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スポーツをもっとおもしろくする。
その基本は、すこやかなカラダ、そしてコンディ
ションです。
Finoaは、ヒトの運動力を科学で支える新しい
プロダクト・ブランド。
カラダを守る。強化する。予防する。そして運動
力を引き出す。
画期的な製品でスポーツシーンをリードして
いきます。

Finoa（フィノア）の大意は、「からだの快適向上
をとおし、あなたをしあわせな未来へと導く」
で、語源の、「フィ（ギ）友、親しみ、good（伊）優
れた＋ noah 奇跡・希望・未来の意」がネーミ
ングの由来になっています。

スポーツ力をプラスする＜Finoa＞
ムトーエンタープライズから。

Finoa Taping & Athletic Goods INDEX
●フィットネス用品
●How to Exercise
●テーピング・テープ（ハンディー・パック商品）
●JFAオフィシャル・テーピング・テープ
●テーピング・テープ／テーピング用品
●バンデージタイプ・サポーター
●バッグ／バッグ・キット／スプレー類
●冷却用品／コンプレッションバンデージ
●How to Tape
●Icing (R.I.C.E.) ー Cooling Down

Finoa Power Insole  INDEX
●Finoaパワーインソールの特長
●Finoaパワーインソール商品カタログ
●多目的芳香消臭剤 フレッシュボール／
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一流を得る、一流を創る、一流に育てる。
スポーツを楽しむ、生活が変わった、
だから素晴らしいと言えるものだけをお届けする。

世界の一流品だけを。

私たちムトーエンタープライズは、スポーツやレクリエーションにおける
からだの世界を科学的に捉えるプロフェッショナルです。スポーツで考
えられるアクシデントを未然に防ぐためにはどのようなギアが必要なの
か・・・。これまでの長い経験で培った眼で、スポーツ先進国が鍛えた多
くのケア用品を輸入販売しています。現代のスポーツ医学の技は、人
体のメカニズムをほとんど解明し、飛躍的な進歩を遂げています。これ
までの商品は意欲的に改良が進められるとともに、新たに登場する商
品には確信的な技術がこめられています。このような世界に誇れるもの
を積極的に日本の皆さまに紹介しお届けするとともに、是非とも欲しい
という商品の研究・開発も進めています。世界の一流品を見極め、無け
れば自らの手で創りだすことを積極的に行っています。

アスリートには、プレイを全力で楽しめるように、
レクリエーションには、快適を持続するサポートを。

持てるパワーをフルに発揮する、楽しみを阻害するスポーツのケガを未
然に防ぐ、機能が低下した部分を補い甦らせる・・・。快適にスポーツを楽
しむために、さらには痛めた部分の負荷を軽減させるために、私たちが
お届けしているボディサポート商品が役立っています。メタボリックシン
ドロームや高血圧が話題になるように、健康指向の人々が増えてきて
いるいま、気軽にスポーツを楽しむ人々が増えていますが、一方でケガ
も増加の一途。からだを理解し、日頃から正しいケアを行えば、からだ
はスポーツやレジャーを真から楽しめるようになり、健康で快適な生活
が実現します。その一助に私たちの商品がなればと考えています。

（株）ムトーエンタープライズ
スペシャルアドバイザー
川合 俊一

今回、ご縁がありこのような機会を
いただくことになりました。株式会
社ムトーエンタープライズのスポー
ツ事業への取り組みに共感し、取り
扱うスポーツケア用品を通じてより

高いレベルへのスポーツ振興・発展、けがを未然に防ぐことなどのお手
伝いができることを大変嬉しく思っています。株式会社ムトーエンター
プライズと共に日本中のアスリート、スポーツ愛好家、これからスポー
ツを始める方たちのお役に立ちたいと思っております。



品　番 価　格
各品番（22165〜22167） 本体価格 ￥850＋税

品　番 品名・強度／カラー サイズ（巾×円周）
❶ 22165 シェイプリング・ライト／イエロー

7.5×90cm❷ 22166 シェイプリング・ミディアム／グリーン
❸ 22167 シェイプリング・ヘビー／ブルー

品　番 価　格
22185 本体価格 ￥1,000＋税

品　番 品　名／カラー サイズ（巾×円周）
22185 シェイプリング・チャレンジ／ライム 10×60cm

品　番 価　格
各品番（22181〜22183） 本体価格 ￥1,000＋税

品　番 品　名／カラー サイズ（巾×円周）
❶ 22181 シェイプリング・フィットネス／ピンク

10×70cm❷ 22182 シェイプリング・スタンダード／パープル
❸ 22183 シェイプリング・アスリート／ブルー

品　番 価　格
各品番（22175〜22177） 本体価格 ￥1,200＋税

品　番 品名・強度／カラー サイズ（巾×長さ）
❶ 22175 シェイプバンドプラス・ライト／イエロー

15×120cm❷ 22176 シェイプバンドプラス・ミディアム／グリーン
❸ 22177 シェイプバンドプラス・ヘビー／ブルー

品　番 価　格
各品番（22151〜22155） 本体価格 ￥1,900＋税

品　番 価　格
22159 本体価格 ￥1,980＋税

品　番 カラー キット内容
❶ 22151 ライム

ケーブル、ドアアタッチメント、ハンド・フットハンドル、解説書
❷ 22152 ラベンダー
❸ 22153 ピンク
❹ 22154 パープル
❺ 22155 レッド

品　番 内　容
22159 DVD（16種類のエクササイズ収録）
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Fitness Goods

フィットネスケーブル・プラス選択チャート（○=適している △=体力に応じて選択）

シェイプリング（リング状・60cm）
ShapeRing (60cm)

●ジュニアや小柄な女性に最適な円周60ｃｍのリング。●運動神経や運動能力の向上、シェイプアップ効果が期待で
きます。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

フィットネス用リング　円周：60cm

シェイプバンドプラス（帯状）
ShapeBand Plus

●インナーマッスルのトレーニングに最適な帯状バンド。長さの3倍まで伸ばすことが可能。●ラテックス（天然ゴム）を採
用して劣化しにくく耐久性抜群。●トレーニング解説書付き。

フィットネス用バンド

❸❷❶

シェイプリング（リング状・90cm）
ShapeRing (90cm)

●結び目がないので一定の張力が保てます。長さの3倍まで伸ばすことが可能。●アスレチックトレーニングやシェイプ
アップなど、多様なトレーニングが可能。●ラテックス（天然ゴム）の採用で耐久性は抜群。●トレーニング解説書付き。

フィットネス用リング　円周：90cm

❸❷❶

フィットネスケーブル・プラス
Fitness Cable Plus

●筋力アップ、エアロビクス、ストレッチングと、必要に応じた多彩なエクササイズが可能。●5段階の強度から選択。

チューブ DE エクササイズ
Tube Exercise DVD

●16種類のエクササイズを収録したDVD。●フィットネスケーブル・プラスの
使い方と応用が楽しみながら身に付く構成。●60分

フィットネス用チューブ

❹ ❺

❸
❷

❶

シェイプリング（リング状・70cm）
ShapeRing (70cm)

●３種類の強度で体幹トレーニングが可能。●体幹、体軸の基礎、さらに強い体幹づくりに。またリハビリやシェイプアッ
プ、ロコモ対策やメタボ予防にも効果が期待できます。●木場克己監修のトレーニング解説書付き。

フィットネス用リング　円周：70cm

❸❷❶

プロトレーナーの体幹トレーニングから生まれた
Finoaトレーニング用品

体幹、体軸を支える下半身トレーニングに最
適な70cm/60cmリング。
直立した際に足首、ふとももにリングがたるまないように巻くには、リング
の円周は70cmがベストです。（ジュニアは60cm）

Finoa フィットネス用品 ●●Finoa フィットネス用品

KOBA 式体幹☆バランスライセンス協会代表（http://
kobakatsumi.jp/）／柔道整復師・鍼灸師・日本体育協会公
認アスレティックトレーナー／KOBAスポーツエンターテ
イメント（株）代表／（有）コバメディカルジャパン代表／（株）
アスリートウェーブ代表／TTC（トータルセラピストコミュ
ニティ）代表理事

監修・指導歴
パナソニックトレーニング家電監修／ＪＩＮＳ ＭＥＭＥ 
体幹アプリ監修／スポーツクラブルネサンス
FC東京、サンフレッチェ広島ユース／日本郵政グループ女
子陸上部／横浜FC、湘南ベルマーレ／ルネサンス競泳部／
アーティストトレーナー等

監 修・指 導  木 場 克 己
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How to Exercise
実績と経験が培った
<Finoa>テーピング用品

1890年前後にテーピングは足首の救急固定
のための手段として考案されたと伝えられてい
ます。その後徐々に発展を続け、現在のスポー
ツ・テーピングとして普及してきました。固定・
補強の方法は進化し、それに合わせてテーピン
グそのものも非伸縮、伸縮、ハンディカットな
ど様々な種類のテープが誕生しています。

当社の創業は1977年、まだ日本に馴染みのな
いテーピングをはじめとするケア用品を皆さ
まへお届けすることを目的にスタートいたし
ました。
インターハイ、国体などのバスケットボール会
場やハンドボール会場、ラグビー日本代表合宿
から地域開催のママさんバスケット大会会場
まで、日本全国でテーピングサービスコーナー
を設置してきました。アスリートからスポーツ
を楽しむ方々にテーピングの良さを体感して
いただく機会を設け、また、テーピング講習会
を定期的に開催しトレーナーや指導者、マネー
ジャーの方々にテーピング技術の普及も行っ
てきました。
当社は日本の黎明期から関わり続け日本の
テーピングは当社とともに歩んできたと自負
しております。これからも普及発展のため、よ
り良い製品、技術の提供、情報発信に努めてま
いります。

そんな永い経験と豊富な実績から生まれたの
が、＜FINOA/フィノア＞テーピング用品です。
素材と機能性にこだわったテーピング、携帯や
使用に便利なアクセサリーなどスポーツする
身体と心を確実にアシストします。

ス
ポ
ー
ツ
力
を
プ
ラ
ス
す
る

シェイプリング70cm／60cmの体幹トレーニング例　＊下のトレーニング例の他に数多くのトレーニングを手軽に行うことができます。

●シェイプリング・フィットネス●

●シェイプリング・アスリート●

●シェイプリング・スタンダード●

●シェイプリング・チャレンジ●

シェイプリング90cm／シェイプバンドプラスのトレーニング例 フィットネスケーブルプラスのトレーニング例

●●●シェイプリング90cm/シェイプバンドプラス●●● ●●●●●フィットネスケーブルプラス●●●●●

写真のトレーニング例： ❶サイドベント ❷ベントオーバー・サイドレイズ 
❸プルオーバー ❹サイドレイズ ❺アームカール

5段階の強度から選べるラインアップで、アスレチックからシェイプアップまで
代表的な16種類の他さまざまなトレーニングが可能です。

写真のトレーニング例： ❶レッグ・アダプション ❷アームカール ❸フロン
トレイズ ❹レッグ・エクステンション ❺トライセプス・エクステンション

代表的な15種類のアスレチックトレーニングや、12種類のシェイプアップトレー
ニングの他さまざまなトレーニングが可能です。

❶ ❶❷ ❷❸ ❸

❹

❹❺ ❺

Finoa テーピング・テープ／テーピング用品 ●●Finoa How to Exercise

<テーピングセミナー（WORKSHOP/ワークショップ）>
Finoa（フィノア）テーピングセミナー(WORKSHOP/ワークショップ)では、初心
者・中級者向けの受講者のレベルや要望に応じたセミナーを行っております。わか
りやすく、実践に主眼を置いたセミナーです。個々の目的にあった的確なテーピン
グを施すことで、肉体的にも精神的にもサポートすることができます。テーピング
技術は、巻き方を覚え経験を積み重ねていくことが重要です。
●WORKSHOPについては講師派遣を行っております。内容、諸費用に関して
　は、お気軽にご相談ください。
●一定の講習を受講された方には、FINOA TAPING WORKSHOP修了証を
　発行しております。



品　番 ❶ 10028 ❷ 10040 ❸ 10041 ❹ 10044 ❺ 10045 ❻ 10046 ❼ 10047 ❽ 10049
カラー ベージュ ライム レッド イエロー ブラック ブルー オレンジ ピンク

テープ巾 7.0cm
テープ長 27.0m ＊伸長サイズ

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 価 格 ケース価格
各品番（10028〜10049） 本体価格 ￥330＋税 本体価格 ￥1,980＋税

品　番 価 格 ケース価格
10021 本体価格 ￥340＋税 本体価格 ￥2,720＋税

品　番 10021
適用部位 指
テープ巾 1.3cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 2個
1ケース内数量 8パック

品　番 価 格 ケース価格
10022 本体価格 ￥480＋税 本体価格 ￥2,880＋税

品　番 10022
適用部位 指
テープ巾 1.9cm
テープ長 12.0m
テープ長 2個

1ケース内数量 6パック

品　番 ❶ 10023 ❷ 10024
適用部位 指・手首
テープ巾 2.5cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 1個 2個(お徳用)
1ケース内数量 8パック 6パック

品　番 価 格 ケース価格
10023 本体価格 ￥320＋税 本体価格 ￥2,560＋税
10024 本体価格 ￥590＋税 本体価格 ￥3,540＋税

品　番 ❶ 10025 ❷ 10026
適用部位 足首・ひじ
テープ巾 3.8cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 1 個 2個(お徳用)
1ケース内数量 6 パック 6パック

