
以下の項目をご記入の上、FAX にてご注文下さい。  FAX  03-5808-5019 

カラー  サイズ  枚数  サイズ  枚数  サイズ  枚数

ブラック×ホワイトステッチ  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

カラー  サイズ  枚数  サイズ  枚数  サイズ  枚数

ブラック×イエローグリーン  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブラック×レッド  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブラック×シルバー  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

スカイ  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

オレンジ  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ピンク  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ライム  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

レッド  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブルー  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

カラー  サイズ  枚数  サイズ  枚数  サイズ  枚数

ブラック×イエローグリーン  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブラック×レッド  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブラック×シルバー  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

スカイ  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

オレンジ  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ピンク  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ライム  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

レッド  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

ブルー  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

お届け先情報をご記入ください ※ご購入者様とお届け先が異なる場合は、その旨をあらかじめご連絡下さい。 

※お名前・ご住所・電話番号などの個人情報は、当社のカタログやご注文商品などのお届け目的以外には使用致しません。 

お申込み日         年         月         日（      ） 
ヘルスポイント有限会社 

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草 4-7-8  

電話：03-5808-5018 FAX：03-5808-5019

 マラソンズニーサポート21 TT （いずれかに○をつけて下さい）

価格 

￥4,950(税込) 

電話番号 

マラソンズニーサポート

お名前

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

￥4,620(税込) 

価格 

￥4,840(税込) 

 マラソンズニーサポート 10 マラソンズニーサポート 10(ホール付) （いずれかに○をつけて下さい）

価格 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

￥4,840(税込) 

フリガナ

ご住所   〒

返信連絡用 FAX または メールアドレス

お支払方法           銀行振込    ・     商品代引き （いずれかに○をつけて下さい）

お届け希望日（1週間後以降）    月     日／時間帯  指定なし・午前中・12～14・14～16・16～18・18～21



以下の項目をご記入の上、FAX にてご注文下さい。  FAX  03-5808-5019 

商品名 サイズ  枚数  サイズ  枚数  サイズ  枚数
トレーニング用
ネオプレンマスク(シンプルカ
ラー)

M 枚  L 枚

トレーニング用
ネオプレンマスク(柄)

M 枚  L 枚

抗菌フェイスマスク
銅力(どうヂカラ)

