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SEMINAS SYSTEM FURNITURE      2020
Drug safe

薬品金庫

3
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セット価格 ￥155,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロックオート付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

PSK-34PLA

セット価格 ￥140,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロック付
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-1
ピットロックオート式

ピットロック式

PSK-34PLC

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

セット価格 ￥180,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロックオート付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

内部扉 シリンダー錠付

PSK-34PLA-2

セット価格 ￥155,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロックロック付
内部 稼働棚 1枚付

内部扉 シリンダー錠付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

ピットロック式二重扉仕様

PSK-34PLC-2

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

ピットロックオート式二重扉仕様

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります

扉を閉めると自動的に施錠し、閉め忘れ
防止になります。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります

扉を閉めると自動的に施錠し、閉め忘れ
防止になります。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります
利用方法に合わせてリストバンド・IC内臓
シールでも利用できます。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります
利用方法に合わせてリストバンド・IC内臓
シールでも利用できます。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

セットｶｰﾄﾞ内容
モード設定ｶｰﾄﾞ x1枚
メンバー登録カード x1枚
メンバー削除カード x1枚
非常キー x1枚

PSK-MKS セット価格 ￥21,000

ピットロック式用カードセット

ピットロック本体以外は下記別売品を手配くだ
さい。

ピットロック本体以外は下記別売品を手配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品を手配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品を手配く
ださい。
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セット価格 ￥175,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロックコンパクト付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

PSK-34PLCRA

薬品保管庫-2
ピットロックコンパクト履歴管理式

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

セット価格 ￥200,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 ピットロックコンパクト付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

内部扉 シリンダー錠付

PSK-34PCRA-2

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります

扉を閉めると自動的に施錠し、閉め忘れ
防止になります。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

鍵の特徴
お手持ちのICｶｰﾄﾞ(felica)が鍵になります

扉を閉めると自動的に施錠し、閉め忘れ
防止になります。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単

ピットロックコンパクト履歴管理式二十扉ﾀｲﾌﾟ

セットｶｰﾄﾞ内容
モード設定ｶｰﾄﾞ x1枚
メンバー登録カード x1枚
メンバー削除カード x1枚
履歴抽出ｶｰﾄﾞx1枚
非常キー x1枚

PSK-MKS セット価格 ￥27,000

ピットロックコンパクト履歴管理式用カードセット

PSK-K

PSK-IC セット価格 ￥3,000

セット価格 ￥3,000

個人用カード(1人分)

内筒交換キー

ピットロック本体以外は下記別売品を手配く
ださい。

ピットロック本体以外は下記別売品を手配く
ださい。
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□ ピットロックコンパクト履歴管理式用カード説明

モード

(個人カード)
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セット価格 ￥116,500

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 電池式テンキー付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

PSK-34T

セット価格 ￥86,500

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-3
テンキー式

ナンバーロック式

PSK-34N

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

セット価格 ￥134,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 電池式テンキー付 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

内部扉 シリンダー錠付

PSK-34T-2

セット価格 ￥100,000

「セット外寸」 W280×D400×H415mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

内部扉 シリンダー錠付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

ナンバーロック式二重扉仕
様

PSK-34N-2

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

テンキー式二重扉仕様
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セット価格 ￥86,500

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-4

ナンバーロック式

PSK-34NS

PSK-34TS セット価格 ￥100,000

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

テンキー式小

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34S

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

セット価格 ￥75,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34薬品庫レイアウト

PSK-34TS

PSK-34S PSK-34TS-2

PSK-34NS PSK-34TS

PSK-34NS-2

PSK-34TH

PSK-34TH-2

PSK-34TS

PSK-34S-2

PSK-34TS

PSK-34TS PSK-34TS

PSK-64T
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セット価格 ￥86,500

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-5

ナンバーロック式

PSK-34NH

PSK-34TH セット価格 ￥100,000

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

テンキー式小

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34H

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付

セット価格 ￥75,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34薬品庫レイアウト

PSK-34TS

PSK-34S PSK-34TS-2

PSK-34NS PSK-34TS

PSK-34NS-2

PSK-34TH

PSK-34TH-2

PSK-34TS

PSK-34S-2

PSK-34TS PSK-34TS

PSK-64T
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セット価格 ￥99,500

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-6

ナンバーロック式二重扉仕
様

PSK-34NS-2

PSK-34TS-2 セット価格 ￥115,000

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

テンキー式小二重扉仕様

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34S-2

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付
内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

