
JUZOオーダー品　本体価格　一覧表

※10%税込表示 2022/4/21

製品

指先あり／なし 指先あり／なし 指先あり／なし

グローブ ミトン 前腕スリーブ スリーブ ミトン付きスリーブ グローブ付きスリーブ
肩ストラップ付き

スリーブ

ブラジャー固定

紐付きスリーブ

ブラジャー固定

紐付きスリーブ&肩部分

のすべり止め付き

形状記号 HFK/HFA HDA CE CG AGA AGG/AGO CH CH CH

入数 1枚 1枚 １本 1本 1本 １本 １本 １本 １本

圧迫力（ｃｃｌ） １～２ １～２ １～３ １～３ １～３ １～３ １～３ １～３ １～３

カラー

エキスパート 価格ccl1～2 ¥32,890 ¥11,990 ¥11,770 ¥17,710 ¥29,590 ¥50,490 ¥30,470 ¥30,470 ¥33,330

エキスパート 価格ccl3 ― ― ¥12,320 ¥18,480 お問い合わせください お問い合わせください ¥32,340 ¥32,340 ¥36,300
エキスパートシルバー 価格ccl1～2 ¥42,900 ¥16,060 ¥15,620 ¥23,430 ¥39,490 ¥66,330 ¥39,380 ¥39,380 ¥42,020

エキスパートシルバー 価格ccl3 ― ― ― ¥23,980 ― ― ¥41,250 ¥41,250 ¥44,000

エキスパートコットン 価格ccl1～2 ¥38,060 ¥14,520 ¥13,420 ¥20,130 ¥34,540 ¥58,080 ¥34,210 ¥34,210 ¥37,070

エキスパートコットン 価格ccl3 ― ― ¥14,080 ¥21,010 お問い合わせください お問い合わせください ¥35,860 ¥35,860 ¥38,720

エキスパートストロング 価格ccl1～2 ¥32,890 ¥11,990 ¥13,420 ¥20,130 ¥31,900 ¥52,470 ¥31,680 ¥31,680 ¥34,320

エキスパートストロング 価格ccl3 ― ― ¥14,190 ¥21,230 ― ― ¥33,990 ¥33,990 ¥36,740

エキスパートストロングシルバー 価格ccl1～2 ¥42,900 ¥16,060 ¥17,710 ¥26,620 ¥42,680 ¥69,520 ¥42,680 ¥42,680 ¥45,430

エキスパートストロングシルバー 価格ccl3 ― ― ― ¥28,820 ― ― ¥44,880 ¥44,880 ¥47,630

エキスパートストロングコットン 価格ccl1～2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

エキスパートストロングコットン 価格ccl3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

  オプション

形状

㈱ベーテル・プラス　

Juzoオーダー品　上肢

エキスパート：アーモンド、ブラックペッパー、シュガー、カカオ、ポピーシード、ブルーベリー、トレンドカラー、ディップダイ(CCL1～２、CG）、バティック(CCL1～3、CG)

エキスパートストロング：アーモンド、ブラックペッパー、シュガー、カカオ、ポピーシード、ブルーベリー、トレンドカラー

圧迫力CCL4：アーモンド

エキスパートコットン：アーモンド

エキスパートストロングコットン：アーモンド

エキスパートシルバー：アーモンド

エキスパートストロングシルバー：アーモンド

オプション料金一覧表をご参照ください。
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製品

指先あり／なし つま先なし つま先なし つま先なし つま先なし つま先なし

トゥキャップ ハイソックス ストッキング
ベルト付き

片脚ストッキング
パンティストッキング

片脚パンティ

ストッキング

形状記号 ZE AD AG AGBL/AGBR AT ATL/ATR

入数 1枚 1本 1本 1本 1足 1足

圧迫力（ｃｃｌ） １～２ １～４ １～４ １～４ １～４ １～４

カラー

エキスパート 価格ccl1～2 ¥34,320 ¥16,610 ¥24,915 ¥34,760 ¥49,500 ¥71,060

エキスパート 価格ccl3 ― ¥17,710 ¥26,785 ¥36,630 ¥49,500 ¥74,030

エキスパート 価格ccl4 ― ¥18,865 ¥29,040 ¥38,830 ¥93,060 ¥77,550
エキスパートシルバー 価格ccl1～2 ¥45,100 ¥22,110 ¥34,100 ¥43,560 ¥116,820 ¥94,050

エキスパートシルバー 価格ccl3 ― ¥23,650 ¥36,300 ¥45,760 ¥119,680 ¥98,670

エキスパートシルバー 価格ccl4 ― ¥25,190 ¥38,500 ¥47,960 ¥125,730 ¥103,400

エキスパートコットン 価格ccl1～2 ¥38,390 ¥20,405 ¥31,625 ¥41,470 ¥104,830 ¥80,520

エキスパートコットン 価格ccl3 ― ¥21,505 ¥32,560 ¥42,350 ¥107,360 ¥84,590

エキスパートコットン 価格ccl4 ― ― ― ― ― ―

エキスパートストロング 価格ccl1～2 ¥34,320 ¥16,610 ¥24,915 ¥34,760 ¥83,050 ¥71,060

エキスパートストロング 価格ccl3 ― ¥17,710 ¥26,785 ¥36,630 ¥87,230 ¥74,030

エキスパートストロング 価格ccl4 ― ¥18,865 ¥29,040 ¥38,830 ¥93,060 ¥77,550

エキスパートストロングシルバー 価格ccl1～2 ¥45,100 ¥22,110 ¥34,100 ¥43,560 ¥116,820 ¥94,050

エキスパートストロングシルバー 価格ccl3 ― ¥23,650 ¥36,300 ¥45,760 ¥119,680 ¥98,670

エキスパートストロングシルバー 価格ccl4 ― ¥25,190 ¥38,500 ¥47,960 ¥125,730 ¥103,400

エキスパートストロングコットン 価格ccl1 ― ― ― ― ― ―

エキスパートストロングコットン 価格ccl2 ¥38,390 ¥20,405 ¥31,625 ¥41,470 ¥104,830 ¥80,520

エキスパートストロングコットン 価格ccl3 ― ¥21,505 ¥32,560 ¥42,350 ¥107,360 ¥84,590

エキスパートストロングコットン 価格ccl4 ― ― ― ― ― ―

  オプション

形状

オプション料金一覧表をご参照ください。

Juzoオーダー品　下肢

エキスパート：アーモンド、ブラックペッパー、シュガー、カカオ、ポピーシード、ブルーベリー、トレンドカラー、ディップダイ(CCL1～

２、AD、AG）、バティック(CCL1～3、AD、AG、AT)

エキスパートストロング：アーモンド、ブラックペッパー、シュガー、カカオ、ポピーシード、ブルーベリー、トレンドカラー

圧迫力CCL4：アーモンド

エキスパートコットン：アーモンド

エキスパートストロングコットン：アーモンド

エキスパートシルバー：アーモンド

エキスパートストロングシルバー：アーモンド
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