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SEMINAS 総合ｶﾀﾛｸﾞ
Vol.2022-Ⅰ
SEMINAS BASIC  SYSTEM

「SEMINAS ｜セミナス 」はSPD(院内物
流管理)におけるハードウェア製品の

シリーズとして、主力製品のキャビネ
ット・搬送カートをはじめ、様々な医療
・介護現場のニーズに対応するオリ
ジナル製品を取り揃え、大手メーカー
様へのOEM供給等を通じ、約20年に

渡る全国各地の大学病院・医療セン
ター・クリニック様などへ多数の納入
実績を誇る信頼の国産ブランドです。
国際標準規格(ISO3394規格)に対応

した収納トレーを基準に構成されたト
レーシステム製品は、構造部にオリ
ジナルアルミパーツを採用し、優れた
強度・耐久性を実現しています。
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セミナスの特徴

オリジナルパーツ開発

弊社製品は多数の自社開発
オリジナルパーツを使用し、
製品の利便性・独自性を高め
ています。

別製オーダー

既製品のカスタマイズの他、
ドクターのご要望に応じてゼロ
から創り上げる完全別製オー
ダー品のご提案も行っており
ます。

設計～納品・施工

現場の平面図を基に最適な
スタッフ動線に合わせた製品
のご提案、
設計から納品・現地施工まで
を一括で承っております。



製作工場

京都
府

寝屋川市

大阪市

八尾市

アルミ加工

滋賀県

アルミ材料

茨木市・交野市
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安心の日本製
製品は全て日本国内の自社及び協力工場で生産しています。

福岡県



～効率的な物流管理のご提案～

病棟スタッフステーション

病棟スタッフステーション向け商品

材料キャビネット

薬品キャビネット

作業台 与薬ｶｰﾄ

救急カート 注射薬ｶｰﾄ

プランニングのポイント
平面図を基にスタッフの動線を考えてレイ
アウトプランをご提案します。

ナースカート
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作業台



～効率的な物流管理のご提案～

中央材料室

中央材料室向け商品

材料キャビネット 材料キャビネット パススルーキャビネット

作業台(SUS天板)滅菌器材ｶｰﾄ材料搬送ｶｰﾄ

プランニングのポイント
平面図を基にスタッフの動線を考えてレイ
アウトプランをご提案します。

物流中心の中央材料室では物流の動き
に配慮からISO規格に準じたトレー、バス
ケットを用いたシステムの構築をご提案
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～効率的な物流管理のご提案～

手術室

手術室向け商品

材料キャビネット オープン棚 材料キャビネット(アルミ)

材料搬送ｶｰﾄ 麻酔ｶｰﾄ

プランニングのポイント
平面図を基にスタッフの動線を考えてレイ
アウトプランをご提案します。

日々大量の物品を使用する手術部門では
物流の動きに応じたシステムの構築をご
提案

救急カート
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2 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ BASIC  SERIES  

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ SIMPLE SERIES1

INDEX

1-1

商品の紹介・・・・・・・・・・・・・・
中間ﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・・・・・・・・
下部ﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・・・・・・・・
高さ1200のｷｬﾋﾞﾈｯト ・・・・・・
高さ1690のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・・・・
高さ2290のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・・・・
薬剤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・・・・・・・・・・
オプション部品・・・・・・・・・・・

P14
P24
P27
P30
P34
P38
P44
P48

64ﾄﾚｰｼｽﾃﾑ対応商品

1-2
商品の紹介・・・・・・・・・・・・・・
上部収納ユニット ・・・・・・・・
昇降ﾌｨﾗｰ ・・・・・・・・・・・・・・
中間ﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・・・・・・・・
下部ﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・・・・・・・・
高さ1200のｷｬﾋﾞﾈｯト ・・・・・・
高さ1690のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・・・・
高さ2290のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・・・・

P56
P59
P60
P61
P63
P66
P67
P69

一般収納タイプ

1-4
P78
P79
P80
P83
P84
P88

壁面作業ﾕﾆｯﾄ

商品の紹介・・・・・・・・・・・・・・
ｶｳﾝﾀｰﾕﾆｯﾄ等 ・・・・・・・・・・
64ﾄﾚｰｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・
引出ユニット ・・・・・ ・・・・・
一般収納ﾕﾆｯﾄ ・・・・・・・・・・
34ﾄﾚｰｼｽﾃﾑﾕﾆｯﾄ・・ ・・・・・・

1-5
P94
P95

吊り棚・流し台

吊り棚 ・・・・・・・・・・・・・・
流し台 ・・・・・・・・・・・・・・

1-6 P98
P99
P100
P101

新カテ室関連

収納ユニット・・・・・・・・・・・
ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ ・・・・
上部収納ﾕﾆｯﾄ ・・・ ・・・・・
ｶﾃｰﾃﾙフック ・・・・・・・ ・・

2-1

P141
P142
P143
P144
P151
P152
P154

P155

46ﾀｲﾌﾟ高さ1778のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
46タイプの上部収納 ・・・・
46ﾀｲﾌﾟ高さ2350のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
64ﾄﾚｰ用オプション品 ・・・
34ﾄﾚｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ高さ2350
34ﾄﾚｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ高さ1778
34ﾄﾚｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用昇降

ﾌｨﾗｰ・上部収納
34ﾄﾚｰ用ｵﾌﾟｼｮﾝ品 ・・・・・・

1-7 P104
P105
P106

ファイル・帳票収納

収納ユニット・・・・・・・・・・・・
収納ユニット下置きﾀｲﾌﾟ・・
レイアウトプラン ・・・・・・・

2-1

P108
P112
P119
P121
P126
P130
P134
P135
P140

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ BASIC SERIES

商品の紹介・・・・・・・・・・

商品の特徴 ・・・・・・・・・
高さ1200のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・・ ・
高さ1778のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・・・
高さ2100のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・・・・
高さ2350のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・・・・
上部収納・昇降ﾌｨﾗｰ・・・
薬剤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・・・・・・・・・
46ﾀｲﾌﾟ高さ2100のｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

2-2

作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ BASIC SERIES

商品の特徴・・・・・・・・・・・
ｶｰﾄ無しタイプ ・・・・・
ｶｰﾄ付きタイプ ・・・・・・
作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄｶｰﾄ ・・・
レイアウト例 ・・・・・・・ ・・
ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ・品番展開・・・

P158
P160
P162
P163
P164
P165

2-3

ｱﾙﾐ ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

P168
P169
P170
P171
P172

3 薬品保管庫

P174
P175
P178

P185

商品の紹介 ・・・・・・・・・
ﾋﾟｯﾄロック式薬品保管庫
薬品保管庫 ﾃﾝｷｰ式

その他
ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾝｷｰ付薬品庫

3

商品の紹介・・・・・・・・・・・
64ｼｬｯﾀｰ付き ・・・・・・・・
46ｼｬｯﾀｰ付き ・・・・・・・・
64ｵｰﾌﾟﾝタイプ ・・・・・・・
46ｵｰﾌﾟﾝタイプ ・・・・・・・

オプション部品 ・・・・・・・・
天板 ・・・・・・・・・・・・・・

P89
P91

1-3
作業台キャビネットSIMPLE SERIES

1-3 カート無しタイプ・・・・・・・・・
カート付きタイプ・・・・・・・・

P72
P74

P13

P55

P71

P93

P97

P77

P103

P13

P107

P107

P157

P167

P173
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7 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ

8 搬送・運搬ｶｰﾄ

12 ｱﾙﾐ搬送運搬ｶｰﾄ

13 ｱﾙﾐ注射薬ｶｰﾄ

11 ｱﾙﾐ救急ｶｰﾄ

10 ﾅｰｼﾝｸﾞｶｰﾄ

回診・処置・運搬

搬送・運搬・包帯交換・麻酔

9 麻酔ｶｰﾄ

4 ステンレス収納

5 ｵｰﾌﾟﾝﾗｯｸ

6 ｱﾙﾐ処置・多目的ｶｰﾄ

INDEX

P188
P194

4

ステンレス収納庫

ステンレス収納庫・・・・・・
ｽﾃﾝﾚｽ滅菌材料CBT・・・・

商品の紹介・・・・・・・ ・・
ﾊﾟｽｽﾙｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ連結
ﾊﾟｽスルー単独タイプ
パスボックス ・・・・・・・

パススルーｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

P195
P196
P197
P199

5
商品の紹介・・・・・・・
64ﾀｲﾌﾟ ・・・・・・・・・・
46タイプ ・・・・・・・・・

P202
P203
P204

P208
P211

ｱﾙﾐ処置ｶｰﾄ・・・・・・・・
オプション・・・・・・・・・・・6

7
商品の紹介 ・・・・・・・・
基本スペック ・・・・・・・
アルミマルチカート2段
アルミマルチカート3段

P214
P216
P220
P224

7
P231

P236
P243
P244

P245
P247

アルミマルチカート3段
取っ手無し

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄIV付き
ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34ﾀｲﾌﾟ2段
ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34ﾀｲﾌﾟ2段

取っ手無し
ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34ﾀｲﾌﾟ3段
ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34ﾀｲﾌﾟ3段

取っ手無し

商品の紹介・・・・・・・ ・・
材料搬送ｶｰﾄ ・・・・・・・
多目的ｶｰﾄ ・・・・・・・・・
包帯交換ｶｰﾄ ・・・・・・・

P250
P251
P253
P254

8

P256
P257
P259

9
商品の特徴 ・・・・・・・・・
麻酔カートSUSタイプ・・・
ｱﾙﾐｶｰﾄタイプ

10

P272
P274
P275

P262
P263
P264
P266

椅子付きナースｶｰﾄ・ ・・
ナースカート ・・・・・・・・
使用例 ・・・・・・・・・・・・
ナースピット ・・・・・・・・

商品の特徴・・・・・・・ ・・
救急ｶｰﾄ ・・・・・・・・・
オプション ・・・・・・・・・

11

P278
P280
P280
P280
P283
P285
P286

ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ・商品の紹介
64搬送ｶｰﾄｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付
64搬送ｶｰﾄｶﾃｰﾃﾙﾌｯｸ付
64搬送ｶｰﾄ ｼｬｯﾀｰ付
64搬送ｶｰﾄ2列ｼｬｯﾀｰ付き
46搬送ｶｰﾄ2列ｼｬｯﾀｰ付き
64搬送ｶｰﾄ ｵｰﾌﾟﾝタイプ

12

P292
P295
P297
P298

ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ・商品の紹介
注射薬ｶｰﾄ ｼｬｯﾀｰ付
注射薬ｶｰﾄ ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
オプション ・・・・・・・

13

14 ｱﾙﾐ与薬ｶｰﾄ

ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ・商品の紹介
与薬ｶｰﾄ ・・・・・・・・・・・
オプション ・・・・・・・・・

14

P300
P307
P309

P271

P277

P291

P187

P188

P249

P195

P201

P255

P261

P207

P299
P213
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15 病棟作業台

18 点滴スタンド

19 アクセサリー

17 滅菌器材ｶｰﾄ

16 中材作業台

INDEX

64ﾄﾚｰ・バスケット・・・・
64バスケット仕切り板
64トレイインサート ・・・・・・
34トレー・バスケット ・・
34バスケット仕切り板・・
34ﾄﾚｰｲﾝｻｰﾄ ・・・・・・・
デバイダーセット・・・・・・・・
棚板バリエーション・・・・
救急ｶｰﾄオプション ・・・・・
カンシ収納フック等 ・・・・
34ﾄﾚｲアダプター ・・・・・・
ｶﾃｰﾃﾙフック ・・・・・・・・・・
ｶｰﾄ用オプション ・・・・・・・
作業台オプション ・・・・・・
施工用部材 ・・・・・・・・・・・

P394
P395
P396
P397
P397
P398
P399
P400
P401
P402
P403
P403
P404
P405
P406

バリエーション・・・・・・・ ・・

商品の紹介 ・・・・・・・・・・・
奥行き500ﾀｲﾌﾟ ・・・・・・・・・
奥行き650ﾀｲﾌﾟ ・・・・・・・・
奥行き700ﾀｲﾌﾟ ・・・・・・・・
奥行き944ﾀｲﾌﾟ ・・・・・・・・
下段引出タイプ ・・・・・・・
オプション ・・・・・・・・・・・・
ﾏｼﾞｯｸ扉タイプ ・・・・・・・・・

P314

P316
P327
P328
P334
P337
P338
P342
P357

15-1

ｽﾁｰﾙ作業台

15-2

ｱﾙﾐ作業台

商品の紹介・・・・・・・ ・・・・・
IV付き作業台 ・・・・・・・・・
IV無し作業台 ・・・・・・・・・

P359
P360
P362

15-3
ステンレス作業台

P365
P366

商品の紹介・・・・・・・ ・・
作業台 ・・・・・・・・・・・・

商品の紹介・・・・・・・ ・・・・・
中材作業台 ・・・・・・・・・・・
滅菌パック作業台・・・・・・・

P372
P373
P375

16

17
滅菌器材ｶｰﾄ ・・・・・・・ P378

18

19

点滴スタンド・・・・・・・ ・・
紹介・説明・・・・・・・・・・・

P382
P383

21 スチール保管庫

P414
P416
P418
P419
P420
P421

商品の紹介
A4サイズ耐用保管庫
保管庫
更衣ロッカー
クリーンロッカー
シューズボックス

21-1
21-2

21-3
21-4
21-5

(コンテナワゴン)

P313 P377

P316

P381

P393
P359

P365

P371

P413

P4072020

メンテナンス部品 P408

後書き P433

メンテナンス部品
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SYSTEM FURNITURE      

Cabinet    Simple   Series (Side rails Type)

材料ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・薬剤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 13

21-1

64ﾄﾚｰｼｽﾃﾑ対応商品



商品の紹介

特 徴
☆本体には60cm×40cmのモジュール化されたトレイ・バスケット類
を収納する事ができます。

☆扉付は、保管物の確認ができるように透明強化硝子仕様と硝子
無仕様、鍵付きで施錠ができます。

☆シャッター付は補完物の確認ができるように透明シャッターと白
色の二種類になっており鍵付で施錠ができます。

☆600*400の国際規格トレーシステムである(海外)スキャン方式と(
国内)サカセ方式の両方に対応できる「サイドウォール」を標準装備
しています。

本体はさまざまなバリエーションからお選びいただけます。

本体正面木口、扉木口、口板木口はローカンｱﾙﾐ色になっており
ます。

◎島置を希望される場合は床固定をお願いします。

底板取り外し式の別製でご依頼ください。

使用 場所

病棟・外来・救急・透析・内視鏡・採血室・放射線・
検査・ICU・NICU・手術室・中央材料室

14

Simple   Series 共通の特徴

ｼｬｯﾀｰの鍵について
鍵番号 ランダム １５０種
マスターキー対応

扉、引出の鍵について
鍵番号 ランダム １00種
マスターキー対応

扉、引出部とｼｬｯﾀｰ部の鍵

を同番にすることはできませ
ん。
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商品の紹介
CB-WGD169N

耐震ラッチマグネットCT

硝子押さえｺｰﾅｰｱｸｼﾏｰﾄﾋﾝｼﾞ

( ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽﾗﾃﾗﾙCBT )

ﾗﾃﾗﾙ収納部
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商品の紹介
CB-SHD169N ( ｼｬｯﾀｰﾗﾃﾗﾙCBT )

鍵部

バランサー取付部

ﾗﾃﾗﾙ収納部
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商品の紹介
CB-SH169N ( ｼｬｯﾀｰCBT )

鍵部バランサー取付部



商品の特徴
Simple   Series 共通

独自開発のサイドﾚｰﾙ
PC/ABS樹脂 硝子繊維入り
ﾄﾚｰ1段に付き10kgf

破損しにくい(耐久性の高い)独自開発
のアングルヒンジ(海外製) 270°開き
本体 ZDC   耐荷重 4kgf 

ｱｼﾞｬｽﾀｰベース SECC t2.3
前後 四か所に取り付け
ｱｼﾞｬｽﾀｰはM10*75 レベル調整の
ために上部が六角になっている。
耐荷重150kgf

扉には磁力が強いﾏｸﾞﾈｯﾄが取り付
けてあります。
吸着力3.8kgf

鍵はキャビネット毎に別番号になっております。
キーは2個 付属しております。 鍵のｼﾘﾝﾀﾞｰ
を交換することにより病棟毎に同番、マスター
キー仕様にすることが出来ます。
鍵が故障したときにはチェンジキーでｼﾘﾝﾀﾞｰ
部を交換することができます。 キーを紛失し
たときはセキュリティー上の問題でｼﾘﾝﾀﾞｰを交
換することにより鍵番号を変更することが出来
ます。

本体正面木口、扉はアルミ
色のローカンテックスt2mm貼
りでｾﾞｻﾞｲﾝ性に優れています。

独自開発のアルミ取手
縦方向に長い大型の取手
楽に指を差し込める空間を確保

本体の意匠に合わせたアルミ取
手

P=180  P=135を使用しておりま
す。
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H=1000mm以上の扉には

耐震ラッチが取り付けてあり
ますので地震時に内部の収
納物の落下を防ぐことができ
ます。
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商品の特徴
サイドﾚｰﾙの特徴

ﾄﾚｰ飛び出し防止用
ストッパー

片面使いの場合にﾄﾚ
ｰの飛び出し防止用
ストッパーです。
(オプション品)

棚板等の抜け止め

抜け止めを取り付けることによって
棚板の固定ができます。
■部に(-)ドライバーを入れて力を

掛けたら抜け止めを外すことができ
ます。
薬品庫の取付用棚板の固定に使用
します。

■部



商品の紹介
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Simple   Series と Basic Series の商品比較

Simple Series Basic  Series

定価 安い 高い

バリエーション 68品番107品番

ﾚｰﾙ サイドﾚｰﾙ サイドウォール

低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2+ｱﾙﾐ

64 64,46,34

有 無

既製品 独自開発品

本体

ﾄﾚｰの収納方向

耐震ラッチ

アングルﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰﾍﾞｰｽ 既製品 独自開発品

扉 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19.2 ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ｱﾙﾐ押し出し材(独自開発品)

提案方法 収納庫・窓下作業台・流し・吊り棚
等のバリエーションがあるので部
屋としての提案が可能

医療器材の収納庫として

硝子押さえ 樹脂独自開発品+既成品 ｱﾙﾐ独自開発品

(独自開発品)(独自開発品)

(独自開発品)
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商品の紹介
上下分割ﾀｲﾌﾟのバリエーション

CH870

CH1690

CH2290

CH2500

下
部
ユ
ニ
ッ
ト

中
間
ユ
ニ
ッ
ト

ﾌｨﾗｰ

上部ﾕﾆｯﾄ

一般収納ﾀｲﾌﾟﾄﾚｰｼｽﾃﾑ収納ﾀｲﾌﾟ

上記ﾕﾆｯﾄを組み合わせることによりユーザー様の希望に合った商品を提供
することができます。詳しくは各商品ページ参照

シッャターﾕﾆｯﾄ
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商品の紹介
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)のバリエーション

H1200

H1690

H2290

(注)H1800,H2100の一体のｷｬﾋﾞﾈｯﾄについては強度の問
題で対応しておりません。
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商品の紹介
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)のバリエーション

H1200

H1690

H2290

(注)H1800,H2100の一体のｷｬﾋﾞﾈｯﾄについては強度の問
題で対応しておりません。



「セット外寸」 W647.4×D527×H820mm

キャビネット-1 64中間ユニット H=820

CB-OPU082N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥155,200

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

CB-SGU082N セット価格 ￥251,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGU082N セット価格 ￥285,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

CB-SGU082N2 セット価格 ￥285,600

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-WGU082N2 セット価格 ￥324,100

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGU082N・L セット価格 ￥251,800

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

CB-SGU082N2・L セット価格 ￥285,600

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色



キャビネット-2 64中間ユニット H=820

CB-SCU082N セット価格 ￥239,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-WCU082N セット価格 ￥257,400

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ (ガラス無し扉)

１枚扉キャビネット・64タイプ (ガラス無し扉)
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCU082N・L セット価格 ￥240,000

１枚扉キャビネット・64タイプ (ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

耐震ラッチ付

扉を開けた
状態

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×0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 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

参考レイアウト

CB-SH169N-W CB-SH169N-WAP CB-SH169N-W



CB-SHU082N セット価格 ￥280,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H820mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

シャッター以外のユニットとは
セットできません。

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

シャッターを閉めた状態

セット価格 ￥250,000

「セット外寸」

W647.4×D547/559×H820mm

仕様

耐震ラッチ付

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：シャッター(透明)、 鍵付

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ20個付き

アンプルケースユニット

CB-SHA083N

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

21
6

キャビネット-3 64中間ユニット H=820
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CB-SGB087N

CB-SGU082N

参考レイアウト

セット価格 ￥250,000CB-SHA083N-W

シャッタ－白色



「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

キャビネット-4 64下部ユニット H=870

CB-OPB087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥205,900

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

セット価格 ￥260,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGB087N セット価格 ￥290,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SGB087N セット価格 ￥260,100

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 左ﾋﾝｼﾞ

セット価格 ￥313,300CB-WGB087N-2

CB-SGB087N2 セット価格 ￥267,200
CB-SGB087N2・L セット価格 ￥267,200

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGB087N・L

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、強化ガラス 鍵付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



キャビネット-5 64下部ユニット H=870

CB-SCB087N セット価格 ￥210,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付 「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCB087N・L セット価格 ￥210,300

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

セット価格 ￥231,500CB-SCB087N2

CB-SCB087N2・L セット価格 ￥231,500

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

セット価格 ￥226,500

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

セット価格 ￥252,200CB-WCB087N2
扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

参考レイアウト

CB-WCB087N

CB-WG087N CB-SH087NCB-OP087N



CB-SHB087N セット価格 ￥300,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H870mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

シャッター以外のユニットとは
セットできません。

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

シャッターキャビネット・64タイプ

CB-DBT387N セット価格 ￥300,400

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-6410×1個

BAS-6417×2個

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

引出キャビネット・64(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-DBT387N2 セット価格 ￥329,900

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

引出を開けた状態ﾄﾚｰｾｯﾄ例 (標準)

上段は
TRY645,BAS6410の取
付が可能

2・3段はTRY-
645,BAS6410,BAS6417
の取付が可能
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キャビネット-6 64下部ユニット H=870

参考レイアウト

CB-DBT387N

CB-OPU082N



「セット外寸」 W647.4×D527×H1200mm

キャビネット-7 64 H=1200

CB-OP120N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥195,600

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

CB-SG120N セット価格 ￥280,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WG120N セット価格 ￥314,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SG120N・L セット価格 ￥280,100

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き



「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

キャビネット-8 64 H=1200 下部引出ﾄﾚｰ付き

CB-OPD120N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥255,400

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

CB-SGD120N セット価格 ￥330,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGD120N セット価格 ￥373,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

「セット外寸」 W663.5×D595×H1200mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

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。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

CB-SGD120N・L セット価格 ￥330,600

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

耐震ラッチ付



キャビネット-9 64 H=1200 下部引出ﾄﾚｰ付き

CB-SCD120N セット価格 ￥280,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付 樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SC120N セット価格 ￥220,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SC120N・L セット価格 ￥220,000

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

CB-SCD120N・L セット価格 ￥280,600

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ



CB-SH120N セット価格 ￥350,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H1200mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。
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CB-WCD120N セット価格 ￥300,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

両開き扉キャビネット硝子無し・64タイプ

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-WC120N セット価格 ￥250,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

両開き扉キャビネット硝子無し・64タイプ

CB-SHD120N セット価格 ￥389,200

「セット外寸」 W663.5×D595×H1200mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

シャッターを閉めた状態

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

キャビネット-10 64 H=1200 



「セット外寸」 W647.4×D527×H1690mm

キャビネット-11 64 H=1690

CB-OP169N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥235,200

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

CB-SG169N セット価格 ￥332,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WG169N セット価格 ￥374,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SG169N2 セット価格 ￥383,000

CB-WG169N2 セット価格 ￥442,200

CB-SG169N・L セット価格 ￥332,600

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SG169N2・L セット価格 ￥383,000

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色



CB-SH169N セット価格 ￥407,400

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ
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樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

シャッターを閉めた状態

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

CB-SHD169N セット価格 ￥462,300

「セット外寸」 W663.5×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SHD169N2 セット価格 ￥478,500
シャッターを閉めた状態

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

シャッターキャビネット・64タイプ

キャビネット-12 64 H=1690 

CB-WC169N セット価格 ￥344,500

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

両開き扉キャビネット・64タイプ(硝子無扉)

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

CB-WCD169 セット価格 ￥361,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

両開き扉キャビネット・64タイプ(硝子無扉引出付)

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態



「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

キャビネット-13 64 H=1690 下部引出ﾄﾚｰ付き

CB-OPD169N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥297,700

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

CB-SGD169N セット価格 ￥389,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGD169N セット価格 ￥426,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGD169N2 セット価格 ￥437,200

CB-OPD169N2 セット価格 ￥310,000

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGD169N・L セット価格 ￥389,000

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGD169N2-L セット価格 ￥437,200

CB-WGD169N2 セット価格 ￥473,100



キャビネット-14 64 H=1690

CB-SC169N セット価格 ￥315,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

１枚扉キャビネット・64タイプ(硝子無扉)
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耐震ラッチ付
耐震ラッチ付

CB-SCD169N セット価格 ￥368,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4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。

１枚扉キャビネット・64タイプ(硝子無扉引出付)

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた状
態

CB-SCD169N・L セット価格 ￥368,600

１枚扉キャビネット・64タイプ硝子無扉 左ﾋﾝｼﾞ

CB-SC169N・L セット価格 ￥315,200

１枚扉キャビネット・64タイプ(硝子無扉引出付) 左ﾋﾝｼﾞ



「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

キャビネット-11 64 H=2290

CB-OP229N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥370,200

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

CB-SG229N セット価格 ￥467,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WG229N セット価格 ￥509,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

上部収納庫付

上部収納庫付

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SG229N・L セット価格 ￥467,600

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き



「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

キャビネット-12 64 H=2290 下部引出ﾄﾚｰ付き

CB-OPD229N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥432,700

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

CB-SGD229N セット価格 ￥524,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGD229N セット価格 ￥561,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付 上部収納庫付

上部収納庫付
上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き 樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SGD229N・L セット価格 ￥524,000

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き



CB-SHD229N セット価格 ￥600,500

「セット外寸」 W663.5×D595×H2290mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。
シャッターを閉めた状態

シャッターキャビネット・64タイプ

キャビネット-13 64 H=2290 下部引出ﾄﾚｰ付き
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CB-SH229N セット価格 ￥545,600

「セット外寸」 W663.5×D595×H2290mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

シャッターを閉めた状態

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。

CB-WC229N セット価格 ￥479,500

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

両開き扉キャビネット硝子無し・64タイプ

耐震ラッチ付

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた状態

CB-WCD229N セット価格 ￥496,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

両開きキャビネット硝子無し・64タイプ

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き



キャビネット-14 64 H=2290

CB-SC229N セット価格 ￥450,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ
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耐震ラッチ付
耐震ラッチ付 上部収納庫付上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SCD229N セット価格 ￥503,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4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。

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、鍵付

扉を開けた
状態 扉を開けた

状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SC229N・L セット価格 ￥450,200

CB-SCD229N・L セット価格 ￥503,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ

左ﾋﾝｼﾞ

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ 左ﾋﾝｼﾞ

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色
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キャビネット-15 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ

CB-SH120N-W セット価格 ￥350,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H1200mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SHD120N-W セット価格 ￥389,200

「セット外寸」 W663.5×D595×H1200mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SH169N-W セット価格 ￥407,400

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SHD169N-W セット価格 ￥462,300

「セット外寸」 W663.5×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色 ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｼｬｯﾀｰを開けた状態

ｼｬｯﾀｰを開けた状態
ｼｬｯﾀｰを開けた状態

ｼｬｯﾀｰを開けた状態
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キャビネット-16 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ

CB-SHD229N-W セット価格 ￥600,500

「セット外寸」 W663.5×D595×H2290mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠・鍵付
上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SH229N-W セット価格 ￥545,400

「セット外寸」 W663.5×D595×H2290mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

上部収納庫付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SHB087N-W セット価格 ￥300,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H870mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

シャッターキャビネット・64タイプ(下部ﾕﾆｯﾄ)

CB-SHU082N セット価格 ￥280,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H820mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(透明)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ(上部ﾕﾆｯﾄ)

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様

ｼｬｯﾀｰを開けた状態
ｼｬｯﾀｰを開けた状態

ｼｬｯﾀｰを開けた状態ｼｬｯﾀｰを開けた状態
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CB-SH169N-WA セット価格 ￥525,400

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SHD169N-WA セット価格 ￥540,000

「セット外寸」 W663.5×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15×20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
CAS-15

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15×20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
CAS-15

引出を開けた状
態(内部深型ﾄﾚｰ)

キャビネット-17 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ

(6
5

0
)

(9
2

7
)

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ付き

ｼｬｯﾀｰを閉めた状態

ｼｬｯﾀｰを閉めた状態



45

CB-SH169N-WAP セット価格 ￥724,960

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×1個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ+薬品金庫付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-SHD169N-WAP セット価格 ￥689,920

「セット外寸」 W663.5×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15×20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
CAS-15

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15×20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
CAS-15

引出を開けた状
態(内部深型ﾄﾚｰ)

キャビネット-18 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ

(9
2

7
)

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ+薬品金庫付き

薬品金庫 PSK-34T  x2台

薬品金庫 PSK-34TS  x1台
PSK-34S    x1台

☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

PSK-34T PSK-34SPSK-34TS

ｼｬｯﾀｰを閉めた状態

ｼｬｯﾀｰを閉めた状態



CB-SH169N-WP セット価格 ￥60６,960

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ薬品庫付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

薬品金庫 PSK-34T  x2台

CB-SHD169N-WP2 セット価格 ￥661,860

「セット外寸」 W663.5×D595×H1690mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターﾗﾃﾗﾙキャビネット・64タイプ薬品庫付き

引出口板:低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

46

薬品金庫 PSK-34T  x2台

☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

キャビネット-19 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ

PSK-34T PSK-34T
ｼｬｯﾀｰを閉めた状態 ｼｬｯﾀｰを閉めた状態



キャビネット-20 64 ホワイトシャッター ﾀｲﾌﾟ
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☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

CB-SH169N-WP2 セット価格 ￥928,800

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

シャッターキャビネット・64タイプ薬品庫付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×0個

BAS-6417×0個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

薬品金庫 PSK-34S  x2台
PSK-34PLCRA x1台
PSK-34TS x 1台
PSK-34TH x2台

CB-SH169N-WP3 セット価格 ￥779,780

「セット外寸」 W663.5×D547×H1690mm

扉 ：シャッター(白色)鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×1個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

薬品金庫 PSK-64T3  x1台

PSK-64T3

PSK-34PLCRA
PSK-34TS PSK-34S PSK-34TH

シャッターキャビネット・64タイプ薬品庫付き

ｼｬｯﾀｰを閉めた状態
ｼｬｯﾀｰを閉めた状態



64トレイ

トレイ 64・05ﾀｲﾌﾟ

TRY-645 ￥8,360

外寸法/W600×D400×H55mm
内寸法/W538×D338×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・10タイプ

BAS-6410 ￥12,540

外寸法/W600×D400×H108mm
内寸法/W535×D335×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・17ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 ￥16,720

外寸法/W600×D400×H168mm
内寸法/W528×D328×H162mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

②TI-311 ￥2,040

外寸法/W345×D120×H51mm
内寸法/W322×D100×H49mm

③TI-35 ￥1,504  

外寸法/W342×D60×H51mm
内寸法/W322×D40×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

②
③

仕切板

①PS-106 ￥1,250

外寸法/W552×D17×H98mm

②PS-104 ￥1,100

外寸法/W352×D17×H98mm

③PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm
④PS-166 ￥1,280

外寸法/W552×D17×H158mm

⑤PS-164 ￥1,230

外寸法/W352×D17×H158mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

①

②

②

トレイ・６４・０５タイプ／モジュラートレイ・６４・１０タイプ／モジュラートレイ・６４・１７タイプ

仕切板／アクセサリーシリーズ
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(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

PS-164

PS-166

PS-106
PS-104

PS-106

PS-103

TIN

TIS



64ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板標準セット

仕切板セット 642 A
TRY-DP642A ￥3,600

PS-104 1 個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 B
TRY-DP642B ￥4,700

PS-104 2個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 C
TRY-DP642C ￥5,800

PS-104 3個

PS-106 2個

仕切板セット 642 D
TRY-DP642D ￥6,750

PS-104 5個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 E
TRY-DP642E ￥6,250

PS-104 0 個

PS-106 5 個

モジュラートレイ・６４・１０タイプ用 BAS-6410用

仕切板セット 643 A
TRY-DP643A ￥2,510

PS-164 1 個

PS-166 1個

仕切板セット 643 B
TRY-DP643B ￥3,740

PS-164 2個

PS-166 1 個

モジュラートレイ・６４・１７タイプ用 BAS-6417用

仕切板セット 643 C
TRY-DP643C ￥5,020

PS-164 2個

PS-166 2個

仕切板セット 643 D
TRY-DP643D ￥4,970

PS-164 3個

PS-166 1個

仕切板セット 643 E
TRY-DP643E ￥2,560

PS-164 0 個

PS-166 2個

仕切板セット 642 F
TRY-DP642F ￥2,250

PS-104 1 個

PS-106 1 個
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PS-104

PS-106

PS-164

PS-166

仕切板セット 642 G
TRY-DP642G ￥3,450

PS-104 2 個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 H
TRY-DP642H ￥4,550

PS-104 3個

PS-106 1個



□ オプション (1) ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用棚板バリエーション
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ステンレスﾊﾝｶﾞｰ５本タイプ

セット価格 ￥46,000SS60-002

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ5本付き

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。

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

棚板 メラミン化粧板貼り t12
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 5個付き(Ivf-2-5S)取付

「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

ステンレスﾊﾝｶﾞｰ４本タイプ

セット価格 ￥42,000SS60-003

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ4本付き

鉗子収納フック

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。



□ オプション (2) キャビネツト用棚板バリエーション
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セット価格 ￥25,000SS60-001

34ﾄﾚｰ用アダプター

寸法 600*400*10

SUS304 t1.0

写真のﾄﾚｰ類は別途です。

☆ 64ﾄﾚｰを収納するｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、
ｶｰﾄ、作業台に34ﾄﾚｰを横並びで

収納することができるようになりま
す。

引出してもストッパーにより、脱落
しません。

セット価格 ￥12,000TA-TA64IV

「セット外寸」 W600×D400×H88mm

棚板 メラミン化粧板貼り t11
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 6個付き

輸液フック付き棚板

1
1

3
2

4
5

8
8
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アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色

浅型トレーにｾｯﾄできます。

DB-64 セット価格 ￥32,000

トレイ64・05用

デバイダー・セット

トレイ6405(TRY-645)に取付できます。

ｱﾝﾌﾟﾙの分別収納ができます。標準で横仕切り板が２０枚付属
しております。最大５０枚まで取付可能です。横仕切り板には、
シール等を貼って、そこにｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

横仕切り板

この斜め面にシール等を貼っ
てｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

デバイダーセット横仕切り板追加用

DB-Y   ｾｯﾄ価格 ¥300

アクリル透明



□ Simple   Series  メンテナンス部品+オプション部品
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アクシマートヒンジ アルミハンドル P180耐震ラッチマグネットキャッチプリンスｱｼﾞｬｽﾀｰセット

アルミハンドル P135

セット価格 ￥2,600 セット価格 ￥1,100

セット価格 ￥2,100

セット価格 ￥1,260 セット価格 ￥420 セット価格 ￥2,100

稼働棚 TA-SPT64

セット価格 ￥12,000

608*450*19.2

稼働棚上部ﾕﾆｯﾄ TA-SPUT64

セット価格 ￥12,000

608*380*19.2

稼働棚上部ﾕﾆｯﾄ・ｼｬｯﾀｰ部
TA-SPUST64

セット価格 ￥12,000

624*380*19.2

低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
t19.2(オンダボ４個付き)

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
t19.2(オンダボ４個付き)

低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
t19.2(オンダボ４個付き)

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

CBT-6 CBT-7 CBT-8 CBT-9 CBT-10

CBT-11
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参考レイアウトプラン

CB-SHD169N-W CB-OPBT087N CB-wGD169N

CB-SHA083N

CB-wGD169N CB-SH169N-W
CB-SCB087N

CB-OPU082NCB-WGU082N
CB-DBT387N

CB-SOU666N

CB-DBT387N

CB-OPU082N

CB-WGB087N
CB-WGU082N

CB-SHB087N
CB-SHU082N

CB-SOU656N CB-SOU656N CB-SOU656N



SYSTEM FURNITURE      

Cabinet    Simple   Series (Shelf  Type)

材料ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・薬剤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(棚板ﾀｲﾌﾟ) 55

1-121-2
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商品の紹介
一般収納ユニットのバリエーション

H1200

H1690

H2290

(注)H1800,H2100の一体のｷｬﾋﾞﾈｯﾄについては強度の問
題で対応しておりません。

作業台
CBT
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商品の紹介
一般収納・上下分割ﾀｲﾌﾟのバリエーション

CH870

CH1690

CH2290

CH2500

下
部
ユ
ニ
ッ
ト

中
間
ユ
ニ
ッ
ト

ﾌｨﾗｰ

上部ﾕﾆｯﾄ

一般収納ﾀｲﾌﾟ

下記ﾕﾆｯﾄを組み合わせることによりユーザー様の希望に合った商品を提供
することができます。詳しくは各商品ページ参照

シッャターﾕﾆｯﾄ

CH2700

CH2600

シッャターﾕﾆｯﾄ用
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CB-SOUF210NCB-SOUF210NL CB-SOUF210NC CB-SOUF210NC CB-SOUF210NR

昇降ﾌｨﾗｰ 設置例



キャビネット-1 上部収納

セット価格 ￥135,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット内容

扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

「セット外寸」 W647.4×D595×H600mm

CB-SOU656N

上部収納ユニット・64タイプ

棚は可動棚 ダボ３段

可動棚 1枚付
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耐震ラッチ付き

セット価格 ￥138,200

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット内容

扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

「セット外寸」 W663.5×D595×H600mm

CB-SOU666N

棚は可動棚 ダボ３段

可動棚 1枚付

耐震ラッチ付き

上部収納ユニット・64タイプ(シャッターCBT用)

