ベッドサイドで活躍するアイテムをトータルコーディネート
DXアジャスター付き
（小）
TB-885-01

CXキャスター付き

（中）
TB-885-02

（大）
TB-885-03

（小）
TB-886-01

（中）
TB-886-02

（大）
TB-886-03

アール型▲
クッション

多彩な用途に
対応する
万能上下肢台

フラット型▲
クッション

垂直耐荷重能力400kg！安定と安心感を保証する上下肢台

DX上肢台（小）
・
（中）
・
（大）定価 各 ¥22,000（税別）
CX上肢台（小）
・
（中）
・
（大）定価 各 ¥22,000（税別）
●高さの調節範囲 DX：
（小）
40cm〜50cm （中）
50cm〜70cm （大）60cm〜90cm
●高さの調節範囲 CX：
（小）
46cm〜56cm （中）
56cm〜76cm （大）66cm〜96cm
●クッションサイズ／幅：15cm 奥行：24cm 高さ：5/7cm
●メカロック機構 2cm間隔昇降式
●クッションはフラット面とアール面が使えます。
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-512-01

R型上肢台

定価 ¥16,500
（税別）

TB-512-02

F型上肢台

定価 ¥16,500
（税別）

新規開業・入れ替えリニューアルに最適！
専門メーカー Takada Bed オススメのスタンダードベッド

確実なストッパー式の高さ調節機能
●高さの調節範囲：52cm〜84.5cm
●クッションサイズ／幅：15cm 奥行：24cm 高さ： 5/7cm
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

7cm

お客様の大切な衣類や小物をきれいに保つ脱衣カゴ

1段用脱衣カゴ（ TB-73-03 ブルー・TB-73-04 ホワイト）

定価 各 ¥7,000
（税別）

2段用脱衣カゴ（ TB-73-05 ブルー・TB-73-06 ホワイト）

TB-536-01

TB-1010-01

定価 各 ¥12,500
（税別）

●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
●衝撃強度に優れ水分や薬品にも強く丸洗い可能なプラスチックカゴ
●幅： 51cm
52.5cm 奥行：37cm 高さ： 23.5cm
75.5cm

ワーゴン（キャスター付き）定価 ¥18,000（税別）

●幅：55cm 奥行：36cm 高さ：70cm
●重量：約9kg ●総耐荷重：約60kg

●直径4cmの単輪キャスター

LSワゴン（キャスター付き）定価 ¥16,000（税別）

●棚部分はカラフルな18色レザー（下記参照）仕上げ 支柱は環境にやさしい粉体塗装
●幅：50・55・60cm 奥行：36・46cm 高さ：70cm ●直径4cmの双輪キャスター
●重量：約7kg ●総耐荷重：約60kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

累計販売台数10万台以上！施術台のスタンダード
用途を選ばないオールマイティーな固定型ベッド

レザーカラー
アイボリー限定

DXマッサージベッド 定価 ¥60,000（税別）
TB-908U 有孔DXマッサージベッド 定価 ¥67,500（税別）
TB-908

どんな場所にも
設置しやすい
フラットな
背部デザイン
▼

▲

有孔タイプ

うつ伏せ治療での
呼吸をサポート

▼サイズをご指定ください。
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 ●重量：約25kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（裏面参照）

内部構造にスチールフレームを採用

シースツール 定価 ¥12,000（税別）
TB-764-01 PTスツール（キャスター付き）定価 ¥32,000（税別）
TB-764-02 PTスツール（アジャスター付き）定価 ¥32,000（税別）
TB-560

●座面直径： 35cm
36cm 座高： 44〜55cm
40〜48cm
36〜44cm
●クッション厚： 7cm
4cm ●重量： 約4.5kg
約5.8kg
●カラー： アイボリーレザー限定
オリジナルレザー18色対応（下記参照）

設置場所を選ばないスッキリフラットなフィン式背部

フィン（01）定価 ¥70,000（税別）
TB-468-02 フィン
（02）定価 ¥85,000（税別）
TB-468-01

●座幅：40（全幅57）
・45（全幅62）cm 長さ：
（01）120・130・140cm （02）150・160・170・180cm
座高：39（全高73）
・44（全高78）cm ●クッション厚：3.5cm（座面）
●重量：約40kg（長さ180cm製作時） ●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

▼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］

▲

有孔タイプ

▲

有孔タイプ

うつ伏せ治療での呼吸をサポート
白

クリーム

アイボリー

スカイブルー

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

ライトブルー

メディブルー

ピンク

レッド

イエロー

オレンジ

ライトグリーン

ライムグリーン

抹茶

メディグリーン

グレー

ライトブラウン

茶

うつ伏せ治療での呼吸をサポート

黒

脚部を最大限外側に設定した仕様のマッサージベッド

強度抜群のH型脚部は高重量・強い押圧の施術に対応

TB-585

TB-928

外脚DXベッド 定価 ¥60,000（税別）
有孔外脚DXベッド 定価 ¥67,500（税別）

H型DXベッド 定価 ¥67,500（税別）
有孔H型DXベッド 定価 ¥75,000（税別）

TB-585U

TB-928U

▼サイズをご指定ください。
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 ●重量：約25kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（裏面参照）