品　番 価 格 ケース価格
10025 本体価格 ￥430＋税 本体価格 ￥2,580＋税
10026 本体価格 ￥790＋税 本体価格 ￥4,740＋税

品　番 10027
適用部位 足首・ひざ
テープ巾 5.0cm
テープ長 12.0m

1 パック内数量 1 個
1 ケース内数量 6 パック

品　番 価 格 ケース価格
10027 本体価格 ￥550＋税 本体価格 ￥3,300＋税

品　番 10029
適用部位 指 指・手首
テープ巾 1.3cm 2.5cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 1 個 1個
1ケース内数量 16パック

品　番 価 格 ケース価格
10029 本体価格 ￥480＋税 本体価格 ￥7,680＋税

品　番 10073
適用部位 足首・
テープ巾 7.5cm
テープ長 4.5m ＊伸長サイズ

1パック内数量 1個
1ケース内数量 8パック

品　番 価 格 ケース価格
10073 本体価格 ￥600＋税 本体価格 ￥4,800＋税

品　番 価 格 ケース価格
10031 本体価格 ￥1,200＋税 本体価格 ￥19,200＋税

品　番 10031
適用部位 足首・ひじ
テープ巾 3.8cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 3個(お徳用)
1ケース内数量 16パック

品　番 10030
適用部位 指・手首
テープ巾 2.5cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 3個(お徳用)
1ケース内数量 16パック

品　番 価 格 ケース価格
10030 本体価格 ￥900＋税 本体価格 ￥14,400＋税

品　番 10063
用　途 アイシング冷却剤固定用

テープ巾 7.5cm
テープ長 4.5m ＊伸長サイズ

1パック内数量 1個
1ケース内数量 12パック

品　番 価 格 ケース価格
10063 本体価格 ￥500＋税 本体価格 ￥6,000＋税

品　番 価　格 ケース価格
3375 本体価格 ￥420＋税 本体価格 ￥3,360＋税
3376 本体価格 ￥630＋税 本体価格 ￥3,780＋税
3377 本体価格 ￥840＋税 本体価格 ￥5,040＋税
3378 本体価格 ￥1,260＋税 本体価格 ￥7,560＋税

品　番 ❶ 3375 ❷ 3376 ❸ 3377 ❹ 3378
適用部位 指・手首 ひじ・ふくらはぎ・肩 ふくらはぎ・ひざ・太もも 肩・腰・太もも
テープ巾 2.5cm 3.8cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 5.0m

1 パック内数量 1 個
1 ケース内数量 8 パック 6 パック 6 パック 6 パック

品　番 価　格 ケース価格
3270 本体価格 ￥380＋税 本体価格 ￥3,040＋税
3271 本体価格 ￥540＋税 本体価格 ￥3,240＋税
3272 本体価格 ￥700＋税 本体価格 ￥4,200＋税
3273 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥6,000＋税

品　番 ❶ 3270 ❷ 3271 ❸ 3272 ❹ 3273
適用部位 指・手首 ひじ・ふくらはぎ・肩 ふくらはぎ・ひざ・太もも 肩・腰・太もも
テープ巾 2.5cm 3.8cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 5.0m

1 パック内数量 1 個
1 ケース内数量 8 パック 6 パック 6 パック 6 パック
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Taping Tape - Blister Pack

B.Pアンダーラップ
B.P Under Wrap

●肌を保護する下地処理用アンダーラップ。●全8色でチームカラーに合わせて選べます。●また、バドミントンラケットのグリップの太さ調整などにも使用できます。●アンダーラップを肌に密着させるためのタックスプレーと、アンダーラップを取っ
た後、のりを除去するためのリムーバースプレーは必需品。（P．14参照）

ブリスターパック アンダーラップ

ブリスターパック 伸縮包帯ブリスターパック サポート用伸縮テープ

ブリスターパック サポート用伸縮テープ --- 撥水タイプ

ブリスターパック サポート用伸縮テープ

B.Pエラスチックバンデージ（7.5cm）
B.P Elastic Bandage ( 7.5cm )

●サポーターとして、またR.I.C.E.処置の圧迫や肉離れの抑え、アイスバッグ
の固定などに使用。●伸縮自在で洗濯もできる良質ゴムと綿との交織。

B.P キネシオロジーテープ FREX
B. P Kinesiology Tape FREX

●基布に撥水性、速乾性、弾力性に優れた素材を使
用。●強力に水をはじき、べたつきを抑えさらっとした使
用感。●張力に優れた基布素材が筋肉や関節を強力、
柔軟にサポート。●それぞれの適用部位に最適な4種
類のテープ巾を用意。

B.P キネシオロジーテープ
B. P Kinesiology Tape

●肌へのダメージを最小に抑えたサポート用伸縮テー
プ。●アクリル系の粘着剤を使用し、筋肉や関節の動
きを妨げることのない伸縮性で体をサポート。●それぞ
れの適用部位に最適な4種類のテープ巾を用意。

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

❹

❹

❶

❶

❷

❷

❸

❸

肌保護用 巾7.0cm

指・手首用/ひじ・ふくらはぎ・肩用/ふくらはぎ・ひざ・太もも用/肩・腰・太もも用

指・手首用/ひじ・ふくらはぎ・肩用/ふくらはぎ・ひざ・太もも用/肩・腰・太もも用 ゴムと綿の混紡 巾7.5cm

B.Pホワイトテープ（1.3cm）
B.P White Tape ( 1.3cm  )

●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備。●柔軟性
のある固定力で効果的にサポート。●指のテーピングにマッチする1.3cm巾
のブリスターパック。

B.Pホワイトテープ（1.9cm）
B.P White Tape ( 1.9cm )

●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備。●柔軟性
のある固定力で効果的にサポート。●指のテーピングにマッチする1.9cm巾
のブリスターパック。

B.Pホワイトテープ（2.5cm）
B.P White Tape ( 2.5cm )

●安定した張力と固定力が特長の無気孔ノンポーラステープ。●必要に合
わせてお求めいただけるブリスターパックお徳用2個入りを用意。

B.Pホワイトテープ（3.8cm）
B.P White Tape ( 3.8cm )

●安定した張力と固定力が特長の無気孔ノンポーラステープ。●必要に合
わせてお求めいただけるブリスターパックお徳用2個入りを用意。

B.Pホワイトテープ（5.0cm）
B.P White Tape ( 5.0cm )

●安定した張力と固定力が特長の無気孔ノンポーラステープ。
●足首・ひざのテーピングに最適の5.0ｃｍ巾。

B.Pホワイトテープ バレー用（1.3cm/2.5cm）
B.P White Tape for Volleyball ( 1.3cm /2.5cm  )

●バレーボールに必須な1.3cmと2.5cm巾がそれぞれ1個ずつ入った2個入
りブリスターパック・セット。

B.Pサッカーバンデージ
B.P Soccer Bandage

●サッカーに最適な足首捻挫予防用バンデージ。●伸縮性があるので、プレ
イヤーの好みに合わせた固定力と圧迫感に調節可能。

ブリスターパック 固定用非伸縮テープ

ブリスターパック 固定用非伸縮テープ

ブリスターパック 固定用伸縮バンデージ

B.Pホワイトテープ（2.5cm）
B.P White Tape ( 2.5cm )

●指・手首用2.5cm。●お得な3個入りブリスターパック。

B.Pホワイトテープ（3.8cm）
B.P White Tape ( 3.8cm )

●足首・ひじ用3.8cm。●お得な3個入りブリスターパック。

❶

❷

❶

❷

ブリスターパック 固定用非伸縮テープ

指用 巾1.3cm

足首・ひじ用 巾3.8cm

足首・ひじ用 お徳用3個入り 巾3.8cm

指用 巾1.9cm

足首・ひざ用 巾5.0cm

バレーボール用 巾1.3/2.5cm

指・手首用 巾2.5cm

指・手首用 お徳用3個入り 巾2.5cm

サッカー用 巾7.5cm

Finoa テーピング・テープ ブリスターパック ●●Finoa テーピング・テープ ブリスターパック



品　番 ❺ 10604
カラー イエロー

テープ巾 2.5cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 ❶ 10600 ❷ 10601 ❸ 10602 ❹ 10603
カラー ホワイト ブルー ブラック レッド

テープ巾 2.5cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 価　格 ケース価格
各品番（10600〜10604） 本体価格 ￥300＋税 本体価格 ￥1,800＋税

品　番 ❺ 10654 ❻ 10655 ❼ 10657
カラー イエロー グリーン オレンジ

テープ巾 3.8cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 ❶ 10650 ❷ 10651 ❸ 10652 ❹ 10653
カラー ホワイト ブルー ブラック レッド

テープ巾 3.8cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 価　格 ケース価格
各品番（10650〜10657） 本体価格 ￥450＋税 本体価格 ￥2,700＋税

品　番 ❺ 1604
カラー イエロー

テープ巾 2.5cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 ❶ 1600 ❷ 1601 ❸ 1602 ❹ 1603
カラー ホワイト ブルー ブラック レッド

テープ巾 2.5cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 価　格 ケース価格
各品番（1600〜1604） 本体価格 ￥280＋税 本体価格 ￥1,680＋税

品　番 ❺ 1654 ❻ 1655 ❼ 1657
カラー イエロー グリーン オレンジ

テープ巾 3.8cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 ❶ 1650 ❷ 1651 ❸ 1652 ❹ 1653
カラー ホワイト ブルー ブラック レッド

テープ巾 3.8cm
テープ長 7.7m

1パック内数量 1 個
1ケース内数量 6 パック

品　番 価　格 ケース価格
各品番（1650〜1657） 本体価格 ￥430＋税 本体価格 ￥2,580＋税

品　番 価　格 ケース価格
1560 本体価格 ￥330＋税 本体価格 ￥2,640＋税

品　番 1560
カラー ベージュ

テープ巾 7.0cm
テープ長 27.0m ＊伸長サイズ

1パック内数量 1個
1ケース内数量 8パック

品　番 ❶ 1513 ❷ 1519 ❸ 1525 ❹ 1526 ❺ 1527
適用部位 指 指・手首
テープ巾 1.3cm 1.9cm 2.5cm
テープ長 12.0m

1パック内数量 2個 2個 1 個 2個（お徳用） 3個（お徳用）
1ケース内数量 15パック 10パック 15 パック 15 パック 10パック

品　番 1513 1519 1525 1526 1527
価　格 本体価格 ￥330＋税 本体価格 ￥470＋税 本体価格 ￥310＋税 本体価格 ￥600＋税 本体価格 ￥870＋税

ケース価格 本体価格 ￥4,950＋税 本体価格 ￥4,700＋税 本体価格 ￥4,650＋税 本体価格 ￥9,000＋税 本体価格 ￥8,700＋税

品　番 ❶ 1538 ❷ 1539 ❸ 1540 ❹ 1550
適用部位 足首・ひじ 足首・ひざ
テープ巾 3.8cm 5.1cm
テープ長 13.7m

1パック内数量 1個 2個（お徳用） 3個（お徳用） 1個
1ケース内数量 20パック 10パック 5パック 15パック

品　番 1538 1539 1540 1550
価　格 本体価格 ￥400＋税 本体価格 ￥780＋税 本体価格 ￥1,140＋税 本体価格 ￥520＋税

ケース価格 本体価格 ￥8,000＋税 本体価格 ￥7,800＋税 本体価格 ￥5,700＋税 本体価格 ￥7,800＋税

品　番 ❶ 280 ❷ 281 ❸ 282 ❹ 283
適用部位 指・手首 ひじ・ふくらはぎ・肩 ふくらはぎ・ひざ・太もも 肩・腰・太もも
テープ巾 2.5cm 3.8cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 5.0m

1パック内数量 1個
1ケース内数量 30パック 20パック 15パック 10パック

品　番 ❶ 1251 ❷ 1252 ❸ 1253
適用部位 指・手首 足首・ひざ・ひじ ひざ・肩・太もも
テープ巾 2.5cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 4.57m＊伸長サイズ

1パック内数量 1個
1ケース内数量 12パック 6パック 4パック

品　番 280 281 282 283
価 格 本体価格 ￥350＋税 本体価格 ￥510＋税 本体価格 ￥670＋税 本体価格 ￥980＋税

ケース価格 本体価格 ￥10,500＋税 本体価格 ￥10,200＋税 本体価格 ￥10,050＋税 本体価格 ￥9,800＋税

品　番 1251 1252 1253
価 格 本体価格 ￥400＋税 本体価格 ￥720＋税 本体価格 ￥1,000＋税

ケース価格 本体価格 ￥4,800＋税 本体価格 ￥4,320＋税 本体価格 ￥4,000＋税

品　番 価　格 ケース価格
各品番（1292 ・1297 ・1230 ・1232 ・1234 ・1236 ・1238） 本体価格 ￥720＋税 本体価格 ￥4,320＋税

各品番（1293 ・1298） 本体価格 ￥1,020＋税 本体価格 ￥4,080＋税

品　番 ❶ 1292 ❷ 1297 ❸ 1230 ❹ 1232 ❺ 1234 ❻ 1236 ❼ 1238 ❽ 1293 ❾ 1298
適用部位 指から太ももまでオールマイティに ひざ・太もも・肩
カラー ホワイト ブラック ブルー レッド ピンク ゴールド グリーン ホワイト ブラック

