
サークエイド by medi 
 

カタログ  
 

medi. I feel better.

2023/4/1～  



サークエイドのアウトライン

テキスタイルへの信頼性

このマークのある製品は、低アレ
ルギー性で、ラテックスフリーで
あることが、外部の試験機関によ
って実証されたものとなります。

 

 

全てのサークエイド製品は
ラテックスフリーです。

 

こんなにもある
サークエイドの特徴

サークエイドのお手入れ方法
•

 
装着後は、毎回洗濯してください。

•
 
液温は40℃を限度とし、洗濯機でデリケートモード等、弱い洗濯が可能です。
洗濯ネットを使用してください。　
面ファスナーは留めた状態で洗濯ネットに入れてください。

•

 
塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。

 
 • アイロン仕上げは行わないでください。 

•
 
柔軟剤は使用しないでください。 

•
 
日陰の風通しのよい場所で乾燥させてください。 

 

•
 
ドライクリーニングは行わないでください。 

   

•
 
低い温度でのタンブル乾燥は可能です。(排気温度上限60℃) 

アイコン

付属のBPSカードを用いることで、
圧迫力調整の目安にしていただけ
ます。

Latex free

サークエイド by メディ・ジャパン
医療分野を中心に、長い経験と実績をもつメディ社（medi GmbH & Co.KG）
は本社をドイツ・バイロイトに構え、世界中に製品を輸出しています。

ここ日本では、メディ・ジャパンがmediブランドの弾性ストッキングをはじ
め、面ファスナー付弾性着衣（サークエイド）を輸入・販売しております。
なお、サークエイドは米国で製造されています。

サークエイドは、本体に専用のBPSカードが付属され、ご使用者様の状態にあわせて、製品の圧迫力を段階的に調整する
ことが可能です。（一部、オプション製品を除きます）
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下腿用

大腿用

アーム
スリーブ

ハンド
ラップ

ジャクスタ
フィット

やや薄手 やや厚手生地

①20~30mmHg
②30~40mmHg
③40~50mmHg
　の３段階調整

ジャクスタ
ライト

Built-In-Pressure system 

Breathe-O-Prene 

Juxtaposed band system  

Easy handling  

 

左右兼用 左右兼用

左用・右用あり

左用・右用あり

左用・右用あり

圧迫力
①20~30mmHg
②30~40mmHg
③40~50mmHg
　の３段階調整 ＊１

＊１アームスリーブは①②のみ
　　ハンドラップは20mmHg

通気性が高く、着け心地のよい素材
を用いています。

複数のベルトを重ね合わせて着用
するため、個々の微細なフィット
調整が行いやすいです。

ベルトを巻きつけ面ファスナーを
本体に留めて装着します。
そのため、装着には強い力を使った
引き上げが不要で、容易に行えます。

•



 

ご注文の際は製品名のほか、品番表に記載の７桁の品番をご指定ください。

製品名
ご注文の際は、各製品ページの左上から
製品名をご確認ください。

サークエイド製品の
ご注文のしかた

＜例＞　ジャクスタフィット　下腿用
　　　　ショート丈　Lサイズ
　　　　を購入したい場合　

品番の選び方

２  

S M M – W L

cC

c

cB

L – W XL XL – W XXL

cC  

c  

cB  

■採寸表

丈　（cm）

～ ～

ショート丈 ロング丈

膝下からメジャーを沿わせずに垂直に
計測した時の足首までの丈

B - D

B- D

36 36

周径　（cm）

足首のもっとも細い部位の周径cB
cC ふくらはぎのもっとも太い部位の周径

ジャクスタフィット
販売名　　︓　サークエイド 
届出番号　︓　13B3X10285000004

下腿用
形状

圧迫に必要な形状をお選びください。
(例︓下腿用）

製品の丈
丈の許容値をご参考に、計測のうえ丈を
選択して下さい。
(例︓B-Dが３２ｃｍだったので、ショート
丈を選択）

サイズ
周径の許容値をご参考に、計測のうえサイ
ズを選択して下さい。
（例︓cBが30cm、cB1が33cm、cCが44
cmだったのでＬサイズを選択）

製品の品番

JU25704 S M M-W L
ショート丈 JU25702 JU25703 JU25713 JU25704
ロング丈 JU25002 JU25003 JU25013 JU25004

