
 

 

2019 年 11 月 

ピップ株式会社 

 

1,111 日分※1のピップエレキバン®＆ピップマグネループ®を 

プレゼント！11 月 11 日は何の日？ 

「“磁気の日”Twitter フォロー＆リツイート 

キャンペーン」実施！ 
 

 

 

 

 

 

 

磁気の力で血行を改善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、１１月１１日を「磁気の日」と制定しています。 

より多くの方に「磁気の日」を知っていただき、磁気への理解を深めていただきたいという思いから、今回、ピップエレキ

バン・ピップマグネループの twitter アカウントにて、2019 年 11 月 1 日から 11 月 11 日まで、「Twitter フォロー＆リツイー

トキャンペーン」を実施します。この機会に、ぜひご応募ください。 

 

【Twitter キャンペーン概要】 

 

・期間：2019 年 11 月 1 日～11 月 11 日 23：59（予定） 

 

・賞品：1,111 日分※1のピップエレキバン＆ピップマグネループ 

詰め合わせセット（抽選で 11 名様） 

     ※「磁気の日」限定特大パッケージに商品を詰め合わせ 

お届けします 

 

・応募方法：ピップエレキバン・ピップマグネループの twitter 公式アカントを 

フォローし、対象のツイートをリツイート 

 

・公式アカウント URL： https://twitter.com/pip_cp 

（キャンペーン案内の投稿は、2019 年 11 月 1 日 13 時を予定） 

 

・キャンペーン詳細： https://www.elekiban.com/special/contract/ 

（2019 年 11 月 1 日公開予定） 

 

※ご応募は、コリのある方に限らせていただきます 

 

 

【「磁気の日」について】 

磁気治療器として知られるピップエレキバンのピップフジモト株式会社（当時）が磁気治療について、 

より正しい理解を深めてもらうことを目的に、1992 年（平成 4 年）5 月に制定しました。 

11 月 11 日は、磁石のＮ極（＋）とＳ極（－）を「＋－」に見立て、漢字で書くと「十一」となる事に由来します。 

  

※1 ピップ調べ 

ピップエレキバン：1 回あたりの平均使用枚数、使用日数より算出 

ピップマグネループ：平均使用年数より算出 

＜「磁気の日」限定特大パッケージ＞ 

 

※通常品 

 

▲大きさ参考比較 

左：「磁気の日」限定特大パッケージ 

右：ピップエレキバン通常品 

 

https://twitter.com/pip_cp
https://www.elekiban.com/special/contract/


 

【磁気に触れ合うイベントのご案内】 

ピップ株式会社の磁気研究の拠点「総合研究所」がある大阪府茨木市の彩都バイオインキュベーションでは、彩都地

区の方々にライフサイエンスの取り組みの理解を深めていただくことを目的に施設の一般公開を行います。当日は近隣

地域の小中学生が、科学に触れ興味を持つ機会を設けるイベントも実施します。 

ピップ株式会社は、磁石のパワーを実際に目で見たり、体感したりできるコーナーを展開予定です。普段は公開してい

ませんのでこの機会に、ぜひお立ち寄りください。 

 

【彩都バイオインキュベーション一般公開】 

日 程：2019 年 11 月 9 日（土）10:00～16:00 

場 所：大阪府茨木市・彩都バイオインキュベータ 

 

【ピップ展示内容 （磁力を目で見て感じよう） 】 

日 程：2019 年 11 月 9 日（土）10:00～16:00 

場 所：大阪府茨木市・彩都バイオインキュベータ内 2 階エレベーター前ロビー 

展示内容：磁界の観察、磁石で魚釣り、ガウス加速器コースター、他 

 

【ピップエレキバン製品概要】 

《全製品共通情報》 

《管理医療機器》 

 

《各製品概要》 

製品名 ピップエレキバン 80  

医療機器認証番号 225AGBZX00031000 

展開 全 3 種（12 粒、24 粒、48 粒） 

磁束密度 80 ミリテスラ 

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 

 

製品名 ピップエレキバン 130  

医療機器認証番号 225AGBZX00030000 

展開 全 4 種（12 粒、24 粒、48 粒、72 粒） 

磁束密度 130 ミリテスラ 

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 

展開 全 2 種（12 粒、24 粒） 

磁束密度 200 ミリテスラ 

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 

 

  

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 M  

医療機器認証番号 223AGBZX00157000 

展開 全 2 種（12 粒、24 粒） 

磁束密度 130 ミリテスラ 

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 

展開 全 1 種（12 粒） 

磁束密度 200 ミリテスラ 

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 

 

【ピップマグネループ製品概要】 

《全製品共通情報》 

《管理医療機器》 

 

《各製品概要》 

製品名 ピップマグネループ EX  

医療機器認証番号 226AGBZX00017000 

カラー/サイズ 
ブラック・ネイビーブルー 45cm / 50cm / 60cm  

ローズピンク 45cm / 50ｃｍ 

本体部分素材 シリコーン樹脂 

磁束密度 最大 150 ミリテスラ 

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   

医療機器認証番号 222AGBZX00279000 

カラー/サイズ 
ブラック 45cm / 50cm / 60cm   

ローズピンク 45cm / 60ｃｍ 

本体部分素材 シリコーン樹脂 

磁束密度 55 ミリテスラ 

製品特長 
やさしい磁力ではじめての方に。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®」はピップ株式会社の登録商標です 

 

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・量販店など 

希望小売価格 オープン価格 

【製品に関して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 受付時間 10:00～17:00（土日祝日を除く） 

ピップ製品情報サイト https://www.pipjapan.co.jp/ 

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/ 

ジキラボサイト https://www.jiki-lab.com/ 

 

【報道関係の方からのお問い合わせ先】 

広報代行／㈱エムスリー・カンパニー  

〒150-0022 渋谷区恵比寿南 1-2-9  小林ビル 4F  TEL：03-5768-5807 FAX：03-3712-1460 

※製法により多少の色の

バラつきがあります 

https://www.pipjapan.co.jp/
http://www.elekiban.com/
https://www.magneloop.com/
https://www.jiki-lab.com/

