 98,000 円＋税

定格電源
本体：DC7.4V（リチウムイオン充電池）

：DC12V（AC アダプタ）
AC アダプタ：AC100　50 ／ 60Hz

消費電力 24VA

外形寸法 W84 × D23.5 × H151（mm）

質量 約 230g（リチウムイオン充電池含む）

出力周波数 最大 400Hz ± 10％

認証番号 226AABZX00090000

モードを組み合わせて治療ができる
シーケンシャルモード搭載。
目的に合わせて治療の流れを自由に設
定できるので、治療の幅が広がります。

Hi-Voltage

＋Hi-Voltage EMS

瞬間的に高電圧の電流を流すことで、皮膚抵
抗を最小限に抑え、刺激感の少ない深部到達
を可能にした Hi-Voltage 電気刺激療法。
フィジオアクティブ HV は国内最小クラスのコ
ンパクト性とハイパワー（peak　300V）を実現。
疼痛の軽減や治癒促進に使用できます。

Hi-Voltage 波 形 に よ る EMS モ ード（ON ／
OFF・ランプアップ・ランプダウン）も搭載。
リハビリでの筋萎縮改善や、筋力トレーニング
に使用できます。

【２極グローブ導子（別売付属品）】

ＭＣＲモード用に、マイクロカレントと手技を組み
合わせた施術が行える２極グローブ導子をオプショ
ンでご用意しました。

※２極グローブ導子はＭＣＲモードのみ使用が可能です。

３つの電気刺激モードで、鎮痛から治癒の促進まで幅広く対応。

症状に合わせたプリセットプログラムを各モードに５種類搭載。

筋萎縮改善    筋力トレーニング

鎮　痛

＜仕様＞

＜仕様＞



117

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）

医療機器

117

医療機器

AT-mini Ⅱ（２チャンネル出力）；AT-mini （１チャンネル出力）

オーゴスペル DX-20、DX-40、DX-45

SSP アルファ１

ＤＸ－２０ ＤＸ－４０ ＤＸ－４５

IFC アルファ１

（本体＋専用架台）

（本体＋専用架台）

CH3 から CH6 まで電気刺激を順次
出力することにより、効果的に広範
囲への治療を行うことが可能となり
ました。

■ 10,000Hz の搬送周波数
心地よい刺激感を生み出し、更なる
深層部に対する刺激を可能にしまし
た。
■ 70mA の高出力電流
刺激慣れを防ぎ、治療後も続く残存
感を与えることができます。

新治療モード　スキャンモード搭載

ハイスペック

３つの治療モードがあらゆるシーンで効果的にケア。

４色の多彩なカラーバリエーション。

AT-mini Ⅱカラーバリエーション AT-mini カラーバリエーション

「MODE」と「LEVEL」を選ぶだけの簡単操作ですぐに治療が行えます。使う場所
を選ばないので、いつでもどこでも気軽にコンディションケアができます。

自分に合ったスタイルが選べる多彩なカラーバリエーション。
シンプルでスタイリッシュなデザインがモチベーションを高めます。

伊藤超短波

大島製作所

アルファ 1　SSP、IFC 日本メディックス

小型電気刺激治療器のスタンダードモデル

ポータブル微弱電流（MCR）治療器

形式 SSP アルファ 1

定価 950,000 円＋税

定格電源 AC100 ～ 240V　50 ／ 60Hz

電源入力 65VA

外形寸法 W564 × D566 × H1026（mm）

質量 本体 5.6kg　架台 21.1kg

周波数 1/f モード：1 ～ 200pps
その他のモード：1 ～ 300pps

認証番号 225AIBZX00045000

形式 IFC アルファ 1

定価 950,000 円＋税

定格電源 AC100 ～ 240V　50 ／ 60Hz

電源入力 75VA

外形寸法 W564 × D566 × H1026（mm）

質量 本体 6.3kg　架台 21.1kg

搬送周波数 2500Hz、5000Hz、10000Hz

干渉周波数 1 ～ 200pps

認証番号 225AIBZX00046000

形式 DX-20

定価 350,000 円＋税

出力波形 双方向性指数関数波

定格電圧 AC アダプター：AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 48W

外形寸法 W330 × D240 × H89（mm）

質量 約 2.65kg

出力数 低周波・温熱　各 2 チャンネル

作動時間 1 ～ 99 分（1 分毎）

形式 DX-40

定価 420,000 円＋税

出力波形 双方向性指数関数波

定格電圧 AC アダプター：AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 10W

外形寸法 W330 × D211 × H165（mm）

質量 約 4kg

出力数 4 チャンネル

作動時間 1 ～ 99 分（1 分毎）

形式 DX-45

定価 520,000 円＋税

出力波形 双方向性指数関数波

定格電圧 AC アダプター：AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 62VA

外形寸法 W330 × D240 × H165（mm）

質量 約 4kg

出力数 低周波・温熱　各 4 チャンネル

作動時間 1 ～ 99 分（1 分毎）

形式 AT-mini Ⅱ

定価 39,800 円＋税

定格電圧
本体：DC3.7V/770mAh

（リチウムイオン充電池）
充電器：AC100V

消費電力 0.12VA

外形寸法 W45 × D17 × H70（mm）

質量 約 60g（充電池含む）

タイマー 最大 12 時間

認証番号 224AABZX00052000

形式 AT-mini

定価 29,800 円＋税

定格電圧
本体：DC3.7V/770mAh

（リチウムイオン充電池）
充電器：AC100V

消費電力 0.10VA ± 15％以下

外形寸法 W45 × D17 × H70（mm）

質量 約 50g（充電池含む）

タイマー 最大 12 時間± 5％

認証番号 220AABZX00344A01

●タイマー＝２チャンネル
●チャンネル数＝２チャンネル（２チャンネル共通設定）
●モード＝連続、間隔、疎密、ＣＩＲの４種類
●間隔時間＝２，４，６秒の３種類
●温度設定＝ＯＦＦ（消灯）Ｌ、Ｍ、Ｈの３種類
　※Ｌ＝保温
※温度設定は２チャンネル独立です。

●タイマー＝２チャンネル
●チャンネル数＝４チャンネル（４チャンネル共通設定）
●モード＝連続、間隔、疎密、の３種類
●間隔時間＝２，４，６秒の３種類

●タイマー＝２チャンネル
●チャンネル数＝４チャンネル（４チャンネル共通設定）
●モード＝連続、間隔、疎密、ＣＩＲ、Ａ、Ｂの６種類
●間隔時間＝２，４，６秒の３種類
●温度設定＝ＯＦＦ（消灯）Ｌ、Ｍ、Ｈの３種類
　※Ｌ＝保温
※温度設定は４チャンネル独立です。

１台で低周波、

温熱が２ＣＨ使用出来ます。

１台で低周波、温熱、

温熱低周波が２ＣＨずつ使用出来ます。

１台で低周波が

４ＣＨ使用出来ます。

温熱　オプションの温熱ユニットにて温熱、
　　　 温熱低周波にも対応。

PAIN（鎮痛） 
    ON タイムケア

トレーニング中など、現場

で 起 こった捻挫や筋肉・関

節の痛みといった急なアク

シデントに有効です。

CARE（治癒） 
    OFF タイムケア

移 動 中 や 休 憩 中 な ど の

体を休めている時にもト

レーニングで損傷した筋

組織の治癒を促進します。

COMB（鎮痛＋治癒） 
   ALL タイムケア

トレーニングを終えた全

てのアスリートに効果的

な鎮痛と治癒を組み合わ

せたケアモードです。

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞＜仕様＞＜仕様＞
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ES・ＥＵシリーズ 伊藤超短波

電気刺激装置 

ES・ＥＵシリーズ
立体動態波 ® など便利で使いやすい
９種類の電気刺激モードを搭載

※ 1　別途超音波治擁器（別売）とコンビ 

　　　ネーションケーブル（別売）が必要です。

①３次元で干渉する中周波が患部を刺激する
　立体動態波 ® モード
　適応機種：ES-5000、ES-525
２つの中周波回路に第３の定振幅回路

をプラスすることで、中周波が３次

元的に干渉し、立体動態波 ® が生ま

れます。深部刺激にも適しており、関

節内への治療も可能です。簡単な切り

換えで、体内深部から表面細胞へと刺

激位置を移動させる治療が可能です。

②立体的な EMS が深部の筋を刺激する 3D EMS モード
　適応機種：ES-5000
自分の意志とは関係なく不随意的な筋

収縮を引き起こし、筋力を強化する神

経筋電気刺激療法を立体的に行います。

EMS モードよりも深い部位への治療が

可能で、筋力低下の予防や筋委縮の改

善、筋力トレーニングなどにお使いい

ただけます。

③微弱な電流を与え、立体的に刺激する 3DMEN モード
　適応機種：ES-5000、ES-525
MCR モードを立体動態波 ® で行 う、

世 界 で は じ め て の 治 療 モードを搭

載。MCR モードより深い部位での治

療が可能です。

④高電圧の刺激が深部に浸透する Hi-VoItage モード
　適応機種：ESTIMUS、ES-5000、ES-4000、EU-910
高電圧（150V 以上） を短時間に加え

られたツインピーク波形の電気刺激

が、皮膚に抵抗を与えず、深部組織ま

で到達。痩痛の軽減や血流増大、治療

促進などに利用可能です。

⑤微弱な電流で、損傷の治癒を促進する MCR モード
　適応機種：ESTIMUS、ES-5000、
　ES-4000、ES-400、EU-910
MCR に用いられる電流強度は、微弱で神
経や筋を興奮させないμ A（10-6A）を使用。
スポーツ後の筋肉痛の軽減に適応します。
また、感覚閾値下刺激で、顔面周辺や創
部周辺への治療に最適です。

⑥干渉波が深部に広い範囲で作用する４極干渉波モード
　適応機種：ESTIMUS、ES-400
電気抵抗の少ない中周波を採用。皮膚に
対する刺激が少なく、深部にまで効果的に
刺激を与えることが可能です。肩全体など、
広い範囲の治療に適しています。

⑦干渉電流が深部に狭い範囲で作用する２極干渉波モード
　適応機種：ESTIMUS、ES-400
４極同様電気抵抗の少ない中周波を採
用。腕などの局所の治療に適しています。

⑧筋収縮を引き起こし、筋肉を強化する EMS モード
　適応機種：ESTIMUS、ES-4000、
　　　　　　ES-400、EU-910
筋収縮を目的とした電気刺激療法です。自
分の意志とは関係なく不随意的な筋収縮を
引き起こし、筋力を強化します。筋力低下
の予防や筋萎縮の改善、筋力トレーニング
など医療からスポーツの分野まで幅広く使
われています。

⑨電気刺激を与えて疼痛を抑制する TENS モード
　適応機種：ESTIMUS
神経の脱分極を引き起こすことで神経の
流れる電気信号をブロック。電流刺激
で疼痛を抑えます。

モード設定 ESTIMUS ES5000 ES525 ES4000 ES400 EU910

①立体動態波 × ○ ○ × × ×

② 3D EMS × ○ × × × ×

③ 3D MENS × ○ ○ × × ×

④ Hi Voltage ○ ○ × ○ × ○

⑤ MCR ○ ○ × ○ ○ ○

⑥４極干渉波 ○ × × × ○ ×

⑦２極干渉波 ○ × × × ○ ×

⑧ EMS ○ × × ○ ○ ○

⑨ TENS ○ × × × × ×

チャンネル数（電気刺激） 4ch 2ch 2ch 4ch 4ch 2ch

超音波コンビネーション ○※ 1 ○ × ○ × ○

吸引装置使用 ○ ○ ○ ○ ○ ×
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治療する部位を選択すると、

治療プログラムが自動で設定

されます。様々な部位に対す

る４７種類のプリセットプロ

グラムを搭載しています。

電気刺激装置

ESTIMUS( エスティマス )

ES-5000

伊藤超短波

伊藤超短波

コンビネーション治療対応

3D と 2D の治療モードを同時に使用可能

IF-4 
 ［4 極干渉電流刺激療法］

中周波を用いた干渉電流

が、深部に広い範囲で作

用します。

立体動態波
 ［3D 干渉電流刺激療法］

立体的な電流のうねりが

深部を刺激します。

Hi-Voltage 
 ［高電圧電気刺激療法］

高電圧の刺激を加えるこ

とで、深部までアプロー

チします。

IF-2 
 ［2 極干渉電流刺激療法］

中周波を用いた干渉電流

が、局所に深く作用しま

す。

3D MENS 
 ［3D マイクロカレント療法］

立体的な微弱電流で深部

組織を刺激します。

TENS 
 ［経皮的電気刺激療法］

主に知覚神経に対して電

気刺激を与え、疼痛を抑

制します。

EMS
 ［神経筋電気刺激療法］

筋収縮を引き起こし、筋

力を強化します。

EMS
 ［神経筋電気刺激療法］

筋収縮を引き起こし、筋

力を強化します。

3D EMS
 ［3D 神経筋電気刺激療法］

立体的な EMS が深部の筋

を刺激することが可能で

す。

Microcurrent
 ［マイクロカレント療法］

傷ついた組織の修復を早

め、損傷部の治癒を促進

します。

Russian 
 ［ロシアン筋刺激］

筋肉刺激に適した刺激電

流で、ピンポイントで作

用します。

DC 
 ［直流電気刺激療法］

直流電流によって疼痛の

軽減や損傷の治癒を促進

します。

形式 本体 ESTIMUS 4CH 用吸引装置（NS）

定価 2,980,000 円＋税 3,580,000 円＋税（セット価格）

定格電源 AC100-240V（50 ／ 60Hz）

電源入力 190VA 190VA ＋ 150VA

外形寸法 W350 × D270 × H145（mm） W345 × D315 × H115（mm）

質量 約 4.0kg 約 8.5kg

出力周波数 最大 10kHz

発振周波数 1.0MHz、3.0MHz

認証番号 228AABZX00075000

形式 本体 ES-5000 吸引装置

定価 2,480,000 円＋税 2,980,000 円＋税（セット価格）

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 140VA 140VA ＋ 100VA

外形寸法 W343 × D276 × H139（mm） W345 × D315 × H115（mm）

質量 約 3.8kg 約 8.5kg

出力周波数 最大 10kHz

認証番号 229AABZX00026000

３次元の立体的な電気刺激で、生体深部への治療が可能。

さらに効果を追求した波形と充実した機能を搭載。

クリニカルプログラム搭載

Hi-Voltage 
 ［高電圧電気刺激療法］

高電圧の刺激を加えるこ

とで、深部までアプロー

チします。

Microcurrent
 ［マイクロカレント療法］

傷ついた組織の修復を早

め、損傷部の治癒を促進

します。

＜仕様＞

＜仕様＞
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異なる方向に３つの中周波を流し干渉させることで

