
ヨガ・フィットネス用品

（株）そうまファクトリー



ヨガ・フィットネス用品

ヨガ用品

●ヨガマット 6mm

●ヨガマット 10mm

●ヨガポール

フィットネス用品

●バランスボール

●バランスボール ( アンチバースト )

●フォームローラー

●トランポリン

●トランポリン手すりセット

●トランポリン マット セット

●トランポリン 手すり マット セット

●トランポリン用 フロアマット

●腹筋ローラー

●ハンドグリップ

●ハンドフォームローラー

●腹筋補助マット

●フラフープ

●スポーツマット

●ダンベル

●アンクルウェイト

●トレーニングチューブ

●エアソファ

アウトドア用品



ヨガ用品

●ヨガマット10mm
厚さ 10mmで衝撃をしっかりと吸収するヨガマットです。
NBR（ニトリルゴム）製なのでクッション性も抜群。
汗で手足が張り付かないエンボス加工で心地よい使用できます。

メーカー希望小売り価格 4,300 円
商品仕様

品　名

素　材

サイズ

重　量

付属品

生産地

ヨガマット

ニトリルゴム

約 183×61× 厚さ 1cm

約 1150g( ゴムバンド・収納ケース込 )

ゴムバンド・収納ケース

中国

●ご使用になる前にはかかりつけの医師にご相談ください。
●本品に異常が無いかチェックしてからお使いください。異常が見られたときは使用をしないでください。
●本品をトレーニング以外の目的で使用しないでください。
●尖った石の上など、床面に鋭利なものがある場所でご使用は破損の原因となる恐れがありますので、ご遠慮ください。
●直射日光・蛍光灯の下・湿気の多いところには置かないでください。変質・変色の原因となります。
●汚れた場合は薄めた洗剤で手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
●本品を改造したり上記の注意事項を怠った場合の事故・故障については一切責任を負いかねます。

ブラック

ピンク
ブルー

グリーン



ヨガ用品

●ヨガマット6mm
厚さ 6mmで衝撃をしっかりと吸収するヨガマットです。
耐水性に優れた PVC（ポリ塩化ビニル）で水拭きも可能。
汗で手足が張り付かないエンボス加工で心地よい使用できます。

メーカー希望小売り価格 3,980 円
商品仕様

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産地

ヨガマット

ポリ塩化ビニール

約 173×61× 厚さ 6mm

約 1290g

中国

●ご使用になる前にはかかりつけの医師にご相談ください。
●本品に異常が無いかチェックしてからお使いください。異常が見られたときは使用をしないでください。
●本品をトレーニング以外の目的で使用しないでください。
●尖った石の上など、床面に鋭利なものがある場所でご使用は破損の原因となる恐れがありますので、ご遠慮ください。
●直射日光・蛍光灯の下・湿気の多いところには置かないでください。変質・変色の原因となります。
●汚れた場合は薄めた洗剤で手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
●本品を改造したり上記の注意事項を怠った場合の事故・故障については一切責任を負いかねます。

