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掲載価格には消費税は含まれておりません。非課税明記の商品を除いて消費
税は別途請求させていただきます。

物価の変動、商品の改良にともない止むを得ず途中での価格の改定を生じる場
合があります。あらかじめご了承ください。

商品により据付費・組立施工費・運送費・荷造費などの諸経費を別途請求させ
ていただく場合があります。

価格の記載について

商品の注文は当社規定の注文単位でお願いします。

受注手配後の注文キャンセル、商品の返品はご容赦願います。止むを得ず交
換・返品により派生する当社負担分諸掛費その他のコストについては別途請求
を申し受けます。

商品の注文について

商品の仕様および外観・サイズについて、改良のため予告なく変更される場合
があります。あらかじめご了承ください。

カタログ製作での写真・印刷の都合上、カラー写真と実際の商品では多少色味
が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品の仕様について

医療機器に関しては「一般医療機器」「管理医療機器」「高度管理医療機器」
及び「特定保守管理医療機器」に分類されていますが、諸事情によりクラス分
類が変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

記載事項

掲載以外でもご要望の商品などございましたら、弊社担当者まで遠慮なくお申し
付けください。

その他

商品の品質には万全を期していますが、下記の要項については弊社は一切の
責任を負いかねますのでご了承お願いします。

① 保証期間（耐用期間）を経過後、未整備での使用により生じた事故。
② 弊社以外のメンテナンス（改造・点検分解）により生じた事故。
③ 本来の目的以外での使用および誤った使用方法に起因する事故。
④ その他、弊社以外の責任により生じた事故。
※なお、万一の製造上の欠陥、商品不良については無償による修理または交換させていただきます。

商品の保証について
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最上級の座り心地を追及した高級志向の
ドクターチェア
・シンクロリクライニング機構
・ヘッドレストのポジションも調整できます。

ドクターチェア　Contessa
・KG-2202　ひじ付
・KG-2002　ひじ無し

ドクターチェア

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-2202 037208 W6�8×D�9�×H987 ¥27,300
KG-2002 037209 W6�8×D�9�×H987 ¥24,300

〈仕様〉●背、座：クロス張り

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CM-�1SBO 03720� W730×D6�0×H1280 ヘッドレストあり ¥160,000
CM-31SBO 03720� W730×D6�0×H1090 ヘッドレストなし ¥145,200

〈仕様〉●フレームカラー：シルバー●ボディーカラー：ネオブラック●シートタイプ：メッシュ
※カラーはブラック、ライトブルー、ライムグリーン、レッドより選択してください。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-167H 03711� W1600×D780×H1700 ¥251,100
KG-167L 03711� W1600×D780×H1200 ¥206,800

〈仕様〉●天板：メラミン化粧板●本体：スチール塗装
〈オプション〉●モニター取り付け金具　KG-SDMK ￥13,200

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

L-8B3AO 037116 W1�00×D900×H720 ¥91,200
L-8B3BO 037117 W1600×D900×H720 ¥94,700
L-8B3GO 037118 W1800×D900×H720 ¥98,200

IT対応型診察デスク
・ハイタイプはシャウカステンをフロントパネルにハンギング式で
　取り付けできます。
・ハイタイプ/ロータイプとも患者側丸面（天板）を左右選択できます。

スタイリッシュなデザインと高級な座り心地

※シャウカステン、PCは含まれません。

IT対応型診察デスク

ハイタイプ
KG-167H

ロータイプ
KG-167L

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-700Ｐ 0��973 W�00×H680～810 ¥21,000
KG-700Ｇ 0��97� W�00×H680～810 ¥21,000

CM-51SBO
CM-31SBO

共通カラーバリエーション ※印刷物のため多少実物とは
　異なります。ご了承ください。

※この商品のカラーバ
リエーションです。

ライトブルー ライムグリーン レッド

作
業
者
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業
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-2202 037208 W6�8×D�9�×H987 ¥27,300
KG-2002 037209 W6�8×D�9�×H987 ¥24,300

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-167H 03711� W1600×D780×H1700 ¥251,100
KG-167L 03711� W1600×D780×H1200 ¥206,800

・患者さんに安心感を与える背もたれ付きの患者用チェアです。

〈仕様〉●背・座　防汚機能付難燃性ビニールレザー張●座ストローク　420～520mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-6��0 03710� W���×D�30×H6�0～7�0 ¥36,600

患者用チェア

・キャスター付き
診察デスクワゴン

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

L-8A3BAO 037119 W�00×D��0×H610 ¥64,500
L-8A3AAO 037120 W�00×D��0×H��0 ¥59,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

L-8B3AO 037116 W1�00×D900×H720 ¥91,200
L-8B3BO 037117 W1600×D900×H720 ¥94,700
L-8B3GO 037118 W1800×D900×H720 ¥98,200

・丸みを帯びたコミニュケーション促進タイプ
・ラウンドタイプは左右選択できます。
・カラーはプレーン（木目）ライトスモークを選択してください。

診察デスク

〈仕様〉●天板：メラミン化粧板●脚：スチール
●ペントレー引出付●配線キャップ２か所装備●天板部配線ダクト付

L-8A3BAO　ハイタイプ

L-8A3AAO　ロータイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-700Ｐ 0��973 W�00×H680～810 ¥21,000
KG-700Ｇ 0��97� W�00×H680～810 ¥21,000

・座面を固定したままで背が回転します。
患者用チェア

〈仕様〉●ビニールレザー抗菌仕様●脚：スチール粉体塗装　●座ストローク450 ～ 580mm

Ｐ　ピンク

G　グリーン

※シャウカステン、PCは含まれません。

※印刷物のため多少実
物とは異なります。
ご了承ください。

800

70
0

90
0

700
900

70
0

90
0

右ラウンドタイプ左ラウンドタイプ

〈仕様〉 ●本体：スチール
 ●上部引出：スチール カギ付
 ●下部引出：樹脂製

作
業
者
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クロモフェア D300シリーズ
必要な場所、必要なときに照射可能

●�高照度、フォーカスフリー、高い無影性�
効率の良いポリゴンリフレクターは98%のオリジナル光を反射させ、照射野
へと導きます。�
・照射野直径固定及び照度：50000lux

●�照明深度�
手術台などの高さを変更してもフォーカス調整は必要ありません。明るくクリ
アな光がどの位置でも十分に届きます。�
・照明深度：130cm

●�色再現性�
特許のクロモフェアダブルフィルターカラーコレクションシステムで再現さ
れる4300Ｋの光はニュートラルな白色光であり、正確に術部の色を再現し、体
組織の色分別を最適化します。

●�理想的な色�
4300K（昼間の太陽光に最も近い）の色温度を持つ
CHROMOPHARE（クロモフェア）はニュートラル
な白色光を照射します。この白色光は正確に術部の
色を再現し、正常組織と患部の見分けが容易になり
ます。

●�モバイルスタンド�
モバイルスタンドは機動性が重要
な場面に適した形状です。

●�天吊型�
救急処置室、診療室に最適です。
D300シングルアーム、ダブル
アーム2種類です。

●�壁型�
診察室、診療室など天井高が低い部屋
に最適な形状です。D300シングル
アームとダブルアーム2種類です。

●�正確なポジショニング�
高い安定性を持ち、かつ位置変更が容易な
アームを使用しており、灯体をお客様の望
む位置にポジショニング可能です。

●�光反射方式
ベルヒトールド社の特徴である
多面反射式ポリゴンリフレクター
によって高照度で斑のない光が診
療部位、手術部位に照射されます。

診察用照明灯
型番 商品コード 価格

 D-300M 800003 モバイル型 ¥430,000
D-300T 800003 天吊型 ¥400,000
 D-300K 800003 壁型 ¥370,000

モデル クロモフェアD300
色温度 4300K
照度 50000lx

照射野直径 14cm
照射深度（L1+L2） 130cm
ランプ種類 ハロゲンランプ 12V／50W
ランプ寿命 1000h

〈仕様〉

病棟006-007.indd   6 2008/12/29   11:21:25
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診察用照明灯
型番 商品コード 価格

 D-300M 800003 モバイル型 ¥430,000
D-300T 800003 天吊型 ¥400,000
 D-300K 800003 壁型 ¥370,000

モデル クロモフェアD300
色温度 4300K
照度 50000lx

照射野直径 14cm
照射深度（L1+L2） 130cm
ランプ種類 ハロゲンランプ 12V／50W
ランプ寿命 1000h

〈仕様〉

電動リクライニングチェア
型番 商品コード 価格

MC-��1 552001 ¥472,000

〈仕様〉●サイズ：W800×D1180×H1130/SH470(チェア時)W800×D2030×
H490(ベッド時）重量：65kg　張地、抗菌防汚、耐アルコールレザー　キャスター：φ75
㎜（ストッパー付き）※主供給電圧：AC100V�,160W

診察室・治療室用チェア　　… 2モーター多機能電動チェア

〈特徴〉
・コンパクトな省スペース設計（Ｗ800）
・モーターによりバックレストとフットレストを別々に駆動させ、お好みのポジ
ションに設定することができます。また目的に応じバックレストとフットレスト
を同時に駆動させることもできます。
・肘は左右・上下可動しお好みのポジションに固定することができます。
・用途に応じ、ノーマルポジションからリクライニング、トレンディングバーグポ
ジションまでモーター駆動により手軽にポジション設定ができます。

