
お問い合わせは

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

■マクセル製品取扱店

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL.（0570）783-137［ナビダイヤル］　FAX.（0570）025-710［ナビダイヤル］

受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00（土・日・祝祭日および当社休業日を除く）

マクセルお問い合わせ 検 索

マクセル株式会社  お客様ご相談センター

マクセルEMS運動器もてケアカタログ LG011-1909  2019年9月作成

● 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

● トレーニングの結果には個人差があります。

● 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

● 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。

● このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。

● このカタログの掲載内容は2019年9月現在のものです。

力強いカラダ、美しいカラダ、

何歳になっても思い通りに動けるカラダ。

筋肉の質を意識することは、

日々の生活の質を高めることにもつながります。

カラダが変わると、自信がつく。

カラダが変わると、毎日が楽しくなる。

その先に、新しいミライがひろがります。

カラダを変える、

ミライを変える

マクセルEMS運動器もてケアカタログ

EMSとは
EMS（Electrical Muscle Stimulation）は、
筋肉を電気刺激によって収縮させる運動器です。

通常の運動 EMSの運動

(イメージ図)

EMSのメリット 疲れずに
トレーニング

バランスよく
筋肉を刺激

電気刺激

なりたいカラダを選ぶ。
R410シリーズ

2019.09

Please read the two-dimensional code on your smartphone.

英語版/中国語版webサイト

Product guide
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フィッティングベルト付き

今までのEMSは体形にあわない
好きなとき、好きな場所でエクササイズしたい
自分に合うやり方でムリなく続けたい
何歳になっても自立した生活を楽しみたい

こんな方に！

詳しい仕様は
こちら！

筋肉をやさしく刺激する、
独自のモードを搭載。

もっとパワフルに

トレーニング。

たくましいカラダで、

ミライを変える。

女性のために考案された3つのモードを採用。
「ロング・ソフトモード」は、柔らかい刺激で30分間
じっくり筋肉に働きかけます。

女性のカラダにフィットする
使い心地。
女性の体形を考慮した４極一体型。
細いウエストラインにもあわせやすい
電極配置を実現し、表層から
深層の広い範囲の筋肉を同時に刺激します。

広い範囲の筋肉に働く
電極配置を採用。
4極一体型。電極面積が広いため、
広範囲の筋肉を同時に
刺激することができます。

トレーニングモード トレーニング
ステップ

刺激周波
数種類

強度
レベル
選択

トレーニング
時間

機
　
能

バランスモード

ハードモード

ショートモード

カラダの浅い部分から深い
部分までバランスよくトレ
ーニング

強いもみ感とたたき感を加
えるトレーニング

時間がない人に、短い時間
で集中的にトレーニング

25
段階

約20

約15

約１0

25
段階

25
段階

34
種類

25
ステップ

20
ステップ

10
ステップ

28
種類

20
種類

強度レベルは 25 段階。
表層筋も深層筋もバランスよく刺激。
筋肉が刺激に慣れることを防ぐ独自のパターンを採用。
じっくり時間をかける日も、短時間で終わらせたい日も
トレーニングが可能です。

狙ったところに
貼るだけ！ すっきりさせたい

ところに貼るだけ！

フィッティングベルト付き

上下方向交互に
低周波が流れます。

上下方向交互に
低周波が流れます。

質量：約73g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410PRCP
JANコード：4902580792602
外形寸法：幅189×高さ170×厚み15mm
　　　　（ゲルパッド未装着時）

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×１、電源アダプター×１、充電用ケーブ
ル（約50cm）×１、フィッティングベルト（約125cm）×1、キャリングポーチ×1、取扱
説明書（保証書付） ※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約71g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410PRWPK
JANコード：4902580792640
外形寸法：幅178×高さ170×厚み15mm
　　　　（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×１、電源アダプター×１、充電用ケー
ブル（約50cm）×１、フィッティングベルト（約125cm）×1、キャリングポーチ×1、
取扱説明書（保証書付）

