
大切な人のために、もう一つの選択肢



このパンフレットを手に取っていただきありがとうございます。

私たち株式会社マエダモールドは、古くから常滑で石膏型をつくってきた会社です。

その技術を活かして人工乳房をつくっております。

日本では年間、約6万人もの女性が乳がんと診断され、

そのうち乳房を切除しなくてはならないケースも少なくありません。

私たちの使命はそのような女性の方々に人工乳房という

ひとつの選択肢をご提案することだと考えております。

そのために私たちは人工乳房を通してお客様が自分らしく歩むための「きっかけ」を

見つけていただけるように、真摯にカウンセリングに取り組んでおります。

乳がんなどで乳房を失った方が、私たち相談員とお話するうちに

安心感を持っていただき、人と人とのつながりにより、

世の中に少しでも笑顔が増えればと心から願っております。マエダモールドは1954年（昭和29年）に常滑焼の石膏型を製造するために、祖父が個人で創業しました。

時代の変化に合わせながら、衛生陶器やファインセラミックス、建材用など

様 な々分野の型づくりを行うことで技術を磨いてきました。

一貫してきたのはお客様のための型づくりでした。

2011年に前田一美が、この技術を「もっと人のために活用したい」

という思いで始めたのが人工ボディー事業部です。

人工乳房は当社が作った、型以外での初めての製品でした。

この製品には私たちが60年以上に渡り培ってきた技術とお客様への思いが込められております。

乳がんなどで体の一部を失くされた方が、マエダモールドの人や製品と出会うことで

笑顔になっていただき、ご本人とその身近な方々にも喜んでいただけることを心から願っております。

2015年2月には、地域資源活用事業計画「常滑焼に用いる石膏型の製造技術を活用した人工乳房

および関連製品の製造・販売事業」が中小企業地域資源活用促進法に基づき、国の認定を受けました。

今では全国500箇所の病院にパンフレットを置いていただいております。

これからも技術を磨いて、お客様に愛され、

末永く使っていただける製品をご提供してまいります。

ごあいさつ

代表取締役 前田茂臣 

株式会社 マエダモールド
事業部長 前田 一美

自分らしく毎日を歩むための
「きっかけ」をあなたに

あなたに合った人工乳房はどれ？

マエダのブレストケア
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接着剤使用入浴可

［ロイヤルフィット］

裏 面

● 温泉やプールで使えます。
● 接着剤をつけず、そのままパッドのような感覚でも使えます。

接着剤使用 / 装着タイプロイヤルプラス
まるで羽根のような軽いつけ心地
肌になじむキレイな着彩と透明感

規格品

D C B A

乳房サイズ4種× 左右 肌色4種

標準色 赤白色

黄白色 ダーク色

ニップル色3種

ダーク
ブラウン

ナチュラル
ブラウン

ライト
ブラウン

乳輪の大きさは
約3cm～4cmです

自分に合ったサイズと色を選ぶ
自分に合った乳房サイズ、肌色、ニップルの色をご用意してある中から選びます。

規格品の4種類の乳房か
らご自分に合ったサイズ
を選んでいただき、ご本人
のお肌の色に合わせて色
付けするセミオーダーも
ございます。

セミオーダー

▲右胸全摘出
使用商品：
ロイヤルプラス／規格品　
サイズ：A右

※サイズや色は、相談会で試着しながら相談できます。相談会の予約方法はP.18へ

裏面がお肌にピタッとくっつい
てずれにくく、安定するので、普
段使いはもちろん運動する時も
快適です。

＜通常タイプ＞ ＜粘着タイプ／オプション＞
粘着
シリコン

■ 価格： 規格品／214,500円(税抜価格195,000円）
　　　   オーダー品／330,000円(税抜価格300,000円）～660,000円(税抜価格600,000円）

詳しくはP04～06へ
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接着剤はつけずに、そのままパッドのような感覚でブラ
ジャーの中に入れてください。美しいラインが出ます。

