
今年の梅雨はじめじめコリを磁気でほぐして快適に！

2021年6月1日
ピップ株式会社

「ピップエレキバン」や「ピップマグネループ」など、磁気の力で血行を良くし、コリをほぐす磁気治療器を販売
するピップ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松浦由治）は、コロナ疲れを感じる人も多くいる中で
迎える今年の梅雨の傾向について、日本気象協会の久保智子気象予報士に聞きました。

報道関係者各位

新型コロナウイルス感染拡大前後で、疲れやコリを感じるようになった人が多数！

ピップが日本全国47都道府県の有職者4,700名に対して実施した、新型コロナウイルス感染拡大前後の体調変化に関
する調査によると、新型コロナウイルス感染拡大前後の比較で、「身体に不調や変化を感じていますか」という設問
に対し、「感じる」(7.1％)、「やや感じる」(20.5％)と、約3割の人が不調や変化を感じている事実が明らかになりま
した＜図1＞。
さらに、具体的に感じるようになった症状について聞くと、6割近く(57.7％)の人が「疲れを感じやすくなった」と

回答。続いて「肩がコリやすくなった」(48.7%)、「身体がなまったと感じる」(43.1%)といった症状が挙がる結果と
なりました＜図2＞。
新型コロナウイルス感染拡大から1年以上が経過しましたが、感染力が強いと言われる変異株の出現などもあり、引

き続き、手洗い・マスクの着用・不要不急の外出自粛など、感染対策の徹底が求められています。

長引くコロナ禍で迎える梅雨の傾向を
日本気象協会・久保智子気象予報士が解説！

6月1日(火)から実施の「じめじめコリ応援！梅雨のプレゼントキャンペーン」では
雨の日数に応じて「ピップエレキバンM」「ピップマグネループEX」をプレゼント！

コロナ疲れに加えて、梅雨は肩コリに悩む人が多い季節

また、1年の中でコリを感じる季節を調査したところ、
寒さによって血行が滞りやすくなる「冬」に次いで「梅雨
」が高い結果となり、半数近い人が梅雨時期にコリを感じ
ていることがわかっています＜図3＞。
今年は、全国的に例年より早い梅雨入りとなっており、

既に西日本では雨の季節が到来しています。
長引くコロナ禍での疲れや肩コリを感じやすくなってい

る状態に加え、梅雨入りすると1カ月～1カ月半程度、雨
が降る日が多くなるという季節的な要因も重なるため、日
ごろコリを感じている方は重点的なケアが必要な季節と言
えそうです。

27.6%

43.9%

20.3%

25.2%

53.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

春

梅雨

夏

秋

冬

＜図3＞1年の中でコリを感じる季節

※ピップ調べ(2019年3月)
20代～50代男女 n=123(複数回答)

＜図2＞新型コロナウイルス感染拡大以降、
生じるようになった体調の変化

※ピップ調べ（2021年2月）
自身の身体に不調や変化を感じている男女 n=1,296 (複数回答)

＜図1＞新型コロナウイルス感染拡大以降、
身体に不調や変化を感じている人の割合
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※ピップ調べ（2021年2月）
20代～50代男女 n=4,700(単一回答）
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今年の梅雨の傾向と注意点：日本気象協会久保智子氏

気象予報士・防災士・熱中症予防指導員

久保智子氏

◆今年は平年より早い梅雨入り 局地的な大雨に注意
5月は若葉の緑が青空に映える清々しい季節ですが、今年は早くも沖縄から東海地方まで梅雨入りしています。沖

縄・奄美地方以外は平年より大幅に早く、統計開始以来1位か2位という記録的な早さとなっています。
梅雨入りが早くなった理由として、上空の偏西風が日本付近で平年より北を流れていることで、太平洋高気圧が張

り出して梅雨前線が押し上げられたためと考えられます。今後、関東甲信から東北地方にかけても、平年並みか平年
より早い梅雨入りとなりそうです。
一方、梅雨明けは平年並みの見込みで、今年は梅雨の期間が長くなる可能性があります。なお、梅雨前線の活動が

活発になりやすいため、局地的に大雨となる恐れがあり、梅雨時期の降水量は平年並みか多くなるでしょう。避難経
路や避難場所の確認など、早めに大雨への備えをなさってください。

