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注意

●面ファスナーには硬い素材を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますので注意
してください。
●本製品は、汗や摩擦などにより色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
●面ファスナーが衣類につかないように装着してください。ほつれや伝線の原因となります。

本使用説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。
　警告…誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある内容
　注意…誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の他の財物に損害を与える可能性がある内容

【使用上の注意－必ずお読みください－】

警告

●異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合は使用しないでください。
・アレルギー体質の方や皮膚が過敏な方。
※この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムはラテックス・アレルゲンを含み、かゆみ、発赤、じんましん、
むくみ、発熱、呼吸困難、ぜんそく様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことが
あります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
・装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。

●次のことを必ず守って正しく使用してください。正しく使用しないと、血行障害や負傷事故の原因となります。
・手首以外の部位に使用しないでください。
・就寝時は使用しないでください。
・長時間装着する場合は適宜装着し直してください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害
などを起こすおそれがあります。
・表裏を正しく使用してください。
・装着手順に従って正しく使用してください。
・サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
・使用中にゆるんだりずれたりしたときは、必ず手順の始めから正しく装着し直してください。
・本製品に摩耗、損傷のある場合や面ファスナーのつきが悪くなった場合は使用しないでください。
・本製品の加工、改造、修理を行わないでください。

●本製品の使用中に次の異常が発生した場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。使用
を続けると症状が悪化する原因となります。
・つけごこちが悪いなど違和感がある場合。
・装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合。

●本製品は洗濯機で洗濯できます。洗濯後は日陰で吊り干しにしてください。
●洗濯の際は、面ファスナーを本体にとめてください。とめずに洗濯すると、面ファスナーのつきが悪くなるおそれがあります。
●アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。酸素系漂白剤は使用できます。
●乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
●本製品はドライクリーニングできません。また、ウェットクリーニングはできますがタンブル乾燥は避けてください。

【お手入れ方法】

注意
●色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地に色移りする場合があります。
●他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。面ファスナーが他の衣類な
どにつくとほつれや伝線の原因となります。
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【装着手順】
●装着前に本使用説明書P.2の【使用上の注意－必ずお読みください－】をよく読んでから、手順通り

正しく装着してください。

●以下の装着手順は右手の場合です。左手に装着する場合も同じように装着してください。

●装着手順では、手の甲側から装着する手順を示していますが、手のひら側から装着する場合も同じよ

うに装着してください。

サポーター本体の面ファスナーを取り外し、製品の表裏を確かめてください。1

サポーター本体裏側のタグがついている方が体に当てる側になります。

＜製品の表側＞ ＜製品の裏側＞

2 親指に指かけループをかけます。

3 手を握った状態にして、サポー
ター本体を手の甲側から手のひ
ら側に回し、軽く引っ張ります。

手の甲側から巻く場合は、必ず手を
握った状態で装着してください。
手のひら側から巻く場合は、必ず手
を開いた状態で装着してください。

面ファスナー

タグ

指かけループ

＜手の甲側から巻く場合＞ ＜手のひら側から巻く場合＞
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ZAMST ジュニア用サポーター 手首

4 サポーター本体を引っ張りながら巻きつ
け、面ファスナーをとめます。

サポーターのゆるみやズレがないか、確かめてください。違和感がある場合は、再度、
始めから装着し直してください。

5

装着完了時（右手に手の甲側から巻いた場合）

＜手の甲側から見た図＞ ＜横から見た図＞ ＜手のひら側から見た図＞

適度な圧迫力になるように調節しながら、サ
ポーター本体を巻きつけ、面ファスナーをコ
ンプレッションラインにとめます。

面ファスナー

ほんたい

めん

まひ ぱ

てきど あっぱくりょく ちょうせつ

ほんたい ま めん

めん

そうちゃく なお

たし いわかん ばあい さいど

はじ

そうちゃくかんりょうじ みぎて て こうがわ ま ばあい

こうがわて み ず よこ み ず て がわ み ず



せんい

せんいいがい

そざい

ひょう

はか かた

せいひん しよう がいかん かいりょう よこく へんこう

せいひん ばんぜん き まんいちふりょう き てん とうしゃ れんらく

てんねん ふく

そざい

ねが ほんせいひん はいき さい かくちほうじちたい はいきくぶん したが

ひょう

てきようはんい てくび ふと せいひんはば はこいりすう

てくび ふと せいひんはば

ねが ほんせいひん はいき さい かくちほうじちたい はいきくぶん したが

てくび ふと あ えら

てくびてくび ふと いちばん ほそ ふと けいそく


