マタニティに大切なこと知ってる？
それは「体を冷やしてはいけない」ということ。
実は、妊娠中の様々なトラブルは「冷え」と繋がっています。
冷え（血行不良）を改善することで、むくみ・痛み・つりなどの不調を改善し、
豊かなマタニティライフを送ることが可能なのです。

妊娠中期
5〜7ヶ月

妊娠初期
1〜4ヶ月
つわり
胸の張り

産後

妊娠線 腰痛
肥満
肥立が悪い
乳腺炎 痔

冷え
Cold

お腹の張り
腰痛や肩こり
むくみ
足つけ根の痛み
頻尿、
便秘

静脈瘤
逆子
湿疹
肌荒れ
抜け毛

妊娠後期

8〜10ヶ月

胃のもたれ
不眠
動悸や息切れ 早産
足の疲れ
陣痛が長い

妊娠したら体温が上がったのに
同時に冷え性にもなった。
妊娠中はホルモンのバランスが乱れ、体調

身体が冷えていると
さまざまな部分に影響が。
「ちょっと冷えてるだけ」
「夏だから大丈

の不良によってストレスが溜まったり、

夫」に要注意。冷えは気づかないうちに

自律神経の失調で体温のコントロー

進行し、重いつわりやお腹の張り、足の

ルが上手く出来なくなりがちで

むくみやつりの原因に。腰痛や便秘にな

す。また、妊娠周期を重ねてい

りやすくなったり、出産時に、陣痛が長

くと自然とお腹を突き出した

く続く難産になることも。長い間冷え

姿勢となり、
このために血液循

を放置してしまうと、血流が悪く

環が悪くなるなど身体に負担を

なって胎児の成長にも影響を与

かけ、気づかないうちに冷え性

えてしまうので日頃から気を

になってしまうことも。

つける必要があります。
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妊娠初期から赤ちゃんと自分の身体を冷えから守りましょう！
自分を大切にすることが、
赤ちゃんを大切することにつながります。

お腹をあたためる
ウエストウォーマー
産前
妊婦帯
（腹帯）
の代わりに
お腹の張り・痛み・つわりの緩和・
冷え・便秘・妊娠線の予防などに

足をあたためる
ウエストウォーマー

産後

産前

体のケア・ダイエット・お腹の冷え・
腰痛・生理痛の緩和に
授乳時のクッションにもなります

足の冷え・むくみ
つりの予防・
疲れの緩和

産後
スポーツ前後の
フットケア・美脚に

※ウエストウォーマー
レッグウォーマー
足首ウォーマーは
公益社団法人日本助産師会推奨商品です。

[赤ちゃんが欲しい・できた・生まれた方に]
From Doctor

「臨床の産婦人科医としてお薦めします」

東洋医学的な観点から不妊に悩む女性を見ると、一番多いのは「冷え」を訴える方々です。いわ
ゆる「虚証」と呼ばれる状態です。漢方薬を用いて改善し､ホルモン剤を投与しなくても妊娠で
きたという例は多数あります。ですが、イオンドクターウォーマーには漢方薬と同じくらいに
「冷え」を改善する効果が期待できるのではないかと個人的な印象を持っています。また、妊娠
した女性の流産、早産予防には昔から「身体を冷やさないように」といわれてきました。です
が、妊婦さんは汗をかきやすく、お肌も敏感になっていますので、ただ厚着をすればいいとい
うものでもありません。その点でも、まったく圧迫感が無く、むれの無いイオンドクターなら、
レッグウォーマーでもウエストウォーマーでも心配ありません。当院に入院している切迫早
産の方々にも着脱式のレッグウォーマーを貸し出していて非常に好評です。自分で購入し、産
後も愛用している方も多くいますし、旦那さんやおばあちゃんも使い始めたという方も実は
結構いらっしゃいます。臨床の産婦人科医としてお薦めします。

岩手県立二戸病院・久慈病院
産婦人科長 秋元 義弘先生
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ウエストウォーマープラス
妊娠中の腹帯用に前側部分を長く設計。お腹が
大きくなっても締め付け感がなく着用できま
す。内臓をあたためることにより血液循環がよ
くなり、筋肉の緊張や疲れ、腰痛やお腹の張りを
緩和します。
就寝用がおすすめ。