こんな方に！
ハードなトレーニングを求める
運動のパフォーマンスをあげたい
自宅で本格的なトレーニングをしたい

詳しい仕様は
こちら！
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分

腹まわり 太もも腰まわり
腹まわり 太もも腰まわり

トレーニングモード トレーニング
ステップ

刺激周波
数種類

強度
レベル
選択

トレーニング
時間

機
　
能

バランスモード

ハードモード

ロング・ソフトモード

バランスよく刺激を加える
トレーニング

強いもみ感と引締め感を加え
るトレーニング

女性に適した柔らかい刺激
を長い時間つづけるじっくり
フィットネス

25
段階

25
段階

25
段階

12
種類

25
ステップ

20
ステップ

10
ステップ

23
種類

18
種類

約20

約15

約30
分

分

分

もっとシンプルに

フィットネス。

美しいカラダで、

ミライを変える。

P4P3 P6P5
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フィッティングベルト付き

気になるところに
貼るだけ！

筋繊維の方向に
あわせやすい
電極配置を採用。
4極一体型。低周波が筋繊維の方向に沿って
流れやすいように電極を配置。
表層から深層までの筋肉に効果的に働きかけます。

多彩なパターンが、
気になる部分を効果的に刺激。
運動効果を高める独自の波形をプログラムに搭載。
20のステップが自動的に切りかわります。

もっと使いやすく、手軽に。

進化しつづける、

「もてケア」R410シリーズ。

幅広い年齢の方に適したやさしい設計、いつでもどこでも、
好きな時に使える手軽さを追求しています。
※ MXES-R410PRCP　MXES-R410PRWPK　MXES-R410LG

効果的な電極の面積と配置を追求。

より広く深く、筋肉を刺激。

主に、筋肉の収縮に効果的な

周波数17.5Hzを採用。

表層から深層の広い範囲の筋肉を

同時に刺激します。

EMS運動をサポートする

フィッティングベルトを付属。

気になる部分に、本体をしっかり固定。

ズレやはがれを防ぎEMS運動を

サポートします。(対応サイズ60～120cm）｠

最薄部分は約1mm。

柔らかいシリコン素材を採用。

すぐれた装着感を実現。

トレーニングしたい部分に、

しっかりフィットさせることができます。

好きな場所で手軽に使えるコードレス。

電源、コントローラーを本体に内蔵。

好きな場所に持ち運んで手軽に使えます。

携帯・保管に便利な専用ポーチ付き。

トレーニング記録シート付き。

本体および付属品が収納できる、専用キャリング

ポーチを付属。外出先への持ち運びにも便利です。

操作時の音量が聴きとりやすい。

ボタン操作時の音量を大きく設定。

モード変更の確認がしやすくなりました。

上下方向交互に
低周波が流れます。

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約70g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410LG
JANコード：4902580792633
外形寸法：幅189×高さ170×厚み14mm
　　　　（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×１、電源アダプター×１、充電用ケ
ーブル（約50cm）×１、フィッティングベルト（約125cm）×1、取扱説明書（保証
書付）

便利な充電式。インターフェースに

USB Type-Cを採用。

電池交換不要の充電式。端子の上下を

気にせずに差し込めるUSB Type-Cケーブルを

採用しています。

対象製品：MXES-R410PRWPK　MXES-R410PRCP

日頃ほとんど運動をしていない
健康的な体形を維持したい
足腰の衰えを感じる
何歳になっても自立した生活を楽しみたい

こんな方に！

詳しい仕様は
こちら！

腹まわり 太もも腰まわり

トレーニングモード トレーニング
ステップ

刺激周波
数種類

強度
レベル
選択

トレーニング
時間

機
　
能 バランスよく刺激を加える

トレーニング 20
段階

21
種類

20
ステップ

約20
分

S
T
A
N
D
A
R
D

ラクラク、カンタン

「ながら運動」。

健康的なカラダで、

ミライを変える。
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フィッティングベルト付き

気になるところに
貼るだけ！

筋繊維の方向に
あわせやすい
電極配置を採用。
4極一体型。低周波が筋繊維の方向に沿って
流れやすいように電極を配置。
表層から深層までの筋肉に効果的に働きかけます。