立体的な治療を可能にした「立体動態波 ® モード」と、

マイクロカレント治療が立体的に行える、「3D MENS® モード」を搭載

4ch 独立操作で、複数人の同時治療を実現

Hi-Voltage、MCR、EMS、３つの電気刺激モードを搭載

２つの干渉波「IF4」「IF2」に加え、「EMS」と「MCR」を搭載した

4CH 対応の小型干渉波治療器

ES-525

ES-4000

ES-400

伊藤超短波

伊藤超短波

伊藤超短波

コンビネーション治療対応

コンビネーション治療対応

４ＣＨ独立、４種類の出力モードを搭載

立体動態波
 ［3D 干渉電流刺激療法］

立体的な電流のうねりが

深部を刺激します。

Hi-Voltage 
 ［高電圧電気刺激療法］

高電圧の刺激を加えるこ

とで、深部までアプロー

チします。

3D MENS 
 ［3D マイクロカレント療法］

立体的な微弱電流で深部

組織を刺激します。

EMS
 ［神経筋電気刺激療法］

筋収縮を引き起こし、筋

力を強化します。

Microcurrent
 ［マイクロカレント療法］

傷ついた組織の修復を早

め、損傷部の治癒を促進

します。

形式 本体 ES-525 吸引装置

定価 1,980,000 円＋税 2,580,000 円＋税（セット価格）

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 108VA 108VA ＋ 70VA

外形寸法 W345 × D265 × H134（mm） W345 × D267 × H115（mm）

質量 約 4.8kg 約 7kg

発振周波数 5kHz、8kHz、10kHz、± 10％（干渉波）

認証番号 223AABZX00002000

形式 本体 ES-4000 4CH 用吸引装置

定価 1,980,000 円＋税 2,580,000 円＋税（セット価格）

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 90VA 90VA ＋ 100VA

外形寸法 W290 × D233 × H96（mm） W345 × D315 × H115（mm）

質量 約 2.8kg 約 8.5kg

出力周波数 最大 400Hz

認証番号 226AABZX00131000

形式 本体 ES-400 4CH 用吸引装置

定価 640,000 円＋税 1,240,000 円＋税（セット価格）

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 120VA 120VA ＋ 100VA

外形寸法 W290 × D233 × H96（mm） W345 × D315 × H115（mm）

質量 約 2.8kg 約 8.5kg

出力周波数 最大 8kHz

認証番号 227AABZX00116000

IF-4 
 ［4 極干渉電流刺激療法］

中周波を用いた干渉電流

が、深部に広い範囲で作

用します。

IF-2 
 ［2 極干渉電流刺激療法］

中周波を用いた干渉電流

が、局所に深く作用しま

す。

EMS
 ［神経筋電気刺激療法］

筋収縮を引き起こし、筋

力を強化します。

Microcurrent
 ［マイクロカレント療法］

傷ついた組織の修復を早

め、損傷部の治癒を促進

します。

＜仕様＞

２ＣＨ同時出力による２部位同時治療

＜仕様＞

大型カラー液晶＋タッチパネル

＜仕様＞
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医療機器

US-711（深部用） 　US-731（浅部用）

UST-770 伊藤超短波

伊藤超短波

超音波モード 1MHz、3MHz
（ULTRASOUND）

＜治療例＞

厚い筋肉や脂肪層の
奥の深い疾患部に 

肘やひざなどの浅い
関節の疾患部に

低出力パルス超音波モード 1.5MHz
（LIPUS）

軟部組織の治療に適

した低出力超音波

７インチのタッチパネルで簡単操作 治療の理解を高める情報表示画面

深部から中間部まで適

切に対応する 1.5MHz　

M プローブ

深部の患部も直接

温める立体加温
２周波対応の L・S プローブ

急性疾患にも対応する OTM モード 

超音波専用ゲルを使用した GEL モードに加え、消

炎・鎮痛剤入軟膏を使用した OTM モードを搭載。

スポーツ選手に多く見られる、打撲や捻挫などの急

性疾患の治療にも対応できます。

１
ＭＨｚ

３
ＭＨｚ

超音波治療器

オステオトロンⅤ 伊藤超短波

タッチパネルを搭載したコンパクト超音波骨折治療器

L プローブ　S プローブ

4ch 独立操作で、複数人の同時治療を実現

Hi-Voltage、MCR、EMS、３つの電気刺激モードを搭載

EU-910 伊藤超短波

コンビネーション治療対応

コンビネーション治療対応

コンビネーション治療対応

Hi-Voltage 
 ［高電圧電気刺激療法］

高電圧の刺激を加えるこ

とで、深部までアプロー

チします。

ULTRASOUND 
 ［超音波］

１つのプローブで深部に働く 1MHz、浅部に働

く 3MHz に対応。ミクロマッサージ作用と立体

加温の効果。

EMS
 ［神経筋電気刺激療法］

筋収縮を引き起こし、筋

力を強化します。

Microcurrent
 ［マイクロカレント療法］

傷ついた組織の修復を早

め、損傷部の治癒を促進

します。

形式 EU-910

定価 1,480,000 円＋税

定格電源 AC100-240V（50 ／ 60Hz）

電源入力 120VA

外形寸法 W290 × D233 × H96（mm）

質量 約 3kg

音響作用周波数 1.0MHz ／ 3.0MHz

出力周波数 最大 400Hz

認証番号 226AABZX00156000

形式 UST-770

定価 880,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 75VA

外形寸法 W290 × D233 × H96（mm）

質量 約 3kg

発振周波数 1.0MHz、1.5MHz、3.0MHz

パルス周波数 100Hz、1000Hz

認証番号 224AABZX00148000

形式 オステオトロン V

定価 400,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 18VA

外形寸法 W75 × D32 × H145（mm）

質量 約 250g（充電池含む）

パルス周波数 100Hz ／ 1000Hz（切替）

発振周波数 750kHz、1.5MHz

認証番号 225AABZX00101000

形式 US-711 US-731

定価 380,000 円＋税 460,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 55VA 70VA

外形寸法 W290 × D233 × H96（mm）

質量 約 3kg

発振周波数 1.0MHz 3.0MHz

パルス周波数 100Hz、1000Hz

認証番号 225AABZX00024000 225AABZX00025000

超音波骨折治療のために開発された固定具

＜仕様＞

＜仕様＞ ＜仕様＞

＜仕様＞
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ライズトロン

ソーマダイン　クロススティム

テクノリンク

愛知電子工業

安心して治療できるトップクラスの BNR

超短波治療器

微弱電流治療器

※ SZ ワゴン（オプション）

ソニックタイザー ミナト医科学

深部をしっかりと温める超短波治療器

微弱電流の進化版モデル

形式 SZ-100

定価 820,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 150VA

外形寸法 W210 × D283 × H122（mm）

質量 3kg

パルス周波数 100Hz

認証番号 224AABZX00053000

形式 ライズトロン

定価 1,500,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 200VA

外形寸法 W363 × D456 × H125（mm）

質量 11.0kg

超短波出力 45W ＋ 5W/ － 10W

発振周波数 27.12MHz ± 162.72kHz

認証番号 224ALBZX00022000

形式 X-St im LX-1

定価 2,900,000 円＋税

定格電源 AC100V  0.72A（50 ／ 60Hz）

電源入力 DC12V

外形寸法 W300 × D300 × H120（mm）

質量 1.8kg

出力電流（ピーク値） 7.5mA MAX（2400 Ω負荷時）

出力電圧（ピーク値） ± 18V（2400 Ω負荷時）

認証番号 229AGBZX00007000

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

1MHz と 3MHz の異なる周波数による超音波治療が可能

スキャンスイッチ

４点（クロス）通電
と保温（ヒーター）
機能のイメージ

※

ヒータースイッチ

出力調整

●単独での保温（ヒーター）
　機能完備
●手元のスイッチでコント
　ロールやＯＮ / ＯＦＦがで
　きます
●システムのコントロールや
　本体のプログラムのＯＮ /
　ＯＦＦができます

手元でシステムがコントロール可能
使いやすさを重視した設計になって
います。

スキャンモード

保　温
保温（ヒーター）機能

X-Sync（位相変調）

４点通電・ゆらぎ機能

ハンドプローブ

Quattro-X

四肢クリップが

二肢バンドに
バージョンアップ

通電量の変化をお知らせ
するスキャンモード機能
がプラス。

心地よいぬくもりで体感
がプラス。

ゆらぎ機能が新たに加わ
ることにより、人体への
適合性がプラス。
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ラジオ波

光線治療

ラジオスティム

スーパーライザー PX

ソフトレーザリー

酒井医療

東京医研

ミナト医科学

電流の同時出力を可能にした温熱ラジオ波

近赤外線（0.6μm～ 1.6μm）を高出力でスポット状に照射できる光線治療器

疼痛緩和効果を発揮するコードレス半導体レーザー

１.CET 温熱モード

高パワー密度のピンポイントレーザー照射

２.RET 温熱モード

3. 温熱＋電流刺激
　＝コンビネーションモード

形式 フィジオ　ラジオスティム

定価 2,200,000 円＋税

定格電源 AC100-240V（50 ／ 60Hz）

消費電力 160W

外形寸法 W287 × D302 × H99（mm）

質量 3.5kg

形式 Type1 シングルファイバータイプ

定価 3,000,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

消費電力 220VA

最大出力 10W

光源 PX ランプ 150W

外形寸法 W390 × D445 × H1400（mm）

質量 34kg

認証番号 221AGBZX00064000

形式 Type2 ダブルファイバータイプ

定価 3,500,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

消費電力 220VA

最大出力 5W ＋ 5W

光源 PX ランプ 150W

外形寸法 W390 × D445 × H1400（mm）

質量 35kg

認証番号 221AGBZX00064000

形式 JQ-W1

定価 2,960,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 40VA

発振波長 810mm

出力 60/100/140/180mW

クレードル寸法 W190 × D220 × H80（mm）

クレードル質量 800g（電源コード除く）

プローブ寸法 W60 × D125 × H40（mm）

プローブ質量 160g

承認番号 22300BZX00158000

Type1 Type2

最高出力１８０ｍＷの半導体レーザを採用。高いパワー
密度レーザー光がピンポイントで深部に到達することに
より、照射時間が短縮され、患者様への負担をやわら
げるとともに、治療効果を高めます。

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞
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湿式ホットパック