テープ巾 5.1cm 5.1cm 5.1cm 5.1cm 5.1cm 5.1cm 5.1cm 7.6cm 7.6cm
テープ長 6.8m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 6個 6個 6個 6個 6個 6個 6個 4個 4個
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B.P F カラーテープ （2.5cm）
B.P F Color Tape ( 2.5cm )

サッカー日本代表チームオフィシャルライセンス商品
●サッカー日本代表チームバージョン・カラーテーピング。●ウエアやユニフォームに合わせて使用できる
5色を用意。●指・手首のテーピングに最適なテープ巾2.5cm。

B.P F カラーテープ （3.8cm）
B.P F Color Tape ( 3.8cm )

サッカー日本代表チームオフィシャルライセンス商品
●サッカー日本代表チームバージョン・カラーテーピング。●ウエアやユニフォームに合わせて使用できる
7色のラインアップ。●足首・ひじのテーピングに最適なテープ巾3.8cm。

ブリスターパック 固定用非伸縮カラーテープ

❹

❶

❺

❷

❸

❶ ❹❷

❺

❸

❻ ❼

S.P F カラーテープ（2.5cm）
S.P F Color Tape ( 2.5cm )

サッカー日本代表チームオフィシャルライセンス商品
●サッカー日本代表チームバージョン・カラーテーピング。●ウエアやユニフォームに合わせて使用できる
5色を用意。●指・手首のテーピングに最適なテープ巾2.5cm。

S.P F カラーテープ（3.8cm）
S.P F Color Tape ( 3.8cm )

サッカー日本代表チームオフィシャルライセンス商品
●サッカー日本代表チームバージョン・カラーテーピング。●ウエアやユニフォームに合わせて使用できる
7色のラインアップ。●足首・ひじのテーピングに最適なテープ巾3.8cm。

シュリンクパック 固定用非伸縮カラーテープ

指・手首用 巾2.5cm

指・手首用 巾2.5cm

足首・ひじ用 巾3.8cm

足首・ひじ用 巾3.8cm

Taping Tape - Shrink Pack

S.Pアンダーラップ
S.P Under Wrap

●肌を保護する下地処理用アンダーラップ。●テープをはがすときの痛みを
防止。●タックスプレーをかけてから巻くとスベリやズレが解消されテーピング
効果がさらにアップ。（Ｐ.14参照）

シュリンクパック アンダーラップ

S.Pプロホワイト（1.3cm/1.9cm/2.5cm）
S.P Pro White (1.3cm/1.9cm/2.5cm)

●のり残りの少ないソフトな粘着剤を使用。●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備。●柔軟
性のある固定力で指を効果的にサポート。●指用や指・手首用の5種類のシュリンクパック。

S.Pプロホワイト（3.8cm/5.1cm）
S.P Pro White (3.8cm/5.1cm)

●粘着剤に合成ゴムを使用。天然ゴムによる肌のカブレを解消。●しっかりした粘着力と張力。●ギザギザカットのエッ
ジで切りやすく、糸残りも軽減。

シュリンクパック 固定用非伸縮テープ
指用/指・手首用 足首・ひじ用/足首・ひざ用

肌保護用 巾7.0cm

S.Pキネシオロジーテープ
S.P Kinesiology Tape

●肌へのダメージを最小に抑えたサポート用伸縮テープ。●アクリル系の粘着剤を使用し、筋肉や関節の動きを妨げること
のない伸縮性で体をサポート。●それぞれの適用部位にマッチする4種類のシュリンクパック。

S.PエラスチックテープⅡ
S.P Elastic Tape II

●全方向に柔軟な伸縮性の関節固定用テープ。●プロホワイト・テープに近い固定力。●ハンディカット伸縮テープと
の併用でさらに効果がアップ。

S.Pライトガード
S.P Lite Guard 

●関節部分から筋肉まで、様 な々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。●アンカー
テープやラッピング、足首の補強などに。●ラグビーでは指や太ももに巻き、すべり止めとしても活用できます。●指から太もも、肩までマッチする２サイズ。

❹❶ ❷ ❸ ❶ ❷ ❸

シュリンクパック サポート用伸縮テープ シュリンクパック 関節固定用伸縮テープ

シュリンクパック 軽量ハンディカット固定用伸縮テープ

指・手首用/ひじ・ふくらはぎ・肩用/ふくらはぎ・ひざ・太もも用/肩・腰・太もも用 指・手首用/足首・ひざ・ひじ用/ひざ・肩・太もも用

指から太もも用/ひざ・太もも・肩用
❸
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❶

❸ ❹ ❺❷❶ ❹❸❷❶

Finoa JFAオフィシャル テーピング・テープ ●●Finoa テーピング・テープ シュリンクパック



品　番 ❶ 1025 ❷ 1027
適用部位 足首・ひじ 足首・ひざ
テープ巾 3.8cm 5.0cm
テープ長 12.0m

1ケース内数量 8 個 6個

品　番 価　格 ケース価格
1025 本体価格 ￥350＋税 本体価格 ￥2,800＋税
1027 本体価格 ￥480＋税 本体価格 ￥2,880＋税

品　番 290
適用部位 指・手首
カラー ホワイト

テープ巾 2.5cm
テープ長 6.8m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 12個

品　番 価　格 ケース価格
290 本体価格 ￥350＋税 本体価格 ￥4,200＋税

品　番 ❶ 293 ❷ 298
適用部位 ひざ・太もも・肩
カラー ホワイト ブラック

テープ巾 7.6cm
テープ長 6.8m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 4個

品　番 価　格 ケース価格
各品番（293・298） 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥4,000＋税

品　番 価　格 ケース価格
1061 本体価格 ￥160＋税 本体価格 ￥3,840＋税
1062 本体価格 ￥230＋税 本体価格 ￥7,360＋税
1063 本体価格 ￥300＋税 本体価格 ￥7,200＋税

品　番 ❶ 1061 ❷ 1062 ❸ 1063
適用部位 指 指・手首
テープ巾 1.3cm 1.9cm 2.5cm
テープ長 12.0m

1ケース内数量 24 個 32 個 24個

品　番 価　格 ケース価格
216 本体価格 ￥700＋税 本体価格 ￥4,200＋税
217 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥4,000＋税

品　番 ❶ 216 ❷ 217
適用部位 足首・手首・ひじ ひざ・太もも・肩
テープ巾 5.0cm 7.5cm
テープ長 4.5m＊伸長サイズ

1ケース内数量 6 個 4個

品　番 価　格 ケース価格
各品番（292・297・230・232・234・236・238） 本体価格 ￥700＋税 本体価格 ￥4,200＋税

品　番 ❶ 292 ❷ 297 ❸ 230 ❹ 232 ❺ 234 ❻ 236 ❼ 238
適用部位 指から太ももまでオールマイティに
カラー ホワイト ブラック ブルー レッド ピンク ゴールド グリーン

テープ巾 5.1cm
テープ長 6.8m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 6 個 6 個 6 個 6 個 6 個 6 個 6個

品　番 ❶ 1065 ❷ 1067
適用部位 足首・ひじ 足首・ひざ
テープ巾 3.8cm 5.1cm
テープ長 13.7m

1ケース内数量 32 個 24個

品　番 価　格 ケース価格
1065 本体価格 ￥390＋税 本体価格 ￥12,480＋税
1067 本体価格 ￥510＋税 本体価格 ￥12,240＋税

品　番 価　格 ケース価格
各品番（1040〜1049） 本体価格 ￥320＋税 本体価格 ￥3,840＋税

品　番 ❶ 1040 ❷ 1041 ❸ 1042 ❹ 1044 ❺ 1045 ❻ 1046 ❼ 1047 1048 ❽ 1049
カラー ライム レッド ベージュ イエロー ブラック ブルー オレンジ ミックス ピンク

巾×長さ 7.0cm×27.0m ＊伸長サイズ
1ケース内数量 12 個

備　考 ミックス（品番1048）：ライム、レッド、オレンジ、ピンク 各1個　ベージュ、イエロー、ブラック、ブルー各2個　合計12個

品　番 価　格 ケース価格
270 本体価格 ￥320＋税 本体価格 ￥3,840＋税
271 本体価格 ￥480＋税 本体価格 ￥3,840＋税
272 本体価格 ￥640＋税 本体価格 ￥3,840＋税
273 本体価格 ￥960＋税 本体価格 ￥3,840＋税

品　番 ❶ 270 ❷ 271 ❸ 272 ❹ 273
適用部位 指・手首 ひじ・ふくらはぎ・肩 ふくらはぎ・ひざ・太もも 肩・腰・太もも
テープ巾 2.5cm 3.8cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 5.0m

1ケース内数量 12 個 8 個 6 個 4個

品　番 価　格 ケース価格
375 本体価格 ￥400＋税 本体価格 ￥4,800＋税
376 本体価格 ￥600＋税 本体価格 ￥4,800＋税
377 本体価格 ￥800＋税 本体価格 ￥4,800＋税
378 本体価格 ￥1,200＋税 本体価格 ￥4,800＋税

品　番 ❶ 375 ❷ 376 ❸ 377 ❹ 378
適用部位 指・手首 ひじ・ふくらはぎ・肩 ふくらはぎ・ひざ・太もも 肩・腰・太もも
テープ巾 2.5cm 3.8cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 5.0m

1ケース内数量 12 個 8 個 6 個 4個
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Taping Tape

ホワイトテープ・バルク
White Tape Bulk

●ソフトな粘着力の足首・ひじ・ひざ用テープ。●柔軟性がありながらしっかり
固定を実現。●小箱対応。

❶ ❷

足首・ひじ・ひざ用 固定用非伸縮テープ

プロホワイト
Pro White

●主に手に使用。●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。

プロホワイト
Pro White

●しっかりした粘着力と張力で足首・ひじ・ひざを効果的にサポート。●テープ
エッジにギザギザカットを施したハンディカットタイプ。

ストレッチライトテープ
Stretch Light Tape

●軽くて通気性があり粘着力も抜群のテープ。●足首、手首、ひじなどの関
節部分に使用。●簡単に切れるハンディカットタイプ。●プロホワイト・テープ
との併用でさらに効果がアップ。

❶ ❷ ❸
❷ ❶

❶❷

指・手首用 固定用非伸縮テープ---基本テープ 足首・ひじ・ひざ用 固定用非伸縮テープ---基本テープ

多目的ハンディカット固定用伸縮テープ

アンダーラップ
Under Wrap

●肌を保護する下地処理用アンダーラップ。●全8色でチームカラーに合わせて選べます。●また、バドミントンラケットのグリップの太さ調整などにも使用できます。●必需品のタックスプレーの使用で、
スベリやズレを解消。（P.14参照）

皮膚を保護するアンダーラップ

❻

❸

❺

❶

❹

❼
❽

❷

Finoa テーピング・テープ ●●Finoa テーピング・テープ

ライトガード（2.5cm）
Lite Guard (2.5cm)

●関節部分から筋肉まで、様 な々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。●
指・手首のテーピングにマッチする2.5cm巾。

ライトガード（7.6cm）
Lite Guard (7.6cm)

●関節部分から筋肉まで、様 な々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。●ひ
ざ・太もも・肩のテーピングにマッチする7.6cm巾。

指・手首用 軽量ハンディカット固定用伸縮テープ ひざ・太もも・肩用 軽量ハンディカット固定用伸縮テープ

ライトガード（5.1cm）
Lite Guard (5.1cm)

●関節部分から筋肉まで、様 な々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。●アンカーテープやラッピング、足首の補強などに。
●ラグビーでは指や太ももに巻き、すべり止めとしても活用できます。●様 な々部位に使用可能な5.1ｃｍ巾。

❶ ❷

❸ ❹ ❺ ❻ ❼❷❶

軽量ハンディカット固定用伸縮テープ

キネシオロジーテープ
Kinesiology Tape

●使用感の良いアクリル系の粘着剤を使用。●動きを妨げない伸縮性。

❶

❷

❹

❸

❶

❷

❹

❸

肌へのダメージを最小に抑えたサポート用伸縮テープ

キネシオロジーテープ FREX
Kinesiology Tape FREX

●基布に撥水性、速乾性、弾力性に優れた素材を使用。●優れた張力。

サポート用伸縮テープ---撥水タイプ



品　番 価　格 ケース価格
251 本体価格 ￥380＋税 本体価格 ￥4,560＋税
252 本体価格 ￥700＋税 本体価格 ￥4,200＋税
253 本体価格 ￥980＋税 本体価格 ￥3,920＋税

品　番 ❶ 251 ❷ 252 ❸ 253
適用部位 指・手首 足首・ひざ・ひじ ひざ・肩・太もも
テープ巾 2.5cm 5.0cm 7.5cm
テープ長 4.57m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 12 個 6 個 4個

品　番 価　格 ケース価格
328 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥6,000＋税
329 本体価格 ￥1,300＋税 本体価格 ￥7,800＋税

品　番 ❶ 328 ❷ 329
適用部位 腰・肩・そけい部
テープ巾 10.0cm 15.0cm
テープ長 9.1m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 6 個 6個

品　番 価　格 ケース価格
210 本体価格 ￥470＋税 本体価格 ￥2,820＋税
211 本体価格 ￥700＋税 本体価格 ￥2,800＋税

品　番 210 211 NEW

適用部位 指から太ももまでオールマイティに ひざ・太もも・肩
テープ巾 5.0cm 7.5ｃｍ
テープ長 5.5m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 6個 4個

