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より良い足当たり

●フラットインツール

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スポンジをサンドイッチ

足を包み込むようなフィット感。
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●フラットインツー
'レ●ソフトタイプ

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スボンジをサンドイッチ

EVAメッシュ
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●フラットインツール

●ハードタイブ

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スポンジをサンドイッチ

EVAメッシュ
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EVAメッシュ

ヒールジェル入り

捌 F47200

SPFFarJV‐P
パワーアーチサポートシステム

銀イオン入り抗菌 防臭素材
ブルー低反発スポンジをサンドイッチ
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●フラットインツール

●ソフトタイブ

●スパイクタイプ

銀イオン入
',抗

菌 防臭素材

ブリマックスを使用しソフト感有り

●フラットインソール

●ソフトタイプ

●スリムタイプ

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スボンジをサンドイッチ
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●フラットインソール
●ソフトタイプ+ア ンダーカバー付
●スリムタイプ

銀イオン入り抗菌 防臭素材
プリマックスを使用しソフト感有り
カレー低反発スポンジをサンドイッチ
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●フラットインソール

●ソフトタイプ+ア ンダーカ′`一付
●スリムタイプ

銀イオン入り抗薗 防真素材
つま先の薄いスパイク向け
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●フラットインソール ●ソフトタイブ
●スパイクタイプ
銀イオン入り抗菌 防臭素材
プリマックスを使用しソフト感有り
ライト感有り 軽罰 ンツール
レディース、ジュニア向け
カレー低反発スポンジをサンドイッチ

測ギ4000

●フラットインツール ●スリムタイブ
●ソフトタイプ+ア ンダーカバー付
銀イオン入り抗菌 防臭素材
ブルー低反発スポンジをサンドイッチ
軽量インソール
バワーのある選手 運動能力の高い人向け
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●フラットインソーリレ

●′`ワ~ク リシヨンタイブ

●ヒールカソブ強イヒ

銀イオン入ち h首 防臭 素材

ブルーlF反 発スボンジをサンドイッチ

ロンクランタイブ

使用期間2KXl日 ■別 ¥島 aaa
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0フ ラットインソール

●パワークッションタイブ

0つ まえからヒールカ′ブまで強イし

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スボンシをサンドイッチ

ロングランタイブ

■用期間2∞日枷 ギ67aaa
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0フ ラットインッール

●パワーク ,シ ョンタイプ

●つま先からヒールカソプまで強化
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オン入り 抗菌 防臭宗材

ラルー低反発スポンジをサンドイッチ

ロングランタイブ
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0フ ラットインソール

●パワークッションタイブ

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スボンシをサンドイッチ

ロンクランタイブ

使用期間 200日

捌 ギ4000
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0フ ラットインソール

●′ヽワーク,シ ョンタイブ
●ヒールカ ,フ 強イヒ
ヒールシェル入り

銀イオン入り l・・菌 砿臭素材
ブルー

=反
発スボンジをサントイッチ
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●フラットインツーザレ

●ハードクッションタイフ

●ヒールカリブ強イヒ

iRイ オン入り 抗菌 防臭素オオ

ロングランタイブ

使用期間 2∞曰 3つのアーチを捌 y375aa
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●フラットインツール

●ハードクッションタイブ

●ヒールカップ強イし

銀イオン入り 抗菌 防臭素材

ブルー低反発スボンシをサンドイッチ

ロンクランタイブ

使用期間2∞口枷¥4000

パワーアップ‖スピードアップ‖
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レベルアップ‖



NEW

47HLFrF_PRo3
NEW

■7HL…鮨ログ#85 揚 #80

パヮーアーテサポートシステム

銀イオン入り抗菌 防臭効果

カ レー低反発スポンジをサンドイッチ

プリマックス高反発素材

ヒールジェル入り

¥6′θθθ税別

PR03よ、PR02が低反発インソールに対して、PR03
の形状は同じで素材をEVAか らプリマックスに変更、
高反発でジャンプ系のスポーツに使用可能となりました。
ヒールジェルはそのまま安定感バツグン。

