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豊富なラインアップで、様々な使用シーンにフィットします。

マックスベルトに関するサポートツールを各種ご用意しています。

me
s e r i e s

me1
me2
me3

me  black
me  white

S
s e r i e s

S1
S2
S3

Special
t y p e

E2
ソフト
se

ショート
FR

R1
R2
RX3

R
s e r i e s

患者様に正しく製品をお使いいただくためのツールをご提供しています。

ポスター 患者様向け小冊子 計測メジャー など

腰への不安のない、積極的にカラダを動かせる環境を提供したい。

そして、気持ちまでもポジティブになってほしい。

生活をよりアクティブに楽しむことを

サポートするために開発されたのがマックスベルトシリーズです。

その実現のために固定力を高めること、動きやすいこと、

過ごしやすいことの総合的な向上を目指しています。

素材、構造、サイズなど豊富なラインアップを揃えているのも、

多くの人の様々な使用シーンにおいてサポートしたいという思いからです。

進化し続ける医療現場において、高い期待に応えるためにも、

品質・機能の向上に磨きをかけ、さらなる充実を目指していきます。

サポートしたいのは、
活動する喜びです。

生活をポジティブに
楽しむことを実現

右ページは使用しません
（古いデータです）

過ごしやすさ

固定力 動きやすさ
腹部を圧迫したり、
支持力を高める工夫を

することでサポート力を向上。

商品のフォルムや
素材を厳選することで
動きやすさを実現。

着けていることを
負担に感じさせないよう、
薄さや通気性などを追求。

腰部全体を覆う
スタンダードタイプ。

通気性を高めムレにくい
メッシュタイプ。

運動する体に対応。
快適性を重視した
スポーツタイプ。

機能性を重視した
スペシャルタイプ。

  豊富なラインアップで、様々な使用シーンにフィットします。

 

 

 

 