品　番 価　格 ケース価格
342 本体価格 ￥400＋税 本体価格 ￥4,800＋税
343 本体価格 ￥500＋税 本体価格 ￥6,000＋税
344 本体価格 ￥600＋税 本体価格 ￥7,200＋税
346 本体価格 ￥800＋税 本体価格 ￥9,600＋税

品　番 ❶ 342 ❷ 343 ❸ 344 ❹ 346
適用部位 手首・足首・ひじ 足首・ひざ ひざ・太もも 太もも・腰

巾 5.0cm 7.5cm 10.0cm 15.0cm
長さ 4.5m ＊伸長サイズ

1ケース内数量 12 個 12 個 12 個 12個

品　番 ケース価格
1800 本体価格 ￥2,700＋税

品　番 1800

内　容 
品名（品番）

ホワイトテープ・バルク
（1025）

ストレッチライトテープ
（216）

ライトガード
（292）

エラスチックテープⅡ
（252）

キネシオロジーテープ
（272）

アンダーラップ 
ピンク（1049）

テープ巾 3.8cm 5.0cm 5.1cm 5.0cm 5.0cm 7.0cm

テープ長 12.0m 4.5m
＊伸長サイズ

6.8m
＊伸長サイズ

4.57m
＊伸長サイズ 5.0m 27.0m

＊伸長サイズ

キット内数量 1 個 1 個 1 個 1 個 1 個 1個

品　番 ケース価格
1801 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 1801

内　容 
品名（品番）

ホワイトテープ・バルク
（1025）

プロホワイト 
（1065）

アンダーラップ 
イエロー（1044）

アンダーラップ 
ピンク（1049）

テープ巾 3.8cm 3.8cm 7.0cm 7.0cm

テープ長 12.0m 13.7m 27.0m
＊伸長サイズ

27.0m
＊伸長サイズ

キット内数量 2 個 2 個 1 個 1個

品　番 価　格 ケース価格
782 本体価格 ￥850＋税 本体価格 ￥4,250＋税

品　番 782
巾 20cm

長さ 30cm
厚み 0.7cm

1ケース内数量 5枚

品　番 ❶ 925 ❷ 926
品　名 コブラカッター コブラカッター専用替刃
全　長 20cm ー

1ケース内数量 1 個 4枚入り

品　番 価　格
925 本体価格 ￥1,900＋税
926 本体価格 ￥500＋税

品　番 価　格
911 本体価格 ￥2,800＋税
915 本体価格 ￥8,000＋税

品　番 ❶ 911 ❷ 915
全　長 18.5cm 20.5cm

1ケース内数量 1 個

品　番 価　格
916 本体価格 ￥7,980＋税

品　番 916
全　長 23.5cm

1ケース内数量 1個

品　番 430
容　量 300㎖

1ケース内数量 6本

品　番 価　格 ケース価格
430 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥6,000＋税

品　番 420
容　量 300㎖

1ケース内数量 6本

品　番 価　格 ケース価格
420 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥6,000＋税

品　番 830
1パック内数量 4ペア（8個）

品　番 価　格
830 本体価格 ￥600＋税

品　番 ❶ 700 ❷ 702
カラー クリアー ブラック

品　番 価　格
700・702 本体価格 ￥600＋税
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Taping Tape Taping Gooods

フォームラバー
Foam Rubber

●衝撃の吸収やストレスポイントの緩和に適したソフトタイプ。●部位に合わ
せてはさみでカットし、テーピングで固定して使用。●優れた緩衝効果と保護
効果を発揮。

衝撃吸収・緩衝用パッド

コブラカッター
KOBRA Cutter

●皮膚を痛めず、スピーディーにテープを身体から切り離すことができるカッ
ター。●はさみと一緒に常備するべき必需品。

❶

❷

テープ取り外し専用カッター

テーピング用はさみ
Bandage Scissors

●先端が丸く、刃がドッグレッグした形状で、皮膚を傷つけずに巻いたテープを
切ることが可能。●テープの他にパッドやフォームラバー、伸縮テープを切るた
めに必要なアイテム。

プロ11T ノンスティックシザーズ
PRO11T Scissors

●先端が丸く、皮膚を傷つけずにテーピングを切ることが可能です。●大きな
フィンガーグリップで、切りやすく快適です。また、パワーロックスクリューでゆる
みも軽減します。●キネシオテープや伸縮テープをカットしても、粘着剤が刃に
付きにくいコーティング加工を施しています。

テーピング専用はさみ テーピング専用はさみ

❶

❷

リムーバースプレー
Remover Spray

●タックスプレーやテープの粘着剤、そしてグリース・軟膏などを除去するためのスプレー。

タックスプレー
Tack Spray

●アンダーラップを皮膚に密着させるためののり剤。速乾性で、発汗などによるテープのズレやゆるみを防止。

のり除去スプレーのりスプレー

アイブラック
Eye Black

●目の下に貼り太陽光線の反射から
目を守るシール。●日中日差しが強い
ときに効果を発揮。

目の下に貼る反射止めシール

マウスガード（ケース付き）
Mouth Guard

●コンタクトスポーツの必需品。●衝撃から歯や舌をガード。●熱湯で柔らか
くしてから歯型をとり、冷却して使用。●持ち運びやマウスガード本体の保護・
収納に便利なケース付き。

衝撃から舌や歯をガード

❷

❶

Finoa テーピング用品 ●●Finoa テーピング・テープ

エラスチックテープⅡ
Elastic Tape II

●全方向に柔軟な伸縮性の関節固定用テープ。●プロホワイト・テープに近
い固定力。●ハンディカット伸縮テープとの併用でさらに効果がアップ。

エラスチックバンデージ プレミアム ダブルレングス
Elastic Bandage Premium Double Length

●綿とラテックスフリー弾性糸を使用したプレミアムバンデージ。●通常のバ
ンデージの2倍の伸長サイズ9.1ｍで肩や腰に使用可能。●消毒や洗濯、ま
た汗、血液、軟膏等にも強く耐久性に優れたバンデージ。

テーピングアソートキット
Taping Assort Kit

●様 な々テーピングテープを詰め合わせたテープキット。●基本のホワイトテープから各種伸縮テープ、アンダーラップを
網羅。

プロズ チョイス
Pro's Choice Cohesive

●ピンやクリップ不要の自着性テープ。●のり残りもなく、濡れた部位でも使
用可能。●高い張力を持つ軽量の生地は優れた伸縮性と圧迫を提供。●
均一な力でスムーズに引き出しができ、巻き直しも可能。

テーピングホワイトテープキット
Taping White Tape Kit

●足首・ひじ用ホワイトテープ2種とアンダーラップ2色を詰め合わせたテープキット。

関節固定用伸縮テープ

綿と弾性糸の伸縮包帯・太巻きタイプ

様々なテープを詰め合わせた 手軽で便利なテーピングキット

ハンディカット 自着性伸縮テープ

足首・ひじ用ホワイトテープを詰め合わせた 手軽で便利なテーピングキット

❷

❶

❸

❶

❷

エラスチックバンデージ
Elastic Bandage

●サポーターとして、またR.I.C.E.処置の圧迫やアイスバッグの固定などに使用。

❶

❷

❸
❹

ゴムと綿の混紡伸縮包帯

◆211は、2018年6月から発売予定。



品　番 価　格
322 本体価格 ￥700＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
322 フリーサイズ／約7.5cm×約40cm ベージュ

品　番 価　格
323 本体価格 ￥900＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
323 フリーサイズ／約7.5cm×約80cm ベージュ

品　番 価　格
332 本体価格 ￥700＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
332 フリーサイズ／約7.5cm×約40cm ブラック

品　番 価　格
334 本体価格 ￥1,200＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
334 フリーサイズ／約7.5cm×約150cm ブラック

品　番 価　格
333 本体価格 ￥900＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
333 フリーサイズ／約7.5cm×約80cm ブラック

品　番 価　格
324 本体価格 ￥1,200＋税

品　番 サイズ／巾×長さ カラー
324 フリーサイズ／約7.5cm×約150cm ベージュ

キット内 容 トレーナーズバッグ・キット

品　番 品　名 価　格
品番：946/948/950

入り数

1061 ホワイトテープ　巾 1.3cm 本体価格 ¥160＋税 2

1062 ホワイトテープ　巾 1.9cm 本体価格 ¥230＋税 2

1063 ホワイトテープ　巾 2.5cm 本体価格 ¥300＋税 2

1025 ホワイトテープ　巾 3.8cm 本体価格 ¥350＋税 4

1027 ホワイトテープ　巾 5.0cm 本体価格 ¥480＋税 1

252 エラスチックテープⅡ　巾 5.0cm 本体価格 ¥700＋税 1

253 エラスチックテープⅡ　巾 7.5cm 本体価格 ¥980＋税 1

1044 アンダーラップ　イエロー 本体価格 ¥320＋税 2

10513 スーパーコールド　500㎖ 本体価格 ¥1,000＋税 1

420 タックスプレー 本体価格 ¥1,000＋税 1

430 リムーバースプレー 本体価格 ¥1,000＋税 1

911 はさみ 本体価格 ¥2,800＋税 1

925 コブラカッター 本体価格 ¥1,900＋税 1

945（レッド）/ 947（ネイビー）/ 949（ブラック） トレーナーズバッグ（各色） 本体価格 ¥4,800＋税 各色いずれか 1

キット価 格 本体価格 ¥14,300＋税

品　番 ❶ 946 ❷ 948 ❸ 950
バッグカラー レッド ネイビー ブラック

サイズ（縦×横×高さ） 13.5×34×27.5cm
重　量 2.2kg

品　番 価　格
946・948・950 本体価格 ￥14,300＋税

品　番 ❶ 945 ❷ 947 ❸ 949
バッグカラー レッド ネイビー ブラック

サイズ（縦×横×高さ） 13.5×34×27.5cm

品　番 価　格
945・947・949 本体価格 ￥4,800＋税

品　番 価　格 ケース価格
443 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥20,000＋税

品　番 443
容　量 220㎖

1ケース内数量 20本

品　番 価　格 ケース価格
450 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥20,000＋税

品　番 450
容　量 5L＊25℃時

1ケース内数量 20本
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Bandage Supporter

サポートラップ リスト
Support Wrap Wrist

●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。●洗濯ができてくり返し使える高耐久
性。●伸縮性素材なので、固定力の調節が可能。●新しく、ブラックを発売しました。

サポートラップ リスト
Support Wrap Wrist

●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。●洗濯ができてくり返し使える高耐久性。●伸縮性素材なので、固定力
の調節が可能。

サポートラップ アンクル＆エルボー
Support Wrap Ankle & Elbow

●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。●洗濯ができてくり返し使える高耐久性。●伸縮性素材なので、固定力の調節が可能。●新しく、ブラックを発売しました。

サポートラップ アンクル＆エルボー
Support Wrap Ankle & Elbow

●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。●洗濯ができてくり返し使
える高耐久性。●伸縮性素材なので、
固定力の調節が可能。

サポートラップ ニー
Support Wrap Knee

●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。●洗濯ができてくり返し使え
る高耐久性。●伸縮性素材なので、固定力の調節が可能。●新しく、ブラックを発売しました。

サポートラップ ニー
Support Wrap Knee

●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。●洗濯ができてくり返し使える高耐久性。●伸縮性素材なので、
固定力の調節が可能。

バンデージタイプ・サポーター：ブラック

バンデージタイプ・サポーター：ブラック

バンデージタイプ・サポーター

トレーナーズバッグ
Trainer's Bag

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズバッグ。
●レッド、ネイビー、ブラックの3色のバッグ・カラーを用意。

トレーナーズバッグ・キット
Trainer's Bag Kit

●個人用に揃えられた本格的なトレーナーズバッグキット。●レッド、ネイビー、ブラックの3色のバッグ・カラーを用意。

❶

❷

❸

個人用に最適なバッグ 個人用に最適なキット

Mガード
M Guard

●スキーウェアやゴルフウェアなどアウトドアスポーツに最適な繊維製品用の
防水スプレー。●屋外スポーツの必需品。●携帯に便利。

森の酸素館
Portable Oxygen

●スポーツ時の酸素補給や、仕事中の気分転換に適した、手軽な携帯酸素。

防水スプレー 携帯用酸素

❶ ❷ ❸

Taping Gooods & Bags

Finoa バッグ／バッグ・キット／スプレー類 ●●Finoa バンデージタイプ・サポーター



品　番 価　格 ケース価格
10513 本体価格 ￥1,000＋税 本体価格 ￥12,000＋税

品　番 10513
容　量 500㎖

1ケース内数量 12本

品　番 価　格 ケース価格
300 本体価格 ￥1,900＋税 本体価格 ￥11,400＋税

品　番 300
1ケース内数量 6個

品　番 価　格
10501 本体価格 ￥900＋税
10502 本体価格 ￥1,100＋税
10503 本体価格 ￥1,300＋税

品　番 ❶ 10501 ❷ 10502 ❸ 10503
サイズ S M L
直　径 15cm 23cm 28cm
容　量 450㎖ 1500㎖ 2800㎖

1ケース内数量 1 個 1 個 1個

品　番 価　格
99400 本体価格 ￥5,180＋税
99401 本体価格 ￥5,480＋税
99402 本体価格 ￥6,580＋税
99403 本体価格 ￥7,680＋税

