
伸縮・通気加工 キネシオロジーテープ

PLUS

SPORTS
TAPE

腰の支えが強調され疲労軽減。
下半身のパフォーマンスアップ！

http://skill-plus.net

30cmテープを丹田（へその下）から左
右の腹筋にアーチを描きながら貼りま
す。※テープは伸ばさず貼る。（リラク
ション法）（写真では着衣のまま衣服の
上に貼っていますが、実際には素肌に
直に貼って下さい。）

■皮膚の汗や湿気
は、タオルで拭き
取ってから貼って下
さい。テープ台紙の
先端の剥離紙を破
き取ります。運動前の1時間から30分
前に貼るとテープが皮膚となじみます。

テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛
根から毛先に向けて）剥がします。テープ
から皮膚をはがすように皮膚を押し下げ
ながら、ゆっくり剥がして下さい。

●腰用テーピングの貼り方/2枚使用

●体幹（丹田）テーピングの貼り方/2枚使用

腰に疲労がある場合のテーピングの例

スキル-プラス スポーツテープ
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■腰に疲労がある場合は、上記の腰テー
プを貼った後さらに、前かがみの姿勢を
保ち、水平にテープを1本ないし2本の
テープを貼ると、腰の安定度がさらに高
まります。※テープは伸ばさず貼る。（写真
では着衣のまま衣服の上に貼っています
が、実際には素肌に直に貼って下さい。）

前かがみの姿勢を保ち背中の骨盤のとこ
ろから、背骨沿いの筋肉に沿って下から
上へ貼ります。同じくもう一本も同様に、
骨盤のところから背骨沿いの筋肉に沿っ
て下から上へ貼ります。※テープは伸ば
さず貼る。（リラクション法）（写真では
着衣のまま衣服の上に貼っていますが、
実際には素肌に直に貼って下さい。）

ポイントは上体を戻すと
テープにしわができていること。

▲水平にテープを1本の場合 ▲水平にテープを2本の場合

腰の疲労を軽し、長時間の立ち
姿勢・歩行・運動でも強い姿勢
を保ちパフォーマンスアップ！

運動時の下半身を安定させ体幹や腹
式呼吸を意識しやすくし、腹筋・下半身
の疲労軽減・持久力を高めます。

腰の支えが強調され腰の疲労を軽
減。腰の回旋もスムーズになり長時
間の立ち姿勢、歩行・ランニングでも
持久力を高めパフォーマンスアップ！

http://skill-plus.net

ヒザのお皿の下からお皿を支えるよう
にテープのV型部をあてます。※テープ
は伸ばさず貼る。（リラクション法）

　　 内ももにテープを引っ張らずに真っ
すぐ貼ります。

　　反対の脚にも同じように貼ります。

　ひざを90°曲げて、ひざのお皿の下
から貼り出します。　外ももにテープ
を引っ張らずに真っすぐ貼ります。

●ヒザ用テーピング2枚重ね貼り

ヒザの疲労（＊よくヒザが笑うと表現し
ています。）が起こると下半身が上体を
支えきれず、上体の上下動が大きくな
り下半身が著しく不安定となります。ヒ
ザテープを貼るとひざの軽さと安定感
を感じ、歩行・運動時のバランスをサ
ポートし、ヒザの屈伸が軽くなり、ヒザ
が伸びやすくなります。もちろん、ヒザ
のケガ予防にも効果的です。

ヒザテープを2枚重ね貼りをして強化
する方法も可能です。1本目のテープは
上記の方法で貼り、もう1本も同じく膝
を90°以上曲げた状態で、膝のお皿の
下から重ねて貼り始め、1本目のテープ
よりさらに大きなアーチを作りながら
太ももを包むように内腿と外腿に重ね
貼りします。※テープは伸ばさず貼る。
（リラクション法）
テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛
根から毛先に向けて）剥がします。テープ
から皮膚をはがすように皮膚を押し下げ
ながら、ゆっくり剥がして下さい。

50×300mmVカット/2Sheet 
●ヒザ用テーピングの貼り方

■皮膚の汗や湿気
は、タオルで拭き
取ってから貼って
下さい。テープの
真ん中（V型部）から剥離紙を破き、台
紙を左右に5cmぐらい広げてから貼り
ます。スポーツ前の1時間から30分前
に貼るとテープが皮膚となじみます。

ヒザの強化。ヒザの疲労回復、
リハビリ等に。

スキル-プラス スポーツテープ
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http://skill-plus.net