ハイドロタイザー

ハイドロパッカー

ハイドロパックメル オージー技研

ミナト医科学

日本メディックス

Fine Fit パック

ミナト G パック

ホットパック

形式 PX-300

定価 756,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1.1kVA

槽容量 約 44L

設定温度 65℃～ 95℃

外形寸法 W395 × D515 × H890（mm）

質量 約 36kg

パック収容数 ホットパック（中）12 枚

届出番号 33B1X10005000010

形式 HC-5U

定価 730,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1,300VA

標準使用水量 60L

設定温度 45 ～ 95℃

外形寸法 W475 × D545 × H840（mm）

質量 40kg

パック収容数 ミナトパック（中）21 枚

届出番号 27B2X00088000016

形式 小型　PH-H2610

定価 600,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1,100VA

パック収容数 パック（中）12 枚

設定温度 50 ～ 90℃

外形寸法 W500 × D555 × H830（mm）

質量 44kg

品目番号 12B2X00017000007

形式 HC-6U

定価 885,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1,300VA

標準使用水量 90L

設定温度 45 ～ 95℃

外形寸法 W675 × D545 × H840（mm）

質量 57kg

パック収容数 ミナトパック（中）33 枚

届出番号 27B2X00088000017

形式 中型　PH-H2620

定価 760,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1,400VA

パック収容数 パック（中）20 枚

設定温度 50 ～ 90℃

外形寸法 W700 × D555 × H830（mm）

質量 53kg

品目番号 12B2X00017000008

形式 HC-7U

定価 1,080,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1,300VA

標準使用水量 120L

設定温度 45 ～ 95℃

外形寸法 W875 × D545 × H840（mm）

質量 70kg

パック収容数 ミナトパック（中）45 枚

届出番号 27B2X00088000018

形式 PX-350

定価 952,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1.1kVA

槽容量 約 87L

設定温度 65℃～ 95℃

外形寸法 W685 × D515 × H890（mm）

質量 約 57kg

パック収容数 ホットパック（中）25 枚

届出番号 33B1X10005000011

PX-300 PX-350

HR-5L

薄型で患部にしっかりフィット

水切れがいい撥水加工

※詳細は 92 ページへ

HR-5M

大（縦 330 ×横 445mm）

中
（縦 330 ×横 330mm）

小
（縦 330 ×横 190mm）

HR-5SM

HR-5S

＜仕様＞

＜仕様＞ ＜仕様＞ ＜仕様＞

＜仕様＞ ＜仕様＞
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MT-5D

PH-W3720BJ

PM-820

ME-9250

接触させることで確実に患部を照射 患部への効果的な照射を可能に

マイクロタイザー シリーズ ミナト医科学

PM-820

マイクロサーミー シリーズ オージー技研

伊藤超短波エモシア シリーズ 日本メディックス

温熱治療器

メディキュア 愛知電子工業

効果の異なる３種類の温熱と、細胞をより活性化させるパルスを発信

2 人用　MC-2

1 人用　BS-1

ゲルマヒータ

パルス変調による「ゆらぎ」

安全かつ効率的に深部加温が可能

圧電素子

加速性が優れているため温度の変化が非常
に早く、パルス変調に対応ができるため温
度の「ゆらぎ」を実現します。

加速性

安全性 省エネ性 深部
温熱

非温熱
作用音圧振動

定格以上の
温度上昇がない

電磁波の
発生が少ない

既製品ヒータに比べ
最大８０％消費電力をカット。

●炎症の鎮静化　●疼痛の緩和
●浮腫の軽減　　●創傷の治癒促進

形式 2 人用：MC-2 1 人用：BS-1

定価 1,850,000 円＋税 1,300,000 円＋税

定格電源 AC100-120V　/　220-240Vac　50 / 60Hz

出力温度 70℃± 3℃（ヒータ単体最高温度）

外形寸法 W300 × D300 × H120（mm）

質量 1.8kg

認証番号 227AGBZX00065000 227AGBZX00059A01

形式 MT-5D

定価 760,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1400VA

寸法
（アーム部除く）

W460 × D380 × H875（mm）
アンテナ最大高さ 1700mm 以下

質量 40kg

認証番号 225AABZX00081000

形式 ME-9250

定価 941,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1400VA

寸法 約 W493 × D482 × H1174（mm）

質量 約 40kg

認証番号 226AABZX00169000

形式 PH-W3720BJ

定価 695,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 1400VA

寸法
アーム長さ

W450 × D300 × H720（mm）
485 ～ 735mm

質量 43kg

認証番号 21300BZZ00404000

形式 PM-820

定価 790,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 760VA

定格出力 100W（実効出力）/ 200W（ピーク出力）

寸法 W330 × D395 × H790（mm）

質量 約 36kg

認証番号 217AABZX00006000

＜仕様＞＜仕様＞

＜仕様＞
＜仕様＞

＜仕様＞
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JET

CS-2000

E09-04

熱導子 CL-01（4 本）

CS-1000

TRS-D2DX TRS-D1

レッドサン 東芝医療用品

ホワイティ・ビーム・メタル セラピア 3300ワコー 日本メディックス

スキップ ボーイ タマレイ

電子温灸器 電気温灸器 Shoukiカナケン 全医療器

形式 ホワイティ・ビーム・メタル

定価 380,000 円＋税

消費電力 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 230W ～ 600W

寸法 W580 × D260（mm）

質量 18kg

ヒーター方式 特殊 kj セラミックチューブヒーター

治療時間 1 ～ 60 分（連続使用可能）

承認番号 63B-0364

形式 PH-L3300

定価 340,000 円＋税

消費電力 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 310W

寸法 W550 × D845 × H1635（mm）

質量 17kg

ヒーター方式 カーボンランプヒーター

治療時間 1 ～ 60 分（1 分単位）

認証番号 218AIBZX00001000

形式 2 灯式：JET

定価 218,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電球 300W ／ 2 灯

出力 180 ～ 600W 可変

外形寸法 W640 × D720 × H1638（mm）

ベース寸法 W530 × D470（mm）

質量 約 24kg

治療時間 1 ～ 30 分可変

承認番号 21500BZZ00177000

形式 スキップツイン TRS-D2

定価 230,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電球 300W ／ 2 灯

外形寸法 W500 × D560 × H1650（mm）

質量 約 16kg

治療時間 1 ～ 30 分連続可変

承認番号 16300BZZ00097000
形式 1 灯式：DX

定価 144,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電球 300W ／ 1 灯

出力 150 ～ 300W 可変

外形寸法 W430 × D720 × H1638（mm）

ベース寸法 W430 × D470（mm）

質量 約 14kg

治療時間 1 ～ 30 分可変

承認番号 21500BZZ00175000

形式 スキップボーイ TRS-D1

定価 151,714 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電球 300W ／ 1 灯

外形寸法 W420 × D676 × H1168（mm）

質量 約 7kg

治療時間 1 ～ 30 分連続可変

承認番号 16200BZZ00587000

形式 E09-04

定価 118,600 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）35VA

定格温度 42℃（最高飽和温度）

外形寸法 W200 × D78 × H190（mm）

質量 0.66kg

認証番号 223AGBZX0013000

形式 CS-2000 CS-1000

定価 498,000 円＋税 284,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 / 60Hz）

消費電力 55W 55VA

温度設定 44℃～ 50℃（5 段切替）
ダイアルにより各チャンネル個別設定

（1.5℃ステップ）± 0.5℃
A：44℃、B：45.5℃、C：47℃、D：48.5℃、E：50℃

外形寸法 W440 × D310 × H250（mm） W320 × D230 × H159（mm）

質量 10kg 7kg

認証番号 220AGBZX00136000 223AGBZX00147000

＜仕様＞ ＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

２パターンの温熱治療が
行えます。

【モード A】
熱刺激を楽しむモード

【モード B】
熱をゆっくりと感じる
リラックスモード



127

テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）

医療機器

127

医療機器

ホットマグナー

専用台 W-60

チュウオー

HM-2SC-AHM-4

KT-641 KT-621

乾式ホットパック装置

ミナホット ミナト医科学

OG パックス オージー技研

世界中から集めた 12 種類の薬石を使用したホルミシスベッド。

12 薬石の心地よい共鳴振動が、あなたの身体と心を癒します。

このような症状の方に…

関節炎・神経痛・リウマチ・

冷え症・肩こり・腰痛・不

眠症・自律神経失調症・更

年期障害・疲労回復などに

おすすめです！また、アト

ピー性鼻炎・喘息などのア

レルギーから皮膚病・糖尿

病などにもおすすめです。

メディストーンベッドガイア 愛知電子工業

ブラックシリカ
海底に堆積した珪藻
類から生成された黒
鉛を含む珪質岩石

テラ鉱石
岩盤浴などにも
使用される密度
の高い天然鉱石

ゼオライト鉱石
吸着・吸湿力に優れ、脱臭
剤としても利用される多く
のミネラルを含んだ鉱石

磁器セラミックボール
鉱物などを粉状にした
原料を球体に成形して
焼き上げた磁器

ゲルマニウム鉱石
元素のひとつゲル
マニウムを含有す
る鉱石 

トルマリン
トルマリンの結晶を熱すると電気を
帯びることから日本名で「電気石（で
んきせき）」と呼ばれる鉱石

厳選した素材を詰め込んだ鉱石ホットパック

フィジオパック 酒井医療

PPW-M01 HC-38

形式 PPW-M01 HC-38

定価 388,000 円＋税 58,000 円＋税

定格電源 AC100V AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 440W 570W

温度 40℃～ 80℃ 70℃・80℃（2 段切り替え）

外形寸法 W360 × D478 × H420（mm） W450 × D410 × H450（mm）

質量 16.9kg 12kg

形式 HM-4 HM-2SC-A

定価 860,000 円＋税 580,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 740VA 340VA

温度調整 40℃、50℃、60℃、65℃　4 段切替（自動温度調整装置内蔵）

外形寸法 W600 × D315 × H415（mm） W450 × D300 × H205（mm）

質量 24kg 12kg

認証番号 15700BZZ01633000 15900BZZ01118000

形式 KT-641 KT-621

定価 402,000 円＋税 296,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 300VA 140VA

温度調整 6 段階（約 50 ～ 75℃の範囲で約 5℃ごと）

外形寸法 約 W401 × D213 × H218（mm）

質量 約 8kg 約 7kg

認証番号 226AABZX00114000 226AABZX00115000

身体にフィットするサイズバリエーション

フィジオパック S フィジオパック M フィジオパック L フィジオパック LL
定価 5,800 円＋税 12,800 円＋税 18,800 円＋税 25,800 円＋税

寸法（mm） W165 × H105 W270 × H150 W585 × H150 W350 × H310

重量 260g 940g 1300g 1500g

届出番号 11B3X10037PPS001 号 11B3X10037PPM002 号 11B3X10037PPL001 号 11B3X10037PPLL01 号

形式 MH-20

定価 200,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 60VA

温度設定 8 段階（約 40 ～ 70℃）

出力チャンネル数 2 チャンネル

寸法 W250 × D257 × H125（mm）

質量 3.2kg

承認番号 22000BZX00828000

形式 メディストーンベッドガイア

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 200W

寸法 W750 × D2100 × H600 ～ 950（mm）

質量 120kg

＜仕様＞

＜仕様＞ ＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞
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アクアタイザー

アクアキューブ

ミナト医科学

日本メディックス

ウォーターベッド型マッサージ器

QZ-240SG　フード付

形式 PH-A8400S PH-A8400T

定価 5,180,000 円＋税

定格電源 AC200V　単相 50 ／ 60Hz AC200V　三相 50 ／ 60Hz

消費電力 4.5kVA 4.2kVA

水温設定 24 ～ 40℃（9 段階）

噴流強度設定 1 ～ 5、BT（6 段階）

外形寸法 W840 × L2330 × H950（mm）※乗込部高さ 510mm

質量 260kg（注水時 490kg）

水量 230 リットル

認証番号 227AIBZX00032000 227AIBZX00033000

形式 QZ-240SG

定価 4,600,000 円＋税～

定格電源 AC200V（50 ／ 60Hz）

電源入力 4500VA

強さ調節 6 段階

温度設定 25℃～ 40℃

寸法 W820 × D2290 × H1075（mm）

質量 230kg（注水時 450kg）

水槽容量 220L

承認番号 224AABZX00057000

頭の位置を自動検知する
センサーを装備

２＋２ノズル
（ワイド噴流）による

新たな治療感

エアバッグで
足をソフトにホールド

患者様がベッドに横たわると、センサーが頭
の位置を検知。自動的に身長を計測し、治療
部位に応じたマッサージ位置を設定します。
これまでのように個別に身長を設定する必要
がなく、スタッフの手間を軽減します。

４基のノズルがこれまでにない新た
な治療感を演出。マッサージ部位や
パターンによってノズルの数を切り
替えることでバリエーションに富ん
だマッサージを提供します。

足部エアバッグが脚の開きを防止
し、治療部位に適した脚位置を保持。
噴流がふくらはぎから太ももを的確
に刺激します。

■ノズルイメージ

■NormalモードとCubeモードの生体表面温度の比較

■６種類のマッサージパターン（イメージ図）

異なる噴流で様々な
手技感が再現できました。

各部位で
動きが異なる
回転ノズル

● Cube ノズル

●従来のノズル

【Normal モード】 【Cube モード】
Cube モードでは、背面全体的に温度
上昇の広がりがみられる。特に僧帽
筋上部にその特徴の差がみられます。

まるで手技のような心地良さで、様々なお好みにこたえる多彩なマッサージパターン。

＜仕様＞

もみ たたき ほぐし

さすり のばし おし

＜仕様＞
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クワトロマーノ

アクアフェアリー・アクアヴィーナス

オージー技研

大島製作所

２つの部位を同時に

マッサージできる４ノズル

４ノズルで使用する場合は、２つ

の部位を同時にマッサージするこ

とができます。２ノズルよりも高

効率なマッサージが行えます。 
例）肩甲骨周辺と胸背部、胸背部と

腰背部、腰背部と太腿後面など

力強い水圧の２ノズル

２ノズルで使用する場

合は４ノズルの約 25％

アップの強度でマッサ

ージが行えます。

シートへ腰掛けた際の沈

み込みを抑え、乗り降り

の際の不安定さを軽減し

ます。４つのノズルの動きで、水流の動きを細かく制御。一人ひとり

の体格に合わせたマッサージパターンを実現します。

クワトロモーションコントロールにより、身長と肩幅に合わせ

て、マッサージの位置を調節できます。

ウォーターベッド型マッサージ器では軽量の本体質量 155kg で且

つ最小の水量 110 リットルで済みます。キャスター付可動型な

ので室内の移動が簡単です。永久設置型ではありません。

患者様お一人に 10 分間最大パワーで使用しても電気代は約 3.8

円。また、節電モードに設定すれば同一条件でも電気代は約 2.8

円です。※電気料金単価：新電力料金目安単価 27 円 /kWh（税込）

ウォーターベッド型マッサージ器では最軽量の本体質量 142kg で

且つ最小の水量 110 リットルで済みます。キャスター付可動型

なので室内の移動が簡単です。永久設置型ではありません。

ベッド側面の足元に空間

を設けて、立ち上がりを

やさしくサポートしま

す。

移乗しやすいシート

クワトロモーションコントロール

体格に合わせた快適マッサージ

さらなる軽量化により移動もラクラク

100V 機器ならではの最小ランニングコストの実現

さらなる軽量化により移動もラクラク

タッチパネルによる高い操作性

立ち上がりサポート

形式 HS-30S HS-30SL HS-30T

定価 4,990,000 円＋税

定格電源 単相 AC200V　50 ／ 60Hz 単相 AC200V　50 ／ 60Hz 三相 AC200V　50 ／ 60Hz

消費電力 単相 6.0kVA 単相 5.3kVA 三相 6.0kVA

強さ調整 5 段階（1 ～ 5）

予熱温度 25 ～ 40℃

外形寸法 約 W820 × L2330 × H840（mm）

質量 約 200kg（注水時約 430kg）

認証番号 224AABZX00161000

AF-3500　アクアフェアリー V-3600　アクアヴィーナス

形式 AF-3500 V-3600

定価 4,900,000 円＋税 4,580,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 1.8kVA 1100W

水温設定 20 ～ 40℃（1℃ステップ）

外形寸法 W2310 × D740 × H615（mm）
※乗込部高さ 520mm

W2110 × D740 × H520（mm）
※乗込部高さ 520mm

質量 155kg（注水時約 265kg） 142kg（注水時約 252kg）

水量 約 110 リットル

認証番号 22000BZX00784000 医療機器ではありません

＜仕様＞

＜仕様＞
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オスピナレーターフロンティア 大島製作所

オスピナレーターウェーブⅡ 大島製作所

オートヘルサー　DZ-2500 ミナト医科学

オートヘルサー　DZ-190 ミナト医科学

＜ローリングマッサージ＞
●弱圧ローラーマッサージ 
●中圧ローラーマッサージ 
●強圧ローラーマッサージ 
●遠心ローリングマッサージ
●背伸ばしマッサージ
●さすりマッサージ
●押圧マッサージ
●パターンマッサージ

＜バイブレータマッサージ＞
●振動マッサージ 
●叩法マッサージ 
●揉法マッサージ
●パターンマッサージ
●ストレッチ

＜バイブレータマッサージ＞
●振動マッサージ 
●叩法マッサージ 
●揉法マッサージ
●パターンマッサージ

＜指圧バイブレータマッサージ＞
●振動マッサージ 
●叩法マッサージ 
●指圧マッサージ
●パターンマッサージ

軽揉捏（軽いタッチのモミ）、ご高齢の方に「いたわりプログラム」

＜もみ指圧マッサージ＞
●もみマッサージ
●指圧マッサージ
●パターンマッサージ

ローリングベッド型マッサージ器

対応可能なマッサージの種類

対応可能なマッサージの種類

形式 DZ-2500

定価 4,200,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 500VA

強さ調節 6 段階

寸法 W740 × D2245 × H1067（mm）

質量 200kg

承認番号 228AABZX00046000

形式 DZ-190

定価 2,300,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 380VA

寸法 W740 × D2200 × H1016（mm）

質量 145kg

承認番号 228AABZX00045000

形式 F-250・F-150

定価 2,500,000 円＋税～

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 450VA

寸法 W2120 × D760 × H570（mm）

質量 F-250：約 148kg　F-150：約 140kg

承認番号 22000BZX00956000

形式 R-303

定価 1,700,000 円＋税

定格電源 AC100V（50 ／ 60Hz）

電源入力 400VA（ヒーター入）

寸法 W2110 × D720 × H540（mm）

質量 115kg

承認番号 22000BZX00958000

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

足部エアバッグによる足保持機能 フードを装備

50cm

乗り降りしやすいベッドの高さ
ベッド面の高さを 50cm に低床化

遊星ローラーシステム・揉捏マッサージ・バイブレーションのトリプル機能搭載

体形にあわせて変化するローラーシステム機能搭載

マッサージ部分 マッサージ部分いたわり部分
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トラックタイザー

スーパートラック

オルソトラック　ラセディア オージー技研

ミナト医科学

ミナト医科学

牽引治療器

オットマンによる理想の牽引姿勢

さまざまな体形にフィットする
エアフィットベルト

牽引力を効率良く伝える新型頸椎装具 頸椎パッドでさらにリラックス

牽引ベルトセンサーによる検知機能

ワンタッチで装着でき、手間を軽減。

オットマンを自動スライドさせることで、患
者様の身長差に対応して適切な牽引姿勢を
確保。科学に基づく理想的な角度で牽引しま
す。オットマンは好みに応じてワンタッチで
伸び縮みできます。

空気の力で体形にあわせて腰部をやさしく
しっかり固定。締め付け力は３段階に設定可
能です。リラックスモードを搭載することに
より、牽引休止時には自動排気。腰部の圧迫
感を軽減します。

新型頸椎装具は伸縮
構造によりさまざま
な牽引角度に柔軟に
追従し、牽引力をバ
ランス良く頸椎に伝
達します。伸縮素材
によりフィット感が
向上し、アゴへの負
担を軽減します。

ヒーター内蔵の頸椎
パッドを標準装備。
患者様がリラックス
して快適に治療を受
けられます。

頸椎装具を装着した状態で腰椎牽引を行わ
ないよう、検知機能を設けています。頸椎牽
引ベルトが引き出されているとセンサーがそ
れを感知し、腰椎牽引を抑止します。

エアフィットベルトは、マジックテープを採
用し、簡単装着が可能。装着の手間を減らし、
スムーズに治療を開始できます。

ST-2CL

TC-C1

OL-6000OL-6500

ST-2L

形式 ST-2CL ST-2L

定価 2,850,000 円＋税 2,050,000 円＋税～

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 320VA 260VA

腰椎牽引力 50 ～ 990N（5.1 ～ 101kg）10N 単位

頸椎牽引力 10 ～ 250N（1.02 ～ 25.5kg）10N 単位

本体寸法 W720 × D1560 × H1790（mm） W720 × D1560 × H1445（mm）

質量 177kg 153kg

認証番号 223AGBZX00098000 220AGBZX00018000

形式 OL-6500 OL-6000

定価 2,450,000 円＋税～ 1,980,000 円＋税～

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 180VA 160VA

腰椎牽引力 49 ～ 588N（5 ～ 60kgf）

頸椎牽引力 29 ～ 245N（3 ～ 25kgf）

本体寸法 W800 × D1240 × H1840（mm） W800 × D1240 × H1530（mm）

質量 約 119kg 約 106kg

認証番号 222AGBZX00048000 221AGBZX00277000

形式 TC-C1

定価 2,050,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

電源入力 200VA

牽引力 10 ～ 250N（1.02 ～ 25.5kg）10N 単位

本体寸法 W640 × D1130 × H1790（mm）

質量 100kg

認証番号 226AABZX00076000

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞
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■内部操作パネル

■冷房装置標準装備

■マイコン制御による自動運転

● 現在気圧・残り時間表示モニター付

● 開始、一時停止、強制終了ボタン

● インターフォン、LED ライト、室内 AC100V コンセント

● 循環ファン ON・OFF スイッチ

● 冷房 ON・OFF 表示ランプ　etc.

