KHGロゴマーク商標登録済

いくつになっても健康第一
健康は家族みんなの笑顔

た
に
な
あ
を
金
本物のKHG合

写真：KHG合金ネックレスマーク入り60cmセット

長年お世話になり、今後もお世話になる自分の身体に
プレゼントして毎日元気に笑顔で生活しましょう。
ブランドマーク付KHG合金商品の数々。
商品番号

❶

チェーン

257,000 円（税込）

商品番号

❶

人気

No.1

インゴット

55,000 円（税込）

商品にはKHGマークがついています。
マークが入っていない商品は別物です。

研究で使用した

写真：KHG合金ネックレスマーク入 60cm

パワフル（大）半永久的（男女兼用）

使用方法／首に装着
特許2種（製造・素材）取得 日本製
製法／KHG合金 ヘリンボーンタイプ
素材／KHG合金、プラチナ、ステンレス
サイズ／長さ：約60cm ・約55cm
（長さは2タイプあります／料金は同一です）
幅：約5mm 重さ：約30g（インゴット含む）、インゴットなし約25g
セット

312,000円（税込）

インゴットなし

257,000円（税込）

商品番号

人気ナンバーワンの理由は、研究した中で
効果が一番あり、長さが60cmあるので、
面倒な留め金を気にせず装着できます。

商品番号

❷

❸

写真：KHG合金ネックレスマーク入 55cm

▲パワフル
（小）55cm セット254,000円·チェーンのみ199,000円

研究で使用した同じ材質

▲パワフル
（大）別注で65cm 、
70cmもできます。

パワフル
（小）半永久的（男女兼用）

使用方法／首に装着
特許2種（製造・素材）取得 日本製
製法／KHG合金 ヘリンボーンタイプ
素材／KHG合金、プラチナ、ステンレス
サイズ／長さ：約55cm・約47cm 幅:約4mm

写真：KHG合金ネックレスマーク入 47cm

▲パワフル（小）47cm セット208,800円・チェーンのみ153,800円
商品番号

55cmセット

❷ 254,000

商品番号

チェーンのみ
円
（税込）

❸ 208,800
47cmセット

199,000円（税込）

チェーンのみ
円
（税込）

153,800円（税込）

商標登録済
第5333766号

医学的研究成果の発表を行った
当店の商品には
KHGマークが入っております。
類似品にご注意ください。

［KHGロゴマーク入り］

❹
●

（22B3X00016000002号）

研究で使用した粒

首や肩、腰などに貼りつけるだけで
コリを緩和させることができます。
シールを交換することで、KHG粒は永久的に使用可能です。

首・肩こり腰痛なら
KHG粒

医療用具承認番号取得

商品番号

KHGハイパワーゲルマ
〇KHG粒10粒（1シート）、替シール100枚
〇KHG粒：直径7mm、シール直径22mm
〇貯蔵・保管／ 室内保存（直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管してください）

31,350円（税込）貼付型はり治療器

商品番号

●
❺

日本製

ブレス

人気

No.1

高純度のKHG粒の新しいジュエリー
KHGゲルマブレスレット

ハイグレード・デラックス（男女兼用）

使用方法／左右どちらかの手首に装猶
素材／ステンレス、KHG粒10個使用
サイズ／長さ：約20cm（長さは調整可）幅：約1cmと8mmあります 重さ：約47g

161,700円（税込）特許「皮接治療具」取得済

日本製

ハイグレード・デラックス

プレミアムなあなたへ…
プレミアムな健康と美容を…。

商品番号

❻
●

KHG粒を使用。
気品あるシンプルなデザインの
健康ブレスレットです。
KHGゲルマブレスレット

チャーム（男女兼用）

使用方法／左右どちらかの手首に装着
素材／プラチナ、ステンレス、KHG粒8個使用
サイズ／長さ：約20cm（長さは調整可）幅：約1cm 重さ：約32g

研究で使用した粒

129,000円（税込）特許「皮接治療具」取得済

日本製

商品番号

❼
●

KHG粒を使用した
健康ジュエリーが
お手軽価格で登場です。
KHGゲルマブレスレット

クラス（男女兼用）

使用方法／左右どちらかの手首に装着
素材／ステンレス、KHG粒5個使用
サイズ／長さ：約20cm（長さは調整可）幅約1cm 重さ：約34g

研究で使用した粒

49,900円（税込）特許「皮接治療具」取得済

日本製

商品番号

商品番号

❽

❾

ひじ・ひざソフトサポーター
商品概要／膝全体をカバーできるサポーター
使用方法／KHGゲルマプリント面を内側にして膝に装着
製法／無機ゲルマニウムをプリント
素材／アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ／フリーサイズ

