
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：耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応］

●幅：28cm　奥行：28cm　高さ：8cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

▲AirHole
　胸部の圧迫感を軽減する
　エアホール標準加工

▲スロープフェイスとケアーバストのセット

▲
カラー：2色をご指定ください。

ホールフェイスとケアーバストのセット
▼

AirHole ▲

胸部の圧迫感を軽減する　
エアホール標準加工　

aフェイスエアー TB-77C-189  定価¥8,000（税別）

●幅：29cm　奥行：29cm　高さ：4cm・8cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
bニューフェイス TB-77C-126  定価¥8,000（税別）

●幅：30cm　奥行：30cm　高さ：8cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
cホールフェイス TB-77C-168  定価¥8,000（税別）

●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
●エアホール標準加工　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）

aケアーセット TB-77C-60  定価¥15,000（税別）

●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
●エアホール標準加工　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）

bホールセット TB-77C-169  定価¥15,500（税別）

●幅：27/42cm  奥行：82cm  高さ：6/12cm　●エアホール標準加工　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
cロングボディマット TB-77C-02  定価¥11,500（税別）

●幅：50cm　奥行：13cm　高さ：11cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
d足置きクッション TB-77C-39  定価¥4,800（税別）

●幅：42cm　奥行：50cm　高さ：3/5・3/8cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
a薄型ケアーバスト TB-77C-73  定価¥7,500（税別）

●幅：42cm　奥行：50cm　高さ：3/5・3/8・3/11cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
bリムーブ TB-77C-145  定価¥9,000（税別）

●幅：35cm　奥行：37cm　高さ：4/10cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
cカラー胸当てマクラ TB-77C-12  定価¥5,300（税別）

●幅：44cm　奥行：28cm　高さ：20cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
aリハビリマクラ TB-77C-32  定価¥8,800（税別）

●幅：41cm　奥行：25cm　高さ：23cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
bカラー三角マクラ TB-77C-13  定価¥8,800（税別）

●幅：45cm　奥行：20cm　高さ：17cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
cカラーひじ・ひざマクラ TB-77C-19  定価¥7,500（税別）

●直径：15cm　長さ：90cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
dロングロール TB-77C-91  定価¥14,000（税別）

●（大）幅：40cm  奥行：40cm  高さ：10cm （小）幅：40cm  奥行：20cm  高さ：10cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
e訓練用マクラ・3点セット TB-77C-38  定価¥9,500（税別）

●幅：100・110・120cm　長さ：180・190・200cm　厚み：5cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
fプラット訓練マット TB-1380  定価¥64,000（税別）

●幅：100・110・120cm　長さ：180・190・200cm　厚み：4cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
gリハビリ訓練マット TB-1381  定価¥58,000（税別）
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多彩なフェイスマクラと胸当てマクラ

リハビリ訓練用のスタンダードピロー

うつ伏せ治療に欠かせない定番アイテム
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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

三角ブロックは滑り止めゴムシート付き

▼ファスナー未使用

●幅：26cm　直径：12cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
aブロックロール TB-1076-02  定価¥5,600（税別）

カラーブロックセット TB-1076-01  定価¥33,000（税別）

●幅：10cm　奥行：22cm　高さ：11.5cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
b三角ブロック（大）TB-1076-03  定価¥7,400（税別）

●幅：27cm　奥行：11cm　高さ：9cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
かどまる5点セットは個別にレザーカラーの

　ご指定が可能です。

aカラー角マクラ TB-77C-01  定価¥1,400（税別）

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

●幅：9cm　奥行：13.5cm　高さ：6cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
c三角ブロック（小）TB-1076-04  定価¥6,600（税別）

●直径：51cm　奥行：41cm　高さ：4cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（右記参照）
dブロックボード TB-1076-05  定価¥9,000（税別）

●幅：50・55・60・65・70cm　長さ：180・190cm　厚み：3cm
●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）

aエックスマット TB-894  定価¥32,000（税別）

●幅：20cm　奥行：30cm　高さ：1.5/9cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
bエックスピロー（三角）TB-77C-182  定価¥6,300（税別）

●幅：35.5cm　奥行：24cm　高さ：5cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
cエックスピロー（四角）TB-77C-183  定価¥5,000（税別）

●直径：35cm　奥行：22cm　高さ：11cm　●カラー：オリジナルレザー18色対応（上記参照）
dエックスピロー（半円）TB-77C-184  定価¥8,800（税別）
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治療現場で活躍するロングセラー製品

メディカル分野で活躍する
レントゲン検査等に開発された

専用マット＆ピロー

オールマイティに活躍するスタンダードピロー

写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタン採用
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単品でのご購入も
  可能です。
セット販売には

三角ブロック（大）2個が
  標準です。

かどまる5点セット
TB-77C-112  ¥13,900（税別）

aかどまるマクラ（小） TB-77C-71   ¥2,800（税別）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

bかどまるマクラ（小高） TB-77C-72   ¥2,800（税別）

cかどまるマクラ（中） TB-77C-110  ¥3,000（税別）

dかどまるマクラ TB-77C-66   ¥3,000（税別）

eかどまるマクラ（大） TB-77C-111  ¥3,800（税別）

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
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