● 扉自動昇降

● 気圧リニア制御方式（1.10 ～ 1.30 無段階調節）

● 運転時間設定 10 ～ 990 分（1 分刻みの設定可）

● 気圧、運転時間、加圧・減圧時間ワンタッチ選択ボタン

● 冷風使用時のドレン自動排出機能　etc.

1.35 気圧（水深 3.5m と同じ気圧）のカプセル内で、

良質な酸素を取り入れることで、毛細血管の固まりで

ある皮膚やリンパ液、脳の随液にまで酸素が行き渡る

ので、美肌効果や身体全体の流れが良くなります。

◇縦横どちらで置いても利用ができます。

縦に置いた状態では、お年寄りや体の不自由な方でも

楽に出入りが可能です。また、内部でトレーニングが

行えます。

SIGMA（シグマ）

酸素カプセル

APF2 ／ APF2R エアープレス

SOWA

SIGMA DX

SIGMA OVAL

主な機能

形式 SIGMA DX SIGMA OVAL

定格電源 AC100V

消費電力 370W（冷房使用時 540W）

安全装置 安全バルブ・強制排気バルブ・停電時自動排気弁

本体寸法 W2150 × D800 × H900（mm） W1850 × D870 × H1600（mm）

質量 95kg 140kg

コントロール
ボックス W380 × D480 × H1050（mm）／重量 75kg

形式 APF2 APF2R

定価
M 縦型：2,200,000 円＋税 M 型：2,700,000 円＋税

L 縦型：2,400,000 円＋税 L 型：2,900,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 500W

本体寸法
M 型：W700 × D700 × H1900（mm）

L 型：W780 × D780 × H2000（mm）

質量 M 型：75kg　／　L 型：85kg

コンプレッサー W450 × D300 × H700（mm）／重量 20kg

＜仕様＞

＜仕様＞
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イトークレーブ 伊藤超短波 サンクレーブ 伊藤超短波

スライドロックドアの採用やマ

イコンフルオート機構など。優

れた技術と高水準の性能の中

に、使いやすさと安全性をしっ

かりと両立させた、全自動の卓

上型高圧蒸気滅菌器です。

シンプルでわかりやすい操

作・設定で簡単に使用できる

上、故障も少ない丈夫な設計。

マイコンを搭載した、フル

オートマチックタイプの小型

卓上型高圧蒸気滅菌器です。

形式 ITC-152

定価 350,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 720VA（W）

最高使用圧力 0.2Mpa

滅菌温度 / 滅菌時間 121℃ /20 ～ 99 分、132℃ /5 ～ 99 分

乾燥時間（標準） 121℃：30 分、132℃：20 分
（0 ～ 120 分まで設定可能）

缶内有効寸法 φ 150 × 258mm

貯水タンク容量 2.0L

本体寸法 W342 × D440 × H305（mm）

質量 約 16kg

認証番号 21800BZX10059A01

形式 LFP-4000A LEP-4500 LFP-4800 LFP-5000 LFP-7000 LFP-2000e

定価 37,000 円＋税 71,000 円＋税 95,000 円＋税 184,000 円＋税 298,000 円＋税 オープン価格

出力数 4 極 6 極 8 極 6 極 6 極 4 極

出力内容 電気刺激（非対称両極パルス波）
電気刺激

（非対称両極パルス波
or 片極パルス波）

電気刺激
（非対称両極パルス波）

出力機能１

連続波× 1：0.5 ～ 10Hz
連続波× 10：5 ～ 100Hz

断続波：5 ～ 100Hz
疎密波：3 or 20Hz

連続波 1：5 ～ 100Hz
連続波 2：0.5 ～ 10Hz
断続波：5 ～ 100Hz

疎密波：（0.5 ～ 10）or（5 ～ 100）Hz

constant：0.3 ～ 100Hz
intermit：0.3 ～ 100Hz

s-mixed：3Hz → UP →
20Hz → DOUN

出力機能 2
断続波（調節機能無し） 断続波（調節機能有り） intermit（調節機能無し）

通電時間 2.3 秒 
休止時間 2.3 秒

通電時間 2 秒 
休止時間 2 秒

通電時間 1 ～ 6 秒 
休止時間 1 ～ 6 秒

通電時間 2 秒 
休止時間 2 秒

最大出力電圧 
（2k Ω負荷） 0 ～ 40Vp-p 以上 0 ～ 70Vp-p 以上 0 ～ 90Vp-p 以上

最大出力電流 
（500 Ω負荷） 20mA 以下 25mA 以下 20mA 以下

電源 DC6V（単 2 電池 4 本） DC9V（単 2 電池 6 本） AC100V　50 ／ 60Hz（10VA 二重絶縁） DC12V　6.5VA 
（AC：MPU16B-105）

サイズ（mm） W190 × D150 × H105 W250 × D170 × H110 W330 × D180 × H124 W310 × D235 × H95 W330 × D265 × H115 W215 × D138 × H43

質量 1.5kg 2.0kg 2.8kg 3.4kg 3.7kg 0.5kg

認証番号 15800BZZ00963000 16300BZZ00151000 20600BZZ01044000 16300BZZ00252000 20600BZZ01099000 226AGBZX00098000

形式 SGC-1500

定価 326,000 円＋税

定格電源 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 770VA（W）

最高使用圧力 0.2Mpa（132℃）

滅菌温度 / 滅菌時間 132℃ /10 分

乾燥時間 10 分

缶内有効寸法 φ 160 × 270mm

貯水タンク容量 2.0L

本体寸法 W358 × D505 × H285（mm）

質量 約 16kg

認証番号 22000BZX00197000

形式 Vers ion-2

定価 47,250 円＋税

出力数 4 極

定格電圧 DC7.5V（単 2 電池 5 本）

最大出力電圧 48Vp-p

最大出力電流 3.4mArms（500 Ω負荷時）

出力周波数 連続：0.1Hz ～ 100Hz、間欠：3.0Hz ～ 100Hz

本体寸法 W235 × D165 ± 5 × H88（mm）

質量 570g（電池除く）

認証番号 219ALBZX00005000

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

＜仕様＞

オームパルサー

ラスパーエース

全医療器

カナケン

鍼いたみ、鍼こわりをなくす波形を採用。

高級機並の性能を備えています。

オームパルサー独自のゴム表面電極が手軽

に使用できます。

ソフトな当たりでしっかりした刺激を伝えるパルス治療器

LFP-2000e

LFP-4000A
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形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-903F 1,360,000 円＋税 W1805 × D1075 × H1505 340kg 80kg AC100V

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-906F 890,000 円＋税 W1320 × D915 × H1505 235kg 30kg AC100V

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-905F 950,000 円＋税 W1200 × D1335 × H1505 205kg 30kg AC100V

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-902F 820,000 円＋税 W1325 × D935 × H1925 180kg 30kg AC100V

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-901F 970,000 円＋税 W1140 × D1275 × H1910 240kg 30kg AC100V

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量 電源

COP-904F 990,000 円＋税 W1270 × D1000 × H1505 250kg 30kg AC100V

パネル付きマシンは、パネルにトレーニン

グ状況が表示され、画面の指示に従いなが

ら正しくトレーニングができます。

トレーニング終了後は、パネルに結果が表

示され、その場ですぐにフィードバックが

行えるため利用者のモチベーションアップ

につながります。

黄色い調整ノブ

マシンの調整ノブは、識

別しやすい黄色に統一。

操作しやすい設計です。

おもり式

酒井医療運動療法（トレーニングマシン）

ホリゾンタル レッグプレス 酒井医療 酒井医療ローイング

起立 ･ 歩行の安定、膝関節周囲の可動性と安定性の向上に

関節の動き 
膝関節伸展
使用される筋肉 
大腿四頭筋

関節の動き 
膝関節伸展・股関節伸展・
足関節底屈 
使用される筋肉 
大腿四頭筋・ハムストリン
グス・腓腹筋・ヒラメ筋

トーソ FLEX 酒井医療 酒井医療チェストプレス

関節の動き 
股関節外転
使用される筋肉 
殿筋群（ 中殿筋）

関節の動き 
肩関節屈曲 ･ 肩甲骨水平外
転 ･ 肘関節伸展 
使用される筋肉 
三角筋前部 ･ 前鋸筋 ･ 上腕
三頭筋・大胸筋

姿勢の改善 ･ 肩甲骨周囲可動性と安定性の向上に

動きのイメージ 
体幹屈曲 
使用される筋肉 
腹筋群

関節の動き 
肩甲骨内転 ･ 肩関節伸展 ･
肘関節屈曲 
使用される筋肉 
僧帽筋中部・広背筋 ･ 三角
筋後部

ヒップ AB 酒井医療 酒井医療レッグEXT

起立 ･ 着席動作の改善、足 ･ 膝 ･ 股関節周囲の安定性向上に

起立 ･ 着席動作の改善に 身体を支える動作、肩関節、胸郭の可動性と安定性の改善に

歩行の安定性向上、股関節周囲の可動性と安定性の向上に

フィードバック機能を搭載した

コンパスプレクサーシリーズ。
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コンパクト レッグプレス 酒井医療 酒井医療コンパクト トーソ FLEX

起立 ･ 着席動作の改善に

動きのイメージ
EXT：体幹伸展　FLEX：体幹屈曲 
使用される筋肉
EXT：脊柱起立筋群　FLEX：腹筋群

姿勢の改善 ･ 肩甲骨周囲の

可動性と安定性の向上に

関節の動き 

肩甲骨内転 ･ 肩関節伸展 ･ 肘関節屈曲 

使用される筋肉 

僧帽筋中部・広背筋 ･ 三角筋後部

おもり式

酒井医療コンパクト ローイング MF
おもり式

おもり式起立 ･ 着席動作の改善、

足 ･ 膝 ･ 股関節周囲の安定性向上に

関節の動き 
膝関節伸展・股関節伸展・足関節底屈 
使用される筋肉
大腿四頭筋・ハムストリングス・ 腓腹筋・ヒラメ筋

コンパクト ヒップ AB 酒井医療

おもり式歩行の安定性向上、

股関節周囲の可動性と安定性の向上に

関節の動き

AB：股関節外転　ADD：股関節内転 

使用される筋肉 

AB：殿筋群（中殿筋）　ADD：股関節内転筋群

身体を支える動作、肩関節、

胸郭の可動性と安定性の改善に　

関節の動き

肩関節屈曲 ･ 肩甲骨外転 ･ 肘関節伸展 

使用される筋肉

三角筋前部 ･ 前鋸筋 ･ 上腕三頭筋・大胸筋

コンパクト チェストプレス 酒井医療

おもり式

コンパクト レッグ EXT 酒井医療

おもり式起立 ･ 歩行の安定、

膝関節周囲の可動性と安定性の向上に　

関節の動き

EXT：膝関節伸展　FLEX：膝関節屈曲 

使用される筋肉

EXT：大腿四頭筋　FLEX：ハムストリングス

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1201C 1,250,000 円＋税 W1680 × D1050 × H1510 275kg 60kg

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1204C 1,100,000 円＋税 W1075 × D995 × H1275 145kg 30kg

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1202C 1,250,000 円＋税 W1150 × D1040 × H1490 175kg 30kg

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1307C 980,000 円＋税 W1210 × D980 × H1210 175kg 30kg

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1104C 1,250,000 円＋税 W1170 × D715 × H1825 170kg 30kg

形式 定価 本体寸法（mm） 総質量 ウエイト質量

COP-1101C 980,000 円＋税 W1250 × D1170 × H1860 175kg 30kg
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ミナト医科学 ミナト医科学

モーター式モーター式

WTS-01L レッグプレス

WTS-02L レッグエクステンション

WTS-03L ローイング

WTS-04L アブダクション

ミナト医科学 ミナト医科学

届出番号：27B2X00088000019

届出番号：27B2X00088000020 届出番号：27B2X00088000022

届出番号：27B2X00088000021

モーター式モーター式

下肢筋全般の筋肉を強化し、
日常生活に必要な筋力を強化します。

運動することにより歩幅が広がり、
膝が安定、階段の上り下りもスムーズになります。

腰周りの筋肉を強化することで、骨盤の安定性を高め、
歩行や片足立ち時のふらつきを解消し転倒を予防します。

広背筋、菱形筋を強化して、
高齢者特有の円背（猫背）を予防・改善します。

強化される筋肉 
・大腿四頭筋
・大殿筋
・ハムストリングス
・下腿三頭筋

強化される筋肉 
・大腿四頭筋

強化される筋肉 
・中殿筋
・小殿筋
・大腿筋膜張筋

強化される筋肉 
・広背筋
・三角筋
・菱形筋
・脊柱起立筋
・僧帽筋

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 電源 電圧

WTS-01L 1,050,000 円＋税 W650 × D1800 × H1130 110kg AC100V 600VA

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 電源 電圧

WTS-02L 1,100,000 円＋税 W785 × D1320 ～ 1450 × H1220 83kg AC100V 600VA

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 電源 電圧

WTS-04L 1,000,000 円＋税 W710 ～ 1160 × D1170 × H1200 69kg AC100V 600VA

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 電源 電圧

WTS-03L 980,000 円＋税 W730 × D1340 × H1000 ～ 1060 77kg AC100V 600VA

CGT（包括的高齢者運動トレーニング）は、虚弱な高齢者の身体機能を高めて要介護に陥ることを
防ぎ、生き生きとした生活を維持することを目的としており、下記のような特徴があります。また、
身体機能が向上することによって意欲や積極性が高まるなど、心理面での効果も期待できます。

CGT では適切な負荷をかけた運動トレーニングによって、

虚弱な高齢者の身体機能の向上を図り、体力の予備能力を

蓄えることで自立した生活を支援します。

高齢者の体力を全般的に向上させるため、筋力はもちろん

持久力や柔軟性、バランス能力などの諸要素を包括的にト

レーニングします。

虚弱な高齢者は筋骨格系の痛みや慢性疾患を抱えている場

合が多いため、医師や理学療法士、保健師などの医療スタッ

フと運動指導スタッフが共同で指導します。

１回９０分のトレーニングを週２回、３ヶ月継続。３期に

分けて目標を立て、各期に設定した運動域や負荷をクリア

することで高齢者のモチベーションを維持します。

高齢者の身体機能を向上

筋力・柔軟性・バランス能力を包括的に

医療スタッフと運動指導スタッフが協力

期間を限定して目標を設定
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骨盤の安定性を高め、歩行や片足立ち時のふらつ
きを解消し、転倒を予防します。

歩行動作に近い、
効率的な全身エクササイズ

おもり式

WT-03　ローイング ミナト医科学

WT-04　アブダクション ミナト医科学

おもり式
広背筋、菱形筋を強化して、
高齢者特有の円背（猫背）を予防・改善します。

大腿四頭筋や内側広筋を強化します。

WT-01C　レッグプレス ミナト医科学

ミナト医科学 WT-02M レッグエクステンション

おもり式

おもり式
下肢筋全般の筋肉を強化し、
日常生活に必要な筋力を強化します。

ニューステップ　T4r プレステップセノー 酒井医療

ニューステップは、フットステップ
とハンドルが連動式ですから、全身
の協調性運動のほか上肢・下肢の単
独の運動も可能です。また、低床型
で回転式バケットシートとハンドル
調節により、高齢者あるいは車椅子
を利用されている方も簡単に乗降で
きます。