ブラック



ヨガ用品

●ヨガポール
型くずれしにくく丈夫な EPEポリエチレン使用。
耐久性・耐水性に優れ水洗いも可能です。

メーカー希望小売り価格 3,280 円
円商品仕様

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産地

ヨガマット

EPE ポリエチレン

長さ約 91cm×直径約 15cm

約 845g

中国

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。

ブラック

ピンク

ブルー

オレンジ



フィットネス用品

●バランスボール 65cm
直径 65cmで使いやすいサイズです。
フットポンプ付きで簡単に膨らませることができます。

メーカー希望小売り価格 3,280 円

ホワイトシルバー

商品仕様

●本来の目的以外には使用しないでください。
●十分に準備体操を行ってから、無理のない範囲で運動を行ってください。
●直径ボールサ イズ以上に空気を入れないでください。破裂する恐れがあります。
●安全面を考慮し、適正身長・体重以上を確認してからご使用ください。
●フローリングや畳等の上でご使用になる場合、必ずマットや敷物などを敷いてご使用ください。
●妊婦の方・身体に障害のある方・リハ ビリで使用される方は、医師の診断・指導を受けてからご使用ください。
●ちいさなお子様の手の届かない所に保管してください。
●お子様・ 高齢者・初心者の方は指導者もしくは保護者の指導のもとでご使用ください。
●ボールを破裂させる危険性がある為、アクセサリー等の貴 金属など身につけている場合は取り外してからご使用ください。
●十分にスペースがある室内の水平な床の上で使用し、周囲の安全を確認 してからご使用ください。
●火気 ( 暖房器具等 ) や鋭利な物の近くには置かないでください。
●直射日光・高温多湿・温度変化の激しい場所 での使用は避け、保管の際は空気を抜いて保管してください。
●本製品の利用による、本製品以外の破損・汚れ・怪我については一切保証 しかねます。予めご了承ください。

バランスボール

PVC( ポリ塩化ビニール ) 

65cm

バランスボール本体、ポンプ、栓ピン ×2 本、栓抜き

適正身長：160cm~175cm、適正体重：80kg まで、耐荷重：250kg~280kg

中国

品　名

素　材

サイズ

セット内容

適正サイズ

生産国



フィットネス用品

●バランスボール アンチバースト仕様
直径 65cmで使いやすいサイズです。
フットポンプ付きで簡単に膨らませることができます。

メーカー希望小売り価格 3,280 円

シャンパンゴールド シルバー ホワイト

アクアブルーパープル ピンク

商品仕様

●本来の目的以外には使用しないでください。
●十分に準備体操を行ってから、無理のない範囲で運動を行ってください。
●直径ボールサ イズ以上に空気を入れないでください。破裂する恐れがあります。
●安全面を考慮し、適正身長・体重以上を確認してからご使用ください。
●フローリングや畳等の上でご使用になる場合、必ずマットや敷物などを敷いてご使用ください。
●妊婦の方・身体に障害のある方・リハ ビリで使用される方は、医師の診断・指導を受けてからご使用ください。
●ちいさなお子様の手の届かない所に保管してください。
●お子様・ 高齢者・初心者の方は指導者もしくは保護者の指導のもとでご使用ください。
●ボールを破裂させる危険性がある為、アクセサリー等の貴 金属など身につけている場合は取り外してからご使用ください。
●十分にスペースがある室内の水平な床の上で使用し、周囲の安全を確認 してからご使用ください。
●火気 ( 暖房器具等 ) や鋭利な物の近くには置かないでください。
●直射日光・高温多湿・温度変化の激しい場所 での使用は避け、保管の際は空気を抜いて保管してください。
●本製品の利用による、本製品以外の破損・汚れ・怪我については一切保証 しかねます。予めご了承ください。

バランスボール

PVC( ポリ塩化ビニール ) アンチバースト仕様

直径：65cm

バランスボール本体、ポンプ、栓ピン ×2 本、栓抜き

適正身長：160cm~175cm　適正体重：80kg まで

250kg~280kg

中国

品　名

素　材

サイズ

セット内容

適正サイズ

耐荷重

生産国



フィットネス用品

●トランポリン
使用時以外はコンパクトに収納できる折りたたみ式のトランポリンです。
子どもから大人まで楽しみながら全身運動ができます。

メーカー希望小売り価格 13,980 円
商品仕様

●組み立ては大人 2名での実施をお願いいたします。
●組み立て時、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋内での使用はしないでください。
●展開時、床に傷が付く場合がございます。床を保護するシートなどをご用意ください。

リオレス　おりたたみトランポリン

【本体】スチール／【マット】PP／【カバー】PVC

直径 102cm×高さ 23cm ( 跳躍面：75cm)

約 7.4kg ( 梱包重量 8.4kg)