カップインソール

銀イオン入り 抗菌 防臭効果

ブルー低反発スポンジをサンドイッチ

プリマツクス高反発素材

y57θθθ税別

PR04は、PR02・ 3でインソールの硬さが合わなかつた
プレーヤーにおすすめ。土踏まずのつき上げに痛みを
感じていたプレーヤーにおすすめ。バネがきいたアーチ
サポートが疲れを軽減し、衝撃をやわらげます。

第 1～ 5指骨

(末筋 中筋 基筋)

■95

カップインソール

布スウェード生地

かかとの衝撃を吸収

熱成型が後からできる

y6720θ税別
第1～ 5中足骨

第1～ 3楔状骨

舟状骨

立方骨

距骨

つま先の暉さ :411′ MADEIN F.OR[A

スポーツ障害による足のダメージを
やわらげ、正常な状態をホールドする
ことにより、歩行がしやすくなります。
①ヒールカップを靴のセンターラインに近づけ、ホールド

してバランスを取りやすくしています。
②3つのアーチの位置を安定させ、左右の内くるぶしの
高さを同じにすることで、足首・膝・腰のレベルが合い、
動きやすくなります。

③足の痛みの緩和ケアーにおすすめ。
④足の症状に合わせ、熱成型によって希望通りにフィッ

ティングが可能。

人の足 ま十人十色.サイズ 横幅 形状と様々です。ところがシューズは一般的に05(m刻みでしか用意されてい
ません。有名アスリートの場合 メーカーが足の形を詰細に計測し オーダーメイドのシューズを用意しますが
ほとんどの方はそのような事は出来ないでしょう。そこで、よリシューズと足をフィットさせ パフォーマンス
を最大限に弓き出すために開発されたの川 山台スポーツのインソールです。

シューズと足の隙間を埋めてしっかリサポー ト :

人間の基本的な足裏の3つのア…チをしっかリサポー ト !

アスリー トの足を守り、バワーアップ !ス ピー ドアップ !レベルアップ !

つま先の厚さ 1411′ MAD[IN KOREA

インソールについて



スポーツインソールの
新常識
底をフラットにすることにより、安定感が増し、
フォームが良くなり、連続動作が速くなる。

今までになかったバランスを
実感してください。
かかとの外角をつけたことにより、かかとの骨
が安定しバランスが良くなつた。

新感覚インソール。
フィット感がたまらない。
低反発スポンジをサンドイッチしたことにより、
衝撃吸収力がアップ。
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先進の技術を集約した
インソール登場        ●
銀イオンをプラスして、メッシュ底を採用。
ムレないインソール。

アスリート達が待ち望んだ
スポーツインソール
これでスポーツが変わる。5つの技術を集約して、アスリート
の足を守り、パワーアップスピードアップ L/Alレアップ

今までになかつた2.5mmの
インソール。マラソンシューズや
サッカーシューズに入ります。

あ お や ぎ接 骨 院
●柔道整復師

●プロトレーナー

ロ各種トレーナー活動として

全日本トライアスロン全国高校野球選手権大会 箱根駅伝

スキークロス日本 r・ 表 女子 ラグビー日本代表

ボルグリング富城県lt表等に レヽーナーとして帯同.

●その他

昔川工業 音川黎明 大崎中央 古川学国の運動部

トレーナーとして東北大会 インターハイに帯同.

長青柳 力
あおやぎ接骨脱グループ
ll表取締役社長

フィットネススタジオ
スボーツプラス代表

身 :宮城県大崎市

足 を正常な状態に改善する「インソール」。

仙台スボーツさんのインソールは、様々な

足の トラブルに対応 し、さらに藤や腰にか

かる負● も軽減させることができます。

ホームベージに詳しい情報が載つています。

是非ご覧ください。

インソールプロシヨップ

SENDAi SPORTS
仙台スポーツ有限会社
〒983‐0821
仙台市宮城野区岩切洞 ノロ2296
TEL 022‐ 396‐2822
FAX 022‐ 396‐2823
H P http://www sendai sports net/

販 売店