セット価格 ￥142,200CB-SOUF666N

CB-SOUF656N セット価格 ￥140,000

昇降ﾌｨﾗｰ連結用穴付き

昇降ﾌｨﾗｰ連結用穴付き

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SOU656N2 セット価格 ￥154,600

CB-SOU666N2 セット価格 ￥162,100

リフト収納付き上部ﾕﾆｯﾄ

セット価格 ￥185,000CB-SOU656N-RE

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

「セット外寸」 W647.4×D595×H600mm

耐震ラッチ付き
リフト収納 W=600取付

参考レイアウト

CB-SOU656N-RE

CB-WG229N CB-WGD229N



昇降ﾌｨﾗｰ

セット価格 ￥90,000CB-SOUF210N

「セット外寸」 W647.4×D547×H210mm

左用 CB-SOUF210NL
中用 CB-SOUF210NC
右用 CB-SOUF210NR

室内高さ H=2500用

セット価格 ￥110,000CB-SOUF310N

「セット外寸」 W647.4×D547×H310mm

左用 CB-SOUF310NL

中用 CB-SOUF310NC
右用 CB-SOUF310NR

室内高さ H=2600用

セット価格 ￥125,000CB-SOUF410N

「セット外寸」 W647.4×D547×H410mm

左用 CB-SOUF410NL
中用 CB-SOUF410NC

右用 CB-SOUF410NR

昇降ﾌｨﾗｰについて
２連の場合はL+R
3連の場合はL+C+Rのように

なります。

(単独)

(単独)

(単独)

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

昇降ﾌｨﾗｰ

室内高さ H=2700用昇降ﾌｨﾗｰ

セット価格 ￥95,000CB-SOUF210SHN
「セット外寸」 W663.5×D547×H210mm

左用 CB-SOUF210SHNL

中用 CB-SOUF210SHNC
右用 CB-SOUF210SHNR

室内高さ H=2500用

セット価格 ￥115,000CB-SOUF310SHN

「セット外寸」 W663.5×D547×H310mm

左用 CB-SOUF310SHNL

中用 CB-SOUF310SHNC
右用 CB-SOUF310SHNR

セット価格 ￥130,000CB-SOUF410SHN

「セット外寸」 W663.5×D547×H410mm

左用 CB-SOUF410SHNL
中用 CB-SOUF410SHNC
右用 CB-SOUF410SHNR

昇降ﾌｨﾗｰシャッターCBT用

(単独)

(単独)

(単独)

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

室内高さ H=2700用昇降ﾌｨﾗｰシャッターCBT用

室内高さ H=2600用昇降ﾌｨﾗｰシャッターCBT用

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm
☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

キャビネット-2 昇降ﾌｨﾗｰ
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「セット外寸」 W647.4×D527×H820mm

キャビネット-3 64中間ユニット H=820

CB-OPUT082N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥96,100

仕様

CB-SUT082N セット価格 ￥191,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WUT082N セット価格 ￥218,400

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ ６段

CB-SUT082N・L セット価格 ￥191,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H820mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SUT082N2 セット価格 ￥218,200 CB-SUT082N2・L セット価格 ￥218,200

セット価格 ￥257,400CB-WUT082N2



キャビネット-4 64中間ユニット H=820

CB-SCUT082N セット価格 ￥162,500

「セット外寸」 W647×D595×H820mm

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、 鍵付

CB-WCUT082N セット価格 ￥200,000

「セット外寸」 W664×D595×H820mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

両開きキャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCUT082N・L セット価格 ￥162,500

「セット外寸」 W647×D595×H820mm

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、 鍵付

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉を開けた
状態

参考レイアウト

CB-WGT120N CB-OPT120N CB-SSB087N



キャビネット-5 64下部ユニット H=870

CB-SCBT087N セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、 鍵付

CB-WCBT087N セット価格 ￥165,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

両開きキャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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CB-DBHT387N セット価格 ￥226,900

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

引出キャビネット・64タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

引出 3個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ付
き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段
内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

引出内寸
上段 w555*d372*h100
中段 w555*d372*h152
下段 w555*d372*h172

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCBT087N・L セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、 鍵付

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉を開けた
状態

CB-DBHT387N2 セット価格 ￥260,600

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SCBT087N2 セット価格 ￥182,300

CB-SCBT087N2・L
セット価格 ￥182,300

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

セット価格 ￥204,600CB-WCBT087N2



「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

キャビネット-6 64下部ユニット H=870

CB-OPBT087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥130,300

仕様

CB-SGBT087N セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WGBT087N セット価格 ￥226,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ6段

CB-SGBT087N・L セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

CB-SGBT087N2 セット価格 ￥235,200

セット価格 ￥235,200

CB-SGBT087N2・L

CB-WGBT087N2 セット価格 ￥264,100



「セット外寸」 W647.4×D527×H1200mm

キャビネット-7 64 H=1200

CB-OPT120N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥123,700

仕様

CB-SGT120N セット価格 ￥213,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WGT120N セット価格 ￥245,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 3枚 ダボ９段

内部 稼働棚 3枚 ダボ９段

内部 稼働棚 3枚 ダボ９段

CB-SGT120N・L セット価格 ￥213,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 3枚 ダボ９段



キャビネット-8 64 H=1200  H=1690

CB-SCT120N セット価格 ￥162,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

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、 鍵付

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

１枚扉硝子無しキャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付
耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 3枚 ダボ９段
内部 稼働棚 3枚 ダボ９段

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

CB-SCT169N セット価格 ￥205,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

仕様

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

１枚扉硝子無しキャビネット・64タイプ

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-SCT169N・L セット価格 ￥205,800

１枚扉硝子無しキャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

CB-SCT120N・L セット価格 ￥162,600

１枚扉硝子無しキャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ



キャビネット-9 64 H=1200 H=1690 
H=1690

CB-WCT120N セット価格 ￥180,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

両開きキャビネット硝子無し・64タイプ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 3枚 ダボ９段

扉を開けた
状態

CB-WCT169N セット価格 ￥237,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

扉を開けた
状態

両開きキャビネット硝子無し・64タイプ

CB-OPT229N CB-WGT229N
CB-SHD229N-W

CB-SHD229N-W
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CBWT-15UN-MC CB-SC229N

参考レイアウト

CB-SCT229N



「セット外寸」 W647.4×D527×H1690mm

キャビネット-10 64 H=1690

CB-OPT169N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥142,200

仕様

CB-SGT169N セット価格 ￥245,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WGT169N セット価格 ￥287,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

CB-SGT169N・L セット価格 ￥245,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H1690mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 4枚 ダボ１２段

セット価格 ￥269,300CB-SGT169N2

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

セット価格 ￥269,300CB-SGT169N2・L

CB-WGT169N2 セット価格 ￥338,100



「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

キャビネット-11 64 H=2290

CB-OPT229N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥277,200

仕様

CB-SGT229N セット価格 ￥380,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WGT229N セット価格 ￥422,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段

内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段

内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段

CB-SGT229N・L セット価格 ￥380,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段



キャビネット-12 64 H=2290

CB-SCT229N セット価格 ￥340,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

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、 鍵付

CB-WCT229N セット価格 ￥372,700

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

両開きキャビネット硝子無し・64タイプ１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ
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耐震ラッチ付
耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段

内部 稼働棚 5枚 ダボ１５段

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCT229N・L セット価格 ￥340,800

「セット外寸」 W647.4×D595×H2290mm

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、鍵付

１枚扉キャビネット硝子無し・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 ５枚 ダボ１５段

扉を開けた
状態

参考レイアウト

CB-WGD229NCBWT-09UN-MCCB-WGBT087N



SYSTEM FURNITURE      

Workbench Cabinet    (収納関連商品)

作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 71

Simple SERIES 

1-3

CB-WGD229NCBWT-09UN-MCCB-WGBT087N



作業台CBT12下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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

セット価格 ￥395,000CBWT-12N

作業台CBT09下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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

セット価格 ￥335,000CBWT-09N

作業台CBT15下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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

セット価格 ￥445,000CBWT-15N

作業台CBT18下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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

セット価格 ￥585,000CBWT-18N

キャビネット-14 作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
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「セット外寸」 W900×D399/531.5×H1778mm 「セット外寸」 W1500×D399/531.5×H1778mm

「セット外寸」 W1200×D399/531.5×H1778mm 「セット外寸」 W1800×D399/531.5×H1778mm

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

(本体寸法)
(本体寸法)

(本体寸法) (本体寸法)

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼



作業台CBT12下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

セット価格 ￥595,000CBWT-12UN

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT09下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

セット価格 ￥375,000CBWT-09UN

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT15下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

セット価格 ￥735,000CBWT-15UN

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT18下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

セット価格 ￥915,000CBWT-18UN

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

キャビネット-13 作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(上部収納付き)
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「セット外寸」 W900×D399/531.5×H2290mm 「セット外寸」 W1500×D399/531.5×H2290mm

「セット外寸」 W1200×D399/531.5×H2290mm 「セット外寸」 W1800×D399/531.5×H2290mm

5
1

2

5
1

2

5
1

2

5
1

2

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス

t2貼り

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

(本体寸法)

(本体寸法) (本体寸法)

(本体寸法)



作業台CBT12下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付き

セット価格 ￥770,000CBWT-12UN-MC

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT09下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付き

セット価格 ￥550,000CBWT-09UN-MC

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT15下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付き

セット価格 ￥910,000CBWT-15UN-MC

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色
扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

作業台CBT18下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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手に
なります。

作業台キャビネット用ｶｰﾄ 1台付き

セット価格 ￥1,090,000CBWT-18UN-MC

上部ﾕﾆｯﾄ 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板 白色

棚は可動棚

耐震ラッチ付き

キャビネット-13 作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(上部収納付き)
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「セット外寸」 W900×D399/531.5×H2290mm 「セット外寸」 W1500×D399/531.5×H2290mm

「セット外寸」 W1200×D399/531.5×H2290mm 「セット外寸」 W1800×D399/531.5×H2290mm

5
1

2

5
1

2

5
1

2

5
1

2

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス

t2貼り

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

(本体寸法)

(本体寸法) (本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)



作業台CBT12下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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台付き

セット価格 ￥570,0000CBWT-12N-MC

作業台CBT09下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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台付き

セット価格 ￥510,000CBWT-09N-MC

作業台CBT15下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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台付き

セット価格 ￥620,000CBWT-15N-MC

作業台CBT18下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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台付き

セット価格 ￥760,000CBWT-18N-MC

キャビネット-14 作業台ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
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「セット外寸」 W900×D399/531.5×H1778mm 「セット外寸」 W1500×D399/531.5×H1778mm

「セット外寸」 W1200×D399/531.5×H1778mm

「セット外寸」 W1800×D399/531.5×H1778mm

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

ｼｬｯﾀｰについて 白色ｼｬｯﾀｰCBTと並ぶ場合は
白色で製作することもできます。

88

(本体寸法) (本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)

本体正面木口 ｱﾙﾐ色ローカンテックス
t2貼



□ memo
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SYSTEM FURNITURE      

Wall workbench 

壁面作業台収納ユニット
77

21-4
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商品の紹介
壁面作業ﾕﾆｯﾄのバリエーション

一般収納ﾀｲﾌﾟﾄﾚｰｼｽﾃﾑ収納ﾀｲﾌﾟ

上記ﾕﾆｯﾄを組み合わせ
ることによりユーザー様
の希望に合った商品を提
供することができます。詳
しくは各商品ページ参照

流しユニット 吊り棚ｹｰｽﾕﾆｯﾄ 天板34ﾄﾚｰﾀｲﾌﾟ



壁面作業台ユニット-1 H=870

CB-ODB787N セット価格 ￥290,000

「セット外寸」 W788×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

樹脂A4ケース収納 2連
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CB-SSB087N セット価格 ￥325,000

「セット外寸」 W700×D600×H60/896mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

天板 ： メラミン化粧板 ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ加工t26
シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ180mm
排水トラップ 40A

(50Aが必要な場合は別途依頼ください。
シングルレバー混合水栓付き

(寒冷地仕様が必要な場合は別途依頼ください。
水槽寸法 450*270*180 アンダーシンク仕様

仕様

流しユニット

樹脂A4ケース収納 3連

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ付
き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
上部 A4ﾄﾚｰ6段x3列付き
引出有効寸法 694*372*172

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ付
き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
上部 A4ﾄﾚｰ6段x2列付き
引出有効寸法 447*372*172

「セット外寸」 W540×D595×H870mm

セット価格 ￥190,000CB-ODB587N

ドックユニット

セット価格 ￥144,100

「セット外寸」 W1337×D547×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

DK-135N

CB-ODB587N2 セット価格 ￥154,000

A4ﾄﾚｰユニット含まず

CB-ODB787N2 セット価格 ￥231,000

A4ﾄﾚｰユニット含まず

有
効

寸
法

8
5

0
.8

(本体寸法)



「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

CB-OPB087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥205,900

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

CB-SGB087N セット価格 ￥260,100

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

CB-WGB087N セット価格 ￥290,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ

80

耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

壁面作業台ユニット-2 H=870

CB-SGB087N・L セット価格 ￥260,100

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き



CB-SCB087N セット価格 ￥210,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-WCB087N セット価格 ￥226,500

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

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。

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

壁面作業台ユニット-3 H=870

CB-SCB087N・L セット価格 ￥210,300

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×0個

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

扉を開けた
状態

CB-SHB087N セット価格 ￥300,000

「セット外寸」 W663.5×D547×H870mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

(注)シャッターを閉めたときはシャッターのﾊﾞﾈ

が正面にXの状態で見えます。



CB-SCD087N セット価格 ￥170,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、 鍵付

CB-WCD087N セット価格 ￥185,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 トレー仕様

壁面作業台ユニット-4 H=870

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-OPD087N セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

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-6410×2個

BAS-6417×1個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

内部 トレー仕様

内部 トレー仕様

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-6410×2個

BAS-6417×1個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

扉を開けた状態

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-6410×2個

BAS-6417×1個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



壁面作業台ユニット-5 H=870

CB-DBT387N セット価格 ￥300,400

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

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-6410×1個

BAS-6417×2個

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

引出キャビネット・64タイプ(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)

ｱﾙﾐﾄﾚｰ枠付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ
付き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

CB-DBT387N2 セット価格 ￥329,900

扉:木目ﾒﾗﾐﾝ化粧板・白以外の単色

引出を開けた状態ﾄﾚｰｾｯﾄ例 (標準)

上段は
TRY645,BAS6410の取
付が可能

2・3段はTRY-
645,BAS6410,BAS6417
の取付が可能
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CB-DBHT387N セット価格 ￥226,900

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

口板 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

引出キャビネット・64タイプ

引出 3個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕様のスライドﾚｰﾙ付
き仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

引出内寸
上段 w555*d372*h100
中段 w555*d372*h152
下段 w555*d372*h172

参考レイアウト

DK-135N CB-WGB087N CB-SSB087NCB-SGB087N

CB-TS15 CB-TS15



「セット外寸」 W647.4×D527×H870mm

CB-OPBT087N

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥130,300

仕様

CB-SGBT087N セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、強化ガラス 鍵付

CB-WGBT087N セット価格 ￥226,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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耐震ラッチ付

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

壁面作業台ユニット-6 H=870

CB-SGBT087N・L セット価格 ￥199,200

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、強化ガラス 鍵付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ左ﾋﾝｼﾞ

耐震ラッチ付

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
内部 稼働棚 2枚 ダボ６段



CB-SCBT087N セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、 鍵付

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

壁面作業台ユニット-7 H=870

扉を開けた
状態

CB-SCBT087N・L セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

仕様

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉を開けた
状態

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

CB-SSB087N
CB-DBT387NCB-SHB087N CB-SHB087N

参考レイアウト

CB-TS24



CB-SCDBT087N セット価格 ￥170,000

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

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、 鍵付

CB-WCDBT087N セット価格 ￥185,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)
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ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 1枚 ダボ３段

内部 稼働棚 1枚 ダボ３段

壁面作業台ユニット-8 H=870

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCDBT087N・L セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

仕様

１枚扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)左ﾋﾝｼﾞ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 1枚 ダボ３段

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

扉を開けた
状態

CB-OCDBT087N セット価格 ￥149,300

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

仕様

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 1枚 ダボ３段

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付

引出 1個付き、ソフトｸﾛｰｽﾞ仕
様のスライドﾚｰﾙ付き仕様

引出を開け
た状態

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ
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CB-WCBT087N セット価格 ￥165,600

「セット外寸」 W647.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ(ガラス無し扉)

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

内部 稼働棚 2枚 ダボ６段

扉を開けた
状態

CB-SSB087N
CB-ODB787N CB-WCDBT087N

CB-SCDBT087N CB-DBT387N
CB-WCDBT087N

参考レイアウト

追加用稼働棚

「セット外寸」 W608×D380×H19.2mm
材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

TA-SPUT64 セット価格 ￥12,000

「セット外寸」 W608×D450×H19.2mm
材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

TA-SPT64 セット価格 ￥12,000

上部ﾕﾆｯﾄ用

中間ﾕﾆｯﾄ・下部ﾕﾆｯﾄ用

CB-TS24
CB-TS15
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壁面作業台ユニット-9 H=870 34ﾄﾚｰタイプ

「セット外寸」 W681.4×D527×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

セット価格 ￥255,900

仕様 樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

CB-OPB087N-34

CB-WCB087N-34 セット価格 ￥280,000

「セット外寸」 W681.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

扉 ：低圧メラミン化粧板、 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・34タイプ(ガラス無し扉)

CB-WGB087N-34 セット価格 ￥350,000

「セット外寸」 W681.4×D595×H870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 TRY-345×4個 BAS-3410×8個

扉 ：低圧メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ

耐震ラッチ付

樹脂サイドﾚｰﾙ仕様
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付き

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

参考レイアウト

FB-SS126DNCB-WGB087N-34CB-SGD169N

CB-TS15



仕切板セット 342 A
TRY-DP342A ￥1.930

PS-104 1 個

PS-103 1 個

仕切板セット 342 B
TRY-DP342B ￥2,760

PS-104 1 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 C
TRY-DP342C ￥3,860

PS-104 2 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 D
TRY-DP342D ￥4,690

PS-104 2個

PS-103 3個

仕切板セット 342 E
TRY-DP342E ￥2,200

PS-104 2 個

PS-103 0 個

34ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板ｾｯﾄ例

モジュラートレイ・34・10タイプ用

34トレイ

トレイ 34・05タイプ

TRY-345 ￥5,035

外寸法/W300×D400×H55mm
内寸法/W245×D345×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

モジュラートレイ 34・10タイプ

BAS-3410 ￥6,270

外寸法/W300×D400×H108mm
内寸法/W245×D345×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板／アクセサリーシリーズ

トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板

①PS-104 ￥1,250

外寸法/W352×D17×H98mm

②PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ用

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

89

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

PS-106PS-104PS-103



トレイインサート 標準ｾｯﾄ 3405ﾄﾚｰ

トレイインサートｾｯﾄ F

TRY-TIS6 ￥8,800

TI-311 2 個 TIS         6個

トレイインサートｾｯﾄ G

TRY-TIS7 ￥6,016

TI-35     4 個

トレイインサートｾｯﾄ H

TRY-TIS8 ￥5,040

TI-211  3 個

トレイ・34・05タイプ TRY-345用

トレイインサート仕切板の標準セット枚数 ３枚

トレイインサート名札TINが必要な場合は
別途手配してください。

90

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

トレイインサートｾｯﾄ I セット例

TRY-TIS9 ￥7,448

TI-311 1 個 TI-35        2個

TIS              3個

トレイインサートｾｯﾄ F

トレイｲﾝｻｰﾄTI-311
ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ仕切り板
ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ名札セット例

トレイ インサート セット例

TI-311 TI-35TI-211



91

壁面作業台ユニット-10 H=870

作業天板

W=1800まで D=600 t=26

W=2400まで D=600  t=26

W=3000まで D=600   t=26

セット価格 ￥37,500

セット価格 ￥48,900

セット価格 ￥61,000

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 ポストフォーム加工 R=3
標準色 K60001KG 白色

W=1800まで D=600 t=25

W=2400まで D=600 t=25

W=3000まで D=600   t=25

セット価格 ￥57,900

セット価格 ￥77,000

セット価格 ￥86,000表面 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 前木口
打ち込みエッジ巻きﾗｲﾄｸﾞﾚｰ色
W****xD600xt25
標準色 K60001KG 白色
L=2400以上は分割になります。

R3

セット価格 ￥47,000

W=1500まで D=600 t=25

W=900まで D=600   t=25

セット価格 ￥25,500

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ仕様

木口 打ち込みエッジ t25  色ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

W=1800まで D=600 t=25

W=2400まで D=600 t=25

セット価格 ￥37,900

セット価格 ￥50,000ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り 前木口 ローカンt2
ｱﾙﾐ色
W****xD600xt25
標準色 K60001KG 白色
L=2400以上は分割になります。

セット価格 ￥31,000

W=1500まで D=600 t=25

W=900まで D=600 t=25

セット価格 ￥16,500

ローカンt2

作業天板 作業天板

作業天板

CB-TM18KVA

CB-TM24KVA

CB-TM30KVA

CB-TU09

CB-TU15

CB-TU18

CB-TU24

CB-TU30

木口 打ち込みエッジ仕様

木口 ﾛｰｶﾝﾃｯｸｽ t2 仕様

ｽﾃﾝﾚｽ天板 仕様

CB-TL09

CB-TL15

CB-TL18

CB-TL24

W=1800まで D=600 t=30

W=2400まで D=600 t=30

セット価格 ￥121,500

セット価格 ￥188,700

セット価格 ￥114,500

W=1500まで D=600  t=30

W=900まで D=600 t=30

セット価格 ￥64,300CB-TS09

CB-TS15

CB-TS18

CB-TS24

天板 ステンレス SUS304 t1.0  #400

L=2400以上は分割になります。

床からの高さH=895

床からの高さH=896 床からの高さH=895

床からの高さH=900

5
0
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参考レイアウトプラン

CB-DBT387N CB-SGB087N CB-WCB087N DK-135N

CB-TU30+TU09

CB-SCDBT087N CB-SCDBT087N CB-DBT387N CB-OPB087N CB-OPB087N

CB-TU30+TU09



SYSTEM FURNITURE      

System Furniture

吊り棚・流し 93

21-5



一般家具-1 吊り棚

FB-TU656N セット価格 ￥135,000

「セット外寸」 W600×D450×H600mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

94

吊り棚 W=600

扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚 ダボ ３段

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 ダボ３段

「セット外寸」 W900×D450×H600mm

セット価格 ￥155,000FB-TU956N

セット価格 ￥185,000

「セット外寸」 W1200×D450×H600mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

FB-TU1256N

扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 左右 各1枚 ダボ３段

吊り棚 W=900

吊り棚 W=1200

☆その他の寸法等につきましては別途 ご相談ください。

FB-TU656N ４連

参考レイアウト

(本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)



一般家具-2 流し台

FB-SS126AN セット価格 ￥340,000

「セット外寸」 W1200×D600×H60/896mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

95

FB-SS126DN セット価格 ￥450,000

「セット外寸」 W1200×D600×H60/896mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ200mm
排水トラップ 40A
シングルレバー混合水栓付き

仕様

流し台 W=1200 一槽シンク

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

「セット外寸」 W1200×D600×H60/896mm

セット価格 ￥360,000FB-SS126BN

セット価格 ￥380,000

「セット外寸」 W1200×D600×H60/896mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様

FB-SS126CN

流し台 W=1200 一槽片水切り付きシンク

流し台 W=1200 一槽両水切り付きシンク 流し台 W=1200 二槽シンク

シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ200mm
排水トラップ 40A
シングルレバー混合水栓付き

シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ200mm
排水トラップ 40A
シングルレバー混合水栓付き

シンク SUS304 t1.0 #400 水槽深さ 200mm
排水トラップ 40A
シングルレバー混合水栓付き

☆その他の寸法等につきましては別途 ご相
談ください。

☆その他の寸法等につきましては別途 ご相
談ください。

☆その他の寸法等につきましては別途 ご相
談ください。

☆その他の寸法等につきましては別途 ご相
談ください。

(本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)



□ memo
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SYSTEM FURNITURE      

Heart  Catheter CBT

新カテ室関連 97

21-6



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

98

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

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５段付き

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。

新カテ-1

カテーテル収納ｶｰﾄ
1マスの寸法243*188*677

2
8

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５段付き

(本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)

(本体寸法)
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新カテ-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

(本体寸法)

(本体寸法)

「セット外寸」 W690×D606×H1880mm

仕様 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

(本体寸法)

シャッター式カテーテル収納

材質 本体：低圧メラミン化粧板

シャッターを閉めた状態



新カテ-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

100

上部収納

扉 ：低圧メラミン化粧板
内部 棚板 1枚 ダボ７段

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 ダボ７段

「セット外寸」 W1048×D406×H820mm

セット価格 ￥170,000HC-SOU6948N

上部収納

HC-SOU6968NG 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 ダボ７段
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 ダボ７段

扉 強化ガラス t4   ｱﾙﾐハンドル付き

「セット外寸」 W1048×D406×H820mm

セット価格 ￥190,000HC-SOU6948NG

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-SOUF6968NG

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 ￥190,000HC-SOUF6948NG

「セット外寸」 W608×D440×H19.2mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

TA-CT66N セット価格 ￥6,500

「セット外寸」 W608×D440×H19.2mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

TA-CT66N セット価格 ￥6,500

(追加用棚板)

(追加用棚板)

(追加用棚板)

(追加用棚板)

TA-CT106N セット価格 ￥7,500

TA-CT106N セット価格 ￥7,500

「セット外寸」 W1010×D225×H19.2mm

「セット外寸」 W1010×D225×H19.2mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き
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新カテ-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 ￥120,000HC-SOUF3004N

「セット外寸」 W1048×D386.8×H406mm

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

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ５列が前に出る

対応上部収納品番
HC-SOU6968N
HC-SOUF6968NG

対応上部収納品番
HC-SOU6948N
HC-SOUF6948NG
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新カテ-5

ｶﾃｰﾃﾙフックユニット 簡易タイプ

仕様 スライドﾚｰﾙ １個付き
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ｱﾙﾏｲﾄ φ28ﾊﾟｲﾌﾟ
ｶﾃｰﾃﾙフック(Sフック) 20個付き
持ち手付き
スライドﾚｰﾙ受け SUS304 t1.5

セット価格 ￥17,000HC-KFAL4001 (１個単体)

セット価格 ￥76,500HC-KFAL4004 (セット価格)

セット価格 ￥94,000HC-KFAL4005 (セット価格)

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ ４本

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ 5本

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚

TA-T64N2 (取付用専用棚板) セット価格 ￥8,500

寸法 600*400*t11

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ取付ﾈｼﾞ付き

(注)発注時にｶﾃｰﾃﾙフックの取付数量をご連絡ください。
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File  CBT

ファイル・帳票収納 103
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ファイル・帳票収納-1

CB-OPBT0855N-LT22312W

セット価格 ￥19８,000

「セット外寸」 W832.8×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様

104

３列３段浅型仕様

内部 A4浅型５段が９個収納
透明ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm

セット価格 ￥198,000

「セット外寸」 W832.8×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様 内部 A4浅型1段 A4深型2段が6個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

CB-OPBT0885N-LT22313W

内部 A4浅型4個 A4深型1段が3個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

３列３段浅型深型仕様

CB-OPBT0855N-LT132W セット価格 ￥163,000

「セット外寸」 W561.6×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様

2列３段浅型仕様

内部 A4浅型５段が6個収納
透明ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm

セット価格 ￥16３,000

「セット外寸」 W561.6×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様 内部 A4浅型1段 A4深型2段が4個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

CB-OPBT0885N-LT133W

内部 A4浅型4個 A4深型1段が2個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

2列３段浅型深型仕様

ファイルトレー1

ファイルトレー1

ファイルトレー1

ファイルトレー1

ファイルトレー1

ファイルトレー1

ファイルトレー2

ファイルトレー3

ファイルトレー2

ファイルトレー2

ファイルトレー3



ファイル・帳票収納-2

CB-OPBT0856N-LT132W セット価格 ￥165,000

「セット外寸」 W647.4×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様
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３列３段浅型仕様

内部 A4浅型５段が6個収納
透明ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm

セット価格 ￥165,000

「セット外寸」 W647.4×D527×H 870mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様 内部 A4浅型1段 A4深型2段が4個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

CB-OPBT0856N-LT2331W

内部 A4浅型4個 A4深型1段が2個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

３列３段浅型深型仕様

上部にｷｬﾋﾞﾈｯﾄを取り付けるタイプ

CB-OPBT0856N-LT132WS CB-OPBT0856N-LT22312WSセット価格 ￥170,000 セット価格 ￥170,000

「セット外寸」 W663.5 ×D527×H 870mm
「セット外寸」 W663.5 ×D527×H 870mm

(上部にシャッターｷｬﾋﾞﾈｯﾄを取り付けるタイプ)(上部にシャッターｷｬﾋﾞﾈｯﾄを取り付けるタイプ)

ファイルトレー3

ファイルトレー2ファイルトレー1

３列３段浅型深型仕様 ３列３段浅型深型仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様 内部 A4浅型1段 A4深型2段が4個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

内部 A4浅型4個 A4深型1段が2個収納
透明浅型ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm
透明深型ﾄﾚｰ寸法 250*340*75mm

ファイルトレー3

ファイルトレー2

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色

仕様 内部 A4浅型５段が6個収納
透明ﾄﾚｰ寸法 250*340*35mm

ファイルトレー1
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ファイル・帳
票収納

中間ﾕﾆｯﾄタイ
プのｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

1
69
0

レイアウトプラン

参考レイアウトプラン

CB-OPBT0856N-LT22312WSCB-OPBT0856N-LT132WCB-OPBT0856N-LT2331W

CB-OPUT082N CB-SUT082N CB-SHU082N
CB-SGU082N

中間ﾕﾆｯﾄタイプの
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

ファイル・帳票収納



SYSTEM FURNITURE      

Cabinet  (収納関連商品)

材料ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・薬剤ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 107

BASIC  SERIES 2-1
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商品の紹介
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ﾄﾚｰ収納ﾀｲﾌﾟ)のバリエーション

H1200

H1780

H2350

H2100

H1780

H2350
34ﾀｲﾌﾟ

上部上部

46タイプ64タイプ(1枚扉ｷｬﾋﾞﾈｯﾄには左ﾋﾝｼﾞタイプと右ﾋﾝｼﾞタイプがラインナップされています。)



商品の紹介
トレーの収納数(1)
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商品の紹介
トレーの収納数(2)
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商品の紹介
キャビネット

特 徴
☆本体には60cm×40cmのモジュール化されたトレイ・バスケット類
を収納する事ができます。

☆扉付は、保管物の確認ができるように透明強化硝子になってお
り鍵付きで施錠ができます。鍵番号は100種、マスタキー対応

☆シャッター付は補完物の確認ができるように透明シャッターにな
っており鍵付で施錠ができます。鍵番号は100種、マスタキー対応

ｼｬｯﾀｰ部と扉、引出部の鍵を同番にすることができます。

☆600*400の国際規格トレーシステムである(海外)スキャン方式と(
国内)サカセ方式の両方に対応できる「サイドウォール」を標準装備
しています。

本体はさまざまなバリエーションからお選びいただけます。

アルミ押出材は傷がつきにくい高硬度アルマイト仕上げです。

◎島置を希望される場合は床固定をお願いします。

底板取り外し式の別製でご依頼ください。

使用 場所

病棟・外来・救急・透析・内視鏡・採血室・放射線・
検査・ICU・NICU・手術室・中央材料室
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商品の特徴
キャビネット

独自開発のサイドウオール
PC/ABS樹脂

破損しにくい(耐久性の高い)独自開
発のアングルヒンジ(海外製)
本体 ZDC   

独自開発のｱｼﾞｬｽﾀｰベース SECC 
t2.3
前後 二か所に取り付け

独自開発のｱｼﾞｬｽﾀｰM10x110mm

底板上部より調整するためにｱｼﾞｬｽ
ﾀｰの上部が六角になっている

鍵はキャビネット毎に別番号になっております。
キーは2個 付属しております。 鍵のｼﾘﾝﾀﾞｰ
を交換することにより病棟毎に同番、マスター
キー仕様にすることが出来ます。
鍵が故障したときにはチェンジキーでｼﾘﾝﾀﾞｰ
部を交換することができます。 キーを紛失し
たときはセキュリティー上の問題でｼﾘﾝﾀﾞｰを交
換することにより鍵番号を変更することが出来
ます。アルミフレーム

アルミ押し出し材を使用した
本体フレームにより、たくさん
の医療材料を積載したトレー
をｾｯﾄしても本体が歪んだり、
撓んだりしづらい安心設計、
扉はアルミ巻きでｾﾞｻﾞｲﾝ性に
優れています。

アルミ取手
縦方向に長い大型の取手
楽に指を差し込める空間を確保

本体の意匠に合わせたアルミ取
手

P=215の取っ手を使用
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商品の特徴
材料キャビネット(1)

上部ユニット

棚板 TA-T64

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6410

引出部

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

上部ユニット

使用頻度の少ない大型
物品や予備の物品を箱
のまま収納することがで
きます。

棚板 TA-T64

モジャラートレイに容れ
にくい物品や箱の物品
の収納に最適です。

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ BAS-
6410

国際標準規格対応のト
レイ。

オプションの中深トレー
用の仕切板を使って効
率的に収納できます。(
耐荷重は10kg)
カタログの64トレイ仕切

板標準セットの項目参
照

名札
TRY-NP
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商品の特徴
材料キャビネット(2)

上部ユニット

棚板 TA-T64

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6410

引出部

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ BAS-
6417

国際標準規格対応のト
レイ。

オプションの深型トレー
用の仕切板を使って効
率的に収納できます。(
耐荷重は10kg)
カタログの64トレイ仕切

板標準セットの項目参
照

引出部
ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ BAS-
6417

国際標準規格対応のト
レイ。

オプションの深型トレー
用の仕切板を使って効
率的に収納できます。(
耐荷重は10kg)

アルミ材で四方組してい
るので重量のある輸液
を入れるのに便利

カタログの64トレイ仕切

板標準セットの項目参
照

仕切板

引出(ﾗﾃﾗﾙ部)
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商品の特徴
薬品キャビネット(1)

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

デバイダーセット DB-64
アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色
アンプルを分別して収納できます。
横仕切板は20枚付属していますが
増やすことができます。

トレイ TRY-645
国際標準規格対応のトレイ。

オプションのトレイインサート・デバ
イダーセットを使って効率的にアン
プル等の収納できます。(耐荷重は
5kg)

カタログのトレイインサート標準セッ
トの項目参照

トレイインサート
名札 TIN

トレイインサート
仕切板 TIS

薬品保管庫
PSK-34T

薬品の保管用で任意の高さにｾｯﾄ
できます。

一つの扉にｼﾘﾝﾀﾞｰ錠とテンキー錠
の二種類の鍵を装備

施錠状態では簡単に取り外せない
安心設計
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商品の特徴
薬品キャビネット(2)

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 仕切板

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ BAS-6417
国際標準規格対応のトレイ。

オプションの深型トレー用の仕切
板を使って効率的に収納できます
。(耐荷重は10kg)

下段は重量のある輸液を入れる
のに便利

カタログの64トレイ仕切板標準セ
ットの項目参照

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ
BAS-6417

仕切板

ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ BAS-6410
国際標準規格対応のトレイ。

オプションの中深トレー用の仕切板
を使って効率的に収納できます。(
耐荷重は10kg)
カタログの64トレイ仕切板標準セッ
トの項目参照
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使用目的

キャビネットの天面のほこり防止、院内感染防
止､内部を収納スペースにすることにより収納
量ほ増やすことができる。

キャビネット用上部昇降フィラー

上部昇降フィラー

仕 様

○本体 低圧メラミン化粧板t１９ 白色

寸法は天井高さに合わせて任意に設定でき
ます。

使用場所
病棟・外来・救急・透析・内視鏡・採
血室・放射線・検査・ICU・NICU・手
術室・中央材料室 のキャビネットと
天井の隙間をふさぐ

FIX パネルタイプ
内部収納庫付タイプ

フロントパネルを外したところ

上部のｱｼﾞｬｽﾀｰで高さ調整をする。

商品の特徴
上部昇降フィラー

天面のほこり溜まりの防止

普段あまり使用しない物
品の保管場所に有効
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①キャビネット連結用スペーサー
② 鍵・③ｱｼﾞｬｽﾀｰ調整用穴ｷｬｯﾌﾟ
④側板ビス用穴ｷｬｯﾌﾟ⑤取扱説明書

壁固定アングルは付属していません。

キャビネットの付属品

壁固定金具

CBT-KTK (2個セット) セット価格 ￥900

「外寸」 W53+43×D18×t2mm
キャビネット側取り付けビス

トラス4*16 ユニクロ
壁側のビスは現場に応じた物を用意してください。

本体の色

本体は白色
低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t19

標準の扉色
K-6616KN
(ダークホワイト)

廃版

準標準の扉色
K-6106KN
(ﾀﾞｰｸﾍﾞｰｼﾞｭ)

巾木の色
K-6303KN
(ﾀﾞｰｸグレー)

色については印刷ですので実際の色との誤差が
ありますのでカットサンプルでご確認ください。

キャビネットの鍵

特徴(1)・付属品について

鍵はキャビネット毎に別番号になっております。キーは2個
付属しております。鍵のｼﾘﾝﾀﾞｰを交換することにより病棟毎
に同番、マスターキー仕様にすることが出来ます。鍵が故障
したときにはチェンジキーでｼﾘﾝﾀﾞｰ部を交換することができ
ます。キーを紛失したときはセキュリティー上の問題でｼﾘﾝ
ﾀﾞｰを交換することにより鍵番号を変更することが出来ます。

CB-WG210 セット価格 ￥566,300

「セット外寸」 W664×D564×H2100mm

材質 本体：メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付
仕様

棚 板 TA-T64 W600×D400×H12mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

独自開発のサイドウオール PC/ABS樹脂

破損しにくい独自開発のアングル
ヒンジ
本体 ZDC   

別製ｱｼﾞｬｽﾀｰベース SECC t2.3
前後 二か所に取り付け

別製ｱｼﾞｬｽﾀｰM10x110mm

底板上部より調整するためにｱｼﾞｬｽ
ﾀｰの上部が六角になっている
対辺5

特徴(2)
キャビネットの特徴

部は昇降フィラー部分

上部ユニットの内部よりｱｼﾞｬｽﾀｰを
回すことにより昇降部を上げることが
できます。150mm以上のスペースが
あれば昇降フィラーを設置できます。

昇降部 上下代 0~30mmで設定可

ほこり溜まり防止の上部昇降フィラー
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標準の扉色
K-6003KN
(ホワイト系)



