
tgtg® shapeshape
（tg シェイプ）

Shaped Tubular BandageShaped Tubular Bandage
シェイプドチューブラー包帯
＊ コットンが肌に優しい通気性に優れ
た薄手のパッディング包帯 

＊ テーパー形状のFL、BKは下肢、下腿、
上肢の四肢にフィットします 

＊ tgグリップよりもやわらかい生地で
優しく圧迫します 

　tg シェイプ・FL　　　　　  下肢（大腿）
品 番 ふくらはぎ周径 (ℓC) サイズ 本体価格 税込価格
88 900 32 - 36 cm SS ¥1,500

(1 枚 )

※※  ¥14,200 (10 枚 / 箱 )

¥1,650¥1,650
(1 枚 )

※※¥15,620(10 枚 / 箱 )

88 901 35 - 39 cm MM
88 902 38 - 42 cm LL
88 903 41 - 45 cm XLXL

　

シームレスな筒状包帯が四肢の長さに沿ってスマートに、快適かつ効果的なサポートを提供しま
す。幅方向の弾力性がしわのない軽度な圧迫を提供すると同時に、上肢・下腿・下肢などに緩や
かな圧とフィット感を実現する筒状包帯です。圧迫力を強めたい場合はもう1枚重ねて着用したり、 
より小さいサイズをご選択ください。また tgグリップ、tgソフト、ふわポコ、ポコシリーズなどと
の併用や、関節・靭帯・腱などのサポートとしても有用です。

　tg シェイプ・BK　　        　膝下（下腿）・上肢
品 番 ふくらはぎ周径 (ℓC) サイズ 本体価格 税込価格
88 904 32 - 36 cm S ¥1,200

            (1 枚 )

※※ ￥11,200(10 枚 / 箱 )

￥1,320
           (1 枚 )

※※￥12,320(10 枚 / 箱 )

88 905 35 - 39 cm M
88 906 38 - 42 cm L

【BK・膝下】
丈が長い場合はカットしてご調整ください
上肢にもご使用いただけます

＜製品拡大図＞

＊肌にかぶれ等の異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
＊製造ロットにより仕上がり寸法が多少異なることがあります。また印刷物の色は異なることがあります。
＊製品の仕様・外観は改良などにより予告なく変更することがあります。

tg シェイプの返品・交換について
tgシェイプは、商品が未開封の場合に承ります。ただし、商品未開封であっても弊社商品発送日か
ら起算して30日を超えた際の返品・交換はお受けいたしかねます。

お手入れ方法
液温30℃以下で市販の洗剤を溶かし、手で押し洗いしてください。柔軟剤や漂白剤、ベンジンなど
の使用、ドライクリーニングはおやめください。伸縮のある素材を使用しているため、洗濯によっ
て多少伸び縮みすることがあります。
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※※ 10枚／箱 ＝「品番」 +「H」　例）品番 88906H

製品形状の
イメージ図

上端

下端

＜素材＞
コットン8 5 ％ 
エラストジエン (ラテックス )    
ナイロン      

お客様相談・ご注文窓口
平日：9：30－17：30

製造元　Lohmann &　Rauscher GmbH & Co.KG

ナ ッ ク 商 会 株 式 会 社
nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒 550-0012

〒 165-0026■東京オフィス

大阪府大阪市西区立売堀 5 - 7 - 13

東 京 都 中 野 区 新 井 5 - 22 - 8
TEL03-5343-7955　FAX03-5343-7956

TEL06-6599-9000　FAX06-6599-9007

ふくらはぎ周
ℓC

【FL・下肢】

NEW



tgtg® gripgrip（tgグリップ）

tgtg® softsoft（tgソフト）

・伸縮性のある素材の為、縮むなどの多少の寸法変化があります。
・製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります。また印刷物と実際の製品の色は 
  異なる場合があります。

＊ 耐久性と弾力性をそなえたしなやかな筒状包帯
＊ ゆるやかに圧迫し、関節や胸部、靭帯、腱などのサポートとしても有用
＊ コットンを使用し、通気性に優れた薄手のサポート包帯
＊ 幅は、置き寸から最大で約 2倍まで伸張 
 
　　　　　　　　

＜素材＞コットン  85％、エラストジエン (ラテックス )、ナイロンElasticated Tubular Support BandageElasticated Tubular Support Bandage
tg グリップ　チューブラーサポート包帯
サイズ／幅（置き寸）サイズ／幅（置き寸）   メートル販売　※※ 箱販売

適 応 部 位適 応 部 位 品 番 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 品 番 10ｍ／巻

AA   (  4.6 cm ) 24 120 P24 120 P ¥825 ¥1,650 ¥2,475 ¥3,300 ¥4,125 24 12024 120 ¥4,950
小児の手や腕 (¥750) (¥1,500) (¥2,250) (¥3,000) (¥3,750) (¥4,500)