L-W XL XL-W XXL
ショート丈 JU25714 JU25705 JU25715 JU25706
ロング丈 JU25014 JU25005 JU25015 JU25006

品番

l

l



３  

面ファスナー付きのベルトを留めていくことで装着できるため
強い力を使った引き上げは不要で、装着が容易に行えます。
また、付属のBPSカードを使用して段階的な圧迫力の調整が可
能です。ジャクスタフィットより薄手の生地となっています。

ジャクスタライト
販売名　　︓　サークエイド 
届出番号　︓　13B3X10285000004

S M M – W L

cC

cB

L – W XL XL – W XXL

cC

cB

置き寸　(cm)

cB

cC

20~30mmHg
30~40mmHg
40~50mmHg
　の３段階調整

主な特徴 圧迫力クラス

S M M-W L
ショート丈 JU15702 JU15703 JU15713 JU15704
ロング丈 JU15002 JU15003 JU15013 JU15004

L-W XL XL-W XXL
ショート丈 JU15714 JU15705 JU15715 JU15706
ロング丈 JU15014 JU15005 JU15015 JU15006

税抜き価格

税込み価格

¥12,700
¥13,970

丈　（cm）

周径　（cm）

足首のもっとも細い部位の周径

～ ～

ショート丈 ロング丈

cB
cC ふくらはぎのもっとも太い部位の周径

A - D

A - D

ショート丈 ロング丈

価格■付属品

下腿用

・レッグライナー  （下腿用）　１枚
・コンプレッションアンクレット　２枚
・BPSカード　１枚

■採寸表

28 33

品番

レッグライナー　
（スタンダード）

コンプレッションアンクレット BPSカード

A

＜装着の手順＞
１．下履きとしてレッグライナーを装着
　　します。

２．レギンス本体（下腿用）を装着します。

３．BPSカードを使って、必要な圧迫力に
　　あわせて、ベルトの締め具合を調整
　　します。

４．コンプレッションアンクレットを装着
　　します。
　　

膝下からメジャーを沿わせずに垂直に
計測した時のかかとまでの丈

１枚入り（左右兼用）

M、L、XLサイズは、ワイドタイプもご用意してい
ます。

D

l

l



価格

ジャクスタフィット
販売名　　︓　サークエイド 
届出番号　︓　13B3X10285000004

S M M – W L

cC

c

cB

L – W XL XL – W XXL

cC  

c  

cB  

 

■下腿用・大腿用
　20~30mmHg
　30~40mmHg
　40~50mmHg

■アームスリーブ
　20~30mmHg
　30~40mmHg

■ハンドラップ
　20mmHg

主な特徴 圧迫力クラス

S M M-W L
ショート丈 JU25702 JU25703 JU25713 JU25704
ロング丈 JU25002 JU25003 JU25013 JU25004

L-W XL XL-W XXL
ショート丈 JU25714 JU25705 JU25715 JU25706
ロング丈 JU25014 JU25005 JU25015 JU25006

税抜き価格

税込み価格

¥23,900
¥26,290

■採寸表

丈　（cm）

～ ～

ショート丈 ロング丈

膝下からメジャーを沿わせずに垂直に
計測した時の足首までの丈

B - D

B- D

36 36

置き寸　(cm)
ショート丈 ロング丈
28 36

周径　（cm）

■付属品

・レッグライナー (下腿用)２枚
・PACバンド  １枚
・カバーアップ　(下腿用)１枚

品番

下腿用のほか大腿用や、さらに上肢用のアームスリーブ型や
ハンドラップもご用意しております。
ジャクスタライトより厚手の生地で、よりしっかりと圧迫を
かけたい場合に適しています。