me1
me2

me2  HC
me  black

me3

FR
se

SHORT

R1
R2
R3

S1
S2
S3

R
series  

S
series  

me
series  

Special
type

腰部全体を包み込み、
適度な圧迫と
保温性で腰部をサポート。

通気性を重視した
メッシュタイプ。

機能性を重視し、
サポート対象に特化したタイプ。

スポーツする体に対応。
快適性と動きやすさを
重視したスポーツタイプ。

P7〜

P10〜

P14〜

P17〜
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広い

ステー補助ベルト素　材カバー範囲

R3

me2 HC

SHORT

3

me  black

FR

通気性非伸縮素材・伸縮素材

通気性メッシュ素材

伸縮性素材

伸縮性メッシュ素材

伸縮性・硬質メッシュ素材

伸縮性・硬質メッシュ素材

伸縮性・硬質メッシュ素材

伸縮性・硬質メッシュ素材

伸縮性・硬質メッシュ素材

通気性素材

通気性素材

伸縮性メッシュ素材

②約22cm
①約16.5cm

②約22cm
①約16.5cm

②約22cm
①約16.5cm

②約22cm

①約11.5cm

②約22cm

①約11.5cm

②約22cm
①約15.5cm

②約22cm①約15.5cm

②約20cm①約24cm

②約12cm

①約9cm

②約19cm
①約12cm

②約20cm
①約18cm

②製品中心部 SS・Sサイズ：約27cm／M～LLサイズ：約30cm

①約11.5cm

②約19cm

①約11.5cm

補助ベルト

補助ベルト

補助ベルト

補助ベルト

一体型補助ベルト

補助ベルト

補助ベルト

骨盤ベルト

固定ストラップ＋補助ベルト

補助ベルト＋骨盤ベルト

一体型補助ベルト

アルミステー4本・プラスチックステー4本

プラスチックステー6本

プラスチックステー4本

プラスチックステー2本・ソフトステー4本

プラスチックステー2本

S字軽量ステー2本

S字軽量ステー2本

S字軽量ステー2本

S字軽量ステー2本

S字軽量ステー4本

S字軽量ステー2本

S字軽量ステー2本
なし

なし

なし

※製品丈は①前合わせ部の中心  ②背当て部の一番幅の広い部分の値です。

②約20cm

①約12cm
me2 HC用S字軽量ステー2本

狭い 狭い

狭い
広い

広い

広い

広い

狭い

広い

通気性素材

通気性素材 補助ベルト

広い

広い
広い

前面 背面

前面 背面

前面 背面

前面 背面

骨盤ベルト

骨盤部分
のみ

広い

広い

広い

広い

狭い 狭い

狭い 狭い

広い 狭い

狭い
広い

Rシリーズ

meシリーズ

スペシャルタイプ

Sシリーズ

用途に合わせて選べる豊富なラインアップ

R
シリーズ

me
シリーズ

S
シリーズ

Special
タイプ

マックスベルト

R1

マックスベルト

me1

マックスベルト

S1

マックスベルト

SHORT

マックスベルト

R2

マックスベルト

me2

マックスベルト

S2

マックスベルト

se

マックスベルト

me2 HC
マックスベルト

me black

マックスベルト

R3

マックスベルト

me3

マックスベルト

S3

マックスベルト

FR

ソフトサポート

サポート力

ハードサポート

※サポート力は当社独自の基準です。
※サポート力の段階は同一シリーズ内での比較です。シリーズが異なる製品の場合、同じサポート力の位置にあっても同等のサポート力ではありません。

補助ベルトなしのシン
プル設計。

かさばらず丈の短い薄
型タイプ。

幅の狭いスポーツタイ
プ。

骨盤部分を圧迫する幅
の狭いタイプ。

汎用性の高いスタン
ダードタイプ。

メッシュタイプのスタ
ンダードモデル。

かさばりを抑え、動き
やすさを重 視したス
ポーツタイプ。

骨盤部分も圧迫し、腰
部全体をカバー。

厚手のステーとパワー
の強い補助ベルトで
しっかりサポート。

スポーティなブラック
のメッシュタイプ。

Ｓ字軽量ステー４本入
りのしっかりサポート
タイプ。

背面立体構造でフィッ
ト性のよいしっかりサ
ポートタイプ。

長尺のアルミステーを
内蔵 。製品丈の長い
ハードタイプ。

前面から体幹をサポー
ト。
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製品共通特長

ステー 各製品の機能に合わせ、各種ステーを背部に配置しています（FRは前面にステーを配置）。

上側表示

ラテックスフリー

補助ベルト

折り返し二重構造

腰にフィットするＳ字軽量ステー 圧迫力を補強する補助ベルト付き

一体型補助ベルトで簡単装着

ソフトタイプのプラスチックステー

me2  HC用の
S字軽量ステー

FRの前合わせ部のステー

S3の長尺アルミステー

対象商品：R1、R2、R3、me2、me black、me3、se 対象商品：R2、R3、me1、me2、me  black、me3、se

対象商品：me2、me  black、S1、S3

対象商品：me2  HC、S1、S2、S3

対象商品：me1

対象商品：me2  HC

腰の曲線にフィットする
S字型で支持力の高い長
尺タイプです。

厚さと強度をアップし、製品丈に合わ
せて短くしています。

対象商品：FR

対象商品：S3

対象商品：S1、S2

腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い長尺タイプ
です。ステー各部の厚さを変えることで、支持力と軽量化の
両立を図りました。

背部から体にそって圧迫力を補強する補助ベルトを装備
しています。

骨盤部分の伸縮メッシュ素材を折り返して二重構造にする
ことで圧迫力を高めています。

対象商品：マックスベルトシリーズ全商品

対象商品：マックスベルトシリーズ全商品

製品のサイズタグに矢印を入れ、製品の上下を分かりやす
く表示しました。

より多くの方にご利用いただけるよう製品の資材は、天然
ゴム（ラテックスを含む）を使用せず、全製品ラテックス
フリーにしました。

補助ベルト連結ゴムにより、補助ベルトの背面への垂れ下
がりを防ぎ、背部に腕を回すことなく補助ベルトをとめる
ことができます。また、Ｓ２は非伸縮素材と連結させ、かさ
ばりを抑えた形状になっています。