約 110kg

本体 ×1／セーフティーカバー ×1／脚 ×6／セキュアピン ×1／取扱説明書 ×1

中国

品　名

素　材

使用時サイズ

重　量

耐荷重

付属品

生産国

スカイブルー ピンク オレンジ

グリーン レッド イエロー

ブラック ブルー



フィットネス用品

●トランポリン 手すり セット
折りたたみ式トランポリンの手すり付きセットです。
手すりは 85cm～135cmまでの５段階調整可能。トランポリンは 8色から選べます。

メーカー希望小売り価格 20,960 円
商品仕様

●組み立ては大人 2名での実施をお願いいたします。
●組み立て時、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋内での使用はしないでください。
●展開時、床に傷が付く場合がございます。床を保護するシートなどをご用意ください。

リオレス　おりたたみトランポリン 手すり セット

【本体】スチール【カバー】PVC【手すり】スチール

【本体】直径 102cm×高さ 23cm ( 跳躍面：75cm)　【マット】120cm×120cm

約 7.4kg ( 梱包重量 8.4kg)

約 110kg

【本体】本体 ×1／カバー ×1／脚 ×6／セキュアピン ×1／取扱説明書 ×1
【手すり】取付けネジ (長 )×2 ／取付けネジ (短 )×2 ／両サイド用 ×2／センターグリップ ×1／支柱 ×2

中国

品　名

素　材

使用時サイズ

重　量

耐荷重

付属品

生産国

スカイブルー ピンク

オレンジ グリーン

レッド イエロー

ブラック ブルー



フィットネス用品

●トランポリン マット セット
折りたたみ式トランポリンのマット付きセットです。
トランポリンは 8色、マットはリバーシブル 2タイプから選べます。

メーカー希望小売り価格 20,960 円
商品仕様

●組み立ては大人 2名での実施をお願いいたします。
●組み立て時、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋内での使用はしないでください。
●展開時、床に傷が付く場合がございます。床を保護するシートなどをご用意ください。

リオレス　おりたたみトランポリン マット セット

【本体】スチール【マット】PVP【カバー】PVC

【本体】直径 102cm×高さ 23cm ( 跳躍面：75cm)　【マット】120cm×120cm

約 7.4kg ( 梱包重量 8.4kg)

約 110kg

【本体】本体 ×1／カバー ×1／脚 ×6／セキュアピン ×1／取扱説明書 ×1
【マット】リバーシブルフロアマット ×1

中国

品　名

素　材

使用時サイズ

重　量

耐荷重

付属品

生産国

スカイブルー ピンク

オレンジ グリーン

レッド イエロー

ブラック
ピンク×ブルー オレンジ×ブラック

ブルー



フィットネス用品

●トランポリン 手すり マット セット
折りたたみ式トランポリンの手すりマット付きセットです。手すりは 85cm～135cmまでの５段階調整可能。
トランポリンは 8色、マットはリバーシブル 2タイプから選べます。

●組み立ては大人 2名での実施をお願いいたします。
●組み立て時、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋内での使用はしないでください。
●展開時、床に傷が付く場合がございます。床を保護するシートなどをご用意ください。

スカイブルー ピンク

オレンジ グリーン

レッド イエロー

ブラック ブルー

ピンク×ブルー オレンジ×ブラック

メーカー希望小売り価格 27,940 円
商品仕様

リオレス　おりたたみトランポリン 手すり セット

【本体】スチール【カバー】PVC【手すり】スチール【マット】PVC

【本体】直径 102cm×高さ 23cm ( 跳躍面：75cm)　【マット】120cm×120cm
【手すり】高さ 85cm～135cm　５段階調整可能

約 7.4kg ( 梱包重量 8.4kg)

約 110kg

【本体】本体 ×1／カバー ×1／脚 ×6／セキュアピン ×1／取扱説明書 ×1
【マット】リバーシブルフロアマット ×1
【手すり】取付けネジ (長 )×2 ／取付けネジ (短 )×2 ／両サイド用 ×2／センターグリップ ×1／支柱 ×2