NEW

狭いスペースに対応できるように、最小限の
ワイド寸法（Ｗ800）にしました。

●ノーマルポジション　

長時間安楽な姿勢を確保。背角度
を好みの位置に無段階に角度調節
ができます。

●リクライニングポジション　

背もたれを水平より下の位置に設
定することができます。

●トレンディングバーグポジション

電動リクライニング機能

横からの出入りがスムーズに行え
ます。また肘クッション部には腕を
置いたとき、安定しやすいよう中
央に窪みを付けています。

●跳ね上げ可動式アーム　

グリップを持つことにより本体移
動がスムーズに行えます。

●搬送用グリップ　　

コード№552003
￥10,200

●点滴用ガートル棒

コード№552002��
￥22,500

（Ｗ500×D300）

●サイドテーブル

（左右どちらでも取り付け可能）オプション
その他の機能

病棟006-007.indd   7 2008/12/29   11:21:39
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・�垂直昇降式の採用により、前後への振れがなく省スペースでのご使用が可
能です。
・油圧式とは異なり油漏れ等の心配がなく、安心してご使用いただけます。
・�シートには抗菌防汚レザーを採用。カラーは3色をご用意、お好みの色をご
指定下さい。

ハイロ一診察台（垂直電動タイプ）

〈材質・仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面　ビニールレザー張●操作部　
リモコンハンドスイッチ（ペダルスイッチオプション）●電源　AC100V●消費電力　
100kg積載時�上昇最大約150W／下降最大約35W●昇降時間　100kg積載時�上昇28
秒／下降26秒●耐荷重　120kg�
●オプション　サイドレール（2本）￥30,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CM-200A 044214 L1�00×W650×H450～ 750 ¥278,000

・べッドの高さを手動（クランク操作）でハイ口一ができます。
・クランクは不要時はべッド内側に折りたためます。

ハイロ一診察台（手動クランクタイプ）

〈材質・仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面　ビニールレザー張●重量　約
45kg●クッション厚　4cm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

 CT-�13 0441�1 L1�00×H450～ �30 ¥140,000

※サイドレールはオプションです

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-303 044150 L1�00×H600 ¥65,000

診察台

〈材質・仕様〉●鋼管クロームメッキ●床面　抗菌・防汚加工ビニールレザー張●重量：
約22kg●クッション厚2cm

※この商品のカラーバリ
エーションです。

※カラーご指定のないとき
はライトブルーで出荷い
たします。

カラーバリエーション

アイボリーライトブルーライトグリーン

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

CT-913
CT-953

共通カラーバリエーション

白

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

ピンク

クリーム

イエロー

アイボリー

グレー

黒

オレンジ

茶

抹茶

ライトグリーン

スカイブルー

ライトブルー

※この商品のカラー
バリエーション

　です。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-�53 044216 L1�00×H500~600 ¥100,000

ハイロー診察台（手動切り替えタイプ）

〈材質・仕様〉●脚：アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●重量：約30kg●クッ
ション厚：3cm

・2cm間隔の高さ調整機能付き。６段階切り替え。手動操作
・安定性を誇る外脚タイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-�12S 04417� L1�00×H450～ �30 ¥310,000

巾　600/650/700　カラー・巾　ご指定下さい。標準は巾650mmカラーはライトブルーで出荷致します。

病棟008-009.indd   8 2008/12/29   11:22:13
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・�垂直昇降式の採用により、前後への振れがなく省スペースでのご使用が可
能です。
・油圧式とは異なり油漏れ等の心配がなく、安心してご使用いただけます。
・�シートには抗菌防汚レザーを採用。カラーは3色をご用意、お好みの色をご
指定下さい。

ハイロ一診察台（垂直電動タイプ）

〈材質・仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面　ビニールレザー張●操作部　
リモコンハンドスイッチ（ペダルスイッチオプション）●電源　AC100V●消費電力　
100kg積載時�上昇最大約150W／下降最大約35W●昇降時間　100kg積載時�上昇28
秒／下降26秒●耐荷重　120kg�
●オプション　サイドレール（2本）￥30,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CM-200A 044214 L1�00×W650×H450～ 750 ¥278,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

 CT-�13 0441�1 L1�00×H450～ �30 ¥140,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-303 044150 L1�00×H600 ¥65,000

診察台

〈材質・仕様〉●鋼管クロームメッキ●床面　抗菌・防汚加工ビニールレザー張●重量：
約22kg●クッション厚2cm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-331 044250 L1�00×H600 ¥55,000

診察台

〈材質・仕様〉●�脚　角パイプ●�床面　抗菌・防汚加エビニールレザー張●重量：約24kg
●クッション厚2cm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-�12 04417� L1�00×H450~�30 ¥250,000

ハイロ一診察台（電動夕イプ）

〈材質・仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●電源　
AC100V50/60Hz●重量：約50kg●クッション厚：４cm

スタンダードタイプの診察台

CT-912S
CT-912
CT-303
CT-331

共通カラーバリエーション

白

ピンク

クリーム

イエロー

アイボリー

グレー

黒

オレンジ

茶

抹茶

ライトグリーン

スカイブルー

ライトブルー

※この商品のカラー
バリエーション

　です。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-�53 044216 L1�00×H500~600 ¥100,000

ハイロ一診察台（電動夕イプ）背上付

〈材質・仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面　ビニールレザー張●電源　
AC100V50/60Hz●背あげ0 ～ 80°●重量　約55kg●クッション厚　7cm（本体）
6cm（背）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-�12S 04417� L1�00×H450～ �30 ¥310,000

巾　600/650/700　カラー・巾　ご指定下さい。標準は巾650mmカラーはライトブルーで出荷致します。

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

病棟008-009.indd   9 2008/12/29   11:22:15
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-928 044217 L1800×H500 ¥67,500

診察台（低床タイプ）

〈仕様〉●脚：アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●重量：約26kg●クッション
厚：3cm

・安定感と強度のあるH型脚部

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-923 044218 L1800×H600 ¥84,000

診察台（ベッドガード付）

〈仕様〉●脚：アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●重量：約28kg●クッション
厚：3cm

・両側Ｒ型取り付け金具付き
・R型ベッドガード１本付き

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-606 044219 L1800×H600 ¥125,000

診察台（上肢台付）

〈仕様〉●脚：アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●重量：約35kg●クッション
厚：6cm

・かどまるR10㎝加工付本体シート
・収納機能付き上肢台（幅30㎝×奥行22㎝）２個付き

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-911 044114 L1800×H600 ¥65,000

診察台（脱衣カゴ付）

〈仕様〉●脚：アイボリー焼付塗装●床面：ビニールレザー張●重量：約26kg●クッション
厚：2㎝

・ベーシックモデルの脱衣カゴ付

〈オプション〉
点滴棒装着可　定価￥6,300

CT-928
CT-923
CT-606
CT-911

共通カラーバリエーション

白

ピンク

クリーム

イエロー

アイボリー

グレー

黒

オレンジ

茶

抹茶

ライトグリーン

スカイブルー

ライトブルー

※この商品のカラー
バリエーション

　です。

巾　600/650/700　カラー・巾　ご指定下さい。標準は巾650mmカラーはライトブルーで出荷致します。

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

病棟010-011.indd   10 2008/12/29   11:22:41
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-923 044218 L1800×H600 ¥84,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-911 044114 L1800×H600 ¥65,000

型番 商品コード サイズ 価格

CM-192 044212 L1576×W613×H600（床面H500） ¥55,000

・�子供さんに喜んでいただけるようアニマル柄のレザーを採用しています。
小児用診察台

〈仕様〉●脚　スチール塗装●床面　ビニールレザー張●マットサイズ　L1500×
W600mm●カラー　レッド／イエロー（アニマル小柄模様）

・�子供さんに喜んでいただけるようアニマル柄のレザーを採用、安心感を
持っていただくデザインにしました。

小児用診察台

型番 商品コード サイズ 価格

CM-193 044213 L1500×W600×H500 ¥59,400
〈仕様〉●脚　スチール塗装●床面　ビニールレザー張●カラー　レッド／イエロー
（アニマル小柄模様）

レッド イエロー

レッド イエロー

型番 商品コード 価格

M-2001HLT 743501 ¥520,000

ベビーストレッチャー

〈仕様〉
●フレーム：アルミ
●クリアガード・ベースカバー：樹脂成形
●ガードカバー・標準マットレス：ビニールレザー製　クッション入
●ウレタン製防水クッション（M-2001HST）

●外形サイズ：W670×L1425mm
●ストローク：床面600～900mm/全高980～1280mm
●キャスター：径200mmトータルロック　4輪同時ロック/フリー
●酸素ボンベ架：スライド格納式、標準付属
●点滴ガートル架：対角2ケ受具付、脱着収納式・標準付属
●マットカラー：レッド／イエロー（アニマル小柄模様）

・ベビー、幼児の搬送、処置に対応します。
・酸素ボンベ架、ガートル架を標準装備。
�いずれも使用しない時はコンパクトに格納できます。
・走行キャスターはフットレバーで全輪のロック/フリーが可能
�（トータルロック機構装備）。
・ハイロー機構付、任意の床面高さが得られます。
�（床面ストローク600～ 900mm）

詳細ページ　P.93

滅菌済哺乳瓶の詳細ページ　P.53
（参考商品）

病棟010-011.indd   11 2008/12/29   11:22:48
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TB-960 044115 L1800×W500×H500 ¥90,000

診察台（折りたたみ携帯型）

〈仕様〉●脚　スチールクロームメッキ仕上げ●床面：ビニールレザー張●重量：約17kg
●クッション厚：3cm

・スタンダードなポータブルタイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TB-1007 044116 L1800×W500×H550 ¥70,000

