つ け た 瞬 間 、体 感 で き る 喜 び

SEV健康・スポーツ用製品総合カタログ
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ೋ  ߡ ߩ 5 ' 8 ߪ 㚂 ర ߆ࠄ

5'8࡞ࡄV[RG/
٨㩯27,300
ޟ5'8࡞ࡄV[RG/ޔߪޠ㚂రోࠍ5'8⁛⥄ߩ․⸵ᛛⴚߦࠃߞߡ
ࠨࡐ࠻ߒ߹ߔޕ
シ㊂ߢޔ㚂రߦ߯ߞߚࠅࡈࠖ࠶࠻ߔࠆ࡞ࡊోߣࠕ࠲࠶࠴ࡔࡦ࠻ߩਔᣇ
ߦ5'8ࠍౝ⬿ޕᣣᏱ↢ᵴ߆ࠄࠬࡐ࠷ᤨ߹ߢޔᲤᣣߏᗲ↪ߚߛߌ߹
ߔޕᔟㆡߥᲤᣣߣࡃࡦࠬߩߣࠇߚஜᐽߥࠞ࠳ࠅࠍ⋡ᜰߒ߹ߔޕ

ࠨࠗ࠭ ޓ㧦4㨏㨙㧔̪4㨏㨙ߩߺ㩯29,400㧕
ࠞ ޓ㧦ࡉ࠶ࠢࡉ࡞ࠗ࠻ࡉ࡞ࡇࡦࠢ࠶࠼ࠝࡦࠫ
࠻ࠗࡢࡎࡦࠣࡠࠛࠗޓ
⚛᧚ޓޓ㧦ࠕ࡞ࡒว㊄ࡦࠦࠪޔ
ຠౝኈ㧦ᧄ

ࠕ࠲࠶࠴ࡔࡦ࠻ㇱಽߪࠕ࡞ࡒࠅߒޕ1ᧄ1ᧄৼካߦᚻࠅߒߡ߹ߔޕ
ޕߚߒ߹ࠅࠊߛߎ߽ߦࠣࡦࠖࡈ߁ߣޠ࠶࠴ࠞޟߩᤨߚߌߟޓޓޓޓޓޓޓ
࡞ࡊㇱಽߦߪࡈࠖ࠶࠻ᗵߩࠆᨵࠄ߆ࠪࠦࡦ⚛᧚ࠍណ↪ޓޕ
ࠕ࠲࠶࠴ࡔࡦ࠻ࡊ࡞ޔㇱಽోߦ5'8ࠍౝ⬿ޕ

イメージ

٨ࠨࠗ࠭
ᚑੱ↵ᕈࡕ࠺࡞⌕↪ᤨ

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

44㨏㨙

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

ᚑੱᅚᕈࡕ࠺࡞⌕↪ᤨ㧔ᐔဋ㚂ࠅ35.0㨏㨙㧕

ᐔဋ㚂ࠅ41.5㨏㨙)

