もも編集室スタッフが選んでみました

デジタル温湿度計「ルーモ」

自立するので、目の届く
ところに置いて体調管理
におすすめ

温度と湿度の関係から熱中症やインフルエンザになり
やすい環境かどうかを判断し、液晶画面の顔のマーク
で表示。熱中症の警戒度が高くなるとランプとアラーム
で知らせてくれる

単４形 2 本で
経済的

デジタル温湿度計「ルーモ」
価格 2,728 円（税抜 2,480 円）
サイズ：縦 11.5 ×横 8.5 ×厚み 2.6㎝／重量：約 136g ／色：
ホワイト／表示範囲：温度 -9.9 〜 50.0℃、湿度 10 〜 99％
／付属品：動作確認用電池（単４形× 2 本）

ポータブル温湿度計「ブライン」

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／ 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
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高速回転エアなわと
び。高速回転ペアリ
ングで二重跳びもラ
クラク。床にロープを
打ち付けないので屋
内のトレーニングにも

抵抗レベルの異なるベルトを
セットで。トレーニングの手引
き付きですぐに始められる
（ヘビー：２種類／ライト：３種類）

マジックテープのベル 危険 度が上がれば
ト付きで、鞄などに取 色が変わって知らせ
り付けられて便利
てくれる

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：大阪府吹田市穂波町 19-25
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。
（都合によ
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。
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。

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

3,500 円）

サイズ：長さ約 45.5 ×φ約 15㎝／重量：約 330g ／
素材：エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂

リセットバー TRIGGER HARD ／ SOFT
NH3726

（ソフトタイプ）

NH3725

（ハードタイプ）

腕脚、足裏、お尻のケアに。トルネー
ドの形状が回すたびに気持ちいい

上肢・下肢のトレーニングが可能

セラバンド トレーニングセット（ヘビー／ライト）
価格 2,530 円（税抜 2,300 円）
セット内容：ヘビー = 青・黒 各 1 本、ライト = 赤・黄・緑 各 1 本／サイズ：長さ 150
㎝／材質：天然ゴム／付属品：トレーニングマニュアル 1、ポスター 1（ヘビー・ライト共）

電動楽らくムーブサイクル

リセットバー TRIGGER HARD ／ SOFT
価格 1,650 円（税抜 1,500 円）
サイズ：44 ×φ 4㎝／重量：NH3725 230g、NH3726 210g
色：グリーン（ハード）／ピンク（ソフト）

電動でペダルが回転するので、
低負荷の筋力維持の運動に最適

※ 送料に変更がございますのでご注意ください

■ 連絡先 もも編集室

２つに分かれるポール。半円形
状で安定した状態で使えます。
収納時はコンパクトに

セパレート ポール
価格 3,850 円（税抜

3,000 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。

☎

ジャンプ ロープ Air

セラバンド トレーニングセット

ポータブル温湿度計
「ブライン」
価格 2,750 円（税抜 2,500 円）
防滴設計で、急な雨にも安心
（IPX4 相当）

セパレート ポール

サイズ：幅 5 ×奥行 3.8 ×高さ 50㎝／材質：ボール = サーモプラ
スティックラバー、ロープ = ポリ塩化ビニル、グリップ = スチール、
ポリプロピレン／重量：1 個 290g

※ 警告モードにセットすると、危険度が「危険」
「厳重警戒」に
達した場合に点滅する

もも本舗

屋内でできるトレーニングに注目！空き時間を活用して健康維持を！
熱中症は、
屋内外問わず発症します。危険度をチェックできるグッズを活用して。

ジャンプ ロープ Air
価格 3,300 円（税抜

インフルエンザは、文字表示で３段階、熱
中症は文字表示とバックライト※の５段階
で危険度を知らせる。便利な時計機能付き

サイズ：縦 7 ×幅 3.6 ×厚み 1.6㎝／色：ホワイト／表示範囲：
温度 -9.9 〜 50.0℃、湿度 10 〜 99％／付属品：バンド、動作確
認用電池（リチウム電池 CR2032 ×１個）

健康ライフおススメグッズ

快適生活情報

電動楽らくムーブサイクル
価格 17,380 円
（税抜

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。

保護マット付き

上肢・下肢のトレーニングに使える

15,800 円）

サイズ：幅 42 ×奥行 40 ×高さ 29㎝／重量：約 4.5
㎏／耐荷重：90㎏／電源：AC100V ／材質：スチー
ル ABS（アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合
合成樹脂）
、PP（ポリプロピレン）
、PVC（ポリ塩化ビ
ニル）／付属品：保護マット／連続使用時間：15 分
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