足首をまっすぐ伸ばし足の甲の中央か
ら足首の中央を通りすねの、真ん中の
骨を境に外側（前頸骨筋）へ。ひざ下
の外側まで貼ります。※テープは伸ば
さず貼る。（リラクション法）

足首を90°曲げ、足裏の指の付け根か
ら、かかとに向かってテープを引っ張
らずに、真っすぐ貼ります。かかとを通
りアキレス腱まで貼ります。※テープは
伸ばさず貼る。（リラクション法）

両脚に貼ります。

両足裏に貼ります。

両足に貼ります。

テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛
根から毛先に向けて）剥がします。テープ
から皮膚をはがすように皮膚を押し下げ
ながら、ゆっくり剥がして下さい。

■皮膚の汗や湿気
は、タオルで拭き
取ってから貼って下
さい。テープ台紙の
先端の剥離紙を破
き取ります。運動前の1時間から30分
前に貼るとテープが皮膚となじみます。

貼る前

貼った
後

貼る前

貼った
後

テープの台紙を破り、足首を90°曲げ、
アキレス腱とフクラハギがいっぱいに
伸びた状態で、1枚目を足裏のかかとか
らアキレス腱を通し内側のフクラハギ
に向かってテープを引っ張らずに、貼る

足裏用テーピングと
すね用テーピングを
貼ると驚くほど
柔軟になります！

もう一度、前屈をしてみて、
動きやすくなっている
ことを確かめて
ください。

●スネ用テーピングの貼り方

もう一度、上体をそらしてみて、動きやす
くなっていることを確かめてください。

貼る前に一度、前屈をしてみてください。

貼る前に一度、上体そらしをしてみてください。

●足裏用テーピングの貼り方

50×350mm左右で4枚使用
●フクラハギ用テーピングの例

スキル-プラス スポーツテープ
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コシ

体幹

下半身強化と
疲労軽減！

フリースペース
（プリントエリア）

フリースペース
（プリントエリア）

フリースペース
（プリントエリア）

仕上がり
カットライン

塗り足し
スペース

仕上がり
カットライン

塗り足し
スペース

仕上がり
カットライン

塗り足し
スペース

フリースペース フリースペースフリースペース

〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目１番地14 
薮商事ビル４Ｆ　http://www.commeca.co.jp/
TEL（011）640-5551　FAX（011）640-5552 

■企画・販売元/株式会社 スタジオ・コムサ/スポーツ事業部

●運動時のパフォーマンスを上げたい方
●運動による疲労やケガを予防したい方
●以前のケガや痛みをサポートしたい方
●本格的なテーピングの経験がない方

■巾50×長さ300mm/4枚入り
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ヒザを軽く楽にして疲労軽減！
歩行・運動時のヒザをサポート。

ヒザのバランスを
サポート、持久力・
パフォーマンス
アップ！

〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目１番地14 
薮商事ビル４Ｆ　http://www.commeca.co.jp/
TEL（011）640-5551　FAX（011）640-5552 

■企画・販売元/株式会社 スタジオ・コムサ/スポーツ事業部

●運動時のパフォーマンスを上げたい方
●運動による疲労やケガを予防したい方
●以前のケガや痛みをサポートしたい方
●本格的なテーピングの経験がない方

■巾50×長さ300mmVカット/4枚入り

特許

膝ヒザ
W5cm×L30cmVcut×4枚入り

ヒザの負担を軽減！
筋力疲労・持久力をサポート！

ご使用になる前に必ずお読みください。

台紙

外装袋：PP

テープ原材料
基　材綿糸・ポリウレタン糸
粘着剤アクリル系粘着剤

▶お問合せ

http://www.skill-plus.net

中面に
貼り方
記載

●肌に無害の粘着剤を使用しておりますが、万一
　使用中に異常が起きた場合にはただちに使用を
　中止し、医師等にご相談ください。
●傷口や炎症、かぶれなどのある箇所には直接貼
　らないでください。
●皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は使用を避
　けて下さい。
●テープを貼る部位の汗・油分・クリームなどをふ
　き取り、乾いてから貼ってください。（ふき取りし
　ない場合、接着しない可能性があります。）
●テープを貼る部位をあらかじめ除毛するとテープ
　が密着しやすくなります。
●テープは一度はがすと貼り直しができません。貼
　る前によく貼り方をご確認ください。
●テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛根から
　毛先に向けて）剥がします。皮膚を押し下げなが
　ら、ゆっくり剥がして下さい。
●貼ったまま入浴できますが、剥がれやすくなりま
　すのでご注意ください。
●高温、多湿、直射日光を避けて、なるべく冷暗所
　に、保管して下さい。
●お子様の手の届かないところに保管して下さい。

