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Heart  Catheter CBT

心カテ室関連

60

NEW

コストパフォーマンスに優れたシンプルシリーズ

SEMINAS MODULAR SYSTEM FURNITURE
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HC-OP187N セット価格 ￥260,000

「セット外寸」

W690×D606×H1880mm
材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

ｵｰﾌﾟﾝ収納

扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 サイドﾚｰﾙ付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板

「セット外寸」

W690×D606×H1880mm

セット価格 ￥263,000HC-OPC187N

ｶｰﾄ収納

NEW

ｵｰﾌﾟﾝ収納固定棚ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥190,000

「セット外寸」 W1048×D406×H1880mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

内部 固定棚付き

HC-OPT1810N

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 TRY-645×0個 BAS-6410×0個

BAS-6417×6個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

心カテ-1

カテーテル収納ｶｰﾄ
1マスの寸法243*188*677

28
0

496

セット価格 ￥155,000

「セット外寸」 W690×D606×H1880mm

仕様

HC-OPT187N

ｵｰﾌﾟﾝ収納固定棚ﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

内部 固定棚付き
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心カテ-2

セット価格 ￥640,000

「セット外寸」

W690×D606×H1880mm

仕様

HC-SHKT187Nsus-4

扉 ：シャッター(透明)付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

カテーテルフック 4列*5本 sus304
スライド式

シャッターを閉めた状態

シャッター式カテーテル収納

セット価格 ￥562,000

「セット外寸」

W690×D606×H1880mm

仕様

HC-KT187Nsus-4

材質 本体：低圧メラミン化粧板

カテーテルフック 4列*5本 sus304
スライド式

HC-KT187Nal-5 セット価格 ￥465,000

カテーテルフック 5列*5本 ｱﾙﾐﾚｰﾙ Sフック5個付き
スライド式

HC-SHKT187Nal-5 セット価格 ￥540,000

カテーテルフック 5列*5本 ｱﾙﾐﾚｰﾙ Sフック5個付き
スライド式

OPEN式カテーテル収納
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心カテ-3

HC-SOU6968N セット価格 ￥145,000

「セット外寸」 W690×D606×H 820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

上部収納

扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚

「セット外寸」 W1050×D606×H1880mm

セット価格 ￥170,000HC-SOU6948N

上部収納

NEW

HC-SOU6968N セット価格 ￥165,000

「セット外寸」 W690×D606×H 820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚
扉 強化ガラスt4

ｱﾙﾐハンドル付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚

扉 強化ガラス t4   ｱﾙﾐハンドル付き

「セット外寸」 W1050×D606×H1880mm

セット価格 ￥190,000HC-SOU6948N

上部収納 上部収納

HC-SOUF6968N

セット価格 ￥145,000

HC-SOUF6948N
セット価格 ￥170,000

昇降ﾌｨﾗｰ用穴付き 昇降ﾌｨﾗｰ用穴付き

HC-SOUF6968N

セット価格 ￥165,000

昇降ﾌｨﾗｰ用穴付き
昇降ﾌｨﾗｰ用穴付き

セット価格 ￥190,000

HC-SOUF6948N
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心カテ-4

セット価格 ￥110,000HC-SOUF3006N

「セット外寸」 W690×D568.8×H300mm

左用 HC-SOUF3006NL

中用 HC-SOUF3006NC
右用 HC-SOUF3006NR

室内高さ H=3000用

(単独)

連
結
の
場
合

昇降ﾌｨﾗｰ CH=3000対応

本体 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2 
昇降部 調整代 0~30mm

セット価格 ￥110,000HC-SOUF3004N

「セット外寸」 W690×D386.8×H300mm

左用 HC-SOUF3004NL

中用 HC-SOUF3004NC
右用 HC-SOUF3004NR

室内高さ H=3000用

(単独)

連
結
の
場
合

昇降ﾌｨﾗｰ CH=3000 D=406対応

本体 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2 
昇降部 調整代 0~30mm

前に出した状態

ｽﾗｲﾄﾞﾚｰﾙ4670-400

Sフック 大Sフックベース ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

カテーテルフック取付ベース
メラミン化粧板貼り t24

セット価格 ￥99,000TA-TA64KA
「セット外寸」 W600×D400×H80mm

棚板 メラミン化粧板貼りt12

取付アングル SUS

カテーテルフック付き棚板
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