※心拍数をとるためには、トランスミッター（オプション）が必要です。

ウェルグリップ
片麻酔の方でも握りができ
るようにウェルグリップを
オプションで装着可能。

強化される筋肉 
・大腿四頭筋
・大殿筋
・ハムストリングス
・下腿三頭筋

強化される筋肉 
・大腿四頭筋

強化される筋肉 
・中殿筋
・小殿筋
・大腿筋膜張筋

■ステップスルーデザイン 
乗り降りの際や、シートを回転す
る場合も、足元の高さが邪魔に
ならない安全設計です。

座ったままで、歩行動作に近
い効率的な上下肢連動運動
を行えます。

強化される筋肉 
・広背筋
・三角筋
・菱形筋
・脊柱起立筋
・僧帽筋

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 負荷設定
コンディショニング時

WT-01C 780,000 円＋税 W690 × D2200 × H1660 140kg 5 ～ 52.5kg　2.5kg 毎加重

形式 定価 本体寸法（mm）
W × D × H 質量 負荷設定

アーム長 40cm の位置

WT-02M 700,000 円＋税 750 × 1430 ～ 1710 × 1360 115kg 2.5 ～ 31.0kg 1.5kg 毎加重

形式 定価 本体寸法（mm）
W × D × H 質量 負荷設定

WT-04 750,000 円＋税 690 ～ 1350 × 1450 × 1360 120kg 2.0 ～ 40.0kg 2.0kg 毎加重

形式 定価 本体寸法（mm） 質量 負荷設定

WT-03 700,000 円＋税 W820 × D1500 × H1660 125kg 3.0 ～ 41.0kg　2.0kg 毎加重

形式 BG9NST4R

定価 1,280,000 円＋税

電源 単 3 電池 4 本（アルカリもしくは充電式ニッケル水素電池）

外形寸法 W690 × D1520 × H1120（mm）

質量 95kg

負荷調節 10 段階（約 5 ～ 800W）

負荷方式 過電流方式

表示
消費カロリー、ワット / メッツ、運動負荷・時間・距離、心拍数※、
歩数 / 分、総歩数、ラップ経過・数、バッテリー充電量（表示器）、

シート位置、ペースパートナー・USB アイコン表示（ご使用時）

適応身長 137 ～ 190（cm）

体重制限 182kg 以下

形式 COP-STEP

定価 1,280,000 円＋税

外形寸法 W710 × D1370 × H1120（mm）

質量 92kg

負荷設定 ギアモード（コンスタントレジスタンス）1 ～ 20 段階

最大負荷 600W

駆動方式 自己発電駆動方式 / バッテリー発電（100V 外付け電源アダプター）

表示 時間、回転数、ワット数、消費カロリー、
METs、脈拍数、距離、ステップ数

適応身長 137 ～ 208（cm）

体重制限 227kg
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●高密度フォームを使った
　高級シート
●調整可能なマルチポジ
　ションバックパッド
●快適性を高める曲線シート
　パッド
●耐久性に優れたブラック
　パウダー塗装仕上げ

adidas ホームジム adidas

あらゆる機能を１台に集約したマルチマシン
●１台で数十種類のトレーニングを行える
●耐久性に優れ、ブラックにコーティングされた分厚い鋼鉄フレーム
●１００ｋｇのウェイトスタックを標準装備
●６５ｍｍ厚で安定性の高いシートパッド

●２本のソフトグリップハン
　ドルを取り付けた
　直径１８ｃｍのホイール
●姿勢を保ち、動作を支える
　コアマッスルを鍛える
●身のこなしを向上させるの
　に役立つ
●姿勢を保ち、動作を支える
　体幹全体を鍛えます

●最高５kg までウエイト調整
　ができるダンベルセット

●手首・足首周り 20-48cm 対応
●負荷調整が可能（1 個 4 枚ずつ）

●軽量、滑りにくい加工
●感触の良いフォーム入り
　グリップハンドル
●腕立て伏せの幅を広げる
　高い位置のハンドル
●高さ１１ｃｍ
●素材：鉄

品番 ADBE-10250

定価 180,000 円＋税

本体寸法 W1040 × D1850 × H2120（mm）

使用者体重制限 125kg

ウエイトスタック 100kg

品番 ADBE-10235

定価 24,000 円＋税

本体寸法 W490 × D1230 × H1130（mm）

体重制限 125kg

品番 定価

ADAC-11404 2,700 円＋税

品番 定価

ADAC-12231 2,900 円＋税

adidas adidas

adidas

adidas

adidas

ユーティリティーベンチ アブホイール

プッシュアップバー

５ｋｇクロームダンベルセット

アジャスタブル アンクル/リスト ウエイト

※設置場所の環境により別途費用がかかります。

　詳しくはお問い合わせください。

品番 内容 定価

ADWT-10026
0.5kg ディスク× 8 個
0.5kg バー　　× 1 本
0.25kg カラー  × 2 個

7,500 円＋税

品番 規格 入数 定価

ADWT-12229 0.25kg（最大1kg負荷）
2 個

4,400 円＋税

ADWT-12230 0.5kg（最大 2kg 負荷） 5,200 円＋税
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スタビリティジムボール Reebok

品番 寸法 重量 定価

RAMT-10229 155 × 65 × 0.6cm 1.5kg 5,000 円＋税

品番 長さ 定価

RATB-30034 180cm 4,900 円＋税

品番 色 定価

RARP-11081BL ブルー / グレー
1,200 円＋税

RARP-11081RD レッド / グレー

品番 規格 定価

RAB-40015BL 55cm 4,900 円＋税

RAB-40016BL 65cm 5,700 円＋税

Reebok

Reebok Reebok

バイク用フロアマット

スピードロープ パワーチューブ

エクササイズバイク ＧＢ－５０ エクササイズバイク　ＧＢ－４０ ＲｅｅｂｏｋＲｅｅｂｏｋ

品番 寸法 重量 標準価格

RVON-10401BK 100 × 52 × 130cm 32kg 85,000 円＋税

品番 寸法 重量 標準価格

RVON-10101BK 100 × 52 × 130cm 31kg 68,000 円＋税

負荷レベルは 8 段階に調節可
能。幅広いレベルに合わせた
エクササイズが可能です。ま
た 4 種類のプログラムから目
標設定を変えることで色々な
メニュー設定ができます。

負荷レベルは 32 段階に調整可
能であり、幅広いレベルに合
わせたエクササイズが可能で
す。また、20 種類のプログラ
ムから時間や距離、消費カロ
リーといった目標設定を変え
ることでレベルに応じたトレ
ーニングを行えます。

※別途組み立てと電源コードが必要です。

ツートン

※別途組み立てが必要です。
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検査・測定・分析器

Kinect センサーの自動認識で非接触・短時間で

の計測が可能。

筋肉の硬縮・過伸長を高細密 3D C.G でわかり

やすく表示。

骨格のゆがみも一目瞭然。

ゆがみの程度を 10 段階評価、点数で表示

測定結果の評価シートをプリントアウトできます。

peek a body

THE BODY CONDITIONER　ザ・ボディコンディショナ

ビーシーラボ

新世代

形式 peek a body

定価 1,980,000 円＋税

形式 THE BODY CONDITIONER

定価 オープン価格

Kinect センサーで関節ポイントを自動認識することにより、測定は最短 20 秒＋αで終了。
測定は被験者の身体の揺れ・ブレも考慮し、５秒間の平均値を計測。

世界初の３次元センサで体の動作をとらえ、身体の歪みやバランスを測定。

測　定 カウンセリング 評価シート

姿勢分析器

標準付属品

● PC 本体・モニタ（21.5 型 / タッチパネル / モニター）

● Microsoft Kinect センサー　●センサー用三脚スタンド

●キーボード・マウス・測定用ボード・無線 LAN

標準付属品

● PC 本体（18.5 型 / タッチパネル / モニター）　●プリンター

●アクションセンサ　●アクションアンテナ　

●アンテナアダプタ　●センサー装着用ベルト
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単周波数では細胞内外に分かれ
て分布する水分量を正しく測定
することはできません。
ITO-InBody370 では多周波数を
使用し、体成分測定のベースと
なる体水分を正確に測定しま
す。

実際の体は変わっていないのに
年齢や性別などによって体成分
データが変化してはいけませ
ん。ITO-InBody370 では統計的
な推定データを利用せずありの
ままの体成分を測定しますの
で、特異体型や筋肉型過体重、
隠れ肥満も正しく評価します。

＜パソコン推奨スペック＞ 
● OS：Windows Vista、7　● CPU：Celeron2.0MHz 同等以上 
●メモリ：512MB 以上
専用スキャナーのサイズ及び重量 
●サイズ：44.5 × 31.5 × 8cm　●重量：6kg

高精度体成分分析装置

足裏診断装置

●足裏の圧力分布

●モアレ画像

●足裏の接地面積

●重心位置

●足長・足幅

●指の角度

●土踏まず発達度

個人情報入力画面

体幹部の単独測定も可能な

部位別直接測定
世界特許で保護されています。

精密な多周波数分析
体の隅々まできめ細かく分析します。

体成分測定画面 履歴結果表示画面

高齢者も入力しやすい文字の大きな LCD データ保存機能付きで、履歴グラフも閲覧可能。

高精度・高再現性を実現する技術的特徴

フットルック

ITO-InBody370

フットルック

伊藤超短波

形式 FootLook

定価 980,000 円＋税

形式 ITO-InBody370

定価 948,000 円＋税

電源入力 AC100 ～ 240V、50 ／ 60Hz、1.2A

電源出力 DC12V、3.4A

外形寸法 W460 × D677 × H1020（mm）

重量 20kg

測定時間 体重測定時：4 秒
体成分測定時：45 秒

常に安定した８点接触型電極測定
接触面による影響を受けません。

推定に頼った経験変数の排除
ありのままの体を測定します。

体の部位を四肢と体幹の５部位
に分けて測定します。中でも体
幹部は体の大部分を占めている
重要な部位ですが、新陳代謝が
活発であり、敏感な変化を捉え
る為には単独での測定が必要で
す。ITO-InBody370 は四肢とは
別に体幹を単独で測定しますの
で正確な測定が可能です。

体成分を測定する際、電極に触
れる位置や状態を毎回一定に保
つことは難しいです。
ITO-InBody370 では８点接触型
電極を利用し、測定のスタート
位置を常に一定に保つことが可
能です。
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超音波診断装置

Xario 100 S Edition

Viamo

ARIETTA Prologue SE

HS-2200

東芝

東芝

日立アロカ

本多電子

Quick Start で素早く検査開始。Quick 
Scan で検査中の B モード画像・ドプ
ラ画像をワンタッチで最適化し、検
査の効率化をはかります。

モニタの向きを見やすく調整すること
ができます。

170°の広視野で限られた検査スペー
スでも自由なアングルで観察が可能
です。

直感的な操作を支援するシンプルな
操作パネルはボタン配置を自由に変
えられるので、各科に合わせ、最適
な操作環境を提供します。

コンパクトなデザインで
持ち運びが可能。日常診
療は勿論、整形外科、救急、
往診など様々な場面で検
査・治療をサポート。形式 XARIO 100 TUS-X100S

定価 オープン価格

定格電源 AC100V ± 10％

消費電力 最大 800VA

観察モニタ 19 インチ LCD

本体寸法 W473 × D785 × H1287 / 1401 / 1516（mm）

質量 約 70kg

認証番号 225ACBZX00066000

形式 Viamo SSA-640A

定価 オープン価格

観察モニタ 15 インチ LCD（タッチパネル方式）

本体寸法 W350 × D398 × H99（mm）

質量 約 8.2kg

認証番号 226ABBZX00136000

形式 XARIO 100 TUS-X100S

定価 オープン価格

観察モニタ 11.6 インチ FHD

本体寸法 W296 × D260 × H75 ～ 260（mm）

質量 約 4.5kg（本体のみ）

認証番号 227ABBZX00109000

形式 HS-2200

定価 オープン価格

観察モニタ 12.1 型カラー液晶

本体寸法 W335 × D200 ～ 500 × H380（mm）

質量 約 11kg

認証番号 225AHBZX00034000

ひとクラス上の検査環境を、あなたのもとへ。
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健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

インターネットでのご注文は （スマホからも注文できます）

医療機器

143

医療機器

エクセレントメドマー　 EXM-12000A（８気室タイプ） メドー産業

フィジカルメドマー　PM-8000（６気室タイプ） メドー産業

ドクターメドマー　DM-6000（４気室タイプ） メドー産業

ラクシア　LX-H1 ミナト医科学

※エアーバックのイラストはイメージです。

気室を重ね合わせた
もみ残し部位の無い理想構造

効能効果 

●血行促進　●疲労回復　●筋肉の疲れをとる 

●筋肉のコリをほぐす　　●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

バッテリー方式により、移動が簡単

専用ワゴンによりブーツを

スッキリ収納

エアーマッサージ

8 気室の
イメージ

形式 EXM-12000A

定価 438,000 円＋税

消費電力 65W

タイマー 1 ～ 30 分

認証番号 218AHBZX00011000

形式 PM-8000

定価 295,000 円＋税

消費電力 48W

タイマー 1 ～ 30 分

認証番号 221AHBZX00013000

形式 DM-6000

定価 178,000 円＋税

消費電力 34W

タイマー 10 分、20 分、30 分

認証番号 225AHBZX00015000

形式 LX-H1

定価 400,000 円＋税

消費電力 82W

タイマー 1 ～ 30 分

認証番号 225AHBZX00021000
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テーピング

医療機器

白衣

機械付属品

ベッド・枕

・ソファー

備品

健康食品

トレーニング

健康・介護

固定帯

サポーター

フットケア

インソール

灸用品

鍼用品

包帯

ギブス

薬品

湿布類

（医薬品）

温冷却用品

湿布類

（雑貨）

消炎鎮痛

マッサージ薬

コルセット

ご注文は （24時間受信受付）
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医療機器

医療機器

美容機器

TM3（ティーエムキューブ）

PYR BURST NEO（パイラ バースト ネオ）

タカラ・ビューティーメイト

リンクス

必要な３つの機能がこの１台に。
美しさへの３ｉｎ１全身トリートメント機器

キャビテーション、ラジオ波、トーニングの
３つの機能を装備した複合機

ＥＭＳ

キャビテーション
ラジオ波

ラジオ波

トーニング

今までの低周波とは異なる、先進の
テクノロジー。刺激の少ない優しい使

いごこちで、しっかりアプローチ。

M3wave をお顔にもアプローチできる
V スティックを搭載。フェイシャルケア
が同時にでき、施術の実感を高めます。

周波数、出力強度を合わせて、
5mW/cm2 ～ 110mW/cm2 という

振動エネルギーを適切に伝えます。
微弱超音波によって、

通常のケアでは難しい気になる部分だけに
アプローチすることが可能に。

1960 年代より始まった光線技術は
近年多くの国々で美容への活用が広がっています。

635nm という波長の光線を用いています。

「M3wave」
高域変調多重複合波

「超音波 517kHz」
気になる部分にアプローチ

「LED 635nm 波長」
高出力LEDを使用

頬にそわせて美顔
V スティック搭載

超音波

Ｍ３ｗａｖｅ
ＬＥＤ

形式 TM3

定価 3,250,000 円＋税

定格電圧 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 110W

本体寸法 W360 × D400 × H1000（mm）

質量 28kg

超音波 発振周波数：517kHz　振動子数量：42（大 32、中 8、小 2）
M3wave 最大出力：約 10mA 程度　WAVE モード機能：3 種類

LED 出力周波数：635nm　LED 数量：20（大 16、中 4）

形式 パイラバーストネオ

定価 880,000 円＋税

定格電圧 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 65W

本体寸法 W330 × D220 × H170（mm）

質量 約 7kg

形式 フィジオ　ラジオスティム

定価 2,200,000 円＋税

定格電圧 AC100-240V

消費電力 160W

本体寸法 W287 × D302 × H99（mm）

質量 3.5kg

ラジオスティム バーンコア（JOY トレ）酒井医療 フォレスト

ＥＭＳ

形式 BURN core

定価 798,000 円＋税

定格電圧 AC100V　50 ／ 60Hz

消費電力 30VA

本体寸法 約 W290 × D160 × H75（mm）

質量 約 700g
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商品のご注文方法
10,000 円（税別）以上お買い上げのお客様には全国どこでも無料配達（北海道・沖縄・離島除く）