スーツを着て毎日通勤。
帰りはウィンドウショッピング♪

SCENE.01

胸元の部分に接着剤をつけてください。
透明感が出て境目が分かりにくくなります。

下はブラジャーがおさえてくれますから大丈夫です。

胸の開いたお気に入りのドレスで
パーティーへ

SCENE.02

胸の内側に
接着剤を塗る

シル
エット

にひびかない
デ
コル
テをきれいに魅せる

裏 右胸裏

正面

接着剤を
つけなくても
大丈夫！ ぐるっと一周

接着剤を塗る

接着剤を上と下に３箇所つけてください。
とっても安定します。

（スポーツによって、つけ方 は変わります）

週に一度のフラダンスレッスンへ。
体を動かしてリフレッシュ ！

SCENE.03

ヒラヒラの部分にぐるりと１周、接着剤をつけてください。
乳房をひっぱって取れなければ大丈夫です。
とっておきのひとときをお過ごしください。

自分へのご褒美＾^
気心の知れたお友達と温泉旅行♪

SCENE.04

ス
ポー
ツでよ

りアクティブに 大好
きな温

泉でゆったり

裏

正面

1

2 3

裏

3ヶ所に
接着剤を塗る

ロイヤルプラスが、あなたのライフスタイルを
さまざまなシーンで応援します！

ロイヤルプラス

①鏡を見ながら
位置をきめる。

①接着剤を人工乳房の裏面の
ひらひら部分に丁寧に塗る。

②左右のバランスを見ながら
貼りやすい位置からゆっくり
貼ってください。

上部

脇中心部

下部

正面から見て
左右対称に

調整しながら
あわてずに！

ひらひら部分

接着剤

②皮膚保護剤を
つける箇所にスプレーする。

専用リムーバーを、人工乳房の上
端部に浸すようにつける。めくれて
きたら、そこから接着剤の層と皮
膚の間に染み込ませながらゆっく
りとはがす。
お肌に残った接着剤も綺麗に除去
し、ぬらしたタオル等で最後はお肌
を拭き、保湿ケアをしてください。

①ヒラヒラ部分に残っている接着剤を、リムーバーコットン
できれいに取り除きましょう。

③よくすすいだ後、水分をふきとり
通気性の良い所で乾かします。

②ボディソープやハンドソープ等で
洗浄します。

やさしくね♡

う ら

外したら
すぐキレイに！
外したら
すぐキレイに！

大切
なポイント

接着剤の残りをそのままにしておくと、 厚み
となり、きれいな接着ができなくなったり、 
劣化や破損の原因になったりします。その日
のうちにしっかり落としましょう！

人工乳房のつかい方

コットンタイプ 皮膚保護剤／接着剤／リ
ムーバーの3点セットです。
ロイヤルプラスをご使用の
際に温泉に入ったりスポー
ツをする時などに必要です。

ケア用品

皮膚保護剤

接着剤

リムーバー

アワアワ…

つける前の準備 つけかた はずしかた お手入れ

（1箱50枚入り）
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規格品

＜ロイヤルフィット使用イメージ＞

接着剤不使用

粘着シリコンで優れたフィット感

右乳房を
全摘出した場合

ぴったり粘着！

接着剤不要の粘着シリコンで肌にぴったりフィット

肌に吸い付くような粘着力 とても柔らかい高品質シリコン

接着剤不使用入浴不可

［ロイヤルフィット］

粘着シリコンなので、
ずれ落ちにくい！

普段お使いの
ブラジャーで
上からサポート

そのまま肌に
ペタっと貼付ける

写真のブラは
グンゼのキレイラボ♪→

下着

肌が実感できる快適さと美しさ。
キレイラボは肌がよろこぶスキンウエアです。

自分に合ったサイズと色を選ぶ
自分に合った乳房サイズ、肌色、ニップルの色
をご用意してある中から選びます。

D C B A

乳房サイズ4種× 左右

肌色4種

標準色 赤白色 黄白色 ダーク色

※サイズや色は、相談会で試着しながら相談できます。相談会の予約方法はP.18へ

● 感触が柔らかくそのまま貼り付け下着でおさえて
   普段のお洋服の補整に使えます。

接着剤不要 / 粘着タイプロイヤルフィット
粘着シリコンが柔らかにフィット
パッド感覚で気軽に使えます

■ 価格： 規格品／165,000円(税抜価格150,000円）～181,500円(税抜価格165,000円）
              オーダー品／275,000円(税抜価格250,000円）～605,000円(税抜価格550,000円）

