要組立（スパナ付属）

セキスイ美装畳＆3面スライドレールのカーテン
TB-1310 A-2 畳ベッド
（カーテン付き）
定価 ¥280,000
（税別）

■安全性を確保する片側固定式ベッドガード2本標準装備 専用階段付き

セキスイ美装畳

●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：223cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約74kg ●カラー：標準塗装色／アイボリー
※専用階段付き ※組立時間：約40〜60分 ※本製品の畳は天然イ草ではありません。

▼

当社標準カーテン以外でのご指定（別途手配）ご対応可能
▼カーテンカラー：5色（防炎・防汚・制菌［SEK］）
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Takada Bedがお作りするスチール製パイプベッド

寮・宿舎・施設用ベッド 8色
特注サイズ・仕様・納期等 様々なご希望にお応えします！

ご注文頂く全てをISO9001認証取得の
大阪府の自社工場にて受注生産！

▲

▲マット
（FAマットレス）
は
別売となります。

塗装色4色を選べる！サイズを選べる！

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製業務用寄宿舎用1段ベッド
■通気性と強度性の高い衛生的な7.5cm間隔のメッシュ構造 足ゴム付き

■寮や宿舎用として最適なスタンダードで通気性の高いメッシュ構造
■業務用のベッドとして活用できる耐久性の高いブラック粉体塗装

●サイズ／幅：98cm 長さ：209cm 高さ：45（全高80）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約35kg
●カラー：標準塗装色／アイボリー
※組立時間：約10〜20分

▼サイズをご指定ください。
幅：78（全幅86）
・83（全幅91）
・91
（全幅99）cm 長さ：181
（全長197）
・191
（全長207）cm
高さ：35（全高63）
・40（全高68）
・45（全高73）
・50（全高78）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約27kg ※組立時間：約10〜20分

TB-1032 MSベッド
定価 ¥66,000
（税別）

▼塗装色をご指定ください。
アイボリー

ホワイト

ブラック

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
チョコレート

要組立（スパナ付属）

安全性に優れたラウンド型ガード4カ所付き

18色対応のヘッドボード付きパイプベッド

■通気性と強度性の高い衛生的な7.5cm間隔のメッシュ構造 足ゴム付き
■安全性の高い曲げ加工パイプを採用 固定式の4カ所ベッドガード付き

■公共機関や官庁等で利用できるレザーボード付き寄宿舎用1段ベッド
■通気性の高い7.5cm間隔メッシュ構造 床面を保護する足ゴム付き

●サイズ／幅：98cm 長さ：209cm 高さ：45（全高80）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約38kg
●カラー：標準塗装色／アイボリー
※組立時間：約15〜25分

●サイズ／幅：100cm 長さ：202cm 高さ：35（全高71）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約33kg
●レザーボード：オリジナルレザー18色よりご指定ください。
（裏面参照）
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm ※組立時間：約15〜25分

粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

TB-1169 MLベッド
定価 ¥64,000
（税別）

要組立（スパナ付属）

▲

お好みのレザーカラーをお選びいただけます。
イエロー

オレンジ

ブルー

寮・船舶などでも採用されるラウンド型フレームタイプ

オリジナルレザー18色より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］
レッド

ピンク

要組立（スパナ付属）

要組立（スパナ付属）

ピンク

オレンジ

実績抜群！ホテル向けでの別寸法対応も多いベースモデル
粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

TB-1162-02 MBベッド
（ガード付き）
定価 ¥106,000
（税別）

メディブルー

レッド

●サイズ／幅：98cm 長さ：207cm 高さ：35（全高67）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約33kg
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm ※組立時間：約10〜20分

要組立（スパナ付属）

ライトブルー

ブラウン

●サイズ／幅：97cm 長さ：206cm 高さ：45（全高80）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約33kg
●カラー：標準塗装色／アイボリー
※組立時間：約10〜20分 ※本製品の畳は天然イ草ではありません。

粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

スカイブルー

チョコレート

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製廉価版寄宿舎用1段ベッド
■通気性の高い7.5cm間隔メッシュ構造 床面を保護する足ゴム付き

TB-1162-01 MBベッド
（ガード無し）
定価 ¥96,000
（税別）

アイボリー

ブラック

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製畳タイプ寄宿舎用1段ベッド
■高級イ草の風合いと肌触りや吸湿性を実現した安心のセキスイ美草畳

