
リムズ徳島クリニック 学校法人後藤学園

平編み―弾性ストッキング
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リムズ徳島ク リエック、

後藤学園附属 リンパ浮腫研究所との共同開発

オリジナル高弾性糸を使用し、装着時は

のびやすく穿きやすい設計でありながら、

装着後はしつかり圧迫することができます。

■エアボとは、通気性 (Air)と ラテン語で優しい (Bonitas)の二つを掛け合せました。
■エアボ (Airbo)は 、三優メディカル社の登録商標です。

どなたでも簡単に穿けて、

浮腫を軽減できる

補助用ス トッキングです。

足背部、内果、外果の

浮腫ケアにもお使いいた

だけます。

リンパ浮腫患者さまの

『部屋着』として、

日中家事をしながら…

就寝用としても

お使いいただけます。

様々な圧迫用品と

組み合わせて

使うことが

できます。
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1 通気性・還流促進を考慮 した平編みタイプ
.(シ

ームレス )の凹凸メッシュ生地

中間層に高弾性糸を編み込んだ立体構造の

無縫製編立設計

ずれやすいかかと部分は三次元曲線構造設計

でしつかリフィット

エアボ。ウェープ ストッキング

2

3

一・
一一「̈
●■
一・
¨̈
ば

エアボ・ウェーブ ハインップス

エアボ・ウェージ アングル

品質表示
綿      82%
ポリウレタン  10%
ポリエステル  8%
※ラテックスフリー

―ぶ:E=癖:お畿審:医:栃貢樹:[思厄]と量2昏 ≡;:23B3X10023000000

特許取得済み
三優メデイカノし

三優メディカル

圧迫力 :

20～25mrnHg



=ア
ボ。つ旦―プ アングル (足部爾)

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

］「 グリーン
ー

6号 レッド  
ー

サイズー覧

※7号は受注生産にて承ります。  :。 … ……・・… …… …。一 。・… …… …… …Ⅲ… …… ……

Xアボ。ウ菫…ゾ ハイソップス(下肢爾 )

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

※ロング丈のみ、上下に色がついています

種 類 商品コード 価格観Bu) フート丈 B(足首周径) C(ふくらはぎ周径)

4号
シ
昌5鮭  貪Wl:::::‖| 

フ,000円
5号 

シ
昌τ:II ttW::::::‖ 1  7,000円

6号 
シ
昌τ雄 貪W::::::‖ 1  7,000円

7号
シ
昌5鮭  貪戦7:::::‖1 7,000円

8号 
シ
邑τ:II ttW::::::‖ |  

フ,000円

20´-24cm 17-21cm 27´ν31 cm

20-24cm 18-22cm 30-35 cm

22´-25cm 22-26cm 34-39 cm

22´-25cm 22´-26cm 38-44 cm

※丈の定義
*4号～8号共通

<A～ D縫から麟骨頭)>

爾ショート丈

32´-38 cm

爾園ング丈
38-44 cm

22-25cm 24-28cm 43´ -48 cm

※4号と8号 は受注生産にて承りますので、納期は発注から最短 2週間程度いただきます。

4号 オレンジ く鰈躙聰

5号 グリーン
ー

6号 レッド  
ー

目芍 ブラック 
ー

8号 パープル ~

エアボ・ウェープ ストッキング (下肢用)

つま先先端部の色で
サイズの識別が出来ます。

自弓 オレンジ 燎祠楊

5号 グリーン 蝙鼈蜀

6号 レッド  
ー

口弓 ブラック 
ー

口弓 パープル ~

サイズー覧

種 類

4号
シ
呂5歩菱 営χl::::

5号
シ
呂5歩蔓 獄χ:::::

6[号 
シ
昌可:I[ 会W:::::

7三号 シ昌可:I[ 貪W子::::

8号
シ
昌5歩薬 黛χ:::::

商 品 塾 ― ド  1面 格 ll181): フ ー ト丈   B(足 首周咎  C(ら 、くらはぎ周径)G伏 腿部周径 )

120～ 24cm 17～ 21cm 27～ 31 cm 40～ 45 cm

: 20´-24cm 18-22cm 30-35 cm  44-50 cm

12,000円

12,000円

| ※丈の定義   :
:  *4号～8号共通  |

: くA～G般下)> :

卜購シヨート丈  |
1  62-68 cm :

1 爾圃ング丈   :
1  68-74 cm :

12,000F]: 22´ -25cm 22-26cm 34-39 cm  49-56 cm

12,000F]: 22-25cm 22-26cm 38-44 cm  55-63 cm

12,000円 122～ 25cm 24～ 28cm 43～ 48 cm 62～ 70 cm f亨再覆

*セット害」イ面格 1双 (2枚 )¥22,000通常より¥2,000イ直弓|き (※セット割はストッキングのみ、アンクル・ハイソックスは対象外です。)

<製品の返品0交換について>  ・製品が未使用および出荷後 lヵ月以内の場合に承ります。

取扱店

カノし株式会社

製造販売元 :

三優メデイ

三優メディカル
株式会社

W VV W.Sanyu― medical.com

〒490-1144愛 知県海部郡大治町西條南井口58番地

下EL 052… 526… 5017 FAX 052… 526… 5018
E―mail info@sanyu― rYlediCal.com

※ロング丈のみ、上下に色がついています



攣∝WaY'平
編み3単性ストッキング「エアボ・ウェーブJO■■

装着する前に

行つてください

折 り返 したところ 内側 にしつかり

からゆつくりと足先 と親指を入れて

を通していきます。 持ち、膝上まで

引き上げます。

かかとの位置を 折り返した部分
合わせます。  をゆつくり上げ

ていきます。

足のつけ根 まで

上 げ、ねじれや

たるみを整え

ます。

装着後は

折り返さずに

ご使用ください。

ご使用のしおり

エアボウエーブストッキング装着方法

④

■ 装着 E寺 の注意点

外面の繊維は爪が引つ掛かると、

ほつれの原因となる場合がありますので

ご注意ください。

|:

i

|:

(月几に

鰈 洗 濯 方 法

かかとを引つぱり上げず

少し下げてください。

かかとを少し下げることで
ずり落ちを防止します

普段どおりそのまま洗濯機へ  干し方

天日干し・乾燥機も OK
ネット不要  柔軟剤・漂白剤の使用も OK

三優メデイカノじ株式会社

中面を裏返 し、平干してください

※洗濯ばさみは使用しないでください

・変質するおそれがありますので、アイロンは使用しないでください。

・爪が気になる場合はゴム手袋を使つて装着されることを推奨いたします。

・保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。

・装着部に傷、痛み、しびれ等がある場合は、医師等にご相談の上、ご使用ください。

品質表示
綿      82%
ポリウレタン  10%
ポリエステル  8%
※ラテックスフリー

〒490-1144愛 知県海部郡大治町西條南井 口58番地

TEL 052‐ 526‐ 5017 FAX 052‐ 526‐5018
E―mail info@sanyu― medical.com

<製品の返品。交換について> ・製品が未使用および出荷後 lヵ 月以内の場合に承ります。

製造販売元 :

三優メディカル
株式会社 www. sanyu - med ical. co m

筵 酔………彎馨鑢鱚卵蒙……m~摯 幣騨辣翻聯謬……申鴨