多彩なパターンが、
気になる部分を効果的に刺激。
運動効果を高める独自の波形をプログラムに搭載。
20のステップが自動的に切りかわります。

もっと使いやすく、手軽に。

進化しつづける、

「もてケア」R410シリーズ。

幅広い年齢の方に適したやさしい設計、いつでもどこでも、
好きな時に使える手軽さを追求しています。
※ MXES-R410PRCP　MXES-R410PRWPK　MXES-R410LG

効果的な電極の面積と配置を追求。

より広く深く、筋肉を刺激。

主に、筋肉の収縮に効果的な

周波数17.5Hzを採用。

表層から深層の広い範囲の筋肉を

同時に刺激します。

EMS運動をサポートする

フィッティングベルトを付属。

気になる部分に、本体をしっかり固定。

ズレやはがれを防ぎEMS運動を

サポートします。(対応サイズ60～120cm）｠

最薄部分は約1mm。

柔らかいシリコン素材を採用。

すぐれた装着感を実現。

トレーニングしたい部分に、

しっかりフィットさせることができます。

好きな場所で手軽に使えるコードレス。

電源、コントローラーを本体に内蔵。

好きな場所に持ち運んで手軽に使えます。

携帯・保管に便利な専用ポーチ付き。

トレーニング記録シート付き。

本体および付属品が収納できる、専用キャリング

ポーチを付属。外出先への持ち運びにも便利です。

操作時の音量が聴きとりやすい。

ボタン操作時の音量を大きく設定。

モード変更の確認がしやすくなりました。

上下方向交互に
低周波が流れます。

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約70g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410LG
JANコード：4902580792633
外形寸法：幅189×高さ170×厚み14mm
　　　　（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×１、電源アダプター×１、充電用ケ
ーブル（約50cm）×１、フィッティングベルト（約125cm）×1、取扱説明書（保証
書付）

便利な充電式。インターフェースに

USB Type-Cを採用。

電池交換不要の充電式。端子の上下を

気にせずに差し込めるUSB Type-Cケーブルを

採用しています。

対象製品：MXES-R410PRWPK　MXES-R410PRCP

日頃ほとんど運動をしていない
健康的な体形を維持したい
足腰の衰えを感じる
何歳になっても自立した生活を楽しみたい

こんな方に！

詳しい仕様は
こちら！

腹まわり 太もも腰まわり

トレーニングモード トレーニング
ステップ

刺激周波
数種類

強度
レベル
選択

トレーニング
時間

機
　
能 バランスよく刺激を加える

トレーニング 20
段階

21
種類

20
ステップ

約20
分

S
T
A
N
D
A
R
D

ラクラク、カンタン

「ながら運動」。

健康的なカラダで、

ミライを変える。
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ウエスト、ヒップを集中的に攻める
3つのモードを搭載。

継続使用することで、ゲルパッドの粘着力は
弱まっていきます。
お手入れしているのにパッドが肌にフィット
しないと感じたら、新しいものにお取替えください。
「もてケア」は、安全性と使い心地に
配慮した純正ゲルパッドをご用意しています。

※必ず当社専用ゲルパッドを使用してください。

※正規品以外のゲルパッドを使用して発生したトラブルについては

　一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※写真の本体は付属していません。

より強い刺激で、広く深く。

バツグンの機能性とフィット感。
腰から脇腹まで一度にトレーニングができるサイズ感、
ヒップ全体を持ち上げるようなフィット感を実現
ムダのない形状、軽い装着感にもこだわりました。