品　番 99400 99401 99402 99403
品　名 コンプレッションバンデージBOX 3.5" コンプレッションバンデージBOX 4" コンプレッションバンデージBOX 5" コンプレッションバンデージBOX 6"

サイズ（巾×長さ）／適用部位 約8.9cm×10m／腕・足首 約10cm×10m／腕・足首 約13cm×10m／ひざ・太もも 約15cm×10m／ひざ・太もも
入り数 1巻 1巻 1巻 1巻
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Icing Goods & Compression Bandage

❸

How to Tape & Icing

❶

❷

❶

❹

❷

❺

❸

❻

❶

❹

❽

❷

❺

❸

❼

❻

❶ ❹❷

❺

❸

❼❻

●テーピング講座1　テーピングの基礎 ＜知っておきたいことABC＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

●ストレスポイントと対処法
テーピングで生じるストレスポイントとは、筋肉やじん帯、腱
など、組織の運動が大きい部分。ストレスポイントにテーピ
ングする場合は、ガーゼやカット綿、フェルトなどの緩衝材
にワセリンなどを塗って貼り、アンダーラップで押さえるとス
トレスを和らげることができます。

●テープの方向性
ストレスポイントの違和感をできるだけ抑えるため、テープは
常に体の曲線に沿って滑らかに巻くようにします。

●テーピング時の注意点
◆テープとテープの間は皮膚が露出しないように重ねて
　貼ります。
◆方向性に注意してたるみが出ないように貼ります。
◆一定の力で巻いていきます。
◆リハビリなどの目的がない限り、テープは運動終了時に
　必ず取り除いてください。

●テープの切り方
左右の親指、人差し指と右の中指ではさみ、巻き芯に近い
ところで、右手を素早く下にひねるようにして切ります。

●テープのはずし方
◆テープをはがす場合は、テープから皮膚を引っ張るように
　し、絶対に皮膚からテープを引きはがしてはいけません。
◆カッターやテーピング用のハサミを使う場合は、痛くなら
　ないよう、骨にあたらない部分で、テープの下にカッター
　やハサミを入れて滑らせるように切ります。

使用用品：コブラカッター/テーピング用はさみ/のり除去スプレー

コブラカッター
P14

テーピング用はさみ
P14

リムーバー
スプレー

P14

●テーピング講座2　テーピングの下準備 ＜アンダーラップの巻き方とテーピングの基本用語＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

アンダーラップはテープをはがすときの痛みを防ぐ、皮膚の
保護を目的としたテープです。主に足や腕にテーピングを
するときの下地として必ず使用します。

●巻き方例ー足首
足首全体にのりスプレーをして、ストレスポイント（この場合
はアキレス腱）に緩衝材を当ててから図の順番で巻きます。

●テーピングの基本用語
◆アンカーテープ・・・テーピングの最初に貼る起点とな
　るテープ
◆スターアップテープ・・・足首の内外転を防ぐあぶみ状
　のテープ
◆ホースシューテープ・・・スターアップの効果をさらに高
　めるための馬蹄状に巻くテープ
◆フィギュアエイトテープ・・・内外転予防のための仕上
　げとなる8の字型に巻くテープ
◆ヒールロックテープ・・・足首を最も強く固定するテープ

使用テープおよび用品：アンダーラップ/のりスプレー

のりスプレー
P14

アンダーラップ
P11

●テーピング講座3　「足首」 内反ねんざの予防例 ＜クローズドバスケットウェーブ＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

❶〜❷・・・アンダーラップを巻いてから、ホワイトテープでア
ンカーを3本巻きます。

❸〜❹・・・アンカーのところから強く引っ張るようにスター
アップを3本入れます。

❺・・・スターアップを止めるためのアンカーを巻きます。

❻・・・足首の外側からアキレス腱を通るホースシューを3本
〜5本巻きます。

❼〜❽・・・フィギュアエイトを巻きます。アーチ部（土踏まず）
を通り内くるぶしを経てスタート位置で切って完成です。

＊巻かれる姿勢は足首を90°に保ちます。

使用テープおよび用品：アンダーラップ/プロホワイト・テープ

プロホワイト
足首・ひじ・ひざ用

P11

アンダーラップ
P11

●テーピング講座4　「ひざ」 内側側副じん帯 ＜ひざのテーピング＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

❶・・・アンダーラップをしたら、エラスチックテープで図のよう
に上下に2本巻きます。

❷〜❸・・・下から上に向かって、ひざを中心にX字型にバー
チカルテープを貼っていきます。

❹❺・・・図のように2本のテープを巻きます。（このときひざ
の裏面でX状になるようにしてください。）

❻・・・最後にハンディカット伸縮テープで全体をサーキュラー
で巻いて完成です。

＊図のように、巻く足のかかとを上げ太ももに力を入れましょ
う。

使用テープおよび用品：アンダーラップ/エラスチックテープor伸縮テープ/ハンディカット伸縮テープ
エラスチックテープⅡ 

P13アンダーラップP11
ストレッチライトテープP11

Finoa How to Tape ●●Finoa 冷却用品／コンプレッションバンデージ

スーパーコールド（ノンフロン）
Super Cold

●打撲や捻挫に効果的。●痛めた部位から約20cm離し5秒間程度スプ
レー。●ロングノズルが正確で強力な噴射を可能。●大きな噴射ボタン。
●ガス抜きキャップ採用。

アイスバッグラップ
Icebag Wrap

●アイスバッグ（氷のう）やパッドなどを固定するビニールラップ。●ラッピング
に便利なハンドル付き。

緊急時の定番、冷却スプレー アイスバッグ固定用ラップ

❶ ❷

アイスバッグ スノー（氷のう）
Ice Bag Snow

●丈夫で手軽、スクリュー式の安全密閉栓を使用した氷のう。●試合後のクーリングダウン、夜間の長時間冷却に最適。

手軽でリーズナブルな氷のう

コンプレッションバンデージBOX
Tublar Compression Bandage

●チューブタイプのコンプレッションバンデージ。洗濯可能で経済的です。●筒状なので腕、ひじ、ひざ、ももなどお好きな長さにカットし体の様 な々部位に使用で
きます。●圧迫だけではなく氷のうの保持などマルチな使い方ができる便利グッズです。

チューブタイプ圧迫用バンデージ

◆巾は、折りたたんだ時の長さです。
◆カットした際に糸くずが出ることがあります。ご注意ください。
◆カットした部分がホツレた場合は、ひっぱらずにハサミで切り揃えてください。

◆コンプレッションバンデージ本体
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●アイシングと応急処置の基本 「RICE（ライス）処置」

❶

❹

❷

❺

❸

❻

❶

❹

❷

❺

❸

❻

●テーピング講座6　「指」 突き指の予防 ＜人差し指第2関節のテーピング＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

❶・・・1.3〜1.9cm巾のプロホワイト・ホワイトテープを40cm
くらいの長さに切り、第2関節と根元の中間から巻きはじめ
ます。

❷・・・一巻きしたら第2関節でX字にします。

❸・・・そのまま第2関節を巻きこみます。余ったテープは切り
ます。

❹・・・同じ長さに切ったテープで反対側を同じように巻きます。

❺〜❻・・・第2関節でX字になるように巻き、スタート地点
に戻って余ったテープを切って完成です。

使用テープ：プロホワイト・テープ

プロホワイト
指・手首用
P11

●テーピング講座5　「手首」 手首を持ち上げると痛いとき ＜手首のテーピング＞　＊イラストのテープの色は説明用に誇張してありますので、実際の商品の色とは異なる場合があります。

❶・・・手の平をしっかり開けてアンカーを巻きます。

❷・・・縦に4のテープをしてからX字にテープを貼ります。

❸・・・X字テープが完成した状態。

❹・・・❶のようにアンカーテープを巻きます。

❺・・・最後にハンディカット伸縮テープでサーキュラーを開
始します。

使用テープおよび用品：プロホワイト・テープ/ハンディカット伸縮テープ

プロホワイト
足首・ひじ・ひざ用

P11

ストレッチライトテープ
P11

❻・・・親指の根元の基節関節を包むように巻いて完成で
す。

●クーリングダウンとアイシング 〜翌日に疲れを残さないために〜

スポーツの現場において、不幸にして発生したケガに対しては、すみやかに
応急処置を施すことが重要です。そのときにおこなう患部の「安静」、「冷却」、

「圧迫」、「挙上（患部を心臓より高い位置に上げること）」の英語の頭文字
をとって、応急処置のことを「RICE（ライス）」処置と言います。RICE処置を適
切におこなうことで、ケガによる炎症などのダメージを最小限に抑えることがで
きます。

●[安静（Rest）]
ケガをしてしまったときは、まず患部を動かさないようにして安静を保つことが重
要です。無理に動かしてしまうと、損傷（傷のダメージ、痛み、腫れなど）がひどく
なったり、周囲の筋肉が痛みに反応してこわばってしまいます。

●[冷却（Icing）]
患部を冷却することにより、組織の新陳代謝を低下・抑制して二次的に起こ
るダメージを最小限にくい止めます
氷を入れたアイスバッグ（氷のう）やポリ袋、また冷却パックなどを使用します。
冷却時間は2時間に1回、15分から20分を目安におこないます。

●[圧迫（Compression）]
腫れが広がらないように患部を圧迫します。ケガをした後、冷却をしていない就
寝中など、数時間から数日にかけておこなう必要があります。エラスチックバン
デージを使うと圧迫と同時に氷のうなどを固定できるので便利です。

●[挙上（Elevation）]
腫れを最小限に抑えるため、患部を心臓より高い位置に保ちます。楽な姿勢
でRICE処置を継続できるようにすることがポイントです。

野球のピッチャーが試合後肩を冷却（クーリングダウン）するように、アイシング
は、ストレスのかかった部位を正常な状態に戻したりする場合に有意義なケ
ア・テクニックです。

〜アイシングのコツと注意点〜
❶アイシングする部位にケガがある場合は保護してからおこなってください。
❷冷却パックや冷却スプレーは低温やけどに気をつけましょう。「冷たい→痛
い→無感覚」まででアイシングの効果が出ます。ただしあまりにも痛くて我慢で
きない場合は皮膚の状態を確かめる必要があります。赤くただれているようで
あれば、直ちにアイシングを中止して下さい。そうでなければタオルなどを当て
て皮膚を保護しながらおこないましょう。
❸練習やゲームの時は、あらかじめ氷の準備をしておきましょう。アイシングを
含めクーリングダウンまでが練習やゲームの一環です。

R（安静）
ケガをしたらまず患部を安静な状態に。

 I（冷却）
次に患部を冷却します。

C（圧迫）
患部を圧迫してダメージを最小限に。

E（挙上）
患部は心臓より高い位置に保ちます。

〜手軽にできるクーリングダウンの基本〜
❶ 運動後軽く走るなどをして息を整える。
❷ 気になるところを15分から20分アイシングする。
❸ ストレッチを忘れずに。
以上の3項目をするだけでかなり効果があります。

Finoaアイシング用品

アイスバッグ スノー P17

アイズバッグラップ P17 

スーパーコールド P17 

衝撃吸収素材の使用はもちろんのこと、スポーツの動作
（ジャンプ、着地、前後左右の動き）に合わせて、衝撃吸収
素材をその配置にまでこだわり、ラインアップしています。

前後への動き、横への動き、跳躍と多種多様な
動きが要求されるスポーツシーン。
その根幹となる足を支えるインソールは「動き」
に合わせるべきと私たちは考えました。

「動き」の特性を考慮し、基本となる素材には
様々な素材を選び衝撃吸収性、クッション性、
保持力に配慮した硬さを追求。
左右の動き、前後の動きに対応したジェル素材
の配置、加工。衝撃吸収のための素材をバラン
スよく配置。
表面素材には、快適性を追求するモデルやグ
リップ力を追及するモデル。

競技種目や、保護したい足裏の部位に合わせ
て最適なインソールがお選びいただけます。

＜Finoa＞パワーインソール

限
界
を
踏
み
超
え
ろ

アスリートから日常生活まで、快適性・健康・ファッ
ションを求める方々に最高の選択ができるライ
ンアップを提供します。

足元から健康を考える！
＜Finoa＞パワーインソール

Finoa パワーインソールの特長 ●●Finoa How to Tape／Icing（R.I.C.E.）ーCooling Down

エラスチックバンデージ P13 



品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
33072 女性用 M（22.5〜24.5cm） スカイ 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,900＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
33081

女性用
S（22〜23.5cm）

ピンク 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,980＋税
33082 M（24〜25.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32072

男性用
M（25〜26.5cm）

ブルー 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,900＋税
32073 L（27〜28.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32091 S（23〜24.5cm）

ブルー 1組（左右2個） 本体価格 ￥2,200＋税
32092 M（24.5〜25.5cm）
32093 L（25.5〜27.5cm）
32094 XL（27.5〜29.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32082

男性用
M（25〜26.5cm）

ブルー 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,980＋税
32083 L（27〜28.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32022

男性用
M（25〜26.5cm）

ブルー 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,600＋税
32023 L（27〜28.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
33122 女性用 M（22.5〜24.5cm）  エンジ 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32122

男性用
M（25〜26.5cm）

こげ茶 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,600＋税
32123 L（27〜28.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
33112 女性用 M（22.5〜24.5cm）  ベージュ 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,400＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32112

男性用
M（25〜26.5cm）

ブラック 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,400＋税
32113 L（27〜28.5cm）
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Finoa Power Insole

