トルマリンホットパック〈単品〉

ホットパックS
オレンジ
（肩・腰用）
サイズ
重 量
価 格

W160×H200㎜
0.8kg
13,750 円（税込）

一般医療機器

ホットパックM
オレンジ
（おなか用）
サイズ
重 量
価 格

W300×H200㎜
1.6kg
26,840 円（税込）

【別売り】替えカバー：1,628 円(税込） 替えカバー：2,178 円(税込）

新商品

ホットパックLL
ホットパックSS
オレンジ
（ ふくらは ぎ 用 ） オレンジ
（腕用）
サイズ
重 量
価 格

サイズ
重 量
価 格

W700×H200㎜
4.0kg
66,550 円（税込）

替えカバー：3,278 円(税込）

ホットパックL
オレンジ
（首用）
サイズ
重 量
価 格

W180×H105㎜
0.4kg
8,250 円（税込）

替えカバー：1,518 円(税込）

側生地にクラボウの抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術
「クレンゼ®」
を使用

W660×H110㎜
1.6kg
27,830 円（税込）

替えカバー：2,728 円(税込）
肩・腰用

おなか用

腕用

「遠赤外線の温熱」と「乾式の手軽さ」を追求した
「第3のホットパック」

ふくら
はぎ用

ホットパックSS
カーキ
（クレンゼ・腕用）
サイズ
重 量
価 格

W180×H105㎜
0.4kg
8,470 円（税込）

ホットパックS
ホットパックM
カーキ
（クレンゼ・肩腰用） カーキ
（クレンゼ・おなか用）
サイズ
重 量
価 格

W160×H200㎜
0.8kg
13,970 円（税込）

【別売り】替えカバー：1,738 円(税込） 替えカバー：1,848 円(税込）

サイズ
重 量
価 格

W300×H200㎜
1.6kg
27,060 円（税込）

価 格
165,000円（税込）
サイズ W450×D275×H355㎜
70℃〜80℃
庫内温度
・ウォーマーS×1台
セット内容 ・ホットパック S オレンジ
(肩・腰用)×8個

※熱伝導を高めるアルミ棚仕様

ホットパックセット M
価 格
サイズ
庫内温度

ホットパックには各種サイズがあります。
状況に応じて様々な使い方が可能です。

替えカバー：2,398 円(税込）

トルマリンホットパックセット

ホットパックセット S

首用

242,440円（税込）

W450×D410×H450㎜
70℃または80℃ 切替え可

・ウォーマーM×1台
セット内容 ・ホットパック S オレンジ
（肩・腰用）
×12個

ホットパックセット L

ホットパックセット プロ

価 格
357,500円（税込）
サイズ W450×D419×H616㎜
70℃〜80℃
庫内温度
・ウォーマーL×1台

セット内容 ・ホットパック S オレンジ
（肩・腰用）
×16個

価 格
734,800円（税込）
サイズ W460×D480×H680㎜
庫内温度 75℃ まで1℃ずつ調整可
・ウォーマープロ×1台

セット内容 ・ホットパック S オレンジ
（肩・腰用）
×28個

・すべてのセットにコンセントタイマー
（自動ON/OFF機能）
がついています。 ・ 各種
「ウォーマーのみ」
の販売もいたしております。

※セットの中身
（ホットパック単品）
のカスタマイズは、自由自在！
●お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店で

お客様ご相談窓口

TEL：06（6160）6080 FAX：06（6160）0662
受付時間：平日 (月〜金) 10：00〜17：00

SHOP：https://hotpack.jp

E-mail：taoshop@tao-balance.net

トルマリン事業部
このカタログの内容について、お問合せは、お近くの販売店にご相談ください。
販売店でお分かりにならない時は、当社お客様ご相談窓口におたずねください。

南米ブラジル産トルマリン鉱石100％のみを使用
一般医療機器番号 11B1X10025960001

〒533- 0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-2 -18
トルマリンホットパック タオ