詳しくはP08～09へ

ニップル色３種

ダーク
ブラウン

ナチュラル
ブラウン

ライト
ブラウン

乳輪の大きさは約3cm～4cmです
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日常を快適にサポート！
「ロイヤルフィット」の3つの特長

つけかた

使用後のお手入れ

肌にぴったり粘着させるだけなので
着脱が簡単。肌にすっと吸い付く粘
着力とフィット感が自慢です。

下着感覚で毎日使える
カンタン着脱

SCENE.01

普
通

の
ブラ
でサポートできる

♪

ブラジャーを
つけるのと
同じ感覚ね♪

ずれにくい粘着シリコンが肌にしっ
かり貼り付くので動いても安心。ス
ポーツも気兼ねなく楽しめます。

スポーツシーンでも
大活躍

SCENE.03

つ

け
たま
まの運動も OK！

しっかりくっついて
いるから安心

柔らかな高品質シリコンを使ってい
るので見た目のシルエットもとても
自然。着るお洋服も選びません。

アウターにひびかないから
おしゃれも楽しめる

SCENE.02

服
の

上か
らのラインもきれ

い

①鏡でバランスをみながら
そっと押し当てる

鏡を見て上下左右
自分の胸のバランスに
合わせてね

②いつものようにブラジャー
をつけて胸の位置を整える

③服を着た後、鏡の前で
必ず最終チェック！

Check OK!

自由に
おしゃれを
楽しめる！

◆温泉用は、液体の接着剤を使って貼り付けるタイプで、温泉でご使用になることができます。

◆普段用は、裏面が粘着素材でできていて、素材の粘着力によってお肌に貼りつくタイプです。

　下着で補助的に押さえて使っていただくもので、接着剤は使えませんのでご注意ください。

人工ニップル

ロイヤルフィット

接着タイプ / 粘着タイプ人工ニップル
乳房再建をされた方のために
温泉用と普段使いの2種類をご用意

接着剤使用入浴可

温泉用 接着タイプ

種類をえらぶ

サイズと色をえらぶ

色

0.9cm 1.2cm 1.5cm

サイズ
乳頭直径

接着剤不使用入浴不可

普段用 粘着タイプ

ダークブラウン ナチュラルブラウン ライトブラウン

約4cm

※乳輪サイズは3～4cmです。
接着タイプは接着剤を付ける
のりしろ分、外形が大きくなります。

《人工ニップル》

規格品
価格:33,000 (税込）

約5cm

粘着タイプ

接着タイプ

粘着部分に皮脂やホコリが付着したままになっていると粘着力が弱くなります。ボディソープやハンド
ソープでよく洗っていただき、けば立たないキッチンペーパーなどで水分をふき取ってください。
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まずは人工乳房についての詳しいご説明と、お客様の手術後の
ライフスタイルについてお聞きします。接着剤やシリコーンがお
肌に合うかどうかのパッチテスト、ベース色の選定、下着のアン
ダーライン等を確認させていただきます。