装着時の活動性を損なうこと
がないように、適度な柔軟性
を備えたプラスチックステー
を2本内蔵しています。

背部には2本のＳ字軽量ステーを配置。
弊社従来品のＳ字軽量ステーより約1.7
倍※1厚くし、強度が約2倍※2アップ。より
しっかりと腰部をサポートします。

マックスベルト FRの前合わせ部には
プラスチック製のステーを2本内蔵し、
前屈の動きを抑えます。背部には4本の
ソフトステーを内蔵し、フィット性を高め
ています。

背部には、耐久性に優れた幅の広いフラットなプラスチック
ステーを内蔵し、長尺のアルミステー４本を配置。丈の長い
背当て部、固定ストラップと合わせて腰部の伸展の動きを制
限します。アルミステーは必要に応じて取り外しが可能です。

運動時のサポートを目的とし
たマックスベルト S1、S2は、
しなやかで耐久性に優れたフ
ラットなプラスチックステーを
内蔵しています。

S2:6本内蔵S1:4本内蔵

［3 点曲げ強度試験概要］
左図矢印の方向にステーを
押し込んだ際の最大強度を
計測

従来のS字軽量ステー me2 HC用のS字軽量ステー

〈S字軽量ステー 弊社従来品との比較〉

従来品に対する差

3 点曲げ強度 約 220%

前合わせ部：
プラスチックステー

R2

me2  HC

S2

S1

S3

背部：ソフトステー

me2

※1 弊社従来品との比較。ステーの最も厚い部分
での図面上での比較。

※2 弊社従来品との比較。
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R
s e r i e s

マックスベルト

R2
アール・ツー

マックスベルト

R1
アール・ワン

マックスベルト

R3
アール・スリー

腰にフィットするS字軽量ステー。

圧迫力を高める補助ベルト。

快適な吸湿性素材を採用。

ストライプのパワー強化。

マックスベルト R1 マックスベルト R2 マックスベルト R3

汎用性の高いスタンダードタイプ

汎用性の高い
スタンダードタイプ

腰部全体を覆う
しっかりサポートタイプ

補助ベルトなしの
シンプルタイプ

・S字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き

・S字軽量ステー4本  
・補助ベルト付き

・S字軽量ステー2本

腰部全体を包み込み、

適度な圧迫と保温性で腰部をサポート

アール シリーズ

ソフト
サポート

ハード
サポート

Ｓ字軽量ステーと補助ベルトによる適度な固定力と幅広いサイズ展開で
腰部をサポートします。

サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L
適用範囲（胴囲） 55cm〜65cm 65cm〜75cm 75cm〜85cm 85cm〜95cm 95cm〜105cm 105cm〜115cm 115cm〜125cm 125cm〜135cm

R1 ● ● ● ●

R2 ● ● ● ● ● ● ●

R3 ● ● ● ● ●

R2    マックスベルト  アール・ツー

腰の曲線にフィットするS字型で、支持力の強い
長尺タイプです。ステー各部の厚さを変える
ことで、支持力と軽量化の両立を図りました。

背部から体にそって圧迫力を補強する補助
ベルトを装備しています。

伸縮部分には、肌触りのよい吸湿性素材を
使用した通気性ストライプ構造を採用してい
ます。吸水拡散性に優れ、ムレにくく、快適な
装着感です。

上下それぞれ2本のストライプのパワーを強化。
S字軽量ステーを腰部にしっかりとフィット
させ、支持力を向上させています。

品番 種類 適用範囲（胴囲）

321501 S 65cm 〜 75cm

321502 M 75cm 〜 85cm

321503 L 85cm 〜 95cm

321504 LL 95cm 〜105cm

321505 3L 105cm 〜 115cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

321200 SS 55cm 〜 65cm

321201 S 65cm 〜 75cm

321202 M 75cm 〜 85cm

321203 L 85cm 〜 95cm

321204 LL 95cm 〜105cm

321205 3L 105cm 〜 115cm

321206 4L 115cm 〜125cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

321101 S 65cm 〜 75cm

321102 M 75cm 〜 85cm

321103 L 85cm 〜 95cm

321104 LL 95cm 〜105cm

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。 計測値が２サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

