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痛みのケア痛みのケア

ソマセプトミオ
痛みにはソマセプトミオ！

東洋医学ホントのチカラにて「魔法のシール」
と紹介されたソマニクスシリーズのひとつで
す。
マイクロコーンが振動することで皮膚に刺激を
与えることで、筋肉のコリをほぐします。

ソマセプトミオは、とくに筋膜性疼痛症候群に
対して効果を発揮すべく開発された商品です。

刺さない鍼でコリをほぐす

税込 11,000 円
（本体価格 10,000 円）

税込 1,650 円
（本体価格 1,500 円）

【10 個入り】 【100 個入り】

イリスエスリークジェル

税込 770 円
（本体価格 700 円）

【30ml】
税込 4,180 円
（本体価格 3,800 円）

【200ml】

税込 7,700 円
（本体価格 7,000 円）

【500ml】
税込 16,500 円
（本体価格 15,000 円）

【1L】

治療家が使うボディリラックスジェル

全身のケアにこれ一本！

イリスエスリークジェルは、天然由来の肌に優
しいマッサージジェルです。
筋肉がほぐれやすくなる成分が入っているた
め、コリがひどい方、痛みにお悩みの方、足が
つりやすい方におすすめ。
肌に優しいため、肌の弱い人用の化粧水として
使うこともできます。

ゼニタ特別価格（院内販売）

→税込 4,400 円
（本体価格 4,000 円）

【30 個入り】

→税込 8,800 円
　（本体価格 8,000 円）

【100 個入り】
税込 11,000 円税込 4,950 円

税込 550 円
（本体価格 500 円）

【500ml
空ポンプボトル】

パソコン仕事での肩や首のコリに 家事や立ち仕事でむくんだ足に スポーツ前のストレッチや筋肉疲労に

テーピング前の処置に、かぶれにくく付きやすい お顔のマッサージにも

こんな方におすすめ！

ソマセプトミオ使用例（症状別）

肩こり ＜症状＞

・僧帽筋による肩こり

・頭痛、吐き気

・首の痛み（可動域制限）

＜貼る箇所＞

肩峰（上腕を辿っていき、角度が変わるラインの

ひと指分上方）の圧痛がある所

肩から首のこり・痛み
＜症状＞

・スマホによる肩こり

・しびれるような肩や首の痛み

＜貼る箇所＞

中斜角筋（首筋の前辺り）の圧痛がある所や筋の

起始・停止

中斜角筋

肩峰

人気No.1 ！ 人気 No.2 ！



プレミアムエスリーク「潤い」
筋肉をほぐすとともに、頭皮やお肌に潤いを与える

税込 825 円
（本体価格 750 円）

【30ml】
税込 4,400 円
（本体価格 4,000 円）

【200ml】
税込 8,140 円
（本体価格 7,400 円）

【500ml】

コリだけでなく乾燥肌もケア

イリスエスリークジェルの効能に加え、ミネラ
ルが豊富で肌、髪、頭皮に潤いを与えます。
皮膚の乾燥、手術後の傷口の処置として使用し
ていただくと効果が期待できます。

税込 880 円
（本体価格 800 円）

【30ml】
税込 4,730 円
（本体価格 4,300 円）

【200ml】
税込 8,580 円
（本体価格 7,800 円）

【500ml】

プレミアムエスリーク「癒し」
スポーツ後（筋肉痛）のケア、ハーブの香りでリラックス

スポーツ後のケアをしっかりと

イリスエスリークジェルの効能に加え、セージ
などの漢方を配合しており、抗炎症作用や神経
の不安を取り除く香りがついています。
スポーツ後（筋肉痛）など炎症時のケアや治療
後のケアにおすすめ。

エスリークジェルシリーズ

お悩み別使い方

痛みのケア痛みのケア

龍氣香（1袋 5枚入り）
かぶれにくい湿布

肌に優しくかぶれにくい

痛み、スポーツ後のメンテナンス、アイシングやクールダウンに
最適な湿布。
植物成分配合で、弱酸性のため肌に優しく、かぶれにくく、かゆ
くなりにくくなっております。
また、ハッカが入っているため清涼感があります。
湿布を貼るとかぶれてしまう方におすすめ。税込 550 円

