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化粧品を含む化粧雑貨、服飾雑貨、及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を
行うＳＨＯ－ＢＩ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下SHO-BI）は2014年3月20日、脚
のむくみを軽減する着圧シリーズ「デコラティブＥレッグ」から春夏に向けた新ラインアップを発売致しました。
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報道資料

オシャレをしながら脚のむくみを軽減できる「デコラティブＥレッグ」から
春夏に向けて新ラインアップが登場

【商品ラインアップ】　
・デコラティブＥレッグ　20Ｄ立体着圧ストッキング（4柄）
　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ-Ｍ、Ｍ-Ｌ（2サイズ）　　価格1,280円（税抜）
・デコラティブＥレッグ　30Ｄ着圧タイツ（5柄）
　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ-Ｍ、Ｍ-Ｌ（2サイズ）　　価格1,280円～1,680円（税抜）
・デコラティブＥレッグ　60Ｄ着圧トレンカ（1柄）
　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ-Ｍ、Ｍ-Ｌ（2サイズ）　　価格1,680円（税抜）
・デコラティブＥレッグ　着圧オープントゥハイソックス（3柄）
　　　　　　　　　　　　　　　Ｓ-Ｍ、Ｍ-Ｌ（2サイズ）　価格1,380円（税抜）

【発売日】　
発売中

【商品紹介】
しっかり着圧しつつオシャレを楽しめるSHO-BIの着圧シリーズ「デコラティブＥレッグ」から春夏に向けた新商品が発
売されました。当商品は一般医療機器として登録されており、細い糸を使っていても段階圧力設計はそのまま。20Ｄ
立体着圧ストッキング、30Ｄ着圧タイツ、60Ｄ着圧トレンカは3段階（足首20hPa*、ふくらはぎ14hPa、太もも
20hPa*、ふくらはぎ14hPa、太もも8hPa）、オープントゥハイソックスは2段階（足首23hPa、ふくらはぎ15hPa）で
しっかり着圧。足首部分の圧力が最も強く、上に行くに従って圧迫圧が弱くなるように設計されています。下肢の静
脈血、リンパ液のうっ滞#を軽減し、静脈還流の流れを促進し脚のむくみを軽減します。春夏に向けにストッキングに
タイツ、トレンカ、オープントゥハイソックスとバリエーションも豊富、ファッションに合わせて選べます。

*hPa（ヘクトパスカル）は、圧力値を表す国際単位です。
#うっ滞とは血流などが静脈内などに停滞した状態を示します。
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【効果・効能】
・静脈還流の促進
・脚のむくみを軽減
・リンパ液のうっ滞を軽減

製造販売元：株式会社メリーサイト
　　　　　　愛知県名古屋市中区栄四丁目14番2号　久屋パークビル５階

(S-M サイズ )
SE85330
4977324853307 

(M-L サイズ )
SE85331
4977324853314 

価格
¥1,280( 税抜 )

(S-M サイズ )
SE85332
4977324853321 

(M-L サイズ )
SE85333
4977324853338  

(S-M サイズ )
SE85336
4977324853369 

(M-L サイズ )
SE85337
4977324853376 

(S-M サイズ )
SE85334
4977324853345 

(M-L サイズ )
SE85335
4977324853352  

20D 立体着圧
ストッキング

(S-M サイズ )
SE85338
4977324853383 

(M-L サイズ )
SE85339
4977324853390 

(S-M サイズ )
SE85340
4977324853406 

(M-L サイズ )
SE85341
4977324853413 

(S-M サイズ )
SE85344
4977324853444 

(M-L サイズ )
SE85345
4977324853451 

(S-M サイズ )
SE85346
4977324853468  

(M-L サイズ )
SE85347
4977324853475 

(S-M サイズ )
SE85342
4977324853420 

(M-L サイズ )
SE85343
4977324853437  

30D 着圧
タイツ

(S-M サイズ )
SE85352
4977324853529  

(M-L サイズ )
SE85353
4977324853536 

60D 着圧
トレンカ

(S-M サイズ )
SE85354
4977324853543 

(M-L サイズ )
SE85355
4977324853550 

(S-M サイズ )
SE85356
4977324853567 

(M-L サイズ )
SE85357
4977324853574 

(S-M サイズ )
SE85358
4977324853581 

(M-L サイズ )
SE85359
4977324853598 

着圧オープントゥ
ハイソックス

無地
ベージュ

無地
ブラック

ドット
ベージュ

ドット
ブラック

無地
ネイビー

(S-M サイズ )
 
 

(M-L サイズ )
  
  

ストライプ
ブラック

ダイヤ
ブラック

スモールダイヤ
ブラック

サイドライン
ブラック

無地
ブラック

無地
ブラック

無地
パープル

ビジュー柄
ブラック

価格
¥1,280( 税抜 )

価格
¥1,280( 税抜 )

価格
¥1,280( 税抜 )

価格
¥1,480( 税抜 )

価格
¥1,480( 税抜 )

価格
¥1,480( 税抜 )

価格
¥1,680( 税抜 )

価格
¥1,380( 税抜 )

価格
¥1,380( 税抜 )

価格
¥1,380( 税抜 )

価格
¥1,680( 税抜 )

価格
¥1,680( 税抜 )

編み柄 編み柄 編み柄

金プリント 銀プリント

銀プリント 銀プリント

販売名
デコラティブEレッグ2M/デコラティブEレッグ2D/デコラティブEレッグ2O/デコラティブEレッグ2S/デコラティブEレッグ2L/デコラティブEレッグ2T/デコラティブEレッグ2N/
デコラティブEレッグ2C/デコラティブEレッグ2H



【会社概要】

SHO-BI は、化粧品を含む化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨などを扱うファブレスの総合企画メーカーです。企画・生
産から、総合スーパー、ドラッグストア、バラエティストア、ディスカウントストアなど幅広い小売店向けの販売までを自社で完
結できるユニークな企業です。「ZACCA（雑貨）専業でアジアNo.1をめざす」という長期ビジョンのもと、中国を始めとし
た海外市場への展開を強化しています。2013年 4月、コンタクトレンズメーカーである株式会社メリーサイトを子会社化し、
コンタクトレンズ事業に参入しました。

会社名（英文会社名） SHO-BI 株式会社（SHO-BI　Corporation）
　　　　　　　　　　　   東証一部上場 [ コード番号：７８１９ ]

本社所在地
東京本社：〒108-6023 東京都港区港南 2丁目15番 1号 品川インターシティA棟 23階
大阪本社：〒530-0047 大阪市北区西天満 6丁目4番 18号

代表取締役社長 寺田　正秀
設立 　　　   1949 年（昭和 24年）12月
創業 　　　   1948 年（昭和 23年）10月
事業内容 　　　   化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売
資本金 　　　   5 億 45百万円
単独売上高         137 億 81百万円（2013年 9月期）
従業員数　　       284 名（2013年 9月末）
登録商標     PROVENCE、LOVELY、DECORATIVE EYELASH、Spink、mois b time、UNI+COM、Lovessa、
                         Petit Petit、DecorativeNail、Cubisme、LYCEE MIXTE、Brigitte、Lumikki、Petitbeaumo等
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