個別相談（カウンセリング）

STEP1

作成した人工乳房をお客様のお体に当て、色つけを行います。
肌や血管の様子までリアルに再現します。色つけの後、コーティングを施し、
約1週間後に完成です。

色合わせ／仕上げ

宅急便で商品を発送させて頂きます。
（商品を知られないようにご配慮いたします）

お届け

3Dスキャナーを使用し、おからだを測定します。(所要時間5～
10分）再現性を重視するため、ニップルは型取りします。

測 定 ［3Dスキャン・ニップル型取り］

スキャニングデータをもとに、3次元データを製作し機械加工
により正確に削り出して人工乳房の粘土原形を作製します。

原形製作

粘土の原形をおからだに合わせ、腕やからだを動かしていた
だきながら違和感がないように細かな部分を調整します。

原形調整

粘土原形を元に、石膏型をおこし、
シリコーンで製品をつくります。

製品製作

3D測定で自分の乳房の形と左右対称につくる

3Dオーダー

スキャンデータを元にパソコンで左右
対称な形をつくり、乳房の元となる原形
をつくります。
お客様の負担を最小限に抑えることが
できる国内初の製作方法です。
着色はご本人のお肌の色を見ながら着
色します。

3Dスキャナーにより、わずか10秒で
お体の立体形状を測定

3D測定で、大きさも形も裏面の手術痕にもすべてぴったりフィット

フルオーダー

自分の胸に合った形や大きさをお望みの方、手術痕にピッタリ合うよ
うにフィット感も重視して作りたいという方、規格品の形状では合わ
ない方に向いている商品です。もちろん着色もオーダーメードです。

足りない部分を
補うぴったりフィットの
部分的乳房♪

3Dスキャナーで測定し、左右の違和感が
目立ちにくくなるようにおつくりします。
人工乳房を部分的に貼付けることによっ
て形を整えます。

温存手術用＜部分乳房＞

温存手術で左右のバランスが
変わってしまった方へ

複雑な手術痕もスキャンしてデータ化

乳房の外側も内側も
ぴったりフィット

◀両胸全摘出
使用商品：
ロイヤルプラス
3Dオーダー
サイズ：特別仕様

◀右胸全摘出
使用商品：
ロイヤルプラス
フルオーダー

Before After

掲載している写真はお客様の許可をいただいています。写真の無断転載・使用はご遠慮ください。

左右対称にしたい、左右のバランスを取り戻したい
「全摘出手術」「部分摘出手術」をされた方へ

人工乳房（オーダーメード）製作の流れオーダーメードの人工乳房
Custom-made

ご来社

STEP2
ご来社

STEP3

STEP4
ご来社

STEP5

STEP6
ご来社

STEP7

3Dでつくるので
ぴったり

いよいよ
これから
色付け♪

パソコン上で
左右対称の

かたちをつくります

お客様の笑顔が印象的です！

ご納品♪

ご不便なことや、
ご希望を

お聞かせください

製作期間約1ヶ月

※3Dオーダーの方はご来社は不要です。

製作期間約1ヶ月
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規格品が選ばれる理由

人間の体は
必ずしも左右対称ではない

反対側の胸の形と全く同じではなくても
気にならない場合もあります。

REASON

年を重ねると、
体型に変化が訪れる事もある

オーダーメードに比べると価格が優しいため、体型が大きく
変わった時に再度購入しやすいメリットがあります。

REASON

ファンデーションのように
自分の肌に近いものを選べる

日本人の肌は共通する色味を持っているため、
ポイントを押さえれば比較的自然に見えます。

REASON

ご自身のお胸の形と全く同じに作ることができるオーダーメードに対し、規格品はある程度の形や色が決まってはいますが、
規格品でも十分に間に合わせることができる場合があります。
個別相談にて、実際の人工乳房をご試着いただけますので、ぜひお試しください。

規格品をお勧めできる理由

オプション価格表

種　類 価　格 備　考

ロイヤルプラス 粘着式 ロイヤルプラス全種類に適用円49,500 （税抜価格45,000円）

価格は2021年5月現在のものです

長く使っていただくための安心アフターサービス
購入後は何年でも電話相談が受けられます(通話料はかかります）
接着剤などのケア用品がいつでもお手頃価格で購入いただけます

点検
気になることがあればいつでも

無料点検させていただきます。
修理
保障

品質には十分気を付けて製作しておりますが、万が一、
商品に不良が見つかった場合は無償で修理させていただくか
新品にお取替え致します。経年劣化やお客様都合による故障は
状態を見させていただき、お見積もりをご提示させていただきます。