キャビネット-1 64 H=1200

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥260,000

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個
BAS-6417×2個

セット価格 ￥406,000

本体：メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

本体：メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

仕様 本体：メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｵｰﾌﾟﾝローキャビネット・64タイプ

CB-SG120

CB-OP120 CB-WG120
「セット外寸」 W668×D550×H1200mm

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm 「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

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。
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。

１枚硝子扉 ローキャビネット・64タイプ

ダブルｸﾞﾗｽローキャビネット・64タイプ

セット価格 ￥410,000
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セット価格 ￥406,000CB-SG120L

１枚硝子扉 ローキャビネット・64タイプ 左ﾋﾝｼﾞ

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色



キャビネット-2  64 H=1200 下部引出

CB-OPD120 セット価格 ￥303,700

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

仕様 鍵付 口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

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

セット内容
TRY-645×2個 BAS-6410×3個

CB-SGD120 セット価格 ￥449,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

仕様 扉 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

CB-WGD120 セット価格 ￥467,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

仕様 引出口板 鍵付

口板：メラミン化粧板貼り、アルミフレーム仕様
扉 ：メラミン化粧板、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

ｵｰﾌﾟﾝローキャビネット・64タイ プ 下部引出付

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。

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。

１枚硝子扉ローキャビネット・64タイプ 下部引出付

ダブルｸﾞﾗｽローキャビネット・64タイプ 下部引出付
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CB-SGD120L セット価格 ￥449,000

１枚硝子扉ローキャビネット・64タイプ 下部引出付 左ﾋﾝｼﾞ

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色

仕様 引出口板 鍵付

口板：メラミン化粧板貼り、アルミフレーム仕様
扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板 白色
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セット価格 ￥429,000

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き
仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH120

「セット外寸」 W668×D550×H1200mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッター キャビネット・64タイプ

CB-SHD120 セット価格 ￥472,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H1200mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明 ) 鍵付き

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

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターローキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態

キャビネット-3 64 H=1200   H=1778

セット価格 ￥452,000

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

CB-SHD178 セット価格 ￥497,600

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明) 鍵付き

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

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態



キャビネット-4   64 H=1778

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥274,100

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

セット価格 ￥428,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

セット価格 ￥485,400

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

仕様

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

CB-SG178

CB-OP178 CB-WG178
「セット外寸」 W668×D550×H1778mm 「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

シャッターキャビネット・64タイプ
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CB-SG178L セット価格 ￥428,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 左ﾋﾝｼﾞ



材料キャビネット-5

CB-OPD178 セット価格 ￥319,700

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板、鍵付
扉・口板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

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

セット内容
TRY-645×2個 BAS-6410×4個

CB-SGD178 セット価格 ￥473,600

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様 扉 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス

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-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

CB-WGD178 セット価格 ￥492,200

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵
付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

(上置き棚を後付けできます）

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイ プ 下部引出付

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）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。

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。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ 下部引出付

CB-SGD178L セット価格 ￥319,700

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 下部引出付 左ﾋﾝｼﾞ
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キャビネット-6 64 フラット扉

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥352,000

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

CB-SC210 セット価格 ￥453,700

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：メラミン化粧板貼り

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り仕様

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

１枚扉キャビネット・64タイプ

CB-SC178

「セット外寸」

W668×D612.5×H1778mm
「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

硝子無フラット扉 鍵付 扉 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

硝子無フラット扉 鍵付

硝子無フラット扉 鍵付

硝子無フラット扉 鍵付

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。

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。

１枚扉キャビネット・64タイプ

１枚扉キャビネット・64タイプ

１枚扉キャビネット・64タイプ
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扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SC210L セット価格 ￥453,700

CB-SC178L セット価格 ￥352,000

左ﾋﾝｼﾞ

左ﾋﾝｼﾞ
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CB-WC178 セット価格 ￥429,400

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り

仕様

セット価格 ￥473,600

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
仕様

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

CB-WC210

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

硝子無フラット扉 鍵付

硝子無フラット扉 鍵付

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。

ダブル扉キャビネット・64タイプ

ダブル扉キャビネット・64タイプ

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

キャビネット-7 64 フラット扉

セット価格 ￥437,100

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

CB-WCD178

(上置き棚を後付けできます）

セット価格 ￥551,900

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64x1枚

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

CB-WCD210

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。

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

硝子無フラット扉 扉・引出口板 鍵付

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

ダブル扉キャビネット・64タイプ

ダブル扉キャビネット・64タイプ 下部引出付き

下部引出付き



「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

キャビネット-8 64 フラット扉

CB-SCD178

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様
扉・口板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥397,600

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り

仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

１枚扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

(上置き棚を後付けできます） (上置き棚を後付けできます）

セット価格 ￥499,300

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64x1枚

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り

仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

CB-SCD210

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64x1枚

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り

仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

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。

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。

１枚扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm 棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm
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扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

セット価格 ￥499,300CB-SCD210L

１枚扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

１枚扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

セット価格 ￥397,600CB-SCD178L

左ﾋﾝｼﾞ

左ﾋﾝｼﾞ



キャビネット-9 64 h=2100 下部引出

CB-OPD210 セット価格 ￥343,500

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様
仕様 口板 ：メラミン化粧板貼り 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

CB-SGD210 セット価格 ￥527,800

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

仕様 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

CB-WGD210 セット価格 ￥611,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

仕様 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

ｵｰﾌﾟﾝ4キャビネット・64タイプ 下部引出付

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ 下部引出付

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 下部引出付

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm
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CB-SGD210L セット価格 ￥527,800

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

仕様 引出口板 鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 下部引出付 左ﾋﾝｼﾞ
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キャビネット-10 64 h=2100 下部引出

シャッターを閉めた状態

CB-SHD210 セット価格 ￥551,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様
口板 ：メラミン化粧板貼り 鍵付

：シャッター(透明) 鍵付

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 TA-T64×1枚

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

CB-SH210 セット価格 ￥502,500

「セット外寸」 W668×D550×H2100mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き仕様

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ

シャッターを閉めた状態

シャッターを閉めた状態

キャビネット-10 64 h=2100 



「セット外寸」 W668×D550×H2100mm

キャビネット-11 64 H=2100

CB-OP210

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

セット価格 ￥308,300

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

CB-SG210 セット価格 ￥492,600

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

CB-WG210 セット価格 ￥537,900

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

仕様

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ
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CB-SG210L セット価格 ￥492,600

「セット外寸」 W668×D612.5×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64×1枚

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

左ﾋﾝｼﾞ



キャビネット-12 64 上部収納付き

CB-OP235 セット価格 ￥429,900

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

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-645×2個
BAS-6410×4個 BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り仕様

セット価格 ￥583,800

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4個 BAS-6417×2個

CB-SG235

CB-WG235 セット価格 ￥641,200

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4個 BAS-6417×2個

(上部ユニットの棚は可動棚）

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ 上部収納付

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 上部収納付

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ 上部収納付

(上部ユニットの棚は可動棚）

(上部ユニットの棚は可動棚）
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セット価格 ￥583,800CB-SG235L

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4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。

(上部ユニットの棚は可動棚）

１枚硝子扉キャビネット・64タイプ 上部収納付 左ﾋﾝｼﾞ
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CB-SH235 セット価格 ￥616,100

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、シャッター鍵付き

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-645×2個
BAS-6410×4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。

シャッターキャビネット・64タイプ 上部収納付

(上部ユニットの棚は可動棚）

シャッターを閉めた状態

キャビネット-13 64 上部収納付き

CB-SHD235 セット価格 ￥661,700

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付
：シャッター(透明)  鍵付き

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

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 上部収納 下部引出付

シャッターを閉めた状態

セット価格 ￥592,900

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

CB-WCD235

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ﾀﾞﾌﾞﾙ扉キャビネット・64タイプ 上部収納 下部 引出付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

(上部ユニットの棚は可動棚）

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉を開けた
状態

CB-WC235 セット価格 ￥591,200

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4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。

ダブル扉キャビネット・64タイプ 上部収納付

(上部ユニットの棚は可動棚）

扉を開けた
状態



キャビネット-14 64 上部収納付

CB-OPD235 セット価格 ￥475,500

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

仕様 扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

CB-SGD235 セット価格 ￥629,400

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様 引出口板鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

CB-WGD235 セット価格 ￥648,000

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様 引出口板鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・64タイプ 上部収納 下部引出付

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

1枚硝子扉キャビネット・64タイプ 上部収納 下部引出付

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・64タイプ 上部収納 下部引出付

(上部ユニットの棚は可動棚）

(上部ユニットの棚は可動棚）

(上部ユニットの棚は可動棚）
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1枚硝子扉キャビネット・64タイプ 上部収納 下部引出付

CB-SGD235L セット価格 ￥629,400

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様 引出口板鍵付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

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-645×2個 BAS-6410×4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。

(上部ユニットの棚は可動棚）

左ﾋﾝｼﾞ



「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

キャビネット-15 64フラット扉 上部収納付き

CB-SCD235

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥553,400

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

1枚扉キャビネット・64タイプ 上部収納 下部 引出付

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。

１枚扉キャビネット・64タイプ 上部収納 下部 引出付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

硝子無フラット扉 引出口板 鍵付

(上部ユニットの棚は可動棚） (上部ユニットの棚は可動棚）

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様
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扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

CB-SCD235L セット価格 ￥553,400

CB-SC235L

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4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。

１枚扉キャビネット・64タイプ 上部収納付

(上部ユニットの棚は可動棚）

セット価格 ￥523,800

「セット外寸」 W668×D612.5×H2350mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、 鍵付

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-645×2個
BAS-6410×4個 BAS-6417×2個

CB-SC235

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚扉キャビネット・64タイプ 上部収納付

左ﾋﾝｼﾞ

左ﾋﾝｼﾞ

扉を開けた
状態

扉を開けた
状態

セット価格 ￥523,800

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り



キャビネット-16 64フラット扉 上部収納付き

セット価格 ￥155,800

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

セット内容

扉 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H572mm

CB-SOU58

上部収納ユニット・64タイプ

棚は可動棚

価格 ￥12,000

可動棚 1枚付

追加用棚板
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昇降ﾌｨﾗｰ

セット価格 ￥70,000CB-SOUF150N
「セット外寸」 W668×D612.5×H150mm

左用 CB-SOUF150NL
中用 CB-SOUF150NC
右用 CB-SOUF150NR

室内高さ H=2500用

セット価格 ￥90,000CB-SOUF250N
「セット外寸」 W668×D612.5×H250mm

左用 CB-SOUF250NL

中用 CB-SOUF250NC
右用 CB-SOUF250NR

室内高さ H=2600用

セット価格 ￥100,000CB-SOUF350N

「セット外寸」 W668×D612.5×H350mm

左用 CB-SOUF350NL

中用 CB-SOUF350NC

右用 CB-SOUF350NR

室内高さ H=2700用

昇降ﾌｨﾗｰについて
２連の場合はL+R
3連の場合はL+C+Rのように
なります。

(単独)
(単独)

(単独)

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H150mm

「セット外寸」 W667×D612.5×H150mm

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H150mm

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H250mm

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H250mm

「セット外寸」 W667×D612.5×H250mm

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H350mm

「セット外寸」 W667×D612.5×H350mm

「セット外寸」 W665.5×D612.5×H350mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 上部収納内部よりｱｼﾞｬｽﾀｰで調整
して天井に隙間なく当てることができま
す。

CB-SOUF58 セット価格 ￥155,800

昇降ﾌｨﾗｰ取付用穴付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

セット内容

扉 ：メラミン化粧板貼り仕様

「セット外寸」 W668×D612.5×H572mm

棚は可動棚

可動棚 1枚付

上部収納ユニット・64タイプ



キャビネット-17  64 H=1778

セット価格 ￥491,100

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178A

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15 20個付き

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ
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ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ収納付き

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

CB-SHD178A セット価格 ￥518,340

「セット外寸」 W668×D564×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明)  鍵付き

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
セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×3個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態

シャッターを閉めた状態

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

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ収納付き

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15 20個付き



キャビネット-18  64 H=1778

セット価格 ￥686,480

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×1個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き

仕様 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178AP

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15 20個付き

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ
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ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ収納+薬品保管庫付き

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

CB-SHD178AP セット価格 ￥668,260

「セット外寸」 W668×D564×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明)  鍵付き

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

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×1個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態

シャッターを閉めた状態

PSK-34T

☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

PSK-34TS PSK-34S

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

ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ収納+薬品保管庫付き

薬品保管庫 PSK-34T 2台付き ｱﾝﾌﾟﾙｹｰｽ CAS-15 20個付き

薬品保管庫 PSK-34TS 1台付き
PSK-34S  1台付き



キャビネット-19  64 H=1778

セット価格 ￥668,280

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き

仕様 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178P

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ
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薬品保管庫付き

CB-SHD178P セット価格 ￥668,260

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明)   鍵付き

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

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×2個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態シャッターを閉めた状態

PSK-34T

☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

薬品保管庫付き

薬品保管庫 PSK-34T 2台付き 薬品保管庫 PSK-34T 2台付き



キャビネット-20  64 H=1778

セット価格 ￥1,015,120

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417×0個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178P2

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ
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薬品保管庫付き

シャッターを閉めた状態

☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

PSK-34TS PSK-34S PSK-34TH

薬品金庫 PSK-34S  x2台

PSK-34TS x 2台
PSK-34TH x2台

CB-SHD178P2 セット価格 ￥1,052,360

「セット外寸」 W668×D612.5×H1778mm

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

アルミフレーム仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、鍵付
：シャッター(透明)  鍵付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×1個

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×0個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 下部引出付

シャッターを閉めた状態

薬品保管庫付き

薬品金庫 PSK-34S  x2台

PSK-34TS x 2台
PSK-34TH x2台

PSK-34TS PSK-34S PSK-34TH



キャビネット-21  64 H=1778
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☆その他の薬品保管庫については薬
品保管庫のページ参照

セット価格 ￥781,100

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)   鍵付き

仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧白色

アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

CB-SH178P3

「セット外寸」 W668×D550×H1778mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

シャッターキャビネット・64タイプ 薬品保管庫付き

シャッターを閉めた状態

薬品保管庫 PSK-64T3 1台付き

PSK-64T3

CB-SH178P3 CB-SHD178 CB-SHD178

CB-SHD178 CB-WGD178CB-SH178AP

参考レイアウト

参考レイアウト

取付棚板 PSK-TA64SS 1枚



「セット外寸」 W468×D795.5×H2100mm

キャビネット-22 46 H=2100

CB-OP210-46

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

セット価格 ￥324,500

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64N×1枚

CB-SG210-46 セット価格 ￥482,200

「セット外寸」 W468×D859×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個 TA-T64N×1枚

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

CB-SH210-46 セット価格 ￥491,900

「セット外寸」 W468×D799.5×H2100mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64N×1枚

扉 ：シャッター(透明)   鍵付き仕様

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・46タイプ

サイﾄﾞﾚｰﾙ600仕様

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。

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ

シャッターキャビネット・46タイプ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

サイトﾚｰﾙ600仕様

サイトﾚｰﾙ600仕様
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CB-SG210L-46 セット価格 ￥482,200

「セット外寸」 W468×D859×H2100mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

棚 板 TA-T64N W600×D400×H11mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個 TA-T64N×1枚

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ

サイトﾚｰﾙ600仕様

左ﾋﾝｼﾞ



キャビネット-23 46 H=1778

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥293,100

仕様
セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

セット価格 ￥450,800

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

セット価格 ￥374,800

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・46タイプ

CB-SG178-46

CB-OP178-46 CB-SH178-46
「セット外寸」 W468×D795.5×H1778mm

「セット外寸」 W468×D859×H1778mm

「セット外寸」 W468×D799.5×H1778mm

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）

(上置き棚を後付けできます）

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ

シャッターキャビネット・46タイプ

サイトﾚｰﾙ600仕様

サイトﾚｰﾙ600仕様

追加用棚板
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セット価格 ￥450,800CB-SG178L-46

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

「セット外寸」 W468×D859×H1778mm

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

追加用棚板

サイトﾚｰﾙ600仕様

左ﾋﾝｼﾞ

サイトﾚｰﾙ600仕様
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セット価格 ￥130,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り

仕様

CB-SOU46
「セット外寸」 W468×D859×H572mm

棚は可動棚

上部収納ユニット・46タイプ

価格 ￥12,000

追加用棚板

46
W382xD615xH19mm

キャビネット-24 46 H=1778

セット価格 ￥130,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り

仕様

CB-SOU46L
「セット外寸」 W468×D859×H572mm

棚は可動棚

上部収納ユニット・46タイプ

価格 ￥12,000

追加用棚板

46
W382xD615xH19mm

左ﾋﾝｼﾞ

セット価格 ￥580,800CB-SG235L-46

「セット外寸」 W468×D859×H2350mm

セット価格 ￥580,800CB-SG235-46

左ﾋﾝｼﾞ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様
セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

追加用棚板

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

追加用棚板

「セット外寸」 W468×D859×H2350mm

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ

１枚硝子扉キャビネット・46タイプ
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CB-SH235-46

「セット外寸」 W468×D859×H2350mm

セット価格 ￥504,800

CB-OP235-46 セット価格 ￥423,100

「セット外寸」 W468×D859×H2350mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・46タイプ

ｼｬｯﾀｰキャビネット・46タイプ

キャビネット-25 46 H=2350

サイトﾚｰﾙ600仕様

サイトﾚｰﾙ600仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

扉 ：シャッター(透明)  鍵付き仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様・上部扉 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

BAS-6417 W528×D328×H162mm

(上置き棚を後付けできます）

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：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様
上部扉 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

(上置き棚を後付けできます）

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



引出部(ラテラル部)  ﾓｼﾞｭﾗｰトレー64・17
タイプ取付部分 (TRY-DP643A)
輸液の収納に最適

器材キャビネット-アクセサリー取り付け例

金庫取付部分(薬品金庫 2連取付)
(PSK-34T)
いろいろな金庫のバリエーションよりお選び
ください。

ﾓｼﾞｭﾗｰトレー64・10タイプ
仕切板(TRY-DP642F) 取付例

トレー64・05タイプ
トレイインサート(TRY-T1S2) 取付例

トレー64・05タイプ
デバイダーｾｯﾄ (DB-64)取付例
アンプルの収納に便利

トレー64・05タイプ
トレイインサート・名札(TRY-T1S1) 取付例
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64トレイ

トレイ 64・05ﾀｲﾌﾟ

TRY-645 ￥8,360

外寸法/W600×D400×H55mm
内寸法/W538×D338×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・10タイプ

BAS-6410 ￥12,540

外寸法/W600×D400×H108mm
内寸法/W535×D335×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・17ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 ￥16,720

外寸法/W600×D400×H168mm
内寸法/W528×D328×H162mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

②TI-311 ￥2,040

外寸法/W345×D120×H51mm
内寸法/W322×D100×H49mm

③TI-35 ￥1,504  

外寸法/W342×D60×H51mm
内寸法/W322×D40×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

②
③

仕切板

①PS-106 ￥1,250

外寸法/W552×D17×H98mm

②PS-104 ￥1,100

外寸法/W352×D17×H98mm

③PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm
④PS-166 ￥1,280

外寸法/W552×D17×H158mm

⑤PS-164 ￥1,230

外寸法/W352×D17×H158mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

①

②

②

トレイ・６４・０５タイプ／モジュラートレイ・６４・１０タイプ／モジュラートレイ・６４・１７タイプ

仕切板／アクセサリーシリーズ
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(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

PS-164

PS-166

PS-106
PS-104

PS-106

PS-103

TIN

TIS



64ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板標準セット

仕切板セット 642 A
TRY-DP642A ￥3,600

PS-104 1 個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 B
TRY-DP642B ￥4,700

PS-104 2個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 C
TRY-DP642C ￥5,800

PS-104 3個

PS-106 2個

仕切板セット 642 D
TRY-DP642D ￥6,750

PS-104 5個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 E
TRY-DP642E ￥6,250

PS-104 0 個

PS-106 5 個

モジュラートレイ・６４・１０タイプ用 BAS-6410用

仕切板セット 643 A
TRY-DP643A ￥2,510

PS-164 1 個

PS-166 1個

仕切板セット 643 B
TRY-DP643B ￥3,740

PS-164 2個

PS-166 1 個

モジュラートレイ・６４・１７タイプ用 BAS-6417用

仕切板セット 643 C
TRY-DP643C ￥5,020

PS-164 2個

PS-166 2個

仕切板セット 643 D
TRY-DP643D ￥4,970

PS-164 3個

PS-166 1個

仕切板セット 643 E
TRY-DP643E ￥2,560

PS-164 0 個

PS-166 2個

仕切板セット 642 F
TRY-DP642F ￥2,350

PS-104 1 個

PS-106 1 個
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PS-104

PS-106

PS-164

PS-166

仕切板セット 642 G
TRY-DP642G ￥3,450

PS-104 2 個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 H
TRY-DP642H ￥4,550

PS-104 3個

PS-106 1個



トレイインサート 標準ｾｯﾄ 6405ﾄﾚｰ

トレイインサートｾｯ ﾄ A

TRY-TIS1 ￥25,864

TI-311 4個 TIN    12個

TI-35 1 個 TIS     12個

トレイインサートｾｯﾄ B
TRY-TIS2 ￥18,724

TI-311   2個 TIN    6個

TI-35  1 個 TIS     6個

TI-211 3個

トレイインサートｾｯﾄ C

TRY-TIS3 ￥11,584

TI-211 6個

TI-35  1個

トレイインサートｾｯﾄ D

TRY-TIS4 ￥13,536

TI-35     9個

トレイ・６４・05タイプ BAS-3410用

トレイインサートｾｯﾄ E

TRY-TIS5 ￥13,992

TI-311 1 個 TI-211      3個

TI-35    3個 TIS             3個

トレイインサート仕切板の標準セット枚数

TI-311の場合

トレイインサート名札TINが必要な場合は
別途手配してください。

トレイインサート名札TINが必要な場合は
別途手配してください。
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(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

トレイインサート名札TINが必要な場合は
別途手配してください。

3枚

トレイインサート名札3枚
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アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色

浅型トレーにｾｯﾄできます。

名札・注射箋ホルダー

DB-64 セット価格 ￥32,000

トレイ64・05用

トレイ34・05用

DB-34   ｾｯﾄ価格 ¥20,800

アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色

浅型トレーTRY-345にｾｯﾄできます。

名札

名札+注射箋ホルダー

TRY-NP

TRY-CH

セット価格 ￥260

セット価格 ￥530

注射箋ホルダー

セット価格 ￥790TRY-NPCH

単独で使用できません。名札とセットで使用ください。

モジュラーアクセサリーシリーズ

デバイダー・セット

トレイ6405(TRY-645)に取付できます。

ｱﾝﾌﾟﾙの分別収納ができます。標準で横仕切り板が２０枚付属
しております。最大５０枚まで取付可能です。横仕切り板には、
シール等を貼って、そこにｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

横仕切り板

この斜め面にシール等を貼っ
てｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

デバイダーセット横仕切り板追加用

DB-Y   ｾｯﾄ価格 ¥300

アクリル透明



□ オプション (1)
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ステンレスﾊﾝｶﾞｰ

セット価格 ￥46,000SS60-002

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ5本付き

かんしの収納等

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

棚板 メラミン化粧板貼り t12
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 5個付き(Ivf-2-5S)取付

「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

ステンレスﾊﾝｶﾞｰ

セット価格 ￥42,000SS60-003

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ4本付き

かんしの収納等



□ オプション (2)
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セット価格 ￥25,000SS60-001

34ﾄﾚｰ用アダプター

寸法 600*400*10

SUS304 t1.0

写真のﾄﾚｰ類は別途です。

☆ 64ﾄﾚｰを収納するｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、
ｶｰﾄ、作業台に34ﾄﾚｰを横並びで

収納することができるようになりま
す。

引出してもストッパーにより、脱落
しません。

セット価格 ￥12,000TA-TA64IV

「セット外寸」 W600×D400×H12mm

棚板 メラミン化粧板貼り t12
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 6個付き



キャビネット-26 (34トレー用CBT)
ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ 上部収納付 ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ 上部収納 下部引出付

セット価格 ￥854,200

「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ 上部収納付 ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ 上部収納 下部引出付

CB-OP235-34 セット価格 ￥641,400

セット価格 ￥818,200

セット価格 ￥607,300

「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm

「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm

CB-WGD235-34CB-WG235-34

CB-OPD235-34

仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付

トレイ内寸

セット内容 BAS-3410×20個 BAS-6417x1個

仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×24個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス、引出口板 鍵付

トレイ内寸 BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417     W528XD328XH162mm

セット内容 BAS-3410×20個 BAS-6417x1個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、

トレイ内寸 BAS-3410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-3410×24個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

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。

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。

(上部ユニットの棚は可動棚）

(上部ユニットの棚は可動棚）

(上部ユニットの棚は可動棚） (上部ユニットの棚は可動棚）

BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417     W528XD328XH162mm
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キャビネット-27 (34トレー用CBT)
シヤッターキャビネット・34タイプ 上部収納付

セット価格 ￥817,100

「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm

シャッターャビネット・34タイプ 上部収納付

CB-SHD235-34 セット価格 ￥851,500

「セット外寸」 W713×D612.5×H2350mm

CB-SH235-34

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×24個

仕様

トレイ内寸 TRY-345 W538×D338×H 52mm

BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417   W528XD328XH162mm

セット内容 BAS-3410×18個 BAS-6417x1個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

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。

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
アルミフレーム仕様

扉 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り シャッター(透明)  鍵付

扉 口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付
：シャッター(透明)   鍵付き

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ

CB-OP178-34

セット価格 ￥475,200

「セット外寸」 W713×D550×H1778mm

仕様

、

トレイ内寸 BAS-3410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-3410×24個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ｵｰﾌﾟﾝキャビネット・34タイプ 下部引出付

セット価格 ￥441,100

「セット外寸」 W713×D612.5×H1778mm

CB-OPD178-34

仕様

口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付

トレイ内寸

セット内容 BAS-3410×20個 BAS-6417x1個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417     W528XD328XH162mm
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キャビネット-28 (34トレー用CBT)

セット価格 ￥688,000

「セット外寸」 W713×D612.5×H1778mm

CB-WG178-34

仕様

扉 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス 鍵付

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×24個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ

セット価格 ￥652,000

「セット外寸」 W713×D612.5×H1778mm

CB-WGD178-34

材質 本体：メラミン化粧板、アルミフレーム仕様

仕様

扉・口板 ：メラミン化粧板貼り、強化ガラス、
引出口板 鍵付

トレイ内寸 BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417     W528XD328XH162mm

セット内容 BAS-3410×20個 BAS-6417x1個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ダブルｸﾞﾗｽキャビネット・34タイプ 下部引出付

セット価格 ￥651,000

「セット外寸」 W713×D550×H1778mm

CB-SH178-34

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×24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：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様
シャッター透明鍵付き

シヤッターキャビネット・34タイプ シャッターャビネット・34タイプ 下部引出付

CB-SHD178-34 セット価格 ￥685,300

「セット外寸」 W713×D612.5×H1778mm

仕様

トレイ内寸 TRY-345 W538×D338×H 52mm

BAS-3410 W535×D335×H102mm
BAS-6417   W528XD328XH162mm

セット内容 BAS-3410×18個 BAS-6417x1個

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

口板 ：メラミン化粧板貼り、引出口板 鍵付
：シャッター(透明)   鍵付き
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キャビネット-29 昇降ﾌｨﾗｰ34
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昇降ﾌｨﾗｰ34用

セット価格 ￥75,000CB-SOUF150N-34
「セット外寸」 W715×D612.5×H150mm

左用 CB-SOUF150NL-34
中用 CB-SOUF150NC-34
右用 CB-SOUF150NR-34

室内高さ H=2500用

セット価格 ￥97,000CB-SOUF250N-34

「セット外寸」 W715×D612.5×H250mm

左用 CB-SOUF250NL-34

中用 CB-SOUF250NC-34
右用 CB-SOUF250NR-34

室内高さ H=2600用

セット価格 ￥107,000CB-SOUF350N-34

「セット外寸」 W715×D612.5×H350mm

左用 CB-SOUF410NL-34

中用 CB-SOUF410NC-34

右用 CB-SOUF410NR-34

室内高さ H=2700用

昇降ﾌｨﾗｰについて
２連の場合はL+R
3連の場合はL+C+Rのように
なります。

(単独)

(単独)

(単独)

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

連
結
の
場
合

「セット外寸」 W716.5×D620×H150mm

「セット外寸」 W718×D620×H150mm

「セット外寸」 W716.5×D620×H150mm

「セット外寸」 W716.5×D620×H250mm

「セット外寸」 W716.5×D620×H250mm

「セット外寸」 W718×D620×H250mm

「セット外寸」 W716.5×D620×H350mm

「セット外寸」 W718×D620×H350mm

「セット外寸」 W716.5×D620×H350mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 昇降部の移動距離 0~30mm

☆ 上部収納内部よりｱｼﾞｬｽﾀｰで調整
して天井に隙間なく当てることができま
す。

セット価格 ￥166,200

扉 ：メラミン化粧板貼り

仕様

「セット外寸」 W715×D612.5×H572mm

CB-SOU78

棚は可動棚

可動棚 2枚付

追加用棚板

TA-UPT34
「セット外寸」 W265×D382×H19mm

セット価格 ￥6,000

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

上部収納ユニット・34タイプ

CB-SOUF78 セット価格 ￥166,200

昇降ﾌｨﾗｰ取付用穴付き

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色

扉 ：メラミン化粧板貼り

仕様

「セット外寸」 W715×D612.5×H572mm

棚は可動棚

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、

アルミフレーム仕様

可動棚 2枚付

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、



仕切板セット 342 A
TRY-DP342A ￥1,930

PS-104 1 個

PS-103 1 個

仕切板セット 342 B
TRY-DP342B ￥2,760

PS-104 1 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 C
TRY-DP342C ￥3,860

PS-104 2 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 D
TRY-DP342D ￥4,690

PS-104 2個

PS-103 3個

仕切板セット 342 E
TRY-DP342E ￥2,200

PS-104 2 個

PS-103 0 個

34ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板ｾｯﾄ例

34トレイ

トレイ 34・05タイプ

TRY-345 ￥5,035

外寸法/W300×D400×H55mm
内寸法/W245×D345×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

モジュラートレイ 34・10タイプ

BAS-3410 ￥6,270

外寸法/W300×D400×H108mm
内寸法/W245×D345×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板／アクセサリーシリーズ

トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板

①PS-104 ￥1,250

外寸法/W352×D17×H98mm

②PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ用

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）
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(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できません。

モジュラートレイ・34・10タイプ用 BAS-3410用

PS-106PS-104PS-103



トレイインサート 標準ｾｯﾄ 3405ﾄﾚｰ

トレイインサートｾｯﾄ F

TRY-TIS6 ￥8,800

TI-311 2 個 TIS         6個

トレイインサートｾｯﾄ G

TRY-TIS7 ￥6,016

TI-35     4 個

トレイインサートｾｯﾄ H

TRY-TIS8 ￥5,040

TI-211  3 個

トレイ・34・05タイプ TRY-345用

トレイインサート仕切板の標準セット枚数 ３枚

トレイインサート名札TINが必要な場合は
別途手配してください。
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(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

トレイインサートｾｯﾄ I セット例

TRY-TIS9 ￥7,448

TI-311 1 個 TI-35        2個

TIS              3個

トレイインサートｾｯﾄ F

トレイｲﾝｻｰﾄTI-311
ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ仕切り板
ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ名札セット例

トレイインサートｾｯﾄ H セット例

TRY-TIS8 ￥5,040

TI-211  3 個

トレイインサートｾｯﾄ G セット例

TRY-TIS7 ￥6,016

TI-35     4 個

トレイインサートｾｯﾄ F セット例

TRY-TIS6 ￥8,800

TI-311 2 個 TIS         6個

トレイ インサート セット例



SYSTEM FURNITURE      

Workbench Cabinet    (収納関連商品)
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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10kgf/1個

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10kgf/1個

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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CBWT-09U
900*531.5*2350
定価 ￥451,900

CBWT-09
900*531.5*1778
定価 ￥327,500

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=900ﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、 上
部収納 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10kgf/１個
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
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作業台キャビネット-1
作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ上部ﾕﾆｯﾄ付き L=900ﾀｲﾌﾟ

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ

CBWT-12
1200*531.5*1778
定価 ￥387,800

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、 上部収納
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10kgf/１個
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

CBWT-12U
1200*531.5*2350
定価 ￥617,300

☆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下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ 上部ﾕﾆｯﾄ付

☆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。
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CBWT-15
1500*531.5*1778
定価 ￥440,800

CBWT-15U
1500*531.5*2350
定価 ￥755,700

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ L=1500ﾀｲﾌﾟ

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、 上部収納
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10kgf/１個
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CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ上部ﾕﾆｯﾄ付き L=1500ﾀｲﾌﾟ

作業台キャビネット-2

☆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-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

材質 本体：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、 上部
収納 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10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、
中天 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼
点滴ランナー SUS製 耐荷重10kgf/１個
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：低圧メラミン化粧板白色、 上部収納
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10kgf/１個
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
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作業台キャビネット用ｶｰﾄMC-S6408 1台付

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。

作業台キャビネット-3

作業台キャビネット用ｶｰﾄMC-S6408 1台付

作業台キャビネット用ｶｰﾄMC-S6408 1台付

作業台キャビネット用ｶｰﾄMC-S6408 1台付

作業台CBT下部ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ上部ﾕﾆｯﾄ付き L=1500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き L=900ﾀｲﾌﾟ

☆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。
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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

TC-ALS64cbt 本体価格 ￥119,000

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×*個 BAS-6410×*個

BAS-6417×*個

天板 ：SUS304 t1.0 #400
仕様

「セット外寸」 W680×D494×H847mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂ﾚｰﾙ 400タイプ 7段
ｷｬｽﾀｰφ100ストッパー付き
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品
SUS天板は毀れ止め付き
トレイの収納数
TRY-645  MAX  8個収納可能
BAS-6410  MAX  4個収納可能
BAS-6417  MAX 2個収納可能
必要に応じて 手配してください。

材質 本体：アルミフレーム仕様

ｱﾙﾐ作業台CBTｶｰﾄ46

本体価格にはﾄﾚｰ・バスケットは含まれておりません。

ｱﾙﾐ作業台CBTｶｰﾄ3434

TC-ALW34cbt セット価格 ￥245,000

セット内容 BAS-3410×8個

天板 ：ﾒﾗﾐﾝ化粧版

仕様

「セット外寸」 W727×D495×H850mm

樹脂ﾚｰﾙ 400タイプ 7段
ｷｬｽﾀｰφ100ストッパー付き
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品

材質 本体：アルミフレーム仕様

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

エラストマー車ｸﾞﾚｰ

モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

CB-WGU235-34CBWT-09MC
CB-SGU235

作業台キャビネット-4

レイアウト例



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
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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

作業台キャビネット-5



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
在庫がなくなり次第品番

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
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作業台キャビネット-6 バリエーション一覧
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SYSTEM FURNITURE      

ALM Cabinet    (収納関連商品)

ｱﾙﾐ ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 167

BASIC  SERIES 

2-3



商品の紹介
アルミCBT・特徴

シャッターカギ付き
盗難事故防止や個人情報の保持
に便利なカギ付き透明シャッタータ
イプです。鍵番号を別番にする場
合は25種類対応可能です。

モジュラートレイはホコリ
が付きにくいABS樹脂製。

ﾊﾟﾈﾙの色は標準色は白色でそれ以外に別
製対応でﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)があります。

その他の色をご希望の場合は別途問い合わ
せください。

ｷｬｽﾀｰはアジャスター付
き。

色については印刷ですので実際の色との誤差が
ありますのでカットサンプルでご確認ください。

天板は低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板t12です。

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダ白色
t3です。

シャッターを閉めた状態
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仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

特徴 キャスター付で移動が可能
ﾄﾚｰ・バスケットは国際標準規格
(ISO3394/600mmx400mm)に対応
オープンタイプとｼｬｯﾀｰ鍵付の2タイプ

S6618S6527Sﾎﾜｲﾄ

S6602

標準色

S6501



セット価格 ￥519,400

「セット外寸」 W725×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11160

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥841,900

「セット外寸」 W1362×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21160

アルミ64キャビネット
アルミキャビネット・64タイプ

セット価格 ￥1,188,800

「セット外寸」 W1999×D561×H1717mm

仕様

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-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31160

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
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。

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。

アルミキャビネット・64x2タイプ

アルミキャビネット・64x3タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

シャッターを閉めた状態
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セット価格 ￥501,000

「セット外寸」 W491×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-SH11140

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥795,000

「セット外寸」 W926×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-SH21140

アルミ46キャビネット
アルミキャビネット・46タイプ

セット価格 ￥993,000

「セット外寸」 W1361×D781×H1717mm

仕様

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-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-SH31140

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
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。

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。

アルミキャビネット・46x2タイプ

アルミキャビネット・46x3タイプ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ 170



セット価格 ￥443,100

「セット外寸」 W725×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-OP11160

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥718,200

「セット外寸」 W1362×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-OP21160

アルミ64キャビネット ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
アルミキャビネット・64タイプ

セット価格 ￥1,014,100

「セット外寸」 W1999×D561×H1663mm

仕様

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-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-OP31160

材質 本体フレーム：アルミニウム

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
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。

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。

アルミキャビネット・64x2タイプ2連

アルミキャビネット・64x3タイプ3連

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
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セット価格 ￥438,000

「セット外寸」 W491×D781×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

ACB-OP11140

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

セット価格 ￥706,000

「セット外寸」 W926×D781×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム

トレイ・モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

ACB-OP21140

アルミ46キャビネット ｵｰﾌﾟﾝﾀｲﾌﾟ
アルミキャビネット・46タイプ

セット価格 ￥993,000

「セット外寸」 W1361×D781×H1663mm

仕様

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-645×6個 BAS-6410×12個
BAS-6417×6個

ACB-OP31140

材質 本体フレーム：アルミニウム
トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

キャスター50Φ ｱｼﾞｬｽﾀｰ機能付き
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)がありま
す。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
さい。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。