Ｓ字軽量ステー
2本

補助ベルト
付き
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me
s e r i e s

マックスベルト

me2  HC
エムイー・ツー　エイチシー

マックスベルト

me  black
エムイー　ブラック

マックスベルト

me3
エムイー・スリー

マックスベルト

me2
エムイー・ツー

マックスベルト

me1
エムイー・ワン

補助ベルトなしのシンプルタイプ

me2をベースに
支持力をアップ

スポーティなブラックの
メッシュタイプ

背面立体構造でフィット性のよい
しっかりサポートタイプ

メッシュタイプの
スタンダードモデル

かさばらず丈の短い
薄型タイプ

・me2 HC用S字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き

・Ｓ字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き

・S字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き

・S字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き

・プラスチックステー2本  
・補助ベルト付き

通気性を重視したメッシュタイプ

エムイー シリーズ

ソフト
サポート

ハード
サポート

補助ベルトがなく、サポーター本体を巻いてとめるだけのシンプル設計です。

サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L
適用範囲（胴囲） 55cm〜65cm 65cm〜75cm 75cm〜85cm 85cm〜95cm 95cm〜105cm 105cm〜115cm 115cm〜125cm 125cm〜135cm

me1 ● ● ● ● ● ●

me2 ● ● ● ● ● ● ● ●

me2  HC ● ● ● ● ● ● ●

me  black ● ● ● ● ● ● ●

me3 ● ● ● ● ● ● ● ●

R1    マックスベルト  アール・ワン

ストライプのパワー強化。

Ｓ字軽量ステーを４本内蔵。

快適な吸湿性素材を採用。

しっかりとした生地で固定力を向上。

上下それぞれ2本のストライプのパワーを強化。
S字軽量ステーを腰部にしっかりとフィット
させ、支持力を向上させています。

背部にＳ字軽量ステーを４本内蔵し、支持力
を高めています。サポーター本体のしっかりと
した生地と合わせ腰部全体をサポートします。

背部の伸縮部分には、肌触りのよい吸湿性
素材を使用した通気性ストライプ構造を採用
しています。吸水拡散性に優れ、ムレにくく、
快適な装着感です。

厚みとこしのある
伸縮素材を本体に
採用。しっかりとし
た生地で腰部全体
を覆いサポート力を
高めました。

R3    マックスベルト  アール・スリー

腰部全体を覆うしっかりサポートタイプ
サポーター本体の素材に厚みとコシのある生地を採用。
S字軽量ステーを4本内蔵しサポート力を高めました。

Ｓ字軽量ステー
2本

Ｓ字軽量ステー
4本

補助ベルト
付き
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厚くなった背部のＳ字軽量ステー。

マックスベルト me2 マックスベルト me  black マックスベルト me2  HC

マックスベルト me2がベースのしっかりサポートタイプ
製品全体で腰部をしっかりサポートするコンパクトなメッシュタイプです。

背部には2本のＳ字軽量ステーを配置。弊社従来品のＳ字軽量ステーより約1.7倍※1厚くし、強度が
約2倍※2アップ。 よりしっかりと腰部をサポートします。

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。 計測値が２サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

※1 弊社従来品との比較。ステーの最も厚い部分での図面上での比較　※2 弊社従来品との比較

圧迫力を高める折り返し二重構造。２種類のメッシュ素材で快適な装着感。

メッシュタイプのスタンダードモデル
固定力と装着感のバランスがとれた汎用性の高いメッシュタイプです。

me2    マックスベルト  エムイー・ツー

背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮性メッ
シュ素材を採用。ムレにくく快適な装着感です。

