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商品の特徴
作業台キャビネット・下部ドックﾀｲﾌﾟ

薬品保管庫
PSK-34T

トレイ TRY-
645

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6410

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

点滴フック(6個付)
耐荷重10kg

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

アンプルケース

別売品の仕切
板は５枚まで取
付可能

アンプルケース収納部
本体 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2
ｼｬｯﾀｰ付 鍵付属
アンプルケース ２４個付
作業天板は高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

商品バリエーションはP47より参照

自在棚板

ドック部

内部にｶｰﾄを収納
できます。

上部収納庫

アンプルケース

の薬品管理用カ
ードスペース
(カードは付属品)

アンプルケース
OPｸﾛｰｽﾞｹｰｽSS12段
用名札用紙付
CAS-15

MC-S6408

上部ユニット無

☆上部ユニットの扉は横にCBTを置く場合は埋
め込み取っ手になります。
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商品の特徴
作業台キャビネット・下部ラテラルﾀｲﾌﾟ

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6410収納3段

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417収納

点滴フック(6個付)
耐荷重10kg

アンプルケース

別売品の仕切板は

５枚まで取付可能

アンプルケース収納部
本体 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2
ｼｬｯﾀｰ付 鍵付属
アンプルケース ２４個付
作業天板は高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

引出部 鍵付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様
のｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ付

一番下の引出しは輸液を収納する
のに便利な深型です。

商品バリエーションはP47より参照

自在棚板

引出部

内部にバスケット
を収納できます。

上部収納庫

アンプルケース

の薬品管理用カードス
ペース

(カードは付属品)

アンプルケース
OPｸﾛｰｽﾞｹｰｽSS12段用名
札用紙付
CAS-15

☆上部ユニットの扉は横にCBTを置く場合は埋
め込み取手になります。

アンプルケースSS用 標準品はス
モーク色のみ

アンプルケース
ワイドS用 別
製対応品

アンプルケースS用 別製対応品

(注) アンプルケースの寸法を変更すると
CBTに取付ける数量が変わります。

口板 ポストフォーム仕様
別製対応品

引出ﾕﾆｯﾄ06
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作業台キャビネット
作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

作業台CBT下部ﾗﾃﾗﾙﾀｲﾌﾟ 上部ﾕﾆｯﾄ付

材質 本体：メラミン化粧板、 口板 アルミフ
レーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

材質 本体：メラミン化粧板、 扉,口板 アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

ラテラル部はアルミトレー枠仕様、鍵付

内部に64トレー、バスケットを収納できます。

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×2個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

CBWT-12-MC
1200*531.5*1778
定価 ￥563,600

CBWT-13D
1335*572.4*1778
定価 ￥963,600

CBWT-13UD
1335*572.4*2350
定価 ￥1,182,900

CBWT-12U-MC
1200*531.5*2350
定価 ￥793,100

CGはCBWT-12Uです

CGはCBWT-12です

☆上部ユニットの扉は横にCBTを置く場合は埋め込み
取っ手になります。

CGはCBWT-13UDです

口板 アルミ枠仕様

CGはCBWT-13Dです

価格改定

価格改定

価格改定

材質 本体：メラミン化粧板、 口板 アルミフ
レーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

☆上部ユニットの扉は横にCBTを置く場合は埋め込み
取っ手になります。

材質 本体：メラミン化粧板、 扉,口板 アルミ
フレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

ラテラル部はアルミトレー枠仕様、鍵付
内部に64トレー、バスケットを収納できます。

作業台CBT下部ﾗﾃﾗﾙﾀｲﾌﾟ

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 上部ﾕﾆｯﾄ付

価格改定

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台
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作業台キャビネット用ｶｰﾄ

MC-S6408 セット価格 ￥175,800

「セット外寸」 W737.5×D457×H850mm

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×4個 TRY-645×1個

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ2か所

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

エラストマー車ｸﾞﾚｰ

TRY-645 W538×D338×H 52mm

CBWT-09U-MC
900*531.5*2350
定価 ￥627,700

CBWT-09-MC
900*531.5*1778
定価 ￥503,300

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=900ﾀｲﾌﾟ

CBWT-15-MC
1500*531.5*1778
定価 ￥616,600

CBWT-15U-MC
1500*531.5*2350
定価 ￥931,500

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=1500ﾀｲﾌﾟ

価格改定 価格改定

価格改定
価格改定

材質 本体：メラミン化粧板、
口板 アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷
重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッ
ター、鍵付

材質 本体：メラミン化粧板、
口板 アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷
重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッ
ター、鍵付

材質 本体：メラミン化粧板、
口板 アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷
重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッ
ター、鍵付