46㨏㨙

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

48㨏㨙

44㨏㨙

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

46㨏㨙

࡞ࡄ
ࠨࠗ࠭

48㨏㨙

̪54㨏㨙ࠨ߽ࠗ࠭ߏߑ߹ߔޕૉߒޔଔᩰ߇⇣ߥࠅ߹ߔޕ
㧔㩯29,400㧕

٨ࠞ

ブラック

ブルー

ライトブルー

ピンク

レッド

オレンジ

イエロー

グリーン

ホワイト

ᯏ ⢻ ᕈ ࠍ 㜞   ߥ ࡞ ࠽ ࠫࠝޔノ ߈ ࠍ
オーダー
メイド

5'8࡞ࡄV[RG/
٨㩯39,900
ޟ5'8࡞ࡄV[RG㧟/ޔߪޠ5'8࡞ࡄV[RG/ߩᯏ⢻ᕈࠍߐࠄߦ㜞ߚ㧟ᧄ࠲ࠗࡊߩቢోࠝ࠳ࡔࠗ࠼ຠߢߔޕ
ࡋ࠶࠼ㇱಽߪኾ↪㐿⊒ߣߒࠍࠬࡦࡑࠜࡈࡄߩ࠳ࠞޔᒝജߦࠨࡐ࠻ߒ߹ߔߺ⚵ߩࠞޕวࠊߖ߽⥄↱ߦߢ߈ࠆߩߢ㧟ᧄ
หߓࠞߦߔࠆߎߣ߽ޔ
㧟ᧄߘࠇߙࠇߩࠞߦߔࠆߎߣ߽น⢻ߢߔߥ࡞࠽ࠫࠝޕノ߈ࠍ߅ᭉߒߺߊߛߐޕ
ࠨࠗ࠭ޓ㧦4㨏㨙㧔̪4㨏㨙ߩߺ㩯42,000㧕
ࠞ ޓ㧦ࡉ࠶ࠢࡉ࡞ࠗ࠻ࡉ࡞ࡇࡦࠢ࠶࠼ࠝࡦࠫ
࠻ࠗࡢࡎࡦࠣࡠࠛࠗޓ
⚛᧚ޓޓ㧦ࠕ࡞ࡒว㊄ࡦࠦࠪޔ
ຠౝኈ㧦1ᧄ
ᒰຠߪࠝ࠳ࡔࠗ࠼ຠߩߚޔฃᵈᓟߩߣߥࠅ߹ߔޕ
ຠ⌕߹ߢ⚂2ㅳ㑆߶ߤ߅ᤨ㑆ࠍߚߛ߈߹ߔޕ