* マークがついている商品はご本人に合わせながら着色をする商品です。着色の際は常滑本社にお越しいただく必要があります。

種　類 価　格

165,000 円

170,500 円

176,000 円

181,500 円

A

B

C

D

214,500 円

440,000 円

605,000 円

440,000 円

A～D

部分摘出用

ロイヤルプラス

ロイヤルプラス

ロイヤルフィット

ロイヤルフィット

3Dオーダー *(表面形状）

3Dオーダー *(表面形状）

(裏面形状まで）
フルオーダー *

(裏面形状まで）
フルオーダー *

フルオーダー *

495,000 円

660,000 円

495,000 円部分摘出用

》
品
格
規
《

》

ダ
ー
品

ー
オ
《

房
乳
工
人

円33,000

187,000 円

13,750 円

皮膚保護剤 2,860 円

接着剤 6,600 円

リムーバー 4,950 円

《オーダー品》

《規格品》

ケア用品3点セット （皮膚保護剤・接着剤・リムーバー）

価格表

A�r ser
��

※納期に関して　　 受注状況によります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※その他のオプションについては、ホームページをご覧下さい。
　商品についてご不明な点がありましたら女性専用ダイヤルへお気軽にお問い合わせください。

※規格品は、弊社オリジナルの規格に合わせて作る商品ですので、左右の対称性やお色にこだわりたい方はオーダーメードを選んでいただくことをお勧めします。

お客様のお体に最も合うサイズと色を選んでいただき、

ご注文をいただいてから作り始めるお客様お一人おひとりのための受注生産品です。

規格品ってなに？ オーダーメードとの一番の違いは、
オリジナルの型を利用することで
価格を安く抑えることができる点なんです。

（税抜価格150,000円）

（税抜価格 155,000円）

（税抜価格 160,000円）

（税抜価格 165,000円）

（税抜価格 195,000円）

（税抜価格 400,000円）

（税抜価格 400,000円）

（税抜価格 550,000円）

（税抜価格 450,000円）

（税抜価格 450,000円）

（税抜価格 600,000円）

（税抜価格 170,000円）

（税抜価格 12,500円）

（税抜価格 2,600円）

（税抜価格 4,500円）

（税抜価格 6,000円）

（税抜価格 30,000円）

常滑市民病院外科 岡田明子先生　第23回日本乳癌学会学術総会発表ポスター（2015）より抜粋
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個別相談会場のご案内
専門女性スタッフがご相談を承ります。ご試着も可能です。
※会場は変更する場合がございます 完全

予約制

45分

各地の相談会場は
ホームページを
ご覧ください

1. JR新橋駅の汐留改札（地下1階）を出てそのまま進み
　新橋駅前ビル1号館に入ってください。
2. 新橋駅前ビル1号館内のエレベーターで4階に上がってください。
3. 4階フロアでPhilport(フィルポート）の入口から入ってください。

［アクセス］

〒105-0004 
東京都港区新橋2-20-15 
新橋駅前ビル1号館4階フィルポート

中部国際空港

マエダモールド
第二工房

《電車》
・名鉄線「常滑駅」で下車、タクシーで約6分
《お車》
・セントレアライン「常滑IC」より約6分
・中部国際空港より約15分（「りんくうIC」降りる）

［アクセス］

〒479-0821 
愛知県常滑市瀬木町3-60

●新橋オフィス●

●常滑サロン●

新橋駅前ビル1号館4階  フィルポート内のマエダモールド

マエダモールド本工房（常滑サロン）

《本社個別相談会場》

受付時間
平日 8:30～17:00
土祝営業日 8:30～16:30TEL.0570-0810-88

ホームページではお客様の声のほかにも、
人工乳房や乳がんに関するコンテンツを掲載しております

マンガでわかる！人工乳房
続・おっぱいがたいへん！！

漫画家さかいひろこさんによるエッセイマンガです。
相談会から製作現場まで、実際に足を運んで取材をしていただきました。
皆さまの参考になれば嬉しいです。

乳がん経験者の著名人の方との
対談企画・スペシャルインタビュー

「彼女失格」などの乳がん奮闘記を執筆された松さやかさん、株式会社ラ
イフサカスCEO 西部 沙緒里さんを招いて、弊社人工ボディ事業部長が乳
がんや人工乳房について対談を行いました。