診察台（折りたたみ携帯型）

〈仕様〉●脚　スチールクロームメッキ仕上げ●床面：ビニールレザー張●重量：約14kg
●クッション厚：3㎝

・ワンタッチロックステー式セットアップ軽量型。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CT-963 044117 L1910×W830×H80 ¥60,000

ポータブルファイバーマットレス 

〈仕様〉●中身・ポリエステル繊維●重量8kg●クッション厚：8cm

・多目的に使用できる折りたたみ式マットレス
・専用キャリーバック付き
・カラー：ブルー綿生地限定

型番 商品コード 価格

CT-1120 044118 ¥13,000
CT-1121 044119 ¥16,000

キャリーバッグ（折りたたみ診察台用）

〈仕様〉●生地：ナイロン100％　裏PVC(塩化ビニル）加工
●キャリーバッグ専用色をご指定ください。ブルー・グリーン・エンジ・ブラック
●サイズ：L1800×W500　用

・運搬時の負担を軽減させる補助ストラップ付

・手入れが容易で美しいパールホワイトレザー
・中敷にクッションスポンジ入加工

診察台用力バー（パールレザー）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-18 057580 W600×L1800 ¥10,000
G-20 057620 W650×L1800 ¥10,000
G-19 057630 W700×L1800 ¥10,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FB-5 058150 A450/B50/C560/D100/E150 ¥11,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-25 057650 W600×L1800 ¥8,000
G-26 057660 W650×L1800 ¥8,000
G-24 057640 W700×L1800 ¥8,000

・手軽に使える白綿タイプ（フリル付）
診察台用力バー（白綿）

CT-1121（キャスター付）

CT-1120

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FA-1 058010 A150/B240/C50 ¥2,800
FA-2 058020 A200/B300/C50 ¥3,200
FA-3 058030 A300/B500/C80 ¥5,400
FA-4 058040 A250/B250/C120 ¥3,600

TB-960
TB-1007

共通カラーバリエーション

白

※印刷物のため多少実物とは
　異なります。ご了承ください。

ピンク

クリーム

イエロー

アイボリー

グレー

黒

オレンジ

茶

抹茶

ライトグリーン

スカイブルー

ライトブルー

※この商品のカラー
バリエーション

　です。

オプション 有孔も選択可　　標準はライトブルー / 穴なしにて出荷致します。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TB-1007 044116 L1800×W500×H550 ¥70,000

型番 商品コード 価格

CT-1120 044118 ¥13,000
CT-1121 044119 ¥16,000

●力ラー　グリーン/ブルー/ピンク●角枕カバー（力ラー綿）　¥880

パールレザーカバー

・手入れが容易で美しいパールホワイトレザー
・中敷にクッションスポンジ入加工

診察台用力バー（パールレザー）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-18 057580 W600×L1800 ¥10,000
G-20 057620 W650×L1800 ¥10,000
G-19 057630 W700×L1800 ¥10,000

・力バーを替えるだけで院内のお部屋をリフレッシュします。（フリル無）
診察台用力バー（力ラー綿）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-30 057671 W600×L1800 ¥10,000
G-31 057672 W650×L1800 ¥10,000
G-32 057673 W700×L1800 ¥10,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FB-3 058130 A200/B80/C300 ¥3,000
FB-4 058140 A110/B400 ¥6,000
FC-1 058210 A80/B160 ¥7,000
FC-2 058220 A100/B200 ¥7,200
FC-3 058230 A130/B230 ¥7,700

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FB-5 058150 A450/B50/C560/D100/E150 ¥11,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FT-70 533001 幅400 ¥9,800

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-25 057650 W600×L1800 ¥8,000
G-26 057660 W650×L1800 ¥8,000
G-24 057640 W700×L1800 ¥8,000

・手軽に使える白綿タイプ（フリル付）
診察台用力バー（白綿）

白綿カバー

〈仕様〉●ビニールレザー張

固定マット 固定マット

〈仕様〉●ビニールレザー張

固定マット

〈仕様〉●ビニールレザー張

〈仕様〉●ビニールレザー張

固定マット
型番 商品コード 価格

FB-6 058160 ¥18,000
〈仕様〉●マット　ビニールレザー製●べルト　布製●
マジックベルト　固定脱着式●長さ　1500mm

股関節固定マット

〈仕様〉●マット　ビニールレザー製●カラー　オレン
ジ/ライトグリーン

・�リハビリ・訓練用、介護用としてもご使用でき組み
合わせ方によって様々な用途に対応します。

リハビリ・介護マット（3点セット）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-12 057520 W275×D110×H90 ¥2,300
〈仕様〉●クッション　ビニールレザー張�ブラック

・ひも式レザ一カバー付（ホワイト）
診察用枕（角型）Examining Pillow

グリーン ブルー ピンク

CT-1121（キャスター付）

CT-1120

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FA-1 058010 A150/B240/C50 ¥2,800
FA-2 058020 A200/B300/C50 ¥3,200
FA-3 058030 A300/B500/C80 ¥5,400
FA-4 058040 A250/B250/C120 ¥3,600

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FB-1 058110 A300/B250/C400 ¥10,000
FB-2 058120 A390/B290/C100/D50 ¥5,000

病棟012-013.indd   13 2008/12/29   11:23:53
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・�下２段のカゴを傾斜してセットすることも可能なので物の取り出しが容易
にできます。

脱衣力ゴ（クロムメッキシリーズ）

〈仕様〉●フレーム　スチールクロムメッキ、PP樹脂（カゴ）●キャスター　ウレタン製

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-17 044471 W480×D390×H1030 ¥19,500

・コンパクトに折りたたみができます。
脱衣力ゴ（クロムメッキシリーズ）

〈仕様〉●フレーム　スチールクロムメッキ、PP樹脂（カゴ）�●キャスター　ウレタン製

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-16 744470 W430×D350×H580 ¥9,500

清涼感のあるクリアホワイトのバスケット
1段タイプ・2段タイプキャスター付きです。

〈仕様〉●フレーム　アルミ製紛体塗装（一部樹脂）
●バスケット樹脂製（510×350×H185）●重量1.4kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-381P 432701 W530×D365×H300 ¥9,800 
ON-381B 432702 W530×D365×H300 ¥9,800 
ON-381G 432703 W530×D365×H300 ¥9,800 

NEST 脱衣カゴ（1段タイプ）

〈仕様〉●フレーム　アルミ製紛体塗装（一部樹脂）
●バスケット樹脂製（510×350×H185）●重量2.6kg

NEST 脱衣カゴ（2段タイプ）
型番 コード サイズ（mm） 価格

ON-382P 432801 W530×D365×H700 ¥13,500
ON-382B 432802 W530×D365×H700 ¥13,500
ON-382G 432803 W530×D365×H700 ¥13,500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-14 057540 W200×D130×H50 ¥1,400

病棟014-015.indd   14 2008/12/29   11:24:31
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〈仕様〉●フレーム　スチールクロムメッキ、PP樹脂（カゴ）�●キャスター　ウレタン製

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-16 744470 W430×D350×H580 ¥9,500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-381P 432701 W530×D365×H300 ¥9,800 
ON-381B 432702 W530×D365×H300 ¥9,800 
ON-381G 432703 W530×D365×H300 ¥9,800 

型番 コード サイズ（mm） 価格

ON-382P 432801 W530×D365×H700 ¥13,500
ON-382B 432802 W530×D365×H700 ¥13,500
ON-382G 432803 W530×D365×H700 ¥13,500

注射用腕枕
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-14 057540 W200×D130×H50 ¥1,400
〈仕様〉●クッション：ビニールレザー張　ブラック

NEST 上肢台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-370P 432601 W450×D200×H650～1000 ¥17,000
ON-370B 432602 W450×D200×H650～1000 ¥17,000
ON-370G 432603 W450×D200×H650～1000 ¥17,000

〈仕様〉●ベース部：3脚アルミ製樹脂カバー付●ポール部：ステンレス（1部樹脂）●バット
台：スチールベース／発泡樹脂
●重量5.3kg

見た目にやさしいカラフルデザインのNESTシリーズ

・ベース部　W455mm

NEST 静注台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-360P 432501 W250×D150×H650～1000 ¥15,000
ON-360B 432502 W250×D150×H650～1000 ¥15,000
ON-360G 432503 W250×D150×H650～1000 ¥15,000

〈仕様〉●ベース部：3脚アルミ製樹脂カバー付●ポール部：ステンレス（1部樹脂）●バット
台：スチールベース／発泡樹脂
●重量3.5kg

・ベース部　W415mm

便利トレー

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

G-66 032652 W220×D132×H46 ¥5,500
〈仕様〉●ステンレス

・使用可能支柱パイプ径16mm以下

※静注台、駆血帯、注射器は
　付属しません。

病棟014-015.indd   15 2008/12/29   11:24:44
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-1（1個用） 044320 W350×D360×H800 ¥12,000
VS-2（2個用） 044330 W680×D360×H800 ¥18,000

手洗台　φ320用

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　Φ50mm

型番 商品コード 器種 サイズ（mm） 価格

EZ-102 051210 浅型 φ320 ¥1,900
EZ-101 051200 深型 φ320 ¥2,300
EZ-103 051220 深型 φ340 ¥2,800
EZ-104 051230 深型 φ360 ¥4,200

洗面器

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

さびに強く、軽いアルミ製

〈仕様〉●アルミ製粉体塗装（一部樹脂）●脚　天板ゴム貼●重量　3.5kg

NESTアルミ製1段踏台
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-117P 432171 W420×D330×H230 ¥9,900 
ON-117B 432172 W420×D330×H230 ¥9,900
ON-117G 432173 W420×D330×H230 ¥9,900