その他の色をご希望の場合は別途お問い合わせくだ
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。

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。

アルミキャビネット・46x2タイプ2連

アルミキャビネット・46x3タイプ3連

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ
ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽﾀｰ

ｱｼﾞｬｽﾀｰ付ｷｬｽ
ﾀｰ
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SYSTEM FURNITURE      

Drug safe

薬品金庫 173
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174

商品の紹介
薬品保管庫のバリエーション

H3001重扉 H415H600H415

ピットロック
オート付き

PSK-34PLA
PSK-34PLA-2

2重扉

PSK-34PLC-2
PSK-34PLC

ピットロック

ピットロック
履歴管理

PSK-34PLCRA PSK-34PLCRA-2

テンキー

PSK-34T PSK-34T-2

ナンバー
ロック

PSK-34N PSK-34N-2

PSK-34TS

PSK-34NS

シリンダー
錠

PSK-34S

PSK-34TH

PSK-34NH

PSK-34SH

PSK-34TS-2

PSK-34NS-2

H300 H600

PSK-34TH-2

PSK-34NH-2

シリンダー
錠

PSK-34S-2 PSK-34SH-2

2重扉

1重扉

テンキー

テンキー

PSK-64DT2 PSK-64DT3

1重扉

1重扉

2重扉

PSK-64T3

PSK-64T3-2

PSK-64T

テンキー



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。

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

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
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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(PSK-MKS)
を手配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品(PSK-MKS)を
手配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品(PSK-MKS)を
手配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品(PSK-MKS)
を手配ください。



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

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）
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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-MKS2 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(PSK-
MKS2および必要分の個人カードPSK-IC)を手
配ください。

ピットロック本体以外は下記別売品(PSK-
MKS2および必要分の個人カードPSK-IC)を手
配ください。



□

177

ピットロックコンパクト履歴管理式用カード・キー

モード

PSK-IC

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-MKS2

セット価格 ￥27,000

PSK-K

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

非常解除キー PSK-S セット価格 ￥2,500

内筒assy PSK-N セット価格 ￥2,500

別売品

別売品

別売品

セット価格 ￥7,000

音量設定カード

注意シール

ICシール PSK-ICC セット価格 ￥2,650

別売品

手持ちの個人カードに貼る
ことによって
薬品庫の開閉ができます。

PSK-CC

PSK-OS

セット価格 ￥28,00注意シール



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のｻｲﾄﾞウオール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

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

178



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

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のｻｲﾄﾞウオールに取付る場合は専用棚板が必要です。
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PSK-34TS-2 セット価格 ￥115,000

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

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

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)

ナンバーロック式二重扉仕様

PSK-34NS-2
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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

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

PSK-34TH セット価格 ￥140,000

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

テンキー式

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-34TH-2 セット価格 ￥155,000

「セット外寸」 W280×D400×H600mm

テンキー式二重扉仕様

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

薬品保管庫-5 金庫をCBTのｻｲﾄﾞウオールに取付る場合は専用棚板が必要です。



セット価格 ￥99,500

「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

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-34NH-2

PSK-34SH-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 ￥95,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式二重扉仕様

金庫をCBTのｻｲﾄﾞウオールに取付る場合は専用棚板が必要です。
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セット価格 ￥96,500

「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)

ナンバーロック式

PSK-34NH

PSK-34SH

「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 ￥85,000

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式



薬品保管庫-7 金庫をCBTのｻｲﾄﾞウオール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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PSK-64T3 セット価格 ￥350,000

「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

テンキー式 大 扉3枚付

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 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



薬品保管庫-8 金庫をCBTのｻｲﾄﾞウオールに取付る場合は専用棚板が必要です。

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

「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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薬品金庫テンキー式小 34CBT用

PSK-34T-34 セット価格 ￥100,000

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

取付専用棚板 PSK-TA34SSが必要です。

「セット外寸」 W265×D400×H415mm

PSK-TA64SS セット価格 ￥15,000

材質 スチール（塗装仕上げ）

W280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

金庫用専用棚板64

PSK-TA34SS セット価格 ￥10,000

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

金庫用専用棚板34

材質 スチール（塗装仕上げ）

「セット外寸」 W300×D400×H10mm

薬品庫を底板の上に置く場合は不要です。 薬品庫を底板の上に置く場合は不要です。



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

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

薬品保管庫-9
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PSK-34薬品庫参考レイアウト

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



薬品保管庫-10 金庫をCBTのｻｲﾄﾞウオールに取付る場合は専用棚板が必要です。

PSK-34TS-C セット価格 ￥148,000

仕様 電池式ｺﾝﾊﾟｸﾄテンキー付・ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付き
内部 稼働棚 1枚付

ｺﾝﾊﾟｸﾄテンキー付き薬品庫

「セット外寸」 W280×D400×H300mm

材質 本体フレーム：スチール（カギ付き）
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ｺﾝﾊﾟｸﾄテンキーロック

高さが93mｍで省スペースで２段扉対応
が可能です。

小スペース対応ができるので、麻薬、向
精神薬等の分別の薬品庫が小スペース
で取付可能

非常解除シリンダーキー付
バッテリー切れ、電気的トラブル

が発生した際にも、物理的に解除
可能、万が一の再にもご安心頂け
ます。
電池寿命は使い方にもよりますが
約２年

【オプション】
非常解除キーEPL01-EK   

セット価格 ￥1,500



□ memo
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SYSTEM FURNITURE      

Stainless  Storage

ステンレス収納庫・パスBOX等 187

4



ステンレス 収納庫(1)

CBH-SS186518 CBH-SS126518CBH-SS156518
「セット外寸」 W1200×D650×H1800mm「セット外寸」 W1500×D650×H1800mm「セット外寸」 W1800×D650×H1800mm

セット価格 ￥780,000 セット価格 ￥600,000セット価格 ￥690,000

CBH-SS124518CBH-SS154518CBH-SS184518
「セット外寸」 W1200×D450×H1800mm

「セット外寸」 W1500×D450×H1800mm「セット外寸」 W1800×D450×H1800mm

セット価格 ￥750,000
セット価格 ￥570,000セット価格 ￥660,000

ステンレス 収納庫 下部収納
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SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き



ステンレス 収納庫(1) バリエーション図表

「セット外寸」 W480×D690×H1800mm

CBH-SS186518 CBH-SS126518CBH-SS156518

「セット外寸」 W1200×D650×H1800mm「セット外寸」 W1500×D650×H1800mm
「セット外寸」 W1800×D650×H1800mm

CBH-SS124518CBH-SS154518CBH-SS184518

「セット外寸」 W1200×D450×H1800mm「セット外寸」 W1500×D450×H1800mm「セット外寸」 W1800×D450×H1800mm

セット価格 ￥780,000

セット価格 ￥750,000

セット価格 ￥600,000セット価格 ￥690,000

セット価格 ￥570,000セット価格 ￥660,000
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SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き



ステンレス 収納庫(2)
ステンレス 収納庫 下部収納
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CBH-SS094515

「セット外寸」 W900×D450×H1500mm

セット価格 ￥525,000

CBH-SS094018

「セット外寸」 W900×D400×H1800mm

セット価格 ￥540,000

CBH-SS094015

「セット外寸」 W900×D400×H1500mm

セット価格 ￥499,000

「セット外寸」 W1500×D400×H1500mm

引戸 ：ステンレス、HL強化ガラス 鍵付
棚板 ：ステンレスSUS304t1.2HL 4枚

本体外装 ：ステンレスsus304 t1.2HL
本体内装 ：ステンレスsus304t1.0BA

引手 ：SUS 製
鍵 ：シリンダー錠

ボールカスター付
硝子 ：透明強化ガラスt4
棚受け SUS304  耐荷重130kgf/4個

下部収納商品仕様書

CBH-SS154015T セット価格 ￥720,000

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 上ﾕﾆｯﾄ 3枚付き

下ﾕﾆｯﾄ 無し

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き



ステンレス 収納庫(2)バリエーション図表

CBH-SS094515 CBH-SS154015T

「セット外寸」 W1500×D400×H1500mm
ｽﾗｲﾄﾞ

「セット外寸」 W900×D450×H1500mm

CBH-SS094015CBH-SS094018

「セット外寸」 W900×D400×H1500mm「セット外寸」 W900×D400×H1800mm

セット価格 ￥525,000

セット価格 ￥540,000

セット価格 ￥720,000

セット価格 ￥499,000

引戸 ：ステンレス、HL強化ガラス 鍵付
棚板 ：ステンレスSUS304t1.2HL

本体外装 ：ステンレスsus304 t1.2HL
本体内装 ：ステンレスsus304t1.0BA

引手 ：SUS製
鍵 ：Geo.Prince L-89
ボールカスター付
硝子 ：透明強化ガラスt4
棚受け SUS304 耐荷重130kgf/4個
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SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ４枚付き

ｽﾗｲﾄﾞ天板付



ステンレス 収納庫(3)

CBH-SS1865U

CBH-SS1565U

「セット外寸」 W1500×D650×H600mm

CBH-SS1845U

CBH-SS1545U

「セット外寸」 W1800×D450×H600mm

「セット外寸」 W1500×D450×H600mm

セット価格 ￥260,000

セット価格 ￥220,000 セット価格 ￥230,000

セット価格 ￥250,000

CBH-SS1265U

「セット外寸」 W1200×D650×H600mm

CBH-SS1245U セット価格 ￥190,000 セット価格 ￥200,000

「セット外寸」 W1200×D450×H600mm

「セット外寸」 W1800×D650×H600mm

引戸 ：ステンレス、HL強化ガラス 鍵付
棚板 ：ステンレスSUS304t1.2HL １枚

本体外装 ：ステンレスsus304 t1.2HL
本体内装 ：ステンレスsus304t1.0BA

引手 ：SUS 製
鍵 ：シリンダー錠

硝子 ：透明強化ガラスt4
棚受け SUS304  耐荷重130kgf/４個

ステンレス 収納庫 上部収納
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上部収納商品仕様書

SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 1枚付き



ステンレス 収納庫(3)上部ユニット バリエーション図表

CBH-SS1865U

CBH-SS1565U

「セット外寸」 W1500×D650×H600mm

「セット外寸」 W1800×D650×H600mm

CBH-SS1845U

CBH-SS1545U

「セット外寸」 W1800×D450×H600mm

「セット外寸」 W1500×D450×H600mm

セット価格 ￥260,000

セット価格 ￥220,000
セット価格 ￥230,000

セット価格 ￥250,000

引戸 ：ステンレス、HL強化ガラス 鍵付
棚板 ：ステンレスSUS304t1.2HL

本体外装 ：ステンレスsus304 t1.2HL
本体内装 ：ステンレスsus304t1.0BA

引手 ：SUS製
鍵 ：Geo.Prince L-89

硝子 ：透明強化ガラスt4
棚受け SUS304  耐荷重130kgf/４個

CBH-SS1265U

「セット外寸」 W1200×D650×H600mm

CBH-SS1245U
セット価格 ￥190,000セット価格 ￥200,000

「セット外寸」 W1200×D450×H600mm
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SUS304 HL  引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 1枚付き



ステンレス滅菌材料 キャビネット
滅菌材料キャビネット

セット価格 ￥648,600

「セット外寸」 W773×D550×H1700mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレス HLカギ付き

扉 ：ステンレス、HL強化ガラス 鍵付
棚板 ：ステンレス

CB-SS170

ハンガー ステンレス

セット内容 SS60-002×2個 TA-S64×2個
BAS-6410S×3個

トレイ内寸 BAS-6410S W535×D335×H102mm

棚 板 TA-S64 W600×D400×H 8mm

ハンガー SUS-K W600×D400×H 8mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

サイドウォール仕様
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ステンレスﾊﾝｶﾞｰ５本タイプ セット価格 ￥46,000SS60-002

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ5本付き

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。

ステンレスﾊﾝｶﾞｰ４本タイプ セット価格 ￥42,000SS60-003

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ4本付き

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。

ステンレス棚板 価格 ￥15,000TA-S64

「セット外寸」 W600×D400×H11mm

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304 HL

ステンレスﾊﾞｽｹｯﾄ 価格 ￥24,000BAS-6410S

オプション部品

「セット外寸」 W600×D400×H105mm

材質 ステンレス SUS304 丸棒



商品の紹介
ﾊﾟｽスルーキャビネット

使用目的

清潔、非清潔のゾーニングを明確化することを
主な目的とし、清汚間の物品の受渡し及び保
管に使用します。

特 徴

☆本体両面に扉がついており、パススルータイプと
なっています。 左右にエンドパネルが付きます。
何連でも像連が可能。
☆本体には60cm×40cmのモジュール化されたトレ
イ・バスケット類を収納する事ができます。
☆扉は、保管物の確認ができるように両面とも透明
になっています。
☆インターロック(同時開閉防止機能)を標準で組
み込んでいます。

仕 様

○寸法w30+480+30×D690×H1800

本体 ステンレス製 外部HL仕上げ・内部
磨き仕上げ；扉ステンレスHL仕上げ ：窓
部 強化硝子（透明） ：ステンレスハンドル
、 樹脂レールは硝子繊維入り400タイプ

鍵付き、鍵無しの製作が可能です。

使用場所 中央材料室
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エンドﾊﾟﾈﾙエンドﾊﾟﾈﾙ 本体 本体

PB-S401EP
PB-S401EP PB-S401 PB-S401

PB-S401K1 PB-S401K1

PB-S401K2
PB-S401K2

PB-S401連結詳細

サイドﾚｰﾙ400仕様



セット価格 ￥823,000

「セット外寸」 W480×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ付 鍵無し・右ﾋﾝｼﾞ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
内部には樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ付23段

PB-S401

ステンレスﾊﾟｽスルーキャビネット・46タイプ

(注)巾寸法については変更できませんので、

壁との隙間はエンドﾊﾟﾈﾙ、シール等でふさい
でください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。
トレー類は別途手配下さい。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

サイドﾚｰﾙ400仕様
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ステンレス パススルーキャビネット・連結タイプ

PB-S401EP
セット価格 ￥838,000PB-S401K1廊下側のみ鍵付き

セット価格 ￥840,000PB-S401K2両側 鍵付き

セット価格 ￥146,000

「セット外寸」 W30×D690×H1800mm

エンドパネルは2枚で1セットです。

ステンレスﾊﾟｽスルーキャビネット・エンドパネル

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵が無いタイプ

☆左右にエンドパネルを取り付けしないと
商品として成立しません。

両側 鍵無し

「セット外寸」 W480×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ付 鍵無し・右ﾋﾝｼﾞ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
内部には樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ付23段

サイドﾚｰﾙ400仕様

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵付きタイプ

☆左右にエンドパネルを取り付けしないと
商品として成立しません。

「セット外寸」 W480×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
ｲﾝﾀｰﾛｯｸ付 鍵無し・右ﾋﾝｼﾞ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
内部には樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ付23段

サイドﾚｰﾙ400仕様

☆陰圧をかけた室内、鍵無し
廊下側は鍵が付いたタイプ

☆左右にエンドパネルを取り付けしないと
商品として成立しません。

ステンレスﾊﾟｽスルーキャビネット・46タイプ

ステンレスﾊﾟｽスルーキャビネット・46タイプ

鍵無し

鍵

鍵

鍵



PB-S525 セット価格 ￥862,000

「セット外寸」 W525×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドﾚｰﾙ付き

エンドパネル無しの単独1連タイプ
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ステンレス パススルーキャビネット・単独タイプ

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

PB-S525K2 セット価格 ￥875,000

両面鍵付き

セット価格 ￥873,000

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

「セット外寸」 W525×D690×H1800mm

両側 鍵無し

両側 鍵付き

「セット外寸」 W525×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドﾚｰﾙ付き

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドﾚｰﾙ付き

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

鍵

鍵

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵が無いタイプ

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵が有るタイプ

廊下側のみ鍵付き PB-S525K1

☆陰圧をかけた室内、鍵無し
廊下側は鍵が付いたタイプ

エンドパネル無しの単独1連タイプ

エンドパネル無しの単独1連タイプ

鍵



セット価格 ￥1,720,000

「セット外寸」 W1020×D690×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL ３段タイプ
インターロック付き

PB-S1020

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドレール付き
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ステンレス パススルーキャビネット・単独タイプ
エンドパネル無しの単独2連タイプ

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

PB-S1020K2 セット価格 ￥1,750,000

PB-S1020K1 セット価格 ￥1,730,000

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドレール付き

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL ３段タイプ
インターロック付き

「セット外寸」 W1020×D690×H1800mm

エンドパネル無しの単独2連タイプ

両側 鍵無し

エンドパネル無しの単独2連タイプ

廊下側のみ鍵付き

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵が無いタイプ

☆陰圧をかけた室内、鍵無し
廊下側は鍵が付いたタイプ

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

「セット外寸」 W1020×D690×H1800mm

☆陰圧をかけた室内も廊下側も鍵が有るタイプ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
サイドレール付き

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL ３段タイプ
インターロック付き

向かって右ﾋﾝｼﾞ
単独でエンドパネルはありません。

鍵

鍵

鍵

両側 鍵付き



ステンレス ﾊﾟｽボックス

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL ３段タイプ
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き

パスボックス ステンレス 1列3段ﾀｲﾌﾟ

ステンレス 1列1段ﾀｲﾌﾟ

DB-S601A セット価格 ￥363,000

「セット外寸」 W600×D620×H600mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き

(注)寸法については現場開口に合わせて設定
してください。

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定でき
ます。

ステンレス 1列2段ﾀｲﾌﾟ

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4鍵付き

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定で
きます。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問い
合わせください。

パスボックス

パスボックスステンレス 1列4段ﾀｲﾌﾟパスボックス

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定でき
ます。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問い
合わせください。

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL 4段タイプ
インターロック付き
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下部FIXパネル無し
右ﾋﾝｼﾞ

DB-S602A
「セット外寸」 W600×D620×H1200mm

セット価格 ￥478,000

下部FIXパネル無し
右ﾋﾝｼﾞ

DB-S603A セット価格 ￥643,000

「セット外寸」 W600×D620×H1500mm

下部FIXパネル無し
右ﾋﾝｼﾞ

DB-S604A セット価格 ￥1,000,000

「セット外寸」 W600×D620×H1800mm

下部FIXパネル無し
右ﾋﾝｼﾞ



ステンレス ﾊﾟｽボックス

セット価格 ￥743,000

「セット外寸」 W600×D620×H1800mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL ３段タイプ
インターロック付き・右ﾋﾝｼﾞ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き・右ﾋﾝｼﾞ

DB-S603

パスボックス ステンレス 1列3段ﾀｲﾌﾟ

ステンレス 1列1段ﾀｲﾌﾟ

仕様・材質 本体フレーム：ステンレス
HL イン
ターロック付き

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き・右ﾋﾝｼﾞ

(注)寸法については現場開口に合わせて設定
してください。

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定でき
ます。

ステンレス 1列2段ﾀｲﾌﾟ

DB-S602 セット価格 ￥578,000

「セット外寸」 W600×D620×H1500mm

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL
インターロック付き・右ﾋﾝｼﾞ

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4鍵付き

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定で
きます。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問
い合わせください。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問い
合わせください。

パスボックス

パスボックスステンレス 1列4段ﾀｲﾌﾟパスボックス

DB-S604 セット価格 ￥1,100,000

「セット外寸」 W600×D620×H2000mm

(注)寸法については現場開口に合わせて設
定してください。
開口に合わせて2連、3連といくらでも
増連できます。

巾木の高さは現場開口に合わせて設定でき
ます。

(注)  現場施工が必要な場合は別途 お問い
合わせください。

扉 ：ステンレスHL 強化ガラスt4
鍵付き・右ﾋﾝｼﾞ

仕様・材質 本体フレーム：ステンレスHL 4段タイプ
インターロック付き
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DB-S601 セット価格 ￥423,000

「セット外寸」 W600×D620×H1600mm
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商品の紹介
ｵｰﾌﾟﾝラック

使用目的

病院内で使用する注射薬・診療材料等
の管理・保管用として使用します。

使用場所

病棟・外来・救急・透析・採血室・
内視鏡室・放射線・ICU・NICU・手
術室・中央材料室・SPD倉庫

特 徴

☆本体には60cm×40cmのモジュール化され
たトレイ・バスケット類を収納する事ができます
。

☆）本体は、収納量、業務内容に応じて1連か
ら2連・3連・・・・・と自由に連結、増減ができま
す。 CGは参考写真です。

仕 様
○645×N+30(W)×465(D)×2000(H)・・・・・・W60タイプ

○445×N+30(W)×665(D)×2000(H)・・・・・・W40タイプ

スチールパイプ仕様
本体 粉体塗装 アジャスター付き
硝子繊維入りレール400/600 
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1連にTRY-645は最大12個取付可能
BAS-6410は最大12個取付可能
BAS-6417は最大6個取付可能

棚板TA-T64Nは最大12枚取付可能

６４用４００ﾚｰﾙ・取付アダプター付き

46用6００ﾚｰﾙ・取付アダプター付き

棚板取付位置



オープンラック64 （材料ラック・滅菌器材ラック）

仕様 レール９段×３列付き

セット価格 ￥530,100

「セット外寸」 W1976×D462×H2000mm
サイドﾋﾟｰｽ ４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線 １２本
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め ３本

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
棚板：メラミン化粧板

OP-64-3 3連基本セット

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×12個 BAS-6417×3個

TA-T64×3枚

棚 板 TA-T64N        Ｗ600×D400×H11mm

※レールは最大１２段×３列まで増やせます。

増連対応 抜け落ち防止ホコリつきにくい 仕切板

（ご相談）

スチールラック・64タイプ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

(注)  現場組立が必要な場合は別途
お問い合わせください。

OP-64

OP-64-1 1連基本セット セット価格 ￥209,000

セット内容 BAS-6410×4個 BAS-6417×1個

TA-T64N×1枚

OP-64-0 増連用セット セット価格 ￥160,500

セット価格 ￥27,500

セット内容 BAS-6410×4個 BAS-6417×1個

TA-T64N×1枚

OP-64-4009 ﾚｰﾙｾｯﾄ
400ﾚｰﾙ9段分のｾｯﾄ(左右各9本)

基本セット
OP-64-1

増連用ｾｯﾄ
OP-64-0

増連用ｾｯﾄ
OP-64-0

特徴
● 何連でも連結できます。
● ﾚｰﾙは12段まで取り付けできます。
● 現場組立式・現場施工については別途

ご依頼ください。
☆ 壁際でなく島置きで使用したい場合は

耐震固定等の問題がありますので別途

ご相談ください。

OP-64-4001 ﾚｰﾙｾｯﾄ
400ﾚｰﾙ1段分のｾｯﾄ(左右各1本)

セット価格 ￥3,070
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サイドﾋﾟｰｽ

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線

サイドﾋﾟｰｽ ２本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線 ４本
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め １本

サイドﾋﾟｰｽ 1本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線 ４本
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め １本

400ﾚｰﾙ

「セット外寸」 W684×D462×H2000mm

「セット外寸」 W652×D462×H2000mm



オープンラック46 （材料ラック・滅菌器材ラック）

セット内容 BAS-6410×4個 BAS-6417×1個

TA-T64×1枚

増連対応 抜け落ち防止ホコリつきにくい 仕切板

（ご相談）

スチールラック・46タイプ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

(注)  現場組立が必要な場合は別途
お問い合わせください。

基本セット
OP-46-1 増連用ｾｯﾄ

OP-46-0 増連用ｾｯﾄ
OP-46-0

セット価格 ￥539,600

「セット外寸」 W1375×D662×H2000mm
サイドﾋﾟｰｽ４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線12本
ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め ３本

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
棚板：メラミン化粧板貼り

OP-46-3 3連基本セット

仕様 レール９段×３列付き

※レールは最大１２段×３列まで増やせます。

OP-46-1 1連基本セット

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×12個 BAS-6417×3個

TA-T64×3枚

棚 板 TA-T64N        Ｗ600×D400×H11mm

セット価格 ￥39,900

セット価格 ￥165,400

セット価格 ￥218,500

セット内容 BAS-6410×4個 BAS-6417×1個

TA-T64×枚

OP-46-0 増連用セット

OP-46-6009 ﾚｰﾙｾｯﾄ
600ﾚｰﾙ9段分のｾｯﾄ

※レールは最大１２段まで取り付けできます。

OP-46

OPK-1  島置き使用で2台を背合わせで使用するための連結金具

OPK-2  壁固定金具

OPK-3  床固定金具

☆ 上記金具が必要な場合は別途ご相談ください。

OP-46-6001 ﾚｰﾙｾｯﾄ セット価格 ￥4,436
600ﾚｰﾙ1段分のｾｯﾄ
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ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線

600ﾚｰﾙ

サイドﾋﾟｰｽ

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め

サイドﾋﾟｰｽ２本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本

サイドﾋﾟｰｽ1本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本

「セット外寸」 W481×D662×H2000mm

「セット外寸」 W477×D662×H2000mm
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セット価格 ￥305,460

OP-64-1B 1連 ﾄﾚｰ・棚板無し
セット価格 ￥134,120

OP-64-3B 3連 ﾄﾚｰ・棚板無し

OP-64-0B 増連用 ﾄﾚｰ・棚板無し

セット価格 ￥85,620

オープンラック ﾄﾚｰ・棚板無し （材料ラック・滅菌器材ラック）

セット価格 ￥314,960

OP-46-1B 1連ﾄﾚｰ棚板無し
セット価格 ￥143,700

OP-46-3B 3連ﾄﾚｰ棚板無し

OP-46-0B 増連用ﾄﾚｰ棚板無し

セット価格 ￥88,200

サイドﾋﾟｰｽ ４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線１２本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め３本
セット外寸 W1976*D462*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用２７本 左用27本

サイドﾋﾟｰｽ 2本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線4本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本
セット外寸 W684*D462*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用9本 左用9本

サイドﾋﾟｰｽ 1本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線4本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本
セット外寸 W650*D462*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用9本 左用9本

６４タイプ 46タイプ

サイドﾋﾟｰｽ ４本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線１２本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め３本
セット外寸 W1375*D662*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用２７本 左用27本

サイドﾋﾟｰｽ 2本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線4本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本
セット外寸 W481*D662*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用9本 左用9本

サイドﾋﾟｰｽ 1本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ直線4本 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟｰｽ斜め1本
セット外寸 W477*D662*H2000mm
400ﾚｰﾙ 右用9本 左用9本

棚板無し

ﾄﾚｰ無し

棚板無し

ﾄﾚｰ無し
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基本スペック(1)

TC-ALS46 本体価格 ￥119,000

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×*個 BAS-6410×*個

BAS-6417×*個

天板 ：SUS304 t1.0 #400
仕様

「セット外寸」 W480×D694×H959mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂ﾚｰﾙ 600タイプ 10段
ｷｬｽﾀｰφ125ストッパー付き 可塑性ゴム車
輪 色グレー ノンマーキング加工仕様
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品
SUS天板は毀れ止め付き
トレイの収納数
TRY-645  MAX  10個収納可能
BAS-6410  MAX  5個収納可能
BAS-6417  MAX 3個収納可能
必要に応じて 手配してください。

材質 本体：アルミフレーム仕様

ｱﾙﾐ処置ｶｰﾄ46

本体価格にはﾄﾚｰ・バスケットは含まれておりません。

トレイ 64・05ﾀｲﾌﾟ

TRY-645 ￥8,360
外寸法/W600×D400×H55mm
内寸法/W538×D338×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・10タイプ

BAS-6410 ￥12,540
外寸法/W600×D400×H108mm
内寸法/W535×D335×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・17ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 ￥16,720
外寸法/W600×D400×H168mm
内寸法/W528×D328×H162mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

外寸 600*400*t12 メラミン化粧板貼り
搭載加重 10kg

キャビネット・ｶｰﾄ類にｾｯﾄできます。

価格 ￥8,000TA-T64N



209

TC-ALS64 セット価格 ￥119,000

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×*個 BAS-6410×*個

BAS-6417×*個

天板 ：SUS304 t1.0 #400
仕様

「セット外寸」 W480×D694×H959mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂ﾚｰﾙ 600タイプ 10段
ｷｬｽﾀｰφ125ストッパー付き
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品
SUS天板は毀れ止め付き
トレイの収納数
TRY-645  MAX  10個収納可能
BAS-6410  MAX  5個収納可能
BAS-6417  MAX 3個収納可能
必要に応じて 手配してください。

材質 本体：アルミフレーム仕様

ｱﾙﾐ処置ｶｰﾄ64

本体価格にはﾄﾚｰ・バスケットは含まれておりません。

トレイ 64・05ﾀｲﾌﾟ

TRY-645 ￥8,360
外寸法/W600×D400×H55mm
内寸法/W538×D338×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・10タイプ

BAS-6410 ￥12,540
外寸法/W600×D400×H108mm
内寸法/W535×D335×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・17ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 ￥16,720
外寸法/W600×D400×H168mm
内寸法/W528×D328×H162mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

外寸 600*400*t12 メラミン化粧板貼り
搭載加重 10kg

キャビネット・ｶｰﾄ類にｾｯﾄできます。

価格 ￥8,000TA-T64N

基本スペック(2)

「セット外寸」 W927×D695×H1077mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×0個

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ
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
樹脂ﾚｰﾙ６００タイプ １２段

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付き

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

MC-W4609-AL セット価格 ￥300,000

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ4646

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×12個

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ3434

「セット外寸」 W727×D495×H1077mm

トレイ内寸

TRY-3405 x  0個

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付き

エラストマー車ｸﾞﾚｰ

セット内容 BAS-3410×10個

MC-W3409-AL セット価格 ￥280,000

BAS-3410 W535×D335×H102mm

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
樹脂ﾚｰﾙ４００タイプ １２段
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TC-ALS64cbt 本体価格 ￥119,000

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×*個 BAS-6410×*個

BAS-6417×*個

天板 ：SUS304 t1.0 #400
仕様

「セット外寸」 W680×D494×H847mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂ﾚｰﾙ 400タイプ 7段
ｷｬｽﾀｰφ100ストッパー付き
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品
SUS天板は毀れ止め付き
トレイの収納数
TRY-645  MAX  8個収納可能
BAS-6410  MAX  4個収納可能
BAS-6417  MAX 2個収納可能
必要に応じて 手配してください。

材質 本体：アルミフレーム仕様

ｱﾙﾐ作業台CBTｶｰﾄ46

本体価格にはﾄﾚｰ・バスケットは含まれておりません。

ｱﾙﾐ作業台CBTｶｰﾄ3434

TC-ALW34cbt セット価格 ￥245,000

BAS-3410×8個

天板 ：ﾒﾗﾐﾝ化粧版

仕様

「セット外寸」 W727×D495×H850mm

樹脂ﾚｰﾙ 400タイプ 7段
ｷｬｽﾀｰφ100ストッパー付き
本体ｱﾙﾐ製で軽い商品

材質 本体：アルミフレーム仕様

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

エラストマー車ｸﾞﾚｰ

モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

基本スペック(3)

BAS-3410 W535×D335×H102mmﾄﾚｲ内寸

ｾｯﾄ内容
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オプション(1)

カテーテルポケット 6段

品番 本体価格
MC-SF640P6 ￥58,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質 PVC

寸法 300*630

取付方法 ﾈｼﾞ止め

カテーテルポケット

品番 本体価格
MC-SF640P7 ￥15,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質 PVC

寸法 100*100*300

取付方法 ﾈｼﾞ止め

小物入れ

品番 本体価格
MC-SF640P8 ￥11,700

寸法 295*120*140

材 質 ABS樹脂 底板SUS304

取付方法 マグネット

ゴミ箱ホルダー 中・小用

品番 本体価格
MC-SF640P9 ￥81,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質

寸 法 383*300*477

ゴミ箱 中 11.5L
小 6.5L

取付方法 ﾈｼﾞ止め

ゴミ箱ホルダー 大用

品番 本体価格
MC-SF640P10 ￥66,800

ベース部 ステンレスsus304

材 質

寸 法 325*207*471

ゴミ箱 15L

取付方法 ﾈｼﾞ止め
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商品の御紹介
ｱﾙﾐ ﾏﾙﾁｶｰﾄ

214

使用目的

回診用・運搬用・処置用等様々な用途で
活躍できる機能の優れたｶｰﾄシリーズで
す。上段に天板を設置すればノートパソ
コンを置くことも可能です。

特 徴

☆本体には60cm x 40cm,30cm x 40cmのモジュー
ル化されたトレイ・バスケット類を収納する事ができ
ます。 ☆本体
にはキャスターが付いている為、人手による搬送
が可能で、ストッパーも付いています。

アルミ押出材は傷の付きにくい高硬度アルマイト
仕上げ

色合いをﾗｲﾄｸﾞﾚｰ系で統一しているために落ち着いた
イメージに仕上がっております。

軽量設計で移動がスムーズ

仕 様

34ﾄﾚｰﾀｲﾌﾟと64ﾄﾚｰﾀｲﾌﾟ、IV付きがあります。

本体 ｱﾙﾐ押し出し材、キャスターはφ100 ストッパ
ー付き 車輪は材質TPE 色 グレー

上段には天板(木製・SUS製)取付可能

SUS天板は毀れ止め付き

ﾄﾚｰの位置は任意に設定可能、後から数を増やすこ

とも可能です。軽いので取り回しが用意

MC-A64-3E MC-A64-3Q

オプション装着例
トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

BAS-6417

TA-T64N

BAS-6410

ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ

TRY-645

仕切り板

BAS-6410

BAS-6417



ﾏﾙﾁｶｰﾄ64　2段　取っ手付き

品番 MT-A64-2A MT-A64-2B MT-A64-2C MT-A64-2D MT-A64-2E MT-A64-2F MT-A64-2G MT-A64-2H MT-A64-2I

定価 86,200 90,400 94,600 86,600 90,800 94,900 108,200 112,400 116,600

木製天板 1 1 1
sus天板 1 1 1
6405ﾄﾚｰ 1 2 1 1 1
6410バスケット 1 1 1
6417バスケット 1 1 1

ﾏﾙﾁｶｰﾄ64　3段　取っ手付き

品番 MT-A64-3A MT-A64-3B MT-A64-3C MT-A64-3D MT-A64-3E MT-A64-3F MT-A64-3G MT-A64-3H MT-A64-3I MT-A64-3J MT-A64-3K MT-A64-3L MT-A64-3M MT-A64-3N

定価 106,500 110,600 114,800 112,800 118,900 133,100 110,600 128,500 132,600 136,800 132,600 136,800 140,900 155,100

木製天板 1 1 1 1 1 1 1
sus天板 1 1 1 1 1 1 1
6405ﾄﾚｰ 2 1 1 1 2 1 1 1
6410バスケット 1 2 1 1 1 1 2 1
6417バスケット 1 1 2 1 1 2
品番 MT-A64-3O MT-A64-3P MT-A64-3Q MT-A64-3R MT-A64-3S MT-A64-3T MT-A64-3U

定価 106,800 111,000 115,100 115,100 119,300 123,500 110,900

木製天板

sus天板

6405ﾄﾚｰ 3 2 2 1 1 1 2
6410バスケット 1 2 1 1
6417バスケット 1 1 2

ﾏﾙﾁｶｰﾄ64　3段　取っ手無し

品番 MT-AF64-3A MT-AF64-3B MT-AF64-3C MT-AF64-3D MT-AF64-3E MT-AF64-3F MT-AF64-3G MT-AF64-3H MT-AF64-3I MT-AF64-3J MT-AF64-3K MT-AF64-3L MT-AF64-3M MT-AF64-3N

定価 98,300 102,400 106,600 102,400 104,800 110,700 110,600 120,400 124,400 128,600 128,600 132,700 146,900 98,600

木製天板 1 1 1 1 1 1 1
sus天板 1 1 1 1 1
6405ﾄﾚｰ 2 1 1 1 2 1 1 3
6410バスケット 1 1 2 1 1 2 1
6417バスケット 1 1 2 1 1 2
品番 MT-AF64-3O MT-AF64-3P MT-AF64-3Q MT-AF64-3R MT-AF64-3S MT-AF64-3T

定価 102,800 106,800 102,800 115,100 119,300 123,500

木製天板

sus天板

6405ﾄﾚｰ 2 2 2 1 1 1
6410バスケット 1 1 2 1
6417バスケット 1 1 2

ﾏﾙﾁｶｰﾄ64　3段　IV付き

品番 MT-A64-3A-IV MT-A64-3B-IV MT-A64-3C-IV MT-A64-3D-IV MT-A64-3E-IV MT-A64-3F-IV MT-A64-3G-IV MT-A64-3H-IV MT-A64-3I-IV MT-A64-3J-IV MT-A64-3K-IV MT-A64-3L-IV MT-A64-3M-IV MT-A64-3N-IV

定価 118,800 122,900 127,100 125,100 131,200 145,400 140,800 144,900 149,100 149,100 153,200 167,400 119,100 123,300

木製天板 1 1 1 1 1 1
sus天板 1 1 1 1 1 1
6405ﾄﾚｰ 2 1 1 2 1 1 3 2
6410バスケット 1 2 1 1 2 1 1
6417バスケット 1 1 2 1 1 2
品番 MT-A64-3O-IV MT-A64-3P-IV MT-A64-3Q-IV MT-A64-3R-IV

定価 127,400 127,400 131,600 135,800

木製天板

sus天板

6405ﾄﾚｰ 2 1 1 1
6410バスケット 1 2 1
6417バスケット 1 2

ﾏﾙﾁｶｰﾄ34　3段　取っ手付き ﾏﾙﾁｶｰﾄ34　2段　取っ手付き ﾏﾙﾁｶｰﾄ34　2段　取っ手無し ﾏﾙﾁｶｰﾄ34　3段　取っ手無し

品番 MT-A34-3A MT-A34-3B MT-A34-3C MT-A34-3D MT-A34-2A MT-A34-2B MT-AF34-2A MT-AF34-2B MT-AF34-3A MT-AF34-3B MT-AF34-3C MT-AF34-3D

定価 92,100 93,300 94,600 93,300 76,900 78,100 71,100 72,300 86,300 87,500 88,800 87,500

3405ﾄﾚｰ 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
3410バスケット 1 2 1 1 1 1 2 1

品番バリエーション表
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基本スペック(1)

本体価格 ￥69,840

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

MC-A64-2_

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段

216

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

MC-A64-3_ 本体価格 ￥81,780

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

MC-AF64-3_ 本体価格 ￥82,580

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

引手部無し

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 2段(標準設定無)

