
安心の3年保証制度

は納品後も製品を見守ります

aTB-741-01  マナティー（01）定価¥60,000（税別）

bTB-741-02  マナティー（02）定価¥90,000（税別）

cTB-741-03  マナティー（03）定価¥130,000（税別）

dTB-740  マタニチャー 定価¥36,000（税別）

▼サイズ
01：座幅44（全幅60）cm　長さ75（座面55）cm　 座高43（全高80）cm
02：座幅44（全幅60）cm　長さ139（座面55）cm 座高43（全高80）cm
03：座幅44（全幅60）cm　長さ203（座面55）cm 座高43（全高80）cm
●クッション厚：6cm（座面）●重量：約57kg（マナティー（03）製作時）
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
※シートは本体部と手置き部のカラー2色をご指定ください。

サイズ：座面直径41cm　座高45（全高85）cm
●クッション厚：背部3cm・座部5cm　●重量：4.5kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
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妊婦さんでも楽に座れるように設計された待合い室専用のソファーです。

患部の圧迫感を軽減！
院内の雰囲気を和らげるおしゃれでかわいいデザインです。

TB-706-02チャイルドスクリーン（02）定価¥45,000（税別）
eTB-706-01 チャイルドスクリーン（01）定価¥35,000（税別）

▼サイズをご指定ください。
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％（防炎・難燃機能付き）
●重量：約7kg（幅100×高さ180cm製作時）
組立必要（スパナ付属）

かわいいカーテン生地が癒し効果満点！
豊富なサイズに対応したメディカル衝立。

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

白 ピンク 抹茶クリーム レッド メディグリーンアイボリー イエロー グレースカイブルー オレンジ ライトブラウンライトブルー ライトグリーン 茶メディブルー

▼オリジナルレザー18色よりお選びいただけます。 ※耐薬品機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

ライムグリーン 黒

産婦人科・小児科シリーズ

病院・クリニックなどの医療施設や福祉施設、
鍼灸院・接骨院などの治療院からエステサロンまで、

これからも皆様の期待にお応えします。

Maternity&Children



赤ちゃんに優しい全面レザー張り仕上げのシート部分。
ほこりがたまりにくく衛生的なスチール製メッシュ棚。
TB-731 オムツ交換台（ダブル）定価¥110,000（税別）

●クッション厚：3cm　●重量：47kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
　 組立必要（スパナ付属）

設置場所に応じてサイズオーダーが可能な
2人用オムツ交換台。

赤ちゃんに優しい全面レザー張り仕上げのシート部分。
aTB-721-01 オムツ交換台（縦型）
定価¥80,000（税別）

bTB-721-02 オムツ交換台（横型）
定価¥80,000（税別）

ワンタッチでスライド式収納ができるS型ベッドガード付き。
cTB-722-01 S型オムツ交換台（縦型）
定価¥90,000（税別）

dTB-722-02 S型オムツ交換台（横型）
定価¥90,000（税別）

●クッション厚：4cm　
●重量：ab約29kg・cd約32kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。

縦型・横型を選択できます。

電動式の高さ調節機能・安全性の高いレザー製ジャバラユニット。
オートリターン機能付きフットスイッチ。ガスシリンダー式の背上げ角度調節（0～80°）機能付き。
TB-550 垂直電動Lタイプ 定価¥490,000（税別）
TB-550U 有孔垂直電動Lタイプも同価格
▼サイズをご指定ください。
幅60・65・70cm　長さ180・190cm　高さ48～81cm
●クッション厚：7cm（本体）・6cm（背面） ●重量：約85kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。

電動式の高さ調節機能付き。
オートリターン機能付きフットスイッチ。
TB-491 垂直電動Sタイプ 定価¥420,000（税別）
TB-491U 有孔垂直電動Sタイプも同価格
▼サイズをご指定ください。
幅55・60・65・70cm　長さ170・180・190cm　高さ46～79cm
●クッション厚：4cm　●重量：約78kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。

温熱シート内蔵の垂直昇降ベッド。
スライドボリューム式コントローラー付き。
TB-546 垂直電動SHタイプ 定価¥450,000（税別）
TB-546U 有孔垂直電動SHタイプも同価格
▼サイズをご指定ください。
幅60・65・70cm　長さ180・190cm　高さ46～79cm
●クッション厚：4cm　●重量：約79kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。

全長130～150cmまで選択できます。
専用F型ベッドガード1本付き。2面取付金具付き。
TB-715 小児用電動ハイロー 定価¥240,000（税別）
TB-715U 有孔小児用電動ハイローも同価格
▼サイズをご指定ください。
幅50・55・60・65cm　長さ130・140・150cm　高さ45～83cm
●クッション厚：4cm
●重量：約36kg

強化フレーム＆外脚構造。
高品質粉体塗装仕上げ。
TB-183 小児用DXベッド 定価¥60,000（税別）
TB-183U 有孔小児用DXベッド 定価¥67,500（税別）
▼サイズをご指定ください。
幅45・50・55・60・65・70cm　長さ130・140・150・160cm
高さ35・40・45・50・55・60cm
●クッション厚：3cm　●重量：約23kg
　 組立必要（スパナ付属）
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●レザーカラー18色から
　お選びいただけます。 ●レザーカラー18色からお選びいただけます。

