
本価格表の内容は２０２１年３月現在のものです。

メディ膝サポーター
周径 (d) cm 周径(f) cm

I     (SS)

II     (S)

III   (M)

IV   (L)  

V    (LL)

VI  (3L)

VII (4L)

 

( f）：膝蓋骨の中心から１５cm上の大腿部の周径を測定してください。（測定は大腿部内側で行ってください。）
 （d）：膝蓋骨の中心から５cm下のふくらはぎの周径を測定してください。（測定はふくらはぎ内側で行ってください。）

メディ膝サポーター
２方向ストレッチ　膝サポーター

シリコントップバンド付

左右側面にステー付

膝蓋骨部はホールになっています
左右側面にステー付

品番 税抜き価格 税込み価格

601 ¥4,000
602
603

／枚

メディ肘サポーター
サイズ 周径cm

I    (SS)

II   (S)

III  (M)

IV  (L)

V   (LL)

肘関節の中心から５cm下の周径
を測定してください。

メディ肘サポーター  

ベーシックな肘関節用サポーター

¥5,000

605
¥6,000
¥8,000

¥4,400
¥5,500
¥6,600
¥8,800

メディ足首サポーター
サイズ 周径 cm

I     (SS)

II    (S)

III   (M)

IV   (L)

V    (LL)

VI   (3L)

くるぶしより上部の最も周径の小さい箇
所を計測してください。

メディ足首サポーター 　　

装着部位への圧迫と２方向ストレッチ　　　　
足首サポーター

品番 税抜き価格 税込み価格

644 ¥3,000 ¥3,300

品番 税抜き価格 税込み価格

501 ¥3,000 ¥3,300

サイズ表

／枚

／枚

サイズ表

サイズ表

ナイロン　８０％　　ポリウレタン　２０％

ナイロン　８０％　　ポリウレタン　２０％

ナイロン　９０％　　ポリウレタン　１０％

medi elbow support 

 
 

medi elastic knee support 

medi elastic ankle support  

／枚

／枚

／枚

＜測定＞

＜測定＞

＜測定＞

カラー：キャメル

カラー：ベージュ

カラー：キャメル

＊弊社取扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。
   ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。



レバメド・アキメド
サイズ 周径 cm

  I      (SS)

  II     (S)

  III   (M)

  IV   (L)

  V    (LL)

  VI   (3L)

くるぶしの上部、最も周径の小さい箇所を計測してください。

レバメド

シリコンクッション付　足首サポーター

用途 
・くるぶしの保護
・足関節の安定・保護

アキメド
シリコンパッド付　アキレス腱サポーター

用途
• アキレス腱の保護
• 足関節の安定・保護

 付属のヒールウェッジを挿入することで、アキレス腱に
かかる負荷がさらに軽減されます。

・適切なサイズの製品を、正しい装着部位に使用してください。
・装着部位に痛み、しびれ、腫れ、かぶれ、湿疹等の異常があらわれた場合は
　直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。
・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。

URL www.nakcorp.co.jp
e-mail order@nakcorp.co.jp

〒165-0026 東京都中野区新井５-２２-８
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

〒550-0012 大阪市西区立売堀５-７-１３
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■大阪本社

■東京オフィス

第４版

輸入元

品番 カラー 税抜き価格 税込み価格

507

シルバー

¥10,000 ¥11,000508

509

ブラック

メディベージュ

／枚

品番 カラー 税抜き価格 税込み価格
510

ブラック ¥13,000 ¥14,300511

512 シルバー

メディベージュ

／枚

＊左右兼用です。

サイズ表

＊左右兼用です。

取扱店

・シリコンクッションがくるぶしを保護します。

ナイロン：５０％　　ポリエステル：３０％　　ポリウレタン　２０％

ナイロン：５０％　　ポリエステル：３０％　　ポリウレタン　２０％

• シリコンパッドがアキレス腱を保護します。

Achimed

Levamed

＜測定＞

•

ブラック

メディベージュ シルバー

シルバー

メディベージュ ブラック ヒールウェッジ

＊弊社取扱いのメディ社製品はすべて在庫限りとなります。
   ご注文の際は在庫確認をお願いいたします。



medi GmbH & Co.KG （ドイツ）第１版

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
日頃愛用いただいておりますレバメド・アキメドですが、仕様およびラインナップについて、以下のとおり変更することになり
ましたので、お知らせいたします。変更に伴い、２０１７年９月より弊社から出荷する製品は、旧仕様の在庫がなくなり次第、
順次新しい仕様のものに切り替わります。

●ニューコンフォートニット素材の使用

Levamed シリコンパッド付足首サポーター ２０１７年９月
ナック商会株式会社

レバメド・アキメド
ラインナップ変更等のお知らせ

●ブラック色　在庫限りの販売

URL www.nakcorp.co.jp
e-mail order@nakcorp.co.jp

〒165-0026 東京都中野区新井５-２２-８
tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956

〒550-0012 大阪市西区立売堀５-７-１３
tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■大阪本社

■東京オフィス

輸入元
取扱店

レバメド

アキメド

従来からメディ弾性サポーターの持つ吸水放湿性・防臭機能などをより強化したニューコンフォートニット素材に変わりま
す。＊写真はどちらもシルバー色。

●繊維の混用率の変更
＊変更後：ナイロン ７０％　　　ポリエステル １３％　　　ポリウレタン １２％　　　ビスコース ５％

➡

➡

ブラック色については、現在弊社で在庫する製品限りの販売とさせていただきます。新しい仕様では、シルバー・メディベ
ージュのみの展開となります。

新

新

＊レバメドとアキメドの繊維の混用率は同じです。

Achimed シリコンパッド付アキレスサポーター 

現行

現行

大阪本社につながります email    :    order@nakcorp.co.jp

印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。