〈仕様〉●アルミ製粉体塗装（一部樹脂）●脚　天板ゴム貼●重量　5.5kg

NESTアルミ製２段踏台
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-126P 432181 W420×D480×H450 ¥12,000 
ON-126B 432182 W420×D480×H450 ¥12,000
ON-126G 432183 W420×D480×H450 ¥12,000

持ち運びに便利なハンドル付き
ノンマグネットで、MRI室でも使用できます

ユニットタイプだから
連結・積み重ねが可能！

〈仕様〉●樹脂製●脚　φ22mmアルミ脚●天板ゴム貼り　重量：2.9kg

NESTスタッキングステップ
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-138P 432191 W430×D330×H115 ¥12,000 
ON-138B 432192 W430×D330×H115 ¥12,000
ON-138G 432193 W430×D330×H115 ¥12,000

ON-117 ON-126

曲線を基調にしたデザインで、多目的に使用できます
安定の良い大型ゴム足
角は安全性のある丸みに

病棟016-017.indd   16 2008/12/29   11:25:39
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

RS-75 021700 W470×D525×H342 ¥530,000

・スタートボタンを押すだけ、ドアの自動ロック・給水・滅菌・乾燥までフル
オートで進行します。
・滅菌・乾燥時間を最長60分まで10分単位で設定可能、様々な滅菌物に対応
できます。
・器具にやさしい乾燥機能
　自然現象を利用した乾燥機能により器具をいためません。
・液晶ディスプレーで行程と残り時間を表示、万一のトラブル時はアラーム
とメッセージでお知らせします。（落雷、停電時のトラブル防止設計）

OSマイコンクレーブ

滅菌温度
（滅菌時間）

133℃　10～ 60分
121℃　20～ 60分

乾燥時間 0～ 60分
電源・電力 AC100V　50/60Hz　1.15kw
貯水タンク量 4リットル
チャンバー寸法 φ 241（入口寸法φ 214）× 350mm

重量 約 26kg
缶体収容能力 18cm 丸カスト 2ヶ
付属品 穴あきバット、バットつかみ

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

RS-80 021691 W425×D525×H342 ¥440,000

・ワンタッチスタート
　スタートボタンを押すだけでプログラムを開始します。
・静かな運転
　当社独自の排蒸構造による静かな排蒸を行います。
・器具にやさしい乾燥機能
　自然現象を利用した乾燥機能により器具をいためません。
・より安全な設計
　落雷・停電によるトラブル防止設計。

滅菌温度
（滅菌時間）

133℃　10分 /20分
121℃　20分 /30分

乾燥時間 30分
電源・電力 AC100V　50/60Hz　1.15kw
貯水タンク量 2.6リットル
チャンバー寸法 φ 241（入口寸法φ 214）× 350mm

重量 22kg
缶体収容能力 18cm 丸カスト 2ヶ
付属品 穴あきバット、バットつかみ

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TE-241ER 021701 W460×D545×H400 ¥450,000
TE-261ER 021702 W480×D550×H400 ¥500,000

・フルオート運転なので被滅菌物を入れてモードキーを押すだけで乾燥、終了まで
・コンピューター制御で滅菌、乾燥温度を完全管理
・除菌フィルターによるクリーン乾燥

卓上型全自動オートクレーブ

販売名 サーボクレープ　TE-241ER サーボクレープ　TE-261ER

外形寸法（mm） W460× D545× H400（取手を含む） W480× D550× H400（取手を含む）
缶体寸法（mm） φ 230奥行 338 φ 260奥行 363
滅菌時間 20分～ 99分 /10分～ 99分

滅菌温度（℃） 121/132
乾燥時間 0～ 90分可変

常用圧力（MPa） 0.12/0.2
安全装置 安全弁、過圧防止回路、自己診断機能、エラー時自動圧力降下機能、過熱防止回路
缶体収容能力 18cm丸カスト２ヶ 21cm丸カスト２ヶ
電源 AC-100V　15A

最大消費電力 1200W
重量 30kg 33kg

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-1（1個用） 044320 W350×D360×H800 ¥12,000
VS-2（2個用） 044330 W680×D360×H800 ¥18,000

型番 商品コード 器種 サイズ（mm） 価格

EZ-102 051210 浅型 φ320 ¥1,900
EZ-101 051200 深型 φ320 ¥2,300
EZ-103 051220 深型 φ340 ¥2,800
EZ-104 051230 深型 φ360 ¥4,200

洗面器

〈仕様〉●SUS-304ステンレスプレス

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-126P 432181 W420×D480×H450 ¥12,000 
ON-126B 432182 W420×D480×H450 ¥12,000
ON-126G 432183 W420×D480×H450 ¥12,000

OSマイコンクレーブ

クラスⅡ特定保守管理医療機器

クラスⅡ特定保守管理医療機器

クラスⅡ特定保守管理医療機器
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・板パネルでなく布地なのでソフト感がありすっきりし
たインテリアパネルとなります。
・とても軽量、かつ安定しています。
・カーテン布地は優れた防炎性能があり、水洗い、クリー
ニング後もその性能は変わりません。
・ある程度の明るさ、採光性がありますが、透けて見える
ことはありません。

クロスパーテーション
(W900/H1780/D400タイプ）

〈仕様〉●ポリエステル　防炎加工付●フレーム　スチールパイプ/アルミ製脚

クロスパーテーション
屏風のように自在な可動性で空間を間仕切りします。

型番 商品コード 仕様 価格

VN-9181 045801 1枚用 900mm巾 ¥23,500
VN-9182 045802 2枚用 1800mm巾 ¥47,000
VN-9183 045803 3枚用 2700mm巾 ¥70,500
VN-9184 045804 4枚用 3600mm巾 ¥94,000
VN-9185 045805 5枚用 4500mm巾 ¥117,500

※さらに追加組み合わせも可能（お問合せ下さい）。

クロスの取付け取外しはファスナー式、家庭用洗濯機で洗えます。

※手軽に追加増設、取り外しができます。

VN-9182（2枚用）

VN-9183（3枚用） VN-9183（3枚用） VN-9185（5枚用）

VN-9181（シングル） 高さ1780mm巾（共通）

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

※4枚用・5枚用は両サイドのみ折りたたみ可能。

ベージュ ブルー ピンク

※この商品のカ
ラーバリエー
ションです。

※3色からお選び
いただけます。

カラーバリエーション

病棟018-019.indd   18 2008/12/29   11:26:29
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-35 044260 W1500×H1650 ¥54,000
V-36 044270 W1500×H1800 ¥58,000
V-37 044280 W1800×H1650 ¥64,000
V-38 044290 W1800×H1800 ¥72,000

・水拭きができ汚れが簡単に落ちるので、いつまでも美しく清潔です。
・マグネット付きフレームを採用していますので用途に応じて連結が可能です。

アコーデオンスクリーン（レザータイプ）

〈仕様〉●カーテン部　ビニールレザー（ベージュ）●脚部　樹脂性、キャスター付●柱　
アルミ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-39 045890 （W600＋600）×H1650 ¥61,000
V-40 045900 （W600＋600）×H1800 ¥68,000

・コーナー連結タイプアコーデオンスクリーン。
・直線夕イプとのジョイントでフロアの有効間仕切りが可能です。

アコーデオンスクリーン（コーナータイプ）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-62 045870 W907×D400×H1450 ¥78,000
V-63 045880 W907×D400×H1770 ¥115,000

・手軽に間仕切りができ、フロアスペースの有効利用が可能です。
・スムーズな折りたたみ機構でコンパクトに格納できます。

パーテーションスクリーン

〈仕様〉●パネル　プラボード（アイボリー）●フレーム　アルマイト加工●脚　アルミ
ダイキャスト、キャスター付●〈V-62〉2枚用●〈V-63〉3枚用

アルミダイキャスト内にギヤ式蝶番を内蔵。
スムーズな開閉と耐磨耗性にすぐれています。

型番 商品コード 仕様 価格

VN-9181 045801 1枚用 900mm巾 ¥23,500
VN-9182 045802 2枚用 1800mm巾 ¥47,000
VN-9183 045803 3枚用 2700mm巾 ¥70,500
VN-9184 045804 4枚用 3600mm巾 ¥94,000
VN-9185 045805 5枚用 4500mm巾 ¥117,500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VH-623 045760 （W900＋1200）×D400×H1965 ¥110,000

クロススクリーン

〈仕様〉●カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　アルマイト加工●脚　ア
ルミダイキャスト、キャスター付●カラー　アイボリー／ローズ／グリーン／クリーム
※カラーをご指定下さい。

※4枚用・5枚用は両サイドのみ折りたたみ可能。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VM-631 045763 （W900×1枚）×D400×H1780 ¥19,500
VM-632 045764 （W900×2枚）×D400×H1780 ¥38,000
VM-633 045765 （W900×3枚）×D400×H1780 ¥46,800

クロススクリーン（1〜3枚用）　

〈仕様〉カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールパウダー加工�
●脚　アルミダイキャストキャスター付●カラー　ローズ/ピンク/グリーン/ブルー/ベージュ
※カラーをご指定下さい。

VM-633（グリーン）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-543 045778 （W600×3枚）×D370×H1530 ¥27,000
VS-643 045779 （W600×3枚）×D370×H1800 ¥35,600

