快適生活情報

ポールウォーキング用グッズ

グローブ

もも本舗
もも編集室スタッフが選んでみました

健康ライフおススメグッズ

取り替え用ゴム先（ポールキャップ）
女性用

＜ AGP アドバンスズーム２用＞
フィット型

ライフラインブーツ型 １個
価格

864 円
（税抜

レッド

ネイビー

432 円

価格

（税抜

800 円）

１個
400 円）

全ての指先がカットされた
男性用
ポールウォーキング専用
「うまく歩けるグローブ」
（両手）

価格

グリーン

サイズ：
（内径）1㎝／重量：約 20g ／素材：合成ゴム／
カラー：レッド、ネイビー、グリーン

サイズ：
（内径）1㎝／重量：
約 18g ／素材：合成ゴム

4,320 円

（税抜 4,000 円）
サイズ・カラー：① M ブルー（男性用）
② S ピンク （女性用）
素材：ポリエステル、ナイロン、合成皮革

＜あんしん二本杖用＞ 今までに「あんしん二本杖」をお求め頂いた方に
価格 432 円（税抜 400 円）
１個
サイズ：
（先端径）1.4㎝／重量：約 18g ／素材：合成ゴム

ケース
親指と人差し指の先がカットされた

スリムポールケース
価格 1,944 円（税抜
ポールケースは折りたためます

サ イ ズ：約 12 × 81㎝
（折りたたみ時：約 12 × 10㎝）
素
材：ポリエステル
対応ポールサイズ：77 〜 85㎝
カ ラ ー：ブルー、ピンク

お申し込み方法

075-212-1266

FAX

075-212-1499

（月〜金／ 9:00 〜 17:00 土日祝はお休み）

ハガキ

〒 604-8241

京都市中京区釜座町 22 ストークビル三条烏丸
㈱プロ・ヴィジョン もも本舗係
必要事項 ●希望商品 ●個数 ●色、サイズ、など
●氏名 印 ●年齢 ●郵便番号、住所、電話番号
《お支払い・返品》
■ 送料／ 864 円（税込）※ 一部の地域を除く
■ お支払い／事前お振込み（郵便局からのお振込み用紙を
事前にお届け致します。最寄りの郵便局より１週間以内
にお振込をお願い致します。）
■ 返品／もも編集室にご連絡ください
開封後の商品は返品をお受けしかねます
返品時にかかる送料はご負担ください
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ダブルフィンガーカットグローブ（両手）
価格 3,024 円（税抜 2,800 円）
サ イ ズ：① S-M（女性向け）
、② L-XL（男性向け）
カ ラ ー：ブラック、ネイビー
素
材：甲 ポリエステル、綿、人工皮革
平 ポリエステル、人工皮革

スポーツタイプのウォーキング伺・ノルディックウォーキングポール

AGP アドバンスズーム２

北欧が発祥の地のノルディック・ウォーク。
2 本のポールを持って、クロスカントリーのように
行うウォーキングです。膝への負担が軽減され、
安定感もサポートされる上に、上半身も使うので
運動効果がアップします。グリップのデザインが
オシャレなスポーツモデルで、颯爽と歩きましょう。

■ 連絡先 もも編集室

TEL 075-212-1266
FAX 075-212-1499

お客様の個人情報は、商品の発送時にの
み利用させていただきます。詳しくは、33
頁をご覧下さい。

グリップ のトッ
プのボタンを押
すと、ストラッ
プをワンプッ
シュで着脱できます。
ストラップは微妙な調整も可能
なフリーサイズ設計。

サ イ ズ：85 〜 127㎝（対応身長 約 131 〜 195㎝）
ライムグリーン
レッド
ブルー
重
量：約 230g（１本）
材
質：ポール アルミ
カ ラ ー：レッド、ブルー、ライムグリーン
※販売時の杖先は、ライフラインブーツ型のみ

LC-25EN
プリントタイプ

特定商取引に関する法律に基づく表示
❶ 販売業者：株式会社ウィズ
❷ 所在地：大阪市西区立売堀 1-9-33
❸ 商品代金以外の必要料金：送料（消費税は商品代金に含まれます）
❹ 申し込みの有効期限：在庫は常時用意してございます。万が一、在庫切れの場合
は電話にて連絡させていただきます。
❺ 不良品：速やかにお取り替えさせていただきます。在庫がない場合、連絡の上、
同等品と交換もしくはキャンセルとさせていただきます。
❻ 引き渡し時期：原則としてご入金確認後 1 週間以内に発送いたします。
（都合によ
り遅れる場合があります。２週間以内に商品が届かない場合はご連絡ください）
❼ お支払い方法：事前お振込みとさせていただきます。
❽ 返品期限：お客様のご都合による商品のお取り替えや返品は、商品到着後１週間以
内にお願いします。その際の送料はお客様のご負担となります。返品の際には、商
品およびパッケージ・箱が未使用で破損していない場合に限ります。汚れ・破損
がある商品はお受けできない場合がございますのでご注意ください。

ワンタッチで、
手は自由に！

AGP アドバンスズーム２ (2 本組）
価格
12,960 円（税抜 12,000 円）

事前にご入金をお願いします（送料をご確認ください）

ご紹介の商品は、「もも編集室」を通じてご購入が
可能です。

☎

1,800 円）

もう、春はすぐそこに！土の中から這い出てくる虫たちに負けじと、私たちも活動的な生活に
徐々にシフトしましょう。

LC-24EN
アルミ彫刻タイプ

ピタッ！

ピタッ！

前かがみになってしまう方の歩行をサポート
光る伺 ライトケイン（円背の方向けの伺）
前かがみになってしまう方向けの杖です。通常の杖よ
りも低い高さで設計されています。杖先には、足元を
照らす LED ライトを内蔵。車両や自転車との事故防
止にも効果的です。また、前かがみの姿勢でも握りや
すい、
「縦持ち」対応のグリップです。

光る杖 ライトケイン
LC − 24EN 価格 21,384 円（税抜
LC − 25EN 価格 18,144 円（税抜

19,800 円）
16,800 円）

サ イ ズ：径 1.9 ×長さ 65.6 〜 70.5㎝（３段階調節）
重
量：約 350g
材
質：シャフト アルミ／グリップ 樹脂／足元ライト
ポリカーボネート／先ゴム 天然ゴム
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