
お問い合わせ： 営業時間 (土・日・祝日除く) 9:30〜17:30

店舗トップ 会社概要 決済・配送・返品 買い物かご お問い合わせ

SEARCH

CATEGORY

鉄筋シリーズ

カテゴリトップ > 鉄筋シリーズ
カテゴリトップ > レビュー入力方法

対象ジャンル：ダイエット・健康  ＞  ダイエット  ＞  ダイエットウエア・サポーター  ＞  ダイエットインナー  ＞  男性用ロングスパッツ / デイリーランキング：5月31日更新

楽 ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に入り 購入履歴 この商品の関連商品 別紙２

41

https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000100/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000101/
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/info.html
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/info.html
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/info2.html
https://www.rakuten.co.jp/monoproduction/info2.html
https://www.rakuten.co.jp/cgi-bin/RRS?MIval=basket&shop_bid=322883
https://www.rakuten.co.jp/cgi-bin/RRS?MIval=basket&shop_bid=322883
https://ask.step.rakuten.co.jp/rms/mall/pa/ask/vc?__event=PA02_000_001&ask_text=%C5%B9%C4%B9%A4%CB%BC%C1%CC%E4%A4%B9%A4%EB&shopurl=monoproduction&shop_bid=322883&shop_name=monoproduction&myshop=0
https://ask.step.rakuten.co.jp/rms/mall/pa/ask/vc?__event=PA02_000_001&ask_text=%C5%B9%C4%B9%A4%CB%BC%C1%CC%E4%A4%B9%A4%EB&shopurl=monoproduction&shop_bid=322883&shop_name=monoproduction&myshop=0
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000101/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000104/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000106/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000101/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000102/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/c/0000000104/
https://www.rakuten.co.jp/
https://www.rakuten.co.jp/
https://ichiba.faq.rakuten.co.jp/app/home/
https://ichiba.faq.rakuten.co.jp/app/post1/ichiba_post_url/https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmonoproduction%2Ftekkin/ichiba_post_goods/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA+%E5%8A%A0%E5%9C%A7%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%84+%E9%89%84%E7%AD%8B%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%84+%E7%94%B7%E6%80%A7%E7%94%A8+%EF%BC%88%E5%89%8D%E9%96%8B%E3%81%8D+%E5%89%8D%E9%96%89%E3%81%98+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%EF%BC%89S%E3%80%9C3L%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/ichiba_post_shop/%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://basket.step.rakuten.co.jp/rms/mall/bs/cartall/?shop_bid=322883&l2-id=shop_header_cart
https://basket.step.rakuten.co.jp/rms/mall/bs/cartall/?shop_bid=322883&l2-id=shop_header_cart
https://image.rakuten.co.jp/#
https://image.rakuten.co.jp/#
https://coupon.rakuten.co.jp/myCoupon/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4?l-id=item_header_coupon
https://coupon.rakuten.co.jp/myCoupon/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4?l-id=item_header_coupon
https://coupon.rakuten.co.jp/myCoupon/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%B8%82%E5%A0%B4?l-id=item_header_coupon
https://ashiato.rakuten.co.jp/rms/sd/ashiato/vc?l2-id=shop_header_browse
https://ashiato.rakuten.co.jp/rms/sd/ashiato/vc?l2-id=shop_header_browse
https://my.bookmark.rakuten.co.jp/item?l2-id=shop_header_bookmark
https://my.bookmark.rakuten.co.jp/item?l2-id=shop_header_bookmark
https://order.my.rakuten.co.jp/?l2-id=shop_header_purchase
https://order.my.rakuten.co.jp/?l2-id=shop_header_purchase
HE143
長方形



本日のランキング受賞

件数は11件です。

2018/09/18 3:10更新

2018/09/17 21:38

メンズ 加圧スパッツ 鉄筋スパッツ

男性用 （前開き 前閉じ…

販売価格 2,500 円

営業日カレンダー

2018年9月
日 月 火 水 木 金 土
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

2018年10月
日 月 火 水 木 金 土
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

■ 休業日
■ 受注・お問い合わせ
業務のみ
■ 発送業務のみ
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個数 

商品レビューを見る（28件）

商品についての問合わせ

レビューを書く

商品名 TEKKINスパッツ

サイズ

■前開きタイプ
Sサイズ(ウェスト) ： 66cm～84cm
Mサイズ(ウェスト) ： 76cm～94cm
Lサイズ(ウェスト) ： 84cm～104cm
LLサイズ(ウェスト) ： 94cm～114cm
■前閉じタイプ
フリーサイズ
ウェスト ： 64cm～95cm
ヒップ ： 87cm～120cm

材質
ナイロン80%、ポリウレタン(スパンデックス)20%
※生地にゲルマニウム、チタン、ナノ銀、プラチ
ナ、アロエを配合しています。

ご使用方法

1.爪を立てないようにゆっくりと上に引き上げ、股
部分に本品の股部がピッタリと合うようにしてくださ
い。(商品内側にタグのある方がお尻側になりま
す)
2.股部を合わせたらウエストゴム部分を広げなが
ら引き上げてください。
3.本品のたるみ・歪みを整えてご使用ください。

ご使用上の注意

○ お肌に合わない場合や、かぶれ・かゆみ等を
感じた場合はご使用をおやめください。
○生地部分に爪を立て、無理に引っ張ると破れる
おそれがあります。着脱の際はご注意ください。
○ご使用中、またはご使用後に異常を感じた場合
はすぐにご使用をおやめください。
○締めすぎや長時間着用される場合は、適度な
着脱を繰り返して下さい。
○使用感には個人差があります。
○火気のそばや高温多湿な場所、直射日光の当
たる場所には保管しないでください。
○本来の目的以外でのご使用はおやめください。

三段腹、ビール腹に悩む男、細マッチョ、シックスパックを目指す男の
為に開発されたメンズ専用加圧スパッツです。どんな体型の男でも穿い
て寝るだけで筋肉体質へ矯正変換！脂肪やメタボは骨盤のゆがみにより
老廃物が溜まった結果引き起こされます。鉄筋スパッツは骨盤周りの筋
肉を刺激して正常な位置へ誘導します。また繊維に配合されたゲルマ、
チタンには体を内側から温める効果があり、発汗作用によって老廃物を
排出することで代謝を上げて筋肉質な体に改造することを目指しまし
た。太りやすい、飲み付き合いが多い、楽してマッチョになりたい、そ
んな男の方におすすめのお手軽腹筋製造商品です！
さらに本商品はナノ銀を配合しており、殺菌・消臭効果も高いので汗っ
かきな男でも安心して使用できるようにしております。

商品をかごに追加 ご購入手続きへ
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