ヒザ

ひとりで簡単に貼れる
カットタイプテープ！
特許、立体・曲面密着で
抜群のフィット感！
各部位専用の形状で
効果アップ！

■巾50×長さ300mm/2枚使用

■巾50×長さ300mm/2枚使用

特許

腰コシ
W5cm×L30cm×4枚入り

コシの負担を軽減！
筋力疲労・持久力をサポート！

ご使用になる前に必ずお読みください。

台紙

外装袋：PP

PAT.No4972747
MADE IN JAPAN〔日本製〕

PAT.No4972747
MADE IN JAPAN〔日本製〕

テープ原材料
基　材綿糸・ポリウレタン糸
粘着剤アクリル系粘着剤

▶お問合せ

http://www.skill-plus.net

中面に
貼り方
記載

●肌に無害の粘着剤を使用しておりますが、万一
　使用中に異常が起きた場合にはただちに使用を
　中止し、医師等にご相談ください。
●傷口や炎症、かぶれなどのある箇所には直接貼
　らないでください。
●皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は使用を避
　けて下さい。
●テープを貼る部位の汗・油分・クリームなどをふ
　き取り、乾いてから貼ってください。（ふき取りし
　ない場合、接着しない可能性があります。）
●テープを貼る部位をあらかじめ除毛するとテープ
　が密着しやすくなります。
●テープは一度はがすと貼り直しができません。貼
　る前によく貼り方をご確認ください。
●テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛根から
　毛先に向けて）剥がします。皮膚を押し下げなが
　ら、ゆっくり剥がして下さい。
●貼ったまま入浴できますが、剥がれやすくなりま
　すのでご注意ください。
●高温、多湿、直射日光を避けて、なるべく冷暗所
　に、保管して下さい。
●お子様の手の届かないところに保管して下さい。

ひとりで簡単に貼れる
カットタイプテープ！
特許、立体・曲面密着で
抜群のフィット感！
各部位専用の形状で
効果アップ！

特許

PAT.No4972747
MADE IN JAPAN〔日本製〕

伸縮・通気加工 キネシオロジーテープ
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運動時の脚力・持久力保持！
脚の疲労軽減、下半身を強化。

貼った後前屈・上体
そらしが軽くなります。

〒060-0042 札幌市中央区大通西18丁目１番地14 
薮商事ビル４Ｆ　http://www.commeca.co.jp/
TEL（011）640-5551　FAX（011）640-5552 

■企画・販売元/株式会社 スタジオ・コムサ/スポーツ事業部

●運動時のパフォーマンスを上げたい方
●運動による疲労やケガを予防したい方
●以前のケガや痛みをサポートしたい方
●本格的なテーピングの
　経験がない方

特許

脚アシ
W5cm×L35cm×4枚入り

脚・足の負担を軽減！
筋力疲労・持久力をサポート！

ご使用になる前に必ずお読みください。

台紙

外装袋：PP

テープ原材料
基　材綿糸・ポリウレタン糸
粘着剤アクリル系粘着剤

▶お問合せ

http://www.skill-plus.net

中面に
貼り方
記載

ひとりで簡単に貼れる
カットタイプテープ！
特許、立体・曲面密着で
抜群のフィット感！
各部位専用の形状で
効果アップ！

●肌に無害の粘着剤を使用しておりますが、万一
　使用中に異常が起きた場合にはただちに使用を
　中止し、医師等にご相談ください。
●傷口や炎症、かぶれなどのある箇所には直接貼
　らないでください。
●皮膚の弱い方、アレルギー体質の方は使用を避
　けて下さい。
●テープを貼る部位の汗・油分・クリームなどをふ
　き取り、乾いてから貼ってください。（ふき取りし
　ない場合、接着しない可能性があります。）
●テープを貼る部位をあらかじめ除毛するとテープ
　が密着しやすくなります。
●テープは一度はがすと貼り直しができません。貼
　る前によく貼り方をご確認ください。
●テープをはがす時は、毛並みに沿って（毛根から
　毛先に向けて）剥がします。皮膚を押し下げなが
　ら、ゆっくり剥がして下さい。
●貼ったまま入浴できますが、剥がれやすくなりま
　すのでご注意ください。
●高温、多湿、直射日光を避けて、なるべく冷暗所
　に、保管して下さい。
●お子様の手の届かないところに保管して下さい。

スネ
足裏

■巾50×長さ350mm/4枚入り