足首のもっとも細い部位の周径cB

cB1 足首(B)から膝下(D)までの高さの1/3
部分の周径

下腿用

レッグライナー　
（スタンダード）

・コンプレッションアンクレット　２枚
・BPSカード　　１枚

PACバンド BPSカードカバーアップ コンプレッションアンクレット

M、L、XLサイズは、ワイドタイプもご用意して
います。

＜装着の手順＞
１．下履きとしてレッグライナー
　　を装着します。

２．レギンス本体（下腿用）を装
　　着します。

３．BPSカードを使って、必要な
　　圧迫力にあわせて、ベルトの
　　締め具合を調整します。

４．コンプレッションアンクレッ
　　トを装着し、その上からPAC
　　バンドを装着します。

５．レギンス本体の上からカバー
　　アップを装着します。
　　　　

１枚入り（左右兼用）

cC ふくらはぎのもっとも太い部位の周径
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XXS XS S M L XL

cG

c

cD

 
左脚用 XXS XS S M L XL

エクストラショート丈 JU2878X JU28781 JU28782 JU28783 JU28784 JU28785
ショート丈 JU2873X JU28731 JU28732 JU28733 JU28734 JU28735
ロング丈 JU2803X JU28031 JU28032 JU28033 JU28034 JU28035

右脚用 XXS XS S M L XL
エクストラショート丈 JU2879X JU28791 JU28792 JU28793 JU28794 JU28795
ショート丈 JU2874X JU28741 JU28742 JU28743 JU28744 JU28745
ロング丈 JU2804X JU28041 JU28042 JU28043 JU28044 JU28045

税抜き価格

税込み価格

¥26,200
¥28,820

周径　（cm）

■採寸表

置き寸　(cm)
ショート丈 ロング丈

45 55
エクストラショート丈

35

丈　（cm）

25 ～ 35 ～

ショート丈 ロング丈

 E - K1 35～

エクストラショート丈

25

価格
■付属品
・ニーパッド  １枚
・レッグライナー　(下肢全体) ２枚
・カバーアップ   　(下肢全体) １枚
・BPSカード　１枚

大腿用

鼠径部から膝中央部までをメジャーを沿わせ
ずに、垂直に計測

E - K1
膝上周（膝蓋骨中心から５cm 上部分の周径）cE1

cG 股下周

BPSカードレッグライナー　
（スタンダード）

ニーパッド カバーアップ

＜装着の手順＞
１．下履きとしてレッグライナー
　　を装着します。

２．大腿用の本体を装着します。

３．BPSカードを使って、必要な
　　圧迫力にあわせて、ベルトの
　　締め具合を調整します。

４．膝を軽く曲げ、膝上部にニー
      パッドを装着します。

５．大腿用本体の上からカバー
　　アップを装着します。
　　　　

下肢全体の圧迫が必要
な場合、下腿用とあわ
せてご使用いただけま
す。
（下腿用は別途ご購入
ください。）

品番

１枚入り（左用・右用あり）

5  
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左腕用 XS S M L XL XXL
エクストラショート丈 JU2A781 JU2A782 JU2A783 JU2A784 JU2A785 JU2A786
ショート丈 JU2A731 JU2A732 JU2A733 JU2A734 JU2A735 JU2A736
ロング丈 JU2A031 JU2A032 JU2A033 JU2A034 JU2A035 JU2A036

右腕用 XS S M L XL XXL
エクストラショート丈 JU2A791 JU2A792 JU2A793 JU2A794 JU2A795 JU2A796

ショート丈 JU2A741 JU2A742 JU2A743 JU2A744 JU2A745 JU2A746
ロング丈 JU2A041 JU2A042 JU2A043 JU2A044 JU2A045 JU2A046