◆雨の日は気圧が下がる？
天気予報でよく耳にする低気圧と高気圧。低気圧とは、周囲に比べて気圧が低い所です。空気は気圧の高い所から

低い所に流れるため、低気圧の中心付近には周りから空気が流れ込みます。流れ込んだ空気は地上付近でぶつかり合
って上昇し、上空で雲が作られて雨を降らせます。このため、低気圧周辺では雨の降ることが多いのです。
一方、高気圧は周囲に比べて気圧が高い所です。空気の流れは低気圧と逆で、上空の乾いた空気が地上付近に下降

するため、雲が消えて晴れることが多くなります。ですから、雨の日は晴れの日に比べて気圧が低くなるのです。
気圧の変化は自律神経が乱れる原因となることがあるため、人によっては、雨の日に頭痛や関節痛、肩コリなどの

症状が現れるなど、体の不調を感じることがあるようです。低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日が多くなる梅雨の
季節。事前に対策を心がけて、体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。

（プロフィール）
大学卒業後、流通業界に就職。売上と気象の関係を調べているうちに、生活の様々な分
野に関わる気象に興味を持ち、気象予報士の資格を取得。
日本気象協会に所属し、北海道や関西のテレビやラジオで気象キャスターを担当。現在
は、ラジオでの気象解説や小・中学校での環境授業、気象や防災についてコラム作成や
講演を行っている。

雨の日が続く梅雨時期のつらいコリは磁気の力で改善！スッキリ快適に過ごそう！

＜ピップエレキバン＞
ピンポイントでコリを解消する「ピップエレキバン」。磁気が体内成分に働きかけ血行を良くし、コリの原因とな

る老廃物を流します。貼っている間中効果が続くので、2～5日間貼ることを推奨します。そのままお風呂にも入れま
す。磁力の強さを選べるため、コリの状態によって使い分けが可能。こっているな、と思うところを指で軽く押さえ
「少し痛い、気持ちいい」と感じるところに貼ったり、必要に応じてその周囲にご使用ください。その他、着けるだ
けで足裏のコリ・はりを手軽にケアする「ピップエレキバン足裏バンド」や、背中まで広がったしつこい肩コリにア
プローチする「ピップエレキバンインナークリップ」もご用意しています。

＜ピップマグネループ＞
首にかけるだけで、手軽に首・肩のコリを解消する「ピップマグネループ」。

ワンタッチで簡単に着脱でき、軽くてフィットするので、仕事中や就寝中にも快
適に使用できます。シリーズ最強の200ミリテスラの強力磁力がガンコなコリに
しっかり効く「ピップマグネループMAX」、ベーシックレベルの磁気治療器を
使用したい方におすすめの「ピップマグネループEX」、やわらかなつけごこち
でやさしい磁力の「ピップマグネループ ソフトフィット」の3種類からお選びい
ただけます。

【医療機器認証番号】
225AGBZX00031000

【医療機器認証番号】
225AGBZX00030000

【医療機器認証番号】
228AGBZX00091000

【医療機器認証番号】
223AGBZX00157000

【医療機器認証番号】
228AGBZX00091000

【医療機器認証番号】
222AGBZX00279000

【医療機器認証番号】
226AGBZX00017000

【医療機器認証番号】
302AGBZX00107000

長引くコロナ禍で迎える梅雨時期のコリ解消には、ストレッチなどの軽い運動をしたり、入浴で体を温めリラック
スすることが効果的です。また、「簡単にケアしたい」という人はケアアイテムを活用することもオススメ。
忙しくて時間が取れない人や、日常生活の中で気軽にできるケアをお探しの人にピッタリなのが、血行を良くして

老廃物を流し、コリを改善するピップエレキバン・ピップマグネループです。
雨続きで気分がどんよりしがちな日も、コリをほぐして身心共に晴れやかに過ごしましょう。

【医療機器認証番号】
301AGBZX00015000

【医療機器認証番号】
231AGBZX00003000



「じめじめコリ応援！梅雨のプレゼントキャンペーン」実施！

＜キャンペーン詳細＞
【応募期間】2021年6月1日(火)～6月30日(水)

【応募方法】
①Twitterにてピップエレキバン・ピップマグネループ(@pip_cp)をフォロー
②キャンペーン対象の投稿をリツイート

【当選賞品＆当選人数】
「ピップエレキバンM」「ピップマグネループEX50cmブラック」の
2点セット。
キャンペーン期間中の雨の日数に応じて当選者数が決定！
（例）6月1日～6月30日の雨の日数が20日だっだ場合、20名様にプレゼント。

