快適生活情報
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温めても、冷やしても使える柔
らかいパッドは１年を通して使え
る便利もの。冬はレンジで１〜２
分温めてホットパック、夏は冷
※
凍庫 で冷やしてアイスパックと
して使えます。

ホット＆クールパッド（L サイズ・グリーン）
※ 再加熱は 30 秒ずつ小刻み
に温度調整を

※冷凍庫に入れてもジェルは硬くなりません

ホット＆クールパッド

価格

（L サイズ・グリーン）

1,980 円
（税抜



ホットで使うときは
レンジで１〜 2 分温
めるだけ

1,800 円）

健康ライフおススメグッズ
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ݤ

大判サイズなので
どこにでも使いやすい

サイズ : 横 30 ×縦 20 ×厚み 2㎝ ／ 重量：約 760g
材質：【カバー】表地・フチ布：ポリエステル、コットン／裏地：天然ゴム
【ジェル】セルロース／【内装】ナイロン

もも本舗

もも編集室スタッフが選んでみました

アイス枕で

オーラ岩盤マット 極（シングル）

酸化マグネシウムやシリカ・アルミ
ナ・酸化第二鉄・酸化カルシウムな
どのミネラル物質を含み遠赤外線
を多量に放出する
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オーラ繊維の蓄熱性
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ふわふわの
ロング起毛で
心地よい肌触り

取り付けは
4 隅のゴムバンドで
固定するだけ

冷えやすい足元をスッポリと包
み込むので冷気が入りにくい。
ふわふわのロング起毛で肌触り
冷気が入りにくく
もよく、朝まで快適な睡眠をサ
足元ポカポカ
※ イメージ写真
ポートしてくれます。

サイズ : 横 105 ×縦 205 ×厚み約 1㎝ ／ 重量：約 850g
材質：ポリエステル

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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サイズ : 横 100 ×縦 200㎝ ／ 重量：約 1,200g
材質：
【表地・裏地】ポリエステル
【中綿】ポリエステル（天然鉱石オーラパウダー含有）

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。
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。

※ 送料に変更がございますのでご注意ください

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

レフランプ法による試験
（試験の為、圧綿使用）
（環境により異なる）
※財団法人日本化学繊維検査協会調べ

オーラ岩盤アイマスク 極

足ポケットは約 75㎝、両足をスッポリと包む

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

光吸収熱変換！同じ熱量を効率的に蓄熱

オーラ繊維を 15 分使用したお腹
※個人差あり

オーラ岩盤マット 極（シングル）
価格
16,280 円（税抜 14,800 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。

☎

※イメージ図

吸湿発熱加工を施
しているので水分
（汗）を吸着させ
て発熱・保温する
ので、とても温か

オーラストーンをパウダーにし、
非常に高い含有量で練りこんで
いる（当社比）
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※ 敷布団にもセット可

HOT α ふわふわ足ポケット付き敷きパッド
価格 3,278 円（税抜 2,980 円）

オーラ繊維

オーラストーン

今使っている敷布団につけるだけで、
身体の芯まで温まります。
じんわり温かく、岩盤浴のような心地よさです。自分の体温を
蓄熱して温めるマットは、秋 〜 春と長い期間使えます。

HOT α ふわふわ足ポケット付き敷きパッド

岩盤浴に使用される
天然鉱石オーラストーンを繊維にしました

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。

オーラ岩盤健康骨ウォーマー 極
背中のツボ「大 椎」を温めると、全身
が温まります。しかもたったの 30g の
軽さ。上から服を着ると目立たないの
でそのままお出かけも OK。

働き続けの目も、岩盤浴の
ような心地よさでじんわり
と温め、疲れを癒しましょ
う。洗濯ができるので衛生
的、繰り返し使えます。
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グレー

ブラウン
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両面テープで
簡単脱着

上から服を着ると
目立たない

オーラ岩盤健康骨ウォーマー 極
価格 3,630 円（税抜 3,300 円）
サイズ : 横 34~36 ×縦 21㎝ ／ 重量：約 30g
カラー：ブラック・ベージュ
適応サイズ：フリー（男女兼用）
材質：
【側地】ポリエステル
【中綿】ポリエステル（天然鉱石オーラパウダー含有）
【パイピング部】ポリエステル
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オーラ岩盤アイマスク 極
価格 2,750 円（税抜 2,500 円）

大椎

ベージュ
ブラック

サイズ : 横 20 ×縦 9 ×厚み 1㎝ ／ 重量：約 8g
カラー：グレー・ブラウン
適応サイズ：フリー（男女兼用）
〈紐の長さ調節可能〉
材質：
【側地】ポリエステル
【中綿】ポリエステル（天然鉱石オーラパウダー含有）
【パイピング部】ポリエステル
【ゴム部分】ナイロン・ポリウレタン
【留具】木材

48