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

MC-AF64-2_ 本体価格 ￥******

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

引手部無し

☆この商品は別製対応になりますのでその都度
見積でお願いします。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。



基本スペック(2)
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ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

MC-A64-3_-IV 本体価格 ￥94,080

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

TPE車ｸﾞﾚｰ

TPE車ｸﾞﾚｰ

TPE車ｸﾞﾚｰ

本体価格 ￥66,830

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

MC-A34-2_

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 2段

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段

本体価格 ￥76,995

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-A34-3_

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34フラットタイプ 3段

本体価格 ￥71,195

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

MC-AF34-3_

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ストッパ-付)

引手部無し

TPE車ｸﾞﾚｰ

本体価格 ￥61,030

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-AF34-2_

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34フラットタイプ 2段

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプ
ション装着品番一覧からお選びください。

ﾄﾚｰ・天板の装着ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝについてはオプシ
ョン装着品番一覧からお選びください。
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軽いｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ(回診・運搬・処置)
オプション装着品番 一覧



商品写真
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規格外 参考 MC-A64-2B

64トレー収納ﾀｲﾌﾟ 2段

9
3

1

9
9

1

6410バスケット

6410バスケット

6405トレー

木製天板付き



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (1)

セット価格 ￥86,200

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥94,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×1個

TA-T64N×1個

MC-A64-2A

MC-A64-2C

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 木製天板 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 木製天板 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-2B セット価格 ￥90,400

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 木製天板 下段 トレー170

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (2)

セット価格 ￥86,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥94,900

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×2個

MC-A64-2D

MC-A64-2F

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容

BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 上段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 上段 トレー50 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-2E セット価格 ￥90,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 上段 トレー50 下段 トレー170

TRY-645 ×1個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (3)

セット価格 ￥108,200

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

セット価格 ￥116,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-S64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×1個

TA-S64N×1個

MC-A64-2G

MC-A64-2I

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 SUS天板 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 SUS天板 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-2H セット価格 ￥112,400

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-S64N×1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 2段 SUS天板 下段 トレー170

TA-S64N×1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ



商品写真
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MC-A64-3N MC-A64-3A

9
9

1

3
0

0
2

8
4

3
1

5

64トレー収納ﾀｲﾌﾟ 3段

木製天板付き

6405トレー

6405トレー

6405トレー

6405トレー

6410バスケット



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (4)

セット価格 ￥106,500

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥114,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×2個

TA-T64N×1個

MC-A64-3A

MC-A64-3C

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3B セット価格 ￥110,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

225

TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー170

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-645 W538×D338×H 52mm



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (5)

セット価格 ￥112,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥133,100

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H 102mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 BAS-6410×2個

TA-T64N×1個

MC-A64-3D

MC-A64-3F

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ170

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3E セット価格 ￥118,900

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
BAS-6417 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー170 下段 トレー170

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー100 下段 トレー50

セット価格 ￥110,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

MC-A64-3G

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6410×1個
TRY-645 X 1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

セット内容

TRY-645 W538×D338×H 52mm



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (6)

セット価格 ￥128,500

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

セット価格 ￥136,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-S64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×2個

TA-S64N×1個

MC-A64-3H

MC-A64-3J

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA  毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3I セット価格 ￥132,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-S64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50 下段 トレー170

TA-S64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-645 W538×D338×H 52mm

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ50

仕様

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3K セット価格 ￥132,600

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

TA-S64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

TPE車ｸﾞﾚｰ



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (7)

セット価格 ￥136,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

セット価格 ￥155,100

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H 102mm

TA-TS64N W600×D400×H12mm

セット内容 BAS-6410×2個

TA-S64N×1個

MC-A64-3L

MC-A64-3N

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ170

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3M セット価格 ￥140,900

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-S64N×1個
BAS-6417 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー170 下段 トレー170

TA-S64N×1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 BAS-6410 W528×D328×H162mm

オプション装着例

仕切板

仕切板

BAS-6410×1個

BAS-6417 x 1個

MC-A64-3M

天板 :SUS304 BA 毀れ止め付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (8)

セット価格 ￥106,800

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥115,100

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×3個

MC-A64-3O

MC-A64-3Q

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3P セット価格 ￥111,000

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

229

TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー170

TRY-045 ×2個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (9)

セット価格 ￥115,100

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥123,500

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410   W535XD335XH102mm

セット内容 TRY-645×1個
BAS-6410x2個

MC-A64-3R

MC-A64-3T

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 ﾄﾚｰ170

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x1個
BAS-6417x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3S セット価格 ￥119,300

「セット外寸」 W659×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー170 下段 トレー170

TRY-045 ×1個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 ﾄﾚｰ50

MC-A64-3U セット価格 ￥110,900

「セット外寸」 W659×D463×H991mm

仕様

BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

TRY-045 ×2個

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410   W535XD335XH102mm

セット内容

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。



商品写真

231

MC-AF64-3E MC-AF64-3S

8
4

5

64トレー収納ﾀｲﾌﾟ 取手無しフラットﾀｲﾌﾟ

木製天板付き

6405トレー

6410バスケット

6410バスケット
6410バスケット

6417バスケット



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (13)

セット価格 ￥98,300

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥106,600

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×2個

TA-T64N×1個

MC-AF64-3A

MC-AF64-3C

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ６４フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー50下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3B セット価格 ￥102,400

「セット外寸」 W659×D463×H845mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー170

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-645 W538×D338×H 52mm

引手部無し 引手部無し

引手部無し

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ50

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3D セット価格 ￥102,400

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

引手部無し



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (14)

セット価格 ￥104,600

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥124,900

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H 102mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 BAS-6410×2個

TA-T64N×1個

MC-AF64-3E

MC-AF64-3G

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ６４フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ170

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3F セット価格 ￥110,700

「セット外寸」 W659×D463×H845mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
BAS-6417 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 木製天板 中段 トレー170 下段 トレー170

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 BAS-6410 W528×D328×H162mm

引手部無し 引手部無し

引手部無し

写真無
し

写真無
し



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (17)

セット価格 ￥98,600

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥106,800

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×3個

MC-AF64-3N

MC-AF64-3P

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー50
ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 ﾄﾚｰ50

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3O セット価格 ￥102,800

「セット外寸」 W659×D463×H845mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー170

TRY-045 ×2個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

引手部無し 引手部無し

引手部無し

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ６４フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3Q セット価格 ￥102,800

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

引手部無し



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (18)

セット価格 ￥115,100

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥123,500

「セット外寸」 W659×D463×H845mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410   W535XD335XH102mm

セット内容 TRY-645×1個
BAS-6410x2個

MC-AF64-3R

MC-AF64-3T

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φ(ストッパ-付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイプ 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 ﾄﾚｰ170

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x1個
BAS-6471x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-AF64-3S セット価格 ￥119,300

「セット外寸」 W659×D463×H845mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64フラットタイ 3段 上段 トレー50 中段 トレー170 下段 トレー170

TRY-045 ×1個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

引手部無し
引手部無し

引手部無し

写真無
し



商品写真
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規格外 参考 MC-A64-3K-IV MC-A64-3Q-IV

1
5

5
4

9
3

1

64トレー収納ﾀｲﾌﾟ IVツリー付き

6410バスケット
6410バスケット

6417バスケット
6417バスケット

6405トレー
SUS天板付き

オプション装着例



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (19)

セット価格 ￥118,800

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥127,100

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×2個

TA-T64N×1個

MC-A64-3A-IV

MC-A64-3C-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー50 IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50下段 ﾄﾚｰ100 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3B-IV セット価格 ￥122,900

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー50 下段 トレー170 IV付き

TA-T64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-645 W538×D338×H 52mm

IVフック 5個付
IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (20)

セット価格 ￥125,100

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

セット価格 ￥145,400

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H 102mm

TA-T64N W600×D400×H12mm

セット内容 BAS-6410×2個

TA-T64N×1個

MC-A64-3D-IV

MC-A64-3F-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー100 下段 トレー100 IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ170 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3E-IV セット価格 ￥131,200

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-T64N×1個
BAS-6417 x 1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 木製天板 中段 トレー170 下段 トレー170 IV付き

TA-T64N×1個

TA-T64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645  W528×D328×H162mm

IVフック 5個付 IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (21)

セット価格 ￥140,800

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

セット価格 ￥149,100

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TA-S64N W600×D400×H12mm

セット内容 TRY-645×2個

TA-S64N×1個

MC-A64-3G-IV

MC-A64-3I-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA  毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50 下段 トレー50  IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50下段 ﾄﾚｰ100 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3H-IV セット価格 ￥144,900

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-S64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー50 下段 トレー170 IV付き

TA-S64N×1個
TRY-645 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-645 W538×D338×H 52mm

IVフック 5個付
IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (22)

セット価格 ￥149,100

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

セット価格 ￥167,400

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H 102mm

TA-TS64N W600×D400×H12mm

セット内容 BAS-6410×2個

TA-S64N×1個

MC-A64-3J-IV

MC-A64-3L-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板：SUS304 BA 毀れ止め付

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー100 下段 トレー100 IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー100下段 ﾄﾚｰ170 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 :SUS304 BA 毀れ止め付

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3K-IV セット価格 ￥153,200

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TA-S64N×1個
BAS-6417 x 1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 SUS天板 中段 トレー170 下段 トレー170 IV付き

TA-S64N×1個

TA-S64N W600×D400×H12mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

IVフック 5個付
IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (23)

セット価格 ￥119,100

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥127,400

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×3個

MC-A64-3M-IV

MC-A64-3O-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー50   IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 ﾄﾚｰ100 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3N-IV セット価格 ￥123,300

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー170 IV付き

TRY-045 ×2個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

IVフック 5個付
IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (24)

セット価格 ￥127,400

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

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 ￥135,800

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410   W535XD335XH102mm

セット内容 TRY-645×1個
BAS-6410x2個

MC-A64-3P-IV

MC-A64-3R-IV

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6417×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

キャスター100Φ(ストッパ-付2)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー100 IV付き ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 ﾄﾚｰ170 IV付き

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm
TRY-645       W538XD338XH 52mm

セット内容 BAS-6410×1個
TRY-645x1個
BAS-6417x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付2)

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

MC-A64-3Q-IV セット価格 ￥131,600

「セット外寸」 W659×D463×H1554mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ
TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ64 3段 上段 トレー50 中段 トレー170 下段 トレー170 IV付き

TRY-045 ×1個

TRY-645    W538×D338×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

IVフック 5個付
IVフック 5個付

IVフック 5個付



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (25)

セット価格 ￥76,900

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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 TRY-345 W245×D345×H 52mm

セット内容 TRY-345×2個

MC-A34-2A

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 2段 上段 トレー50 下段 トレー50

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・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-3410 W245×D345×H102mm
TRY-345       W245XD345XH 52mm

セット内容 BAS-3410×1個
TRY-345x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

MC-A34-2B セット価格 ￥78,100

「セット外寸」 W360×D463×H991mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 2段 上段 トレー50 下段 トレー100

MC-A34-2B

3405トレー

3410バスケット

商品写真 34トレー2段収納ﾀｲﾌﾟ



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (27)

セット価格 ￥71,100

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-345 W245×D345×H 52mm

セット内容 TRY-345×2個

MC-AF34-2A

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34フラットタイプ 2段 上段 トレー50 下段 トレー50 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34フラットタイプ 2段 上段 トレー50 下段 ﾄﾚｰ100

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm
TRY-345       W245XD345XH 52mm

セット内容 BAS-3410×1個
TRY-345x1個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

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。

MC-AF34-2B セット価格 ￥72,300

「セット外寸」 W360×D463×H845mm
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

引手部無し
引手部無し



商品写真
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規格外 参考

MC-A34-3C MC-AF34-3A

8
4

5

34トレー3段収納ﾀｲﾌﾟ

オプション装着例

3405トレー

3405トレー

3405トレー

3405トレー

3410バスケット

3410バスケット



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (26)

セット価格 ￥94,600

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-A34-3C

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸

セット内容

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー50

TRY-345 ×1個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー100

セット価格 ￥93,300

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-A34-3D

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×2個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー50

セット価格 ￥92,100

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-A34-3A

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸

セット内容

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×3個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

セット価格 ￥93,300

「セット外寸」 W360×D463×H991mm

MC-A34-3B

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×2個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

BAS-3410×2個

BAS-3410 W245×D345×H102mm



ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ (28)

セット価格 ￥88,800

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

MC-AF34-3C

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸

セット内容

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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TPE車ｸﾞﾚｰ TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー50

TRY-345 ×1個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー50 下段 トレー100

セット価格 ￥87,500

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

MC-AF34-3D

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×2個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

TPE車ｸﾞﾚｰ

ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー100 ｱﾙﾐﾏﾙﾁｶｰﾄ34 3段 上段 トレー50 中段 トレー100 下段 トレー50

セット価格 ￥86,300

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

MC-AF34-3A

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸

セット内容

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×3個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

セット価格 ￥87,500

「セット外寸」 W360×D463×H845mm

MC-AF34-3B

仕様

材質 本体フレーム:ｱﾙﾐ押し出し材φ28

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×1個

キャスター100Φ(ストッパ-付)

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345 ×2個

TRY-345    W245×D345×H 52mm

BAS-3410×2個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

引手部無し 引手部無し

引手部無し引手部無し

写真無
し



□ memo
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商品の紹介
搬送ｶｰﾄ

使用目的

診療材料、薬品、検体など搬送用として
使用します。

特 徴

☆本体には60cm×40cmのモジュール化
されたトレイ・バスケット類を収納する事が
できます。
☆本体にはキャスターが付いている為、
人手による搬送が可能で、ストッパーも付
いています。

仕 様

シングルﾀｲﾌﾟとダブルﾀｲﾌﾟがあります。スチール
ﾀｲﾌﾟ、ステンレスﾀｲﾌﾟとアルミがあります。
本体 ●スチール角パイプ、SUS角パイプ、
キャスターはナイロンホイール ゴム巻き車輪
φ125及びφ75 対角ストッパー付き、ラジアル
ボールベアリング入り φ100は車輪TPE(熱可塑
性エラストマー)

レールは硝子繊維入り600mm
本体は粉体塗装 標準色 Shine White

使用場所 SPD倉庫・中央材料室

本体ｽﾁｰﾙ仕様

本体ステンレス仕様

250



材料搬送カート・1

セット価格 ￥246,000

「セット外寸」 W615×D740×H1526mm

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板t11

セット価格 ￥373,000

「セット外寸」 W1045×D740×H1526mm

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

MC-S4615

MC-W4615

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板t11

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

キャスター125Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ2か所)

キャスター125Φ(ストッパ-2か所

スチール搬送カート・46タイプ ステンレス搬送カート・64タイプ H=1200

セット価格 ￥384,000

「セット外寸」 W796×D448×H1203mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 SUS 落とし込み仕様 取手 アルミパイプ

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-645×2個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

MC-S6412-SUS

キャスター75Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)低重心タイプ

スチール搬送カート・４６x2列タイプ

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
ｺﾞﾑ車ｸﾞﾚｰ

ｺﾞﾑ車ｸﾞﾚｰ

ｺﾞﾑ車黒

MC-S6415-SUS
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仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板 SUS 落とし込み仕様 取手 アルミパイプ

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

キャスター75Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)低重心タイプ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット価格 ¥407,000

「セット外寸」 W796×D448×H1503mm

ｺﾞﾑ車黒

ステンレス搬送カート・64タイプ H=1500

MC-S4615-2

MC-W4615-2

セット価格 ￥145,410

セット価格 ￥172,360

(ﾄﾚｰ類無し)

(ﾄﾚｰ類無し)

樹脂ﾚｰﾙ600ﾀｲﾌﾟ

樹脂ﾚｰﾙ600ﾀｲﾌﾟ

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ
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セット価格 ￥246,000

「セット外寸」 W823×D550×H1526mm

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板t11

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

MC-S6415

キャスター125Φ(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。

ｺﾞﾑ車ｸﾞﾚｰ

スチール搬送カート・64タイプ

材料搬送カート・2

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥282,000

「セット外寸」 W845×D550×H1526mm

MC-W3415

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

BAS-3410×18個

キャスター125Φ(ストッパ-2か所

ｺﾞﾑ車ｸﾞﾚｰ

MC-W3415-2 セット価格 ￥169,000

(ﾄﾚｰ類無し)

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

セット内容

トレイ内寸 BAS-3410 W535×D335×H102mm

スチール搬送カート・34x2列タイプ



MC-S6409 セット価格 ￥185,100

「セット外寸」 W670×D457×H898mm

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t11

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×4個 BAS-6417×1個

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ2か所

セット価格 ￥341,000

「セット外寸」 W908×D670×H898mm

MC-W4609

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-645×2個 BAS-6410×6個
BAS-6417×2個

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t11(600*400*11が２枚)

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ2か所

多目的カート(マルチカート)

スチールﾏﾙﾁカート・64タイプスチールﾏﾙﾁカート・４６x2列タイプ

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。

エラストマー車ｸﾞﾚｰ

エラストマー車ｸﾞﾚｰ
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スチール・ステンレスｶｰﾄの
側面にはﾊﾟﾈﾙはありません。
ﾚｰﾙ裏面が見えます。側ﾊﾟﾈ
ﾙが必要な場合は別途ご相
談ください。

ｱﾙﾐﾏﾙﾁカート・４６x2列タイプ

「セット外寸」 W927×D695×H 1077mm

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-6410×12個
BAS-6417×0個

仕様

材質 本体フレーム：ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

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t11

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

MC-W4609-AL セット価格 ￥300,000

樹脂ﾚｰﾙ600ﾀｲﾌﾟ

樹脂ﾚｰﾙ600ﾀｲﾌﾟ

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ
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包帯交換カート

セット価格 ￥204,400

「セット外寸」 W457×D780×H898mm

仕様

材質 本体フレーム：スチール パウダーコーティング

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・底板：メラミン化粧板t11

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ2か所)

MC-64BA

ゴミ箱ホルダー付き 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

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×H837mm

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t11

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

スチール包帯交換カート・６４タイプ スチール作業台CBT用カート・６４タイプ

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ
樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

４００ﾚｰﾙｰ４００ﾚｰﾙｰ
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商品の紹介
麻酔ｶｰﾄ

使用目的

手術室に供給・返却

特 徴

☆本体には60cm×40cmのモジュール化
されたトレイ・バスケット類を収納する事が
できます。
☆本体にはキャスターが付いている為、
人手による搬送が可能で、ストッパーも付
いています。 ﾄﾚｰの中を仕切ることができる仕切り

板やデバイダーセット・トレイインサートが豊富に用意さ
れています。

仕 様

64ﾀｲﾌﾟと34ﾀｲﾌﾟがあります。SUSﾀｲﾌﾟで補助天

板付きタイプも用意されています。
本体 ●SUS角パイプ、 キャスターはナイロン
ホイール ゴム巻き車輪φ75 対角ストッパー付
き、ラジアルボールベアリング入り 天板は硝子
付きタイプとステンレスタイプがあります。毀れ止
めがついています。
レールは硝子繊維入り400mm

使用場所 手術準備室・手術室
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ゴミ箱ホル
ダー

手袋ﾎﾙﾀﾞｰ

カテーテルポケット ｺﾞﾑ車黒

手袋ﾎﾙﾀﾞｰ

ｺﾞﾐ箱ﾎﾙﾀﾞｰ

SUS天板 毀れ止め付き

硝子繊維入り400mmﾚｰﾙ



麻酔カート(1)
麻酔カート・64タイプ硝子天板

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

「セット外寸」 W785(1027)×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL・補助天板SUS製
ガラス天板（強化ガラス） こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

MC-64ANFG セット価格 ￥399,800

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x1個

「セット外寸」 W428(727)×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL・補助天板SUS製
ガラス天板（強化ガラス） こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け

MC-34ANFG セット価格 ￥300,000

セット内容 BAS-3410×5個
TRY-345 x1個

BAS-3410 W345×D245×H102mm

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm
カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
ｽﾄｯﾊﾟｰ付 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

麻酔カート・34タイプ 硝子天板

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。

ゴミ箱ホルダー
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カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

「セット外寸」 W428(727)×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL・補助天板SUS製
SUS天板 こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け

MC-34ANF セット価格 ￥329,000「セット外寸」 W785(1027)×D450×H970mm

材質 本体フレーム：SUS304 HL・補助天板SUS製
SUS天板 こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け

MC-64ANF セット価格 ￥370,000

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ 樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

仕様 キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
ｽﾄｯﾊﾟｰ付 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ
キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

セット内容 BAS-3410×5個
TRY-345 x1個

BAS-3410 W345×D245×H102mm

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

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-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x1個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

麻酔カート・64タイプSUS天板 麻酔カート・34タイプ SUS天板

ゴミ箱ホルダー

ゴミ箱ホルダー

ゴミ箱ホルダー ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付



麻酔カート(2)

「セット外寸」 W785×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL
ガラス天板（強化ガラス） こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)

取り付 け可能

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

キャスター75Φ

MC-64ANG セット価格 ￥320,000

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 BAS-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x2個

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
ｽﾄｯﾊﾟｰ付 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。ゴミ箱ホルダー

ｺﾞﾑ車黒
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「セット外寸」 W785×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL
SUS天板 こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け可能

キャスター75Φ

MC-64AN セット価格 ￥300,000

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
ｽﾄｯﾊﾟｰ付 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

キャスター75Φ

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

麻酔カート・64タイプ硝子天板 麻酔カート・64タイプSUS天板

ゴミ箱ホルダー

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-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x2個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

ｺﾞﾑ車黒

セット内容 BAS-3410×5個
TRY-345 x1個

BAS-3410 W345×D245×H102mm

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー 手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

「セット外寸」 W428×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL
SUS天板 こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け

MC-34AN

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

キャスター75Φ ストッパー付き
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻き車輪

セット価格 ￥290,000

麻酔カート・34タイプ硝子天板

カテーテルポケット小 ゴミ箱ホルダー
手袋ﾎﾙﾀﾞｰ 付き

「セット外寸」 W428×D450×H970mm

仕様

材質 本体フレーム：SUS304 HL
ガラス天板（強化ガラス） こぼれ止め付
1段目 薬品保管デバイダーセット(別売)取り付け

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

MC-34ANG セット価格 ￥280,000

麻酔カート・34タイプSUS天板

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

セット内容 BAS-3410×5個
TRY-345 x1個

BAS-3410 W345×D245×H102mm

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ゴミ箱ホルダーゴミ箱ホルダー

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾟｹｯﾄ付



麻酔カート(3)
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麻酔カート・64タイプ

ゴミ箱ホルダー

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥360,000

「セット外寸」 W839×D561×H975mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

MC-SH1660・OPBA

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
ゴミ箱ﾎﾙﾀﾞｰ(10L)用付き

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x2個

ｱﾙﾐｵｰﾌﾟﾝｶｰﾄ・64タイプ 1列5段・ゴミ箱ホルダー付き

材質 本体フレーム：アルミニウム

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット価格 ￥475,000

「セット外寸」 W839×D561×H1155mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

MC-SH1660・BA

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色

キャスター125Φストッパー付き

ゴミ箱ﾎﾙﾀﾞｰ(10L)用付き

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 BAS-6410×3個 BAS-6417×1個
TRY-645 x2個

ｱﾙﾐ・64タイプ 1列6段・ゴミ箱ホルダー付き

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

樹脂ﾚｰﾙ400ﾀｲﾌﾟ

ナイロンホイール ゴム巻き車

ゴミ箱ホルダー



□ memo
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椅子付ナースｶｰﾄ

椅子付ナースカート

椅子を収納した状態

MC-NA-C セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

仕様 本体フレーム：スチールパイプ
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾋﾟﾝｸ色)樹脂打ち込みエッジ貼
クッション シンコール オールマイテー(ﾋﾟﾝｸ)
塗装色 ニツシンパウダー 752-033
ｷｬｽﾀｰ φ100 2か所ｽﾄｯﾊﾟｰ付き

オプション

セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

MC-NA-01
OPバスケット

MC-NA-02
ｽﾗｲﾄﾞ天板

オプションを装着した状態
特願２０１１－８７５４５ ナースカート及びこれを備えた総合カート

「セット外寸」 W1035×D611×H850~1050mm

262

車輪はφ100 可塑性ゴム 色グレー ノ
ンマーキング加工仕様



ナースｶｰﾄ

ナースカート

MC-NA セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

仕様 本体フレーム：スチールパイプ
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾋﾟﾝｸ色)樹脂打ち込みエッジ貼

塗装色 ニツシンパウダー 752-033
ｷｬｽﾀｰ φ100 2か所ｽﾄｯﾊﾟｰ付き

オプション

セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

セット価格 ￥ｵｰﾌﾟﾝ価格

MC-NA-01
OPバスケット

MC-NA-02
ｽﾗｲﾄﾞ天板

オプションを装着した状態

「セット外寸」 W635×D611×H850~1050mm

単品での発注を受けられない場合があります。
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車輪はφ100 可塑性ゴム 色グレー ノ
ンマーキング加工仕様



ナースカート (使用例)
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□ 商品写真
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仕 様

本体 ｽﾁｰﾙ 粉体塗装

ｱｼﾞｬｽﾀ-付

天面にACｺﾝｾﾝﾄ付(コード2m

プラグ付)

情報ｺﾝｾﾝﾄ 付 (コード付き)

(特徴)

フロントパネル内に配線が入るの

すっきりしてます。６人用と８人用は

2分割になっております。

ナースピット ( Nurse Pit )

ナーシングカート

8人用NAC-PT84人用 NAC-PT4

6人用NAC-PT6

4人用 NAC-PT4

W1250*d200/700*h850

6人用NAC-PT6

W1830*d200/700*h850

8人用NAC-PT8

W2400*d200/700*850

角柱タイプNAC-PT2

角柱タイプNAC-PT2

脚部 巾510*410 h850

266



□ 参考イメージ
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仕 様

本体 ｽﾁｰﾙ 粉体塗装

ｱｼﾞｬｽﾀ-付

天面にACｺﾝｾﾝﾄ付(コード2m

プラグ付)

情報ｺﾝｾﾝﾄ付 (コード付き)

(特徴)

フロントパネル内に配線が入るの

すっきりしてます。６人用と８人用は

分割になっております。

センターテーブル

8人用NAC-CT8 
w3900*d1100*h210/850

4人用 NAC-CT4

W2312*d1100*d210/850

6人用NAC-CT6

W3400*d1100*h210/850

4人用NAC-PT1

4人用NAC-PT1 丸型

天板φ600 h850 脚巾約900
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□ 参考イメージ
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□ 特徴

272

蘇生板

引出の飛び出し防止

インシュロックをすることができ
るので使用済の確認が容易

落とし込み天板

天板が落ち込んでいるので天面に載せた物
が落ちることはありません。
天面はガラスﾀｲﾌﾟと低ﾒﾗﾀｲﾌﾟがあります。
ガラスﾀｲﾌﾟは引出1段目の内部が見えるので
内部の確認が容易に
おこなえます。

ストッパーバーﾀｲﾌﾟの鍵付

丈夫な白色の蘇生用
板

引出

折りたためるので保管時に場
所を取りません。

キャスター

Φ100 対角ストッパー付き

☆オプションの取付についてはオプションのページ参照

引出仕切板は縦5枚 横3
枚取付可能で24区切りま

で対応可能です。

折り畳み式の補助天板

丈夫なｽﾁｰﾙ製
引手はｱﾙﾐアルマイト

コーナー部
丈夫なバンパー付き

車輪はφ100 可塑性ゴム 色グレー
ノンマーキング加工仕様



□ 引出内部詳細
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1段目

4段目

2段目

3段目

6段目

5段目



EM-D06-40G セット価格 ￥381,000

「セット外寸」 W585×D486×H1000mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミアルマイトル 引き出し ｽ
ﾁｰﾙ 塗装仕上 拡張天板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)付き

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ2か所)  天板 強化ｶﾞﾗｽ t5  
ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ﾒﾗﾐﾝソリット t3   赤系色
ｲﾝｼｭﾛｯｸフック付 ロットバー付
ロットバーで全引出をロックできます。

引出内寸 浅型 ２個 W380×D380×H 62mm

深型 ２個 W380×D380×H128mm

中深型 ２個 W380×D380×H82mm

救急カート オプション装着例

浅型引出にはデバイダーセットDB-34(別売品)を取付できます。
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救急カート(毀れ止め付き天板ﾀｲﾌﾟ)

EM-D06-40 セット価格 ￥351,000

「セット外寸」 W585×D486×H1000mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミアルマイトル 引き出し ｽ
ﾁｰﾙ 塗装仕上 拡張天板(ﾒﾗﾐﾝ化粧板)付き

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ2か所)  天板 低圧ﾒﾗﾐﾝt16  
ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ ﾒﾗﾐﾝソリット t3   赤系色
ｲﾝｼｭﾛｯｸフック付 ロットバー付
ロットバーで全引出をロックできます。

引出内寸 浅型 ２個 W380×D380×H 62mm
中深型 ２個 W380×D380×H82mm

浅型引出にはデバイダーセットDB-34(別売品)を取付できます。

深型 ２個 W380×D380×H128mm

救急カート(ガラス天板ﾀｲﾌﾟ) 引出詳細(写真は中深用)

引出仕切板は縦5枚 横3
枚取付可能で24区切りま

で対応可能です。

最小区切り寸法

オプション詳細は次
ページ参照

グローブボッ
クスホルダー

ＩＶツリー

酸素ボンベホルダー

カテーテルポケット

蘇生板
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グローブボックスホルダー

品番 本体価格
IVG-1 ￥19,800

カラー
ホワイト

材 質
スチール・ベロアテープ

カラー
ホワイト 塗装仕上げ

材 質
スチール

ＩＶツリー

品番 本体価格
MC-SF640P2 ￥54,000

カラー
磨き仕上げ

材 質
ステンレス

品番 本体価格
MC-SF640P1 ￥30,600

救急カート オプション

背面カテーテルポケット取り付け

蘇生板

品番 本体価格
MC-SF640P5 ￥34,000

カラー
ホワイト塗装仕上げ

材 質
スチール SPCC

品番 本体価格
MC-SF640P4 ￥19,500

カラー
ホワイト

材 質
MDF  ウレタン塗装 白色

固定金具 スチール製

（別売品）

カテーテルポケット 6段

品番 本体価格
MC-SF640P6 ￥58000

ベース部 ステンレスsus304

材 質

酸素ボンベﾎﾙﾀﾞｰ



□ 商品写真

276

横型ｶﾃｰﾃﾙ収納 6段

縦型ｶﾃｰﾃﾙ収納
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商品の紹介
バリエーション

2列6464

2列4646

2列3464

H1780

1列

10段 9段 8段 7段 6段 5段 4段11段 11段

1列op

2列3464op

2列6464op



商品の紹介
アルミ搬送カート・特徴

カギ付き
盗難事故防止や個人情報の保持
に便利なカギ付き透明シャッタータ
イプです。鍵番号は別番、25種類
対応可能です。

モジュラートレイはホコリ
が付きにくいABS樹脂製。

方向規制ｷｬｽﾀｰへの別製対応が可
能です。
狭い通路等を頻繁に通る必要があるとき
は便利です。

ｷｬｽﾀｰは対角ｽﾄｯﾊﾟｰ付
き。ナイロンホイールゴ
ム巻き車輪、ラジアル
ﾎﾞｰﾙベアリング入り

天板は低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板t16です。

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダ白色
t3です。

シャッターを閉めた状態

ｷｬｽﾀｰの車輪を直線しか動かない
ように規制できます。進行方向手
前の二輪を規制用にします。
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ﾊﾟﾈﾙの色は標準色は白色でそれ以外に別
製対応でﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)があります。

その他の色をご希望の場合は別途問い合わ
せください。

色については印刷ですので実際の色との誤差が
ありますのでカットサンプルでご確認ください。

S6618S6527Sﾎﾜｲﾄ

S6602

標準色

S6501



大型材料搬送カート64ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥556,000

「セット外寸」 W839×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

MC-SH11160

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

大型アルミカート・64タイプ 1列11段・ｼｬｯﾀｰ式

セット価格 ￥57４,000MC-SH11060・KH

大型アルミカート・64タイプ 1列11段・ｼｬｯﾀｰ式

「セット外寸」 W839×D561×H1655mm

カテーテルﾎﾙﾀﾞｰ(KH-4)付き

95*100*450 190*100*450 285*100*450 380*100*450

KH-1 KH-2 KH-3 KH-4

カテーテルﾎﾙﾀﾞｰ ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ

セット価格 ￥9,500

セット価格 ￥19,000

セット価格 ￥28,500

セット価格 ￥38,000

仕様 ｽﾁｰﾙ塗装仕上げ

大型材料搬送カート64ﾀｲﾌﾟ・ｶﾃｰﾃﾙﾌｯｸ付き
大型アルミカート・64タイプ 1列11段ｶﾃｰﾃﾙﾌｯｸ付き・ｼｬｯﾀｰ式

セット価格 ￥486,000

「セット外寸」 W839×D561×H1655mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

MC-SH11060・CA4

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

仕様 スライドﾚｰﾙ １個付き
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ｱﾙﾏｲﾄ φ28ﾊﾟｲﾌﾟ
ｶﾃｰﾃﾙフック(Sフック) 20個付き
持ち手付き
スライドﾚｰﾙ受け SUS304 t1.5

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ ４本付

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚付

MC-SH11060・CA5 セット価格 ￥504,000

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ 5本付

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚付
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MC-SH11060・CA5

アルミカート・46タイプ 2列10段 ｶﾃｰﾃﾙﾌｯｸ付き・ｼｬｯﾀｰ式

セット価格 ￥714,000

「セット外寸」 W1076×D781×H1655mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×7個
BAS-6417×2個

MC-SH21040・CA3

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

仕様 スライドﾚｰﾙ １個付き
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ｱﾙﾏｲﾄ φ28ﾊﾟｲﾌﾟ
ｶﾃｰﾃﾙフック(Sフック) 20個付き
持ち手付き
スライドﾚｰﾙ受け SUS304 t1.5

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ 3本付

取付用棚板 １枚付



材料搬送カート64ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥535,500

「セット外寸」 W839×D561×H1655mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-SH11060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥506,400

「セット外寸」 W839×D561×H1405mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

MC-SH1860

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥525,800

「セット外寸」 W839×D561×H1530mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個
BAS-6417×2個

MC-SH1960

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥487,000

「セット外寸」 W839×D561×H1280mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

MC-SH1760

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

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。

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。

シャッターを閉めた状態

アルミカート・64タイプ 1列10段・ｼｬｯﾀｰ付き

アルミカート・64タイプ 1列9段・ｼｬｯﾀｰ式 アルミカート・64タイプ 1列7段・ｼｬｯﾀｰ式

アルミカート・64タイプ 1列8段・ｼｬｯﾀｰ式
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材料運搬カート64ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥400,700

「セット外寸」 W839×D561×H905mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×1個 BAS-6410×3個

MC-SH1460

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥433,000

「セット外寸」 W839×D561×H1030mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417×1個

MC-SH1560

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥465,600

「セット外寸」 W839×D561×H1155mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417×1個

MC-SH1660

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・64タイプ 1列6段・ｼｬｯﾀｰ式

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×2個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

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。
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 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

アルミカート・64タイプ 1列4段・ｼｬｯﾀｰ式

アルミカート・64タイプ 1列5段・ｼｬｯﾀｰ式

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

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 ￥482,200

「セット外寸」 W839×D561×H1155mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

薬品保管デバイダーｾｯﾄDB-64(別売)

MC-SH1660Y

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

セット内容 TRY-645×5個 BAS-6410×2個

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

薬品カート64ﾀｲﾌﾟ
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アルミカート・64タイプ 1列6段・ｼｬｯﾀｰ式



材料搬送カート64ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥783,700

「セット外寸」 W1476×D561×H1530mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

MC-SH2960

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

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 ￥714,600

「セット外寸」 W1176×D561×H1655mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-SH2103060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・64タイプ 2列9段・ｼｬｯﾀｰ式

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×8個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

セット価格 ￥695,200

「セット外寸」 W1176×D561×H1530mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×2個

MC-SH293060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×7個

材料搬送カート3464ﾀｲﾌﾟ

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 ￥675,800

「セット外寸」 W1176×D561×H1450mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×2個

MC-SH283060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×6個

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

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。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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アルミカート・3464タイプ 2列10段・ｼｬｯﾀｰ式

アルミカート・3464タイプ 2列9段・ｼｬｯﾀｰ式アルミカート・3464タイプ 2列8段・ｼｬｯﾀｰ式



大型材料搬送カート64ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥809,000

「セット外寸」 W1476×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

MC-SH211060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥740,000

「セット外寸」 W1176×D561×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-SH2113060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・64タイプ 2列11段・ｼｬｯﾀｰ式

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×7個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

大型材料搬送カート3464ﾀｲﾌﾟ

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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カテーテルﾎﾙﾀﾞｰ取付例
カテーテルﾎﾙﾀﾞｰ取付例

大型材料搬送カート46ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥573,000

「セット外寸」 W637×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

MC-SH11140

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・46タイプ 1列11段・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミカート・3464タイプ 2列11段・ｼｬｯﾀｰ式



材料搬送カート46ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥736,400

「セット外寸」 W1076×D781×H1405mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-6410×10個

BAS-6417×4個

MC-SH2840

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥775,200

「セット外寸」 W1076×D781×H1655mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×14個
BAS-6417×4個

MC-SH21040

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・46タイプ 2列8段・ｼｬｯﾀｰ式

BAS-6417 W528×D328×H162mm

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 ￥755,800

「セット外寸」 W1076×D781×H1530mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×4個

MC-SH2940

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

セット内容 TRY-645×0個 BAS-6410×12個

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

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。

シャッターを閉めた状態
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セット価格 ￥788,000

「セット外寸」 W1076×D781×H1717mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

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-6410×8個

BAS-6417×4個

MC-SH21140

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

アルミカート・46タイプ 2列10段・ｼｬｯﾀｰ式

アルミカート・46タイプ 2列9段・ｼｬｯﾀｰ式 アルミカート・46タイプ 2列11段・ｼｬｯﾀｰ式



材料搬送カート64・ｼｬｯﾀｰ無し(ｵｰﾌﾟﾝ)ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥435,000

「セット外寸」 W839×D561×H1600mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-OP11060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥415,000