XS S M L XL左用
JU2B031 JU2B032 JU2B033 JU2B034 JU2B035

XS S M L XL右用

JU2B041 JU2B042 JU2B043 JU2B044 JU2B045

¥6,800

¥7,480

税抜き価格

税込み価格

¥26,700

¥29,370

cG

cF

cE

cD

cC

cG

 

cF

cE
cD

cC

l  C – G

周径　（cm） XS S M L XL XXL

c B

XS

S

M

L

XL

■採寸表

丈　（cm）

38 ～ 48 ～

ショート丈 ロング丈

 C - G 48～

エクストラショート丈

38

置き寸　(cm)
ショート丈 ロング丈

43 48
エクストラショート丈

38

周径　（cm）

価格

価格

税抜き価格

税込み価格

アームスリーブ

■付属品

・カバーアップ　１枚
・BPSカード　１枚

カバーアップ BPSカード

ハンドラップ ■採寸表

■品番表

cD

cC

上腕周︓腋の下の周径
cEとcGの中間位周径

cG

cF

cE 肘周︓肘を軽く曲げた時の周径
前腕の最も太い部位の周径
手首周︓最も細い部位の周径

cB 手背周

手首から上腕までの丈C-G

品番

品番

１枚入り（左用・右用あり）

１枚入り（左用・右用あり）

6  
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¥7,040
¥6,400

足部に圧迫をかけたい方に、各種オプション製品を
ご用意しております。
なお、ジャクスタフィット下腿用には、PACバンド
が付属されています。　

cB

c

S M L

l  A – Y

cB

c

l  A

S M L

l  A – Y

cB

c

l  A

cB
c

l  A – Y

l A

S M L

JU3I002 JU3I003 JU3I004

S M L

JU3W002 JU3W003 JU3W004

税抜き価格
税込み価格

S L

S M

JU5P001 JU5P002

JU1W002 JU1W003

税抜き価格

税抜き価格

税込み価格

税込み価格

インターロックフットラップF　

アンクルフットラップF　

PACバンドF

¥5,830

¥12,870

¥5,300

¥11,700

S M

フットオプション

アンクルフットラップL

周径　（cm）

税抜き価格

税込み価格

¥10,600

¥11,660

丈・周径　（cm）

c

周径　（cm）
S L

丈・周径　（cm）

A   　 踵から親指付け根までの丈
A - Y  足関節から中指付け根までの丈
cB       足首周
cA1     足背周

アンクルフットラップFより薄手の生地を使用しています。
足背やくるぶしに圧をかけたい場合のオーソドックスなフットオプションです。

かかと部分をカバーするバンドがあり、
かかとやくるぶし周囲にしっかり圧をかけられます。

アンクルフットラップLより厚手の生地を使用しています。
足背やくるぶしにしっかり圧をかけたい場合に適しています。

ジャクスタフィット下腿用に同梱されているフット製品ですが単体でもご購入いただけます。
足にフィットする形状で、かつ薄手の素材を使用し、装着したまま靴が履きやすいことが利点です。

■採寸表

■品番表

■品番表

■品番表

■品番表

１枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用）

～ ～ ～
～ ～ ～

～ ～ ～
～ ～ ～

～～ ～

7  
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価格

価格

価格

価格



cB

c

S L

S L

下腿用・ブラック JU5C7A2 JU5C7A4

下肢全体・ブラック JU5C0A2 JU5C0A4

下腿用・ベージュ JU5C7B2 JU5C7B4

下肢全体・ベージュ JU5C0B2 JU5C0B4

税抜き価格

税抜き価格

税込み価格

税込み価格

S L

上肢用・ベージュ JU5U0B2 JU5U0B4

上肢用・ピンク JU5U0P2 JU5U0P4

税抜き価格

税込み価格

S L

JU51001 JU51002

税抜き価格
税込み価格

◆下腿用 ◆下肢全体　

◆上肢用 ¥4,800

¥5,280

¥3,700

¥4,070

カバーアップ

¥3,200

¥3,520

¥4,200
¥4,620

コンプレッションアンクレット

周径　（cm）

S L

アクセサリー
本体をより快適にご使用いただくためのアクセサリー製品となります。
一部、製品に同梱されているものもありますが、単体でご購入も可能です。
なお、アクセサリー製品は医療機器ではございません。　

