水溶性食物繊維
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快適生活情報

サンファイバー AI/ サンファイバー サンファイバー ① 2 箱セット ②１㎏
価格 ① ２箱（計 60 包）4,968 円（税抜
（2 箱セット・１㎏（１袋）
4,644 円（税抜
価格 ② 1㎏袋
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商品の紹介は 56 頁をご覧ください。

②

❷

もも編集室スタッフが選んでみました
4,600 円）

成

分： 100g あたり（カロリー）207kcal、たんぱく質 0 〜１g、
食物繊維 84.7g 他
原材料名： グァー豆酵素分解物

成

分： 100g あたり（カロリー）209kcal、たんぱく質 0 〜１g、
食物繊維 84.9g 他
原 材 料 名： グァー豆酵素分解物，水溶性食物繊維（イヌリン）
量： ①１箱に 30 包 入り 【１包 6g】
②１袋１㎏

容

❶

機能性表示食品

サンファイバー血糖
糖

（3 箱セット )

水溶性食物繊維が、糖の吸収をおだ
やかにし、食後血糖のピーク値を抑
サンファイバー血糖 3 箱セット
えてくれます。冷温問わず、溶けやす
価格 3 箱
（計 90 袋） 5,832 円（税抜 5,400 円） く、無味無臭なので、お茶やみそ汁
容
量： １箱に 30 包 入り 【１包 4.4g】
などに混ぜてお召し上がりください。

お申し込み方法

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。

☎

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

健康ライフおススメグッズ

4,300 円）

サンファイバー AI ❶ 2 箱セット ❷１㎏
価格 ❶ ２箱（計 60 包）5,616 円（税抜 5,200 円）
4,806 円（税抜 4,450 円）
価格 ❷ 1㎏袋

①

健康維持のためにウォーキングをしている人が増えています。
快適に、かつ効果的にウォーキングタイムを楽しみましょう。
運動から日常生活まで、
幅広く使用できる腕時計です。
電波受信機能によって、
時刻調整は一切不要。加えて、
歩数計測、消費カロリー計算、１日のウォーキングタ
イム計測、ストップウォッチ、歩幅計測、ペースキー
パー機能（※）搭載の高機能時計。ペースを維持し
た無理のないウォーキングを行うことができます。

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。

TEL 075-212-1266
FAX 075-212-1499
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GRUS ウォーキング電波ウォッチ
価格 7,560 円（税抜 7,000 円）
【機能】時刻、フルオートカレンダー、１日のウォーキングタイム、歩数（最大 199,999 歩）
、
消費カロリー、時刻電波受信、４段階歩幅評価、計測可能距離 30m 〜 100,000m、ストッ
プウォッチ、消費カロリー、ペースキーパー、７日間の歩数モードの記録
【仕様】デジタルクォーツ日本製 CPU、
デジタル LCD、
防水機能：3BAR、
電池寿命：3D センサー
ONのみで使用した場合約１年、
3DセンサーOFFのみで使用した場合約３年、
バックル：尾錠、
ケースサイズ：約 47 × 54 × 13.6㎜、重量：約 52g、ケース素材：ABS、バンド素材：PU

ブラック

スリム軽量ウォークバッグ

小銭ポケット

L 字ポケット
アルミシート内蔵
ペットボトルポケット

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。

ホワイト
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メインポケット

最も手軽に行えるスポーツがウォーキングです。
ウォーキングの効果を高めるには背筋を伸ばし
て、両手両足を左右対称にしっかり振り出すこ
とが大切。片手にペットボトルを持ち、腰のポ
ケットには携帯電話と鍵を入れて歩いている、
という方！それではウォーキングの効果が半減
してしまいます。
スリム軽量ウォークバッグなら、
必需品をコンパクトに収納できます。

スリム軽量ウォークバック
価格 3,218 円（税抜 2,980 円）

カードポケット

肌側はメッシュで
汗をかいてもムレ
にくい
ブラウン
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時刻調整不要、ウォーキング
、ウォ キング
電波ウォッチ

※ 初めの 50 歩で基準値ペースを確定し、ペースが落ちて
いないか等、時計が判断し、音と表示でお知らせ。

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

もも本舗

サイズ／幅 40 ×高さ 20 ×マチ 6.5㎝（ベルト許容範囲最大 110㎝）
材質／表地：ナイロン・ポリエステル／裏地：ポリエステル
ベルト：ポリプロピレン
色／ローズ・ブラウン
生産国／中国

ローズ
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