インパクト
Impact

●衝撃を吸収するクッション素材を全面に、さらにジェル・エアーバッグ・エアー
ダンパー（緩衝デザイン）を採用。●表面素材には吸汗速乾に優れた素材を
採用。●前方のジェルとエアークッション・エアーダンパーが衝撃を吸収して
運動力に変換し、次の動作を妨げずにサポート。

アスリートスパイク
AthleteSpike

●スパイクシューズを使用する競技専用インソールとして、スパイク使用時の
数多くの悩みを解消。●表面指先にはムレをコントロールするサークルベンチ
レーションホールを配して、通気性を確保。●あらゆるスパイクシューズにフィッ
トする幅広デザインで、厚さ3mmの薄型・軽量を両立。●ベースに柔軟性と
衝撃吸収力の高いEVA素材、表面にはグリップ力のあるEVA素材を採用。
●かかとからアーチまでを安定させる硬さと弾力性に富むTPUプレート、先端
部に突き上げをカバーするPEフォーム、さらにかかとを保護するエアーとエラス
トマー（ジェル）の2層構成デュアルパックを装備。●4種類の衝撃吸収素材
採用のインソール。

アーチアシスト
ArchAssist

●アーチ形状に盛り上がったアーチサポートクッションと両サイドの高いエッ
ジが、アーチから前足部の横アーチにかけて確実なサポートを実現。●表面
素材に吸汗速乾素材を採用。汗や湿気などを素早く吸収・乾燥。さらに通気
ホールを配して、ドライな状態を保ちます。●2重構造の衝撃吸収素材を全面
に配しながらも、表面素材を加えた厚み約3mmという薄さを実現。●ドット状
と独特のデザインパターンを配置して、足裏全体と前後左右のスリップを防止。

●男性用 Impact

●男性用 ArchAssist

●女性用 Impact

●女性用 ArchAssist

エアーバッグ内蔵インソール、ランニングから球技まで幅広く

スパイク競技に最適、薄型の幅広タイプで様々なシューズに対応

軽量・薄型でシューズを選ばず、アーチを確実にサポート

かかとからアーチをサポート●

●柔らかなクッションのジェル素材

スリップを防止する表面デザイン●

厚さ3mmの薄型タイプ●

●衝撃吸収エアーバッグ

●バランスを維持する
　深いヒールカップ

●4種類の優れた素材が衝撃を吸収

●アーチをサポートするフォルムを採用

❶かかとからアーチをサポート
前方への動きをスムーズにする2本の
フロントラインと横の動きを助ける2
本のサイドラインを装備。

❷立体的フォルムで足をサポート
内側、外側のアーチをコントロールする
深くて滑らかなエッジ。

❸足全体を安定
かかとを包み込むヒールカップ構造を
採用。

❹PEフォーム素材
軽量で強度や耐候性に優れ、防水性
も抜群。トップ表面のEVA素材には通
気性を保つサークルベンチレーション
ホールを配備。

❺TPUプレート
弾力性と硬さをあわせもつ素材。かか
との位置を保持し安定。

❻デュアルパック
エラストマー（ジェル）とエアーインナー
シート（空気層）の2層構成クッション。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

パフォーマンス
Performance

●衝撃を吸収するクッション素材を全面に、さらに前足部分とかかとにジェル
を配置。●表面素材には吸汗速乾に優れた素材を採用。●前方とかかとの
ジェルがジャンプなどの着地時に受ける衝撃を吸収。●独自のジェルセパレー
ト形状がかかとをしっかりホールド。●前足部分に入った溝により可動域が
広がりパフォーマンスをパワーアップ。

●男性用 Performance

ジャンプの多い競技に、バスケット・バレー・ハンドボールなど

●着地時の衝撃を吸収するジェル

●かかとへの衝撃を吸収し、安定させるジェル

●深いヒールカップ構造

●3種類の優れた素材が衝撃を吸収

ウォーキング
Walking

●足の形状を包み込む特殊なクッション素材に前足部分とかかとにジェルを
配置。●表面素材には吸汗速乾に優れた素材を採用。●足が着地してから
歩きだすまでの動きをサポートする独自のジェル構造。●分割されたジェルデ
ザインは衝撃を分散させ、素早い動きをもらさずサポート。●前足部分に入っ
た溝により可動域が広がりスムーズな動きを実現。

●男性用 Walking ●女性用 Walking

ウォーキング向け、ちょっとした散歩からトレッキングまで

●衝撃を吸収・分散させ
　動きをサポートするジェル

●足指の曲げを考慮した溝

●3種類の優れた素材が衝撃を吸収

ライトフィット
LightFit

●前足部分とかかとに衝撃を吸収するジェルを配置した靴を選ばない薄型デ
ザイン。●表面素材には吸汗速乾に優れた素材を採用。●足が着地してか
ら歩きだすまでの動きをサポートする独自のジェル構造。●分割されたジェルデ
ザインは衝撃を分散させ、素早い動きをもらさずサポート。●前足部分に入っ
た溝により可動域が広がりスムーズな動きを実現。

●男性用 LightFit ●女性用 LightFit

シューズを選ばない薄型タイプ、ローカットシューズからブーツまで

●衝撃を吸収・分散させ
　動きをサポートするジェル

●足指の曲げを考慮した溝

●2種類の優れた素材が衝撃を吸収

Finoa パワーインソール ●●Finoa パワーインソール



品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32060 ジュニア用 フリーサイズ（20〜23.5cm）  ブラック 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,200＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32061

成人用
S（24〜25.5cm）

ブラック 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,200＋税32062 M（25〜26.5cm）
32063 L（27〜28.5cm）

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32150 ジュニア用 フリーサイズ（16〜23.5cm対応） ブラック 1組（左右2個） 本体価格 ￥470＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） カラー パッケージ内入り数 価　格
32152 成人用 フリーサイズ（24〜27cm対応） ブラック 1組（左右2個） 本体価格 ￥470＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） パッケージ内入り数 価　格
33130 女性用 フリーサイズ（〜24.5cm対応） 1組（左右2個） 本体価格 ￥1,000＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） パッケージ内入り数 価　格
32132 男性用 フリーサイズ（25〜28.5cm対応） 1組（左右2個） 本体価格 ￥900＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） パッケージ内入り数 価　格
33132 女性用 フリーサイズ（〜24.5cm対応） 1組（左右2個） 本体価格 ￥900＋税

品　番 サイズ（くつサイズ） パッケージ内入り数 価　格
32140 男女兼用 フリーサイズ 1組（左右2個） 本体価格 ￥800＋税

23 24

Finoa Power Insole
スパイク/ スパイク Jr.

Spike / Spike Jr.
●表面に滑りにくいEVA素材とクッション力のある素材を採用した二重構
造。●独自のディンプル（くぼみ）デザインがポイントの突き上げを防止し、衝
撃を緩和。●軽量でスパイクシューズに最適。●汚れが目立たないブラック
を採用。

●成人用 Spike ●ジュニア用 Spike Jr.

スパイクシューズ向け、野球・サッカー・ラグビーなど

●衝撃を吸収し
　突き上げを緩和するデザイン

●フィット感を向上し、スベリを防ぐEVA素材
●2種類の優れた素材が衝撃を吸収

フラット / フラット Jr.
Flat / Flat Jr.

●軽量薄型でさまざまな靴にマッチ。●表面素材には吸汗速乾に優れた素
材を採用。●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。
●日常生活からスポーツまで幅広く対応。

●成人用 Flat ●ジュニア用 Flat Jr.

フルインソール、軽量薄型で足を衝撃から守る

●型紙がプリントされているので寸法合わ
　せやカットがラクラク

●抗菌加工で通気性の高い表面素材

アーチ&ヒール
Arch & Heel

●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。

●女性用 Arch & Heel

土踏まず＆かかと用、足を安定しフィット感を提供

●衝撃を分散する2重デザイン

●アーチからかかとまで快適にホールド

ヒールカップ
HeelCup

●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。

●かかとに受ける衝撃を吸収し、しっかりホールド

●男性用 HeelCup ●女性用 HeelCup

かかと用、かかとの痛みや硬いシューズに

●衝撃を分散する2重デザイン

ヒールパッド
HeelPad

●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。

●かかとに受ける衝撃を吸収し、しっかりサポート

かかと用、かかとの痛みや硬いシューズに

●衝撃を分散する2重デザイン

Finoa パワーインソール ●●Finoa パワーインソール



品　番 品　名 カラー 香り 1パック内数量 1ケース内数量 価　格 ケース価格
❶ 5010 フレッシュボール バレーボール ー

ミント

2個
6パック

（１パック２個入り）
本体価格 ￥500＋税 本体価格 ￥3,000＋税

❷ 5020 フレッシュボール サッカー ー
❸ 5030 フレッシュボール テニス ー
❹ 5040 フレッシュボール ベースボール ー
❺ 5050 フレッシュボール クリアピンク ピンク
❻ 5060 フレッシュボール クリアブルー ブルー
❼ 5070 フレッシュボール バスケットボール ー
❽ 5110 フレッシュボール ゴルフボール イエロー
❾ 5120 フレッシュボール ラグビーボール ー
❿ 5130 フレッシュボール アメリカンフットボール ー
⓫ 5150 フレッシュボール フラワー ジャスミン パープル ジャスミン
⓬ 5160 フレッシュボール フラワー フリージア ホワイト フリージア
⓭ 5170 フレッシュボール フラワー キンモクセイ イエロー キンモクセイ

品　番 品　名 内　容 香り 1ケース内数量 ケース価格

5200 フレッシュボール アソート バスケットボール × 4パック
バレーボール/サッカー/テニス/ベースボール × 各2パック ミント

12パック

（１パック２個入り）
本体価格 ￥6,000＋税
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Finoa Deodorizing Aromatic

●Finoa 多目的芳香消臭剤 フレッシュボール

The Most Trusted Name In Sports Medicine For Over 50 Years!

PRO Supporters INDEX
●サポーター・適用部位＆装着タイプ/
　サイズ一覧表/パッケージのご案内
●足首用
●ひざ用
●ふくらはぎ＆すね用/肩用
●太もも用
●手首用
●ひじ用
●腰用
●ジュニア用/ガードサポーター

27

28
30
35
36
37
39
41
42

フレッシュボール（芳香消臭剤）
Fresh Ball

●スポーツシューズ、ジムバッグ、ロッカールームなどを多目的に消臭。●汗から生じるイヤな臭いを消して、フレッシュでクリーンな香りで爽やかに。●芳香剤はプ
ラスチック製ボール内側の奥深くにセット。●芳香剤には消臭（弱臭）作用があり、汗の臭いをブロック。●香りはパッケージを開けてから3ヶ月持続。●車の中、
引き出しの中、旅行カバンの中など、臭いの気になる場所ならどこでも使用可能。

●小ロットでの対応いたします。
●価格・納期などの詳細は、弊社までお問い合わせください。

フレッシュボール アソート（芳香消臭剤）
Fresh Ball Assort

●リクエストの多かった競技用ボールデザインのミックスタイプ。

多目的に使える芳香消臭剤、スポーツシューズ・ジムバッグ・ロッカールームなどに

❶ ❷

❺

❸

❻

❹

❼ ❽

⓫

❾

⓬

❿

⓭

文字、イラスト、写真などプリントできます

選手が100%の力を発揮できるよう私は製品を選ぶ。
PROの製品は常に私の必要としているものを与えてくれる。
　MLB ワシントン・ナショナルズ ヘッドアスレチックトレーナー
　ポール・レサード

50年にも及ぶデザインと製造の専門知識の積み重ねがあるか
らこそ、我々は革新的で高品質なスポーツ用品であるPROを信
頼するのです。PROはトレーニング室での初日から定番となっ
ています。
　MLB コロラド・ロッキーズ スポーツメディスンディレクター
　トム・プロスト

アメリカンフットボールは非常に過酷です。
私は妥協のない品質とパフォーマンスの製品を求めています。
PRO製品は最高です。
　NFL グリーンベイ・パッカーズ スポーツメディスンディレクター
　ペッパー・バラス

フェニックス・サンズのバスケットボール選手を30年以上も治
療する上で、私はいつも優れた製品に頼ってきました。
PRO製品は常に私と私の選手の傍らにあります。
　NBA フェニックスサンズ 名誉アスレチックトレーナー
　ジョー・プロスキー

選手のケアには、最高の製品しか使わない。
それが、私がPROの製品を使う理由だ。
　アリゾナ大学 男子バスケットボール アスレチックトレーナー
　ジャスティン・ココスキー

我々のバスケットボールプログラムは非常に厳しいものです。
全ての妥協が許されない状況下だからこそ、私はスポーツ医学
のニーズに合わせてPRO製品を選ぶのです。
　デューク大学 男子バスケットボール アスレチックトレーナー
　ハップ・ザズル

最高のプロと大学のテニス選手の治療において、私は卓越した
品質と機能を持つPROの製品を選んでいます。
　フロリダ州オーランドUSTA（全米テニス協会）アカデミー 
　アスレチックトレーナー
　トニー・ハリス



