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▼オリジナルレザー18色よりお好みのカラーをお選びいただけます。
 ［ビニルレザー：耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］

●幅：55（全幅65）・60（全幅70）・65（全幅75）・70（全幅80）cm　奥行：75（全奥行80）・80（全奥行85）・85（全奥行90）・90（全奥行95）cm
　高さ：80（全高98）・85（全高103）・90（全高108）cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

プリント柄アップ
▼

aオムツ交換台（縦型） TB-721-01  定価¥80,000（税別）

●幅：75（全幅85）・80（全幅90）・85（全幅95）・90（全幅100）cm　奥行：55（全奥行60）・60（全奥行65）・65（全奥行70）・70（全奥行75）cm
　高さ：80（全高98）・85（全高103）・90（全高108）cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

bオムツ交換台（横型） TB-721-02  定価¥80,000（税別）

●ブロッククッション／幅：20cm  長さ：130cm  高さ：20cm（2個）・幅：20cm  長さ：135cm  高さ：20cm（2個）
●ジョイントクッション／幅45cm  奥行：45cm  厚み：1cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

aキッズコーナー TB-470  定価¥100,000（税別）

●円柱／（小）直径：30cm  高さ：15cm （大）直径：30cm  高さ：30cm  三角・四角／幅：30cm  奥行：30cm  高さ：30cm
●カラー：パークレザー3色対応（上記参照）

bキッズプレイセット TB-1229  定価¥32,000（税別）

●（01）幅：100・130cm  高さ：90・120・150・180cm　　●（02）幅：160・190cm  高さ：90・120・150・180cm
●防炎・防汚・制菌（SEK） ●カラー：カーテンカラー5色対応（下記参照）

a1連セラピ

●幅：200（100×2）cm  高さ：90・120・150・180cm　●防炎・防汚・制菌（SEK） ●カラー：カーテンカラー5色対応（下記参照）

b2連セラピ TB-671  定価¥38,000（税別）

●（01）幅：100・130cm  高さ：90・120・150・180cm
●（02）幅：160・190cm  高さ：90・120・150・180cm
●カーテン生地：ポリエステル100％

チャイルドスクリーン

c2段用脱衣カゴ（ブルー）
TB-73-05  定価¥12,500（税別）  ●幅：52.5cm　奥行：37cm　高さ：75.5cm

d2段用脱衣カゴ（ホワイト）
TB-73-06  定価¥12,500（税別）  ●幅：52.5cm　奥行：37cm　高さ：75.5cm

a1段用脱衣カゴ（ブルー）
TB-73-03  定価¥7,000（税別）  ●幅：51cm　奥行：37cm　高さ：23.5cm

b1段用脱衣カゴ（ホワイト）
TB-73-04  定価¥7,000（税別）  ●幅：51cm　奥行：37cm　高さ：23.5cm
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直径4cmの双輪キャスター付き
環境にやさしい粉体塗装仕上げ

安全な3面レザーガード付きオムツ交換ベッド

コンパクトタイプのベビー＆キッズスペース

院内の雰囲気を和らげるプリント柄
丸洗い可能な生地
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カーテンカラー：5色対応 ▼

滑り止め加工付き▲

ジョイントクッション
カラー：ローズ3枚
ライトブルー3枚

クリーム
T-19181

ベージュ
T-19182

ピンク
T-19183

グリーン
T-19184

ブルー
T-19185

（01）TB-706-01 定価¥35,000（税別）
（02）TB-706-02 定価¥45,000（税別）

（01）TB-670-01 定価¥24,000（税別）（02）TB-670-02 定価¥28,000（税別）

L-6902 L-6904 L-6903
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▼オリジナルレザー18色よりお好みのカラーをお選びいただけます。
 ［ビニルレザー：耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

●高さの調節範囲：52cm～84.5cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
aR型上肢台 TB-512-01  定価¥16,500（税別）

●高さの調節範囲：52cm～84.5cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
bF型上肢台 TB-512-02  定価¥16,500（税別）

●（小）高さ：5段階調節46～56cm （中）高さ：10段階調節56～76cm （大）高さ：15段階調節66～96cm
●直径5cmキャスター仕様　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

cCX上肢台（小）・（中）・（大）
（小）TB-886-01・（中）TB-886-02・（大）TB-886-03  定価各¥22,000（税別）

●幅：60cm　奥行：43cm　高さ：92cm
●収納式ステンレス製サブテーブル付き
●4段式引き出し付き（最上段のみ施錠可能）
●カラー：塗装色4色対応（下記参照）

a救急C型カート
TB-1274  定価¥230,000（税別）

●（小）高さ：5段階調節40～50cm （中）高さ：10段階調節50～70cm （大）高さ：15段階調節60～90cm
●アジャスター仕様　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

dDX上肢台（小）・（中）・（大）
（小）TB-885-01・（中）TB-885-02・（大）TB-885-03  定価各¥22,000（税別）

●幅：50・55・60・65・70cm　長さ：170・180・190cm　●材質：ポリエステル65％ 綿35％　●裏面：滑り止め加工
aSEK診察台カバー TB-1376  定価¥7,500（税別）

●幅：50・55・60・65・70cm　長さ：170・180・190cm　●材質：ポリエステル65％ 綿35％　●裏面：滑り止め加工
bSEK診察台シーツ TB-1377  定価¥7,200（税別）

●幅：100cm　長さ：150cm　●材質：ポリエステル65％ 綿35％　●裏面：滑り止め加工
cSEK介護シーツ TB-1378  定価¥7,800（税別）

a
a※ベッドは含まれません。b b※ベッドは含まれません。
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シンプルなスタイルに凝縮された使いやすさ

マルチに活躍する
上・下肢台
豊富な

サイズ＆カラー

ラミネート加工・防水機能付きで治療をサポート
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日本製
だから
安心

b
柔らかめのウレタンと
かどまる加工シートで

心地よい院内環境を演出

a
治療院・病院・クリニックの
診察室まで幅広く活躍する
万能施術台

●幅：50・55・60・65・70cm　長さ：170・180・190cm　高さ：40・45・50・55・60・65・70cm
●クッション厚：3cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）

a外脚DXベッド TB-585  定価¥60,000（税別）

●幅：60・65・70cm　長さ：180cm　高さ：45～81cm
●クッション厚：6cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）

b電動ボディベッド TB-1344  定価¥160,000（税別）

ベッド脚部を外側に取り付けることで外観上の安心感と安定性を実現

昇降シリーズ初の脚部現地組立式を採用し梱包をコンパクト化

肢台用クッションは
マジックテープ固定式

▲肢台用クッションは
　フラット面とアール面が
　使えます。

▲フットスイッチ操作で簡単・スムーズに高さ調節

b専用ボンベ架 TB-1259-01  ¥12,000（税別）

c専用ガードル架 TB-1259-02  ¥11,000（税別）

d専用汚物缶 TB-1259-03  ¥14,000（税別）

e専用蘇生板 TB-1259-04  ¥19,000（税別）

レッド オレンジ ピンク ブルー

▼救急C型カート／塗装色4色よりお選びいただけます。

ホワイト グリーン ブルーカラー3色よりご指定ください。 ▼

抗菌防臭加工
繊維上の細菌の増殖を抑制し、
防臭効果を示します。

クッションサイズ
幅：15cm　奥行：24cm
高さ：5/7cm（アール面）
　　  7cm（フラット面）