▼サイズをご指定ください。
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 ●重量：約26kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（裏面参照）

※ロールペーパー取付金具標準装備（ロールペーパー1本付属）
※ヘッドの幅は微調節できます。

うつ伏せ施術に最適な緊張を緩和する専用手置き台付き
TB-605

GSイージーベッド

定価 ¥108,000
（税別）

▼サイズをご指定ください。
幅：50・55・60・65・70cm 長さ：170・180・190cm 高さ：40・45・50・55・60cm
●クッション厚：9cm（本体） ●重量：約30kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（右下参照）

うつ伏せ治療での
呼吸をサポート

マイナーチェンジを経た20年もの販売実績が信頼の証

電動ハイローベッド 定価 ¥242,500（税別）
TB-912U 有孔電動ハイローベッド 定価 ¥250,000（税別）
TB-912

▼サイズをご指定ください。
幅：50・55・60・65・70cm 長さ：180・190cm 高さ：45〜83cm
●クッション厚：4cm ●重量：約50kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（右下参照）

無線フットスイッチ▲

うつ伏せ治療での呼吸をサポート

脚部現地組立式のコストパフォーマンスに優れた昇降ベッド

無線式垂直昇降ユニットで使用感・施術スタイルを向上

TB-1344

TB-1361

▼サイズをご指定ください。
幅：60・65・70cm 長さ：180cm 高さ：45〜81cm ●クッション厚：6cm
●重量：約50kg ●脚部現地組立式 ●カラー：オリジナルレザー18色対応（右下参照）

▼サイズをご指定ください。
幅：55・60・65・70cm 長さ：170・180・190cm 高さ：46〜78cm
●クッション厚：3cm ●重量：約65kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（右下参照）

電動ボディベッド 定価 ¥160,000（税別）
TB-1344U 有孔電動ボディベッド 定価 ¥167,500（税別）

60cm

（3色対応）

アイボリー

メディブルー

（3色対応）

メディグリーン

一流アスリートトレーナー愛用の木製折りたたみポータブルベッド
TB-381-01
TB-381-02

ローズ60
ローズ70

70cm

▲幅

定価 ¥57,000
（税別）
定価 ¥60,000
（税別）

●幅： 60cm
70cm 長さ：183cm 高さ：45〜65
（7段階調節）
cm
●高反発・高密度ウレタン採用 便利なフタクッション付き ●クッション厚：6cm
●重量： 約14kg
約15kg ●カラー：オリジナルレザー3色対応（上記参照）

アイボリー

メディブルー

メディグリーン

差込式フェイスマットの脱着で幅広い施術・用途に対応
TB-209-01
TB-209-02

カルロス60
カルロス70

定価 ¥70,000
（税別）
定価 ¥73,000
（税別）

●幅： 60cm
70cm 長さ：183cm 高さ：45〜65
（7段階調節）
cm
●高反発・高密度ウレタン採用 フタクッション・差込式フェイスマット付き ●クッション厚：6cm
●重量： 約15kg
約16kg ●カラー：オリジナルレザー3色対応（上記参照）

▲

有孔タイプ

ブルー グリーン エンジ ブラック

うつ伏せ治療での呼吸をサポート

運搬・収納時の破損や汚れを防ぐナイロン100％の頑丈バッグ

キャリーバッグ
TB-1121 キャスター付きキャリーバッグ
TB-1120

定価 ¥16,000
（税別）
定価 ¥19,000（税別）

●運搬時のキズや汚れ・破損からレザーを守るナイロン100％（裏：PVC加工）
の頑丈なバッグ
●開口部が広く出し入れしやすいダブルファスナー方式 肩の負担を軽減する補助ストラップ付き
●幅：40・45・50・55・60・65・70・75cm 長さ：170・180・190・200cm

クラシカルなスクエアデザイン！家具調の高級感で癒しを演出

モクベッドS 定価 ¥65,000（税別）
TB-743U 有孔モクベッドS 定価 ¥72,500（税別）
TB-743

▼サイズをご指定ください。
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 ●重量：約24kg ●カラー：オリジナルレザー18色対応（右下参照）