骨盤部分の伸縮性メッシュ素材を折り返し
二重構造にし、圧迫力を高めています。

硬質メッシュ素材で
腰部をしっかりサポート。

補助ベルトがパワーアップ

装着しやすい設計

ムレにくいメッシュタイプ。

スポーティなブラック色。

硬質メッシュ素材で腰部をしっかりサポート コンパクト設計

ムレにくいメッシュタイプ

圧迫力を高める折り返し二重構造。

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を採用し、腰部をしっかりサポートします。

me  black    マックスベルト  エムイー  ブラック

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を
使用。しっかりした生地で支持力を上げてい
ます。

前合わせ部と背当て部に硬質メッシュ素材を使用。しっかりした
生地で支持力を上げています。

前合わせ部にループをつけました。指を掛けたり、手を入れたり
して前合わせ部を引っ張りやすい形状にしました。

活動的な日常生活の中で装着していても目立
ちにくいブラックです。また、着用時のかさば
りを軽減し、洋服を着てもラインがひびかな
いように配慮しています。

圧迫力が調整できる補助ベルトは、
パワーの強いゴム素材を採用し、より
圧迫力を高めました。

補助ベルト連結ゴムにより、補助ベルトの
背面への垂れ下がりを防ぎ、背部に腕を回す
ことなく補助ベルトをとめることができます。

背当て部の丈は約20cm。装着して
も動きやすいコンパクト設計です。

製品全体にメッシュ素材を使用。ムレ
にくく、さわやかな装着感です。　

前合わせ部・背部：
硬質メッシュ素材

側部：伸縮性メッシュ素材

硬質メッシュ素材

腰の曲線にフィットするS字型
で支持力の高い長尺タイプです。

製品丈に合わせてステーも短くしま
した。

［3 点曲げ強度試験概要］
左図矢印の方向にステーを押
し込んだ際の最大強度を計測

従来のステー me2 HC用のステー

〈S字軽量ステー 弊社従来品との比較〉
従来品に対する差

3 点曲げ強度 約 220%

補助ベルト

連結ゴム

前合わせ部・背部　硬質メッシュ素材

前合わせ部・背部：
硬質メッシュ素材

側部：
伸縮性メッシュ素材

約20cm

Ｓ字軽量ステー
2本

Ｓ字軽量ステー
2本

me2 HC用ステー
2本

補助ベルト
付き

補助ベルト
付き

補助ベルト
付き

側部：伸縮性メッシュ素材背部：硬質メッシュ素材

製品全体にメッシュ素材を使用し、ムレにくく
快適な装着感です。

骨盤部分のメッシュ素材を折り返し二重構造
にし、圧迫力を高めています。

品番 種類 適用範囲（胴囲）

322700 SS 55cm 〜 65cm

322701 S 65cm 〜 75cm

322702 M 75cm 〜 85cm

322703 L 85cm 〜 95cm

322704 LL 95cm 〜105cm

322705 3L 105cm 〜 115cm

322706 4L 115cm 〜125cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

322400 SS 55cm 〜 65cm

322401 S 65cm 〜 75cm

322402 M 75cm 〜 85cm

322403 L 85cm 〜 95cm

322404 LL 95cm 〜105cm

322405 3L 105cm 〜 115cm

322406 4L 115cm 〜125cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

322200 SS 55cm 〜 65cm

322201 S 65cm 〜 75cm

322202 M 75cm 〜 85cm

322203 L 85cm 〜 95cm

322204 LL 95cm 〜105cm

322205 3L 105cm 〜 115cm

322206 4L 115cm 〜125cm

322207 5L 125cm 〜135cm

me2  HC    マックスベルト  エムイー・ツー  エイチシー

スポーティなブラックで日常生活を快適に
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柔軟性のある
プラスチックステー。