セット価格 ￥87,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式二重扉仕様

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-64T3-2 セット価格 ￥410,000

「セット外寸」 W560×D400×H520mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
扉小部 稼働棚 1枚付
扉大部 稼働棚 1枚付

内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

テンキー式 大 扉3枚付二重扉仕様
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セット価格 ￥99,500

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

仕様 手動式ナンバーロック付
内部 稼働棚 1枚付

内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

材質 本体フレーム：スチール(鍵付き)

薬品保管庫-7

ナンバーロック式二重扉仕
様

PSK-34NH-2

PSK-34TH-2 セット価格 ￥115,000

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

テンキー式小二重扉仕様

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34H-2

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
内部 稼働棚 1枚付
内部扉はｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付

セット価格 ￥87,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式二重扉仕様

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34TS

PSK-34S PSK-34TS-2

PSK-34NS PSK-34TS

PSK-34NS-2

PSK-34TH

PSK-34NH-2

PSK-34TS

PSK-34S-2

PSK-34TS PSK-34TS

PSK-64T

PSK-34薬品庫レイアウト
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セット価格 ￥370,000

「セット外寸」 W560×D400×H600mm

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
扉部 稼働棚 1枚付

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

PSK-64DT2

薬品保管庫-8

PSK-64DT3 セット価格 ￥403,000

「セット外寸」 W560×D400×H732mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
扉部 稼働棚 1枚付

テンキー式 大 引き出し付テンキー式 大 引き出し付

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-64T3 セット価格 ￥350,000

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

「セット外寸」 W560×D400×H520mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
扉小部 稼働棚 1枚付
扉大部 稼働棚 1枚付

テンキー式 大 扉3枚付

PSK-64T セット価格 ￥273,300

仕様 電池式テンキー付・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

テンキー式 大

金庫をCBTに取付る場合は専用棚板が必要です。

「セット外寸」 W560×D400×H415mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）
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PSK-TA64SS セット価格 ￥15,000

材質 スチール（塗装仕上げ）

W300金庫 1個 使用時は左右
どちらにも取付できます。
空きスペースは収納棚として使用
できます。

金庫用専用棚板

PSK-KEY

テンキーEL026B用非常解除キー

複数人員でキー管理する場合や
紛失時に

セット価格 ￥2,600

金庫用専用棚板 非常解除キー

テンキーについて

テンキーは消耗品です。病棟で使用しますと2~3年程度で、テンキーの
反応が悪くなったり、ノブ部が動かなくなったりする可能性があります。

(1) テンキーが反応しなくなる・・・・・・通電ｺﾞﾑの摩耗が疑われます。
(2) テンキーが反応しない………・・・基盤等の故障が疑われます。
(3) ノブが回らない…………………・ソレノイドの故障が疑われます。
(4) テンキーが反応しない・・・・・・・・・電池切れの可能性があります。
(5) メーカーの原因究明対応に3週間程度の日数がかかります。
(6) 病院での使用品は修理対応できませんので新品を購入することをお勧

めします。ただし保証期間中(1年間)はメーカーより新品と交換いたしま
す。

金庫扉には暗唱番号登録・閉め方開け方
の説明シールがついています。

二重扉ﾀｲﾌﾟの参考写真

ダイヤル錠ﾀｲﾌﾟ カードキーﾀｲﾌﾟ

薬品金庫テンキー式小 34CBT用

PSK-34T-34 セット価格 ￥100,000

「セット外寸」 W265×D400×H415mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）

仕様 電池式テンキー付
ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

PSK-TA34SS セット価格 ￥10,000

取付専用棚板 PSK-TA34SSが必要です。

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

「セット外寸」 W300×D400×H10mm

薬品保管庫-9
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□ 参考写真
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