本体価格￥13,200+税
生 地：綿100%（裏地はダブルガーゼ）
中わた：天然鉱物パウダー加工わた（綿100%）
サイズ：フリーサイズ
（丈 前約50cm/後約40cm）
適応ウエスト・ヒップ58〜110cm位
カラー：イエロー・ピンク・グリーン

for Maternity

ファインサポーターRE
ウエストとふともも付近の体温変化

で
プま
ヒッ か！
た
た
あ

［神奈川県産業技術総合研究所調べ］

着用20分後

ウエスト付近 ＋1.8℃
30.2℃

32.0℃

ふともも付近 ＋1.3℃
Before

After

29.1℃

前後の長さが違うヒミツ
分娩時、お尻をあたためると
お産はスムーズに進むと言
われます。長い方をうしろに
することで、腰やお尻も幅広
くあたためられます。

約50cm

約40cm

30.4℃

※結果には個人差があります

ファインサポーターRE
天然鉱物パウダー加工したコットン生地の薄
型腹巻き。肌着のように、普段からお使い頂け
ます。
外出・日中用にも。

本体価格￥6,200+税
生 地：天然鉱物パウダー加工生地
サイズ：S ウエスト63cm位まで
M ウエスト75cm位まで
L ウエスト90cm位まで
LLサイズもございます。お問い合わせ下さい

for Maternity
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レッグウォ−マー（２本組）
足の冷えやむくみ、つりにお悩みの方に特にお
すすめ！就寝時に着けると、寝ている間に足の
ケアができ、翌朝スッキリ！妊娠初期から出産
時、
産後と長期でサポートします。

本体価格￥12,600+税
生 地：綿100%（裏地はダブルガーゼ）
中わた：天然鉱物パウダー加工わた（綿100%）
サイズ：フリーサイズ 丈 約41cm
カラー：イエロー・ピンク・グリーン

for Maternity

イオンドクターレッグウォーマー
着用3時間後むくみ状態の変化［社内データ］
着用3時間後

ひざ下15cm付近 -1.4cm
34.5cm

33.1cm

の
ムに
屋で
お部 ぎタイ
ろ
くつ りで
リ！
た
ぴっ スッキ
も
朝
翌

足首付近 -0.6cm
20.8cm

20.2cm

After

Before

※結果には個人差があります

足首ウォ−マーワイド（２本組）
外出時に便利なコンパクトサイズ。職場・旅行
先・乗り物の中での足の疲れの緩和や冷えの予
防におススメ。妊婦さんの体型に合わせた上部
ゆったりタイプで、
優しく足を包みます。

本体価格 ￥ 6,400 +税
生 地：綿100%（裏地はダブルガーゼ）
中わた：天然鉱物パウダー加工わた（綿100%）
サイズ：フリーサイズ 丈 約16cm
カラー：イエロー・ピンク・グリーン

for Maternity
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ハイウエスト
パンツ型ウォ−マーショート
ウエストから鼠径部、太ももまで、女性の生殖
に関するデリケートな臓器をスッポリと完全
に覆います。生理不順や腹痛に悩んでいらっ

ハンドウォーマー（ 2 本組）
手首・手の甲を温め、指先までの血行をサポート
し、育児の疲れを癒してくれます。就寝中のハン
ドケアに、外出時の手袋代わりにも。

しゃる女性にも大好評です。

本体価格 ￥28,400 +税
生 地：綿100%（裏地はダブルガーゼ）
中わた：天然鉱物パウダー加工わた（綿100%）
サイズ：適応ウエストヒップ58〜90cm位まで
股下 約23cm
カラー：イエロー・ピンク・グリーン

多機能ブランケット

本体価格￥8,400+ 税
生 地：綿100%
（コットンスムース）
中わた：天然鉱物パウダー加工わた
（綿100%）
サイズ：フリーサイズ 丈 約20cm
カラー：ブラック・グレー・ワイン
親指と人さし指の間だけとめてあるので
指先はフリーで、
動かしやすい仕様です

スナップボタンで変幻自在

軽くて保温性・通気性に優れ、季節を問わず快適
に。フラットにすればお子様の肌掛けに、四隅の
スナップで好きな形と用途に合わせて、お使い
頂けます。

本体価格￥17,800+税
生

地：表 ダブルガーゼ(綿100%)
裏 天竺(綿100%)
中わた：天然鉱物パウダー加工わた(綿100%)
サイズ：約130×70cm 重さ約450ｇ
カラー：ピンク・グレー
表裏に2箇所ずつスナップが付いています

四隅のスナップボタン
で、自由に形が変えら
れる便利な多機能ブラ
ンケットです。肩こり
やお腹の張り・痛み・つ
わ り の 緩 和・冷 え・便
秘・下半身の冷えなど、
りの
サッと取り出してすぐ 肩こ み
悩
お
に使えるので、車内に
にも！
常備しておいたり、レ
ジャーなどのアウトド
アシーンにもお使いい
ただけます。
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は