▼サイズをご指定ください。［単位：cm］

幅

奥行

高さ

60（全幅142）

75（全奥行83）

65（全幅152）

80（全奥行88）

70（全幅162） 75（全幅172）

85（全奥行93） 90（全奥行98）

55（全幅132）

70（全奥行78）

75（全高95） 80（全高100） 85（全高105） 90（全高110）70（全高90）

幅

奥行

高さ 85（全高103） 90（全高108）80（全高98）

幅

奥行

高さ 85（全高103） 90（全高108）80（全高98）

60（全幅70）

80（全奥行85）

65（全幅75）

85（全奥行90）

70（全幅80）

90（全奥行95）

55（全幅65）

75（全奥行80）

80（全幅90）

60（全奥行65）

85（全幅95）

65（全奥行70）

90（全幅100）

70（全奥行75）

75（全幅85）

55（全奥行60）

ac▼サイズをご指定ください。［単位：cm］

bd▼サイズをご指定ください。［単位：cm］

http://www.embassy.co.jp/tb-550.html
http://www.embassy.co.jp/tb-491.html
http://www.embassy.co.jp/tb-546.html
http://www.embassy.co.jp/tb-715.html
http://www.embassy.co.jp/tb-183.html


赤ちゃんに優しい全面レザー張り仕上げのシート部分。
ほこりがたまりにくく衛生的なスチール製メッシュ棚。
TB-731 オムツ交換台（ダブル）定価¥110,000（税別）

●クッション厚：3cm　●重量：47kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
　 組立必要（スパナ付属）

設置場所に応じてサイズオーダーが可能な
2人用オムツ交換台。

赤ちゃんに優しい全面レザー張り仕上げのシート部分。
aTB-721-01 オムツ交換台（縦型）
定価¥80,000（税別）
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ワンタッチでスライド式収納ができるS型ベッドガード付き。
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●重量：ab約29kg・cd約32kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。

縦型・横型を選択できます。

電動式の高さ調節機能・安全性の高いレザー製ジャバラユニット。
オートリターン機能付きフットスイッチ。ガスシリンダー式の背上げ角度調節（0～80°）機能付き。
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▼サイズをご指定ください。
幅60・65・70cm　長さ180・190cm　高さ48～81cm
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http://www.embassy.co.jp/tb-721-01.html
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安心の3年保証制度

は納品後も製品を見守ります

aTB-741-01  マナティー（01）定価¥60,000（税別）

bTB-741-02  マナティー（02）定価¥90,000（税別）

cTB-741-03  マナティー（03）定価¥130,000（税別）

dTB-740  マタニチャー 定価¥36,000（税別）

▼サイズ
01：座幅44（全幅60）cm　長さ75（座面55）cm　  座高43（全高80）cm
02：座幅44（全幅60）cm　長さ139（座面55）cm　座高43（全高80）cm
03：座幅44（全幅60）cm　長さ203（座面55）cm　座高43（全高80）cm
●クッション厚：6cm（座面） ●重量：約57kg（マナティー（03）製作時）
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
※シートは本体部と手置き部のカラー2色をご指定ください。

サイズ：座面直径41cm　座高45（全高85）cm
●クッション厚：背部3cm・座部5cm　●重量：4.5kg
●レザーカラー18色からお選びいただけます。
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妊婦さんでも楽に座れるように設計された待合い室専用のソファーです。

患部の圧迫感を軽減！
院内の雰囲気を和らげるおしゃれでかわいいデザインです。

　TB-706-02 チャイルドスクリーン（02）定価¥45,000（税別）
eTB-706-01 チャイルドスクリーン（01）定価¥35,000（税別）

▼サイズをご指定ください。
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％（防炎・難燃機能付き）
●重量：約7kg（幅100×高さ180cm製作時）
組立必要（スパナ付属）

かわいいカーテン生地が癒し効果満点！
豊富なサイズに対応したメディカル衝立。

■お問い合わせ・お申し込みはこちらの取扱店まで

白 ピンク 抹茶クリーム レッド メディグリーンアイボリー イエロー グレースカイブルー オレンジ ライトブラウンライトブルー ライトグリーン 茶メディブルー

▼オリジナルレザー18色よりお選びいただけます。 ※耐薬品機能・抗菌機能・防汚機能・難燃機能・RoHS対応

ライムグリーン 黒

産婦人科・小児科シリーズ

病院・クリニックなどの医療施設や福祉施設、
鍼灸院・接骨院などの治療院からエステサロンまで、

これからも皆様の期待にお応えします。

Maternity&Children

embassy
株式会社エンバシー
 〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口 3-25-14
TEL 0120-64-9005  FAX 0798-64-9007

ベッドのパイオニア

http://www.embassy.co.jp/tb-741-01.html
http://www.embassy.co.jp/tb-740.html
http://www.embassy.co.jp/tb-706-01.html
http://www.embassy.co.jp/