「セット外寸」 W839×D561×H1350mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×3個

BAS-6417×2個

MC-OP1860

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥430,000

「セット外寸」 W839×D561×H1475mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

BAS-6417×2個

MC-OP1960

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

セット価格 ￥400,000

「セット外寸」 W839×D561×H1225mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個

BAS-6417×2個

MC-OP1760

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

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。

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。

アルミカート・64タイプ 1列10段・ｵｰﾌﾟﾝ式

アルミカート・64タイプ 1列9段・ｵｰﾌﾟﾝ式 アルミカート・64タイプ 1列7段・ｵｰﾌﾟﾝ式

アルミカート・64タイプ 1列8段・ｵｰﾌﾟﾝ式
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大型材料搬送カート64・シャッター無し(ｵｰﾌﾟﾝ)タイプ

セット価格 ￥452,000

「セット外寸」 W839×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×2個 BAS-6410×4個

MC-OP11160

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

大型アルミカート・64タイプ 1列11段・ｵｰﾌﾟﾝ式
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セット価格 ￥430,000

「セット外寸」 W637×D781×H1663mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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

MC-OP11140

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

大型アルミカート・46タイプ 1列11段・ｵｰﾌﾟﾝ式

アルミカート・46タイプ 2列11段・ｵｰﾌﾟﾝ式

セット価格 ￥708,000

「セット外寸」 W1076×D781×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

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-6410×8個
BAS-6417×4個

MC-OP21140

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

BAS-6417 W528×D328×H162mm

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

BAS-6417×2個
セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個
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大型材料搬送カート64・ｼｬｯﾀｰ無し(ｵｰﾌﾟﾝ)ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥656,500

「セット外寸」 W1476×D561×H1475mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

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-645×4個 BAS-6410×8個

BAS-6417×4個

MC-OP2960

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

アルミカート・６４タイプ

アルミカート・64タイプ 2列9段

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット価格 ￥708,000

「セット外寸」 W1476×D561×H1717mm

仕様

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm
BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×4個

MC-OP211060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

大型アルミカート・64タイプ 2列11段

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×8個



材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

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 ￥657,000

「セット外寸」 W1176×D561×H1600mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-OP2103060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×8個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

セット価格 ￥591,000

「セット外寸」 W1176×D561×H1475mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×2個

MC-OP293060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×4個

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×7個

材料搬送カート3464・ｼｬｯﾀｰ無し(ｵｰﾌﾟﾝ)ﾀｲﾌﾟ

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 ￥575,000

「セット外寸」 W1176×D561×H1350mm

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417×2個

MC-OP283060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×3個

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×6個

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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。
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アルミカート・3464タイプ 2列11段・ｵｰﾌﾟﾝ式

セット価格 ￥649,000

「セット外寸」 W1176×D561×H1663mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム（シャッターカギ付き）

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×5個

BAS-6417×2個

MC-OP2113060

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ

トレイ内寸 TRY-345 W345×D245×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-3410 W345×D245×H102mm

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

セット内容 TRY-345×2個 BAS-3410×7個

アルミカート・3464タイプ 2列9段・ｵｰﾌﾟﾝ式

アルミカート・3464タイプ 2列10段・ｵｰﾌﾟﾝ式

アルミカート・3464タイプ 2列8段・ｵｰﾌﾟﾝ式



□ memo
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商品の紹介
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商品の紹介
注射薬ｶｰﾄ

使用目的

病棟において、注射約カートとして使用

特 徴

☆本体には30cm×40cmのモジュール化されたトレイ・バスケ
ット類を収納する事ができます。

☆キャスターは安全性と操作性を考慮した大径キャスターを
採用しスムーズな搬送を実現しています。

☆扉は透明シャッター式で施錠ができるタイプとｼｬｯﾀｰ

無しタイプがあります。

☆「サイドウォール」を標準装備しています。

☆アルミ押出材は傷が付きにくい高硬度アルマイト仕上げ

仕 様

○寸法・w1213×D611×H1530

本体 アルミ異径材 ：外装 アルリーダt3 白色：
扉 (透明)シャッター式、施錠可 ：キャスターΦ125
で2か所 ストッパー付です。

物が落ちないように天板を落とし込み構造に

注射箋ホルダーを取付られます。

注射箋ホルダー・ICカードホルダー
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ｼｬｯﾀｰ付き

ｼｬｯﾀｰ無し



商品の紹介
注射薬カート・特徴

カギ付き
盗難事故防止や個人情報の保持
に便利なカギ付き透明シャッタータ
イプです。鍵番号は別番、25種類
対応可能です。

モジュラートレイはホコリ
が付きにくいABS樹脂製。

方向規制ｷｬｽﾀｰへの別製対応が可
能です。
狭い通路等を頻繁に通る必要があるとき
は便利です。

ｷｬｽﾀｰは対角ｽﾄｯﾊﾟｰ付
き。ナイロンホイールゴ
ム巻き車輪、ラジアル
ﾎﾞｰﾙベアリング入り

天板は低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板t16です。

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダ白色
t3です。

シャッターを閉めた状態

ｷｬｽﾀｰの車輪を直線しか動かない
ように規制できます。進行方向手
前の二輪を規制用にします。
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ﾊﾟﾈﾙの色は標準色は白色でそれ以外に別
製対応でﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)があります。

その他の色をご希望の場合は別途問い合わ
せください。

色については印刷ですので実際の色との誤差が
ありますのでカットサンプルでご確認ください。

S6618S6527Sﾎﾜｲﾄ

S6602

標準色

S6501



アルミ注射薬カート(ｼｬｯﾀｰ付き)

セット価格 ￥445,100

「セット外寸」 W876×D561×H905mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-SH2530

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

セット内容 BAS-3410×10個

アルミカート・34タイプ 2列5段 10床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 **kg

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。
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アルミカート・34タイプ 1列10段 10床用

を希望される場合について

細長いイメージになり転倒の危険があります
ので2列5段で対応してください。

セット価格 ￥465,100

「セット外寸」 W876×D561×H1280mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-SH2730

セット内容 BAS-3410×14個

アルミカート・34タイプ 2列7段 14床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 **kg

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

セット価格 ￥475,100

「セット外寸」 W876×D561×H1405mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-SH2830

セット内容 BAS-3410×16個

アルミカート・34タイプ 2列8段 16床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 **kg

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂



アルミ注射薬カート(ｼｬｯﾀｰ付き)

セット価格 ￥485,400

「セット外寸」 W876×D561×H1530mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

MC-SH2930 セット価格 ￥596,100

「セット外寸」 W1213×D561×H1405mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-SH3830

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

セット内容 BAS-3410×24個

セット内容 BAS-3410×18個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-SH4930

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

「セット外寸」 W1550×D561×H1530mm

アルミカート・3列 ３４タイプ

セット価格 ￥861,000 MC-SH3930 セット価格 ￥621,900

「セット外寸」 W1213×D561×H1530mm

アルミカート・34タイプ 3列8段 24床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 91kg

アルミカート・34タイプ 3列9段 27床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

仕様

トレイ内寸

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 95kg

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）
モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

セット内容 BAS-3410×27個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

アルミカート・34タイプ 2列9段 18床用・ｼｬｯﾀｰ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色 キャスター125Φ

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

仕様 ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 128kg

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×36個

トレイ内寸

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。
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。

シャッターを閉めた状態
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アルミカート・34タイプ 4列9段 36床用・ｼｬｯﾀｰ式



アルミ注射薬カート ｼｬｯﾀｰ無し(ｵｰﾌﾟﾝ)ﾀｲﾌﾟ

セット価格 ￥374,000

「セット外寸」 W876×D561×H1475mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミニウム

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

MC-OP2930 セット価格 ￥422,000

「セット外寸」 W1213×D561×H1350mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-OP3830

材質 本体フレーム：アルミニウム

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

セット内容 BAS-3410×24個

セット内容 BAS-3410×18個

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

MC-OP4930

材質 本体フレーム：アルミニウム
（シャッターカギ付き）

「セット外寸」 W1550×D561×H1475mm

アルミカート・3列 ３４タイプ

セット価格 ￥679,900 MC-OP3930 セット価格 ￥448,000

「セット外寸」 W1213×D561×H1475mm

アルミカート・34タイプ 3列8段 24床用・ｵｰﾌﾟﾝ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 91kg

アルミカート・34タイプ 3列9段 27床用・ｵｰﾌﾟﾝ式

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

仕様

トレイ内寸

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 95kg

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

材質 本体フレーム：アルミニウム

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

セット内容 BAS-3410×27個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

アルミカート・34タイプ 2列9段 18床用・ｵｰﾌﾟﾝ式

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色 キャスター125Φ

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

ﾊﾟﾈﾙの色は白以外にﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰがあります。
その他の色をご希望の場合は別途問い合わせください。

仕様 ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー白色 キャスター125Φ
製品重量 128kg

モジュラートレイ：
ABS持続性帯電防止樹脂

材質 本体フレーム：アルミニウム

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×36個

トレイ内寸

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。
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。
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アルミカート・34タイプ 4列9段 36床用・ｵｰﾌﾟﾝ式



アルミカート・3列 ３４タイプ注射薬ｶｰﾄの名札・注射箋ホルダー

名札

注射箋 ホ
ルダー

名札(ICカードホルダー)

名札+注射箋ホルダー

TRY-NP

TRY-CH

セット価格 ￥260

セット価格 ￥530

注射箋ホルダー

セット価格 ￥790TRY-NPCH

単独で使用できません。名札とセットで使用ください。

モジュラートレイ 34・10タイプ

BAS-3410 ￥6,270

外寸法/W300×D400×H108mm
内寸法/W245×D345×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

仕切板セット 342 A
TRY-DP342A ￥1,930

PS-104 1 個

PS-103 1 個

仕切板セット 342 B
TRY-DP342B ￥2,760

PS-104 1 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 C
TRY-DP342C ￥3,860

PS-104 2 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 D
TRY-DP342D ￥4,690

PS-104 2個

PS-103 3個

仕切板セット 342 E
TRY-DP342E ￥2,200

PS-104 2 個

PS-103 0 個

モジュラートレイ・34・10タイプ用仕切板ｾｯﾄ
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SYSTEM FURNITURE

与薬ｶｰﾄ

アルミ与薬ｶｰﾄ 299

14
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商品の紹介
バリエーション

2列

4列

3列

1列

10段 9段 8段 7段 6段 5段 4段13段

2列s付

3列s付

4列s付

12段 11段



商品の紹介
ｱﾙﾐ与薬ｶｰﾄ

使用目的

病棟において、与薬カートとして使用

特 徴

☆一引出に一患者分の定時薬等が一週間分+一日

分をセッティング可能。毎日の重要な与薬管理業務

をサポート。

☆ロットバーで全引出をロックすることができます。

☆キャスターは安全性と操作性を考慮した大径キャス
ターを採用しスムーズな搬送を実現しています。

☆アルミ押出材は傷の付きにくい高硬度アルマイト仕上
げです。

仕 様

本体 アルミ異径材 ：外装 アルリーダt3 白色：キ
ャスターΦ125、2か所 ストッパー付です。

与薬トレー用引出はほこりが付きにくいABS持続性
帯電防止樹脂を使用しています。

引出の飛出し防止のためのｽﾄｯﾊﾟｰバー鍵付

物が落ちないように天板を落とし込み構造に
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商品の紹介
与薬カート・特徴

カギ付き
盗難事故防止や個人情報の保持
に便利なカギ付き、鍵番号は別番
25種類対応可能です。

与薬トレイはホコリが付
きにくいABS樹脂製。

方向規制ｷｬｽﾀｰへの別製対応が可
能です。
狭い通路等を頻繁に通る必要があるとき
は便利です。

ｷｬｽﾀｰは対角ｽﾄｯﾊﾟｰ付
き。ナイロンホイールゴ
ム巻き車輪、ラジアル
ﾎﾞｰﾙベアリング入り

天板は低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板t16です。

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダ白色
t3です。

ｷｬｽﾀｰの車輪を直線しか動かない
ように規制できます。進行方向手
前の二輪を規制用にします。
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ﾊﾟﾈﾙの色は標準色は白色でそれ以外に別
製対応でﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ(ソリット材)があります。

その他の色をご希望の場合は別途問い合わ
せください。

色については印刷ですので実際の色との誤差が
ありますのでカットサンプルでご確認ください。

S6618S6527Sﾎﾜｲﾄ

S6602

標準色

S6501

ストッパーバアー
ﾄﾚｰ１列分の飛び出し
防止機能があります。



□ 商品写真
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MC-L4DC48
鍵を開けた状態 鍵を閉めた状態



商品の紹介
アルミ与薬ｶｰﾄ・与薬トレー用引出詳細

与薬トレー・引出

① 名札カード 標準付属品 アクリルカバー付き

①
⑥②

⑧

⑤

③

④ ② 情報カード オプション品 アクリルカバー付き

⑤ 与薬トレーシール 貼付済 アクリルｶﾊﾞｰ付

③ 曜日カード(無地) 標準付属品 アクリルカバー付き

⑥ 与薬トレー 色 グリーン

④ 持参薬等 入れスペース

色 イエロー

色 グレー

色 パープル

(標準付属品)

⑦ 曜日カード 標準付属品

⑧ 情報シール 標準付属品

⑨

⑨ 与薬トレー用引出

内寸 70x35x30mm

外寸 315x437x77mm

内寸 299x50x67mm

与薬ｶｰﾄに付属しているシールです。

オプション品のシールは各項目ごとにA4シートになっております。

この写真は旧色です 304

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂



与薬トレー・引出

① 名札カード 標準付属品

①
⑥②

⑧

⑤

③

④

② 情報カード 標準付属品

⑤ 与薬トレーシール 貼付済 アクリルｶﾊﾞｰ付

③ 曜日カード(無地) 標準付属品

⑥ 与薬トレー 色 グリーン

④ 持参薬等 入れスペース

色 イエロー

色 グレー

色 パープル

(標準付属品)

⑦ 曜日カード 標準付属品

⑧ 情報シール 標準付属品

⑨

⑨ 与薬トレー用引出 YT-34

内寸 70x35x30mm

外寸 315x437x77mm

内寸 299x50x67mm

⑧ 情報シール 与薬ｶｰﾄに付属し
ているシールです。

オプション品のシールは各項目ごと
にB4シートと下記シートがあります。

YN-06

⑩

⑪
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MEMO

⑧ 情報シールの取付について

朝昼夜シールは必要な物を切り離すYN-06-a 朝昼夜シール

情報シール貼り位置

レイアウト例

曜日カード取付位置

⑦ 曜日カードについて

情報シール標準付属品

左記のシールは与薬ｶｰ
ﾄに付属しております。
別途必要な場合はYN-06
で発注してください。
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アルミ与薬カート-1

(3列12段) 36床用(8日分)

(3列10段) 30床用(8日分)

MC-L3DC36

MC-L3DC30

MC-L3DC27

MC-L4DC48

MC-L4DC40

MC-L4DC36

(3列9段) 27床用(8日分)

(4列12段) 48床用(8日分)

(4列10段) 40床用(8日分)

(4列9段) 36床用(8日分)

セット価格 ￥612,400

セット価格 ￥562,900

セット価格 ￥517,600

セット価格 ￥747,600

セット価格 ￥692,600

セット価格 ￥666,000

「セット外寸」 W1219.5×D534×H1335.5mm

「セット外寸」 W1219.5×D534×H1171.5mm

「セット外寸」 W1219.5×D534×H1089.5mm

「セット外寸」 W1545×D534×H1333.5mm

「セット外寸」 W1545×D534×H1171.5mm

「セット外寸」 W1545×D534×H1089.5mm

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）

ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂
製品重量 112kg

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂
製品重量 95kg

4列ﾀｲﾌﾟ 3列ﾀｲﾌﾟ
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アルミ与薬カート-2

(2列12段) 24床用(8日分)

MC-L2DC24 セット価格 ￥478,800

「セット外寸」 W886×D534×H1333.5mm

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

MC-L2DC20

(2列10段) 20床用(8日分)

「セット外寸」 W886×D534×H1171.5mm

セット価格 ￥443,300

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

2列ﾀｲﾌﾟ

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂
製品重量 77kg

(2列9段) 18床用(8日分)

「セット外寸」 W886×D534×H1089.5mm

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂
製品重量 69kg

MC-L2DC18 セット価格 ¥403,700

(1列10段) 10床用(8日分)

「セット外寸」 W557×D534×H1171.5mm

材質 本体フレーム：アルミニウム
（カギ付き）
ﾊﾟﾈﾙはアルリーダー 白色

与薬トレー用引出 ABS持続性帯電防止樹脂

MC-L1DC10 セット価格 ¥320,000

1列ﾀｲﾌﾟ

2列ﾀｲﾌﾟ

2列ﾀｲﾌﾟ
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与薬トレー・引出 オプション

①名札

YN-01 100枚入り 価格 9,000

② 情報カード

YN-02   価格 ¥4,500

(裏面)

寸法 45x32mm 100枚入り

③ 曜日カード(無地)

YN-04   価格 ¥4,500 寸法 51x26mm 100枚入り

⑤ 与薬トレーシール

YN-03   A4版のシート状 1枚 価格 ¥230

YN-031   A4版のシート状 100枚 価格 ¥23,000

YN-033   A4版のシート状 300枚 価格 ¥69,000

YT-01 グリーン

与薬トレー (4色)

価格 ￥130

価格 ￥130

価格 ￥130

価格 ￥130YT-01 イエロー

YT-01 パープル

YT-01 グレー

⑥ 与薬トレー

内寸 70x35x30mm

寸法 134x32mm

価格 ¥12,500YN-05-7   

⑦ 曜日カード

寸法 51x26mm 角
各曜日ごとに100枚入りが１セット

YN-05日 寸法 51x26mm 角
100枚入り

YN-05月 寸法 51x26mm 角
100枚入り

価格 ¥2,000

価格 ¥2,000



YT-34 価格 ¥6,700

⑨与薬トレー用引出 (破損用取り換え部材)
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⑦ 曜日カード

YN-05水 寸法 51x26mm 角
100枚入り

YN-05木 寸法 51x26mm 角
100枚入り

YN-05金 寸法 51x26mm 角
100枚入り

YN-05土 寸法 51x26mm 角
100枚入り

⑪ YN-06        情報シール 標準セット品と同じ物

価格 ¥17,000

価格 ¥51,000

YN-061
100枚セット

YN-063   
300枚セット

YN-06
1枚

価格 ¥500

w390xd510xh485

YN-05火 寸法 51x26mm 角
100枚入り

価格 ¥2,000

価格 ¥2,000

価格 ¥2,000

価格 ¥2,000

価格 ¥2,000



与薬トレー・引出 オプション

与薬トレーシール 1枚 貼り付け済

与薬トレー (4色) 各8個

価格 ￥25,600

名札 YN-01 1枚 定位置にｾｯﾄ済

⑩ YT-34S      与薬トレー引出ｾｯﾄ

曜日カード(無地) 4枚 定位置にｾｯﾄ済曜日カード 各4枚 定位置にｾｯﾄ済

情報シール 1枚

標準セット内容

情報カード 3枚

A 名札ｶﾊﾞｰ 透明アクリル製

C 情報カード用透明アクリルｶﾊﾞｰ

B 与薬トレーシールｶﾊﾞｰ 透明樹脂製

YN-01B   価格 ¥570

YN-03B   価格 ¥570

価格 ¥500YN-02B   
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透明アクリルカバー

A 名札ｶﾊﾞｰ

B 与薬トレーシールｶﾊﾞｰ

C 情報カード用ｶﾊﾞｰ



□ memo
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SYSTEM FURNITURE

Ward workbench

病棟作業台 313

15
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商品の紹介
バリエーション

w1200 W1800W1500W900

D900

D500

W2200

D650

D700

W1500 W1800w1200

ｽﾁｰﾙシリーズ ｱﾙﾐシリーズ
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商品の紹介
バリエーション

w1200 W1800W1500W900

D900

D500

W2200

D650

D700

W1500 W1800w1200

ｽﾃﾝﾚｽシリーズ 中材作業台

D900



商品の紹介
病棟作業台・本体ｽﾁｰﾙ 焼付塗装

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、
準備、記録、混注などの作業用テーブル
として使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cm×40cm、40cmX30cm
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φ75 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）

車輪はTPE 色はフローラルグレー

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付い
ています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてな
いのでﾃｰﾌﾞﾙとして使用できます。

★本体がスチール製のために側面にﾏｸﾞﾈｯﾄな
どが取り付けられます。

仕 様

○本体 ｽﾁｰﾙ SPCC t0.8 ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装：

天板 メラミン化粧板貼りソフトエッジ巻き ：
輸液ハンガーはｱﾙﾐ押出材にフック付き,IVﾊ
ﾝｶﾞｰはクランプ式

毀れ止め天板 t25 + 毀止5
詳細

アンプル等が天板から落ちる
ことがありません。

フラット天板 t 25    詳細
別製対応で毀 れ止め無し仕

様の天板を作ることができま
す。別途、お問い合わせくだ
さい。別製対応品品番末尾-F

標準取付の点滴フック
吊下加重 3kgf/個

キャスター ストッパー付
75PPHC-SP φ75
タイヤ材質 TPE
耐荷重 60kgf
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☆本体は基本的に工場在庫品につき納期
対応が早い



□ 基本的なﾄﾚｰの収納数

TRY-645      1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個

TRY-645      1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個

TRY-645      1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-645      1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個

TRY-345      0個
BAS-3410 5個

TRY-345      1個
BAS-3410 4個

64本体

46本体

34本体
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TRY-645
TRY-345

BAS-6410

BAS-6417

BAS-3410

単体寸法
w649xd453xh855

単体寸法
w449xd654xh855

単体寸法
w349xd453xh855

Aタイプ

Aタイプ

Bタイプ Cタイプ Dタイプ Aタイプ Bタイプ

Bタイプ Cタイプ Dタイプ



□ 基本的な本体連結バリエーション例 (1)

TRY-645      1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個

TRY-645      1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個TRY-645      1個

BAS-6410 4個
BAS-6417 0個 TRY-345      0個

BAS-3410 5個

TRY-345      1個
BAS-3410 4個

64本体

46本体34本体
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前後連結
前後連結3連

左右連結単独

前後連結2連

☆ このシリーズの作業台については本体の別製対応は基本ユニットの
組み合わせ以外の対応はできません。

参考組み合わせユニットを下記に示しております。御参考にしてくだ
さい。

w649xd453xh855

(WT-26TC0909SP-IV-F)

(WT-16TC0906SP-IV-F) (WT-26T1506SP-IV-F)

(WT-36TC2109SP-IV-F)(WT-26TC1509SP-IV-F)参考品番 参考品番

参考品番参考品番

参考品番



□ 基本的な本体連結バリエーション例 (2)

TRY-645      1個
BAS-6410 3個
BAS-6417 1個

TRY-645      1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-645      1個
BAS-6410 4個
BAS-6417 0個

46本体

34+64本体
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2連結
64を離して置く 2台3連結

64+34左右連結を前後連結 34+64左右連結を前後連結
64前後連結+34前後連結を横に置く

ゴミ箱カート

ゴミ箱カート

単体寸法
w449xd654xh855

ゴミ箱カート ゴミ箱カート

(WT-24TC1207SP-IV-F) (WT-34TC1507SP-IV-F) (WT-24TC1507SP-IV-F)
(WT-24TC1807SP-IV-F)

(WT-263TC1209SP-IV-F) (WT-236TC1209SP-IV-F)

(WT-263TC1509SP-IV-F)

(WT-24TC2207SP-IV-F)

参考品番

参考品番参考品番

参考品番
参考品番

参考品番

参考品番



□ 基本的な本体連結バリエーション例 (3)

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 0個
BAS-6417 3個

TRY-645      0個
BAS-6410 5個
BAS-6417 0個

TRY-345      0個
BAS-3410 5個TRY-345      1個

BAS-3410 4個

34本体

34+64本体
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2連結
単独 2台

3連結

34単体
基本ユニット

34 二連 34 三連 64+34 連結 34+64 連結

34+64+34 連結

34 三連 前後連結34 二連 前後連結

w349xd453xh855

(WT-23TC0906SP-IV-F) (WT-236TC1206SP-IV-F)(WT-263TC1206SP-IV-F)(WT-33TC1206SP-IV-F)

(WT-3363TC1506SP-IV-F)(WT-63TC1209SP-IV-F)
(WT-43TC0909SP-IV-F)

34+64本体

参考品番

参考品番
参考品番

参考品番

参考品番

参考品番参考品番



商品写真ご紹介 (1)
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WT-16T0906SP-F ノーマルタイプ
IV無し

WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー
標準品取付



商品写真ご紹介 (2)
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WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
ｵﾌﾟｼｮﾝ 手袋ﾎﾙﾀﾞｰIVG2-3/フックFK-1 取付例

WT-16TC0906SP-IV-F IVツリー標準品取付
ｵﾌﾟｼｮﾝ 手袋ﾎﾙﾀﾞｰIVG2-3/フックFK-1/ 棚板IV3-900(棚の位
置は任意に設定できます。)  取付例



商品写真ご紹介 (3)
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WT-16T0906SP-F ノーマルタイプにIVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ
IV3-900取付例
棚板は任意に設定できます。

フック FK-1 取付例
フックの位置は任意に設定できます。



商品写真ご紹介 (4)
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WT-263TC1206SP-IV-FWT-16T0906SP-IV2-F



商品写真ご紹介 (5)

325

手袋ホルダー IVG2-3 取付例

WT-236T1206SP-F

WT-16T0906SP-F



商品写真ご紹介 (6)

326

ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽｶｰﾄ IVDC-45ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽｶｰﾄ 収納例

IVツリー用注意シール

34ﾄﾚｰ用注意シール

64ﾄﾚｰ用注意シール



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -1 奥行５００タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ハンガー付き対面タイプ

WT-16TC0905SP-IV

「セット外寸」 W900×D500×H1594mm（IVハンガー）
IVフック6個付

BAS-6417x1個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-263TC1205SP-IV セット価格 ￥449,500

「セット外寸」 W1200×D500×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

BAS-3410 W245×D345×H102mm

作業台・6434タイプ 両側取出

作業台・6434タイプ 両側取出W=900ﾀｲﾌﾟ W=1200ﾀｲﾌﾟ

W=900ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き対面タイプ
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セット価格 ￥300,000

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

WT-16T0905SP セット価格 ￥239,000

BAS-6410 W535×D335×H102mm

「セット外寸」 W900×D500×H864

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

WT-263T1205SP

「セット外寸」 W1200×D500×H864

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット価格 ￥368,900

奥行500mm

奥行500mm

奥行500mm

奥行500mmW=1200ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417x1個

天板高さH864mm
天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -2 奥行650タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-16TC0906SP-IV
「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）

IVフック6個付

セット価格 ￥300,000

BAS-6417x1個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

ハンガー付き壁面タイプ

WT-16T0906SP-IV

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック6個付

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x1個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-263TC1206SP-IV セット価格 ￥449,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-263T1206SP-IV セット価格 ￥449,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-3410 W245×D345×H102mm

作業台・6434タイプ 両側取出

作業台・6434タイプ 両側取出

BAS-3410 W245×D345×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ

W=1200ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ

W=900ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

ハンガー付き対面タイプ

ハンガー付き壁面タイプ

仕様
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セット価格 ￥300,000

天板高さH864mm
天板高さH864mm

天板高さH864mm
天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -3 奥行650タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC
IVフック:ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・34タイプ 両側取出

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。

ﾊﾝｶﾞｰ付き対面タイプ

WT-16T0906SP-IV2 セット価格 ￥275,000

「セット外寸」 W900×D650×H1594(IVﾊﾝｶﾞｰ)
IVフック4個付き

セット価格 ￥370,400

BAS-6417x1個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

ハンガー付き壁面タイプ

WT-23T0906SP-IV2

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック4個付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイ内寸

セット内容 BAS-3410×10個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC
IVフック: ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-263T1206SP-IV2
「セット外寸」 W1200×D650×H1594(IVﾊﾝｶﾞｰ)

IVフック4個付き

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVフック：ステンレス

トレイ・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

セット内容

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-33T1206SP-IV2 セット価格 ￥572,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック4個付

BAS-3410x15個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

作業台・34タイプ 両側取出

作業台・6434タイプ 両側取出

BAS-3410 W245×D345×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=900ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

ﾊﾝｶﾞｰ付き対面タイプ

ハンガー付き壁面タイプ

BAS-3410 W245×D345×H102mm

仕様
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セット価格 ￥404,900

天板高さH864mm

天板高さH864mm
天板高さH864mm

天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -4 奥行650タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・34タイプ 両側取出

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。

対面タイプ

WT-16T0906SP セット価格 ￥239,000

「セット外寸」 W900×D650×H864

セット価格 ￥394,200

BAS-6417x1個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

ハンガー付き壁面タイプ

WT-23T0906SP-IV

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック6個付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイ内寸

セット内容 BAS-3410×10個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×3個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-263T1206SP
「セット外寸」 W1200×D650×H864

BAS-6417x1個 BAS-3410x5個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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

セット内容

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-33T1206SP-IV セット価格 ￥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

BAS-3410x15個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

作業台・34タイプ 両側取出

作業台・6434タイプ 両側取出

BAS-3410 W245×D345×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ

W=1200ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ

W=900ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

対面タイプ

ハンガー付き壁面タイプ

BAS-3410 W245×D345×H102mm

仕様
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セット価格 ￥368,900

天板高さH864mm
天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -5 奥行650タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・34タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・34タイプ 両側取出

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

対面タイプ

WT-23T0906SP セット価格 ￥334,400

「セット外寸」 W900×D650×H864

セット価格 ￥394,200

ハンガー付き対面タイプ

WT-23TC0906SP-IV

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック6個付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイ内寸

セット内容 BAS-3410×10個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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

セット内容

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-33T1206SP セット価格 ￥536,500

「セット外寸」 W1200×D650×H864

BAS-3410x15個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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

セット内容

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-33TC1206SP-IV セット価格 ￥557,500

「セット外寸」 W1200×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

BAS-3410x15個

BAS-3410 W245×D345×H102mm

作業台・34タイプ 両側取出

作業台・34タイプ 両側取出

BAS-3410 W245×D345×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ

W=1200ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ

W=900ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

対面タイプ

ハンガー付き対面タイプ

BAS-3410 W245×D345×H102mm

仕様

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

セット内容 BAS-3410×10個

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

トレイ内寸

331

天板高さH864mm
天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -6 奥行６５０タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1506SP-IV セット価格 ￥474,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

セット価格 ￥396,500

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1506SP
「セット外寸」 W1500×D650×H864

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x2個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1506SP-IV セット価格 ￥474,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側取出W=1500ﾀｲﾌﾟ IV両面使用 W=1500ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き壁面タイプ

仕様
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対面タイプ

参考 (WT-3363TC1506SP-IV-F)

BAS-6417 W535×D335×H162mm

参考レイアウト

天板高さH864mm
天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -7 奥行650タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1806SP-IV セット価格 ￥479,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック10個付

セット価格 ￥398,500

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1806SP

「セット外寸」 W1800×D650×H864

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x2個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1806SP-IV
「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm（IVハンガー）

IVフック10個付

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側取出W=1800ﾀｲﾌﾟ IV両面使用 W=1800ﾀｲﾌﾟ IV片面使用

W=1800ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き壁面タイプ

仕様

セット価格 ￥479,500

333

(参考)WT-36TC2109SP-IV-F

対面タイプ 参考レイアウト

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -8 奥行700タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・46タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・46タイプ 両側取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-24TC1207SP-IV セット価格 ￥560,000

「セット外寸」 W1200×D700×H1594mm（IVハンガー）
IVフック8個付

セット価格 ￥435,300

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-24T1207SP

「セット外寸」 W1200×D700×H864

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x2個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24TC1507SP-IV セット価格 ￥573,300

「セット外寸」 W1500×D700×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24T1507SP セット価格 ￥443,500

「セット外寸」 W1500×D700×H864

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・46タイプ 両側取出

作業台・46タイプ 両側取出W=1200ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ

W=1500ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1200ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き対面タイプ

仕様

334

オプション
ゴミ箱カート

オプション
ゴミ箱カート

対面タイプ対面タイプ

トレイ・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

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -9 奥行700タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×9個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・46タイプ 両側取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・46タイプ 両側取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-34TC1507SP-IV セット価格 ￥738,500

「セット外寸」 W1500×D700×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

セット価格 ￥598,500

BAS-6417x3個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-34T1507SP

「セット外寸」 W1500×D700×H864

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×9個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x3個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24TC1807SP-IV セット価格 ￥613,500

「セット外寸」 W1800×D700×H1594mm（IVハンガー）
IVフック10個付

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

0

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24T1807SP セット価格 ￥468,500

「セット外寸」 W1800×D700×H864

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・46タイプ 両側取出

作業台・46タイプ 両側取出W=1500ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1800ﾀｲﾌﾟ

W=1800ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き対面タイプ

仕様

335

オプション
ゴミ箱カート

オプション
ゴミ箱カート

対面タイプ 対面タイプ

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -10 奥行700タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24TC2207SP-IV セット価格 ￥719,400

「セット外寸」 W2200×D700×H1594mm（IVハンガー）
IVフック12個付

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-24T2207SP セット価格 ￥633,100

「セット外寸」 W2200×D700×H864

BAS-6417x2個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・46タイプ 両側取出

作業台・46タイプ 両側取出

W=2200ﾀｲﾌﾟ

W=2200ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

ハンガー付き対面タイプ

336

オプション
ゴミ箱カート(2台収納可)

IVﾊﾝｶﾞｰ用 棚板付き

(参考) WT-24TC1507SP-IV3-F

(参考)WT-263TC1506SP-IV-F

対面タイプ

天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -11 奥行944タイプ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側別取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側別取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1509SP-IV セット価格 ￥635,500

「セット外寸」 W1500×D944×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

セット価格 ￥605,500

BAS-6417x4個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1509SP

「セット外寸」 W1500×D944×H864

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

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x4個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26TC1809SP-IV セット価格 ￥660,500

「セット外寸」 W1800×D944×H1594mm（IVハンガー）
IVフック10個付

BAS-6417x4個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1809SP セット価格 ￥607,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864

BAS-6417x4個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側別取出

作業台・64タイプ 両側別取出W=1500ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1800ﾀｲﾌﾟ

W=1800ﾀｲﾌﾟ IV両面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き対面タイプ

仕様

対面タイプ 対面タイプ

337

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -12 奥行650ﾀｲﾌﾟ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部 鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

ハンガー付き対面タイプ

WT-16TC0906SPH-IV

「セット外寸」 W900×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック6個付

BAS-6410 W535×D335×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ 下部 引出付きIV両面使用

338

セット価格 ￥387,500

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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
引出部 鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H
52mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×2個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

対面タイプ仕様

WT-16T0906SPH セット価格 ￥326,500

BAS-6410 W535×D335×H102mm

W=900ﾀｲﾌﾟ 下部 引出

「セット外寸」 W900×D650×H864／864mm

下部 片面引出1段

下部 片面引出1段

引出取り外し式仕切り板
9分割

内寸 120*170*215

下段に鍵付きの引出があるの
で盗難防止等に有効です。

天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -13 奥行650ﾀｲﾌﾟ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部 鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 
トレイ・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
キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1506SPH-IV セット価格 ￥639,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

セット価格 ￥561,500

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1506SPH

「セット外寸」 W1500×D650×H864

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x0個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1506SPH-IV セット価格 ￥639,500

「セット外寸」 W1500×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出W=1500ﾀｲﾌﾟ 下部引出付き IV両面使用 W=1500ﾀｲﾌﾟ 下部引出付き IV片面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き壁面タイプ

仕様

339

対面タイプ

BAS-6417 W535×D335×H162mm

下部引出付き

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -14 奥行650ﾀｲﾌﾟ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部鍵付き 背面フラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1806SPH-IV セット価格 ￥644,500

「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm（IVハンガー）
IVフック10個付

セット価格 ￥563,500

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1806SPH

「セット外寸」 W1800×D650×H864

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き 背面はフラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x0個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部鍵付き 背面フラット

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×4個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付
天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1806SPH-IV
「セット外寸」 W1800×D650×H1594mm（IVハンガー）

IVフック10個付

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側取出・片側引出W=1800ﾀｲﾌﾟ 下部引出付き IV両面使用 W=1800ﾀｲﾌﾟ 下部引出付き IV片使用

W=1800ﾀｲﾌﾟ

ハンガー付き壁面タイプ

仕様

セット価格 ￥644,500
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対面タイプ

下部引出付き

対角に引出を取り付けることも可能です。

天板高さH864mm 天板高さH864mm



病棟作業台ｽﾁｰﾙ -15 奥行944ﾀｲﾌﾟ

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部 鍵付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×8個 BAS-6410×8個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙSPCC 

トレイ・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

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側別取出

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

作業台・64タイプ 両側別取出

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。

ハンガー付き対面タイプ

WT-26TC1509SPH-IV セット価格 ￥965,500

「セット外寸」 W1500×D944×H1594mm（IVハンガー）
IVフック9個付

セット価格 ￥935,500

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1509SPH

「セット外寸」 W1500×D700×H864

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ
引出部鍵付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×8個 BAS-6410×8個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

BAS-6417x0個

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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
引出部鍵付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×8個 BAS-6410×8個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26TC1809SPH-IV セット価格 ￥995,500

「セット外寸」 W1800×D944×H1594mm（IVハンガー）
IVフック10個付

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

仕様

材質 本体フレーム：ｽﾁｰﾙ SPCC 

トレイ・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
引出部鍵付き

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W535×D335×H162mm

セット内容 TRY-645×8個 BAS-6410×8個

キャスター75Φ ｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 木口 打込エッジ

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

WT-26T1809SPH セット価格 ￥937,500

「セット外寸」 W1800×D944×H864

BAS-6417x0個

BAS-6410 W535×D335×H102mm

作業台・64タイプ 両側別取出

作業台・64タイプ 両側別取出W=1500ﾀｲﾌﾟ下部引出付き IV両面使用

W=1800ﾀｲﾌﾟ

W=1800ﾀｲﾌﾟ 下部引出付きIV両面使用

W=1500ﾀｲﾌﾟ 下部引出付き

ハンガー付き対面タイプ

仕様

対面タイプ 対面タイプ
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下部引出付き

天板高さH864mm 天板高さH864mm



作業台オプション -1 IVﾊﾝｶﾞｰ

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 6個

セット寸法 w932xd50xh730

セット価格 ￥36,000

IVﾊﾝｶﾞｰ クランプ式

W=900用 IV1-900

W=1200用 IV1-1200

W=1500用 IV1-1500

W=1800用 IV1-1800

W=2200用 IV1-2200

セット価格 ￥49,500

セット価格 ￥63,000

セット価格 ￥72,000

セット価格 ￥81,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 8個

セット寸法 w1232xd50xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 9個

セット寸法 w1532xd50xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 10個

セット寸法 w1832xd50xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 12個

セット寸法 w2232xd50xh730

342

ｸﾗﾝﾌﾟ部

ﾊﾟｲﾌﾟ受け部

S管ﾟ部

写真はW900用

フック

このオプションのIVツリーをｱﾙﾐタイ
プ・SUSタイプの作業台に取付ける
ことによりコストダウンになります。

S管抜け止め



作業台オプション -2 IVﾊﾝｶﾞｰ
IVﾊﾝｶﾞｰ縦方向取付用 (固定式)