��������������������������������マエダモールド人工ボディ専用サイトはこちらです　

会場へ行けない方にもおすすめ！対面しているのと同じ
ような感覚でカウセリングができます！

オンライン相談も開催中！ 詳しくはP17

相談員が各地の病院・クリニック、ホテルなどに訪問いたします。
詳しくは、女性専用ダイヤルへお気軽にお問い合わせください。
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対面しているのと同じような感覚で
カウンセリングができます。
オンラインカウンセリングは、専用のソフトは不要です。
お客様側にネット環境とパソコンがあれば、大丈夫です。

1対1の個別相談です

予約カレンダーにて、ご希望の会場の空き状況を確認して、

ネット予約または電話予約にてお申込みください。

ご希望の会場で、開催予定がない場合はお電話ください。
※規格品をご希望の場合でも個別相談が必要です。

相談員は100％女性なので、安心してお気軽にご相談頂くことができます。
事前に「メール」や「電話」でのやりとりも可能です。

サンプルを見る・触ってみる・試着できる

無料「個別相談」お申し込みの流れ

相談員が商品について説明します。試着もしていただくことができます。

わからないことや不安なこと、なんでもご相談ください。

【ご注文をいただく場合】

規格品…製品の種類、サイズ、色を決めていただきます。

オーダー品…お体測定の日にちなど、日程を決めていただきます。

相談終了後、ご注文をいただいた場合は、

製作を開始します。製品が完成したら、

宅急便で送らせていただきます。

（お送りするときは、製品の名称を知られな

いよう配慮いたします。）

丁寧に製作させて

いただきます。

お待ちくださいませ。

予約した日時に会場にお越しいただきます。

会場は常滑サロン、新橋オフィスの他、

ホテルや病院でも行っております。

お申し込み

インターネット予約
相談会予約カレンダー

電話予約

0570-0810-88

相談会場へ行く

個別相談

相談終了

常滑サロン

オンラインカウンセリングの手順

まずはお電話でカウセリングのご予約をお願いします。　

カウセリング当日、
お電話でオンラインルームのご案内をいたします。

01

02

女性専用
ダイヤル

女性専用
ダイヤル

0570-0810-88

マエダモールド
人工乳房

個別相談について

●ホテルや会議室などを利用する相談の会場に設
置されている看板には、「乳がん」「人工乳房」などの
言葉を一切使用しないよう配慮しております。
※看板には「マエダモールド相談会」と記載しています。

●相談の会場がわからない場合は、お気軽に
お電話やメールにて、事前にお問い合わせく
ださい。メール等で地図などを添え、ご案内さ
せていただきます。

スマホでも
受けられます！

オンライン相談

オンライン
相談の

詳細はこちら

お電話がつながった状態で
パソコンの画面でご説明させていただきます。
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発行年月：2021年5月

常滑サロン 〒479-0821 愛知県常滑市瀬木町3-60
本社兼工場 〒479-0041 愛知県常滑市千代48-1
人工ボディ事業部 TEL:050-3786-2110

株式会社 マエダモールド

ご予約・ご相談
女性スタッフが対応いたします

女性専用ダイヤル

マエダモールドはお客様からいただいた個人情報の
適切な活用と保護のため、プライバシーマークを取得しております。

製品についての最新情報や、個別相談のスケジュールは、
ホームページ上でご確認ください。

メール＆ホームページのお問い合わせフォームからは24時間受付中

ホームページ
マエダモールド 人工乳房

カウンセリング中など、出られない時がありますので、ご了承ください。
ホームページにも休日カレンダーを掲載しております。

平日8：30～17：00 ／ 土曜・祝日営業日8：30～16：30 
受付時間
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