※雨の日数は東京都千代田区を基準にカウントします。
※応募要項・規約の詳細は、ピップエレキバン・ピップマグネループのTwitterアカウントをご覧ください。
※ご応募はコリにお悩みの方に限らせていただきます。

【製品概要】管理医療機器

製品名 ピップエレキバン80

医療機器認証番号 225AGBZX00031000

磁束密度 80ミリテスラ

展開 全3種（12粒、24粒、48粒）

製品特長 磁束密度が最も低く、磁気治療器初心者にもおすすめ。

効果 装着部位のこり及び血行の改善

販売チャネル 全国のドラッグストア・量販店・ネット通販など

希望小売価格 オープン価格

製品名 ピップエレキバン130

医療機器認証番号 225AGBZX00030000

磁束密度 130ミリテスラ

展開 全4種（12粒、24粒、48粒、72粒）

製品特長 シリーズで最も支持されている定番人気製品

製品名 ピップエレキバンMAX200

医療機器認証番号 228AGBZX00091000

磁束密度 200ミリテスラ

展開 全2種（12粒、24粒）

製品特長
シリーズ最大の磁束密度。大型円錐磁石で広い範囲に磁気が作用
頑固なコリに効く

製品名 ピップエレキバンM

医療機器認証番号 223AGBZX00157000

磁束密度 130ミリテスラ

展開 全2種（12粒、24粒）

製品特長
バンソウコウ部分にメントールを配合
「気持ち良さ」や「爽快感」が加わることで、より「ピップエレキバン」の使用
実感が得られる。

製品名 ピップエレキバンfor mama

医療機器認証番号 228AGBZX00091000

磁束密度 200ミリテスラ

展開 全1種（12粒）

製品特長
目立ちにくいカラー※の磁石を採用
乳幼児が開けにくいパッケージでコリにお困りのママに
※製法により多少の色のバラつきがあります

販売名
ピップエレキバンMAX200



製品名 ピップエレキバン足裏バンド

医療機器認証番号 231AGBZX00003000

磁束密度 130ミリテスラ

足のサイズ 22～25㎝

製品特長
寝ている間につけておくだけで、足裏のコリ・はりを手軽にケア。
ググっとクッションで、歩くたびに足裏を刺激

製品名 ピップエレキバンインナークリップ

医療機器認証番号 301AGBZX00015000

磁束密度 130ミリテスラ

カラー ライトグレー/パステルピンク/イエローベージュ

製品特長
下着にはさむだけ、背中まで広がったしつこい肩コリをケア。
薄型磁石を採用し、3色のパステルカラー展開で目立ちにくい。

発売日 2020年9月8日

製品名 ピップマグネループMAX

医療機器認証番号 302AGBZX00107000

磁束密度 最大200ミリテスラ

カラー/サイズ ブラック 50cm / 60cm

本体部分素材 シリコーン樹脂

製品特長
55ミリテスラの磁性紛配合磁気ループに200ミリテスラの磁石を6粒内蔵したネッ
クレスタイプ

発売日 2021年3月8日

製品名 ピップマグネループEX

医療機器認証番号 226AGBZX00017000

磁束密度 最大150ミリテスラ

カラー/サイズ
ブラック 45cm /50cm / 60cm
ネイビーブルー 50cm / 60cm
ローズピンク 45cm / 50cm

本体部分素材 シリコーン樹脂

製品特長
強力磁石が頑固なコリに効く
ループに20粒の磁石を内蔵したネックレスタイプ

製品名 ピップマグネループソフトフィット

医療機器認証番号 222AGBZX00279000

磁束密度 55ミリテスラ

カラー/サイズ
ブラック 45cm /50cm / 60cm
ローズピンク 45cm

本体部分素材 シリコーン樹脂

製品特長
やさしい磁力ではじめての人に
シリコーンに磁石を練り合わせているネックレスタイプ

※ピップエレキバン、ピップマグネループは、ピップ㈱の登録商標です。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】
ピップ株式会社お客様相談室
TEL：06-6945-4427
ピップ製品情報ホームページhttps://www.pipjapan.co.jp/products/
ピップエレキバンブランドサイトhttps://www.elekiban.com/
ピップマグネループブランドサイトhttps://www.magneloop.com/
Twitter公式アカウントhttps://twitter.com/pip_cp

＜本リリース・商品リースに関するお問い合わせ＞
ピップ PR 事務局（株式会社アンティル内）：村本・根本・植村

TEL：03-6821-7863 FAX ：03-6685-5265 MAIL： pip-pr@vectorinc.co.jp