⚵ߺวࠊߖࠍㆬߴࠆࠞࠪࡒࡘ࠲ߪߎߜࠄ
www.sGvKPHQMGPMQUKOWNCVKQn

࡞ࡊ߇3ᧄߢ߽
ࠕ࠲࠶࠴ࡔࡦ࠻ㇱಽߪࠪࡦࡊ࡞ߢ
ขࠅᄖߒ߽◲න

ࠝ ࠬ ࠬ ࡔ ߪ ߎ ߜࠄ㧍
ᚻ㚂⿷ޔ㚂ߦ↪
ࠕࠢ࠹ࠖࡉߥࠪࡦߦ

⣶߇᳇ߦߥࠆᣇߦ
ࠞ࠳ߩⷐᚲࠍࠨࡐ࠻

ᜬߜㆇ߮ߦଢ
ࠝࡈࠖࠬ߿ゞޔᒛవߦ߽

5'8*2ࡌ࡞࠻ࠬࡐ࠷

5'8H2࠙ࠛࠬ࠻ࡌ࡞࠻

5 ' 8 ࡊࡠࠦࡦࡈࠜ࠻ࡑ࠶࠻

٨㩯21,000

٨㩯31,500

٨㩯39,900

ࠨࠗ࠭ ޓ.)×30㧔 W㧕OO
⚛᧚ޓޓ㧦ࠕ࡞ࡒว㊄ޔࡦࡠࠗ࠽ޔ
࠙࠽ࠗࡠࡦࠬࠢ࠶࠹ޔ࡞࠹ࠬࠛࡐޔ
ຠౝኈ㧦2ᧄ࠶࠻

ࠨࠗ࠭ ޓ:㧹ࠨࠗ࠭ 100 㨏O 㧸ࠨࠗ࠭ 110 㨏㨙
⚛᧚ޓޓ㧦ࠕ࡞ࡒว㊄ޔࡦࡠࠗ࠽ޔ
✎ޔ࡞࠹ࠬࠛࡐޓޓޓޓޓ
ຠౝኈ㧦1ᧄ

ࠨࠗ࠭ ޓ:50(W)×150(H 㨏O㧔 ↪ᤨ㧕
50㧔 㨃㧕
×14㧔㧴㧕
×11㧔㧰㧕
㨏㨙㧔ᜬߜㆇ߮ᤨ㧕
⚛᧚ޓޓ㧦ࡐࠛࠬ࠹࡞✎ޔ
ຠౝኈ㧦1ᨎ

シ㊂ߢࠦࡦࡄࠢ࠻ߥߚࠆߔࠍ࠷ࡐࠬޔ㓙ߥߤࠕࠢ࠹ࠖ
ࡉߥࠪࡦߦᵴべߒ߹ߔޕᣣᏱ↢ᵴ߿ዞኢᤨߦ߽ߏ↪
ߊߛߐޕ

⣶ߛߌߢߪߥߊ߅ߥ߆ㇱಽ߹ߢ5'8⚛᧚߇ߞߡ߅ࠅޔ
ᐢ▸࿐ࠍࠞࡃߒ߹ߔޕ

シ㊂ߢࠬࡓߥߩߢޔゞߩࠪ࠻߿ࠝࡈࠖࠬߩࠗࠬޔ
ᒛవ߿⒖േਛߢ߽߅᳇シߦ߅ߚߛߌ߹ߔޕ

⼾ ን ߥ  ࠗ ࡦ ࠕ࠶ࡊ ߢ ߐࠄ ߦ ᭉ ߒߊ
ブレスレットの新シリーズ
SEVラインブレスレット誕生

機能性とデザイン性を兼ね備えた
ブレスレットタイプのルーパー

お好きなカラーで楽しめる
ダブルループタイプのブレスレット

オーダー
メイド

5'8ࠗࡦࡉࠬ࠶࠻

5'8࡞ࡄࡉࠬ࠶࠻

5'8࡞ࡄࡉࠬ࠶࠻2

٨㩯18,900

٨㩯18,900

٨㩯31,500

ࠨࠗ࠭ޓ:5ࠨࠗ࠭
㧔EO㨪EO㧕
ޓޓޓޓޓ.ࠨࠗ࠭㧔EO㨪EO㧕
ࠞ ޓ:ࡉ࠶ࠢࡎࡢࠗ࠻
⚛᧚ࡑ࠻ࠬࠛޔࠬࡦ࠹ࠬޓޓ
ຠౝኈᧄ

ࠨࠗ࠭ޓEO
ࠞ ޓ:ࡉ࠶ࠢࡉ࡞ࠗ࠻ࡉ࡞ࡇࡦࠢ
࠶࠼ࠝࡦࠫࠗࠛࡠࠣࡦࡎࡢࠗ࠻
⚛᧚ࡦࠦࠪޔࠬࡦ࠹ࠬޓޓ
ຠౝኈᧄ

ࠨࠗ࠭ޓEO
ࠞ ޓ:ࠞࠝ࠳ࡔࠗ࠼ࡉ࠶ࠢ
⚛᧚ࡒ࡞ࠕޓޓว㊄ࡦࠦࠪޔ
ຠౝኈᧄ
⚊ᦼޓޓ㧦⚂㧞ㅳ㑆

手首、足首に使用
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※製品の仕様及びデザインは改良等のために予告なく変更することがあります。

つけた瞬間、体感できる喜び
● SEVとは？
SEV( セブ ) は、 S afety( 安全で )、 E cology( 環境にやさしい )、 V alue( 付加価値の提供 ) というコンセプトで
開発されております。1978 年より研究・開発をスタートした特許技術「SEV」は健康、自動車、住環境など、
あらゆるカテゴリーで、４5 万人をこえるお客様にご愛用いただいています。SEV 技術のメインテーマは「体感」
できること。つけた瞬間「体感」していただくことを第一に考えて SEV 技術を研究・開発しています。

SEVとは、本来もっている性能・
性質を引き出す技術です

活性化イメージ

物質は様々な要因 ( ストレスなど ) によっ
てエネルギーロス ( あるいは劣化 ) を生じ
てしまいます。SEV の「物質活性化テク
ノロジー」が、物質そのものに働きかけ
エネルギーのロスを軽減することにより、
本来持っている性能・性質を体感レベル
まで引き出します。

原理・構造イメージ

SEV は、微弱なエネルギーを発する「天然
鉱石」と「数十種類以上の金属」を組み
合わせて、電子を発生させています。この
電子が SEV 特有の電子的作用を発生させ、
対象物を活性化させます。

物質を活性化

SEV

SEV 技術は、日本をはじめ、アメリカ、カナダ、韓国、EU、台湾、中国で国際的に特許を取得した、信頼性の
高い技術です。

›
特許取得

特許第 3065590 号

「物質活性化方法及び装置」
株式会社ダブリュ・エフ・エヌ

● SEV の健康へのこだわり
SEV は、世界各国にある「自然による治癒力」からヒントを得て１９７８年に誕生しました。最初に完成した製品
は SEV のお風呂ともいわれる SEV イオナイザー、今でも SEV のフラッグシップ製品として、多くの方々のお役
に立たせていただいております。その後も、「一人でも多くの方を楽に」を開発のテーマとして多くの製品ライン
アップを開発し新たな健康の技術として、現在では介護の現場からプロのア
スリートまで様々な分野で活用されています。
SEV 製品は、豊富な製品ラインアップにより男女・年齢にこだわりなくご使
用いただけます。現在では体感できる健康の技術として日常生活はもちろん、
スポーツ時、就寝時など、あらゆるシーンにあった製品を用意しております。
5'8ࠗࠝ࠽ࠗࠩ

● SEV 取り扱い店舗で体感が出来ます
SEV 最大の特徴は、「つけた瞬間、その場で体感できること」です。SEV ショールームをはじめ全国の SEV 正規
取扱店では SEV をご自身で体感することができます。ぜひ、お試しいただき、SEV のこだわりを体感されて下さい。
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