（本体価格 500 円）

せんねん灸の奇跡
自宅でも簡単、煙の出ないお灸

税込 550 円
（本体価格 500 円）

【12 点入】
ソフト（温熱レベル 2）

税込 1,518 円
（本体価格 1,380 円）

【50 点入】
税込 4,840 円
（本体価格 4,400 円）

【200 点入】

税込 550 円
（本体価格 500 円）

【12 点入】

税込 1,518 円
（本体価格 1,380 円）

【50 点入】
税込 5,324 円
（本体価格 4,840 円）

【220 点入】

税込 1,518 円
（本体価格 1,380 円）

【50 点入】

税込 5,324 円
（本体価格 4,840 円）

【220 点入】

レギュラー（温熱レベル 3） ハード（温熱レベル 5）

お灸を使って身体ポカポカ

もぐさを炭化することで煙の出ないお灸です。お部屋でも気
軽に使え、温熱時間が長続き。
熱さが少ない順に、ソフト、レギュラー、ハードの 3種類あ
ります。
お灸はじめての方はソフトから始めるのがおすすめ。

人気No.3 ！



腸内環境を整える腸内環境を整える

世界の果樹園
スーパーフルーツのチカラを存分に蓄えた、美容や健康にいいジュース

365 日サビない身体づくり

毎日 30ml のポリフェノール習慣

美活・腸活をサポートするオールインワンドリンク。
抗酸化・貧血予防・生活習慣病予防・美肌美白・関節保護・
腸活サポートします。
人工甘味料・合成着色料・白砂糖・保存料不使用。
水やお湯、炭酸水で 5倍希釈で飲むのがおすすめ。ヨー
グルトにかけてもおいしい。

税込 5,400 円
（本体価格 5,000 円）

メガビタファイバー 1000
医師と共同開発。美容や痛みにビタミン C

ビタミン Cはコラーゲンを作る

ビタミン Cは 1日に必要な量の 1000mgと、やせ菌として有

名なグアーガム酵素分解物を配合。

ビタミン Cには、

①鎮痛作用 ②シミの予防・改善 ③シワ、たるみの予防・改善 

⑤貧血の予防・改善 ⑥体内時計の調節作用。

グアーガム酵素分解物には、

①腸内環境の改善 ②食後の血糖値の上昇を抑える 

③水分を身体に保つ作用があります。

税込 3,240 円
（本体価格 3,000 円）

30 袋入り

be LEGEND（ベリーベリ－ベリー風味）
すっきり飲めるホエイプロテイン

たんぱく質は、筋肉だけでなく身体全体を作る

筋力をつけるだけでなく、質のいい肌や髪を手に入れるためにもた
んぱく質は重要です。高齢者で筋力を維持したい方、美容に気を使っ
ている方にもおすすめ。
高品質かつトレーニング後でもすっきり美味しくお召し上がりいた
だけるにもかかわらず、低価格を実現した理想的なホエイプロテイ
ンです。
アスリートに嬉しいビタミン C、ビタミン B6を配合。

税込 4,320 円
（本体価格 4,000 円）

内容量：1kg

製造　：日本

内容量：720ml 税込 550 円
（本体価格 500 円）

【プロテインシェイカー】
別売

売れ筋商品！



身体を鍛える身体を鍛える

セラバンド
伸縮性に富んだゴムバンド。色によって強度が変わる

筋力強化、柔軟性改善などがお手軽に

セラバンドは、漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強、
可動域運動、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。
伸縮強度は色別で、黄色（弱）、赤色（中弱）、緑色（中）
となっています。
長さは、1mと 1.5mで選ぶことができます。

税込 880 円
（本体価格 800 円）

【1ｍ】
税込 1,100 円
（本体価格 1,000 円）

【1.5ｍ】

種類（強度）：

黄色（弱）、赤色（中弱）、緑色（中）

長さ：1m、1.5m

フロッグハンド
足指トレーニング用リハビリ器具

歩く力を鍛える、美脚を手に入れる

フログハンドは、誰でも簡単に正しい動作で足指を鍛えることができるトレーニンググッズです。
ソフトタイプは、運動習慣がない女性やリハビリ中の方、シニア世代の方におすすめ。
ハードタイプは、一般の男性・運動されている女性・パフォーマンスを向上させたいアスリートにおす
すめ。