クロススクリーン（3枚用）　

〈仕様〉●力ーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールク口ムメッキ�
●脚　アルミダイキャスト、アジャス夕ー付●力ラー　ローズ／ピンク／グリーン／ブ
ルー／べージュ
※カラーをご指定下さいVS-543（ローズ）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-90H 045771 W900×D400×H1830 ¥18,500
VS-120H 045772 W1200×D400×H1830 ¥21,500
VS-150H 045773 W1500×D400×H1830 ¥24,000
VS-180H 045774 W1800×D400×H1830 ¥27,500
VS-90 045767 W900×D370×H1560 ¥15,500
VS-120 045768 W1200×D370×H1560 ¥18,200
VS-150 045769 W1500×D370×H1560 ¥20,600
VS-180 045770 W1800×D370×H1560 ¥24,000

クロススクリーン（1枚用）　

〈仕様〉カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールパウダー加工�
●脚　アルミダイキャスト、キャスター付●カラー　ローズ/ピンク/グリーン/ブルー
/ベージュ
※カラーをご指定下さい。

VS-150（グリーン）VS-90H（ピンク）
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VM-631 045763 （W900×1枚）×D400×H1780 ¥19,500
VM-632 045764 （W900×2枚）×D400×H1780 ¥38,000
VM-633 045765 （W900×3枚）×D400×H1780 ¥46,800

クロススクリーン（1〜3枚用）　

〈仕様〉カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールパウダー加工�
●脚　アルミダイキャストキャスター付●カラー　ローズ/ピンク/グリーン/ブルー/ベージュ
※カラーをご指定下さい。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-543 045778 （W600×3枚）×D370×H1530 ¥27,000
VS-643 045779 （W600×3枚）×D370×H1800 ¥35,600

クロススクリーン（3枚用）　

〈仕様〉●力ーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールク口ムメッキ�
●脚　アルミダイキャスト、アジャス夕ー付●力ラー　ローズ／ピンク／グリーン／ブ
ルー／べージュ
※カラーをご指定下さい

クロススクリーン（1〜3枚用）　

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-21 045810 （W900×1枚）×H1765 ¥19,800
V-22 045820 （W900×2枚）×H1765 ¥35,600
V-23 045830 （W900×3枚）×H1765 ¥51,200

・�重厚メッキ仕上げを施し、防炎カーテン付、いつまでも美しくご使用でき
るス夕ンダードタイプ衝立です。

〈仕様〉●カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　ニッケルクロムメッキ加
工●脚　アルミダイキャスト、キャスター付●カラー　クリーム/ブルー
※カラーをご指定下さい。

開閉時、脚が緩衝しない新設計、ダイキャスト脚を採用。

V-23（クリーム）

ミニスクリーン（アルミ軽量タイプ）　

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-27 045840 （W450×2枚）×H1265 ¥19,800
V-28 045850 （W450×3枚）×H1265 ¥28,000
V-29 045860 （W450×4枚）×H1265 ¥38,000

・家庭洗濯を繰り返しても抗菌・消臭効果はほとんど変わりません。
・�トイレ・着替え等、フロアの目隠しに、最軽量アルミ製で簡単に設置・移動
ができます。

〈仕様〉●カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　軽量アルミ製
●カラー　ブルー

消臭・抗菌防臭加工生地を使用。

V-22（ブルー）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-90H 045771 W900×D400×H1830 ¥18,500
VS-120H 045772 W1200×D400×H1830 ¥21,500
VS-150H 045773 W1500×D400×H1830 ¥24,000
VS-180H 045774 W1800×D400×H1830 ¥27,500
VS-90 045767 W900×D370×H1560 ¥15,500
VS-120 045768 W1200×D370×H1560 ¥18,200
VS-150 045769 W1500×D370×H1560 ¥20,600
VS-180 045770 W1800×D370×H1560 ¥24,000

クロススクリーン（1枚用）　

〈仕様〉カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールパウダー加工�
●脚　アルミダイキャスト、キャスター付●カラー　ローズ/ピンク/グリーン/ブルー
/ベージュ
※カラーをご指定下さい。

ミニスクリーン（4枚用）　
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

VS-464 045775 （W450×4枚）×D370×H1260 ¥24,800
VS-564 045776 （W450×4枚）×D370×H1530 ¥27,300
VS-664 045777 （W450×4枚）×D370×H1810 ¥29,000
〈仕様〉●カーテン　ポリエステル抗菌・防炎加工●フレーム　スチールクロムメッキ　
●脚　アルミダイキャスト、アジャスター付●カラー　クリーム/ブルー※カラーをご
指定下さい。

VS-664（クリーム）

V-28（ブルー）
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タイプ サイズ（mm） 扉 タイプ

TP-103   W400×D400×H2000 片開 3本架
TP-104   W900×D400×H2000 両開 8本架
TP-108 W1200×D450×H2000 引違い 11本架

内視鏡格納庫（ステンレスタイプ）

型番 商品コード 価格

TP-103 028530 ¥280,000
TP-104 028540 ¥470,000
TP-108 028590 ¥552,000

・�内壁に衝撃防止スポンジ加工付。
・内部に殺菌灯の取付加工ができます。

大切なスコープを安全に保持・格納します。
UVランプによる消毒は庫内循環ファンと自動照射OFF機能付�
（殺菌灯取付夕イプ）。

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●アルゴン溶接・へアライン仕上●力メラ板　アク
リル透明�20mm厚×2段
〈オプション〉●殺菌灯取付加工（028570）…￥70,000(TP-103、104仕様/本体オーダー
に併せて対応）

＜殺菌灯取付タイプ＞
消毒が終わると自動で照射OFF
となる夕イマー機能付。併せて庫
内循環ファンを装備して大切なス
コープをクリーンに保護します。

吊部はスコープを安定して保持・格納できるカメラ
板構造、内壁はスコープをガードするクッション張
り傾斜仕様です。

TP-104

TP-103

ファイバースコープ格納庫（引き出し収納）

型番 タイプ 商品コード 価格

DK-3FS 3本架 028500 ¥250,000
DK-6FS 6本架 028502 ¥400,000
DK-8FS 8本架 028504 ¥520,000

・�収納に応じて3本架/6本架/8本架の3タイプがあります。
・全高1790mmの低寸仕様で取り扱いが容易です。

スライド式ホルダーで出し入れがスムーズ、
収納ロック付で大切なファイバーを保護します。

〈共通標準仕様〉●材質　スチール焼付塗装仕上●スコープ先端保護用クッションシー
ト張り●水受けトレー（アクリル製）付●大型強化窓ガラス付
注）殺菌灯の照射は樹脂の劣化を早めることがあります。

型番 タイプ 商品コード 価格

DK-3FSA 3本架UV付 028501 ¥297,000
DK-6FSA 6本架UV付 028503 ¥503,000
DK-8FSA 8本架UV付 028505 ¥618,000

UV照射によるクリーンエアーが庫内を循環殺菌します。
（循環殺菌機能付）

DK-3FS

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CM-200A 044214 L1900×W650×H450～ 750 ¥278,000

注）殺菌灯の照射は樹脂の劣化を早めることがあります。
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タイプ サイズ（mm） 扉 タイプ

TP-103   W400×D400×H2000 片開 3本架
TP-104   W900×D400×H2000 両開 8本架
TP-108 W1200×D450×H2000 引違い 11本架

内視鏡格納庫（ステンレスタイプ）

型番 商品コード 価格

TP-103 028530 ¥280,000
TP-104 028540 ¥470,000
TP-108 028590 ¥552,000

・�内壁に衝撃防止スポンジ加工付。
・内部に殺菌灯の取付加工ができます。

大切なスコープを安全に保持・格納します。
UVランプによる消毒は庫内循環ファンと自動照射OFF機能付�
（殺菌灯取付夕イプ）。

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●アルゴン溶接・へアライン仕上●力メラ板　アク
リル透明�20mm厚×2段
〈オプション〉●殺菌灯取付加工（028570）…￥70,000(TP-103、104仕様/本体オーダー
に併せて対応）

ファイバースコープ格納庫（引き出し収納）

型番 タイプ 商品コード 価格

DK-3FS 3本架 028500 ¥250,000
DK-6FS 6本架 028502 ¥400,000
DK-8FS 8本架 028504 ¥520,000

・�収納に応じて3本架/6本架/8本架の3タイプがあります。
・全高1790mmの低寸仕様で取り扱いが容易です。

スライド式ホルダーで出し入れがスムーズ、
収納ロック付で大切なファイバーを保護します。

〈共通標準仕様〉●材質　スチール焼付塗装仕上●スコープ先端保護用クッションシー
ト張り●水受けトレー（アクリル製）付●大型強化窓ガラス付
注）殺菌灯の照射は樹脂の劣化を早めることがあります。

型番 タイプ 商品コード 価格

DK-3FSA 3本架UV付 028501 ¥297,000
DK-6FSA 6本架UV付 028503 ¥503,000
DK-8FSA 8本架UV付 028505 ¥618,000

UV照射によるクリーンエアーが庫内を循環殺菌します。
（循環殺菌機能付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-18 029472 W900×D450×H1770 ¥162,400

・スライドハンガー5ヶ付棚板（取外し自在フック25ヶ付）
カテーテル保管庫

〈仕様〉●スチール塗装

ハイロ一診察台（垂直電動タイプ）

〈仕様〉●脚フレーム　アイボリー焼付塗装●床面　ビニールレザー張●操作部　リモ
コンハンドスイッチ（ペダルスイッチオプション）●電源　AC100V●消費電力　100kg
積載時�上昇最大約150W／下降最大約35W●昇降時間　100kg積載時�上昇28秒／下
降26秒●耐荷重　120kg●オプション　サイドレール（2本）￥30,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CM-200A 044214 L1900×W650×H450～ 750 ¥278,000