cC

cG
 

cC

cG

 
cE

 

cE

S L S L周径　（cm）周径　（cm）

■採寸表

上肢用・ブラック JU5U0A2 JU5U0A4

cB    足首周      cA1  足背周

下腿用製品に同梱されているアクセサリー製品です。
フットオプションの下履き用として、あるいは単体でも快適にご使用
いただけます。

見た目を美しく、目立たなくすると共に、面ファスナーによる
衣服のダメージを防ぐためにお使い下さい。

◆上肢用◆下腿用 / 下肢全体　

２枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用） １枚入り（左右兼用）
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■品番表

■品番表

cE 肘周︓肘を軽く曲げた時の周径
cG 股下周
cC ふくらはぎのもっとも太い部位の周径



◆下肢用 スタンダード コットン シルバー

AD 下腿用・フット有 JULT709 JUCT709 JUST709

税抜き価格 ¥5,300 ¥6,400 ¥6,400

税込み価格 ¥5,830 ¥7,040 ¥7,040

BD 下腿用・フット無 JULS709 JUSS709

税抜き価格 ¥4,200 ¥6,400

税込み価格 ¥4,620 ¥7,040

AG 下肢全体・フット有 JULT009 JUCT009 JUST009

税抜き価格 ¥5,800 ¥8,000 ¥8,000

税込み価格 ¥6,380 ¥8,800 ¥8,800

◆上肢用 スタンダード コットン シルバー

AG アンダースリーブ JULV009 JUSV009

税抜き価格 ¥3,700 ¥5,300
税込み価格 ¥4,070 ¥5,830

ライナー　

シルバー

スタンダード

スタンダード

コットン

ジャクスタライト・ジャクスタフィット本体からお肌を守り、より快適に着用する
ためのアクセサリー製品です。一部製品に同梱されているものもありますが、単体
でご購入も可能です。なお、本品はフリーサイズ仕様となっています。　

◆下肢用 スタンダード コットン シルバー

◆下肢用 スタンダード コットン シルバー

◆ライナー　下肢用

◆ライナー　上肢用

製品の素材について
■ジャクスタライト下腿用
　・レギンス︓ナイロン、ポリウレタン、シルバー、スパンデックス
　・レッグライナー︓コットン、ポリウレタン
　・コンプレッションアンクレット︓ナイロン、スパンデックス
■ジャクスタフィット下腿用
　・レギンス︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
　・PACバンド︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
　・コンプレッションアンクレット︓ナイロン、スパンデックス
　・レッグライナー︓コットン、ポリウレタン
　・カバーアップ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス
■ジャクスタフィット大腿用
　・レギンス大腿用およびニーパッド︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリエチレンプラスチック、シルバー
　・レッグライナー︓コットン、ポリウレタン
　・カバーアップ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス

■ジャクスタフィットアームスリーブ
　・アームスリーブ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
　・カバーアップ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス
■ジャクスタフィットハンドラップ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
■アンクルフットラップL︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
■インターロックフットラップF︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
■アンクルフットラップF︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
■PACバンド︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス、シルバー
■コンプレッションアンクレット︓ナイロン、スパンデックス
■カバーアップ︓ナイロン、ポリウレタン、スパンデックス
■ライナー
　・スタンダード︓コットン、ポリウレタン
　・コットン︓コットン、ポリウレタン
　・シルバー︓ポリエステル、シルバー加工ナイロン、ポリウレタン
　・ノンスリップライナー︓ポリエステル

