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商品の紹介
中材作業台

特 徴
☆テーブル下部には60cm×40cmのモジュー
ル化されたトレイ、バスケット類を保管できる為
の充分な収納を確保できます。

☆本体にはキャスターφ100 が付いているので
、自由に移動が可能です。（ストッパー付き）

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付い
ています。

仕 様
○本体 ステンレス角パイプ □25：天板 ス
テンレスSUS304 t1.0 こぼれ止め無し

こぼれ止め付の製作もできます。

底板はありません。

使用目的
中央材料室での仕分け、組立などの
作業用テーブルとして使用できます。
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中材作業台ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ(ステンレス天板)
作業台)-1

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

セット価格 ￥627,300

「セット外寸」 W1500×D960×H850mm

仕様

材質 天板・本体フレーム：ステンレス

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×16個

WT-26ST1509

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

セット価格 ￥718,500

「セット外寸」 W1800×D960×H850mm

仕様

材質 天板・本体フレーム：ステンレス

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×16個

WT-26ST1809

作業台・64タイプ 両側別取出

WT-ST1609 セット価格 ￥277,700

「セット外寸」 W1650×D990×H850mm

材質 天板：ステンレス SUS304 #400
本体: ステンレス SUS304 HL

材質 天板：ステンレス SUS304 #400
本体: ステンレス SUS304 HL

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板下に作業台ｶｰﾄを4台
収納することができます。

WT-ST1809 セット価格 ￥303,400

「セット外寸」 W1800×D990×H850mm

作業台・ｶｰﾄ収納ﾀｲﾌﾟ

作業台・64タイプ 両側別取出

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板下に作業台ｶｰﾄを4台
収納することができます。

別注対応 ご相談

別注対応 ご相談

作業台・ｶｰﾄ収納ﾀｲﾌﾟ

ウレタン巻車

ウレタン巻車

ｺﾞﾑ車黒

ｺﾞﾑ車黒

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

価格改定 価格改定

価格改定
価格改定

ABSサイドﾚｰﾙ

ABSサイドﾚｰﾙ
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中材作業台ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ(ステンレス天板作業台)-2

WT-STMC1609 セット価格 ￥1,054,800

「セット外寸」 W1650×D990×H850mm

材質 天板：ステンレス SUS304 #400
本体: ステンレス SUS304 HL

材質 天板：ステンレス SUS304 #400
本体: ステンレス SUS304 HL
キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付き
天板下に作業台ｶｰﾄを4台
収納しています。天板はフラットです。

WT-STMC1809 セット価格 ￥1,080,500

「セット外寸」 W1800×D990×H850mm

作業台・ｶｰﾄ収納ﾀｲﾌﾟ

作業台収納ｶｰﾄ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板下に作業台ｶｰﾄを4台
収納しています。天板はフ
ラットです。

MC-ST6407 セット価格 ￥194,200

「セット外寸」 W670×D466×H750mm

材質 天板：ステンレス SUS304 #400
本体: ステンレス SUS304 HL

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
樹脂ﾚｰﾙ4段
作業台の天板下に4台
収納することができます。
天板は毀れ止め仕様

セット内容 BAS-6410×3個 BAS-6417 x1個

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

作業台・ｶｰﾄ収納ﾀｲﾌﾟ

ウレタン巻車

ウレタン巻車ウレタン巻車

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×12個 BAS-6417 x4個

セット内容 BAS-6410×12個 BAS-6417 x4個

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・スチールｶｰﾄ・滅菌器
材ｶｰﾄの樹脂ﾚｰﾙはCGと違うﾀ

ｲﾌﾟの物を取付ける場合があり
ます。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

天板はフラットです。毀れ止め仕様の場
合は別途お問い合わせください。

価格改定

価格改定価格改定

仕様

仕様

仕様
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滅菌パック作業台(Sterilization pack workbench)

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 
上台:SPHC STKM 塗装仕上げ

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

WT-24T1207SP-SPW

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

上棚には、ロール状の滅菌パックを
セットしてカッティング デバイスでカット
するとこができます。
最上段と本体の底板部に在庫の滅菌
パックロールを保管することができます。

シールパック器は付属しておりません。

付属のカッターはダーレ 552型

廃番等でメーカーおよび品番を変更すること
があります。

仕様

セット価格 ￥627,000

セット内容 TRY-645×8個

「セット外寸」 W1200×D700×H930/864mm
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