下記の専用電話番号へお電話ください

06-6312-1077（大阪）
092-418-2205（福岡）
024-991-9550（福島）

06-6312-1078（大阪）
092-418-2201（福岡）
024-935-9110（福島）

FAX24 時間受付

24 時間受付
９：30 ～ 17：30 はオペレーターが直接承ります。お問い合
わせなどもこの時間にお願いします。（土曜・日曜・祝日を除く）

配送について
●午後 1 時までのご注文受付分は、すべて在庫商品の場合、
　当日発送（翌日以降到着）となります（土曜・日曜・祝日を除く）
●取り寄せ商品が含まれるご注文は、商品がそろい次第の発送となります
●ひとつの商品に注文が集中したり、在庫切れの場合はお届けの予定日が
　遅れる場合がございます
●天災・交通事故・その他の事情により通常の日数でお届けできない場合
　がありますので、あらかじめご了承ください
●商品の梱包が２個口以上となった場合、商品が分かれて到着する場合があ
　ります
●総額表示となるため、消費税の計算上金額が異なることがございます

●１回のお買い上げ金額（税別金額）が 10,000 円未満の
　場合は、下記の送料をご負担願います

初回お取引のみ代金引換（現金決済のみ・手数料弊社負担）となり、２回目以降は原則として払込となります。
●コンビニ・郵便振替………商品と一緒に同梱されている払込取扱票をご利用の上、２週間以内にお支払いください　※手数料弊社負担
●代金引換（２回目以降）…ご注文の際に代金引換ご希望の旨お伝えください　※代引き手数料お客様負担（全国一律 500 円＋税）
高額商品のご注文など弊社が必要と認めた場合は、代金引換もしくは前入金でお支払いいただく場合がございます。
領収証の発行は払込取扱票または運送会社の受領証を以て、弊社発行の領収証とさせていただきます。

10,000 円（税別）以上の場合　  10,000 円（税別）未満の場合

500 円（税別）　　　　　 1,200 円（税別）

900 円（税別）　　　　　 1,600 円（税別）

 実　　費　　　　　　実　　費
 無　　料　　　　　　   700 円（税別）

北海道
沖縄地区

離島
その他の地域

◎返品・交換について
万が一お届けした商品に不具合があった場合やご注文の商品と異なる場合は返品交換をお受けいたします。
※返品交換は未使用品で商品到着後 2 週間以内の場合に限ります。まずは弊社までご連絡ください。TEL06-6312-1077　
　事前にご連絡がない場合は返品はお受けいたしかねます。ご注意ください。
※次の場合は返品交換には応じられませんのでご了承ください。開封された商品、ご使用になった商品（故障の場合を　
　除く）・お客さまの事情でキズ・汚れが生じた商品、取り寄せ商品、オーダーメイド商品
※返品・交換に伴う送料
　弊社不備による場合（不良品・誤送）は送料着払いにてご返送ください。お客様都合の場合（サイズ変更、注文間違
　い、思ったものと違う等）はお客様負担にてお願いいたします。着払いで送られた場合、受取りを拒否させていただ
　く場合もございますのでご了承ください。返品・返金処理は弊社に商品が到着後の処理となります。

●原則全部のポイントを支払いに使えますが、支払い金額分以上のポイントを持っていた場合、
　残りのポイントは次回以降の注文に利用できます
●有効期限は最後の購入から１年間
●お電話、FAX、メール、備考欄でのご注文は対象外となります

100 円につき１ポイントが貯ま
ります。ネットショッピングの
みでのお買い物に１ポイント＝
１円で使えるサービスです。

ご購入履歴が参照可能。再購入も
履歴からお選びいただけます。ま
た、配送先のお手続きも簡単です。

インターネットで 24 時
間いつでもお好きな時に
ご注文が可能。

●ポイント使用後のポイント残高表示反映は本社での注文受付後となりますので、連続購入の際、
　正しく表示されていない恐れがありますのでご注意ください。また、残高反映前にポイントをご使用
　された場合、ポイントが使用できませんのでご了承ください

FAX 専用注文書をコピーして、必要事項をご記
入のうえ、FAX 専用ダイヤルをご利用ください

ご注文は

お届けは

お支払方法は

お電話

インターネット会員様だけのお得なサービスインターネット会員様だけのお得なサービスインターネット会員様だけのお得なサービス
ポイントが貯まる マイページが使える 24時間注文OK

FAX

インターネット

●商品の価格および仕様を予告なく変更することがあります。また、事情により一部製品の販売を中止させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。
●画像は実際の商品と色や形状が若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

0120-89-8128
ハリキュウー　ハ　イ　ツウ  ハン
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Ａ～Ｉタイプの
全 9 種類から、
お好きな
デザインを選択
いただけます。

12 色の中からベース色を
１色お選びください。

※気温や湿度などの環境により、刷り色に多少の　
　誤差が発生しますことを予めご了承ください。

●紙診察券

●高品質仕様

●極薄プラスチック仕様

名刺程度の厚みで
スタンプ押印に適しています。

名刺程度の厚みに表面ラミネート
加工しており高級感があります。

テレホンカードのような水に強く破れにくいタイプです。

※極薄プラスチック仕様は角丸のみの扱いとなります。

200 枚　   300 枚　    500 枚     1,000 枚

200 枚　   300 枚　    500 枚     1,000 枚

200 枚　   300 枚　    500 枚     1,000 枚

22,000 円    28,500 円　42,500 円　62,000 円

13,000 円    15,000 円　20,000 円　32,000 円

13,000 円    15,000 円　20,000 円　32,000 円

12,000 円    13,500 円　17,500 円　30,000 円

12,000 円    13,500 円　17,500 円　30,000 円

角丸

角丸

角丸

角丸
なし

角丸
なし

形状

形状

形状



147

※表面カラー・裏面白黒の印刷になります。　※治療院名・住所・施術時間等のデータ作成料は左記価格に含まれています。
※納期は校正の OK をいただいてから 2 週間かかります。　※発送はメーカー直送となります。
※北海道・沖縄は送料別途 1,000 円かかります。　
※校正後のキャンセルは、校正料 2,000 円をご負担いただきます。　※表示価格はすべて税別となります。　
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衛生材料

０～９
１００％アロマオイル 82
１０ｍガーゼ 24
３Ｄ鍼灸経絡経穴図（２枚セット） 91
３Ｄ人体チャート（骨格筋） 91
３Ｄ人体チャート（諸関節と靭帯） 91
３Ｍスコッチキャスト　ソフトキャストＪ 25
５ｋｇクロームダンベルセット 138

Ａ～Ｚ
Ａ（ア）・リストガード 52
ａｄｉｄａｓ　ホームジム 138
ＡＴ　ｍｉｎｉⅡ 87
ｂｏｎｂｏｎｅオープンサムフラット 52
ｂｏｎｂｏｎｅキューブ 77
ｂｏｎｂｏｎｅトゥフラット 42
ｂｏｎｂｏｎｅヒールアライメント 62
ｂｏｎｂｏｎｅワイドコアギミック 73
ＣＭ＋（シーエムプラス） 52
ＣＶストッキング　ストロング 67
ＣＶストッキング　ノーマル 67
ＣＶストッキング　ライト 67
Ｄ－ＦＥＮＳ（ディフェンス）・サム 52
Ｄ－ＬＩＮＥアンクルアスリートバランス 62
ＤＭＯホホバオイル 82
Ｄ－Ｒウェッジパッド 50
ＤＳＩＳ　２軸アーチパッド 49
ＤＳＩＳ　３軸アーチパッド 49
ＤＳＩＳ　ＬＴＷパッド 49
ＤＳＩＳ　Ｒウェッジパッド 49
ＤＳＩＳ　ヒールウェッジパッド 49
ＤＳＩＳ　前足ウェッジパッド 49
ＤＳＩＳソルボウォーキング 48
ＤＳＩＳソルボウォーキングエアＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボウォーキングエアＷＯＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボ外反母趾対策ハーフインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボキッズ フルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボバスケット 48
ＤＳＩＳソルボバレーボール 48
ＤＳＩＳソルボヘルシーフルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボメディフルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボランニングエアＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボランニングエアＷＯＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＸマッサージベッド 97
Ｄ－縦軸アーチパッド 50
Ｄ－横軸アーチパッド 50
ＥＳ－５３０用　差込型電極スポンジ 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（３Ｄ） 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（Ｌ） 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（Ｓ） 105
ＥＸバストマット 96
ＥＸ半円マクラ 96
ＥＸフェイスマット 96
Ｆｉｎｏａアーチ＆ヒール 45
Ｆｉｎｏａアーチアシスト 45
Ｆｉｎｏａヒールカップ 45
Ｆｉｎｏａヒールパッド 45
Ｆｉｎｏａフラット 45
Ｆ型上肢台 93
ＧＲＩＤフォームローラー 79
ＧＳスリムベッド 98
ＧＴサイクロス 60
ＨＥＡＬＴＨＹ　ＷＡＹ健康の道 79
Ｈｇ８０プレミアム・ニースタビライザー 57
Ｈｇ８０プレミアム・ニーブレイス 57
Ｈｇ８０プレミアム・ヒンジドニーブレイス 57
Ｈｇ８０プレミアム・リストブレイス 51

Ｈｉｇｈ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅエルボー 55
Ｈｉｇｈ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅプレミアムアンクル 62
Ｈタイ 23
ＫＢＭラテックス手袋パウダーフリー 34
ＫＴテープ 5
Ｍ．ＡＣＬｅｓｔ（マクレスト） 56
ＭＡＸニーストラップＪＰプラス 60
ＭＰサポーター 52
ＭＰスタビライザー 52
ＭＺホットスパイク導子（３ｍ） 103・104
ＭＺホットスパイク用　導電スポンジ 103・104
Ｍ式握力計 88
Ｍラップカラー（ベージュ） 8
ＮＥＯディスポ鍼１Ｐタイプ（１００本入） 30
ＮＥＯディスポ鍼４Ｐタイプ（２４０本入） 30
ＮＥＯディスポ鍼クサビタイプ（１００本入） 30
Ｑタイα 23
Ｒ型上肢台 93
ＳＳＰ吸着ＳＰＬホースコードＥ（２ｍ） 104
ＳＳＰ吸着ホースコード（２ｍ） 104
Ｔ－アンダーラップ 8
ＷＥ－３導子 103・104
ＷＥ－３導子用コード（３ｍ）（ＭＺ専用） 103・104
ＷＥ－３導子用スポンジ 103・104
Ｚ薄型外反母趾用バンド 42
Ｚ型外反母趾用バンド 42

あ
αテックス（薄手タイプ） 4
アームスリング 68
アームホルダー 68
Ｒ型上肢台 93
アイシングシート 16
アイシングフィット・Ｇ 10
アイスバッグ　ラップ 10
アイスバッグスノー 10
青汁の和（なごみ） 84
アクアソニック 100 86
アクアノート１０６ 72
アクアロアリス 21
アクションテックス 3
アクセルガード（低周波導子パルス） 86
アサヒ円皮針シール付 32
アサヒ平軸皮内鍼 33
足置きクッション 95
足と足首 91
アジャスタブルアンクルサポートＪＰプラス 61
アジャスタブルアンクルスタビライザーＪＰプラス 61
アジャスタブルアンクル／リスト ウエイト 138
アジャスタブルエルボーサポート 54
アジャスタブルニーサポートＪＰプラス 56
アジャスタブルバックブレイス 74
アジャスタブルリストサポートＪＰプラス 51

「あったか」サポーター 63
アネロイド血圧計（聴診器付） 88
アブホイール 138
Ａ（ア）・リストガード 52
アルファニーサポート 57
アルミ合金製松葉杖 “ 合わせてパッチン ” 80
アルミ自走用車イスＮＣ－１ＣＢ（標準） 81
アルミスプリント 26
アルミ製松葉杖　２本セット 80
アロママッサージＤオイル　スポーツケアオイル 83
アロママッサージＤオイル　ボディケアオイル 83
泡洗浄ハイター１０００ 22
アンクル／リスト　ウエイト 78
アンシルク・１　パンティーストッキング 66
アンシルク・２　ストッキング 66
アンシルク・２　ハイソックス 66
アンシルク・２　パンティーストッキング 66
アンシルク・３　ストッキング 66

アンシルク・３　ハイソックス 66
安心 36
アンダーラップミックス 9
案内プレート 89

い
ＥＳ－５３０用　差込型電極スポンジ 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（３Ｄ） 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（Ｌ） 105
ＥＳ－５３０用　平型電極スポンジ（Ｓ） 105
ＥＸバストマット 96
ＥＸ半円マクラ 96
ＥＸフェイスマット 96
活き黒にんにく 85
醫鍼２４０　Ｓｔｙｐｅ（２４０本入） 28
醫鍼Ｌタイプ（１００本入） 28
醫鍼Ｓタイプ（１００本入） 28
イソプロ５０％ 22
イソプロ７０％ 22
一光のスキンクリーム 21
今治の国産タオル 90
インペタン（シップ） 13
インペタン１％クリーム 20
インペタン１％ゲル 20

う
ウーリーナイロンタイⅡ 23
ウエストサポート 74
ウェッジシート（生地付き） 50
ウォークアップニー 56
ウォーミングマッサージジェル 21
ウォレッシュ 17
動きから見る足底挿板療法＜入門編＞ 50
薄型ケアーバスト 95
薄型膝裏クロスＸＧ 57
薄型メッシュひざサポーター 59

え
エイクレス 13
Ｈｇ８０プレミアム・ニースタビライザー 57
Ｈｇ８０プレミアム・ニーブレイス 57
Ｈｇ８０プレミアム・ヒンジドニーブレイス 57
Ｈｇ８０プレミアム・リストブレイス 51
Ｈタイ 23
エクササイズバイクＧＢ－４０ 79
エクササイズバイクＧＢ－５０ 79
エクササイズバイク用フロアマット 139
エクササイズマット 77
エクサチューブ 78
エクセルスパイラルテープ 5
ＳＳＰ吸着ＳＰＬホースコードＥ（２ｍ） 104
ＳＳＰ吸着ホースコード（２ｍ） 104
エスクリンα 34
エスティア 35
ＡＴ　ｍｉｎｉⅡ 87
Ｆ型上肢台 93
笑美緒牡蠣肉エキス 84
笑美緒金時しょうが 85
笑美緒グルコサミンＣＯ 84
笑美緒ヒアルロン酸 84
笑美緒プラセンタ 84
笑美緒マルチビタミン１２ 84
笑美緒ローヤルゼリー１０００ 84
エムカラータオル 90
Ｍ式握力計 88
ＭＺホットスパイク導子（３ｍ） 103・104
ＭＺホットスパイク用　導電スポンジ 103・104
ＭＰサポーター 52
ＭＰスタビライザー 52
Ｍラップカラー（ベージュ） 8
エラスコット 23
エラスチコン 7
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クールサイン 17
クールボーンズ 17
クールホワイト 16
クールンテープ 10
クエン酸Ｃコンク 85
首ストレッチャー 81
クリオス・ミオス用　４連吸引コード（２ｍ） 100・101
クリオス・ミオス用　ソフトカップＳ用スポンジ 100・101
クリオス・ミオス用　ソフトカップＷ用スポンジ 100・101
クリオス・ミオス用　ソフト吸引カップＳ 100・101
クリオス・ミオス用　ソフト吸引カップＷ 100・101
クリオス用　２連吸引コード（２ｍ） 100
クリオス用　ミニ２連ホースコード（２ｍ） 101
クリオス用　ミニ４連ホースコード（２ｍ） 101
クリオス用　ミニ吸引カップ 101
クリオス用　ミニ吸引カップ用スポンジ 101
ＧＲＩＤフォームローラー 79
黒酢カルニチン 85