材質 本体：メラミン化粧板、
口板 アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷
重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッ
ター、鍵付

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台 作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台

価格にｶｰﾄの値段も含まれて
おります。

価格にｶｰﾄの値段も含まれて
おります。

価格にｶｰﾄの値段も含まれて
おります。 価格にｶｰﾄの値段も含まれて

おります。
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CBWT-09U-SGDU-SHDU
2228*620*2350
セット定価
￥1,918,800

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=900ﾀｲﾌﾟ ﾚｲｱｳﾄ例

CBWT-15U-SGDU-SHDU
2828*620*2350
セット定価
￥2,222,600

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=1500ﾀｲﾌﾟ ﾚｲｱｳﾄ例

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=1200ﾀｲﾌﾟ ﾚｲｱｳﾄ例

CBWT-12U-SGDU-SHDU
2528*620*2350
セット定価
￥1,854,700

☆上部ユニットの扉は横に
CBTを置く場合は埋め込み
取っ手になります。

☆上部ユニットの扉は横にCBT
を置く場合は埋め込み取っ手に
なります。

☆上部ユニットの扉は横にCBT
を置く場合は埋め込み取っ手に
なります。

CBWT-13UD-SGDU-
SHDU
2663*620*2350
セット定価
￥2,474,000

☆上部ユニットの扉は横にCBT
を置く場合は埋め込み取っ手に
なります。

作業台CBT下部ﾗﾃﾗﾙﾀｲﾌﾟ ﾚｲｱｳﾄ例

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付

106



Copyright ©                              All Rights Reserved.

Copyright ©                              All Rights Reserved.107

下部ｶｰﾄ無し 展開品番図表

CBWT-13UD
1335*572.4*2350
定価 ￥1,182,900

CBWT-15U
1500*531.5*2350
定価 ￥755,700

CBWT-12U
1200*531.5*2350
定価 ￥617,300

CBWT-09U
900*531.5*2350
定価 ￥451,900

CBWT-09
900*531.5*1778
定価 ￥327,500

CBWT-12
1200*531.5*1778
定価 ￥387,800

CBWT-15
1500*531.5*1778
定価 ￥440,800

CBWT-13D
1335*572.4*1778
定価 ￥963,600

材質 本体：メラミン化粧板、 扉,口板
アルミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

ラテラル部はアルミトレー枠仕様、鍵付
内部に64トレー、バスケットを収納できます。

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×6個

BAS-6417×2個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

材質 本体：メラミン化粧板、 口板 アル
ミフレーム仕様
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重5kgf
アンプルケース 24個付
アンプルケース部はシャッター、鍵付

ラテラル部はアルミトレー枠仕様、鍵付
内部に64トレー、バスケットを収納できます。

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×2個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット内容 BAS-6410×6個

作業台CBTバリエーション

☆上部ユニットの扉は横にCBTを置く場合は埋め込み
取っ手になります。

価格改定 価格改定 価格改定 価格改定

価格改定価格改定 価格改定 価格改定

下部カート無し上部収納付き 展開品番図表
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アンプルﾕﾆｯﾄ
424.6*399/531.5*877
定価 ￥191,900

ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆｯﾄ09
910*399/531.5*877
定価 ￥137,400

ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆｯﾄ07
775*399/531.5*877
定価 ￥123,300

ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆｯﾄ06
688*399/531.5*877
定価 ￥104,500

ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆｯﾄ04
475*399/531.5*877
定価 ￥80,100

作業台キャビネット 展開品番図表

カウンターﾕﾆｯﾄ09
900*530*901
定価 ￥55,500

カウンターﾕﾆｯﾄ12
1200*530*901
定価
￥72,600

カウンターﾕﾆｯﾄ13
1338*530*901
定価 ￥75,500

カウンターﾕﾆｯﾄ15
1500*530*901
定価 ￥81,700

ｵｰﾌﾟﾝﾕﾆｯﾄ03
387*399/530*901
定価 ￥62,700

上部ﾕﾆｯﾄ06
598.2*448*572
定価 ￥114,700

上部ﾕﾆｯﾄ09
900*448*572
定価 ￥124,400

引出ﾕﾆｯﾄ06
666*572.4*901
定価 ￥313,500

上部ﾕﾆｯﾄ03(04)
294(431)*448*572
03定価 ￥85,500
04定価 ¥ 95,000

上部ﾕﾆｯﾄ12
1196.6*448*572
定価 ￥229,500

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

アンプルケース
OPｸﾛｰｽﾞｹｰｽSS12段用名札
用紙付
OP-SS定価 ￥731

価格改定
価格改定 価格改定

価格改定価格改定

価格改定価格改定 価格改定価格改定 価格改定価格改定

価格改定価格改定価格改定
価格改定
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