税込 3,520 円
（本体価格 3,200 円）

【ソフトタイプ】
税込 3,520 円
（本体価格 3,200 円）

【ハードタイプ】

税込 3,850 円
（本体価格 3,500 円）

【リングタイプ】
税込 3,850 円
（本体価格 3,500 円）

【リングミニ】

フロッグハンドリングタイプ
足指に装着するだけ、足指トレーニング用リハビリ器具

装着してながらトレーニング

足指で踏ん張る力をつける

フログハンド・リングタイプは、履くだけで気楽に
足指で踏ん張る力やふくらはぎのトレーニングがで
きます。足底のアーチもできて姿勢もよくなってい
きます。
リビングでのリラックスタイムだけでなく、お料理
中やお掃除中にも足指を自然に鍛えることができま
す。
主婦のながら運動だけでなく、シニアの方のリハビ
リ・転倒予防のトレーニングとしても活躍中です。セット内容：両足セット（2個組）

　材　質　：シリコン

リングタイプ：足のサイズ 23cm以上
リングミニ　：足のサイズ 18 ～ 23cm

材　質　：シリコン

小さいバランスボール
20cmの小さいバランスボール　トレーニング方法を解説したミニブック付

税込 1,210 円
（本体価格 1,100 円）

自立した日常生活のお手伝い

小さいバランスボールは、20cmのバランス
ボールです。
膝の間にはさんだり、お尻にしいてバランス
をとったり、ボールの投げ真似をしたり、股
関節のトレーニングや関節を動かすなどし
て、自立して日常生活を送るために必要な活
動能力向上のお手伝いをします。

トレーニング方法を解説したミニブック付き



リラックスタイムリラックスタイム

身体を温めて血流改善

痛みがある、血流が悪い方におすすめ。
電子レンジであたためたら、乾いたタオルで包んで痛みのあるところ、あたためたいところに使用します。
腫れてるなど炎症している場合には、冷凍庫に入れてアイスパックとして使用できます。

スチームホット＋アイスN
電子レンジでホットパック、冷凍庫でアイスパック

スチームホット＋アイス i
目をあたためて疲れ目、冷やして花粉症のケア

税込 8,250 円
（本体価格 7,500 円）

税込 2,640 円
（本体価格 2,400 円）

酷使した目を休ませてリラックスタイム

毎日パソコンなどに向かって眼を酷使する結果から起こる、眼の疲れや乾き、頭痛に加え、花粉症な
どによる目の炎症におすすめ。
ドライアイ等の疲れ目には電子レンジで湿温熱を、花粉症など熱っぽい疲れ目には冷凍庫で湿冷却を
得られます。

チューニングポール
全身ストレッチできるフォームローラー

税込 13,200 円
（本体価格 12,000 円）

柔らかいため、
曲げることができる

乗るだけで全身ストレッチ

チューニングポールは、材質や硬さにこだわり抜いたこ
とで、乗り心地がよくリラックスした状態でストレッチ
できるフォームローラーです。
全身の力を抜きやすいため、筋肉をしっかり伸ばすこと
ができます。
有名アスリートや心理カウンセラー等、身体のプロ達に
支持されたコンディショニング・アイテム。

サイズ：長さ 975mm 、直径 145mm 
重　さ：800g
　色　：ブラック

姿勢の改善、 骨盤サポート姿勢の改善、 骨盤サポート

マックスベルト　SHORT
長時間でも装着しやすい腰部サポーター

骨盤部分を圧迫する幅の狭いコンパクトタイプ

非伸縮性の骨盤ベルトで圧迫し、装着しやすいコルセットです。
S字軽量ステーを採用したことで、しっかりと圧迫できる上に軽い
コルセットとなっております。
日常生活を送る上で動きを妨げることなく、無理なく装着できます。
サポーター本体にはムレにくい通気性素材を採用しています。

税込 1,870 円
（本体価格 1,700 円）

サイズ：S、M、L、LL、3L



ケアバスト（エアホール付き）
うつぶせに楽に寝ることができる胸当て

エアホール加工
胸があたる部分にくぼみを設けている加工です。
エアホール加工により、胸部の圧迫感が軽減します。

税込 5,940 円
（本体価格 5,400 円）

うつ伏せ寝が楽になる

体圧分散と衝撃吸収に優れている低反発ウレタン
フォームを採用しました。適度な反発性と復元力を維
持させるハトメ空気穴を 4ヵ所に加工し、エアホール
加工を施しています。
※低反発ウレタンは低温環境では硬くなる特性がある
のでご注意ください。