（参考商品） 詳細ページ
　　P.8

KG-18

※この商品のカラーバリエー
ションです。

※ご指定のない場合、ライトブ
ルー色でのご用意となります

カラーバリエーション

アイボリーライトブルーライトグリーン

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

エコパルザー医療用消毒器

型番 商品コード 価格

UP-1 022200 ¥2,850,000

≪硬性鏡・軟性鏡などに
確実な消毒力を発揮≫

・検査にて使用後の硬性鏡・軟性鏡等を外来室・オペ室等で従来のよ
うにホルマリンガスにさらされることなく、安全で短時間かつ確実
な消毒が可能、安心してご使用いただける消毒装置です。

医療機器承認番号21900BZX00283000
〈仕様〉●サイズ：外寸W680×D564×H1450��内寸W360×D450×H867　●電源：
AC100V�12A　※詳細はお問い合わせください。
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■コントローラー/表示器（標準付属）
身長体重値を表示します。

■プリンター THP-RC(別売品）
身長・体重値に加えてBMI、肥満度まで印字
できます。

■コントローラ/表示器（標準付属）

■プリンターTHP-RCM（標準付属）

・身長・体重・体脂肪率を同時に測定します。
・精度の高い電極分離型測定方法　　　　
・計測が容易にできる音声案内付き。
・高速プリンターが標準付属です。（感熱式）

体脂肪計付自動身長体重計（検定付）

型番 商品コード 価格

THP-FS 019340 ¥985,000

●体脂肪率印字の有・無を切り替えてのご使用が可能です。
●測定手順を音声で知らせるボイスガイド付き。
●体脂肪率測定部（フット電極）は左右取り外し式でコンパクトに収納できます。

〈THP-FS仕様〉

測定項目 インピーダンス　（Z.200＜ Z＜ 850）
測定原理 四電極法（50KHz. 800 µA）

入カ条件
年齢　9～ 86歳
身長　1230～ 2000mm
体重　10.0～ 150.0kg

演算項目 体脂肪率、脂肪重量、除脂肪量、体水分量、BMI、
標準体重、肥満度

表示 身長、体重、体脂肪率
インターフェィス RS-232C（ボーレート：1200）

電源 AC100V 0.5A
プローブ電極 両脚分離方式
使用環境温度 室温（20℃±10℃）
本体サイズ W620× D465× H2180mm
重量 41kg

・身長・体重を同時に測定。 
・プリンター、コンピューターへの出力機能付き。
・着衣などの風袋引きが簡単にできます。
・移動・収納に便利な2分割式。  

自動身長体重計（検定付普及型Eタイプ）

型番 商品コード 価格

THP – SE（Ⅱ） 019271 ¥590,000

型名 身長測定部 体重測定部

測定範囲 760～ 2000mm    10～160kg
最小表示 1 mm 0.1kg
風袋差引 ――― 0～ 2.5kg　0.5kgステップ
測定方式 ロータリーエンコーダー式 電気抵抗線式
表示部 デジタル LED表示 4桁
出カ プリンター及びホスト用 RS-232C 標準装備

印字項目
身長・体重・BMI指数・標準体重・肥満度・No.
（工場出荷時設定で身長・体重のみの印字も可能）

電源 AC100V 50/60Hz 30W

寸法 /量
   本体部：W320× D420× H2260mm/約31.1kg
表示部：W300× D220× H100mm/約 2.5kg

型番 商品コード 価格

THP - RC（プリンター） 019010 ¥68,000

〈オプション〉

〈THP-SE(Ⅱ）仕様〉

〈プリンター仕様/THP-RC〉
●印字方式　ドットマトリックス
●記録紙 　普通ロール紙（W57×径80mm以下）
●電源  ACアダプター　DC7V/1.6A
●サイズ　W106×D180×H 88mm 
●重量　約 400ｇ

型番 商品コード 価格

 AD-6228 019313 ¥680,000
　　　　   AD-6228P
（感熱プリンター内蔵） 019314 ¥750,000

ひょう量 200kg
目量 100g
補助目量 20g
使用範囲 7kg～ 200kg

測定範囲
120.0～ 220.0cm
100.0～ 200.0cm
60.0～ 160.0cm

サイズ
表示部　W255× D144× H181mm　重量 1.8kg
計量部　W400× D607.5× H1535（最大 2350）mm　
重量 30kg

体脂肪の計測では、体に感じない程度のきわめて微弱な電流を体内に流して、その電
気抵抗を測定して体脂肪率を算定します。
測定時に膝や太股部分が接触すると電流の流れが変わり、測定値に誤差を生じます。
本機の体脂肪計測部は測定台の両端に設置されており、両端を少し開いた状態での
測定が理想的といえます。

印字例 印字例
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6224A 019000 W420×D495×H1010 ¥330,000

・身長、体重、座高の一台三役
・RS-232C標準装備
・座高計専用イス付

デジタル身長体重計（検定付）

ひょう量 150kg
目量 100g
使用範囲 2kg～ 150kg
身長 85.0～ 209.0cm
座高 55.0～ 179.0cm（30cm専用イス付）
重量 14.5kg
電源 AC100V　50/60Hz（ACアダプター付属）または単2形乾電池×6個（別売）

・身長・体重・体脂肪率を同時に測定します。
・精度の高い電極分離型測定方法　　　　
・計測が容易にできる音声案内付き。
・高速プリンターが標準付属です。（感熱式）

体脂肪計付自動身長体重計（検定付）

型番 商品コード 価格

THP-FS 019340 ¥985,000

●体脂肪率印字の有・無を切り替えてのご使用が可能です。
●測定手順を音声で知らせるボイスガイド付き。
●体脂肪率測定部（フット電極）は左右取り外し式でコンパクトに収納できます。

〈THP-FS仕様〉

測定項目 インピーダンス　（Z.200＜ Z＜ 850）
測定原理 四電極法（50KHz. 800 µA）

入カ条件
年齢　9～ 86歳
身長　1230～ 2000mm
体重　10.0～ 150.0kg

演算項目 体脂肪率、脂肪重量、除脂肪量、体水分量、BMI、
標準体重、肥満度

表示 身長、体重、体脂肪率
インターフェィス RS-232C（ボーレート：1200）

電源 AC100V 0.5A
プローブ電極 両脚分離方式
使用環境温度 室温（20℃±10℃）
本体サイズ W620× D465× H2180mm
重量 41kg

〈AD-6224A仕様〉

型番 商品コード 価格

 AD-6228 019313 ¥680,000
　　　　   AD-6228P
（感熱プリンター内蔵） 019314 ¥750,000

・身長測定部は3段階伸縮可能
・キャスター付で移動も可
・RS-232C標準装備

自動身長体重計　バリアフリー仕様（検定付）

ひょう量 200kg
目量 100g
補助目量 20g
使用範囲 7kg～ 200kg

測定範囲
120.0～ 220.0cm
100.0～ 200.0cm
60.0～ 160.0cm

サイズ
表示部　W255× D144× H181mm　重量 1.8kg
計量部　W400× D607.5× H1535（最大 2350）mm　
重量 30kg

〈AD-6228仕様〉

〈付属品〉電源ケーブル、表示器用スタンド（H690mm）
〈オプション〉プリンタ用紙￥5,000（5巻）AX-PP147-S

〈付属品〉ACアダプター　座高計専用イス（H300mm）
〈オプション〉 プリンター　￥80,000　AD8123-100
 プリンター用紙　￥11,000（10巻）AX-PP123-S

体脂肪の計測では、体に感じない程度のきわめて微弱な電流を体内に流して、その電
気抵抗を測定して体脂肪率を算定します。
測定時に膝や太股部分が接触すると電流の流れが変わり、測定値に誤差を生じます。
本機の体脂肪計測部は測定台の両端に設置されており、両端を少し開いた状態での
測定が理想的といえます。

印字例
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型番 商品コード 価格

AD-6101C 033021 ¥850,000

・便利な2電源方式、4つの重量センサーで正確測定。

ストレッチャースケール（検定付）
寝たままで搬送・計量ができる検定付移動体重計です。

〈仕様〉

ひょう量 150kg
目量 100g
補助目盛 20g
キャスター トータルロック式
プリンター 表示器内蔵
サイズ W550× L1900× H550～ 900mm
電源 単 3乾電池 6本または ACアダプター
重量 約 72kg（マット約 3kg）
付属品 ACアダプター、単 3乾電池 6本、記録紙

〈オプション〉
ガートル棒	 AD-6101C	 ¥6,000
酸素ボンベ金具	 AD6101C-05	 ¥25,000
記録紙（5巻/箱）	 AX-PP147-S	 ¥5,000

・コンバー2Bタイプに体重計をセット、移乗時に楽々測定ができます。
コンバー2BS　体重計付タイプ（検定付）

型番 商品コード 価格

THW-2BS 551103 ¥498,000

型番 商品コード 価格

PS-200 033008 ¥920,000

スケール付ストレッチャー（検定付）
寝たままで搬送・計量ができる検定付移動体重計です。

〈仕様〉

ひょう量 160kg
目量 100g
補助目盛 20g
キャスター トータルロック式
プリンター セパレート型
サイズ Ｗ 650×Ｌ 1930×Ｈ 550～ 955㎜
電源 ACアダプターまたは単 1乾電池６本
重量 84kg

付属品 ACアダプター　単 1乾電池６本　プリンター充電用 ACア
ダプターケーブル　プリンター用ロール紙１巻

〈オプション〉
ガートル棒￥6,000
ボンベ架￥12,000
マクラ￥7,000
アンダーバック￥6,600

ひょう量 150kg
目量 100g
補助目盛 20g
サイズ W645×L1830×H630mm（ストレッチャー時）
重量 61kg
電源 単 3乾電池（6本）または専用 ACアダプター
付属品 ACアダプター、単 3乾電池 6本