中国

品　名

素　材

使用時サイズ

重　量

耐荷重

付属品

生産国



フィットネス用品

●トランポリン用 フロアマット
トランポリンはもちろん、室内運動器具のマットとしても使えるフロアマットです。
リバーシブル仕様で両面を使うことができます。

メーカー希望小売り価格 6,980 円
商品仕様

●組み立ては大人 2名での実施をお願いいたします。
●組み立て時、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋内での使用はしないでください。
●展開時、床に傷が付く場合がございます。床を保護するシートなどをご用意ください。

リオレス　トランポリン用フロアマット

PVC

縦 120cm×横 120cm 

リバーシブルフロアマット ×1

中国

品　名

素　材

使用時サイズ

付属品

生産国

ピンク×ブルー オレンジ×ブラック



フィットネス用品

●フォームローラー
コンパクトサイズで気軽にストレッチができるフォームローラー。
耐久性と耐水性のある EVA素材。丸洗いも可能です。

メーカー希望小売り価格 3,180 円
商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。

リオレス　フォームローラー

EVA・ABS樹脂

約 直径 14cm×長さ 33.5cm

約 502g

約 110kg

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

耐荷重

生産国

ブルー

ブラック

ピンク

オレンジ



アウトドア用品

●エアソファ　エアロモック
空気を入れるだけで、どこでもソファが完成します。
エアソファの表地はナイロン加工、裏面に防水 PUコーティングをしているので、防水性に優れています

メーカー希望小売り価格 9,800 円
商品仕様

● 火気のそばでの保管・ご使用はお控えください。
● 火のそばでのご使用はおやめ下さい。
● 高温になる場所に放置しないで下さい。
● 本品を使用する際は、必ずとがった物などがない平らな場所に敷いてご使用ください。
● 先のとがったものにひっかけたりしないでください。
　また、衣服のポケットなどに先のとがったものを入れたままのご使用はおやめください。破れることがあります。
● 汚れがついた場合は、水で洗ってください。

リオレス　エアソファ　エアロモック

【本体】ナイロン※裏面に防水 PUコーディング加工

空気無時：約 )240×70cm　空気入時：約 )200×70cm

約 200g

本体、専用収納袋

中国

品　名

素　材

サイズ

耐荷重

セット内容

生産国

オレンジ

レッド ピンク イエロー グリーン

ブルー パープル ブラウン ブラック



フィットネス用品

●腹筋ローラー
ダブルホイールで腕、腹筋、背筋を効果的にトレーニングできる腹筋ローラーです。
1.5mm厚さの膝用マットが付属、トレーニング中の膝の負担を軽減します。

メーカー希望小売り価格 3.368 円
商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。

リオレス　エクササイズローラー

【ホイール】ポリプロピレン、EV樹脂　【パイプ】スチール　【グリップ】ポリプロピレン、TPR

【マット】NBR

【ローラー】約）幅 31cm×高さ 14cm×奥行 14cm【マット】約）幅 31cm×高さ 20cm

150Kg

370g

中国

品　名

素　材

サイズ

耐荷重

重量

生産国

ブラック

ピンク



フィットネス用品

●ハンドグリップ エクササイズボール
手指の関節運動や握力強化に、いつでも手軽にトレーニングできるハンドグリップです。
３段階の硬さで段階的にトレーニングも可能です。

メーカー希望小売り価格 1.836 円
商品仕様

●本品に異常が無いかチェックしてからお使いください。異常が見られたときは使用しないでください。
●リハビリ目的でトレーニングを行う場合は、事前に必ず医師と相談してから行ってください。
　また、ご使用中に痛みや不快感を感じられましたら直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
●本品をトレーニング以外の目的で使用しないでください。 

リオレス　ハンドグリップ エクササイズボール

TPE

約）幅 4ｘ高さ 6（cm）

中国

品　名

素　材

サイズ

生産国



フィットネス用品

●ハンドフォームローラー
コンパクトサイズで気軽にストレッチができるフォームローラー。
耐久性と耐水性のある EVA素材。丸洗いも可能です。

メーカー希望小売り価格 3,980 円
商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。

リオレス ハンドフォームローラー

TPR

長さ 約 49.5cm

約 550g

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産国

イエロー

ピンク

ブルー

グリーン



ヨガ用品

●腹筋補助マット
腹筋運動を効率よく補助するマットです。腰や背骨をしっかりサポート。
広げて使うことで床にあたる部分もしっかりカバーします。
前後で角度が違うので、可動域を変えてトレーニングできます。