サイズ（単位：cm） XS S M L XL

❶くつサイズ
男性用 〜 24 25 〜 26 27 〜 28 29 〜 30 ー

女性用 22 〜 24 25 〜 27 28 〜 29 ー ー

❷足首回り ー 18 〜 21 21 〜 26 ー ー

❸ふくらはぎ回り ー 33 〜 35 36 〜 38 39 〜 43 44 〜 46

❹ひざ回り ー 31 〜 35 35 〜 38 38 〜 43 43 〜 51

❺太もも回り ー 45 〜 50 50 〜 56 56 〜 64 64 〜 71

❻腰回り ー 〜 81 81 〜 86 86 〜 91 91 〜 96

❼前腕回り ー 23 〜 25 25 〜 27 27 〜 30 ー

❽ひじ回り ー 20 〜 23 23 〜 25 25 〜 28 28 〜 31

❾胸回り
S/M L/XL

76 〜 97 98 〜 125

品　番 価　格
各品番（22850〜22853） 本体価格 ￥3,800＋税

品　番 サイズ くつサイズ（男性） くつサイズ（女性） カラー
22850 XS 〜 24cm 対応 22 〜 24cm 対応

ブラック
22851 S 25 〜 26cm 対応 25 〜 27cm 対応
22852 M 27 〜 28cm 対応 28 〜 29cm 対応
22853 L 29 〜 30cm 対応 ー

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

品　番 価　格
20159 本体価格 ￥2,800＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
20159 フリーサイズ（〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
20157 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
20157 フリーサイズ（〜 27cm 対応） ブラック

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備
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PRO Supporter

PRO 足首用サポーター ●●PRO サポーター・適用部位＆装着タイプ／サイズ一覧表／パッケージのご案内

レースアップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

プロ610 アリゾナアンクルブレイス
PRO610 ARIZONA Ankle Brace

●テーピングのフィギュアエイト効果とスターアップ効果を手軽に実現。
●軽量ナイロン素材の採用で足首の動きを妨げずがっちり固定。

◆中間サイズの方は下のサイズをお選びください。

スーパープロ アンクルエイト
SUPERPRO Ankle8

●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。

スーパープロ アンクルラップ
SUPERPRO Ankle Wrap

●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。

◆かかと側

◆かかと側

◆かかと側

足首用

足首用

足首用

ひざ用 ふくらはぎ
すね用

足首用 手首用ひじ用 太もも用 肩 用腰 用

ラップタイプ
巻き付け式・・・帯状
簡単装着・固定力調節可能

スリーブタイプ
履き上げ式・・・筒状

レースアップ
タイプ
編み上げ式・・・紐状

ストラップ
タイプ
巻き付け式・・・紐状

適
用
部
位

装着タイプ

●サポーターのサポート力は商品毎に決まっています。
　その他のサポート力をお望みの場合は、該当する他のPRO製品の中
　からお選びください。

●PROサポーターをお選びの際は、
　パッケージに掲載されている各種
　情報をご参照ください。

適用部位●

サイズ●

適用部位●

サポート力●

装着タイプ●

あらゆる方向へ自在の伸展性で、関節部でも確実に
フィットする固定・圧迫力を提供します。

PROサポーターは100％ネオプレンゴムを使用し、
保温性と快適な装着感を実現します。

●PROサポーターサイズの計測部位は右の写真をご参照ください。
●PROサポーターの対応サイズは下の表をご覧ください。
●掲載商品の中で、「フリーサイズ」とだけ表示されている商品は、各商品毎に掲載されている対応サイズを
　ご参照ください。（フリーサイズとだけ表示されている商品はサイズ計測不要です。）
●より良くフィットしたサポーターを効果的に使用していただくために、ご試着の上お選びいただくことをお勧　
めいたします。

サポーター・サイズ一覧表

パッケージ情報

素材と特長 サポート力

❶
❷

❸

❹

❺

❻ ❼

❽

❾

サポーター・適用部位＆装着タイプ



品　番 価　格
20185 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
20185 フリーサイズ（23〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
20186 本体価格 ￥2,900＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
20186 フリーサイズ（〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（24251 〜 24254） 本体価格 ￥8,000＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
24251 S（31 〜 35cm 対応）

ブラック
24252 M（35 〜 38cm 対応）
24253 L（38 〜 43cm 対応）
24254 XL（43 〜 51cm 対応）

品　番 価　格
各品番（24271〜24274） 本体価格 ￥8,000＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
24271 S（31〜35cm対応）

ブラック
24272 M（35〜38cm対応）
24273 L（38〜43cm対応）
24274 XL（43〜51cm対応）

品　番 価　格
各品番（24231〜24234） 本体価格 ￥5,500＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
24231 S（31〜35cm対応）

ブラック
24232 M（35〜38cm対応）
24233 L（38〜43cm対応）
24234 XL（43〜51cm対応）

品　番 価　格
20141・20142 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
20141 S（18〜21cm対応）

ブラック/ベージュ
20142 M（21〜26cm対応）

品　番 価　格
各品番（24291 〜 24294） 本体価格 ￥5,500＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
24291 S（31 〜 35cm 対応）

ブラック
24292 M（35 〜 38cm 対応）
24293 L（38 〜 43cm 対応）
24294 XL（43 〜 51cm 対応）
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◆かかと側

◆かかと側

プロ190-E エクステンションストップニースタビライザー
PRO190-E EXTENSION Stop Hinged Knee Brace

●故障後のリハビリトレーニング、ハードなスポーツに最適。●ホ−スシューパッ
ドが膝蓋骨をガード。●ヒンジの伸展角度は15° 30° 45°の3段階。

スリーブタイプ（左右兼用）ヒンジ装備

プロ190-Ｊ エクステンションニーフロントオープン
PRO190-J EXTENSION Knee Front Open

●固定力調節可能な前開きタイプ。●360°調
節できるホースシューパッド。●ヒンジの伸展角
度は15° 30° 45°の3段階に調節可能。

ラップタイプ（左右兼用）ヒンジ装備

プロ180-C ドクターM-C
PRO180-C Dr.M-C

●X型伸縮ストラップがじん帯を長時間安定。●メディカルスプリングとパッド
が、ひざを両サイドからサポートしてひざ関節を安定させ、揺れを防止。

スリーブタイプ（左右兼用）メディカルスプリング装備

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆プロ190-E、プロ190-J共通装備。
◆写真はヒンジカバーを外しています。

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆プロ180-C、プロ180-CJ共通装備。
◆写真は内部イメージを合成しています。

プロ180-CJ ドクターM-C フロントオープン
PRO180-CJ Dr.M-C Front Open

●ドクターM-Cの前開きタイプ。●X型伸縮スト
ラップがじん帯を安定。
●ひざの左右の揺れを防止。

ラップタイプ（左右兼用）メディカルスプリング装備

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用

スーパープロ アンクルラップサポート
SUPERPRO Ankle Wrap Support

●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。

ラップタイプ（左右兼用）

スーパープロ ユニバーサルアンクル
SUPERPRO Universal Ankle

●伸縮性ストラップが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。

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

スーパープロ アンクレット
SUPERPRO Anklet

●足首全体を安定サポート。
＊リバース面はベージュ。

スリーブタイプ（左右兼用）

足首用

足首用

足首用



品　番 価　格
21130 本体価格 ￥4,200＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
21130 フリーサイズ（31〜43cm対応） ブラック

品　番 価　格
20182 本体価格 ￥4,200＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20182 フリーサイズ（36〜43cm対応） ブラック

品　番 価　格
20195 本体価格 ￥3,500＋税

品　番 価　格
20196 本体価格 ￥3,200＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20195 フリーサイズ（〜45cm対応） ブラック

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20196 フリーサイズ（34〜51cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（21061〜21064）・各品番（21051〜21054） 本体価格 ￥3,200＋税

❶ 品　番 サイズ（ひざ回り） カラー ❷ 品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
21061 S（31〜35cm対応）

ブラック

21051 S（31〜35cm対応）

ベージュ
21062 M（35〜38cm対応） 21052 M（35〜38cm対応）
21063 L（38〜43cm対応） 21053 L（38〜43cm対応）
21064 XL（43〜51cm対応） 21054 XL（43〜51cm対応）

品　番 価　格
各品番（21161〜21164） 本体価格 ￥2,900＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
21161 S（31〜35cm対応）

ブラック
21162 M（35〜38cm対応）
21163 L（38〜43cm対応）
21164 XL（43〜51cm対応）

品　番 価　格
各品番（31751 〜 31754） 本体価格 ￥3,980＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
31751 S（34 〜 36cm 対応）

ブラック
31752 M（36 〜 38cm 対応）
31753 L（38 〜 43cm 対応）
31754 XL（43 〜 45cm 対応）

品　番 価　格
各品番（31741 〜 31744） 本体価格 ￥2,580＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
31741 S（34 〜 36cm 対応）

ブラック
31742 M（36 〜 38cm 対応）
31743 L（38 〜 43cm 対応）
31744 XL（43 〜 45cm 対応）
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プロ180-W ユニバーサルラップアラウンド
PRO180-W Universal Wraparound

●メディカルスプリングがひざ左右のじん帯を保護。●3ケ所のラッピングと2
本のストラップで固定力が調節可能。

ラップタイプ（左右兼用）メディカルスプリング装備

スーパープロ ニーラップブレイス
SUPERPRO Knee Wrap Brace

●X型ストラップでひざ全体をサポート。●プラスチックステー内蔵で横揺れを
防止。●ひざ障害の再発防止や予防に。

ラップタイプ（左右兼用）プラスチックステー装備

スーパープロ ユニバーサルニーブレイス
SUPERPRO Universal Knee Brace

●左右各2本のステーがひざの横揺れを防止。●３ヶ所留めのラップタイプで
しっかりサポート。

スーパープロ ニーサポート
SUPERPRO Knee Support

●保温性と耐久性に優れたネオプレンゴムで、肌にも快適で軽快な装着感
を実現。●3ヶ所留めストラップで固定力が調節可能なラップタイプ。●2重
パットで膝蓋骨をしっかり固定しひざ全体をサポート。●ひざ窓あきタイプでお
皿を安定させ屈伸をスムーズに。

ラップタイプ（左右兼用）スパイラルステー装備

ラップタイプ（左右兼用）

プロ105 スパイラルニーサポート
PRO105 SPIRAL Knee Support

●左右各2本のスパイラルステーがひざの横揺れを防止し、横方向の動きを
安定。●ひざ部分は窓開きタイプで機能性抜群。

スリーブタイプ（左右兼用）スパイラルステー装備

❷❶

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用

プロ115 スタビライジングニースリーブ
PRO115 STABILIZING Knee Sleeve

●ひざ窓部分を柔らかいゴムで包み、膝蓋骨を安定。●開口部は大きさ・形な
どに合わせてカットが可能。

スリーブタイプ（左右兼用）

スリーブタイプ（左右兼用）

スリーブタイプ（左右兼用）

プロ175 ベースボールニーパッド
PRO175 Baseball Knee Pad

●人工芝や芝、グラウンドとの接触で起こる内野手のひざの擦り傷や衝撃か
らガードします。●パッド部分はネオプレンの3層構造になっていて、中央のネ
オプレンは6ｍｍの密度の高い衝撃吸収に優れたネオプレーンを使用していま
す。●曲げ伸ばしのしやすいデザインでひざ裏のストレスを軽減。

プロ174 べースボールターフパッド
PRO174 Baseball Turf Pad

●人工芝や芝、グラウンドとの接触で起こる内野手のひざの擦り傷や衝撃か
らガードします。●アメリカ野球殿堂入りしたMLB歴代最高の三塁手とも称
される選手のリクエストに応じてデザインされています。●曲げ伸ばしのしやす
いデザインでひざ裏のストレスを軽減。

◆ひざ裏側

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用



品　番 価　格
20155 本体価格 ￥2,700＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20155 フリーサイズ（34〜51cm対応） ブラック

品　番 価　格
20154 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20154 フリーサイズ（35〜47cm対応） ブラック

品　番 価　格
20180 本体価格 ￥2,700＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20180 フリーサイズ（〜51cm対応） ブラック

品　番 価　格
20165 本体価格 ￥2,000＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20165 フリーサイズ（30〜47cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（31951 〜 31954） 本体価格 ￥2,200＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
31951 S（31 〜 35cm 対応）

ブラック
31952 M（35 〜 38cm 対応）
31953 L（38 〜 43cm 対応）
31954 XL（43 〜 51cm 対応）

品　番 価　格
各品番（31901 〜 31904） 本体価格 ￥2,200＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
31901 S（31 〜 35cm 対応）

ブラック
31902 M（35 〜 38cm 対応）
31903 L（38 〜 43cm 対応）
31904 XL（43 〜 51cm 対応）

品　番 価　格
20112・20113 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20112 M（35 〜 38cm 対応）

ブラック / ベージュ
20113 L（38 〜 43cm 対応）

品　番 価　格
20181 本体価格 ￥1,300＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20181 フリーサイズ（〜45cm対応） ブラック

品　番 価　格
20102・20103 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
20102 M（35 〜 38cm 対応）

ブラック / ベージュ
20103 L（38 〜 43cm 対応）
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スーパープロ ニーラップ
SUPERPRO Knee Wrap

●装着しやすく、固定力の調節も自由自在のラップタイプ。●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。