け
ケアーセット 95
ケアーバスト 95
ケアーフェイスマット 94
軽涼サポーターひざ用 59
ＫＴテープ 5
ＫＢＭラテックス手袋パウダーフリー 34
月光印 37

こ
抗菌角マクラ 96
抗菌バストマット 96
抗菌半円台マクラ 96
抗菌半円額マクラ 96
抗菌半円マクラ 96
抗菌額マクラ 96
抗菌マッサージマクラ 96
コーチ 6
コールドシート 16
５ｋｇクロームダンベルセット 138
ココロケーター 34
小里式てい針 33
骨格 91
骨格筋 91
骨盤ヘルパー 75
固定用粘着シート 18
こりスポッと 32
コリメシン 16
コリメシンＨ 18
コンパクトニーサポートＪＰプラス 56

さ
サージカルテープ 25
サージカルマスク 34
サーモギアセラミックチタンサポーター肩用 63
サクロライトＤＸ 74
鎖骨固定帯クラビクルブレース 68
サニーコツバンバンド 75
サニーメッシュコルセット 74
サニーローデⅡ 86
サポートラップ・アンクル＆エルボー 65
サポートラップ・ニー 65
サポートラップ・リスト 65
サマースリム２０４ 73
サムスタビライザーＪＰプラス 53
さらさテープ 3
晒 25

「さわやか」サポーター 63
三角巾 24
三角よねやま式 33

し
ＧＳスリムベッド 98
ＣＭ＋（シーエムプラス） 52

シースツール 93
ＧＴサイクロス 60
ＣＶストッキング　ストロング 67
ＣＶストッキング　ノーマル 67
ＣＶストッキング　ライト 67
シームレスサポーター 64
シェイプリング 77
耳針療法のためのポイントマスター 91
ジムボール 78
ジャンパーズニーストラップ 60
１０ｍガーゼ 24
集毛針クローム 33
ジュニアアンクルラップ 61
ジュニアサイラップ 60
ジュニアニーラップ 55
ジュニアリストラップ 51
上下肢台 93
しょうが湯 85
消毒用エタノール 22
消毒用エタノール「Ｓ」 22
女子上衣　２０１０ＣＲ 109
ショルダーアクション 63
シルエット０１６ 73
シルクサポーター 59
新・火消しつぼ 40
新インペタンエース 13
診察台カバー（伸縮タイプ） 93
新ジャストポイント 14
シンデレラ 42
新ハイスイッチＨ 19
新パスマンハップＡ 12
新リードパップ 12

す
水銀レス血圧計　綿カフ仕様 88
スーパーカイネ用　吸引導子スポンジ（大） 99
スーパーカイネ用　吸引導子（小） 99
スーパーカイネ用　吸引導子（大） 99
スーパーカイネ用　吸引導子コード（２．５ｍ） 99
スーパーカイネ用　吸引導子スポンジ（小） 99
スーパーカイネ用　スリムフィットスポンジＭ２ 99
スーパーカイネ用　スリムフィット導子Ｍ 99
スーパーカイネ用　粘着導子Ｌ 99
スーパーカイネ用　粘着導子コード（２ｍ） 99
スーパーコールド 10
スーパープロ　アンクルエイト 61
スーパープロ　アンクルラップ 61
スーパープロ　アンクルラップサポート 61
スーパープロ　ウエストラップ 74
スーパープロ　エルボーラップサポート 54
スーパープロ　エルボーラップライト 54
スーパープロ　サイラップ 60
スーパープロ　ジャンパーズニーサポート 60
スーパープロ　ショートニーラップ 55
スーパープロ　シン＆カーフラップ 60
スーパープロ　ニーラップ 55
スーパープロ　ニーラップサポート 55
スーパープロ　ニーラップライト 55
スーパープロ　ユニバーサルアンクル 61
スーパープロ　リストラップ 51
スーパープロ　リストラップサポート 53
スーパープロ　リストラップライト 51
スクラブ　７０００ＳＣ 107
スタビリティジムボール 139
スタンダードヒールカップ 45
スタン標準型骨格モデルＡ１０ 90
すっぽん爽快ＳＸＧ 85
ステッキ（伸縮性）木製グリップ 80
ステンレス鍼（機械磨き）（５０本入） 30
ステンレス六角鍼管 34
ストッキネット 26

エルウェーブ 23
エルペナＥＧ 14
エルボーサポートＪＰプラス 54
塩化ベンザルコニウム液 22
遠赤ホットパック（カバー付） 87

お
オージオトロン用　吸引導子コード 105
オージオトロン用　吸引導子用スポンジ 105
オープンパテラニーサポートＪＰプラス 56
オープンパテラニースタビライザー 58
オームパルサーＬＦＰ－２０００ｅ 87
オームパルサーＬＦＰ－４０００Ａ 87
オキシドール 22
お灸＆美容円皮鍼アンチエイジングセット 40
オムニードジェルプラスターＩＤ＜Ｌ＞ 14
おやゆび姫 42
折りたたみコンパクトステッキＦ 80
折りたたみステッキ（４ツ折り） 80
オリンピアテープ　プレカットタイプ 5
オルフィキャスト 26
温Ｑジェル 21
温感ダイハップＬ 15
温灸純艾條（おんきゅうじゅんがいじょう） 40
温灸用もぐさ 38
オンセンス 81
温暖 38

か
カーフ＆シンスプリントサポート 60
外反母趾・内反小趾テーピングサポーター 42
外反母趾テーピングサポーター 42
かぐや姫 52
肩と肘 91
カット綿 24
かどまるマクラ（小高） 94
カナホットモイスト 87
カマヤペット 38
カマヤミニ 38
カマヤミニスモークレス 38
紙バン 25
カラー角マクラ 94
カラーキーパー 68
カラーネット 24
カラーバスト 95
カラー半円額マクラ 94
カラー半円マクラ（大） 94
カラー半円マクラ（特大） 94
カラー額マクラ（小） 94
カラー額マクラ（小高） 94
カラーブロックセット 95
カラーマッサージマクラ 95
カラー胸当てマクラ 95
患者着２ＰＳＤ 89
干渉波徳用スポンジＳＦ－１５ 86
関節ひざサポーター 59
関節模型 90

き
ギブス開排器 26
ギブス剪刀 26
キャビロン非アルコール性皮膜スプレータイプ 9
Ｑタイα 23
灸点紙 40
灸点ペン 40
灸頭針用切りもぐさ 36
キュールカラー 68
極（きわみ） 39

く
クーリングパッチ 17
クーリングマッサージジェル 21
クーリンジェル 20
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ＤＳＩＳソルボウォーキング 48
ＤＳＩＳソルボウォーキングエアＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボウォーキングエアＷＯＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボ外反母趾対策ハーフインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボ外反母趾対策フルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボキッズ フルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボバスケット 48
ＤＳＩＳソルボバレーボール 48
ＤＳＩＳソルボヘルシーフルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボメディフルインソールタイプ 47
ＤＳＩＳソルボランニングエアＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＳＩＳソルボランニングエアＷＯＭＥＮ ’ Ｓ 48
ＤＭＯホホバオイル 82
テイクールα 17
テイクリームＩＤ１％ 20
テイジェルＩＤ１％ 20
低周波徳用スポンジＰＣ－６ 86
てい鍼 33
ディスポフェイスペーパー 89
ディスポフェイスペーパー（切れ目あり） 89
テイパップＦＢ 13
テイパップＩＤ　０．１ホット 15
テイパップＺクール 12
テイパップＺホット 15
Ｄ－ＦＥＮＳ（ディフェンス）・サム 52
テイプラスターＩＤ 14
Ｄ－縦軸アーチパッド 50
Ｄ－横軸アーチパッド 50
Ｄ－ＬＩＮＥアンクルアスリートバランス 62
テーピングアソートキット 8
テーピング用はさみ 9
テープラッププレミアム 8
デジタル自動血圧計 88
手と手首 91
テニスエルボー２０７ 55
テニスエルボーサポート
ウィズジェルパッドＪＰプラス 54

ＤＸマッサージベッド 97
デラックス腰痛帯 74
電子温ねつ灸 40
電動ギプスカッター 26
電動ハイローベッド 97
電動ライトベッド 97
テンピュール　オリジナルネックピロー 81

と
ドクターメドマーＤＭ－６０００（両脚セット） 87
ドラゴンフライ 62
ドラゴンフライＤＸ 62
ドリーム４３０ 21
ドリーム５００ 21
ドリームワインゲル 21
トリガー・Ｄ－ＦＥＮＳ（ディフェンス） 53
トレーナーズバッグ 9

な
中山式快癒器　強弱機能付 79
中山式骨盤ゴムベルト 75
中山式脊椎医学キョウセイベルト　メッシュタイプ 79
中山式ひざ用医学固定帯 59
中山式ひざ用医学固定帯メッシュ 59
中山式左ひざ用医学関節帯 59
中山式ボディフレーム腰用ハード 75
中山式ボディフレーム骨盤用フィット 75
中山式ボディフレームサポーター 64
中山式右ひざ用医学関節帯 59

に
ニーラップサマー２００ 57
ニールスプリントＳＰ 25
ニトリートＣＢ 6
ニトリートＣＢバリューパック 6
ニトリートＥＢ 7

ソルボＤｏリストサポーター 51
ソルボアーチウェッジヒールサポーター薄型 43
ソルボウェッジヒールサポーター 43
ソルボウェッジヒールサポーター薄型 43
ソルボエスキューブスケルトンゴルフ 48
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター薄型 41
ソルボ外反母趾・内反小趾サポーター固定薄型メッシュタイプ 41
ソルボ外反母趾サポーター薄型 41
ソルボ外反母趾サポーター固定薄型メッシュタイプ 41
ソルボ外反母趾サポータースーパーメッシュ薄型 41
ソルボ外反母趾サポータースキニーフィット 41
ソルボかかとくん　アーチサポート 44
ソルボかかとくん　サポータータイプ 43
ソルボかかとくん　ヒールロック 44
ソルボタテアーチサポーター 43
ソルボタテアーチサポーター薄型 43
ソルボトゥクッション 44
ソルボヒール 47
ソルボヒールサポーター 44
ソルボヒールパッド 50
ソルボ疲労対策ウェッジヒールタイプ 47
ソルボフィットバンド手首用 53
ソルボフィットバンドテニス肘用 54
ソルボフルインソール 50
ソルボヨコアーチサポーター 43
ソルボヨコアーチサポーター薄型 43
ソルボライト 47

た
タイクロジーン 22
ダイハップＦＲテープＶ 14
ダイハップクール 12
ダイヤ重錘バンド 78
ダイヤソフト骨盤バンド（白） 76
ダイヤマッサージオイル「ＤＭＯ」 82
打診器テイラーハンマー 88
脱脂綿（ロール） 24
ＷＥ－３導子 103・104
ＷＥ－３導子用コード（３ｍ）（ＭＺ専用） 103・104
ＷＥ－３導子用スポンジ 103・104
達磨 39
達磨Ｓ・Ｔ（スーパータックル） 39
男子上衣　１０１０ＣＲ 108

ち
小さいバランスボール２０ｃｍ 78
中国温灸 38
チュニック　２０１４ＣＲ 109
長安ＮＥＯ　ＤＸマイルド 37
長安ＮＥＯ　ＤＸレギュラー 37
聴診器（内バネタイプ）ダブル 88
長生灸お灸日和 36
長生灸ハード 36
長生灸ライト 36
長生灸レギュラー 36
長柄ローラー針　員利針付 33

つ
ツインベルト 74
つぼ灸ＮＥＯ　ＮＥＸＴマイルド 37
つぼ灸ＮＥＯ　ＮＥＸＴレギュラー 37
ツボブック 40

て
Ｄ－Ｒウェッジパッド 50
ティアライトテープ 7
Ｔ－アンダーラップ 8
ＤＳＩＳ　２軸アーチパッド 49
ＤＳＩＳ　３軸アーチパッド 49
ＤＳＩＳ　ＬＴＷパッド 49
ＤＳＩＳ　Ｒウェッジパッド 49
ＤＳＩＳ　ヒールウェッジパッド 49
ＤＳＩＳ　前足ウェッジパッド 49

ストレイン 72
ストレートパンツ　２９１７ 109
ストレートパンツ　５０１０ＣＲ 108
ストレートパンツ　６００３ＳＣ 107
ストレートパンツ（脇ゴム）６００６ＥＷ 108
ストレッチＭテーププレミアム 7
ストレッチポールＥＸ型 77
ストレッチポールＥＸ型ハーフカット 77
ストレッチングボードＸＯ 79
スノーパック・クール 10
スパイラテックス 5
スピードロープ 139
スポーツＷウエスト８０６ 73
スポーツＷウエスト８０７ 73
スメドレー式握力計 88
３Ｍスコッチキャスト　ソフトキャストＪ 25
３Ｄ鍼灸経絡経穴図（２枚セット） 91
３Ｄ人体チャート（骨格筋） 91
３Ｄ人体チャート（諸関節と靭帯） 91
スリーファ 13
スリム仙骨ベルト 76
スリムハード１０５ 72
スロープフェイス 94

せ
セイリンＪ１５ＳＰタイプ（１００本入） 29
セイリンＪ１５タイプ（１００本入） 29
セイリンＪＳＰタイプ（１００本入） 29
セイリンＪタイプ（１００本入） 29
セイリンＬタイプ（１００本入） 29
セイリンＭタイプ（１００本入） 30
セイリン小児皮膚針 33
セイリンパレット 34
セイリン皮内針ＳＳタイプ 33
脊柱可動型モデル、大腿骨付 90
Ｚ薄型外反母趾用バンド 42
Ｚ型外反母趾用バンド 42
セラオビ 8
セラバンド（６ヤード） 78
セラピＥＣテープ 2
セラピーエッグ 78
セラピキネシオロジーテープ 2
セラピタフィット＜クール＞ 16
セラピ粘着パッド 86
セルフアジャスティングニースタビライザー 57
線香 40
せんねん灸　伊吹 39
せんねん灸　太陽 39
せんねん灸　竹生島 39
せんねん灸の奇跡 39

そ
ゾナス 6
ソファー・背付き 98
ソファー・背無し 98
ソフソールアーチ 46
ソフソールエアープラス 46
ソフソールオーソテックアーチサポート 46
ソフソール呼吸するジェルインソール 46
ソフソール呼吸するジェルインソール３／４サイズ 46
ソフソールジェルアーチ 44
ソフソールジェルヒールカップ 44
ソフソールジェルヒールパッド 44
ソフソールシンフィットプラス 46
ソフソールつま先パッド 44
ソフソールメモリー 46
ソフト頸椎カラー 68
ソフトスプリント 26
ソルボＤｏエルボーバンド 54
ソルボＤｏオスグッド・シュラッターバンド 60
ソルボＤｏ中殿筋サポーター 75
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ニトリートＥＢＨ 7
ニトリートキネシオロジーテープ 4
ニトリートキネシオロジーテープ（撥水） 4
ニトリートキネロジＥＸ 4
日本一黄金山 37