〈仕様〉
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型番 商品コード 価格

AD-6101C 033021 ¥850,000

ストレッチャースケール（検定付）

ひょう量 150kg
目量 100g
補助目盛 20g
キャスター トータルロック式
プリンター 表示器内蔵
サイズ W550× L1900× H550～ 900mm
電源 単 3乾電池 6本または ACアダプター
重量 約 72kg（マット約 3kg）
付属品 ACアダプター、単 3乾電池 6本、記録紙

〈オプション〉
ガートル棒	 AD-6101C	 ¥6,000
酸素ボンベ金具	 AD6101C-05	 ¥25,000
記録紙（5巻/箱）	 AX-PP147-S	 ¥5,000

・コンバー2Bタイプに体重計をセット、移乗時に楽々測定ができます。
コンバー2BS　体重計付タイプ（検定付）

型番 商品コード 価格

THW-2BS 551103 ¥498,000

〈仕様〉●天板　メラミン化粧板

最大秤量 150kg（車イス、風袋重量含む）
最小表示 100g（補助表示 20g）
電源 ACアダプタ（標準）または、乾電池（単 3× 6本、別売）

計測台寸法 W920× D860× H805mm
計量スペース W700× D560× H30mm
本体重量 28.4kg
付属品 ACアダプタ

〈仕様〉

・手すり付きで車イス乗車のままでも計量できる、低くて広い計測台。
・誰にでも使い易い機能性を追及した、人にやさしい体重計です。

車椅子用バリアフリースケール（検定付）

型番 商品コード 価格

AD-6105W 033011 ¥450,000
AD-6105P（プリンター付） 033017 ¥480,000

フラットで広い計測台（70×56cm）
段差高3cmのスリムな計測台
大きく頑丈な手すり付、車イスなしでの計測も安心です。

〈オプション〉プリンター用紙	¥5,000　5巻	AX-PP147-S

ひょう量 150kg
目量 100g
補助目盛 20g
使用範囲 2kg～ 150kg

サイズ
計量台　　　　W790× D915× H64mm
計量スペース　W690× D700× H45mm

計量台重量 約 20kg
表示器スタンド寸法 W300× D325× H1045mm
表示器スタンド重量 約 6kg

電源 単 3形乾電池 6本（別売）または専用ACアダプタ付属

〈仕様〉

・表示器スタンドで収納、移動が簡単（Lタイプ除く）。
・車イスで乗る際に、ガタつきなく安全、うす型だからラクに計量。
・風袋目盛りが2設定可能。
・測定記録が残せ便利なプリンタを内蔵（Pタイプのみ）。

車椅子用バリアフリースケール（検定付）

型番 商品コード 価格

AD-6106L（収納スタンドなし型） 033018 ¥198,000
AD-6106W（標準型） 033019 ¥250,000
AD-6106P（プリンター付） 033020 ¥280,000

ひょう量 300kg
目量 100g
最大風袋 150kg
電源 DC5V、3.5A（専用 ACアダプター付）
重量 32kg
消費電力 17.5W以下

〈仕様〉

・2種類の車いす重量のメモリー可能
・RS232C標準装備
・内蔵プリンター（感熱式）

車椅子用体重計（検定付）

型番 商品コード サイズ(mm） 価格

PW-630 019315 W1071×L950 ¥298,000

300kgまで測定可能

〈オプション〉●表示ボックススタンド￥38,000●専用プリンター用紙　￥3,000（4巻）

型番 商品コード 価格

PS-200 033008 ¥920,000

スケール付ストレッチャー（検定付）

ひょう量 160kg
目量 100g
補助目盛 20g
キャスター トータルロック式
プリンター セパレート型
サイズ Ｗ 650×Ｌ 1930×Ｈ 550～ 955㎜
電源 ACアダプターまたは単 1乾電池６本
重量 84kg

付属品 ACアダプター　単 1乾電池６本　プリンター充電用 ACア
ダプターケーブル　プリンター用ロール紙１巻

車椅子が乗りやすい、
フラットで床面から45mmのうす型計量台

ひょう量 150kg
目量 100g
補助目盛 20g
サイズ W645×L1830×H630mm（ストレッチャー時）
重量 61kg
電源 単 3乾電池（6本）または専用 ACアダプター
付属品 ACアダプター、単 3乾電池 6本

〈仕様〉

〈オプション〉プリンター用紙	¥5,000　5巻	AX-PP147-S
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6107W 033015 W600×D553×H1030 ¥190,000
AD-6107P 033016 （プリンタ内蔵） ¥220,000

・うす型で乗りやすい設計
・手すりにつかまった状能で安全に計量

手すり付バリアフリースケール（検定付）

ひょう量 150kg
目量 100g
使用範囲 2kg～ 150kg
計量スペース W520× D415× H45
重量 27kg
電源 単三形アルカリ乾電池 6本（別売）またはオプション専用ACアダプタ付属

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BWB-627HR 019405 W615×D629×H900 ¥158,000

・簡単操作、大きく見やすい大型デジタル表示。
・はじめに着衣等の質量を計量設定して、正味体重をはかれる風袋引き機能付。

手すり付精密体重計（検定付）

ひょう量 200kg
目量 0.05kg

電源 単 2アルカリ乾電池 6本（別売）
または専用 ACアダプター（DC9V300mA）

質量 約 23.3kg
付属品 専用 ACアダプター

〈仕様〉
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便利なキャスター付

AD-6207A

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6207A
（ポール付） 019317 W300×L624×H781 ¥55,000

AD-6207B
（ポールなし） 019318 W300×L544　　　 ¥50,000

・200㎏まで計量可能な標準型
ベーシック型体重計（検定付）

ひょう量 200kg
目量 100g（99.9kgまで）　200g（100～ 200kg）
重量 ポール付 12kg　ポールなし 10kg
電源 ACアダプタ（付属）または単二乾電池 4本（別売）

〈仕様〉

AD-6207B

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6121A 033022 W315×D314×H57 ¥39,500

・�軽量、薄型のコンパクト設計と取っ手付で持ち運びや収納に便利。
・集団検診に便利な対面表示切替。
・�暗いところでも見やすいバックライト表示（ACアダプター使用時）。
・電源ONと測定終了をブザー音でお知らせ。

ベッドサイドスケール（検定付）
移動・設置・収納がラクな検定付

ひょう量 150kg
最小表示 100g
重量 約 3kg

電源 単 3アルカリ乾電池 4本（別売）
または専用 ACアダプター（付属）

付属品 専用 ACアダプター

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BD-815 019319 W600×D409×H157 ¥98,000

・授乳量表示機能付
・RS-232C端子付き
・身長シール付

高精度デジタルベビースケール（検定付）

ひょう量 15kg

目量
（0～ 6kgまで）2g
（6～ 15kgまで）5g

重量 4.6kg
電源 ACアダプタ（DC9V）または単 3乾電池 4本付属

〈仕様〉
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6107W 033015 W600×D553×H1030 ¥190,000
AD-6107P 033016 （プリンタ内蔵） ¥220,000

ひょう量 150kg
目量 100g
使用範囲 2kg～ 150kg
計量スペース W520× D415× H45
重量 27kg
電源 単三形アルカリ乾電池 6本（別売）またはオプション専用ACアダプタ付属

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BWB-627HR 019405 W615×D629×H900 ¥158,000

ひょう量 200kg
目量 0.05kg

電源 単 2アルカリ乾電池 6本（別売）
または専用 ACアダプター（DC9V300mA）

質量 約 23.3kg
付属品 専用 ACアダプター

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6207A
（ポール付） 019317 W300×L624×H781 ¥55,000

AD-6207B
（ポールなし） 019318 W300×L544　　　 ¥50,000

ひょう量 200kg
目量 100g（99.9kgまで）　200g（100～ 200kg）
重量 ポール付 12kg　ポールなし 10kg
電源 ACアダプタ（付属）または単二乾電池 4本（別売）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

UC-321 033009 W320×D314×H35 ¥13,000

・50g単位の高精度測定
・便利な31回分の測定メモリー
・目標値との差を表示するターゲット機能

デジタル体重計（検定なし）

ひょう量 150kg

最小表示
（100kgまで）50g
（100～ 150kgまで）100g

重量 約 2.5kg
電源 単 3乾電池 4本（付属）
表示 大型 LCD（文字高 25mm）

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AD-6121A 033022 W315×D314×H57 ¥39,500

・�軽量、薄型のコンパクト設計と取っ手付で持ち運びや収納に便利。
・集団検診に便利な対面表示切替。
・�暗いところでも見やすいバックライト表示（ACアダプター使用時）。
・電源ONと測定終了をブザー音でお知らせ。

ベッドサイドスケール（検定付）
移動・設置・収納がラクな検定付

ひょう量 150kg
最小表示 100g
重量 約 3kg

電源 単 3アルカリ乾電池 4本（別売）
または専用 ACアダプター（付属）

付属品 専用 ACアダプター

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BD-815 019319 W600×D409×H157 ¥98,000

・授乳量表示機能付
・RS-232C端子付き
・身長シール付

高精度デジタルベビースケール（検定付）

ひょう量 15kg

目量
（0～ 6kgまで）2g
（6～ 15kgまで）5g

重量 4.6kg
電源 ACアダプタ（DC9V）または単 3乾電池 4本付属

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BD-586 019312 W580×D390×H93 ¥18,000