セット価格 ￥36,000

セット価格 ￥49,500

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 5個

セット寸法 w802xd75xh730

D=700用 IV2-700D

D=650用 IV2-650D

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 4個

セット寸法 w587xd75xh730

固定式につきましては取付位置、フ
レームのサイズは用途・仕様に合
わせて特注対応が可能です。
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D=944用 IV2-944D

このオプションのIVツリーをｱﾙﾐタイ
プ・SUSタイプの作業台に取付ける
ことによりコストダウンになります。

セット価格 ￥36,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 4個

セット寸法 w602xd75xh730

ﾊﾟｲﾌﾟ受け部



作業台オプション -3 IVﾊﾝｶﾞｰ

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック 6個

セット寸法 w932xd200xh730

セット価格 ￥45,000

IVﾊﾝｶﾞｰ 棚板 (木口 ﾛｰｶﾝﾃｯｸｽ t2mm貼り) 1段付
き

W=900用 IV5-900

W=1200用 IV5-1200

W=1500用 IV5-1500

W=1800用 IV5-1800

セット価格 ￥6１,500

セット価格 ￥78,000

セット価格 ￥90,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック ８個

セット寸法 w1232xd200xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック ９個

セット寸法 w1532xd200xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック １０個

セット寸法 w1832xd200xh730
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写真はW900用

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット

ｸﾗﾝﾌﾟ部

ﾊﾟｲﾌﾟ受け部

ノブを回すことにより
棚板は任意の位置に
設定可能です。



作業台オプション -4 IVﾊﾝｶﾞｰ
IVﾊﾝｶﾞｰ用 棚板 (木口 ﾛｰｶﾝﾃｯｸｽ t2mm貼り) ２段付き

345

写真はW900用 棚を2段にした状態

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック 6個

セット寸法 w932xd200xh730

セット価格 ￥54,000

W=900用 IV5-9002

W=1200用 IV5-12002

W=1500用 IV5-15002

W=1800用 IV5-18002

セット価格 ￥73,500

セット価格 ￥93,000

セット価格 ￥108,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック ８個

セット寸法 w1232xd200xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック ９個

セット寸法 w1532xd200xh730

材質 本体フレーム：アルミニウム
棚板 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板t16
IVフック １０個

セット寸法 w1832xd200xh730

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット

セット内容 棚板と取付金具がセット



作業台オプション -5 IVﾊﾝｶﾞｰ用棚板 棚板無しのIVツリーに後から追加することができます。

材質 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t16白色
木口 ローカンテックス t2 白色

付属品 棚板 １枚に付属する部材
ノブ ２個 ｱﾙﾐパイプφ28 １本 連結金具 ２個
棚板固定金具３~６個

セット価格 ￥9,000

IVﾊﾝｶﾞｰ用 棚板 (木口 ローカンテックス貼り t2)

W=900用 IV5-900T

W=1200用 IV5-1200T

W=1500用 IV5-1500T

W=1800用 IV5-1800T

セット価格 ￥12,000

セット価格 ￥15,000

セット価格 ￥18,000

セット寸法 w721xd200xh16
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セット寸法 w1021xd200xh16

セット寸法 w1321xd200xh16

セット寸法 w1621xd200xh16

材質 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り t20 白色 庫はぼれ止めまでt25
木口 塩ビ打ち込みエッジ 毀れ止め付き 色グレー

付属品 棚板 １枚に付属する部材
ノブ ２個 ｱﾙﾐパイプφ28 １本 連結金具 ２個
棚板固定金具３~６個

セット価格 ￥9,500

IVﾊﾝｶﾞｰ用 棚板 (木口 毀れ止め付樹脂エッジ巻き)

W=900用 IV5-900T2

W=1200用 IV5-1200T2

W=1500用 IV5-1500T2

W=1800用 IV5-1800T2

セット価格 ￥12,600

セット価格 ￥15,700

セット価格 ￥18,900

セット寸法 w721xd200xh25

毀れ止めエッジ

セット寸法 w1021xd200xh25

セット寸法 w1321xd200xh25

セット寸法 w1621xd200xh25



作業台オプション -6 IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚１段

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 12個

セット寸法 w814xd470xh800

セット価格 ￥76,500

IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚1段付 ( 固定式 木口 ローカンテックス t2mm貼り)

W=900用 IV3-900

W=1200用 IV3-1200

W=1500用 IV3-1500

W=1800用 IV3-1800

セット価格 ￥103,500

セット価格 ￥130,000

セット価格 ￥153,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 14個

セット寸法 w1114xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 18個

セット寸法 w1414xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 22個

セット寸法 w1714xd470xh800

(注意) 取付には天板に穴開けが
必要です。

347

棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

木口 樹脂エッジ t2 白色貼り
棚板厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色

写真はW900用

☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。



作業台オプション -7 IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚２段

IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚2段付 ( 固定式 木口 ローカンテックスt2mm貼り)

セット価格 ￥81,000

セット価格 ￥108,000

セット価格 ￥135,000

セット価格 ￥162,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 14個

セット寸法 w1114xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 18個

セット寸法 w1414xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 22個

セット寸法 w1714xd470xh800

W=1800用 IV4-1800

W=1500用 IV4-1500

W=1200用 IV4-1200

W=900用 IV4-900 材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 12個

セット寸法 w814xd470xh800

(注意) 取付には天板に穴開けが
必要です。

☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。

348

棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

写真はW900用

木口 樹脂エッジ t2 白色貼り
棚板厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色



作業台オプション -8 IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚１段

セット価格 ￥80,500

IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚1段付 ( 固定式 木口 塩ビ打ち込みエッジ毀れ止め付き)

W=900用 IV3-900K

W=1200用 IV3-1200K

W=1500用 IV3-1500K

W=1800用 IV3-1800K

セット価格 ￥108,500

セット価格 ￥136,000

セット価格 ￥160,600

(注意) 取付には天板に穴開けが
必要です。
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棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

木口 塩ビ打ち込みエッジ グレー
色 毀れ止め付き
棚板厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色

写真はW900用

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 12個

セット寸法 w814xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 14個

セット寸法 w1114xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 18個

セット寸法 w1414xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 22個

セット寸法 w1714xd470xh800

毀れ止め付きの樹脂エッジ(現物は
ｸﾞﾚｰ) 毀れ止めの高さは4mm 棚板
厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色

☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。



作業台オプション -9 IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚２段

IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ 棚2段付 ( 固定式 木口 塩ビ打ち込みエッド)

セット価格 ￥85,000

セット価格 ￥113,400

セット価格 ￥141,700

セット価格 ￥170,000

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 14個

セット寸法 w1114xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 18個

セット寸法 w1414xd470xh800

材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 22個

セット寸法 w1714xd470xh800

W=1800用 IV4-1800K

W=1500用 IV4-1500K

W=1200用 IV4-1200K

W=900用 IV4-900K 材質 本体フレーム：アルミニウム
フック x 12個

セット寸法 w814xd470xh800

☆取付位置、フレームのサイズは
用途・仕様に合わせて特注対応が
可能です。
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(注意) 取付には天板に穴開けが
必要です。

棚の位置は任意に設定できます。
棚の数も増やすことが可能です。

木口 塩ビ打ち込みエッジ グレー
色 毀れ止め付き
棚板厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色

写真はW900用

毀れ止め付きの樹脂エッジ(現物は
ｸﾞﾚｰ) 毀れ止めの高さは4mm 棚板
厚はt16低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板白色



□ IVﾊﾝｶﾞｰｼｪﾙﾌ取付例
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IVツリー W=1500用 IV3-1500

本体 WT-26T1509SP-F

本体 WT-26T1509SP-F

IVツリー W=1500用 IV4-1500

完成品・品番 WT-26T1509SP-IV3 完成品・品番 WT-26T1509SP-IV4

8
0

0

8
0

0



作業台オプション -10

材質 本体ｽﾁｰﾙ メラミン焼付塗装
箱 1個用

セット寸法 w220xd55xh90

セット価格 ￥19,800

IVﾊﾝｶﾞｰ 棚 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞﾂｸｽ ﾎﾙﾀﾞｰ

IVG-1

セット価格 ￥26,000

セット価格 ￥36,000

セット価格 ￥45,000

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱1個用
セット寸法 w315xd115xh160
内寸 w270xd105xh145

IVG2-1

IVG2-2

IVG2-3

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱2個用
セット寸法 w315xd115xh280
内寸 w270*xd105xh299

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱3個用
セット寸法 w315xd115xh470
内寸 w270xd105xh450

IVフック

IVF2-S5   ステンレス フック

価格 ￥400
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耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS    日本製

IVF2-S4   ステンレス フック

価格 ￥180

耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS    日本製

作業台標準装備品

5
34
5
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作業台用 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ ｶｰﾄ

IVDC-45 価格 ￥53,000
材質 本体 ｱﾙﾐ押し出し材φ28 

底部 SUS304  t1.0  2B仕上
寸法 w459xd560xh303

ゴミ箱をセット例

IVDC-32 価格 ￥50,000

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別
途ご用命ください。

ゴミ箱 最大 45L 設置可能。

材質 本体 ｱﾙﾐ押し出し材φ28 
底部 SUS304  t1.0  2B仕上

寸法 w464xd360xh303

ゴミ箱 最大 32L 設置可能。
対面で2個設置することが可能

作業台用 ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ ｶｰﾄ

ゴミ箱寸法に応じた寸法変更は別
途ご用命ください。

作業台オプション -11



作業台オプション -12
ファイルポケット

FB-1 セット価格 ￥19,800

材質 本体ｽﾁｰﾙ メラミン焼付塗装

セット寸法 w300xd80/50xh265

強力マグネットによる取付のため
任意の位置に取付可能
A4サイズまで収納可能
最大荷重20kgまで

354

専用金具でIVのﾌﾚｰﾑ

に任意の位置に取付
可能



作業台オプション -13

355

取替え用キャスター

価格 ￥2,400CK-75PPHC-SP

タイヤ TPE
車輪 φ75 ストッパー付
耐荷重 60kgf

FB1-B
セット価格 ￥9,000

専用金具 本体 ｽﾁｰﾙ製 メッキ仕
上げ

ｸﾗﾝﾌﾟ

小物入れ

セット価格 ￥8,200

材質 本体 ABS樹脂 白色
底板 ｽﾃﾝﾚｽ SUS304 

セット寸法 w295xd120xh140

FB3

強力マグネットシート付です
ので マグネットが付く平面
に取付できます。
積載荷重 3kg



商品写真ご紹介

356

WT-263TC1206SP-IV-FWT-16T0906SP-IV2-F

病棟作業台 ｽﾁｰﾙ ﾏｼﾞｯｸ扉ﾀｲﾌﾟ



病棟作業台 ｽﾁｰﾙ-16 ﾏｼﾞｯｸ扉ﾀｲﾌﾟIVﾊﾝｶﾞｰ付き
作業台・34タイプ 片側扉

仕様

材質 本体 スチール ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 白色
IVハンガー：ステンレス

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

ハンガー付き片面34トレー マジック扉タイプ

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

「セット外寸」 W1280×D600×H1697mm
（IVハンガー） IVフック 6個付

セット内容 BAS-3410×12個マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。

扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全

仕様

材質 本体 スチール ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 白色
IVハンガー：ステンレス

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D338×H102mm

ハンガー付き片面64トレー マジック扉タイプ

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付
トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

「セット外寸」 W1280×D600×H1697mm
（IVハンガー） IVフック 6個付

セット内容 BAS-6410×6個

作業台・64タイプ 片側扉

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。

扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全

357

WT-16T1206M-IV6 セット価格 ￥621,000

ステンレスIVﾊﾝｶﾞｰ付き

WT-23T1206M-IV6 セット価格 ￥621,000

ステンレスIVﾊﾝｶﾞｰ付き

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

作業台オプションのページのIV
ツリーの取付が可能です。

天板高さ947mm
天板高さ947mm
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病棟作業台 ｽﾁｰﾙ-17 ﾏｼﾞｯｸ扉ﾀｲﾌﾟIV無し
作業台・34タイプ 片側扉

仕様

材質 本体 スチール ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 白色

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-3410 W245×D345×H102mm

ハンガー付き片面34トレー マジック扉タイプ

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

「セット外寸」 W1280×D600×H947mm

セット内容 BAS-3410×12個

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。

扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全

仕様

材質 本体 スチール ﾒﾗﾐﾝ焼付塗装 白色
IVハンガー：ステンレス

トレイ・モジュラートレイ：ABS持続性帯電防止樹脂
天板・側板：メラミン化粧板

トレイ内寸 BAS-6410 W535×D338×H102mm

ハンガー付き片面64トレー マジック扉タイプ

キャスター75Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

天板 こぼれ止め付 収納部 鍵付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

「セット外寸」 W1280×D600×H947mm

セット内容 BAS-6410×6個

作業台・64タイプ 片側扉

マジック扉のために扉を
開けた時に扉を本体に収
納することができます。

扉には鍵がついているの
でセキュリティ上 安全

WT-16T1206M セット価格 ￥550,000 WT-23T1206M セット価格 ￥542,500



商品の紹介
病棟作業台・本体アルミフレーム

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、
準備、記録、混注などの作業用テーブル
として使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cmx40cm、３０㎝x40㎝
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(対角ｽﾄｯﾊﾟｰ付き)

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。横に稼働するフック付、

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてな
いのでﾃｰﾌﾞﾙとして使用できます。

仕 様

○本体 ｱﾙﾐフレーム仕様 ：天板 メラミン
化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 ：輸液
ハンガーSUS製。側ﾊﾟﾈﾙはアルミパネルt3白
色です。側ﾊﾟﾈﾙの色の変更をご希望の場合
はﾒﾗﾐﾝ積層材t3になります。別途お問い合
わせください。天板作業面高さ900mm毀れ止め天板 t29+毀止t5 

詳細

アンプル等が天板から落ちる
ことがありません。

フラット天板 t29     詳細

別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができま
す。別途、お問い合わせくだ
さい。

点滴フック 吊下加重
10kgf/個

天板は耐薬品性、耐久性に
優れたﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

側板はアルミパネルt3白色

359
車輪はφ100 可塑性ゴム 色グレー
ノンマーキング加工仕様

15-2



病棟作業台ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ-1

セット価格 ￥527,000

「セット外寸」 W1800×D700×H1600mm（IVハンガー）
IVフック１０個付

仕様

材質 本体 アルミアルマイト
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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・側板 アルミパネルt3白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS14W18R-IV6
susハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥644,000

「セット外寸」 W1800×D700×H1600mm
IVフック１０個付

材質 本体フレーム：アルミアルマイト

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×9個

CT-BS3418R-IV6

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥829,000

「セット外寸」 W1800×D950×H1600mm（IVハンガー）
IVフック２０個付

仕様

材質 本体フレーム：アルミアルマイト
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

CT-BS2618R-IV6
susハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥779,000

「セット外寸」 W1500×D950×H1600
IVフック１６個付

仕様

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-6410×12個

作業台・46タイプ 両側取出 作業台・64タイプ 両側別取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付 天板 こぼれ止め付

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。

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

BAS-6417×2個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

作業台・64タイプ 両側別取出

CT-BS2615R-IV6

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

材質 本体フレーム：アルミアルマイト
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×4個

作業台・46タイプ 両側取出

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×3個

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

susハンガー付き対面タイプ susハンガー付き対面タイプ

ゴミ箱収納スペース

点滴フックﾚｰﾙ ダブル取付
点滴フックﾚｰﾙ シングル取付

点滴フックﾚｰﾙ シングル取付

点滴フックﾚｰﾙ ダブル取付
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天板高さ900mm

天板高さ900mm
天板高さ900mm

天板高さ900mm



病棟作業台ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ-2

セット価格 ￥527,000

「セット外寸」 W1200×D700×H1600mm（IVハンガー）
IVフック7個付

仕様

材質 本体 アルミアルマイト
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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・側板 アルミパネルt3白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS2412R-IV6
ハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥644,000

「セット外寸」 W1200×D950×H1600mm
IVフック１4個付

材質 本体フレーム：アルミアルマイト

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS26312R-IV6

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

作業台・46タイプ 両側取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

BAS-6417×2個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

作業台・6434タイプ 両側別取出

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×2個

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

ハンガー付き対面タイプ

TRY-345×4個 BAS-3410×8個

TRY-345 W245xD345xH52mm
BAS3410    W245xD345xH102mm

天板 こぼれ止め付

点滴フックﾚｰﾙ シングル取付

点滴フックﾚｰﾙ ダブル取付
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ｷｬｽﾀｰ部

天板高さ900mm

天板高さ900mm



病棟作業台ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ-3

セット価格 ￥450,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

仕様

材質 本体 アルミアルマイト

トレイ・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・側板 アルミパネルt3白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS14W18R
対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥568,000

「セット外寸」 W1800×D700×H900mm

材質 本体フレーム：アルミアルマイト

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×3個 BAS-6410×9個

CT-BS3418R

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥658,000

「セット外寸」 W1800×D950×H900mm

仕様

材質 本体フレーム：アルミアルマイト
トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×12個

CT-BS2618R

対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)
天板 毀れ止め付き

セット価格 ￥641,000

「セット外寸」 W1500×D950×H900mm

仕様

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-6410×12個

作業台・46タイプ 両側取出 作業台・64タイプ 両側別取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付
天板 こぼれ止め付

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。

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。

BAS-6417×2個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6417 W528×D328×H162mm

作業台・64タイプ 両側別取出

CT-BS2615R

材質 本体フレーム：アルミアルマイト

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×4個

作業台・46タイプ 両側取出

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×3個

対面タイプ 対面タイプ

ゴミ箱収納スペース
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病棟作業台ｱﾙﾐﾀｲﾌﾟ-4

セット価格 ￥419,900

「セット外寸」 W1200×D700×H900mm

仕様

材質 本体 アルミアルマイト

トレイ・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・側板 アルミパネルt3白色

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS2412R

対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

セット価格 ￥583,000

「セット外寸」 W1200×D950×H900mm

材質 本体フレーム：アルミアルマイト

トレイ・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 側板 アルミパネルt3白色

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm
BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×6個

CT-BS26312R

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付(対角)

作業台・46タイプ 両側取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

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。

BAS-6417×2個

BAS-6417 W528×D328×H162mm

作業台・6434タイプ 両側別取出

BAS-6417 W528×D328×H162mm

BAS-6417×2個

対面タイプ

TRY-345×4個 BAS-3410×8個

TRY-345 W245xD345xH52mm
BAS3410    W245xD345xH102mm
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天板形状 毀れ止め付き

背面形状



□ memo
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商品の紹介
病棟作業台・本体ステンレスパイプ

使用目的

病棟・外来や集中治療室などにおいて、
準備、記録、混注などの作業用テーブル
として使用できます。

特 徴

☆テーブル下部には60cm×40cm,40cmx30cm
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）

車輪はナイロンホイールゴム巻き車輪、ラジア
ルﾎﾞｰﾙベアリング入り

☆混注作業ができるように輸液ハンガーが付い
ています。IVフックは可動式

IVツリーを外すと天板には取付穴等が開いてな
いのでﾃｰﾌﾞﾙとして使用できます。

仕 様

○本体 ステンレス角パイプ ：天板 メラミン
化粧板貼りソフトエッジこぼれ止め付 ：輸液
ハンガーSUS製。天板作業面高さ850mm

底板はありません。

毀れ止め天板 t29+毀止 t5 
詳細

アンプル等が天板から落ちる
ことがありません。

フラット天板 t29                    
詳細

別製対応で毀れ止め無し仕
様の天板を作ることができま
す。別途、お問い合わせくだ
さい。

点滴フック 吊下加重
10kgf/個

点滴フック 吊下加重
10kgf/個
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セット価格 ￥734,700

「セット外寸」 W1850×D990×H1550mm（IVハンガー）
IVフック１０個付

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 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-26T1809-IV6
ハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥658,700

「セット外寸」 W1850×D990×H850mm

材質 本体フレーム：ステンレス HL

トレイ・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

仕様

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-26T1809

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側別引取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

作業台・64タイプ 両側別取出

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

セット価格 ￥627,800

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVﾊﾝｶﾞｰ: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-645×2個 BAS-6410×8個

WT-26T1806-IV6

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥471,000

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

WT-26T1806

ｺﾞﾑ車黒 点滴フック 吊下加重 10kgf/個

「セット外寸」 W1850×D650×H1550mm（IVハンガー）
IVフック１０個付

「セット外寸」 W1850×D650×H850mm

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

ハンガー付き壁面タイプ

作業台・64タイプ 片側取出

作業台・64タイプ 片側取出

ｺﾞﾑ車黒

トレイ・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・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。
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病棟作業台ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ-2

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×4個 BAS-6410×16個

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

材質 本体フレーム：ステンレス HL
トレイ・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

仕様

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

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

作業台・64タイプ 両側別取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

作業台・64タイプ 両側別取出

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

ハンガー付き対面タイプ

WT-26T1509-IV6 セット価格 ￥708,100

「セット外寸」 W1500×D990×H1550mm（IVハンガー）
IVフック8個付

WT-26T1509 セット価格 ￥641,600

「セット外寸」 W1500×D990×H850mm

セット価格 ￥605,400

「セット外寸」 W1500×D650×H1550mm（IVハンガー）
IVフック８個付き

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

WT-26T1506-IV6
ハンガー付き壁面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥459,000

「セット外寸」 W1500×D650×H850

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

WT-26T1506

作業台・64タイプ 片側取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

作業台・64タイプ 片側取出

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個
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セット価格 ￥394,000

「セット外寸」 W1200×D650×H1550mm（IVハンガー）
IVフック6個付

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス
トレイ・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

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

WT-1613T1206-IV6
ハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥339,000

「セット外寸」 W1200×D650×H850mm

材質 本体フレーム：ステンレス HL

トレイ・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

WT-1613T1206

□ 仕様 キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥690,000

「セット外寸」 W1200×D990×H1550mm（IVハンガー）
IVフック６個付き

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス（フック6個付き）

トレイ・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

WT-1613T1209-IV6
ハンガー付き壁面タイプ

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥610,000

「セット外寸」 W1200×D990×H850

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL

トレイ・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

WT-1613T1209

作業台・6434タイプ 片側取出 作業台・6434タイプ 両側取出

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

天板 こぼれ止め付

作業台・6434タイプ 片側取出 作業台・6434タイプ 両側取出

ｺﾞﾑ車黒

ｺﾞﾑ車黒

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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個 点滴フック 吊下加重 10kgf/個

TRY-345×1個 BAS-3410×4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-345 W438×D338×H 52mm
BAS-3410   W435xD388xH52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

TRY-345×1個 BAS-3410×4個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

TRY-345 W438×D338×H 52mm
BAS-3410   W435xD388xH52mm

仕様

BAS-6410 W535×D335×H102mm

天板 こぼれ止め付

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345×2個 BAS-3410×8個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

トレイインサート・仕切板・名札等は別途手配ください。

TRY-345×2個 BAS-3410×8個

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

TRY-345 W438×D338×H 52mm
BAS-3410   W435xD388xH52mm

TRY-345 W438×D338×H 52mm
BAS-3410   W435xD388xH52mm
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セット価格 ￥510,300

「セット外寸」 W1500×D660×H850／1550mm（IVハンガー）
IVフック８個付き

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス
トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

WT-24T1506-IV6

ハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

セット価格 ￥443,800

「セット外寸」 W1500×D660×H850mm

材質 本体フレーム：ステンレス HL
トレイ・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

仕様

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×2個 BAS-6410×8個

WT-24T1506

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

セット価格 ￥380,500

「セット外寸」 W900×D650×H850／1550mm（IVハンガー）
IVフック５個付き

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
IVハンガー：ステンレス

トレイ・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 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

WT-16T0906-IV6
ハンガー付き対面タイプ

キャスター100Φ(ｽﾄｯﾊﾟｰ付)

キャスター100Φｽﾄｯﾊﾟｰ付

セット価格 ￥267,500

「セット外寸」 W900×D650×H850

仕様

材質 本体フレーム：ステンレス HL
トレイ・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

トレイ内寸 TRY-645 W538×D338×H 52mm

BAS-6410 W535×D335×H102mm

セット内容 TRY-645×1個 BAS-6410×4個

WT-16T0906

作業台・46タイプ l両側取出 作業台・64タイプ l両側取出

天板 こぼれ止め付 IVフック ステンレス 天板 こぼれ止め付 IVフック ステンレス

天板 こぼれ止め付 天板 こぼれ止め付

作業台・46タイプ l両側取出 作業台・64タイプ l両側取出

ゴミ箱収納スペース

ゴミ箱収納スペース

ｺﾞﾑ車黒

ｺﾞﾑ車黒
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。 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。

点滴フック 吊下加重 10kgf/個

点滴フック 吊下加重 10kgf/個
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Medium Work bench

中材作業台 371
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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）

仕 様

○本体 ステンレス角パイプHL □25：天板
ステンレスSUS304 t1.0 #400 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 ｽﾃﾝﾚｽ SUS304 #400
本体フレーム：ステンレス SUS304 HL

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 ｽﾃﾝﾚｽ SUS304 #400
本体フレーム：ステンレスSUS304

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。
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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 ￥1,054,500

「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 ￥1,080,200

「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9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。

374

仕様

仕様

仕様



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

375

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

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

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・ローラーは付属してお
りません。

カッター

ロール状の滅菌パックを
置く(保管用)

ロール状の滅菌
パックを置く(保
管用)

ﾄﾚｰ・バスケットの内容を変更する場合は
アクセサリーの項目 の中からお選びください。

現場の要望に応じて天板寸法、上部棚寸法等の
別製対応が可能です。

天板については人造大理石・ステンレスに変更する
ことも可能です。別途ご相談ください。
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□ memo
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SYSTEM FURNITURESEMINAS

滅菌器材ｶｰﾄ
377

17 Sterilization equipment cart



滅菌器材カート（ウォッシャブル対応）

セット価格 ￥850,000

キャスター150Φ抜け落ち防止別注対応

ご相談

セット価格 ￥635,000

「セット外寸」 W600×D750×H1650mm

材質 本体フレーム：ステンレス
硝子繊維強化樹脂ﾚｰﾙ600 20段
ｷｬｽﾀｰφ150 ストッパー2か所 ｺﾞﾑ車輪

CW140-1650FDW

キャスター150Φ抜け落ち防止別注対応

ご相談

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

材質 本体フレーム：ステンレス
硝子繊維強化樹脂ﾚｰﾙ600 11段

CW140-1100FDW1

キャスター150Φ抜け落ち防止別注対応

ご相談

セキュリティシリーズ・46タイプ／感染防止関連

「セット外寸」 W1076×D750×H1650mm

CW240-1650FDW

材質 本体フレーム：ステンレス
硝子繊維強化樹脂ﾚｰﾙ600 20段2列
ｷｬｽﾀｰφ150 ストッパー2か所 ｺﾞﾑ車輪

コンテナワゴン

コンテナワゴン

ｺﾞﾑ車輪

☆発注の際は車輪の材質を指定ください。

ｺﾞﾑ車輪

ｺﾞﾑ車輪

CW140-1100FDW2

CW140-1100FDW3

滅菌器材カート 1列両面折戸ﾀｲﾌﾟ 小

コンテナワゴン

滅菌器材カート 2列両面折戸ﾀｲﾌﾟ 大

滅菌器材カート 1列両面折戸ﾀｲﾌﾟ 大

滅菌器材カート

耐熱・フェノール一体車輪120℃

ｷｬｽﾀｰはウォッシャブル非対応

ｷｬｽﾀｰはウォッシャブル非対応

セット価格 ￥830,000

セット価格 ￥750,000

320S-ARB150
315S-ARB150

320S-PH150
315S-PH150

(ｳｵｯｼｬﾌﾞﾙ非対応)

耐熱・ｱﾙﾐﾎｲｰﾙﾆﾄﾘﾙ
ｺﾞﾑ巻き車輪120℃

378

ｷｬｽﾀｰはウォッシャブル仕様の場合
は左記 No.2 No.3よりお選びにな
れます。別途見積対応

ｷｬｽﾀｰはウォッシャブル仕様の場合
は左記 No.2 No.3よりお選びにな
れます。別途見積対応

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

材質 本体フレーム：ステンレス
硝子繊維強化樹脂ﾚｰﾙ600 11段

セット価格 ￥650,000

「セット外寸」 W600×D750×H1100mm

材質 本体フレーム：ステンレス
硝子繊維強化樹脂ﾚｰﾙ600 11段

コンテナワゴン



□ 商品参考写真
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□ memo
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SYSTEM FURNITURESEMINAS

点滴スタンド

381

18



点滴スタンド
FKH-24TSKH セット価格 ￥75,900 オプション

セット価格 ￥13,100

セット価格 ￥13,100

セット価格 ￥13,900

セット価格 ￥15,400

セット価格 ￥5,560

低圧持続吸引器フック
FKH-24TSF

低圧持続吸引器ﾌﾟﾚｰﾄ
FKH-24TSP

酸素ボンベハンガー
FKH-24TSB

V字ハンガー
FKH-24TSV2

ﾄﾞﾚｰﾝハンガー
FKH-24TSD2

382

価格改定

価格改定

価格改定

価格改定

価格改定

価格改定

国際特許取得済

185*130*405 φ8.9ｸﾞﾚｰｺｰﾄ仕上

260*420*80 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

480*280*65 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ

420*195*40 ｸﾞﾚｰｺｰﾄ仕上げ

130*90*85 ｸﾛｰﾑﾒｯｷ



FKH-24TSKH

FKH-24TSD2 ﾄﾞﾚｰﾝハンガー
FKH-24TSV2 V字ﾊﾝｶﾞｰ
FKH-24TSB 酸素ﾎﾞﾝﾍﾞﾊﾝｶﾞｰ

ウレタン巻き車輪

383

国際特許取得済



384



車椅子も入れやすい
ワイド設計

旧仕様のｷｬｽﾀｰと新仕様のｷｬｽﾀｰの商品同士でスタッキングが
できます。

スタッキングについて

385



■ 商品一覧

スタンダードタイプ
ＦＫＨ－２４ＴＳKH

Ｖ字ハンガー
ＦＫＨ－２４ＴＳＶ２

ＦＫＨ－２４ＴＳＰ酸素ボンベハンガー ＦＫＨ－２４ＴＳＢ

ＦＫＨ－２４ＴＳＤ２

胸腔ドレーンハンガー

低圧持続吸引器・プレート ・フック
ＦＫＨ－２４ＴＳＦ

プレート

フック

386



■ 点滴スタンド 製品機能説明 1 387

輸液フック

上下昇降調節ノブ

輸液を下げ外ししやすい
形状で中央のフックには
２Ｌ以上の大きい輸液が
バランス良く吊り下げら

れます

点滴棒の上下昇降を
しっかり固定すると共に、
落下時の危険を軽減する

エアーダンパー構造を
採用しています

転倒しても曲がりにくい
７φの鋼線を採用してい

ます

Ｖ型ハンガー（オプション）

シリンジポンプ３個まで取付け
出来るＶ字型ハンガーです

ハンドルを持つ人の邪魔になら
ない位置で取付けできます

シリンジポンプを取付けたまま
上下昇降することができます



■ 点滴スタンド 製品機能説明 2 388

ウロバック用フック

ウロバックを水平に
設置出来るように、
フック２本で吊り下

げています

前方に取付けること
で歩行の妨げになら
ないようにしています

ベッドに寝ている時
でも自然に採取でき
るように最適位置に
フックを取り付けてい

ます

セイフティーフック

胸腔ドレーンのずれ落ち防止、チューブ
類が煩雑にならないように、まとめておく

ことができます



■ 点滴スタンド 製品機能説明 3 389

胸腔ドレーンハンガー
（オプション）

両サイドにドレーンを装着でき
る為、ウロバックと合わせて３

つの装備を搭載できます

低圧持続吸引器プレート（オプション）

・フック（オプション）

さらに前面プレートをカスタマイズ
することで吸引器を２台まで設置

できます



■ 点滴スタンド 製品機能説明 4 390

酸素ボンベハンガー
酸素ボンベを本体フレームに

取付けることが出来ます

重いボンベを装備しても
安定感がよくスムーズに

移動できます



■ 点滴スタンド 製品機能説明 3 391

胸腔ドレーンハンガー
（オプション）

両サイドにドレーンを装着でき
る為、ウロバックと合わせて３

つの装備を搭載できます

低圧持続吸引器プレート（オプション）

・フック（オプション）

さらに前面プレートをカスタマイズ
することで吸引器を２台まで設置

できます



□ memo
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SYSTEM FURNITURE

Accessories

アクセサリー・オプション
393
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64トレイ

トレイ 64・05ﾀｲﾌﾟ

TRY-645 ￥8,360

外寸法/W600×D400×H55mm
内寸法/W538×D338×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・10タイプ

BAS-6410 ￥12,540

外寸法/W600×D400×H108mm
内寸法/W535×D335×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

モジュラートレイ 64・17ﾀｲﾌﾟ

BAS-6417 ￥16,720

外寸法/W600×D400×H168mm
内寸法/W528×D328×H162mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 10kg

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

②TI-311 ￥2,040

外寸法/W345×D120×H51mm
内寸法/W322×D100×H49mm

③TI-35 ￥1,504  

外寸法/W342×D60×H51mm
内寸法/W322×D40×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

②
③

仕切板

①PS-106 ￥1,250

外寸法/W552×D17×H98mm

②PS-104 ￥1,100

外寸法/W352×D17×H98mm

③PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm
④PS-166 ￥1,280

外寸法/W552×D17×H158mm

⑤PS-164 ￥1,230

外寸法/W352×D17×H158mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

①

①

②

②

トレイ・６４・０５タイプ／モジュラートレイ・６４・１０タイプ／モジュラートレイ・６４・１７タイプ

仕切板／アクセサリーシリーズ

394

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

PS-164

PS-166

PS-106
PS-104

PS-106
PS-103

TIN

TIS



64ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板標準セット

仕切板セット 642 A
TRY-DP642A ￥3,600

PS-104 1 個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 B
TRY-DP642B ￥4,700

PS-104 2個

PS-106 2 個

仕切板セット 642 C
TRY-DP642C ￥5,800

PS-104 3個

PS-106 2個

仕切板セット 642 D
TRY-DP642D ￥6,750

PS-104 5個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 E
TRY-DP642E ￥6,250

PS-104 0 個

PS-106 5 個

モジュラートレイ・６４・１０タイプ用 BAS-6410用

仕切板セット 643 A
TRY-DP643A ￥2,510

PS-164 1 個

PS-166 1個

仕切板セット 643 B
TRY-DP643B ￥3,740

PS-164 2個

PS-166 1 個

モジュラートレイ・６４・１７タイプ用 BAS-6417用

仕切板セット 643 C
TRY-DP643C ￥5,020

PS-164 2個

PS-166 2個

仕切板セット 643 D
TRY-DP643D ￥4,970

PS-164 3個

PS-166 1個

仕切板セット 643 E
TRY-DP643E ￥2,560

PS-164 0 個

PS-166 2個

仕切板セット 642 F
TRY-DP642F ￥2,350

PS-104 1 個

PS-106 1 個

395

PS-104

PS-106

PS-164

PS-166

仕切板セット 642 G
TRY-DP642G ￥3,450

PS-104 2 個

PS-106 1 個

仕切板セット 642 H
TRY-DP642H ￥4,550

PS-104 3個

PS-106 1個



トレイインサート 標準ｾｯﾄ 6405ﾄﾚｰ

トレイインサートｾｯ ﾄ A

TRY-TIS1 ￥25,864

TI-311 4個 TIN    12個

TI-35 1 個 TIS     12個

トレイインサートｾｯﾄ B
TRY-TIS2 ￥18,724

TI-311   2個 TIN    6個

TI-35  1 個 TIS     6個

TI-211 3個

トレイインサートｾｯﾄ C

TRY-TIS3 ￥11,584

TI-211 6個

TI-35  1個

トレイインサートｾｯﾄ D

TRY-TIS4 ￥13,536

TI-35     9個

トレイ・６４・05タイプ BAS-3410用

トレイインサートｾｯﾄ E

TRY-TIS5 ￥15,642

TI-311 1 個 TI-211      3個

TI-35    3個 TIS             3個 TIN    3個

トレイインサート仕切板の標準セット枚数

TI-311の場合

トレイインサート名札TIN、トレイｲ
ﾝｻｰﾄ仕切り板TISセット写真

396

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

3枚

トレイインサート名札3枚

TI-311 TI-35TI-211

TIN  ﾄﾚｲｲﾝｻｰ
ﾄ名札

TIS ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ仕切板

トレイインサート名札TIN、トレイｲ
ﾝｻｰﾄ仕切り板TISセット写真

トレイインサート名札TIN、トレイｲ
ﾝｻｰﾄ仕切り板TISセット写真

(注意)
トレイインサート仕切り板は取付できません。

(注意)
トレイインサート仕切り板は取付できません。



仕切板セット 342 A
TRY-DP342A ￥1,930

PS-104 1 個

PS-103 1 個

仕切板セット 342 B
TRY-DP342B ￥2,760

PS-104 1 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 C
TRY-DP342C ￥3,860

PS-104 2 個

PS-103 2 個

仕切板セット 342 D
TRY-DP342D ￥4,690

PS-104 2個

PS-103 3個

仕切板セット 342 E
TRY-DP342E ￥2,200

PS-104 2 個

PS-103 0 個

34ﾓｼﾞｭﾗｰトレイ仕切板ｾｯﾄ例
モジュラートレイ・34・10タイプ用 BAS-3410用

34トレイ

トレイ 34・05タイプ

TRY-345 ￥5,035

外寸法/W300×D400×H55mm
内寸法/W245×D345×H52mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