要組立（スパナ付属）

クリーム

ホワイト

TB-1165 MCベッド
定価 ¥58,000
（税別）

粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

白

塗料に使用される高分子樹脂の特性により、高
膜 厚 で 優 れ た 塗 装 強 度・耐化 学 薬 品 性・耐 食
性・耐候性を保持します。

ベーシックなシングルサイズのパイプベッド

TB-1167 タタミベッド
定価 ¥110,000
（税別）

18色 レザー使用の製品

〈高品質・低公害性粉体塗装〉

製品全て標準以外のサイズ・塗装色のご指定が可能！お気軽にご相談ください。

オーソドックスな1段パイプベッドの畳仕様

セキスイ美装畳

別途手配にて塗装色の変更にもご対応可能

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

黒

サイズ対応可能なスタンダードなハードマットレス
TB-1164 FAマットレス 定価 ¥23,000（税別）
●サイズ：幅78・83・91cm 長さ181・191cm 厚み6cm
●素材：ポリプロピレン不織布 ●クッション厚：6cm ●重量：3kg

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

TB-1161

HAマットレス

TB-1172

HAマットレス（三つ折り）定価 ¥39,000（税別）

定価 ¥28,000
（税別）

●サイズ：幅78・83・91cm 長さ181・191cm 厚み6cm
●材質：綿100％（防縮加工） ●クッション厚：6cm ●重量：4kg

ベッドのパイオニア

embassy

株式会社エンバシー
〒663-8017 兵庫県西宮市大島町7番16号
TEL 0120-64-9005 FAX 0798-64-9007

●サイズ：幅91cm 長さ191cm 厚み8cm
▼

●材質：綿100％（防縮加工） ●重量：約4kg

不織布カラー8色からお選びいただけます。

ホワイト ブラック ピンク グリーン ブルー ブラウン グレー ベージュ

▼

綿カラー7色からお選びいただけます。
白

グリーン ブルー ピンク イエロー キャメル ブラウン

TB-1159 A-2ベッド
定価 ¥170,000
（税別）

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製業務用寄宿舎用2段ベッド
■通気性の高い衛生的なメッシュ構造 片側ベッドガード2本標準装備
●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：1段目/30cm 2段目/130（全高170）cm
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm ●材質：スチール製／粉体塗装加工
●重量：約65kg ※専用階段付き ※組立時間：約40〜60分

3面防炎カーテン
（カラー5色対応）付きの2段ベッド
TB-1160 A-2ベッド
（カーテン付き）
定価 ¥220,000
（税別）

■通気性の高い衛生的なメッシュ構造 片側ベッドガード2本標準装備
●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：223cm ●材質：スチール製／粉体塗装加工
●カラー：標準塗装色／アイボリー ●重量：約70kg ※専用階段付き ※組立時間：約40〜60分

当社標準カーテン以外でのご指定（別途手配）ご対応可能
JIS S 1104 9項に基づく社内試験で強度検証済み
▼カーテンカラー：5色（防炎・防汚・制菌［SEK］）

▲

要組立（スパナ付属）
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ベッド下スペースをレイアウトできるロフト型
TB-1267 A-3ベッド
定価 ¥130,000
（税別）

■通気性の高い衛生的なメッシュ構造 片側ベッドガード1本標準装備
■ベッド下部のスペースを有効に収納機能として活用できるロフト式

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
要組立（スパナ付属）

移動に便利なキャスター付き折りたたみ式ベッド
TB-1182 PLベッド
定価 ¥110,000
（税別）

■寄宿舎や病室での付き添い用として便利な折りたたみ式簡易ベッド
■通気性の高い5cm間隔メッシュ構造 移動が可能なキャスター付き
●サイズ／設置時：幅91cm 長さ200cm 高さ35（全高60）cm
収納時：幅91cm 奥行55cm 高さ112cm
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約32kg
●レザーボード：オリジナルレザー18色よりご指定ください。
（裏面参照）
▲マット
（HAマットレス）
は別売となります。

寮・宿舎向けに開発された頑強設計の折りたたみ式ベッド
1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
※マット
（TB-1161 HAマットレス）
は別売となります。

片側ガード1本装備のスタンダードタイプ
TB-1158 A-1ベッド
定価 ¥74,000
（税別）

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製業務用寄宿舎用1段ベッド
■通気性の高い衛生的なメッシュ構造 片側ベッドガード1本標準装備
●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：30（全高70）cm
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工
●重量：約33kg ※組立時間：約10〜20分