BB (  6.0 cm ) 24 121 P24 121 P ¥880 ¥1,760 ¥2,640 ¥3,520 ¥4,400 24 12124 121 ¥5,280
小児の腕や脚 (¥800) (¥1,600) (¥2,400) (¥3,200) (¥4,000) (¥4,800)

CC (  6.5 cm )  24 122 P24 122 P ¥935 ¥1,870 ¥2,805 ¥3,740 ¥4,675 24 12224 122 ¥5,500
手・小児の脚 (¥850) (¥1,700) (¥2,550) (¥3,400) (¥4,250) (¥5,000)

D D  (  7.5 cm ) 24 123 P24 123 P ¥990 ¥1,980 ¥2,970 ¥3,960 ¥4,950 24 12324 123 ¥5,720
前腕・下腿 (¥900) (¥1,800) (¥2,700) (¥3,600) (¥4,500) (¥5,200)

EE (  8.75cm ) 24 124 P24 124 P ¥1,045 ¥2,090 ¥3,135 ¥4,180 ¥5,225 24 12424 124 ¥6,050
上肢・下肢 (¥950) (¥1,900) (¥2,850) (¥3,800) (¥4,750) (¥5,500)

FF   (10.0 cm ) 24 125 P24 125 P ¥1,100 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥5,500 24 12524 125 ¥6,600
上肢・下肢 (¥1,000) (¥2,000) (¥3,000) (¥4,000) (¥5,000) (¥6,000)

GG   (12.0 cm ) 24 126 P24 126 P ¥1,485 ¥2,970 ¥4,455 ¥5,940 ¥7,425 24 12624 126 ¥8,800
大 腿 (¥1,350) (¥2,700) (¥4,050) (¥5,400) (¥6,750) (¥8,000)

JJ (17.5 cm ) 24 127 P24 127 P ¥1,870 ¥3,740 ¥5,610 ¥7,480 ¥9,350 24 12724 127 ¥11,000
大腿・体幹 (¥1,700) (¥3,400) (¥5,100) (¥6,800) (¥8,500) (¥10,000)

KK   (21.5 cm ) 24 128 P24 128 P ¥2,200 ¥4,400 ¥6,600 ¥8,800 ¥11,000 24 12824 128 ¥13,200
体 幹 (¥2,000) (¥4,000) (¥6,000) (¥8,000) (¥10,000) (¥12,000)

LL   (32.5 cm ) 24 129 P24 129 P ¥2,750 ¥5,500 ¥8,250 ¥11,000 ¥13,750 24 12924 129 ¥16,500
体 幹 (¥2,500) (¥5,000) (¥7,500) (¥10,000) (¥12,500) (¥15,000)

MM (37.5 cm ) 24 130 P24 130 P ¥3,850 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400 ¥19,250 24 13024 130 ¥22,000
体 幹 (¥3,500) (¥7,000) (¥10,500) (¥14,000) (¥17,500) (¥20,000)

税込価格
（本体価格）

サイズ／幅（置き寸）  メートル販売　※※ 箱販売
適 応 部 位 品 番 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 品 番 10 ｍ／巻

SS (5.5 - 6.5 cm ) 13 200 P13 200 P ¥1,100 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,400 ¥5,500 13 20013 200 ¥6,600
上肢・小児の脚 (¥1,000) (¥2,000) (¥3,000) (¥4,000) (¥5,000) (¥6,000)

MM (8.0 - 10.0 cm) 13 201 P13 201 P ¥1,485 ¥2,970 ¥4,455 ¥5,940 ¥7,425 13 20113 201 ¥8,800
上肢・下腿 (¥1,350) (¥2,700) (¥4,050) (¥5,400) (¥6,750) (¥8,000)

LL (13.0 - 15.0 cm) 13 202 P13 202 P ¥2,970 ¥5,940 ¥8,910 ¥11,880 ¥14,850 13 20213 202 ¥17,600
大  腿 (¥2,700) (¥5,400) (¥8,100) (¥10,800) (¥13,500) (¥16,000)

Tubular Padding BandageTubular Padding Bandage
tg ソフト チューブラーパッディング包帯

＊ 皮膚を保護するタオル地タイプの筒状包帯
＊ 生地が厚く丈夫でラテックスフリー
＊ 幅は、置き寸から最大で約 4倍まで伸張
＊ 柔らかいコットンを使用、テリー織の仕上げ

＜素材＞コットン 85％、ポリウレタン、ナイロン 
この商品はラテックスフリーです。漂白はしておりません。

税込価格
（本体価格）

※※　メートル販売につきましては、ご注文の際、品番のほかに「メートル数」を必ずご明記ください。

tg グリップ・ソフトの返品・交換について
・tgグリップ・ソフトは商品が未開封の場合に承ります。ただし、商品未開封であっても弊社
  商品発送日から起算して30日を超えた際の返品・交換はお受けいたしかねます。

※※　メートル販売につきましては、ご注文の際、品番のほかに「メートル数」を必ずご明記ください。