大きな筋肉が集まるヒップや腰の表層から深層まで、確実に
刺激が伝わるよう、最適な出力強度を追求しました。

2セット（4枚入）1セット（2枚入）
49025807558434902580755836

MXES-200GEL2PMXES-200GEL1P
MXES-R200用対応機種

型 番

入 数
JANコード

MXES-200GEL1P MXES-200GEL2P

対応機種型番：MXES-R200YG

交換用ゲルパッド
旧モデル4極一体型（MXES-R400YG）をお持ちの方はこちらの交換用
ゲルパッドをご購入ください。※この対応機種本体は、廃番商品です。

2セット（8枚入）1セット（4枚入）

49025807926264902580792619

MXES-GELB8SMXES-GELB4S
MXES-R410用対応機種

型 番

入 数
JANコード

対応機種型番：MXES-R410PRCP / MXES-R410PRWPK / MXES-R410LG

MXES-GELB4S MXES-GELB8S

MXES-H600用対応機種

型 番

入 数 1セット（6枚入） 2セット（12枚入）

MXES-600GEL1P MXES-600GEL2P

4902580756529 4902580756536JANコード

MXES-600GEL1P MXES-600GEL2P

対応機種型番：MXES-H600YG

EMS機能を引き出す必需品。

「もてケア」専用のゲルパッドを

ご用意しています。

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約40g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R200YG
JANコード：4902580755744
外形寸法：幅225.5×高さ65.5×厚み10.5mm（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×2（1セット）、保管シート×1、電源アダプター×1、充電用ケー
ブル（約50cm）×1、取扱説明書（保証書付）

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約170g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-H600YG
JANコード：4902580756512
外形寸法：幅580×高さ340×厚み17.4mm（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×6（1セット）、保管シート×6、電源アダプター×1、充電用
ケーブル（約50cm）×1、取扱説明書（保証書付）

6極

2極

2セット（8枚入）1セット（4枚入）

49025807558674902580755850

MXES-400GEL2PMXES-400GEL1P

MXES-R400用対応機種

型 番

入 数
JANコード

MXES-400GEL1P MXES-400GEL2P

対応機種型番：MXES-R400YG / MXES-R400PR (廃盤製品)

4極

4極

小さな部分にもフィットする２極一体型。
ロングパッドで気になる部位を広範囲に包む２極一体型。
二の腕、脇腹、脚の付け根など、4極タイプを
装着しにくい部分のトレーニングをサポートします。

多彩なパターンで
効率の良い「ながら運動」を実現。

15のパターン×強度レベル15段階。独自の波形を
プログラムに搭載し、筋肉の慣れを防ぎながら、
効果的なトレーニングをサポートします。

腕や脚に巻くだけ、
腰まわりに貼るだけ！

腕まわり 太もも腰まわり

ウエストを集中的に

腹直筋・腹斜筋・腹横筋

modeB

ウエスト＆ヒップを同時に
modeA

大腰筋・大殿筋・腹斜筋
腹横筋・ハムストリングス

使用電極4極

使用電極6

modeC
ヒップを集中的に

大殿筋・ハムストリングス

使用電極2極

二の腕、脇腹、お尻に。

ピンポイントの

「ながら運動」を

サポート。

二の腕、脇腹、お尻に。

ピンポイントの

「ながら運動」をサポート。

美尻、

くびれを諦めない。

骨盤まわりの筋肉に

アプローチ。

こんな方に！ こんな方に！
たるんだ二の腕が気になる
脇腹のエクササイズが難しい
ヒップと脚の境目が気になる

ぽっこりした下腹部が気になる
たるんだヒップラインが気になる
すき間時間を使ってエクササイズしたい

maxell  / ACTIVE PAD もてケアrenewal [  Leaflet  16P ]
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ウエスト、ヒップを集中的に攻める
3つのモードを搭載。

継続使用することで、ゲルパッドの粘着力は
弱まっていきます。
お手入れしているのにパッドが肌にフィット
しないと感じたら、新しいものにお取替えください。
「もてケア」は、安全性と使い心地に
配慮した純正ゲルパッドをご用意しています。

※必ず当社専用ゲルパッドを使用してください。

※正規品以外のゲルパッドを使用して発生したトラブルについては

　一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※写真の本体は付属していません。

より強い刺激で、広く深く。

バツグンの機能性とフィット感。
腰から脇腹まで一度にトレーニングができるサイズ感、
ヒップ全体を持ち上げるようなフィット感を実現
ムダのない形状、軽い装着感にもこだわりました。