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
▲マット
（HAマットレス）
は別売となります。

要組立（スパナ付属）

製品全て標準以外のサイズ・塗装色のご指定が可能！ お気軽にご相談ください︒

▼サイズをご指定ください。
幅：99cm 長さ：206cm 床高：130（全高170）
・140（全高180）
・150（全高190）
・160（全高200）cm
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm ●材質：スチール製／粉体塗装加工
●重量：約45kg ※専用階段付き ※組立時間：約20〜40分

■寮や宿舎用等の施設向けとして最適なレザー製カジュアルベッド
■側地が不織布の高密度で軽量の5cm厚ハードウレタンマット標準装備
●サイズをご指定ください。
（下記の高さはマットが含まれています）
幅：115cm 長さ：214cm 高さ：30（全高60）
・35（全高65）
・40（全高70）
・45（全高75）cm
●クッション厚：5cm ●重量：約41kg
●本体カラー／オリジナルレザー18色よりご指定ください。
（裏面参照）
ホワイト

側地不織布のマット標準装備

ブラック

ピンク

グリーン

ブルー

ブラウン

グレー

ベージュ

不織布カラー8色から
お選びいただけます。

キャスター付き収納ボックス3個でベッド下を有効利用
TB-1235 A-1ベッド
（収納箱付き）
定価 ¥120,000
（税別）

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製業務用寄宿舎用1段ベッド
■通気性の高い衛生的なメッシュ構造 片側ベッドガード1本標準装備

要組立（スパナ付属）

●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：30（全高70）cm
●マット内寸：幅91cm×長さ191cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約57kg ※組立時間：約10〜20分
●収納ボックス／外寸：幅63cm×奥行64cm×高さ23cm
内寸：幅60.6cm×奥行61.6cm×高さ18.6cm（内面：不織布張り仕上げ）
●収納ボックスカラー／オリジナルレザー18色よりご指定ください。
（裏面参照）

マット
（HAマットレス）
は
別売となります。

▲

マット
（HAマットレス）
は
別売となります。

TB-988 LSベッド
定価 ¥95,000
（税別）

▼

要組立（スパナ付属）

高機能・カラフルな18色ビニルレザー張りベッド

▲

▲マット
（HAマットレス）
は
別売となります。

認証取得の大阪府の自社工場にて受注生産！
ISO9001

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
JIS S 1104 9項に基づく社内試験で強度検証済み

ご注文頂く全てを

頑強なフレームのスチール製2段ベッド

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能

安定感抜群な6cm脚部＆ベッドガード2本付き
TB-547 S-1ベッド
定価 ¥110,000
（税別）

■マットレスが無くても快適なクッション性を実現する2cmウレタン
■敷き布団等のズレを防止する全面ストップレザー張り仕上げを採用
●サイズ／幅：102cm 長さ：203cm 高さ：65cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●カラー：標準塗装色／アイボリー
●重量：約40kg ※マット部には2cmのクッションを基本設定（マットレス・お布団使用可能）
※組立時間：約20〜40分（お二人以上での組立をお薦めします）

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
要組立（スパナ付属）

両側固定ベッドガード付き業務用2 段ベッド
TB-548 S-2ベッド
定価 ¥220,000
（税別）

■マットレスが無くても快適なクッション性を実現する2cmウレタン
■敷き布団等のズレを防止する全面ストップレザー張り仕上げを採用
●サイズ／幅：102cm 長さ：203cm 高さ：170cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●カラー：標準塗装色／アイボリー
●重量：約80kg ※マット部には2cmのクッションを基本設定（マットレス・お布団使用可能）
※専用階段付き ※組立時間：約40〜60分（お二人以上での組立をお薦めします）

1台からオリジナルサイズ・粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
要組立（スパナ付属）

セキスイ美装畳を採用した2段式パイプベッド
TB-1309 A-2畳ベッド
定価 ¥230,000
（税別）

セキスイ美装畳
▼

■公共機関や官庁等で利用できるスチール製畳タイプ寄宿舎用2段ベッド
■安全性を確保する片側固定式ベッドガード2本標準装備 専用階段付き
●サイズ／幅：99cm 長さ：206cm 高さ：1段目/30cm 2段目/130（全高170）cm
●材質：スチール製／粉体塗装加工 ●重量：約69kg
●カラー：標準塗装色／アイボリー ※専用階段付き
※組立時間：約40〜60分 ※本製品の畳は天然イ草ではありません。

粉体塗装色のご指定（別途手配）ご対応可能
要組立（スパナ付属）