販売実績 3,700施設以上

【公式】オンラインストア

実用新案番号 登録第3204426号

医療現場の活用シーン

トルマリンホットパックとは

〜 乾式タイプのコードレスだから使い方色々！

治療現場から生まれたトルマリンホットパックは、活用シーンに合わせ
幅広い分野で、新たな活用方法により使用されています。

治療現場から生まれた乾式タイプの温熱医療機器
トルマリンホットパックは患者様への治療効果と生産性向上を目的と
して、長年かけて研究開発された医療機器です。天然鉱石だけを使っ
た独特の温熱効果が患者様満足をアップさせます。
さらに、簡単・便
利な乾式タイプなので医療現場の生産性を大きく向上させることが
できます。

リラックスタイムに

注射の際に

リハビリに

＊一般医療機器番号 11B1X10025960001
＊実用新案番号 登録第3204426 号

「簡単・手軽」
を追求したパック形状
トルマリンホットパックは一見シンプルな形状ですが、治療現場で
の実験・検証によって開発し体のどの部分にもフィットするように
作られています。
トルマリンホットパックに難しい操作はありません。
新人でも即日対応できます。
また、
コードレスなので使う場所を選び
ません。患者様の待ち時間対策や、他の物理療法との併用など使い
方は多彩です。

トルマリンホットパック＜プロセット＞専用ウォーマー
専用ウォーマーは、肩・腰用トルマリンホットパックが28コ入る大容
量で、中規模以上の店舗での利用などを想定した当社推奨のウォー
マーです。細かな温度管理
が出来るので、季節に合わ
せ温度調整が可能です。

サーモグラフィ写真

じんわりした自然な温かさが持続
肩・腰に５分間使用した後、サーモグラフィで表面体温の変化を測定すると
真っ赤に表示され、身体の芯から温まっている事が分かります。熱伝導率の
高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。

季節に合わせて1℃きざみの
温度設定が可能。

純度100％トルマリンのみを使用
使用しているトルマリン鉱石は純度100％。上質な鉱石を
ブラジルから直輸入し製品化しています。
トルマリンは
「電気石」
とも呼ばれ、生体電流と同じ0.06ミリアンペアの
微弱電流が発生することも科学的に証明されています。
他の石や物質では体感することの出来ない温熱効果や
リラックス効果が得られます。

看護師さんのリフレッシュに

簡単・便利

使用前

二重扉で、
ホットパックが
温まりやすい設計。

トルマリンホットパック
使用5分後

内臓ファンにより、庫内の
温度が安定。

トルマリンを使用した際のα波測定
使用前の脳波

オペレーションマニュアルにより、
誰でもすぐに簡単に使用可！

消費電力を抑えたエコ仕様。

使用後の脳波（α波が赤く表示）

気になる電気代は省エネ設計により、
1時間
わずか約2.5円（62℃〜72℃）設定の場合と
リーズナブル。ランニンングコストも抑える
ことが可能です。

外袋は洗濯でき、いつでも清潔

α波

トルマリンホットパックは、袋が
2重になっており、外袋は汚れた
ら洗濯可能！ いつでも清潔にお
使いいただけます。洗い替え用の
袋もご用意しております。
（別売）

月1回のお掃除でお手入れカンタン。

トルマリンによるリラックス効果
トルマリンには、人間をリラックスさせるα波を引き出す
効果があると言われています。
トルマリンを使用した脳波
測定ではα波が上がり極めてリラックスした状態が赤く表
示されています。ほとんどの患者様が眠るほどのリラックス
効果で治療効率も上がり時間短縮にもつながります。

ウォーマー本体が
熱くならずに安心。

シンプルな庫内により、清掃が簡単。
デザインもシンプルなので、どの店舗
にもマッチします。

β波

トルマリンウォーマー専用ラック

トルマリンホットパック専用保温庫
には各種サイズがあります。
現場の状況に合わせて、各種パックを
自由に組み合わせて使うことができます。

時間
東京電機大学

電子工学科

教授

町 好雄

ウォーマ ー ＆トルマリンホット
パックの重量をクリアした専用台
で、安定感バツグン！キャスター
付きで移動もラクラク。
（別売）
トルマリンウォーマーS

トルマリンウォーマーM

トルマリンウォーマーL

