
「シンプルなフォルムに凝縮されたコダワリズム」

DXマッサージベッドシリーズ
TB-77-63  ジェルフェイス
定価¥12,000（税別）

TB-77-62  ジェルバスト
定価¥26,000（税別）

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

サイズ：幅30cm　奥行30cm　高さ5.5cm サイズ：幅43cm　奥行52cm　高さ3/10cm

TB-77C-01  カラー角マクラ
定価¥1,400（税別）
サイズ：幅27cm　奥行11cm　高さ9cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-77C-11  カラー額マクラ（小）
定価¥1,200（税別）
サイズ：幅25cm　奥行13cm　高さ4.5cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-77C-10  カラー額マクラ（小高）
定価¥1,700（税別）
サイズ：幅25cm　奥行13cm　高さ6cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-77C-08  カラー半円額マクラ
定価¥3,800（税別）
サイズ：幅29cm　奥行14cm　高さ7cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-77C-07  カラー半円マクラ（大）
定価¥4,800（税別）
サイズ：幅37cm　奥行24cm　高さ12cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-75-01  綿製診察台カバー（フリル無し）
定価¥10,000（税別）
サイズ：幅50・55・60・65・70cm（標準）
長さ170・180・190cm（標準）
綿100％生地

カラー：左から
白・グリーン・ブルー・ピンク・イエロー

▼限定色：グリーン

ジェル素材
側地：ナイロン100％生地

ジェル素材
側地：ナイロン100％生地

側地：ナイロン100％生地

▼

限定色：ブルー

▼限定色：ブルー

▼

限定色：グリーン

使ってみて感動！思いがけない出会いが待っています。

TB-77C-60 ケアーセット
¥15,000（税別）

施術マットの定番として安定した人気！スロープフェイス＆ケアーバストのセット

■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
■カラー：オリジナルレザー18色よりお選びいただけます。（下記参照）

TB-77C-02 ロングボディマット
¥11,500（税別）

ベッドに置くだけ！究極のイージーセッティング！うつ伏せ専用マット

■幅27/42cm　奥行82cm　高さ6/12cm
■カラー：オリジナルレザー18色よりお選びいただけます。（下記参照）

胸部の圧迫感を軽減する　
エアホール加工付き ▼

▼

胸部の圧迫感を軽減する　
　エアホール加工付き

白 クリーム アイボリー 黒茶ライトグリーン ライトブラウンライムグリーンライトブルー メディブルー メディグリーンピンク レッド イエロー グレーオレンジ 抹茶スカイブルー

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：耐薬品・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］



総合カタログを無料でお送りいたします。
1000種類以上の豊富な製品を是非ご覧ください。

頑強で安定感抜群！H型脚部タイプ
TB-928  H型DXベッド
定価¥67,500（税別）

上段H型脚部・温熱シート内蔵タイプ
TB-476  アイホット
定価¥80,000（税別）

オメガ式フェイスマット＆無孔マットタイプ
TB-934  オメガ式DXベッド
定価¥90,000（税別）

ベッドを安定させるための
高品質アジャスター
ゴム底はすべりにくく、床を傷つけません。

ベッドのがたつきを防止するアジャスター機能

上げる 下げる

スライドボリューム式　
コントローラー付き ▼

張り地／オリジナルレザー18色からお選びいただけます。（オーダーカラー108色）耐久性・機能性共に実績のある高品質なレザーです。　

施術ベッドの定番 人気No.1の実力
DXマッサージベッドシリーズ

うつ伏せでの施術に効果を発揮する有孔タイプ
TB-908U 有孔DXマッサージベッド
¥67,500（税別）

JapanMadeの安心感。
先生方の使い心地の良さを追求した最高のアシスタント！

うつ伏せの姿勢でも
  息苦しくなりません。

　お選びいただけます。

最高の出荷実績を誇る「ザ・スタンダード」
TB-908 DXマッサージベッド
¥60,000（税別）

別売／ロングボディマット

▲

▲別売／ロングボディマット

▲別売／ケアーセット

●クッション厚：3cm　●重量：約25kg

幅 50 55 60 65 70 75 80 85

長さ 170 180 190 200

高さ 40 45 50 55 60 65 70 75

DXシ
リーズ

ベスト
セラー

使ってみて感動！施術スタイル・スペースに応じて自由にセッティング。

製品の信頼性と安全性
■木部（シート）／全てがF☆☆☆☆（フォースター）です。もちろん、木
　部を固定する接着剤（木工用ボンド）もF☆☆☆☆（フォースター）で
　す。有機溶剤特有のシンナー臭を極力抑えることができ、作業環境
　にも優しい［水性ボンド］を使用し、ベッドシート部のクッション（ウレ
　タン）とベニヤを接着。安全性がしっかり保証されています。
■フレーム／国内メーカー製の角パイプ・丸パイプ等を使用し、自社工
　場で切断・処理し、溶接加工にて仕上げます。1台1台ハイクオリティ
　な粉体塗装を行っています。
■短納期で、ご希望のオーダー製品をお作りして、お届けすることがで
　きます。