メーカー希望小売り価格 3,780 円
商品仕様

品　名

素　材

サイズ

生産地

リオレス 腹筋補助マット

外側：PVC、中身：PUスポンジ

折りたたみ時：約）幅 30ｘ長さ 36×高さ 9（cm）

中国

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●本品をトレーニング以外の目的で使用しないでください。

ブラック



フィットネス用品

●ダイエットフラフープ
内側に 49個のマッサージボールがついたフラフープです。
回しながら効果的に腹部を刺激します。

商品仕様

●周囲に障害物がない場所でご使用下さい。
●食後にご使用になる場合は、必ず時間をあけてからご使用ください。
●ご使用中に体調不良などが見受けられましたら、すぐに使用を中止してください。
●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●本製品を使用する際は、無理せずにご自身の体力レベルにあうペースでトレーニングを行ってください。また、急激な運動は避けてください。
●必ず衣服を着用してご使用ください。
●本来の目的以外ではご使用にならないでください。
●幼児・お子様のご使用はできません。
●火気・熱源などの近くではご使用にならないでください。

リオレス ダイエットフラフープ

ABS、EVA（丸シール）

直径：約 97cm

約 700g

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産国

メーカー希望小売り価格 2,680 円

ピンクオレンジ

グリーンブラック



フィットネス用品

●折りたたみスポーツマット
体操、トレーニング、ストレッチに、5cmの厚みで衝撃を吸収するスポーツマットです。
大人も余裕で使える長さ 180cm。３つ折りで持ち運びや収納にも便利です。

メーカー希望小売り価格 7,980 円
商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。
●室内用ですので、屋外での使用はしないでください。

リオレス スポーツマット

外側：PVC　中身：PUスポンジ

約）幅 60cm×長さ 60cm×高さ 5cm

約 2.7kg

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産国

ブルー

ブラック



フィットネス用品

●トレーニングチューブ
いつでも場所を選ばずトレーニングができるトレーニングチューブです。
負荷の違う６種類をご用意しました。

メーカー希望小売り価格
■SUPER EASY：3,080 円　■EASY：3,880 円　■NORMAL：4,080 円
■HARD：4,680 円　■SUPER HARD：5,180 円　■ULTRA HARD：5,680 円

商品仕様

●食後にご使用になる場合は、必ず時間をあけてからご使用ください。
●ご使用中に体調不良などが見受けられましたら、すぐに使用を中止してください。
●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●本製品を使用する際は、無理せずにご自身の体力レベルにあうペースでトレーニングを行ってください。また、急激な運動は避けてください。
●本来の目的以外ではご使用にならないでください。
●幼児・お子様のご使用はできません。
●火気・熱源などの近くではご使用にならないでください。

リオレス トレーニングチューブ

ゴム

【共通】全長：約 208cm、厚み：約 4.5mm　【幅】約 )1.3cm～8.3cm

約 )120g～755g

約 110kg

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

耐荷重

生産国

SUPER EASY EASY NORMAL

HARD SUPER HARD ULTRA HARD



フィットネス用品

●ダンベル
触り心地のいい PVC樹脂コーティング。女性にもおすすめのダンベルです。
床に置いても転がらない多角形仕様です。

メーカー希望小売り価格
■1.0Kg：1,980 円　■2.0Kg：2,680 円　■3.0Kg：5,480 円

商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。

リオレス ダンベル

PVC樹脂、鉄

16cm( 直径約 4.5cm、持ち手約 9cm)

