GRID ® Foam Roller

GRID ®STK Hand-Held Foam Roller

14cm

NEW

GRID BALL ™

Massage Ball
マッサージボール MB１®

グリッドフォームローラー ® STK-X

グリーン 04420

グリッド フォームローラー®

ピンポイントにより深い部分へ

［長さ33cmのスタンダードモデル］

・直径 :6.5cm 重さ: 22g

・直径 :14cm 長さ: 33cm 重さ: 604g

33cm

マッサージボール
MB１

¥5,500（¥5,000税抜）

マッサージボール MBX®

レッド 04421

グリッドフォームローラー ® STK

14cm

日本限定
カラー
ブラック

04401

オレンジ

04402

カモフラージュ

04403

ライム

ピンク

04405

04404

カモフラージュ ブルー

22069

やわらか

グリッド フォームローラー® STK

オレンジ 04415

素早く行うことが可能 チームに１本お薦めします

カモフラージュ グレー

22106

・ローラー部直径 :5cm 長さ: 53cm 重さ: 444g

¥5,500

グリッド フォームローラー X
®

［長さ33cm］

硬質

33cm

タイプ

グリッド フォームローラー STK-X

オレンジ 03332

タイプ

痛みに敏感な方におすすめ

タイプ

・フォームはスタンダードモデルの2倍の硬さ
・直径 :14cm 長さ: 33cm 重さ: 814g

¥7,150（¥6,500税抜）

マッサージボール
MBX

¥3,850

（¥3,500税抜）

グリーン 04422

深く柔らかな刺激を

¥6,050

・直径 :12cm 重さ: 141g
マッサージボールMB5

ブラック

ACUCURVE CANE

NANO ® Foot Roller
ナノフットローラー

STK カンツァー

オレンジ 03334

30cm
ナノフットローラーX

ナノフットローラー

04412

グリッド フォームローラー® 2
［長さ66cmのロングモデル］
体の大きい方に（最適身長１８０ｃｍ以上）
・直径 :14cm 長さ:66cm 重さ: 1300g

¥9,900（¥9,000 税抜）

グレー

グレー

04423

コア フォームローラー®
［軽量 316g］

03333
やわらか
タイプ

より柔らかな圧迫 痛みに敏感な方に
・直径 :14cm 長さ: 45cm 重さ: 316g

¥4,400（¥4,000 税抜）

タイプ

コア フォームローラー® ミニ
［軽量 221g］
携帯に便利なミニサイズ
・直径 :9.8cm 長さ: 30cm 重さ: 221g

¥3,300（¥3,000 税抜）

オレンジ 04417

足裏の足底筋膜、前腕などに使用
やわらか

MB2 ローラー・マッサージボール
グリーン 03314

・直径 :6.5cm 重さ: 93g

45cm

オレンジ

¥3,960（¥3,600税抜）

背骨周辺の硬化した
筋膜・筋肉をリリースする

9.8cm

66cm

¥3,080（¥2,800税抜）

［大きいモデル］

ブラック 04416

STK Contour ™

・フォームは
マッサージボールMB１の
2倍の硬さ
・直径 :6.5cm 重さ: 41g

マッサージボール MB5 ®

（¥5,500税抜）

04406

硬質

タイプ

・フォームはグリッドフォームローラーSTKの2倍の硬さ
・ローラー部直径 :5cm 長さ:53cm 重さ: 448g

より強く筋膜・筋肉に圧迫が可能、
より強い刺激を求める方に

14cm

硬質

®

グリッド ボール

・直径 :13cm 重さ: 48g

（¥5,000税抜）

14cm

¥2,530（¥2,300税抜）

体のラインに合わせた
筋膜リリースが可能
腰回り、肩回りが自在に

¥3,850（¥3,500税抜）

曲げすぎ注意

モビポイント・マッサージボール

グリーン 03313
折れる場合が
あります

足裏の足底筋膜、
腕周辺の筋肉疲労に
・直径 :5cm 重さ: 51g

・直径 :6.5cm 長さ:49.5cm 重さ: 317g

¥1,320（¥1,200税抜）

¥5,390（¥4,900税抜）

ハンドヘルド マッサージボール

・直径 :7cm 長さ: 17cm 重さ: 270g

¥3,850（¥3,500 税抜）

ナノフットローラーX

硬質

タイプ
ブラック 04418

・フォームはナノフットローラーの2倍の硬さ
・直径 :7cm 長さ:17cm 重さ: 261g

¥3,850（¥3,500 税抜）

グリーン 21571

アキュカーブ ケイン

オレンジ 03337

狙いをつけた圧を加えることが可能
・長さ:４２cm 重さ: 292g

¥3,520（¥3,200税抜）

疲労回復、携帯電話・PC使用の
ストレス解消に
・横幅/高さ:７cm 奥行き:８cm 重さ:１６２g

¥2,640（¥2,400税抜）

※フォームローラー®は、
ミューラージャパン株式会社の登録商標です。