Point

1

Natural materials
天然素材へのこだわり
マタニティ期の女性の肌はとても敏感。
通気性のいい天然素材しか使わないイオンドクターウォーマーなら
安心してご使用いただけます。

[イオンドクター マタニティシリーズ]
・表生地は手触りがよく高い強度を持つブロード（綿100％）
・裏生地はやわらかくて通気性に優れたダブルガーゼ（綿100％）
・中わたはイオンドクターならではのぬくもりを持つ
天然鉱物パウダー加工わた

Point

2

体をやさしくあたためる Natural warmth
天然鉱物パウダー&木綿わたの自然なぬくもり
11種類の天然鉱物（電気石・石英・水晶など）をブレンドし、専用装置で数ミクロンのパウダー状に
加工。このパウダーを高品質天然木綿わたに吸着させることで、体温に反応し自然なぬくもりで
じんわりと体を温めます。抗菌作用もあるので、いつでも快適にお使いいただけます。
また、中わたを包み込む生地も天然素材に限定しています。

天然鉱物パウダー加工わた

天然鉱物パウダー
3000倍電子顕微鏡写真

ファインサポーターRE
ウエストとふともも付近の体温変化

着用20分後

［神奈川県産業技術総合研究所調べ］

ウエスト付近 ＋1.8℃
30.2℃

32.0℃

結
一目 果は
瞭然
！

ふともも付近 ＋1.3℃
Before

After
※結果には個人差があります

29.1℃

30.4℃
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Point

3

3 layer structure
特許シャーリング加工（特許第4452768号）で
締め付けない独自の三層構造
マタニティの悩みの解決には血行を良くするのがとても大切です。
イオンドクターウォーマーは血行をよく保つために
締め付けない、ゆったりとした着け心地の縫製をしています。
その秘密はシャーリング加工を表生地のみに施し、裏生地にはゴム縫製のない構造。
着けていることを忘れてしまいそうな優しい感触で、中わたの空気層が保温性を高めます。

三層構造

イオンドクターレッグウォーマー
着用3時間後むくみ状態の変化［社内データ］
着用3時間後

ひざ下15cm付近 -1.4cm
34.5cm

33.1cm

寝て
起
すっ きたら
きり
！

足首付近 -0.6cm

Before

After

20.8cm

20.2cm

※結果には個人差があります

Point

4

Made in Japan
真心込めた Made in Japan
工程が多く手間がかかるデザイン。
最後は1つ1つ手縫いで丁寧に仕上げています。
生地を縫い合わせるだけでなく生地と生地の間に「わた」を
はさむ工程や「締め付けないシャーリングゴム」の仕上げなど、
24時間オールシーズン心地良くお使いいただけるよう
工夫をこらし、丹精込めて縫製しています。

Point

5

Recommendation
「公益社団法人日本助産師会」推奨商品
イオンドクターは冷えやむくみ、足つりなどでお悩みの妊婦さんたち
の体をしっかり温めます！何より冷えが大敵な妊活中の女性にも大
変好評です。その実績により、足首・レッグ・ウエストの３種ウォー
マーは「公益社団法人日本助産師会」推奨商品に認定されました。
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お

客

むくみがとれて
疲労感も軽減しました
妊娠初期〜産後
神奈川県

レッグ・足首ウォーマー着用

矢ヶ部 麻美様

妊娠後期から足がむくむよう
に。特に出産直後は、妊娠中にも

無いほど、足がパンパンに腫れ

るようなむくみがありました。
その直後レッグウォーマーを毎
日使用したら、むくみがとれて

様

の

声

夏場でも気持ちよかった
妊娠後期からハイウエストパンツ型着用
東京都

三上由美子様

妊娠後期から使用させて頂きました。夏ではあったの

ですが、自分では全く気が付かない足元、腹部の冷えが
あることに驚きイオンドクターを常時はくことで、か

なり改善され、自分も身体が楽になりました。特に睡眠
時には暖かくて気持ちがよく、深く眠れるようになっ
た気がします。

翌朝スッキリしていたので、とてもビックリ。冷え症なの
で、妊娠中の外出時は、足首ウォーマーを常に着けていま
した。おかげで冷えと疲労感も軽減しました。イオンドク
ターの製品は、
現在も手放せなくなり愛用しています。