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

スーパープロ ショートニーラップ
SUPERPRO Short Knee Wrap

●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。●ジュニアや女性も違和感のない使い心地を提供。

ラップタイプ（左右兼用）

スーパープロ ニーラップサポート
 SUPERPRO Knee Wrap Support

●左右から巻きつけるラップタイプ。●ひざ全体を包みこみ固定力の調節も
可能。●ひざ障害の予防と保護に。

ラップタイプ（左右兼用）

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

◆ひざ裏側

ひざ用

ひざ用

ひざ用

スーパープロ ニーラップライト
SUPERPRO Knee Wrap Lite

●左右から巻きつけるラップタイプ。ひざ裏はオープン。●圧迫と保温が手軽
にできる簡単装着。●ひざの保護に。

ラップタイプ（左右兼用）

プロ110A ニースリーブ（ひざ窓あき）
PRO110A ALTERD STANDARD Knee Sleeve

●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。

スリーブタイプ（左右兼用）

プロ110 ニースリーブ
PRO110 STANDARD Knee Sleeve

●膝蓋骨の前後方向から均一に圧迫しじん帯を安定。●ひざ全
体をサポート。

スリーブタイプ（左右兼用）

スーパープロ ニースリーブ（ひざ窓あき）
SUPERPRO Knee Sleeve Open Patella

●ひざ全体を安定サポート。
＊リバース面はベージュ。

スリーブタイプ（左右兼用）

スーパープロ ニースリーブ
SUPERPRO Knee Sleeve

●ひざ全体を安定サポート。
＊リバース面はベージュ。

スリーブタイプ（左右兼用）

スーパープロ ジャンパーズニーサポート
SUPERPRO Jumpers Knee Support

●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。

ストラップタイプ（左右兼用）

◆ひざ裏側

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用

ひざ用



品　番 価　格
各品番（31281〜31284） 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（ふくらはぎ回り） カラー
31281 S（33〜35cm対応）

ブラック
31282 M（36〜38cm対応）
31283 L（39〜43cm対応）
31284 XL（44〜46cm対応）

品　番 価　格
20189 本体価格 ￥2,600＋税

品　番 サイズ（ふくらはぎ回り） カラー
20189 フリーサイズ（〜46cm対応） ブラック

品　番 価　格
20192・20193 本体価格 ￥7,000＋税

品　番 サイズ（胸回り） カラー
20192 S/M（76〜97cm対応）

ブラック
20193 L/XL（98〜125cm対応）

品　番 価　格
20153 本体価格 ￥2,700＋税

品　番 サイズ（太もも回り） カラー
20153 フリーサイズ（40〜56cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（31311〜31314） 本体価格 ￥2,200＋税

品　番 サイズ（太もも回り） カラー
31311 S（45〜50cm対応）

ブラック
31312 M（50〜56cm対応）
31313 L（56〜64cm対応）
31314 XL（64〜71cm対応）

品　番 価　格
20122・20123 本体価格 ￥1,800＋税

品　番 サイズ（太もも回り） カラー
20122 M（50〜56cm対応）

ブラック／ベージュ
20123 L（56〜64cm対応）

35 36

PRO Supporter

PRO 太もも用サポーター ●●PRO ふくらはぎ＆すね用／肩用サポーター

プロ12 カーフ＆シンスリーブ
PRO12 Calf & Shin Sleeve

●ふくらはぎ（カーフ）・向こうずね（シン）専用。●圧迫・保温に優れ、打ち身や
肉離れなどの予防に最適。

スリーブタイプ（左右兼用）

スーパープロ シン＆カーフラップ
SUPERPRO Shin & Calf Wrap

●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。

ラップタイプ（左右兼用）

プロ450 ショルダーサポート
PRO450 Shoulder Support

●肩全体を包み、保温・圧迫・固定。●腕、胸部をしっかりラッピングし、強さの
調節が可能。●上腕をしっかり支え、動きを妨げず安定サポート。

ラップタイプ（左右兼用）

肩 用

ふくらはぎ＆すね用

ふくらはぎ＆すね用

スーパープロ サイラップ
SUPERPRO Thigh Wrap

●2本の幅広ストラップで強力Wサポート。●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。

ラップタイプ（左右兼用）

プロ500 サイスリーブ
PRO500 Thigh Sleeve

●大腿四頭筋とハムストリングの肉離れや打撲に使用。

スーパープロ サイスリーブ
SUPERPRO Thigh Sleeve

●太もも全体を安定サポート。
＊リバース面はベージュ。

スリーブタイプ（左右兼用）

スリーブタイプ（左右兼用）

太もも用

太もも用

太もも用



品　番 価　格
20168 本体価格 ￥1,300＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
20168 フリーサイズ（〜 23cm 対応） ブラック

品　番 価　格
20158 本体価格 ￥1,500＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
20158 フリーサイズ（〜 23cm 対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（21730 〜 21735） 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
❶ 21730

フリーサイズ（〜 23cm 対応）

ブラック
❷ 21731 レッド
❸ 21732 ネイビー
❹ 21733 ブルー
❺ 21734 ピンク
❻ 21735 ライム

品　番 価　格
21762 本体価格 ￥1,600＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
21762 フリーサイズ（〜23cm対応） ブラック

品　番 価　格
21701 本体価格 ￥2,300＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
21701 フリーサイズ（〜20cm対応） ブラック

品　番 価　格
21635 本体価格 ￥1,300＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
21635 フリーサイズ（〜23cm対応） ブラック

品　番 価　格
21740・21750 本体価格 ￥2,200＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
❶ 21740

フリーサイズ（〜23cm対応）
ベージュ

❷ 21750 ブラック
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❶

❹

❷

❺

❸

❻

❶

❹

❷

❺

❸

❻

スーパープロ リストラップ
SUPERPRO Wrist Wrap

●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。

ラップタイプ（左右兼用）

スーパープロ リストラップライト
SUPERPRO Wrist Wrap Lite

●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。
●親指に通して手首回りを好みの固定力で簡単調節。

ラップタイプ（左右兼用）

ラップタイプ（左右兼用）

プロ736-J リストサポート-J
PRO736-J Wrist Support - J

●快適ラップ式サポーター。●裏側はネオプレン地そのままのシャークスキン
を採用し、すべりにくくしっかりと固定します。●手首障害の予防と保護に。●
親指に通して手首回りを好みの固定力で簡単調節。

◆手の平側

◆手の平側

◆手の平側

手首用

手首用

手首用

プロ762 リストサポート
PRO762 Wrist Support

●親指の動きを妨げず、手首回りとスナップ動作をサポート。●内側に縫い
付けてある面ファスナーで手首回りの圧迫・固定を調節可能。●手首の均一
な固定が素早く実現。

ラップタイプ（左右兼用）

スリーブタイプ（左右兼用）

プロ701 ユニバーサルリストサポート
PRO701 Universal Wrist Support

●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。

ラップタイプ（左右兼用）

プロ710 リストサポート
PRO710 Wrist Support

●肉厚のネオプレンゴムを使用し手首を保温・固定。●しっかり固定で、手を
動かすスポーツに最適。

プロ740 リスト＆サムサポート
PRO740 Wrist Support With Abducted Thumb

●ネオプレンゴムが8の字型に手首全体をサポート。適度な圧迫を与え保温
効果を発揮。●微妙な手や指の動きを妨げない薄手のデザイン。●親指を
しっかりサポートする形状。

❷❶

◆手の甲側

◆手の平側

◆手の平側

手首用

手首用

手首用

手首用

ラップタイプ（左右兼用）



品　番 価　格
20131・20132 本体価格 ￥1,500＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
20131 S（20〜23cm対応）

ブラック/ベージュ
20132 M（23〜25cm対応）

品　番 価　格
20166 本体価格 ￥1,700＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
20166 フリーサイズ（20〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
20188 本体価格 ￥1,900＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
20188 フリーサイズ（20〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（21471〜21474） 本体価格 ￥2,500＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
21471 S（20〜23cm対応）

ブラック
21472 M（23〜25cm対応）
21473 L（25〜28cm対応）
21474 XL（28〜31cm対応）

品　番 価　格
20156 本体価格 ￥2,100＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
20156 フリーサイズ（20〜31cm対応） ブラック

品　番 価　格
20187 本体価格 ￥1,200＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
20187 フリーサイズ（〜30cm対応） ブラック

品　番 価　格
各品番（21431〜21433） 本体価格 ￥2,800＋税

品　番 サイズ（前腕回り） カラー
21431 S（23〜25cm対応）

ベージュ21432 M（25〜27cm対応）
21433 L（27〜30cm対応）
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PRO Supporter

PRO ひじ用サポーター ●●PRO 手首用／ひじ用サポーター

スリーブタイプ（左右兼用）

スーパープロ エルボースリーブ
SUPERPRO Elbow Sleeve

●ひじ全体を安定サポート。●ひじ障害の予防や保護に。
＊リバース面はベージュ。

スーパープロ エルボーラップライト
SUPERPRO Elbow Wrap Lite

●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。

ラップタイプ（左右兼用）

ラップタイプ（左右兼用）

スーパープロ エルボーラップサポート
SUPERPRO Elbow Wrap Support

●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。

スリーブタイプ（左右兼用）

プロ410 リバースシームエルボースリーブ
PRO410 REVERSE SEAM Elbow Sleeve

●腕の振りや投げなどひじが自然に近い状態で曲がるように独自の設計。

◆ひじ裏側

◆ひじ裏側

ひじ用

ひじ用

ひじ用

ひじ用

スーパープロ エルボーラップ
SUPERPRO Elbow Wrap

●4本の伸縮ストラップで強力サポート。●しっかり固定で着脱も簡単。
●ひじ障害の予防や保護に。

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

ラップタイプ（左右兼用）

スーパープロ リストラップサポート
SUPERPRO Wrist Wrap Support

●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。●ラップ
タイプで固定力を簡単調節。

スリーブタイプ（左右兼用）ストラップ装備

プロ420 テニスエルボーユニット
PRO420 Tennis Elbow Unit

●テニスエルボーの痛みの緩和に効果的。●伸縮ストラップが強力に圧迫し、
ひじを固定。

◆手の平側

◆ひじ裏側

手首用

ひじ用

ひじ用



品　番 価　格
22804 本体価格 ￥1,800＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
22804 フリーサイズ（〜 51cm 対応） ブラック

品　番 価　格
22802 本体価格 ￥1,300＋税

品　番 サイズ（ひじ回り） カラー
22802 フリーサイズ（〜 31cm 対応） ブラック

品　番 価　格
23101 本体価格 ￥2,300＋税

品　番 サイズ（ひざ回り） カラー
23101 フリーサイズ（20〜33cm対応） ブラック

品　番 価　格
23102 本体価格 ￥1,500＋税

品　番 サイズ（足首回り） カラー
23102 フリーサイズ（〜 23cm 対応） ブラック

品　番 価　格
23104 本体価格 ￥1,500＋税

品　番 サイズ（手首回り） カラー
23104 フリーサイズ（〜 16cm 対応） ブラック

品　番 価　格
23103 本体価格 ￥2,000＋税

品　番 サイズ（太もも回り） カラー
23103 フリーサイズ（28 〜 40cm 対応） ブラック

品　番 価　格
20151 本体価格 ￥2,900＋税

品　番 サイズ（腰回り） カラー
20151 フリーサイズ（〜100cm対応） ブラック

品　番 価　格
20190 本体価格 ￥4,500＋税

品　番 サイズ（腰回り） カラー
20190 フリーサイズ（68〜110cm対応） ブラック

品　番 価　格
20191 本体価格 ￥3,900＋税

品　番 サイズ（腰回り） カラー
20191 フリーサイズ（68〜110cm対応） ブラック
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PRO Supporter

PRO ジュニアサポーター／ガードサポーター ●●PRO 腰用サポーター

スーパープロ バックサポート
SUPERPRO Back Support

●5本のプラスチックステーで腰をしっかりサポート。●メッシュタイプな
ので通気性も抜群。

スーパープロ バックブレイス
SUPERPRO Back Brace

●8本のプラスチックステーで強力サポート。●エラスチックベルトと伸
縮ストラップでダブルサポート。

スーパープロ ウエストラップ
SUPERPRO Waist Wrap

●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。

ラップタイプ プラスチックステー装備

ラップタイプ プラスチックステー装備

ラップタイプ

腰 用

腰 用

腰 用

ニーガード
PRO Knee Guard

●軽量で柔軟性のある衝撃吸収材EVAとGELを使用。●衝撃吸収材を放
射状にレイアウトし衝撃を分散・吸収。●衣服の上か
ら装着できるラップタイプ。

エルボーガード
PRO Elbow Guard

●軽量で柔軟性のある衝撃吸収材EVAとGELを使用。●衝撃吸収材を放
射状にレイアウトし衝撃を分散・吸収。●衣服の上か
ら装着できるラップタイプ。

ラップタイプ（左右兼用） ラップタイプ（左右兼用）

ジュニア ニーラップ
PRO Junior Knee Wrap

●4本の伸縮ストラップで強力W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。

ジュニア アンクルラップ
PRO Junior Ankle Wrap

●伸縮性ストラップで強力固定を実現。●調節自在な固定力が
足首障害の予防と保護に効果を発揮。

ジュニア リストラップ
PRO Junior Wrist Wrap

●手首全体を8の字型に安定サポート。●適度な圧迫を与え保
温効果も発揮。●手・指の動きを妨げないデザイン。

ジュニア サイラップ
PRO Junior Thigh Wrap

●左右からのストラップで強力サポート。●2重構造でサポート力
を高め打撲などから太ももをガード。

ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備 ラップタイプ（左右兼用）ストラップ装備

ラップタイプ（左右兼用）ラップタイプ（左右兼用）

ひざ用

ひざ用

足首用

ひじ用

手首用太もも用