大きな筋肉が集まるヒップや腰の表層から深層まで、確実に
刺激が伝わるよう、最適な出力強度を追求しました。

2セット（4枚入）1セット（2枚入）
49025807558434902580755836

MXES-200GEL2PMXES-200GEL1P
MXES-R200用対応機種

型 番

入 数
JANコード

MXES-200GEL1P MXES-200GEL2P

対応機種型番：MXES-R200YG

交換用ゲルパッド
旧モデル4極一体型（MXES-R400YG）をお持ちの方はこちらの交換用
ゲルパッドをご購入ください。※この対応機種本体は、廃番商品です。

2セット（8枚入）1セット（4枚入）

49025807926264902580792619

MXES-GELB8SMXES-GELB4S
MXES-R410用対応機種

型 番

入 数
JANコード

対応機種型番：MXES-R410PRCP / MXES-R410PRWPK / MXES-R410LG

MXES-GELB4S MXES-GELB8S

MXES-H600用対応機種

型 番

入 数 1セット（6枚入） 2セット（12枚入）

MXES-600GEL1P MXES-600GEL2P

4902580756529 4902580756536JANコード

MXES-600GEL1P MXES-600GEL2P

対応機種型番：MXES-H600YG

EMS機能を引き出す必需品。

「もてケア」専用のゲルパッドを

ご用意しています。

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約40g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R200YG
JANコード：4902580755744
外形寸法：幅225.5×高さ65.5×厚み10.5mm（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×2（1セット）、保管シート×1、電源アダプター×1、充電用ケー
ブル（約50cm）×1、取扱説明書（保証書付）

※交換用ゲルパッドについてはP.13~14をご覧ください。

質量：約170g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-H600YG
JANコード：4902580756512
外形寸法：幅580×高さ340×厚み17.4mm（ゲルパッド未装着時）

同梱品：ゲルパッド×6（1セット）、保管シート×6、電源アダプター×1、充電用
ケーブル（約50cm）×1、取扱説明書（保証書付）

6極

2極

2セット（8枚入）1セット（4枚入）

49025807558674902580755850

MXES-400GEL2PMXES-400GEL1P

MXES-R400用対応機種

型 番

入 数
JANコード

MXES-400GEL1P MXES-400GEL2P

対応機種型番：MXES-R400YG / MXES-R400PR (廃盤製品)

4極

4極

小さな部分にもフィットする２極一体型。
ロングパッドで気になる部位を広範囲に包む２極一体型。
二の腕、脇腹、脚の付け根など、4極タイプを
装着しにくい部分のトレーニングをサポートします。

多彩なパターンで
効率の良い「ながら運動」を実現。

15のパターン×強度レベル15段階。独自の波形を
プログラムに搭載し、筋肉の慣れを防ぎながら、
効果的なトレーニングをサポートします。

腕や脚に巻くだけ、
腰まわりに貼るだけ！

腕まわり 太もも腰まわり

ウエストを集中的に

腹直筋・腹斜筋・腹横筋

modeB

ウエスト＆ヒップを同時に
modeA

大腰筋・大殿筋・腹斜筋
腹横筋・ハムストリングス

使用電極4極

使用電極6

modeC
ヒップを集中的に

大殿筋・ハムストリングス

使用電極2極

二の腕、脇腹、お尻に。

ピンポイントの

「ながら運動」を

サポート。

二の腕、脇腹、お尻に。

ピンポイントの

「ながら運動」をサポート。

美尻、

くびれを諦めない。

骨盤まわりの筋肉に

アプローチ。

こんな方に！ こんな方に！
たるんだ二の腕が気になる
脇腹のエクササイズが難しい
ヒップと脚の境目が気になる

ぽっこりした下腹部が気になる
たるんだヒップラインが気になる
すき間時間を使ってエクササイズしたい
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