ぬ
ぬる漢方アロマオイル本草精華 83

ね
ＮＥＯディスポ鍼１Ｐタイプ（１００本入） 30
ＮＥＯディスポ鍼４Ｐタイプ（２４０本入） 30
ＮＥＯディスポ鍼クサビタイプ（１００本入） 30
ネバノン 9

は
ハーフカバー 93
パイオネックス 32
パイオネックス・ゼロ 32
バイオフリーズ 20
バイターＮＥＷ－７（業務用） 87
バイターＮＥＷ－７６（家庭用） 87
バイタルナビ　パルスオキシメータ 88
ハイディアーガーゼ 24
Ｈｉｇｈ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅエルボー 55
Ｈｉｇｈ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅプレミアムアンクル 62
ハイポア 25
パイル包帯 23
白色ワセリン 22
はじめてのお灸 39
パスキネルゲルシート 17
パスキネルテープ 14
バスタオル 90
パステルハップＬ 12
はちみつレモン青汁 85
発酵黒酢Ｑ１０ 85
パッドクリーナー 22・86
パッドラバー　ソフト 8
パッドラバー　レギュラー 8
発熱ウォーマー 64
発熱ウォーマー腰用 73
バトルウィン　テーピングシザーズ 9
バランスディスク 77
バリアスツイスト 76
バリアスツイストカラーメッシュタイプ 76
バリアスツイストスリム 76
ハリ皿 34
針捨てボックス 33
パワーチューブ 139
バンテージ 9
ハンドサニターＳ 22

ひ
ピーフリー 35
ひざＰｏｋａホットゲル 21
ヒットマッサー 87
皮内鍼・円皮鍼用シール 32
皮内鍼・円皮鍼用ピンセット 33
響（ひびき） 39
ヒビスコール液Ａ 22
１００％アロマオイル 82

ふ
ファイテンチタンテープ　ロール 5
ファイテンパワーテープ 5
ファイテンパワーテープＸ３０ 5
ファシリエイドサポーターアキレス腱 62
ファシリエイドサポーター足くびマルチ 61
ファシリエイドサポーター肩 63
ファシリエイドサポーター手くび 53
ファシリエイドサポーター膝ショート 58
ファシリエイドサポーター母指 53
ファロス円皮鍼 32
ファンクションニーＯＡ 56

フィッテッドリストブレイスＪＰプラス 53
Ｆｉｎｏａアーチ＆ヒール 45
Ｆｉｎｏａアーチアシスト 45
Ｆｉｎｏａヒールカップ 45
Ｆｉｎｏａヒールパッド 45
Ｆｉｎｏａフラット 45
フィン 98
ブーツカットパンツ　２９１６ 109
フェアシブＳＰ 8
フェイスタオル 90
フェイスペーパー 89
福寿印 37
富士山灸 38
富士柔ウォーム灸 38
フタクッション 97
プチ金具 97
プッシュアップバー 138
プライトン（ロール） 26
プラスチック角度計 88
プラスチック角度計Ｂ 88
ブルー・ブルーベリーＧ 85
ブルーラップ 26
フレキシコールド 10
ブレスサーモサポーター 64
フレックスライトテープ 7
フレッシュハンドパス 22
ブレンドエッセンシャルオイル 82
プロ１１０Ａニースリーブ（ひざ窓あき） 58
プロ１１０ニースリーブ 58
プロ１８０－Ｗユニバーサルラップアラウンド 58
プロ７０１ユニバーサルリストサポート 53
プロハード０２６ 72
プロハード０２７ 72
プロハードスリム 72
プロヒールカップ 45
プロホワイト（国産） 6

へ
ベースカップインソール 50
ベスケアエタノール消毒綿 34
ペダックコレクト 45
ベッドタオル（３枚セット） 90
ＨＥＡＬＴＨＹ　ＷＡＹ健康の道 79

ほ
棒灸用フード柄付 40
包帯止 25
包帯巻器（１：１） 25
ホームケアスノーカット 24
ホット＆クールパッド 11
ホット＆スチームパッド 11
ホット・クールゾル 11
ホット首ストレッチャー 81
ホットパック 92
ホットパック－ｍｉｅ（塩ビ製） 11・92
ホットパック導子（３ｍ）灰（ＭＺ） 104
ホットパック導子Ｅ（３ｍ） 103・104
ホットパッチ 18
ホットブルーン 40
ホットマット 93
ホットリフェンダＨ 15
ほのぼのエース 18
ポラリスカイネ用　ＰＯ３吸引導子コード（２．５ｍ） 100
ポラリスカイネ用　スリムフィットスポンジＭ２ 100
ポラリスカイネ用　スリムフィット導子Ｍ 100
ホルキスシート 18
ホワイトアクション 6
ホワイトプロアスレチックテープ 6
ホワイトプロテープ 6
ｂｏｎｂｏｎｅオープンサムフラット 52
ｂｏｎｂｏｎｅキューブ 77
ｂｏｎｂｏｎｅトゥフラット 42

ｂｏｎｂｏｎｅヒールアライメント 62
ｂｏｎｂｏｎｅワイドコアギミック 73

ま
マイクロポアスキントーンサージカルテープ 25
巻指サック 34
マグレインＪ 35
マグレイン円錐粒 35
マグレインクリア 35
マグレインチタンビーズ 35
Ｍ．ＡＣＬｅｓｔ（マクレスト） 56
マグロＤＨＡ＆ＥＰＡ 85
マジックベルト 88
桝おんきゅう 40
ＭＡＸニーストラップＪＰプラス 60
マックスベルトＥ２ 70
マックスベルトＦＲ 70
マックスベルトｍｅ　ｂｌａｃｋ 70
マックスベルトｍｅ１ 69
マックスベルトｍｅ２ 69
マックスベルトｍｅ３ 69
マックスベルトＲ１ 69
マックスベルトＲ２ 69
マックスベルトＲＸ３ 69
マックスベルトＳ１ 70
マックスベルトＳ２ 70
マックスベルトＳ３ 70
マックスベルトｓｅ 70
マックスベルトショート 70
マルチポアスポーツハード 7
マルチポアスポーツホワイト（チームパック） 6
マルチポアスポーツライト 3
マルチポアスポーツレギュラー 3

み
ミナトパック 92
ミューラーキネシオロジーテープ５０ｍｍ（はく離紙つき） 4
ミリア用　２連ホースコード（２ｍ） 102
ミリア用　４連ホースコード（２ｍ） 102
ミリア用　吸引カップ（小） 103
ミリア用　吸引カップ（大） 103
ミリア用　吸引カップ用スポンジ 103
ミリア用　ミニ２連ホースコード（２ｍ） 102
ミリア用　ミニ４連ホースコード（２ｍ） 102
ミリア用　ミニ吸引カップ 103
ミリオンタップスプレー 9
ミリオンリムーバースプレー 9

む
ムーブコンディションサポーター 64

め
めぐりズム　蒸気でホットアイマスク 18
めぐりズム　蒸気の温熱シート 18
メタシンパスＬ 19
メダリストアイピーゲル 20
メダリストエレパシーゲル 86
滅菌ハイディアー 24
メッシュアップショルダー 63
メディフロー・ウォーターベースピロー・エリート 81
メンＱマッサージクリーム 20
メンクールＳ 19
メンズケーシー　１０１５ＥＷ 109
メンズジップスクラブ　１０１６ＥＷ 108
メンズパンツ　５０１５ＥＷ 109
綿製診察台カバー 93
メンタームＱ軟膏（Ｎ） 19
メンタームＱ軟膏（赤） 19

や
柔（やわら） 39

ゆ
有孔ＤＸマッサージベッド 97
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有孔電動ハイローベッド 97
ユーティリティーベンチ 138
ユティール（ベージュ） 3
ユニコディスポ鍼Ｐｒｏ（１００本入） 31
ユニコディスポ鍼Ｐｒｏ８（２４０本入） 31
ユニコディスポ鍼Ｓ（１００本入） 31
ユニコディスポ鍼Ｓ８（２４０本入） 31
ユニコディスポ美容鍼（２４０本入） 31
ユビット 54

よ
ヨガボール 78
ヨガマット両面６ｍｍ 77

ら
ライトガード 7
ライトデイリーコンディションサポーター 65
ラインアップサポーターひざ一般用 58
ラインアップサポーターひざスポーツ用 58
ラクールタッチスティック 19
ラクペタンＤＸ液 19
ラクペタンテープＦＢ　５％α 14
ラクペタンテープＦＢ温感 14
らくらくフィットサポーター 64
楽涼ゲル 21
楽涼テープ 17
ラスパーエースＶｅｒ２（低周波治療器） 87
ラップアラウンドアンクルサポート 61
ラディア・ミリアⅡ用　２連吸引コード（２ｍ） 102
ラディア・ミリアⅡ用　カップＳ用スポンジ 102
ラディア・ミリアⅡ用　カップＷ用スポンジ 102
ラディア・ミリアⅡ用　吸引カップＳ 102
ラディア・ミリアⅡ用　吸引カップＷ 102
ラバータイ 23
ラポテック 22

り
リハビリパック 11・92
リビエラ２８ 98
リフェンダＩＤ　０．５％ 13
リフェンダフェルビナク 13
リフェンダローション 19
リブバンドⅡ 68
リブバンドｍｅ 68
リブバンド一般用 68
リブバンド女性用 68

る
ルティーナ用　フレアパッド導子 103
ルティーナ用　フレアパッド用導電スポンジ 103

れ
レザー製診察台カバー 93
レディスジップスクラブ　２０１８ＥＷ 108
レテラタイホワイト 24
レビータ３Ｓ 80

ろ
ローヤルＱ１０ゴールド 84
ローラー針クローム 33
ローラー付集毛針クローム 33
ロールペーパーソフト 89
ロジクリーン 86
ロフストランドクラッチ 80

わ
ワールドメタシン 13
若草印 37
ワゴンカー 93
ワンタッチフリーサポーター 65

医療機器

０～９、Ａ～Ｚ
５ｋｇクロームダンベルセット 138
ａｄｉｄａｓ　ホームジム 138
ＡＰＦ２／ＡＰＦ２Ｒ 132
ＡＲＩＥＴＴＡ　Ｐｒｏｌｏｇｕｅ　ＳＥ 142
ＡＴ－ｍｉｎｉ 117
ＡＴ－ｍｉｎｉⅡ 117
ＥＳ－４００ 120
ＥＳ－４０００ 120
ＥＳ－５０００ 119
ＥＳ－５２５ 120
ＥＵ－９１０ 121
ＨＳ－２２００ 142
ＩＴＯ－Ｉｎｂｏｄｙ３７０ 141
ＯＧパックス 127
ｐｅｅｋ ａ ｂｏｄｙ 140
ＰＭ－８２０ 125
ＰＹＲ ＢＵＲＳＴ ＮＥＯ（パイラバーストネオ） 144
ＳＩＧＭＡ（シグマ） 132
ＴＨＥ　ＢＯＤＹ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＥＲ 140
ＴＭ３（ティーエムキューブ） 144
ＵＳ－７１１ 121
ＵＳ－７３１ 121
ＵＳＴ－７７０ 121
Ｖｉａｍｏ 142
ＷＴ－０１Ｃ　レッグプレス 137
ＷＴ－０３　ローイング 137
ＷＴ－０４　アブダクション 137
ＷＴ－２Ｍ　レッグエクステンション 137
ＷＴＳ－０１Ｌ　レッグプレス 136
ＷＴＳ－０２Ｌ　レッグエクステンション 136
ＷＴＳ－０３Ｌ　ローイング 136
ＷＴＳ－０４Ｌ　アブダクション 136
Ｘａｒｉｏ１００　Ｓ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 142

あ
アクアヴィーナス 129
アクアキューブ 128
アクアタイザー 128
アクアフェアリー 129
アジャスタブルアンクル／リスト ウエイト 138
アステオ 113
アブホイール 138
アルファ１　ＳＳＰ、ＩＦＣ 117
イトークレーブ 133
エクササイズバイクＧＢ－４０ 139
エクササイズバイクＧＢ－５０ 139
エクササイズバイク用フロアマット 139
エグゼトロン 114
エクセレントメドマーＥＸＭ１２０００Ａ 143
エスティマス（ＥＳＴＩＭＵＳ） 119
エスパージ 116
エモシア 125
オーゴスペル 115
オーゴスペルＤＸ－２０ 117
オーゴスペルＤＸ－４０ 117
オーゴスペルＤＸ－４５ 117
オージオトロン 111
オートヘルサーＤＺ－１９０ 130
オートヘルサーＤＺ－２５００ 130
オームパルサー 87・133
オステオトロンＶ 121
オスピナレーターウェーブⅡ 130
オスピナレーターフロンティア 130
オルソトラックラセディア 131

か
クワトロマーノ 129
コンパクトチェストプレス 135

コンパクトトーソＦＬＥＸ 135
コンパクトヒップＡＢ 135
コンパクトレッグＥＸＴ 135
コンパクトレッグプレス 135
コンパクトローイングＭＦ 135

さ
サンクレーブ 133
ジムボール 139
スーパーカイネ 110
スーパートラック 131
スーパーライザーＰＸ 123
スキップボーイ 126
スピードロープ 139
セダンテクレア 111
セダンテネオ 113
セラピア３３００ 126
ソーマダイン　クロススティム 122
ソニックタイザー 122
ソフトレーザリー 123

た
チェストプレス 134
電気温灸器Ｓｈｏｕｋｉ 126
電子温灸器 126
トーソＦＬＥＸ 134
ドクターメドマーＤＭ－６０００ 87・143
トラックタイザー 131

な
ニューステップ　Ｔ４ｒ 137
ネオテクトロン 114

は
バーンコア（ＪＯＹトレ） 144
ハイドロタイザー 124
ハイドロパッカー 124
ハイドロパックメル 124
パワーチューブ 139
ヒップＡＢ 134
フィジアス 112
フィジオアクティブＨＶ 116
フィジオパック 127
フィジカルメドマーＰＭ－８０００ 143
プッシュアップバー 138
フットルック 141
プレステップ 137
ホットマグナー 127
ポラリスカイネ 112
ホリゾンタル　レッグプレス 134
ホワイティ・ビーム・メタル 126

ま
マイクロサーミー 125
マイクロタイザー 125
ミナホット 127
メディキュア 125
メディストーンベッド ガイア 127

や
ユーティリティーベンチ 138

ら
ライズトロン 122
ラクシア 143
ラジオスティム 123・144
ラスパーエース 133
ルティーナ 115
レッグＥＸＴ 134
レッドサン 126
ローイング 134
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06-6312-1078

https://www.therapy.co.jp

ご注文はこちらから

0120-89-8128
9：30～17：30（土日祝を除く）

セラピ株式会社
本社　〒530-0057　大阪市北区曽根崎2-2-1　梅新21ビル6階
　　　TEL：06-6312-1077　　FAX：06-6312-1078

福島　〒963-8001　福島県郡山市大町 1-14-3
　　　TEL：024-991-9550　　FAX：024-935-9110

東京　〒141-0031　東京都品川区西五反田 7-22-17   8 階
　　　TEL：03-5719-4040　　FAX：03-5719-4060

広島　〒732-0052　広島県広島市東区光町 2-8-2  1F
　　　TEL：082-258-1119　　FAX：082-236-9698

福岡　〒812-0008　福岡県福岡市博多区東光 2-5-11
　　　TEL：092-418-2205　　FAX：092-418-2201