かどまるマクラ（小高）
治療院で使われている枕

幅広で安定感がある

高田ベッド製作所のかどまるマクラ小高。
幅広で安定感があり、角に丸みを持たせることで使用
時の負担を軽減します。
枕の高さは低めです。

発熱ウォーマー
冷え性の方にピッタリのあったかウォーマー

税込 3,080 円
（本体価格 2,800 円）

こちらから
色をお選びください

こちらから
色をお選びください

税込 2,629 円
（本体価格 2,390 円）

【首用（カイロポケット付）】 【腰用（カイロポケット付）】

サイズ：フリー サイズ：フリー、LL サイズ：M、L

サイズ：M、L サイズ：M、L サイズ：フリー

税込 2,629 円
（本体価格 2,390 円）

【手首用（2個入）】
税込 3,146 円
（本体価格 2,860 円）

税込 2,629 円
（本体価格 2,390 円）

税込 2,816 円
（本体価格 2,560 円）

税込 2,816 円
（本体価格 2,560 円）

【足首用（2個入）（カイロポケット付）】【膝用（1足のみ）】 【ふくらはぎ用（1足のみ）】

保温性の高い「モイスケア ®」内臓

首用、腰用、足首用はカイロポケット付き
※カイロは商品に含まれておりません

つけた人だけがわかる、驚きの発熱力

ウールと比べて約 3倍も吸着発熱性能があり、体感温
度が綿と比べて最大 2℃も高くなる、保温性の高い「モ
イスケア ®」を使用しました。
デスクワーク時の足元、通勤時の手首から入る冷えな
どから身体を守ります。
冷え性の方、冷えからくる痛みにお悩みの方におすす
めです。

リラックスタイムリラックスタイム



使用方法
1回の使用量：米 2～ 3粒程度
※1本 65g を 1日 2回使用の場合
約 2～ 3か月使用できます。

税込 1,980 円
（本体価格 1,800 円）

口腔内の健康を考える高機能歯磨き剤

＜商品の特長＞
①全成分天然由来・食品レベルの安全性
②バイオミネラルの優れた洗浄力
③汚れの再付着を防ぐ豊富なマイナス電子
④強い還元力で口臭予防
⑤悪玉菌への殺菌作用
⑥インフルエンザウイルス、ノロウイルスの不活性

フッ素や研磨剤不使用のため、歯に優しい歯磨き剤となっ
ております。マウスウォッシュとしても使用できます。

ジェムペースト
全成分天然由来にこだわり開発された歯磨き剤

感染症予防感染症予防 美脚を作る美脚を作る

美脚筋メイカー
部屋で履くだけのカンタン美脚エクササイズ

サイズ：フリー（22.0cm～ 24.5cm）
税込 1,980 円
（本体価格 1,800 円）

美脚筋MAKER は履くだけでアイソメトリクストレーニング
ができます。つま先立ちとつま先上がりの姿勢を、バラン
スよく繰り返すだけで、下半身を鍛えることができます。
また、下半身が内側へ傾くように設計されており、足をき
れいに見せることができます。