妊娠されている方にも
特におすすめしたいです
産前産後ウエストウォーマープラス着用
フリーインストラクター伊藤まどか様

大きなお腹や腰周りもすっぽり、ふん

わりと優しく包み込んであたためて
く れ る 、最 高 の ア イ テ ム で す 。私 は

レッグウォーマーと合わせて使う事
で、妊婦特有の悩みであるむくみ、足

胎児もこのサポーターが
楽なんだ・・・と実感
７ヶ月後期からファインサポーター着用
東京都

徳増 久子様

ビックリしたのは、これを着け
ると胎児が元気よく「ポン！」と

お腹の中から合図を送ってくれ
たこと！腹帯では感じなかった

の で 、胎 児 に と っ て も こ の サ

ポーターが楽なんだ・・・と実感。
圧迫感や「腹巻を着けている」と

いう感覚が全くないのに、腰や

お腹が安定して心地良いです。

のつり、腰痛、とは無縁でいられまし

薄いのにお腹だけでなく、身体全体がポカポカやして

極的に運動も継続でき、おかげさまで

適です。一時は流産寸前までの状況がありましたが、臨

た。不調がほとんどなかったため、積

心身ともに妊娠前と変わらないアク

ティブな生活を送る事ができました。

長時間着けていても、汗をかいたり、蒸れたりせずに快
月近くまでファインサポーターに守られ元気に出産で
きました。妊婦の方に是非！オススメしたいです！
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「分娩中の足の保温に」

From Doctor

妊娠中の冷えは全身の筋肉を硬くし、足のツリ、肩凝り、腰痛などのマイナート
ラブルを招くとともに、血液循環を悪くして手足の浮腫みやお腹の張りを助長
しハイリスク妊娠に移行する危険もあります。また全身の冷えは出産時の血流
が悪くなるため全身が緊張します。そのため子宮の筋肉にも影響し微弱陣痛に
なる傾向があります。全身の血流がよいと身体も心も緩み安産に繋がると私た
ちは考えます。実際にレッグウォーマーを使用した感想として「想像以上に温
かった」という意見を多く聞きます。LDR（陣痛・分娩・回復室）には長短２種類の
イオンドクターレッグウォーマーを常備して利用しています。冬場は勿論です
が、猛暑でエアコンをガンガンに効かせている環境では夏でも冷え対策が必要
です。妊婦さんが快適に妊娠期を過ごし、安全な出産が迎えられるよう今後もイ

マザリー産科婦人科医院

オンドクターのレッグウォーマーは活用したいと思います。
（ マザリー産科婦人
科医院 副師長 高見 幸恵先生）

From Doctor

「妊娠のた め・安産のため、冷えを取る！」

冷えは不妊の原因の一つとなるばかりでなく妊婦さんにとっては流産、逆子、破水、予定日
超過の原因となります。また現代は冷蔵庫から出してすぐ飲んだり食べたりすることが多
く、そして夏場のクーラーの普及など冷えやすい環境にあります。私は自然出産にも数多く
立会を経験しておりますが、冷えている方は出産時の痛みを強く感じるようですし微弱陣
痛にもなりやすいように思います。さて、安産とは何でしょうか？私は単に分娩時間が短い
というだけでなく出血量も少なく、産後肥立ちが良い、母乳のよく出るなど多くの要素も含
まれていると考えます。快適なマタニティライフと自分の納得のいくお産を迎えるために
も冷えを取り除くことはとても重要です。身体を優しく暖めてくれるイオンドクターの
品々は冷えの改善のためにとても有効と思われます。

鍼灸マッサージ治療室
ヒーリングゆう
院長 藤田恵子先生

Media Recommendation

たくさんのメディアでも紹介していただいています。
体と心をあたためる

イオンドクターウォーマーは
マタニティ用の他にも

キッズウォーマーやスポーツ用など
広い世代でご使用いただけるよう

さまざまなタイプをご用意しています。

キッズ用ウエスト
足首ウォ−マー

2 本組

ほど良い温かさで、平熱が高い子供が着
けても暑がりません。就寝中に着けても
らったら、布団を蹴っても冷えずに朝ま
でぐっすり。ママも安心して眠れます。
対象年齢1才〜5才位まで

ウエスト本体価格￥7,500+税
足首

本体価格￥5,000+税

サイズ：フリーサイズ

ウエスト: 丈 約25cm 周り約78cm
足首 : 丈 約11cm 周り約30cm
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イオンドクターをお試したい方、体を温めることについてご質問がある方に

の

イオンドクター製品の良さを実際に体験していただくため、
全国各地にサポートステーションを設置しております。
お近くのサポートステーションへお問い合わせください。ご来訪をお待ちしております。
またフリーダイヤル、ホームページ、メールなどでのサポートもご提供しておりますのでお気軽にご利用ください。

札幌市
トータルバランス ディポ
Baby&kids代官山
新さっぽろ店

東京都
● マザリー産婦人科医院
● 鍼灸マッサージ治療室
ヒーリングゆう

フリーダイヤル営業時間10:00〜17:00（土・日・祝定休）

0120-058-258

js@iondoctor.com
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