フリー 枚 

CR製CM関節症サポーター

ブラック  S 枚  M 枚 

ベージュ S 枚  M 枚 

トリプルパワーつちふまずくん

ブラック  フリー 足 

パワーアーチサポート

ブラック  フリー 足 

楽歩ひざ立体サポーター

サイズ  枚数

フリー  枚

フリー  枚

フリー  枚

サイズ  枚数

フリー  枚

フリー  組

ひざストラップ  フリー  組

カーフラップサポート  フリー  枚

フリー  枚

お届け先情報をご記入ください ※ご購入者様とお届け先が異なる場合は、その旨をあらかじめご連絡下さい。 

フリガナ

ご住所 〒

※お名前・ご住所・電話番号などの個人情報は、当社のカタログやご注文商品などのお届け目的以外には使用致しません。 

お申込み日         年         月         日（      ） 
ヘルスポイント有限会社 

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草 4-7-8  

電話：03-5808-5018 FAX：03-5808-5019

￥4,070(税込）

価格 カラー 

価格 カラー 商品名 

ひざしっかりバンド／かかとラップサポーター／ひざストラップ／カーフラップサポート／ランナーズニーラップサポート

￥6,600（税込）オレンジ 

￥6,600（税込）イエロー 

￥6,600（税込）ベージュ×ライトグレー 

お支払方法           銀行振込    ・     商品代引き （いずれかに○をつけて下さい）

お届け希望日（1週間後以降）    月     日／時間帯  指定なし・午前中・12～14・14～16・16～18・18～21

￥5,280(税込）ベージュ かかとラップサポーター 

￥4,950(税込）ベージュ ひざしっかりバンド 

お名前

各種マスク

価格 

￥2,200(税込）

￥2,310(税込）

￥2,980(税込）

￥6,600(税込）

￥3,300(税込）

￥5,940(税込）ブラック×レッド 

ベージュ 

ブラック 

￥4,840(税込）

￥4,840(税込）

￥4,620(税込）

ランナーズニーラップサポート 
右用・左用（いずれかに○をつけて下さい）

電話番号  返信連絡用 FAX または メールアドレス



以下の項目をご記入の上、FAX にてご注文下さい。  FAX  03-5808-5019 
カーフスリーブ

カラー  価格  サイズ  枚数  サイズ  枚数  サイズ  枚数

ブラック×レッド  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

スカイ  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

オレンジ  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

ピンク  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

ライム  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

レッド  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

ブルー  S-M  組  M-L  組  L-LL  組

スポーツ腹巻き

ブラック  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

レッド  S-M  枚  M-L  枚  L-LL  枚

足裏アーチサポートパッド

ブラック  フリー  組

ベージュ  フリー  組

外反母趾サポーター

ブラック  S-M  組  M-L  組

お届け先情報をご記入ください ※ご購入者様とお届け先が異なる場合は、その旨をあらかじめご連絡下さい。 

フリガナ

ご住所 〒

※お名前・ご住所・電話番号などの個人情報は、当社のカタログやご注文商品などのお届け目的以外には使用致しません。 

お申込み日         年         月         日（      ） 
ヘルスポイント有限会社 

住所：〒111-0032 東京都台東区浅草 4-7-8  

電話：03-5808-5018 FAX：03-5808-5019

電話番号 

お名前

￥2,970(税込）

￥3,850(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥2,970(税込）

￥5,720(税込）

お支払方法           銀行振込    ・     商品代引き （いずれかに○をつけて下さい）

お届け希望日（1週間後以降）    月     日／時間帯  指定なし・午前中・12～14・14～16・16～18・18～21

返信連絡用 FAX または メールアドレス

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）



以下の項目をご記入の上、FAX にてご注文下さい。  FAX  03-5808-5019 
おなかウォーマー

カラー 

ブラック  S-M  個  M-L  個 L-LL  個

ブルー S-M  個  M-L  個 L-LL  個

シルバー S-M  個  M-L  個 L-LL  個

ピンク S-M  個  M-L  個 L-LL  個

カーキ S-M  個  M-L  個 L-LL  個

手首ウォーマー2枚組

ブラック  フリー  組

グレー フリー  組

ブルー フリー  組

カーキ フリー  組

足首ウォーマー2枚組

ブラック  フリー  組

グレー フリー  組

ブルー フリー  組

カーキ フリー  組

レッグウォーマー2枚組

ブラック  S-M  組 L-LL  組

シルバー S-M  組 L-LL  組

ピンク S-M  組 L-LL  組

ブルー S-M  組 L-LL  組

肘ウォーマー2枚組

ブラック  S-M  組 L-LL  組

シルバー S-M  組 L-LL  組

ピンク S-M  組 L-LL  組

ブルー S-M  組 L-LL  組

ヘッドウォーマー

ブラック フリー  個

ブルー フリー  個

グレー フリー  個

ピンク  フリー  個

お届け先情報をご記入ください ※ご購入者様とお届け先が異なる場合は、その旨をあらかじめご連絡下さい。 
フリガナ

ご住所 〒

※お名前・ご住所・電話番号などの個人情報は、当社のカタログやご注文商品などのお届け目的以外には使用致しません。 

お申込み日         年         月         日（      ） 
ヘルスポイント有限会社 
住所：〒111-0032 東京都台東区浅草 4-7-8  
電話：03-5808-5018 FAX：03-5808-5019

電話番号  返信連絡用 FAX または メールアドレス

お支払方法           銀行振込    ・     商品代引き （いずれかに○をつけて下さい）

お届け希望日（1週間後以降）    月     日／時間帯  指定なし・午前中・12～14・14～16・16～18・18～21

￥5,720(税込）

￥5,280(税込）

￥5,500(税込）

￥7,920(税込）

価格 

￥3,850(税込）

￥3,850(税込）

￥3,850(税込）

￥3,850(税込）

お名前

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥7,920(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,720(税込）

￥5,280(税込）

￥5,280(税込）

￥5,280(税込）

￥5,500(税込）

￥5,500(税込）

￥5,500(税込）