モジュラートレイ 34・10タイプ

BAS-3410 ￥6,270

外寸法/W300×D400×H108mm
内寸法/W245×D345×H102mm
材質/ABS（持続性帯電防止）
搭載加重 5kg

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ

トレイインサート

①TI-211 ￥1,680

外寸法/W242×D115×H51mm
内寸法/W220×D94×H49mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板／アクセサリーシリーズ

トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

仕切板

①PS-104 ￥1,250

外寸法/W352×D17×H98mm

②PS-103 ￥830

外寸法/W252×D17×H98mm

材質/ABS（持続性帯電防止）

トレイ・３４・０５タイプ／モジュラートレイ・３４・１０タイプ用

トレイインサート名札

TIN ￥550

材質/PA6
トレーインサート仕切板

TIS ￥800
材質/ABS（持続性帯電防止）

397

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できま
せん。

(注意)
トレイインサート仕切り板はTI-311
専用です。TI-211には取付できません。

PS-104PS-103



トレイインサート 標準ｾｯﾄ 3405ﾄﾚｰ

トレイインサートｾｯﾄ F

TRY-TIS6 ￥9,480

TI-311 2 個 TIS         4個

TIN        4個

トレイインサートｾｯﾄ G

TRY-TIS7 ￥6,016

TI-35     4 個

トレイインサートｾｯﾄ H

TRY-TIS8 ￥5,040

TI-211  3 個

トレイ・34・05タイプ TRY-345用

トレイインサート仕切板の標準セット枚数 ３枚

398

(注意)

トレイインサート仕切り板は取付できま
せん。

トレイインサートｾｯﾄ I セット例

TRY-TIS9 ￥9,098

TI-311 1 個 TI-35        2個

TIS              3個 TIN          3個

TI-311 TI-35TI-211

TIN  ﾄﾚｲｲﾝｻｰ
ﾄ名札

TIS ﾄﾚｲｲﾝｻｰﾄ仕切板

トレイインサート名札TIN、トレイｲ
ﾝｻｰﾄ仕切り板TISセット写真

(注意)

トレイインサート仕切り板は取付できま
せん。

トレイインサート名札TIN、トレイｲ
ﾝｻｰﾄ仕切り板TISセット写真



399

アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色

浅型トレーにｾｯﾄできます。

DB-64 セット価格 ￥32,000

トレイ64・05用

トレイ34・05用

DB-34   ｾｯﾄ価格 ¥20,800

アクリル透明
下敷きは塩ビシート白色

浅型トレーTRY-345にｾｯﾄできます。

モジュラーアクセサリーシリーズ

デバイダー・セット

トレイ6405(TRY-645)に取付できます。

ｱﾝﾌﾟﾙの分別収納ができます。標準で横仕切り板が２０枚付属
しております。最大５０枚まで取付可能です。横仕切り板には、
シール等を貼って、そこにｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

横仕切り板

この斜め面にシール等を貼っ
てｱﾝﾌﾟﾙ名の記入ができます。

デバイダーセット横仕切り板追加用

DB-Y   ｾｯﾄ価格 ¥300

アクリル透明



モジュラーアクセサリーシリーズ・棚板
棚板 ステンレス棚板

Simpleシリース用棚板

上部収納ﾕﾆｯﾄに棚板が追加できます。
Simpleｼﾘｰｽﾞには使用できません。
SUSオンダボ ４個付き

搭載加重 10kg
キャビネット・ｶｰﾄ類にｾｯﾄできます。 キャビネット・ｶｰﾄ類にｾｯﾄできます。

価格 ￥12,000
TA-T34N

搭載加重 5kg
34キャビネット・ｶｰﾄ類 にｾｯﾄできます。

セット寸法 400*300*11
材質 MDF芯 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

TA-T64N

400

セット寸法 600*400*11
材質 MDF芯 ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

稼働棚 TA-SPT64
Simple ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用

セット価格 ￥12,000

608*450*19.2

稼働棚 TA-SPUT64
Simpleｼﾘｰｽﾞ上部ﾕﾆｯﾄ用

セット価格 ￥12,000

608*380*19.2

稼働棚 TA-SPUST64
Simple ｼﾘｰｽﾞ ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用

セット価格 ￥12,000

624*380*19.2

低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
t19.2(SUSオンダボ４個付き) 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り

t19.2(SUSオンダボ４個付き) 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り t19.2(SUS
オンダボ４個付き)

セット価格 ￥12,000TA-TA64IV

輸液フック付き棚板

「セット外寸」 W600×D400×H88mm

棚板 メラミン化粧板貼り t11
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 6個付き

TA-S64 価格 ￥15,000

「セット外寸」 W600×D400×H11mm

材質 ステンレスSUS304 HL

TA-UPT64 価格 ￥12,000

セット寸法 600*400*19.2
材質 低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板 白色

価格 ￥5,200価格 ￥8,000
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低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼り
t19.2(オンダボ４個付き)

モジュラーアクセサリーシリーズ・棚板

ステンレスﾊﾞｽｹｯﾄ

価格 ￥24,000

BAS-6410S

「セット外寸」 W600×D400×H105mm

材質 ステンレス SUS304 丸棒

追加用棚板 TA-UPT34

セット価格 ￥6,000

265*382*19.2

背面カテーテルポケット取り付け

蘇生板

品番 本体価格
MC-SF640P5 ￥34,000

カラー
ホワイト塗装仕上げ

材 質
スチール SPCC

品番 本体価格
MC-SF640P4 ￥19,500

カラー
ホワイト

材 質
MDF  ウレタン塗装 白色

固定金具 スチール製

救急ｶｰﾄのオプション

「セット外寸」 W608×D440×H19.2mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き

TA-CT66N セット価格 ￥6,500

(追加用棚板)

(追加用棚板)

TA-CT106N セット価格 ￥7,500

「セット外寸」 W1010×D440×H19.2mm

材質 本体：低圧メラミン化粧板t19.2 白色
SUSオンダボ４個付き
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ステンレスﾊﾝｶﾞｰ５本タイプ

セット価格 ￥46,000SS60-002

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ5本付き

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。

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

棚板 メラミン化粧板貼り t12
フックベース ｱﾙﾐアルマイト
ステンレスフック 5個付き(Ivf-2-5S)取付

「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

ステンレスﾊﾝｶﾞｰ４本タイプ

セット価格 ￥42,000SS60-003

「セット外寸」 W600×D400×H10mm

材質 ステンレス SUS304
ﾊﾝｶﾞｰ4本付き

鉗子収納フック

サイドﾚｰﾙに装着することにより
鉗子の収納等ができます。

モジュラーアクセサリーシリーズ・
ｶﾃｰﾃﾙフック付き棚板
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セット価格 ￥25,000SS60-001

34ﾄﾚｰ用アダプター

寸法 600*400*10

SUS304 t1.0

写真のﾄﾚｰ類は別途です。

☆ 64ﾄﾚｰを収納するｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、
ｶｰﾄ、作業台に34ﾄﾚｰを横並びで

収納することができるようになりま
す。

引出してもストッパーにより、脱落
しません。

モジュラーアクセサリーシリーズ・34ﾄﾚｰアダプター ｶﾃｰﾃﾙフック

ｶﾃｰﾃﾙフックユニット 簡易タイプ

仕様 スライドﾚｰﾙ １個付き
ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ ｱﾙﾏｲﾄ φ28ﾊﾟｲﾌﾟ
ｶﾃｰﾃﾙフック(Sフック) 20個付き
持ち手付き
スライドﾚｰﾙ受け SUS304 t1.5

セット価格 ￥17,000HC-KFAL4001 (１個単体)

セット価格 ￥76,500HC-KFAL4004 (セット価格)

セット価格 ￥94,000HC-KFAL4005 (セット価格)

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ ４本

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ 5本

取付用棚板 (TA-T64N2)   １枚

TA-T64N2 (取付用専用棚板) セット価格 ￥8,500

寸法 600*400*t11

ｶﾃｰﾃﾙフックﾕﾆｯﾄ取付ﾈｼﾞ付き

名札・注射箋ホルダー

名札

名札+注射箋ホルダー

TRY-NP

TRY-CH

セット価格 ￥260

セット価格 ￥530

注射箋ホルダー

セット価格 ￥790TRY-NPCH

単独で使用できません。名札とセットで使用ください。
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ｶｰﾄ用オプション

カテーテルポケット 6段

品番 本体価格
MC-SF640P6 ￥58,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質 PVC

寸法 300*630

取付方法 ﾈｼﾞ止め

カテーテルポケット

品番 本体価格
MC-SF640P7 ￥15,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質 PVC

寸法 100*100*300

取付方法 ﾈｼﾞ止め

小物入れ

品番 本体価格
MC-SF640P8 ￥11,700

寸法 295*120*140

材 質 ABS樹脂 底板SUS304

取付方法 マグネット

ゴミ箱ホルダー 中・小用

品番 本体価格
MC-SF640P9 ￥81,000

ベース部 ステンレスsus304

材 質 ステンレスSUS304

寸 法 383*300*477

ゴミ箱 中 11.5L
小 6.5L

取付方法 ﾈｼﾞ止め

ゴミ箱ホルダー 大用

品番 本体価格
MC-SF640P10 ￥66,800

ベース部 ステンレスsus304

材 質 ｽﾃﾝﾚｽSUS304 

寸 法 325*207*471
ゴミ箱 15L
取付方法 ﾈｼﾞ止め

手袋ﾎﾙﾀﾞｰ
MC-AN-1

定価 ￥10,000

ゴミ箱ﾎﾙﾀﾞｰ
MC-AN-2

定価 ￥34,000

ｶﾃｰﾃﾙﾎﾙﾀﾞｰ
MC-AN-3

定価 ￥19,000



作業台オプション

材質 本体ｽﾁｰﾙ メラミン焼付塗装
箱 1個用

セット寸法 w220xd55xh90

セット価格 ￥19,800

IVﾊﾝｶﾞｰ 棚 ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞﾂｸｽ ﾎﾙﾀﾞｰ

IVG-1

セット価格 ￥26,000

セット価格 ￥36,000

セット価格 ￥45,000

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱1個用
セット寸法 w315xd115xh160
内寸 w270xd105xh145

IVG2-1

IVG2-2

IVG2-3

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱2個用
セット寸法 w315xd115xh280
内寸 w270*xd105xh299

材質 本体ｽﾁｰﾙ丸棒、樹脂コー
ティング

箱3個用
セット寸法 w315xd115xh470
内寸 w270xd105xh450

405

小物入れ

セット価格 ￥8,200

材質 本体 ABS樹脂 白色
底板 ｽﾃﾝﾚｽ SUS304 

セット寸法 w295xd120xh140

FB3

強力マグネットシート付です
ので マグネットが付く平面
に取付できます。
積載荷重 3kg

カラー
ホワイト 塗装仕上げ

材 質
スチール

ＩＶツリー

品番 本体価格
MC-SF640P2 ￥54,000

カラー
磨き仕上げ

材 質
ステンレス

品番 本体価格
MC-SF640P1 ￥30,600

酸素ボンベﾎﾙﾀﾞｰ

救急ｶｰﾄオプション
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施工用部材

Basic Seriesのみ梱包に同梱

キャビネット用壁固定金
具ビス付
CBT-KTK (2個入り)

定価 ￥900

キャビネット用固定用調整材
CBT-5
定価 ￥800

キャビネット用ｱｼﾞｬｽﾀｰ
調整穴ｷｬｯﾌﾟ
(4個入り)
CBT-3

定価 ￥300

キャビネット用本
体ビス穴ｷｬｯﾌﾟ
CBT-4                 

(10個入り)

定価
￥350

壁固定必要な場合に
発注してください。

キャビネット用固定用調整材
(ベニヤ板セット) 

CBT-30
定価 ￥***

38*35ｺｰｽﾚｯﾄセット

CBT-31
定価 ￥***

必要商品の梱包に同梱

38*51ｺｰｽﾚｯﾄセット

CBT-32
定価 ￥***

必要商品の梱包に同梱

ｱｼﾞｬｽﾀｰ穴キャップ・本体ﾋﾞｽ穴
キャップ・キー

CBT-33
定価 ￥***

必要商品の梱包に同梱
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メンテナンス部品
407

20



メンテナンス部品(1)

キャビネット用ﾌﾟﾚｰﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
KEY-1

定価 ￥1,200

交換用の場合は鍵番号を指定くださ
い。

キャビネット用ﾌﾟﾚｰﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
用キー
KEY-2

定価 ￥1,000

キャビネット用ﾌﾟﾚｰﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ錠用
マスターキー

KEY-3
定価 ￥1,000

鍵番号によっては鍵本体を交換しな
いとマスタキーが使用できない場合
があります。別途お問い合わせくだ
さい。

キャビネット用ﾌﾟﾚｰﾄｼﾘﾝﾀﾞｰ錠
用チェンジキー
KEY-4

定価 ￥1,000

鍵のｼﾘﾝﾀﾞｰを交換する場合は必要
です。

キャビネット用アルミ取手ビス付
CBT-1

定価 ￥2,500

キャビネット

ダブルｸﾞﾗｽCBT用 錠本体
KEY-5

定価 ￥3,000 

1枚扉CBT用 錠本体
KEY-6

定価 ￥3,000

シャッターCBT用 錠本体
KEY-7

定価 ￥2,640 

キャビネット用アングルヒンジビス
付
CBT-2

定価 ￥2,500 

キャビネット用壁固定金
具ビス付
CBT-KTK (2個入り)

定価 ￥900

キャビネット用ｱｼﾞｬｽﾀｰ
調整穴ｷｬｯﾌﾟ
(4個入り)
CBT-3

定価 ￥300

キャビネット用本
体ビス穴ｷｬｯﾌﾟ
CBT-4                 

(10個入り)

定価
￥350

ラテラル用 錠本体
KEY-8

定価 ￥1,200 

408

Basic Seriesのみ
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メンテナンス部品(2)

アルミハンドル P135

セット価格 ￥2,100

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

キャビネット用固定用調整材
CBT-5

定価 ￥800

金庫用テンキー
PSK-1

定価 ￥32,000
EL-026B

テンキー用非常解除キー
PSK-KEY

定価 ￥2,600

金庫用ダイヤルキー
PSK-2

定価 ￥10,000
NLV1NO-1

キャビネット

金庫用カードキー
PSK-3

定価 ￥25,000
Pitt Lock compact 

アクシマートヒンジ アルミハンドル P180耐震ラッチマグネットキャッチプリンスｱｼﾞｬｽﾀｰ・座金セット

定価 ￥2,600 定価 ￥1,100定価 ￥1,260 定価 ￥420 定価 ￥2,100

ｱﾙﾐｱﾙﾏｲﾄ

キャビネット

薬品庫

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

IVF2-S4   ステンレス フック

価格 ￥180

耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS    日本製

IVF2-S5   ステンレス フック

価格 ￥400

耐荷重 約3.0kgf
材質 SUS    日本製

作業台

CBT-6 CBT-7 CBT-8 CBT-9 CBT-10

CBT-11



メンテナンス部品(3)

アルミｶｰﾄ用φ125ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
CAS-3 定価 ￥9,000
取り換えには専門知識が必要
915M-RB125

中材作業台用ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
ｷｬｽﾀｰφ100
CAS-1 定価 ￥7,000

320EA-UB100

中材作業台ｶｰﾄ用ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
ｷｬｽﾀｰφ75
CAS-2 定価 ￥6,500 

315SA-UB75

ｷｬｽﾀｰ

アルミｶｰﾄ用φ125ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ無し
CAS-4 定価 ￥8,000
取り換えには専門知識が必要
920M-RB125

コンテナワゴン用φ150
ｷｬｽﾀｰｽﾄｯﾊﾟｰ無し
CAS-5 定価 ￥17,000

320S-RBU150

コンテナワゴン用φ150
ｷｬｽﾀｰ ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
CAS-6 定価 ￥24,000

315S-RBU150

スチールｶｰﾄ用φ100
ｷｬｽﾀｰ ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
CAS-7 定価 ￥4,500

1007FH-25WS

麻酔ｶｰﾄ用ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
ｷｬｽﾀｰφ75
CAS-9 定価 ￥6,500

415MA-KUB75 

スチールｶｰﾄ用φ100
ｷｬｽﾀｰ ｽﾄｯﾊﾟｰ無し
CAS-8 定価 ￥4,000

1007FH-25

搬送ｶｰﾄ用φ125ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ無し
CAS-10 定価 ￥7,500

920MA-RB125

410

搬送ｶｰﾄ用φ125ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
CAS-11 定価 ￥8,000

921MA-RB125

ｷｬｽﾀｰ

救急ｶｰﾄ用φ100ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
CAS-12 定価 ￥6,500
5377PJP125P30

コンテナワゴン用φ150ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ無し・ｽﾄｯﾊﾟｰ付き(315S)
CAS-18 (320S-PH150) 定価 ￥25,000

CAS-19 (315S-PH150 )    定価 ￥29,000

耐熱・フェノール一体車輪 120℃

コンテナワゴン用φ150ｷｬｽﾀｰ
ｽﾄｯﾊﾟｰ無し・ｽﾄｯﾊﾟｰ付き(315S)
CAS-20 (320S-ARB150) 定価 ￥48,000

CAS-21 (315S-ARB150 )   定価 ￥55,000

耐熱・ｱﾙﾐﾎｲｰﾙﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ巻き車輪120℃

ｷｬｽﾀｰ



メンテナンス部品(4)

アルミｶｰﾄ用φ125ｷｬｽﾀｰ方向規制用
ｽﾄｯﾊﾟｰ付き SJ-125RB-KF
CAS-13    定価 ￥7,500

アルミｶｰﾄ用φ150ｷｬｽﾀｰ方向規制対応用
ｽﾄｯﾊﾟｰ付き SJ-150RB-KF-S
CAS-14      定価 ￥8,000

病棟作業台用ｽﾄｯﾊﾟｰ付き
ｷｬｽﾀｰφ100
CAS-15 定価 ￥7,500
4150MA-KUB100

411

定価 ￥2,400

CK-75PPHC-SP

タイヤ TPE
車輪 φ75 ストッパー付
耐荷重 60kgf

FB1-B

セット価格 ￥9,000

専用金具 本体 ｽﾁｰﾙ製
メッキ仕上げ

CAS-16

定価 ￥600

CBT用ｱｼﾞｬｽﾀｰ

D-F10・91

新サイドオール 400
CBT-12
定価 1,380

新サイドﾚｰﾙ 400
CBT-13
定価 1,330

新サイドﾚｰﾙ 600
CBT-14
定価 1,760

向かって右用

メンテナンス用ﾚｰﾙ
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SYSTEM FURNITURE

Steel Vault

スチール保管庫
413

21
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商品の紹介
ｽﾁｰﾙ保管庫等

21

本体は薄鋼板 t0.5~1.6mmを加工して箱物板金製品として製作

塗装については メラミン・アクリル焼付塗装 塗装色はニューグレー色 別色対応も可能です。

商品バリエーションは A4サイズ対応保管庫、引き違い保管庫、両開き・ｵｰﾌﾟﾝ保管庫、更衣ロッカー、掃除ロッカー、

シューズボックス等 があります。ﾍﾞｰｽにはｱｼﾞｬｽﾀｰは付いておりませんが、ｱｼﾞｬｽﾀｰ付きに別製対応が可能です。

その他別製対応が可能ですのでご問い合わせください。

A4サイズ対応保管庫 保管庫

保管庫 更衣ロッカー シューズボックス

A4サイズ対応保管庫
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商品の紹介
ｽﾁｰﾙ保管庫等

シューズボックス クリーンロッカー

ｶﾀﾛｸﾞ搭載外の標準品例

SE-10 SE-11 SE-12 SLK-82 SLK-42 SLK-242



A4サイズ対応保管庫
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21-1

オープン書庫 SSO-370 定価 ￥ 59,700

セット寸法 w880xD400xH1850

有効開口寸法 w820xD397xH1730

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
棚板は４枚付属

写真のファイル等は含まず

引違・オープン書庫 SE-2 定価 ￥93,700

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 棚板は３枚付属

写真のファイル等は含まず

両開き書庫 SS-370 定価 ￥ 79,300

セット寸法 w880xD400xH1850

有効開口寸法 w811xD345xH1700

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き 棚板は４枚付属

写真のファイル等は含まず

オープン・引違書庫 SE-1 定価 ￥103,600

セット寸法 w880xD400xH730

有効開口寸法 w820xD397xH668

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い硝子扉 鍵付き 棚板は３枚付属

写真のファイル等は含まず

オープン上ユニット SSO-320 定価 ￥36,000

セット寸法 w880xD400xH1060

有効開口寸法 w830xD338xH991

引違下ユニット SS-345G 定価 ￥62,000

セット寸法 w880xD400xH1850

セット寸法 w880xD400xH730

有効開口寸法 w830xD338xH661

引違上ユニット SS-325 定価 ￥43,700

セット寸法 w880xD400xH1060

有効開口寸法 w820xD397xH998

オープン下ユニット SO-340 定価 ￥44,400

セット寸法 w880xD400xH1850

ベース SS-312 定価 ￥5,600ベース SS-312 定価 ￥5,600

SE-1、SE-2、SE-3は上ﾕﾆｯﾄと

下ﾕﾆｯﾄの組合を変更して
セットすることができます。

SE-1、SE-2、SE-3は上ﾕﾆｯﾄと

下ﾕﾆｯﾄの組合を変更して
セットすることができます。

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準品があります。
別途 お問い合わせください。
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21-1

引違書庫 SE-3 定価 ￥109,500

セット寸法 w880xD400xH1850

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 棚板は３枚付属

写真のファイル等は含まず

両開き保管庫 SS-360 定価 ￥55,500

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵 付き 棚板は４枚付属

写真のファイル等は含まず

オープン保管庫 SSO-360 定価 ￥ 46,700

セット寸法 w880xD400xH1790

有効開口寸法 w820xD397xH1670

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
棚板は４枚付属
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

写真のファイル等は含まず

定価 ￥40,100

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

内部 棚板 ２枚

セット寸法 w880xD380xH880セット寸法 w880xD380xH1790

セット寸法 w880xD400xH730

有効開口寸法 w830xD338xH661

引違硝子上ユニット SS-325G 定価 ￥50,000

セット寸法 w880xD400xH1060

有効開口寸法 w830xD338xH991

引違下ユニット SS-345  定価 ￥53,900

ベース SS-312 定価 ￥5,600

保管庫20-2

有効開口寸法 w811xD345xH1638

両開き保管庫 SS-330

有効開口寸法 w811xD345xH728

SE-1、SE-2、SE-3は上ﾕﾆｯﾄと

下ﾕﾆｯﾄの組合を変更してセ
ットすることができます。

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準
品があります。別途 お問
い合わせください。

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標
準品があります。別途 お
問い合わせください。
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引違保管庫 SS-365 定価 ￥85,400

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 棚板は４枚付属

写真のファイル等は含まず

引違硝子保管庫 SS-365G 定価 ￥ 99,300

セット寸法 w880xD400xH1790

有効開口寸法 w820xD338xH1666

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い硝子扉 鍵付き 棚板は４枚付属

写真のファイル等は含まず

定価 ￥102,900

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 、引き違い硝子扉 鍵付き

写真のファイル等は含まず

セット寸法 w880xD400xH1790

有効開口寸法 w820xD338xH1666

引違保管庫 SS-374

オープン保管庫 SSO-330 定価 ￥ 42,000

セット寸法 w880xD400xH880

有効開口寸法 w820xD397xH818

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
棚板は２枚付属
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

セット寸法 w880xD400xH1790

有効開口寸法 w820xD338xH1666

セット寸法 w880xD400xH880

有効開口寸法 w820xD338xH811

引違硝子上ユニット SS-335G 定価 ￥53,300

セット寸法 w880xD400xH880

有効開口寸法 w820xD338xH811

引違下ユニット SS-335    定価 ￥44,000

ベース SS-312 定価 ￥5,600

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準品があります。別途 お問い合わせください。
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

写真の傘等は含まず

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

更衣ロッカー1人用 SLK-12 定価 ￥ 42,300

セット寸法 w317xD515xH1790

有効開口寸法 w255xD449xH1638

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー21-3

更衣ロッカー3人用 SLK-32 定価 ￥72,100

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w255xD449xH1638

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー2人用 SLK-22 定価 ￥ 60,000

セット寸法 w608xD515xH1790

有効開口寸法 w394xD449xH1638x2

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー6人用 SLK-62 定価 ￥ 9１,700

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w255xD449xH1638x3

付属品 タオル掛け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準品があります。
別途 お問い合わせください。
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

クリーンロッカー21-4

クリーンロッカー SCB-Z35 定価 ￥41,400

セット寸法 w455xD515xH1790

有効開口寸法 w394xD450xH1638

付属品 トレー１個
雑巾掛け金具３個
モップ掛け金具 ６個

写真の掃除備品等は含まず

写真の掃除備品等は含まず

写真の掃除備品等は含まず

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

クリーンロッカー SCB-65 定価 ￥95,500

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w395xD450xH1638

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

クリーンロッカー SCB-45 定価 ￥79,400

セット寸法 w700xD515xH1790

有効開口寸法 w395/215xD450xH1638

付属品 トレー１個
雑巾掛け金具6個
モップ掛け金具 ６個

付属品 トレー大１個・小１個
雑巾掛け金具３個
モップ掛け金具 5個
棚板 ３枚
バスケット大１個・小3個

定価 ￥169,000コンビロッカー SLK-66

セット寸法 w900xD515xH1790

上段有効開口寸法 w260xD475xH265

下段有効開口寸法 w110xD475xH1085

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

下部スペースは上着など主に衣類
を収納するスペース

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準品があります。
別途 お問い合わせください。
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス SSB-K4 定価 ￥ 67,600

セット寸法 w1000xD330xH1090

有効開口寸法 w958xD318/200xH124/95

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス21-5

シューズボックス16人用 SSB-44 定価 ￥58,300

セット寸法 w1000xD330xH890

有効開口寸法 w223xD318xH185

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス24人用 SSB-46T 定価 ￥97,600

セット寸法 w1000xD330xH1590

有効開口寸法 w223xD318/200xH128/95

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス SSB-K3 定価 ￥ 52,500

セット寸法 w1000xD330xH890

有効開口寸法 w958xD318/200xH141/95

ｶﾀﾛｸﾞ搭載品以外にも標準品があります。
別途 お問い合わせください。
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参考別製品例



SYSTEM FURNITURE

Steel Vault

スチール保管庫・大型収納庫等
423

22
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A4サイズ対応大型保管庫

引違書庫 SE-10 定価 ￥189,500

セット寸法 w1760xD400xH1850

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 下部 棚板は4枚付属

上部 棚板２枚付属
写真のファイル等は含まず

セット寸法 w1760xD400xH730

有効開口寸法 w821xD338xH661

引違硝子上ユニット SS-625G 定価 ￥86,500

セット寸法 w1760xD400xH1060

有効開口寸法 w821xD338xH991

引違下ユニット SS-645  定価 ￥95,000

ベース SS-612 定価 ￥8,000

引違書庫 SE-11 定価 ￥190,900

セット寸法 w1760xD400xH1850

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 下部 棚板は4枚付属

上部 棚板２枚付属写真のファイル等は含まず

セット寸法 w1760xD400xH730

有効開口寸法 w821xD338xH661

引違上ユニット SS-625 定価 ￥77,600

セット寸法 w1760xD400xH1060

有効開口寸法 w821xD338xH991

引違硝子下ユニット SS-645G  定価
￥105,300

ベース SS-612 定価 ￥8,000

大型保管庫

写真のファイル等は含まず

引違保管庫 SE-13 定価 ￥213,400

セット寸法 w1200xD400xH1850

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 下部 棚板は4枚付属

上部 棚板4枚付属

セット寸法 w1500xD400xH880

有効開口寸法 w691xD338xH811

引違硝子上ユニット SS-535G 定価 ￥86,000

セット寸法 w1500xD400xH880

有効開口寸法 w691xD338xH811

引違下ユニット SS-535  定価 ￥75,600

ベース SS-512 定価 ￥7,000

セット寸法 w1760xD400xH1060

引違上置ユニット SS-515 定価 ￥44,800 受注生産

セット寸法 w1500xD380xH400

有効開口寸法 w691xD318xH331

オープン保管庫 SSDO-360 定価 ￥ 55,500

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w820xD512xH1670

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
棚板は４枚付属
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

写真のファイル等は含まず
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大型保管庫

引違保管庫 SE-14 定価 ￥227,400

セット寸法 w1200xD400xH1850

セット寸法 w1760xD400xH880

有効開口寸法 w821xD338xH811

引違硝子上ユニット SS-635G 定価 ￥88,500

セット寸法 w1760xD400xH880

有効開口寸法 w821xD338xH811

引違下ユニット SS-635  定価 ￥78,100

ベース SS-612 定価 ￥8,000

引違上置ユニット SS-615 定価 ￥52,800 受注生産

セット寸法 w1760xD380xH400

有効開口寸法 w821xD318xH331

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 下部 棚板は4枚付属

上部 棚板4枚付属

写真のファイル等は含まず

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 棚板は8枚付属

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w381xD452xH1666

引違保管庫 SSD-365 定価 ￥102,200

写真のファイル等は含まず

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 棚板は8枚付属

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w381xD452xH1666

引違硝子保管庫 SSD-365G 定価 ￥115,000

写真のファイル等は含まず

定価 ￥127,000

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 、引き違い硝子扉 鍵付き
棚板８枚付き

引違保管庫 SSD-374

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w381xD452xH1666

セット寸法 w880xD515xH880

有効開口寸法 w381xD452xH811

引違硝子上ユニット SSD-335G 定価 ￥63,800

セット寸法 w880xD515xH880

有効開口寸法 w381xD452xH811

引違下ユニット SSD-335    定価 ￥56,900

ベース SSD-312 定価 ￥6,300

写真のファイル等は含まず
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定価 ￥169,300

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 、引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ８枚付き写真のファイル等は含まず

引違保管庫 SSD-474

セット寸法 w1200xD515xH1790

有効開口寸法 w541xD452xH1666

セット寸法 w1200xD515xH880

有効開口寸法 w541xD452xH811

引違硝子上ユニット SSD-435G 定価 ￥84,700

セット寸法 w1200xD515xH880

有効開口寸法 w541xD452xH811

引違下ユニット SSD-435    定価 ￥76,200

ベース SSD-412 定価 ￥8,400

定価 ￥204,500

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 、引き違い硝子扉 鍵付き
棚板 ８枚付き写真のファイル等は含まず

引違保管庫 SSD-574

セット寸法 w1500xD515xH1790

有効開口寸法 w691xD452xH1666

セット寸法 w1500xD515xH880

有効開口寸法 w691xD452xH811

引違硝子上ユニット SSD-535G 定価 ￥103,200

セット寸法 w1500xD515xH880

有効開口寸法 w691xD452xH811

引違下ユニット SSD-535    定価 ￥92,100

ベース SSD-512 定価 ￥9,200

大型保管庫

引違保管庫 SE-15 定価 ￥280,400

セット寸法 w1760xD515xH1850

セット寸法 w1760xD515xH880

有効開口寸法 w821xD452xH811

引違硝子上ユニット SSD-635G 定価 ￥115,000

セット寸法 w1760xD515xH880

有効開口寸法 w821xD452xH811

引違下ユニット SSD-635  定価 ￥98,200

ベース SSD-612 定価 ￥9,800

引違上置ユニット SSD-615 定価 ￥57,400 受注生産

セット寸法 w1760xD515xH400

有効開口寸法 w821xD452xH331

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
引き違い扉 鍵付き 下部 棚板は4枚付属

上部 棚板4枚付属

写真のファイル等は含まず

オープン保管庫 SSDO-330 定価 ￥ 45,400

セット寸法 w880xD515xH880

有効開口寸法 w820xD512xH818

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
棚板は２枚付属
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
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定価 ￥オープン価格

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き 内部引き出し２個鍵付き

内部 棚板 ２枚

セット寸法 w880xD380xH880

両開き保管庫 SS-332

有効開口寸法 w811xD345xH728

両開き保管庫 SS-362 定価 ￥オープン価格

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵 付き 棚板は４枚付属
内部 引き出し２個、鍵付き

写真のファイル等は含まず

セット寸法 w880xD380xH1790

有効開口寸法 w811xD345xH1638

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー1人用 SLK-13 定価 ￥ 44,000

セット寸法 w455xD515xH1790

有効開口寸法 w394xD449xH1638

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー4人用 SLK-42 定価 ￥ 83,300

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w182xD449xH1638

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

大型保管庫 更衣ロッカー
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー9人用 SLK-92 定価 ￥ 9１,700

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w255xD449xH535

付属品 タオル掛け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー8人用 SLK-82 定価 ￥ 9１,700

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w182xD449xH800

付属品 タオル掛け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー多人用 SLK-62 定価 ￥ 9１,700

セット寸法 w880xD515xH1790

有効開口寸法 w811xD445xH1638

付属品 タオル掛け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

更衣ロッカー

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー5人用 SLK-52 定価 ￥ 83,300

セット寸法 w1119xD515xH1790

有効開口寸法 w183xD470xH1638

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ
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更衣ロッカー

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー5人用 SLK-22W 定価 ￥68,900

セット寸法 w900xD515xH1790

有効開口寸法 w401xD470xH1638

付属品 タオル掛け付き鏡
傘立て・滴受け
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー5人用 SLK-24 定価 ￥ 76,200

セット寸法 w608xD515xH1790

有効開口寸法 w256xD470xH1638

付属品 タオル掛け付き鏡
網棚
コートフック
ハンガーパイプ

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー18人用 SLK-182 定価 ￥ 173,700

セット寸法 w900xD400xH1790

有効開口寸法 w250xD360xH260

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー12人用 SLK-122 定価 ￥ 138,400

セット寸法 w900xD400xH1790

有効開口寸法 w250xD360xH400
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更衣ロッカー

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

更衣ロッカー24人用 SLK-242 定価 ￥オープン価格

セット寸法 w900xD400xH1790

有効開口寸法 w250xD360xH200

定価 ￥オープン価格

定価 ￥オープン価
格

定価 ￥オープン価格
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

クリーンロッカー

クリーンロッカー SCB-50 定価 ￥60,700

セット寸法 w500xD380xH1790

有効開口寸法 w439xD315xH1638

付属品 トレー１個
雑巾掛け金具３個
モップ掛け金具 ６個

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

クリーンロッカー SCB-35 定価 ￥60,200

セット寸法 w455xD515xH1790

有効開口寸法 w394xD450xH1638

付属品 トレー１個
雑巾掛け金具３個
モップ掛け金具 ６個

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
内部棚板 ３枚
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

備品ロッカー SCB-70 定価 ￥65,000

セット寸法 w455xD515xH1790

有効開口寸法 w394xD450xH1638

備品ロッカー

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス SSB-K6 定価 ￥ 93,200

セット寸法 w1000xD330xH1590

有効開口寸法 w958xD318/200xH124/95
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本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス24人用 SSB-64 定価 ￥80,100

セット寸法 w1490xD330xH890

有効開口寸法 w223xD318xH185

シューズボックス

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)

シューズボックス24人用 SSB-64T 定価 ￥109,900

セット寸法 w1490xD330xH1590

有効開口寸法 w223xD318/200xH128/95

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

ロッカー15人用 SSL-53 定価 ￥ 74,500

セット寸法 w1760xD380xH880

有効開口寸法 w326xD368xH236

本体：スチール メラミン焼き付け塗装
再生樹脂使用(グリーン購入法適合品)
扉 鍵付き

ロッカー15人用 SSL-33 定価 ￥51,400

セット寸法 w1066xD380xH880

有効開口寸法 w326xD368xH236

ロッカー



ここまでお任せください。

工場で製作

給排水・電気工事(別途)

現場施工

製作

施工

シール工事

設備工事

打ち合わせ

提案書作成

図面作成

現場実測

承認

商品の製作
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アングルヒンジ旧タイプ

SUCCES-Sシリーズ

インターロック

アングルヒンジ新タイプ

アジャスターベース

六角穴付きアジャスター

SEMINAS開発部材の一部紹介

新サイドウオール

新サイドレール400タイプ

硝子繊維入り樹脂レール 600タイプ

硝子繊維入り樹脂レール 400タイプ

サイドレール

サイドウォール

硝子繊維入り樹脂タイプ400

アルミ押し出し材

新サイドレール600タイプ

PS-164



□ ご注意とお願い

● 表示価格には消費税は含まれておりません。別途消費税相当額のご負担をお願いいたします。
● 表示価格は商品代のみのメーカー希望小売価格です。
● 表示価格は配送・設置調整費、工事費(材料費、施工費、副資材費)などは別途となります。

別途見積依頼をお願い致します。
● 商品の納品までの期間は商品毎に異なりますので、発注時にご確認ください。
● 表示価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
● 商品は改良、部品の廃番などにより仕様、寸法、デザイン、カラーなどは予告なく変更する場合

がありますので、ご了承ください。
● 本カタログ記載の商品写真は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。色サンプル等で

確認をしてください。
● 本カタログ記載の商品写真は改良・新製品の追加のために掲載内容の変更をすることがあります。
● 本カタログの掲載内容および写真・図面の無断転載は固くお断りします。
★ キャビネットの低圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板の色別製対応について

現状では対応しておりません。
対策としては本体両側にﾒﾗﾐﾝ化粧板のエンドﾊﾟﾈﾙで対応します。もしくは扉のみのメラミン
化粧板貼りの対応になります。
キャビネツトのﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑの扉のRは基本は3Rです。その他のRで対応可能Rは1Ｒになります。

2022総合カタログ 2022年第2版 2022年5月31日改正
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問い合わせ先

株式会社シナジー・エス 医療事業部
メールの場合 yoshida@synergy-s.jp

ホームページの「問い合わせ」から問い合わせができます。
https://seminas.jp

電話・FAXからの問い合わせ
☎ 072-697-9171      📠 072-697-9181

mailto:yoshida@synergy-s.jp


取り扱代理店
〒567-0865

大阪府茨木市横江2-10-48

株式会社 シナジー・エス 医療事業部

tel   072-697-9171

fax   072-697-9181