腰にフィットしやすい背面立体構造。 2種類のメッシュ素材で快適な装着感。

通気性のある薄い
メッシュ素材を採用。

装着のしやすさを
考慮した形状。

マックスベルト me3マックスベルト me1

かさばらず丈の短い薄型タイプ

フィット性を高めたしっかりサポートタイプ

薄くかさばらないメッシュ素材を採用し、装着のしやすさを考慮した形状です。

背面に立体裁断した硬質メッシュ素材を使用し、ホールド感を高めています。

me1    マックスベルト  エムイー・ワン

me3    マックスベルト  エムイー・スリー

装着時の活動性を損なうこと
がないように、適度な柔軟性
を備えたプラスチックステー
を2本内蔵しています。

背部には硬質メッシュ素材、側部には伸縮性メッ
シュ素材を採用。ムレにくく快適な装着感です。

製品全体に通気性に優れた
薄いメッシュ素材を採用し、
ムレにくく快適な装着感です。

活動時の違和感や動きやすさ
を考慮し、製品の丈を短くして
います。

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。 計測値が２サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

Special
t y p e

マックスベルト

se
エスイー

マックスベルト

FR
エフアール

マックスベルト

SHORT
ショート

腰部全体を覆い、
骨盤部分も圧迫する
しっかりサポートタイプ

骨盤部分を圧迫する
幅の狭いタイプ

前面から
体幹をサポート

・S字軽量ステー2本  
・補助ベルト付き／骨盤ベルト付き

・ステーなし
・骨盤ベルト付き

・前合わせ部：プラスチックステー２本
・背部：ソフトステー４本

機能性を重視し、

サポート対象に特化したタイプ

スペシャルタイプ

サイズ S M L LL 3L
適用範囲（胴囲） 55cm〜70cm 70cm〜85cm 85cm〜100cm 100cm〜115cm

FR ● ● ● ●

適用範囲（胴囲） 65cm〜75cm 75cm〜85cm 85cm〜95cm 95cm〜105cm 105cm〜115cm

se ● ● ● ● ●

適用範囲（下腹囲） 75cm〜83cm 83cm〜91cm 91cm〜99cm 99cm〜107cm 107cm〜115cm

SHORT ● ● ● ● ●

プラスチックステー
2本

背部には立体裁断した硬質メッシュ素材を採
用。Ｓ字軽量ステーと合わせて腰にフィットし
やすい形状です。また、ｍｅシリーズの中では
前合わせ部の幅も広く、腰部全体を覆うしっ
かりサポートタイプです。

側部：伸縮性メッシュ素材背部：硬質メッシュ素材

品番 種類 適用範囲（胴囲）

322300 SS 55cm 〜 65cm

322301 S 65cm 〜 75cm

322302 M 75cm 〜 85cm

322303 L 85cm 〜 95cm

322304 LL 95cm 〜105cm

322305 3L 105cm 〜 115cm

322306 4L 115cm 〜125cm

322307 5L 125cm 〜135cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

322600 SS 55cm 〜 65cm

322601 S 65cm 〜 75cm

322602 M 75cm 〜 85cm

322603 L 85cm 〜 95cm

322604 LL 95cm 〜105cm

322605 3L 105cm 〜 115cm

Ｓ字軽量ステー
2本

補助ベルト
付き

補助ベルト
付き
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マックスベルト FR マックスベルト se マックスベルト ショート

体幹の前屈の動きを抑えて腰部をサポート 骨盤部分も圧迫し、腰部全体をカバー
前合わせ部に支持機構のプラスチックステーと硬質メッシュ素材を配置し、
体幹を前面からサポートします。

腰部全体を覆うサポーター本体と骨盤ベルトでしっかりサポートします。

FR    マックスベルト  エフアール se    マックスベルト  エスイー

SHORT    マックスベルト  ショート

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。 
　計測値が２サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

※下腹囲（上前腸骨棘の位置）に合
わせて選んでください。計測値が２
サイズのさかいになった場合は大
きい方のサイズを選んでください。

前合わせ部に2本、背部にソフトステー4本を配置。
前合わせ部にはプラ
スチック製のステーを
2本内蔵し、前屈の動
きを抑えます。背部に
は4本のソフトステー
を内蔵し、フィット性
を高めています。