美足筋メイカー
健康なアーチ・健康な足づくりに

サイズ：フリー（22.0cm～ 24.5cm）

アーチを支える筋肉を鍛
えられ、足指のお悩みを
軽減します。

り

足の爪に適度な圧力が伝
わり、巻き爪を予防しま
す。

バランス機能を司る足指
の働きをスムーズにしま
す。

足指を鍛えると、スポー
ツのパフォーマンスが向
上します。

美尻筋メイカー
履くだけエクササイズで美尻メイク！

税込 1,980 円
（本体価格 1,800 円）

税込 2,750 円
（本体価格 2,500 円）

サイズ：フリー（22.0cm～ 24.5cm）

お尻の筋肉だけを使ってバランスをとることで、お
尻の筋肉を集中的に鍛えることができ、ヒップライ
ンに自信が生まれます。

履くだけでも効果はありますが、さらに体操やヨガ
を組み合わせて、さらに美尻に！

内容：2足入

内容：2足入

内容：2足入

スタッフのおすすめ！



身体のコリをほぐす身体のコリをほぐす

ツボヘッド
頭皮のマッサージ

税込 1,540 円
（本体価格 1,400 円）

頭のツボを、手もみ感覚で爽快刺激！
頭部にスッポリかぶって頭のツボを刺激します。
上下に動かすと頭皮が刺激されてヘッドスパの気
分が楽しめます。

ツボヘッドストロング
より刺激が強い頭皮マッサージ

力強い刺激でもっと爽快！
ツボヘッドより指圧力をアップさせたことによ
り、力強い刺激感や爽快感が楽しめます。
ツボヘッドより、指圧力を 30%アップしました。

税込 1,540 円
（本体価格 1,400 円）

ツボショルダー
肩甲骨周りのツボ押しマッサージ

しなるバーが背中を気持ち

よくほぐす
手が届かない背中のツボをピンポイン
トで刺激します。肩甲骨の間に突起を
押し当て、力を入れるとバーのしなり
で心地よい刺激感が得られます。

税込 1,100 円
（本体価格 1,000 円）

ツボスパヘッド
ヘッドスパ用マッサージ

ヘッドスパ気分でリラックス
外側の突起が頭皮をソフトに刺激した後
に、中心部の突起がツボをしっかり刺激。
もみほぐし、押しまわし、タッピング等の
ヘッドスパの手技がこれ 1本で簡単に。湯
船でゆったりくつろぎながら、ヘッドスパ
気分で心身ともにリラックスできます

税込 1,320 円
（本体価格 1,200 円）

ツボスパピロー
お風呂でボール指圧してリラックス

税込 1,320 円
（本体価格 1,200 円）

湯船につかってコリをほぐす
二つのボール形状がコリをほぐし、表面
の突起が細かい刺激で血行を良くします。
吸盤で好みの位置に設置可能。首筋や肩
甲骨の間、腰の指圧に使用できます。
バスタブの角にもしっかり取り付けられ
ます。

売れ筋商品！

売れ筋商品！



身体のコリをほぐす身体のコリをほぐす

ツボピロー
全身のツボ押しマッサージ

首筋から足裏まで、6つの玉が全身を

ツボ押し

気になる箇所を強力ツボ押し。コリの気になる箇
所に本体を当てて体重をかけるだけで、力強い指
圧感が得られます。

税込 1,980 円
（本体価格 1,800 円）

ツボギュット
全身どこでもピンポイントでマッサージ

狙ったコリをピンポイントでツボ押し

足裏から頭のツボまで、狙った部位をピンポイン
トでツボ押し。弾力がある素材により、強さの加
減がしやすいのが特長です。
本体を握ると、縦の溝が手のひらを刺激。握って
いるだけで、リラックス感を楽しめます。税込 990 円

（本体価格 900 円）

ふむボード
足裏のツボ押しマッサージ

1 日働いた足に足踏み快感刺激

弾力のある突起のなだらかなカーブが足裏に
フィットして、気持ちよく刺激します。
キッチンやリビング、洗面スペースなどに置き、
土踏まずや足指の付け根を押し付け、足踏みしま
す。

税込 880 円
（本体価格 800 円）

ころんボー
足裏コロコロマッサージ

テレビを見ながら足裏マッサージ

片足を乗せて前後に動かすことで、指の付け根、
土踏まず、かかとまでをローリング刺激します。
スパイラル状に並んだ 36 個の突起が、足裏をまん
べんなく刺激します。持ち運びにも便利なコンパ
クトサイズです。

税込 550 円
（本体価格 500 円）

売れ筋商品！



4 27.0～27.5cm

ブラック、カーキ、ベージュ

税込4,950円
（本体価格4,500円）

156　フットリリース

クールダウンやアイシングの後に、足
裏を指圧することは足のコンディショ
ン維持に良いとされています。
フットリリースの凹凸形状のフットベッ
ドは足裏をやさしく刺激して筋肉のこ
りをほぐします。

フットリリースは、足を乗せ、荷重す
ることで足趾が広がりやすくなりま
す。
足指を開放したくなるスポーツの後
にもお薦めです。

足指を開放！

スポーツ後の足裏指圧

30

足の形を整える靴足の形を整える靴

強めに設定したアーチサポートにより、崩れたアーチを足
裏からしっかり支えます。さらに足裏を刺激することで足
裏の筋肉のコリをほぐします。

甲の部分を広く覆うベルトは、調整自在な面ファス
ナー式で、ぴったりフィットもゆったりフィットも思
いのまま。また、たっぷりとした調整幅により、甲高
足、幅広足にも対応します。

歩くたびにちょうどいい指圧刺激
足裏にあてた時、気持ちよさを感じるポイントで指圧効果
を感じられるよう、ふくらみを持たせた設計の指圧フット
ベッド。
踏み込んだ時、このふくらみに体重がかかると、バネのよ
うな反発力で足裏を刺激。歩くたびに程よい強さの指圧
効果が得られます。

