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ご紹介の商品は、「もも編集室」を通じてご購入が
可能です。

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　    　●年齢　●郵便番号、住所、電話番号

《お支払い・返品》
■  送料／ 1,320 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

販売業者：株式会社ウィズ
所在地：大阪府吹田市穂波町 19-25
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）
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。
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。
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）
お支払い方法：事前お振込みとさせていただきます。
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。
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特定商取引に関する法律に基づく表示

■ 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。

お申し込み方法

印

☎　075-212-1266　FAX　075-212-1499
 （月〜金／ 9:00 〜 17:00 土日祝はお休み）

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

事前にご入金をお願いします（送料をご確認ください）

室内トレーニンググッズ
お好みの組み合わせで

快適生活情報

もも本舗

※ 送料に変更がございますのでご注意ください

あったか〜E® 冷え性の方にオススメの寝具。使用後約 5 〜 10 秒で発熱が始まり、体感温度が上昇します。
アルミパウダーが体温を反射して放熱を防ぐので温かさは朝まで持続。毛布は膝掛けとしても。

強 力 発 熱
【発熱特殊パウダー】

保 温 効 果
【アルミパウダー】

＋
キャメル

材 質：

サ イ ズ：

カ ラ ー：
製 造 国：

敷きパッド：【表地】ムートン起毛（ポリエステル 100％）／発熱層：発熱特殊
パウダー、アルミパウダー／放熱防止層：ポリウレタンフィルム 20 μ【裏地】
マイクロファイバーポリエステル 100％
毛布・ひざ掛け：【表地】ムートン起毛（ポリエステル 100％）【中間層】発熱
特殊パウダー、アルミパウダー【裏地】フリース
敷きパッド：約 92 × 192cm（４隅ゴム付き）／毛布：約 140 × 200cm
ひざ掛け M：約 67 × 100㎝／ひざ掛け L：約 67 × 130㎝
キャメル
日本製

あったか〜 E®　敷きパッド／毛布
  　　敷きパッド　 6,028 円（税抜　5,480 円）

  　　毛布　　 　 7,678 円（税抜　6,980 円）

  　　ひざ掛け M  3,058 円（税抜　2,780 円）

  　　ひざ掛け L　3,278 円（税抜　2,980 円）

   

価格

価格

ペダルエクササイザーPX-one
膝や腰に自重がかからず無理なくペ
ダル運動ができる簡易マシーン

サイズ／直径約 35cm
重量／約 1,200g
材質／ PVC

4,950 円
（税抜　4,500 円）

価格

バランスディスク ポンプ付き
いろいろなバランストレーニングを
手軽に。猫背が気になる方も。

小さいバランスボール　20㎝
両膝の内側に力を入れ、ボールをへこ
ませて内ももや骨盤底筋のトレーニング

サイズ／直径約 20cm　：　重量／約 90g
材質／非フタル酸ポリ塩化ビニル
付属品／空気入れ用ストロー、空気栓
　　　　ミニブック

990 円（税抜　900 円）価格

わくわくエクササイズ　はちのじ
腕や足に引っ掛けて使うことができる
８の字タイプ。輪になっているので持
ちやすく、より負荷をかけやすい

わくわくエクササイズ　たまご
手のひらサイズのたまご型。握ったり伸
ばしたりすることで手指の運動に

サイズ／幅約 41×奥行き 10 ×高さ 2㎝
重量／約 190g　：　材質／ TPE
色／ピンク（柔らかめ）、イエロー（普通）
　　ブルー（固め）

1,980（税抜　1,800 円）価格

サイズ／幅約 4.5 ×高さ 6.5㎝
重量／約 60g　：　材質／ TPE
色／ピンク（柔らかめ）、イエロー（普通）
　　ブルー（固め）

660（税抜　600 円）価格

サイズ／幅 39 ×奥行き 42 ×高さ 24㎝
　　　   収納時：幅 39 ×奥行き 27 ×高さ 16㎝
重量／約 2.1Kg　：　材質／スチール、ABS
色／イエロー、グリーン、ブルー、ピンク
電源／（デジタルメーター）単 4 電池１本
付属品／デジタルメーター
　　　　滑り止めストラップ

6,930（税抜　6,300 円）価格

ソルボ外反母趾サポーター薄型

ソルボパッドで中足関節を押圧し
て足趾を開き、 足底側の中足パッ
ドがアーチを下からサポート。靴
を履いても使用できる薄型です。

ソルボセインが圧力を分散

足にフィットする
ニット素材を使用

ソルボ
足指間パッド

サイズ／ S（21.5 〜 23.0㎝）・M（23.5 〜 25.0㎝）、L（25.5 〜 27.0㎝）
材質／ポリウレタン、ナイロン　：　色／ベージュ

ソルボ外反母趾サポーター薄型　
　　 片足    2,090 円（税抜　1,900 円）価格

価格

価格

引っ張って貼るだけで巻き爪の食い込みを
保護。衛生的な使い捨てタイプ。

材質／テープ：ウレタン不織布、PE、アクリル系肌用粘
　　　着剤（剥離紙）紙
色／透明　：　サイズ／約 1.3 × 4.2㎝

巻き爪ガード まもり〜な（50 枚入り）

　　1,540 円（税抜　1,400 円）価格

貼る前に、足汗や皮脂をき
れいに拭いてください。中
央の剥離紙をはがします。

爪 の 食 い 込 み 部 分 に ク ッ
ションをあわせ左右に引っ
張ります。

皮膚を押し下げるようにし
て、片方ずつ貼り付け剥離
紙をはがします。

テープ全体をしっかり粘着
させて完成です。

使用方法

巻き爪ガード　まもりーな

※ ご購入後の返品はお受けできません。
　 サイズ・左右のお間違えのないようにご注意ください。

 【あったか〜Ｅ® 使用時の身体表面温度上昇】

あたたかさのヒミツはコレ！

コーティングフィルム
（発熱特殊パウダー＋アルミパウダー）