前合わせ部両端にポケット状の装着機構

前合わせ部のクッション素材で
あたりを軽減

通気性に優れた
メッシュ素材を採用

サイズタグに矢印で上側表示

製品の両端にポケット状の指を挿入で
きる機構を配し、指を引っ掛けてつか
みやすくすることで、
力の弱い方でも引っ
張りやすい形状です。

前合わせ部の上下に、
胸部および鼠径部
へのあたりを軽減す
るクッション性の高
いダブルラッセル素
材を使用しています。

製品全体に通気性
に優れた伸縮性メッ
シュ素材を採用。快
適な装着感です。　

前合わせ部のサイズ
タグに矢印を入れ、製
品の上下をわかりやす
く表示しました。また、
装着位置（体の中心）
の目安となるようサイ
ズタグを前合わせ部
の中心に配置しました。伸縮性メッシュ素材

前合わせ部：
プラスチックステー

背部：ソフトステー

前合わせ部 丈：約24cm

ステー&硬質メッシュによる支持機構を体幹前面（腹部側）に
前合わせ部にプラスチッ
ク製のステーと硬質メッ
シュ素材を配置し、前屈
の動きを抑えて、体幹を
前面からサポートします。

硬質メッシュ素材 骨盤部分を圧迫する幅の狭いコンパクトタイプ
非伸縮性の骨盤ベルトで圧迫し、装着しやすい形状です。

ムレにくい快適な装着感。

サポーター本体で腰部全体をカバー。 補助ベルトと骨盤ベルト付き。

骨盤ベルト付き。

サポーター本体には、ムレにくい通気性素材を
採用しています。

前合わせ部、背当て部ともサポーター本
体でしっかりと覆い、腰部全体をカバー
します。前合わせ部は胃への圧迫を軽減
するよう設計された形状で、しっかりサ
ポートタイプでも快適な装着感です。

圧迫力を調節できる補助ベルトと骨盤
部分を圧迫する骨盤ベルト付き。補助ベ
ルトには伸縮性のあるゴム、骨盤ベルト
は非伸縮性の生地を使用しています。

製品丈の短いサポーター本体に、非伸縮性の
生地を使用した骨盤ベルトを配置。骨盤部分
を圧迫します。

プラスチックステー2本
ソフトステー4本

ステー

骨盤ベルト

補助ベルト

Ｓ字軽量ステー
2本

骨盤ベルト
付き

品番 種類 適用範囲（胴囲）

324601 S 55cm 〜 70cm

324602 M 70cm 〜 85cm

324603 L 85cm 〜100cm

324604 LL 100cm 〜 115cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

324001 S 65cm 〜 75cm

324002 M 75cm 〜 85cm

324003 L 85cm 〜 95cm

324004 LL 95cm 〜105cm

324005 3L 105cm 〜 115cm

品番 種類 適用範囲（下腹囲）

324101 S 75cm 〜 83cm

324102 M 83cm 〜 91cm

324103 L 91cm 〜 99cm

324104 LL 99cm 〜107cm

324105 3L 107cm 〜 115cm

長時間でも装着しやすい形状。 ムレにくい快適な装着感。
サイズごとに設計を変更し、日常生活を
送る上で動きを妨げることなく、無理なく
装着できる形状です。

サポーター本体には、ムレにくい通気性
素材を採用しています。

胃への圧迫を軽減する設計

補助ベルト
骨盤ベルト

付き
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マックスベルト S1 マックスベルト S2 マックスベルト S3

幅の狭いスポーツタイプ

サポート性と動きやすさの両立を重視したスポーツタイプ

耐久性に優れたしなやかなプラスチックステーと伸縮メッシュ素材で快適な装着感です。

製品全体のかさばりを軽減した設計で、運動時の動きを妨げません。

※へその位置を目安に胴囲を計測してください。 計測値が２サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