ぴったりフィットでペタペタ音がしない
インソールがバネのように靴と足のすき間を埋めるから、
つま先からかかとまでぴったりフィット。ペタペタ音がしな
い軽やかな歩きになります。

弾力性に富んだインソールとアウトソールが、
硬い床面からの衝撃をしっかり吸収。
一日外で歩き回った足裏をやさしく支えます。

3点アーチを支える構造により、重心の傾きや足もと
のふらつきを軽減。
一般的なスリッパに比べて家事などで姿勢の保持が
しやすくなります。

大人気商品！



生地と綿にもこだわりぬいた最上位グレード
肩までしっかり温熱治療。温熱範囲の上下切替えも可能。
耐圧分散生地を使用。多層構造で体をしっかり支えます。
2種類の防菌防臭綿を使用。
三段階（-300V/-600V/-800V）から選べる電位治療。

肌触りが心地よいベロア素材
肩までしっかり温熱治療。温熱範囲の上下切替えも可能。
しっかり支える多層構造。
防菌防臭綿使用。親切設計のタイマー管理。
電位治療は強弱（-300V/-600V）が選べる気くばり設計。

選べるカラー：エンジ、紺

選べるカラー：ベージュ、ピンク

選べるカラー：ネイビー、グリーン

機能はそのままで約 15％軽量 ( 当社比 )。
体の下部をしっかり温熱治療 ( 頭寒足熱型 )。
防菌防臭綿使用。キルティング加工のお洒落な花柄模様。
電位治療は 1段階（-300V）で簡単操作。

シングル　330,000 円（税込）

シングル 275,000 円（税込）
ダブル　385,000 円（税込）

シングル　184,800 円（税込）
ダブル　250,800 円（税込）

ピュアメイト f

ピュアメイト

リラックスクラブ Light

身体のスペシャルケア身体のスペシャルケア身体のスペシャルケア

ピュアメイトシリーズ
自律神経を整える温熱・電位マット 痛みの軽減、疲労回復に！

ピュアメイトは、綿面発熱体を使用した遠赤外線の
熱により、電気毛布とは違う温かさを提供いたしま
す。
不眠、便秘、身体の冷え、疲れ、慢性的な痛みなど
のお悩みがある方におすすめ！
温熱モード：全身の血行改善を促します。疲労回復・
痛み軽減の効果が見込めます。
電位モード：自律神経を整えます。頭痛・肩こり・
便秘・不眠の改善の効果が見込めます。税込 5,500 円

【専用シーツ（S）】
税込 7,700 円

【専用シーツ（W）】

DRIVE-HOME
筋委縮予防のための低周波治療器

税込 54,780 円
（本体価格 49,800 円）

【本体一式】
（4枚）税込 3,960 円

（8枚）税込 7,480 円
（16 枚）税込 13,200 円

【ゲルパッド L】

（4枚）税込 3,520 円
（8枚）税込 6,600 円
（16 枚）税込 11,440 円

【ゲルパッドM】
本体一式内訳
①DRIVE-HOME　1個
②ゲルパッド L　 4 枚
③導子コード　    2 本

税込 1,210 円
（本体価格 1,100 円）

【導子コード 2本】

カラー：黒、白

ひとりで続けられる、毎日のケア習慣

DRIVE-HOME は、「歩く」「持つ」といった日常不可欠
な動作を、いつも通りに行うためのサポートをします。
毎日の治療で、筋肉の萎縮予防にお役立てください。
特に、麻痺した筋肉の萎縮防止をテーマに作られて
います。

目的に合わせた治療モードが 3つあり、筋肉モード（筋
肉の萎縮予防）、痛みモード（鎮痛）、むくみモード（血
行促進）で使い分けができます。
また、2つの部位を同時に治療できるため、短時間で
効率のいい治療を行えます。

B’ Flow
多機能に進化したフットマッサージ器

5 分で 5キロの素足歩行に匹敵！

B’ Flow は、歩行するときと同じように血行を促進
させ、足の裏、ふくらはぎ、膝関節、ふとももへと
一瞬にして疲れをもみほぐします。
機能として、波動マッサージ、もみ・おしマッサージ、
温風があります。
15 分で自動で止まるオートタイマーが内蔵されてい
るため、マッサージのし過ぎを予防してくれます。

税込 207,900 円
（本体価格 189,000 円）

ハンドマッサージ器
プレゼント！

購入者特典

スタッフのおすすめ！