6,900円（税込）特許取得済

日本製

シェイプアップベルト（色：黒のみ）
商品概要／腰ベルト
（シェイプアップ・保温・腰椎保護）
ゲルマニウム板2枚装着
使用方法／KHGゲルマニウムプリント面を内側にしてバワーバンドで装着
製法／無機ゲルマニウムをプリント 有機ゲルマニウムを合成樹脂プレート2枚装着
素材／ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ／胴回り 目安80cmまでM、100cmまでL、100cm以上LL

21,900円（税込）特許取得済

日本製

商品番号

10
●

ニューひざソフトサポーター

商品概要／膝全体をカバーできるサポーター
マジックテープなので運動時にも使用可能
使用方法／KHGゲルマニウムプリント面を内側にして膝に装着
製法／無機ゲルマニウム をプリント
素材／ナイロン・ポリウレタン・綿
サイズ／フリーサイズ

12,500円（税込）特許取得済

日本製

商品番号

11
●

締め付け作用とゲルマニウム効果により、
脚の疲れ、むくみを和らげる効果があるソックス。

KHGゲルマハイソックス
使用方法／第二の心臓とも呼ばれている『ふくらはぎ』足に装着
製法／有機ゲルマニウムを繊維に織り込み
素材／ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ／M 22˜25cm L 24˜26cm

1足

2,900円（税込）特許取得済

日本製

商品番号

商品番号

12
●

13
●

腹巻として使用し、
ツボや経路を
「面」でカバー

エステティックゲルマフェイスローラー
商品概要／KHG合金を特殊技術加工、触刺激作用・筋肉の記憶・
半導体作用を利用して「美しく健康な素肌」づくりを応援
使用方法／筋肉に沿って軽く転がすようにマッサージ
素材／ヘッド（KHG合金・インジウム・鉄・クロム）
グリップ：合成樹脂 結合部：ステンレス
サイズ／全長約15.3cm 幅（最大部）約3cm 丸さ約2cm

KHGゲルマ腹巻
製法／無機ゲルマニウムをプリント
素材／綿・ポリウレタン・ポリエステル
サイズ／フリーサイズ

19,900円（税込）特許取得済

日本製

25,900円（税込）特許取得済

日本製

※掲載商品以外にも多数取り扱っています。詳しくはホームページまたは店頭まで。

本物へのこだわりから生まれた︑
KHG 合金の商品︒︵日本製︶

健康とは自分の事が自分で出来︑
心豊かに生活を楽しめること︒

ストレス解消︑
肩こり︑
腰痛等︑
病気の原因にいち早く気付き︑

原因を取り除いて︑
毎日元気な生活を送りましょう︒

当店の心得

当社のKHG合金は︑
商品または保証書に

﹁KHG﹂
マークをつけて医学博士と研究をし︑

医学的根拠のもとお客様におすすめをしております︒

マークが入っていないゲルマニウム商品は︑
当社の商品とは

関係ございません︒
類似商品にはご注意ください︒

商標登録済
第5333766号

KHGは高品質の証し

KHGゲルマ合金の医学的発表
マウスNK細胞の活性化したことを
第12 回日本健康支援学会で発表
国立大学法人高知大学医学部
ドロドロ血液の流れに改善結果（ヒトで研究）
第19回日本ヘモレオロジ一学会で発表
閉塞した脳動脈の血液速度を改善結果（ヒトで研究）
第22回日本脂質栄養学会で発表

インゴット、留め金にKHGマークが
付いています。類似商品に注意。

ストレスと肩こりに改善効果（ヒトで研究）
第32回日本ストレス学会で発表

研究はKHGゲルマを使用
類似品にはご注意

KHGゲルマ合金で毛細血管の血流改善
第45回日本微小循環学会で発表
共同研究
青木脳神経外科形成外科 院長 青木道夫
国立大学法人高知大学 名誉教授 植田咊佐

○科学技術振興機構の文献データベースに掲載

発売元
〒781-5106 高知県高知市介良乙288-1

〒781- 5106 高知県高知市介良乙288-1
営業時間 午前9時〜午後5時
商標登録済

0120-414-497 FAX.088-878-7667

KHGゲルマ専門ショップ

検索

お問い合わせ・取扱店

高知県大豊町東寺内にて
手にあるヒマワリの実を
食べているヤマガラ