¥2,800（税別）

かどまるマクラ（小高）

TB-77C-72

¥2,800（税別）

かどまるマクラ（中）

TB-77C-110

¥3,000（税別）

かどまるマクラ

TB-77C-66

¥3,000（税別）

かどまるマクラ（大）

TB-77C-111

¥3,800（税別）

胸の圧迫感を軽減する
エアホール標準加工

オールマイティーに活躍！快適で効果的な治療姿勢を実現

カラー角マクラ 定価 ¥1,400（税別）
TB-77C-39 足置きクッション 定価 ¥4,800（税別）
TB-77C-01

目元や胸の圧迫感を改善！フェイス＆マットの快適セット
TB-77C-60

ケアーセット

定価 ¥15,000
（税別）

●スロープフェイス＆ケアーバスト
（エアホール有り）のセット
●スロープフェイス：幅：28cm 奥行：28cm 高さ：8/11cm
●ケアーバスト：幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/11cm
●ケアーバストは仰向けで背上げにもご利用いただけます。
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

幅：27cm 奥行：11cm 高さ：9cm
幅：50cm 奥行：13cm 高さ：11cm
●ベーシックでロープライスな角マクラと足・膝置き用で腰への負担を軽減
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

ご使用例

自然で柔らかな肌触り

胸の圧迫感を軽減する
エアホール標準加工

うつ伏せ治療時の目元・胸への圧迫感を最大限に軽減

ホールセット 定価 ¥15,500（税別）
TB-77C-171 ニューセットL2 定価 ¥15,500（税別）
TB-77C-169

ホールフェイス／幅：30cm 奥行：30cm 高さ：8cm ケアーバスト／幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/11cm
ニューフェイス／幅：29cm 奥行：29cm 高さ：8cm 薄型ケアーバスト／幅：42cm 奥行：50cm 高さ：3/8cm
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

T字型切り目加工が息苦しさを解消するうつ伏せ専用ペーパー
TB-68-01 美顔ペーパー（500枚入り）定価 ¥7,300（税別）
TB-68-02 美顔ペーパー（2,500枚入り）定価 ¥34,300（税別）
TB-1388 ロイヤルコットンペーパー 定価 ¥10,000（税別）

●通気性よりも汗等の吸水性を優先した厚みのある使い捨てディスポペーパー
●500枚シュリンクパック包装 ●幅：30cm 長さ：36cm
●材質： 不織布
天然コットン100％ 不織布

▼ご使用例

ご使用例

▲

▼バッグ専用色4色対応

TB-77C-71

幅：34cm 奥行：16cm 高さ：4.5cm
幅：34cm 奥行：16cm 高さ：6cm
幅：34cm 奥行：16cm 高さ：7.5cm
幅：34cm 奥行：16cm 高さ：9cm
幅：34cm 奥行：16cm 高さ：10.5cm
●カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

ワイドな幅サイズ（34cm）
安定性のある奥行サイズ（16cm）
1.5cm単位での高さバリエーション
特に6cm・7.5cm・9cmは好評です。

▲

70cm

▲幅

TB-77C-112 ¥13,900（税別）

かどまるマクラ（小）

▲▼

幅

サイズ・カラー等ご要望に応じた製品をご案内します︒お気軽にご相談ください︒

60cm

▼

▼

幅

電動マイスターS 定価 ¥250,000（税別）
TB-1361U 有孔電動マイスターS 定価 ¥257,500（税別）

かどまる5点セット

▲

▲

有孔タイプ

頭部・上下肢保持・施術・血圧・採血に活躍する万能マクラ

▼

▲

有孔タイプ

総合カタログにはオーダーでお作りする製品も多数ご紹介！
TakadaBed

安心してご使用できる選りすぐりのスタンダードアイテム

皮脂や汚れが目立ちにくいお客様想いのカラーペーパー
TB-1389-01 カラーフェイスペーパー（500枚入り）定価 ¥7,300（税別）
TB-1389-02 カラーフェイスペーパー（2,500枚入り）定価 ¥34,300（税別）

●独自のT字型切り目加工が息苦しさを解消するうつ伏せ専用ペーパー
●1箱／500枚シュリンクパック包装 ●幅：30cm 長さ：36cm
●材質：不織布 ●しっかりした厚みによって吸水性が抜群 ●カラー：ブルー・ピンク

ホームセンターでは見つけにくい大判サイズのタオル

大判サロンタオル 定価 ¥3,600（税別）
TB-66 特大サロンタオル 定価 ¥4,500（税別）
TB-972

● 幅：90cm 長さ：170cm
幅：100cm 長さ：200cm
●カラー： ホワイト・ピンク・ブルー・ベージュ・ブラウン
ホワイト・ダークブラウン
※ご購入後、3回程度を目安に4枚以下を洗濯ネットに入れ、タオルのみの洗濯で毛羽の発生が抑えられます。

▼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］
白
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アイボリー

スカイブルー

ライトブルー
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ピンク

レッド
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黒