２枚入り（左右兼用）

１枚入り（左右兼用）

BG 下肢全体・フット無 JULS009 JUSS009

税抜き価格 ¥5,800 ¥8,000

税込み価格 ¥6,380 ¥8,800

◆下肢用 スタンダード コットン シルバー
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■品番表



サークエイドを購入したいと思ったら

・サークエイドは医療機器です。必ず医師にご相談のうえ、ご購入ください。
・着用にあたっては、製品に同梱される添付文書をよくお読みください。

email   ︓   customer-service@medi-japan.co.jp

TEL   ︓   0120-813-788

FAX   ︓   050-3116-3007

カスタマーセンター（ご利用者様、医療従事者様向け窓口）
メディ・ジャパン株式会社 www.medi-japan.co.jp

受付時間

土日祝日はつながりません。
また、年末年始に、休業日を設定
いたします。　

アクセサリー製品

取り扱い業者様向け窓口（ご注文・在庫照会）

９︓００ ～ １６︓００
FAX   ︓  050-3116-1829

新規の取引に関するご相談は、弊社営業
までご連絡ください。

連絡先が不明の場合は、カスタマーセン
ターよりご案内いたします。

お届けまで約６０日かかる取り寄せ製品

１０  

以上の内容をご確認いただいたうえで、下記窓口までご注文をお願い申し上げます。

※オンラインストアでは、クレジット決済が可能です。
※一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけ
　ないものがございます。
　https://www.medi-japan.co.jp/shop

【オンラインストアからもご購入いただけます。】

◆お届け時期
　入金確認後、すみやかに製品を発送いたします。
　万一欠品の為、すみやかに製品を発送できない場合はご連絡差し上げます。
　また、年末年始等、長期の休業日をはさむ場合は、多少納期が遅れる事がございます。
　取り寄せ製品および欠品の製品は、お届けまで原則として約３０日間かかります。
　ただし、下記の場合について別途ご注意いただきますようお願い申し上げます。

◆製品代金以外の必要料金
　製品代金のほか、別途①～③をご負担いただきます。
　①消費税　（税込み価格は消費税込みの価格を表示）
　②１回のご注文における定価合計金額が 11,000 円（税込）未満の場合は
　　別途送料がかかります。（以下、それぞれ税込金額）
　　本州・四国︓ 825 円　/　北海道・九州︓ 1,166 円　/　沖縄・離島︓ 1,474 円　　
　③振込の場合は、振込手数料

◆お支払い方法
　銀行振込、コンビニ決済
　・銀行振込は、下記口座までお願いします。

　
　　振込手数料はお客様負担となります。
　・コンビニ決済は、ご注文後にご送付いたします所定の払込用紙をご利用ください。
　・カード決済をご希望の方は、オンラインストアをご利用ください。
　　なお、一部の製品について、オンラインストアからご購入いただけないものがご
　　ざいます。あらかじめご了承ください。

◆お申込みの有効期限および支払時期
　お申込み後、90 日以内にお願いいたします。お申込みから 90 日間入金がない場合、
　ご注文はキャンセルとさせていただきます。

◆返品・変更・キャンセル
　製品発送後の返品・変更は、お客様に製品が到着した日から「30 日以内かつ未使用」
    に限ります。
　取り寄せ製品の返品・変更、製品が到着するまでのキャンセルはいずれもお受け致し
　かねます。
　製品が不良品の場合は、返品・交換いたします。

◆返品・変更にかかる送料
　不良品による場合、弊社が負担いたします。
　お客様都合による場合、お客様のご負担となります。

六本木支店（053）　みずほ銀行　

TEL   ︓  03-5962-4306

４５６９５７２メディ・ジャパン株式会社
　口座番号種別

普通
口座名義

支店銀行名



medi Japan K.K.

メディ・ジャパン株式会社

東京都中央区日本橋兜町5-1　

兜町第１平和ビル６階

第三種医療機器製造販売業 MJCA20230401PR