1.0kg×2、2.0kg×2、5.0kg×2

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産国

1Kg

2Kg

5Kg



フィットネス用品

●ソフトアンクル リストウェイト
フィットネス、トレーニング、ウォーキング時に、手首に巻くだけでより筋力をUPできます。
ソフトな生地で使い心地も快適です。

メーカー希望小売り価格
■0.5kg：2,280 円　■1kg：2,780 円　■1.5kg：3,780 円　■2kg：4,780 円

商品仕様

●肩、腰、背骨など異常のある方は、かかりつけの医師などにご相談の上ご使用ください。
●お子様が使用する際は、必ず保護者が付き添ってください。

リオレス ソフトアンクル リストウェイト

レオプレン、砂

男女ともにフリーサイズ

0.5Kg～2Kg

中国

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産国

0.5Kg

2Kg

1Kg 1.5Kg



ヨガ用品

●ヨガブロック
ヨガのポーズの補助に便利なヨガブロックです。
2個組なので自分のレベルに合わせて自由に組み合わせて使えます。
軽量で持ち運びも簡単です。

メーカー希望小売り価格 2,960 円
商品仕様

品　名

素　材

サイズ

重　量

生産地

ヨガブロック 2個セット

PE

約 ) 22.3×13.9× 7cm

約 　g

中国

●ご使用になる前にはかかりつけの医師にご相談ください。
●本品に異常が無いかチェックしてからお使いください。異常が見られたときは使用をしないでください。
●本品をトレーニング以外の目的で使用しないでください。
●尖った石の上など、床面に鋭利なものがある場所でご使用は破損の原因となる恐れがありますので、ご遠慮ください。
●直射日光・蛍光灯の下・湿気の多いところには置かないでください。変質・変色の原因となります。
●汚れた場合は薄めた洗剤で手洗いし、風通しの良いところで陰干ししてください。
●本品を改造したり上記の注意事項を怠った場合の事故・故障については一切責任を負いかねます。

ブルー グリーン



フィットネス用品

●バランスボール アンチバースト仕様
直径 65cmで使いやすいサイズです。
フットポンプ付きで簡単に膨らませることができます。

メーカー希望小売り価格 3,180 円

シャンパンゴールド

商品仕様

●本来の目的以外には使用しないでください。
●十分に準備体操を行ってから、無理のない範囲で運動を行ってください。
●直径ボールサ イズ以上に空気を入れないでください。破裂する恐れがあります。
●安全面を考慮し、適正身長・体重以上を確認してからご使用ください。
●フローリングや畳等の上でご使用になる場合、必ずマットや敷物などを敷いてご使用ください。
●妊婦の方・身体に障害のある方・リハ ビリで使用される方は、医師の診断・指導を受けてからご使用ください。
●ちいさなお子様の手の届かない所に保管してください。
●お子様・ 高齢者・初心者の方は指導者もしくは保護者の指導のもとでご使用ください。
●ボールを破裂させる危険性がある為、アクセサリー等の貴 金属など身につけている場合は取り外してからご使用ください。
●十分にスペースがある室内の水平な床の上で使用し、周囲の安全を確認 してからご使用ください。
●火気 ( 暖房器具等 ) や鋭利な物の近くには置かないでください。
●直射日光・高温多湿・温度変化の激しい場所 での使用は避け、保管の際は空気を抜いて保管してください。
●本製品の利用による、本製品以外の破損・汚れ・怪我については一切保証 しかねます。予めご了承ください。

バランスボール　55cm

PVC( ポリ塩化ビニール ) 

直径 55cm

バランスボール本体、ポンプ、栓ピン ×2 本、栓抜き

適正身長：150cm~165cm、適正体重：100kg まで、耐荷重：300kg

中国

品　名

素　材

サイズ

セット内容

適正サイズ

生産国

シルバー

ホワイト

アクアブルー



ヨガ・フィットネス用品

会社概要

■会社名 株式会社そうまファクトリー

■電話 044-276-8515

■住所 〒210-0002
神奈川県川崎市川崎区榎町 1-1　川崎センタービル 301

■FAX 044-276-8742