▼サイズをお選びいただけます。［単位：cm］※黒字が標準サイズとなります。

優れた安定性を持つ外脚構造タイプ
TB-585  外脚DXベッド
定価¥60,000（税別）

　ベッド（シート）断面図
厚み10mmのソフトウレタン

厚み20mmのチップウレタン

厚み9mmのベニヤ

木枠［厚み24mm×高さ80mm］

スチール製フレーム
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有孔加工

白 クリーム アイボリー 黒茶ライトグリーン ライトブラウンライムグリーンライトブルー メディブルー メディグリーンピンク レッド イエロー グレーオレンジ 抹茶スカイブルー

オリジナルレザー［ビニルレザー：耐薬品・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］



総合カタログを無料でお送りいたします。
1000種類以上の豊富な製品を是非ご覧ください。

頑強で安定感抜群！H型脚部タイプ
TB-928  H型DXベッド
定価¥67,500（税別）

上段H型脚部・温熱シート内蔵タイプ
TB-476  アイホット
定価¥80,000（税別）

オメガ式フェイスマット＆無孔マットタイプ
TB-934  オメガ式DXベッド
定価¥90,000（税別）

ベッドを安定させるための
高品質アジャスター
ゴム底はすべりにくく、床を傷つけません。

ベッドのがたつきを防止するアジャスター機能

上げる 下げる

スライドボリューム式　
コントローラー付き ▼

張り地／オリジナルレザー18色からお選びいただけます。（オーダーカラー108色）耐久性・機能性共に実績のある高品質なレザーです。　

施術ベッドの定番 人気No.1の実力
DXマッサージベッドシリーズ

うつ伏せでの施術に効果を発揮する有孔タイプ
TB-908U 有孔DXマッサージベッド
¥67,500（税別）

JapanMadeの安心感。
先生方の使い心地の良さを追求した最高のアシスタント！

うつ伏せの姿勢でも
  息苦しくなりません。

　お選びいただけます。

最高の出荷実績を誇る「ザ・スタンダード」
TB-908 DXマッサージベッド
¥60,000（税別）

別売／ロングボディマット

▲

▲別売／ロングボディマット

▲別売／ケアーセット

●クッション厚：3cm　●重量：約25kg

幅 50 55 60 65 70 75 80 85

長さ 170 180 190 200

高さ 40 45 50 55 60 65 70 75

DXシ
リーズ

ベスト
セラー

使ってみて感動！施術スタイル・スペースに応じて自由にセッティング。

製品の信頼性と安全性
■木部（シート）／全てがF☆☆☆☆（フォースター）です。もちろん、木
　部を固定する接着剤（木工用ボンド）もF☆☆☆☆（フォースター）で
　す。有機溶剤特有のシンナー臭を極力抑えることができ、作業環境
　にも優しい［水性ボンド］を使用し、ベッドシート部のクッション（ウレ
　タン）とベニヤを接着。安全性がしっかり保証されています。
■フレーム／国内メーカー製の角パイプ・丸パイプ等を使用し、自社工
　場で切断・処理し、溶接加工にて仕上げます。1台1台ハイクオリティ
　な粉体塗装を行っています。
■短納期で、ご希望のオーダー製品をお作りして、お届けすることがで
　きます。

▼サイズをお選びいただけます。［単位：cm］※黒字が標準サイズとなります。

優れた安定性を持つ外脚構造タイプ
TB-585  外脚DXベッド
定価¥60,000（税別）

　ベッド（シート）断面図
厚み10mmのソフトウレタン

厚み20mmのチップウレタン

厚み9mmのベニヤ

木枠［厚み24mm×高さ80mm］

スチール製フレーム

Vol.
18

有孔加工

白 クリーム アイボリー 黒茶ライトグリーン ライトブラウンライムグリーンライトブルー メディブルー メディグリーンピンク レッド イエロー グレーオレンジ 抹茶スカイブルー

オリジナルレザー［ビニルレザー：耐薬品・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］



「シンプルなフォルムに凝縮されたコダワリズム」

DXマッサージベッドシリーズ
TB-77-63  ジェルフェイス
定価¥12,000（税別）

TB-77-62  ジェルバスト
定価¥26,000（税別）

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで
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サイズ：幅25cm　奥行13cm　高さ4.5cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）

TB-77C-10  カラー額マクラ（小高）
定価¥1,700（税別）
サイズ：幅25cm　奥行13cm　高さ6cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）
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サイズ：幅29cm　奥行14cm　高さ7cm
カラー：オリジナルレザー18色対応（下記参照）
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使ってみて感動！思いがけない出会いが待っています。
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施術マットの定番として安定した人気！スロープフェイス＆ケアーバストのセット
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