S1    マックスベルト  エス・ワン

S2    マックスベルト  エス・ツー

耐久性と支持力を追求したステー。圧迫力を高める補助ベルトと固定ストラップ。 通気性に優れた素材を採用。

機能性と実用性を兼ね備えたハードモデル。

高い固定力と装着感のよさを重視したハードタイプ
長尺のアルミステーと丈の長い背当て部でしっかりサポートします。

S3    マックスベルト  エス・スリー

内蔵されたプラスチックステー4本と状況
にあわせて取り外しができるアルミステー
を4本付属しています。

圧迫力を高める補助ベルトと上部には固定ストラップを付属。
固定ストラップは必要に応じて取り外しができます。

運動してもムレにくい、通気性に
優れた素材を採用しています。

●本体の内側には滑り止めテープ
を装備。スポーツ時でもズレに
くくしています。

より一層の支持力を求められる状況に対応。長尺のステーと製品丈の長い背当て部で伸展の動きを
抑えて腰部をサポートします。また、前合わせ部の丈は短くし、動きを妨げない形状です。

固定ストラップ

SS、Sサイズ：約27cm
M、L、LLサイズ：約30cm

スポーツする体に対応。快適性と動きやすさを重視したスポーツタイプ

S
s e r i e s
エス シリーズ

マックスベルト

S2エス・ツー

マックスベルト

S1エス・ワン

マックスベルト

S3エス・スリー

幅の狭いスポーツタイプ

かさばりを抑え、動きやすさを
重視したスポーツタイプ

機能性と実用性を兼ね備えた
ハードタイプ

・プラスチックステー４本　・補助ベルト付き

・プラスチックステー６本　・補助ベルト付き

・アルミステー４本、プラスチックステー４本  
・補助ベルト付き／固定ストラップ付き

ソフト
サポート

ハード
サポート

サイズ SS S M L LL
適用範囲
（胴囲）

55cm

〜

65cm

65cm

〜

75cm

75cm

〜

85cm

85cm

〜

95cm

95cm

〜

105cm

S1 ● ● ● ● ●
S2 ● ● ● ● ●
S3 ● ● ● ● ●

※SS、Sサイズは丈の長さが
短い仕様です。

運動してもムレにくい、通気性
に優れた素材を採用しています。

運動してもムレにくく、伸縮性のあ
るメッシュ素材を採用しています。

圧迫力を高める折り返し二重
構造です。

本体の内側には滑
り止めテープを装
備。スポーツ時で
もズレにくくしてい
ます。

本体の内側には滑り止めテー
プを装備。スポーツ時でもズ
レにくくしています。

耐久性に優れた
ステー。

耐久性に優れた
ステー。

通気性に優れた
素材を採用。

通気性に優れた素材を採用。

装着しやすい
一体型補助ベルト。

圧迫力を高める
補助ベルト。

動きを妨げない
幅の狭いタイプ。

製品のかさばりを
軽減。

耐久性に優れたフラットなプラ
スチックステーを4本内蔵し
ています。

耐久性に優れたしなやかで
フラットなプラスチックス
テーを6本内蔵しています。

圧迫力を高める補助ベルト付
きです。外しても邪魔になら
ない一体型です。

圧迫力を高める補助ベルトを付
属。非伸縮素材と連結させ、かさ
ばりの少ない形状になっています。

運動時の動きを考慮し、製品
丈が短く薄型でかさばりの少
ないスポーツタイプです。

伸縮、非伸縮素材を組み合わ
せた一体構造で、製品全体の
かさばりを軽減しています。

伸縮素材 非伸縮素材

アルミステー4本（取外可）
プラスチックステー4本

補助ベルト
付き

補助ベルト
付き

補助ベルト
付き

プラスチックステー
4本

プラスチックステー
6本

補助ベルト
品番 種類 適用範囲（胴囲）

323100 SS 55cm 〜 65cm

323101 S 65cm 〜 75cm

323102 M 75cm 〜 85cm

323103 L 85cm 〜 95cm

323104 LL 95cm 〜105cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

323210 SS 55cm 〜 65cm

323211 S 65cm 〜 75cm

323212 M 75cm 〜 85cm

323213 L 85cm 〜 95cm

323214 LL 95cm 〜105cm

品番 種類 適用範囲（胴囲）

323500 SS 55cm 〜 65cm

323501 S 65cm 〜 75cm

323502 M 75cm 〜 85cm

323503 L 85cm 〜 95cm

323504 LL 95cm 〜105cm
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