・ホールド機能・風袋引き機能付
・身長シール付

デジタルベビースケール（検定なし）

ひょう量 20kg

目量
（0～ 10kgまで）10g
（10～ 20kgまで）20g

重量 2.2kg
電源 単 3乾電池 4本付属

〈仕様〉
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・標準：3連引き出し付
ナーステーブル

〈仕様〉●天板：メラミン化粧板●天板厚：30mm●脚：スチールパイプ　クロームメッキ　アジャスター付

使用場所、用途によってオプションの組合せ自在

型番 商品コード サイズ 価格

ON-500 440001 W1800×D900×H900 ¥280,000

■オプション：引き出し

◇2連　・W646×D840×H120mm ◇3連　・W968×D840×H120mm

・KG-1224：引き出し8個つき
・KG-0918：引き出し3個つき
・KG-1200：引き出し2個つき

ナーステーブル

〈仕様〉●天板表面：メラミン化粧板●天板厚：30mm●脚：スチールパイプφ60mm　焼付塗装●天板カラー：ライトピンク

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-1224 037111 　　　　W2400×D1200×H900 ¥166,000
KG-0918 037112 　　　　W1800×D900×H900 ¥101,100
KG-1200 037113 　　　　φ1200×H900 ¥88,700

〈組合せ例〉

スタンダートの仕様

配線キャップ付

引出し内寸　W384×D350×H41mm

KG-1224
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG－4486 045970 W510×H735～870 ¥36,000
KG－4485 045971 W510×H550～685 ¥32,000

ナースチェア

〈材質・仕様〉●ビニールレザー　抗菌・防汚・防炎加工●脚：スチール芯　PP樹脂キャス
ター付●座面ガス上下　●座面φ360mm　●座面高550～ 685mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KG-700ＰK 045977 W500×H680～810 ¥25,000
KG-700ＧK 045978 W500×H680～810 ¥25,000

ナースチェア

〈材質〉●ビニールレザー抗菌仕様●脚：スチール粉体塗装　キャスター付　●座面：
φ360mm　●座面高：450～ 580mm

ナースチェア

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HZ-15AZ 045975 W450×D527×H849～1001 ¥54,300
HZ-16AZ 045976 W450×D530×H852～1004 ¥59,100

〈材質・仕様〉●脚：スチール塗装キャスター付●5本脚ハイタイプ
座面：W450mm　座面高：497～649mm　座：クロス張り　背：樹脂成型（クロスカバー付/カ
バー無）

※この商品のカラー
バリエーション
です。

カラーバリエーション

ピンク ブルー グリーン

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

KG-4486

KG-4485

HZ-15AZ
（背カバーなし）

HZ-16AZ
（背カバー付）

KG-700PK

KG-700GK

CT-912S
CM-913

共通カラーバリエーション

白

※印刷物のため多少実物とは
　異なります。ご了承ください。

ピンク

クリーム

イエロー

アイボリー

グレー

黒

オレンジ

茶

抹茶

ライトグリーン

スカイブルー

あああ

※この商品のカラー
バリエーション

　です。

※この商品の
カラーバリ
エーション
です。

カラーバリエーション

オレンジライムグリーンブラック

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

レッド ブルー

・背ロッキング機構付

・座面を固定したままで背が回転します。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-870P 470011 W760×D400×H780～980 ¥75,000
ON-870B 470012 W760×D400×H780～980 ¥75,000
ON-870G 470013 W760×D400×H780～980 ¥75,000

PCライズカート（ガス圧昇降式）
・天板サイズ：W660×D370×天板まで高H700 ～ 900mm

〈材質・仕様〉●フレーム：アルミ/スチール製粉体塗装●天板：合成圧縮板●中段：ABS樹脂
トレー（内寸W420×D290×H45mm）●下段：A4ファイル棚（有効420mm）●キャスター：
120φ対角ストッパー付

ノートパソコン搭載仕様
回診ワゴンです。
●レバー操作で、ハイロー（高さ）調整でき立ち仕事、座り仕事にも

対応可能。
●落下防止ガードは、大型ラウンドグリップタイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-860P 470101 W495×D410×H910 ¥68,000
ON-860B 470102 W495×D410×H910 ¥68,000
ON-860G 470103 W495×D410×H910 ¥68,000

PCパステルカート
・天板サイズ：W465×D385×天板まで高H860mm

〈材質・仕様〉●棚板・補助テーブル：合成圧縮板●フレーム：アルミ製粉体塗装●一部スチー
ル●キャスター：120φ対角ストッパー付

●ノートPC搭載を考えマウス操作が可能な補助テーブル付
●小型バッテリーアルカ搭載可能なスタイル

PC搭載用バッテリー
アルカ（小型大容量タイプ）
・サイズ（外寸）：W370×D247×37mm

型番 価格 仕　様

ARCA-300 ¥104,000
●出力容量約300wh ●充電時間：10時間
●1回の充電でノートPC約10～ 12時間使用
可能（新品時）

ARCA-150 ¥76,000
●出力容量約150wh ●充電時間：5時間
●1回の充電でノートPC約5～ 6時間使用可
能（新品時）

※PC使用機種・環境によりバッテリー動作時間が異なります

※PC、アルカは含みません

ON-860
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ナーシングカート（PC搭載タイプ）

〈仕様〉●材質：ステンレス
●キャスター：φ120mm 自在

・天板は操作が楽なH920mm仕様
・付属品：A4ファイルボックス、マウスポケット

バッテリーパック、カルテブック、ナーススコー
プ等の収納に便利なボックス付（着脱可）。

BS-318N

BS-318NB

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-318N　 042302 W480×D360×H850 ¥67,000
BS-318NP 742303 W480×D360×H850 ¥69,000
BS-318NB 742304 W480×D360×H850 ¥69,000

コンパクトカート（引出し付）
・ワゴンテーブルはプレス成型仕上げによる立ち上げ付
・落下防止、日常の清掃が簡単。

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター :φ100㎜
〈オプション〉棚3段も選択可￥25,000追加

BS-318NP

PCカート
・補助テーブル格納時はコンパクトに、使用時はテーブル面を広げてPCワークを

効率的にこなせます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-1605 747083 W450×D374×H970 ¥95,000
〈仕様〉●材質：ステンレス●天板、補助テーブル：塩化ビニール厚板貼
●キャスター：静走キャスターφ100㎜ストッパー付
●スライドテーブルサイズ：W370×D200mm
●折りたたみテーブルサイズ：W150×D320mm
●ワイヤーバスケット（W290×D100×H240mm）
●盗難防止セキュリティーロックワイヤー錠付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-1620N 747081 W580×D420×H920 ¥68,000

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

写真掲載のPC、事務備品は本体
に含みません。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-870P 470011 W760×D400×H780～980 ¥75,000
ON-870B 470012 W760×D400×H780～980 ¥75,000
ON-870G 470013 W760×D400×H780～980 ¥75,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-860P 470101 W495×D410×H910 ¥68,000
ON-860B 470102 W495×D410×H910 ¥68,000
ON-860G 470103 W495×D410×H910 ¥68,000

型番 価格 仕　様

ARCA-300 ¥104,000
●出力容量約300wh ●充電時間：10時間
●1回の充電でノートPC約10～ 12時間使用
可能（新品時）

ARCA-150 ¥76,000
●出力容量約150wh ●充電時間：5時間
●1回の充電でノートPC約5～ 6時間使用可
能（新品時）

バッテリー収納棚付
盗難防止セキュリティーロック付

写真掲載のPCは本体に
含みません。

オプションで棚3段も選択可
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N04S 048204 W673×D560×H965～1115 ¥127,100

ナーシングカート　昇降型（６段階調整）

〈仕様〉●材質：本体アルミニウム　トップテーブル：ABS樹脂　●付属品：昇降式ユニッ
ト、サブテーブル（スライド式）トレー内寸W347×D249×H98、トップテーブル用シリ
コンシート、マルチポケット（フリー仕様）　●キャスター：φ100（前輪ロック付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N05 048205 W672×D560×H965 ¥159,400

ナーシングカート

〈仕様〉●材質：本体アルミニウム　トップテーブル：ABS樹脂　●付属品：サブテーブル
（はね上げ式）、トレー内寸W347×D249×H98、カギ付き引出、トップテーブル用シリ
コンシート、マルチポケット（ハリボックス仕様）、PCアダプタポケット　●キャスター：
φ100（前輪ロック付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N07 048206 W672×D560×H930 ¥119,700

ナーシングカート

〈仕様〉●材質：本体アルミニウム　トップテーブル：ABS樹脂　●付属品：サブテーブル
（はね上げ式）、トレー内寸W347×D249×H98、トップテーブル用シリコンシート、マ
ルチポケット（ハリボックス仕様）　●キャスター：φ100（前輪ロック付）
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-100S 048203 W402×D448×H850 ¥111,000

ナーシングカート

〈材質・仕様〉●材質：本体フレーム ステンレス●トレー：ABS樹脂（ピーチ・ブルー）、PC
樹脂（透明）●トレー内寸：W248×D348×H47mm×1、W249×D347×H98mm×1
●キャスターφ100（前輪ロック付）

写真掲載のPCは本体に含みません

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N04S 048204 W673×D560×H965～1115 ¥127,100

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N05 048205 W672×D560×H965 ¥159,400

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N07 048206 W672×D560×H930 ¥119,700

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-S02 048207 W570×D560×H965 ¥135,200

ナーシングカート

〈材質・仕様〉●材質：本体アルミニウム　トップテーブル：ABS樹脂　●付属品：トレー
内寸W347×D249×H98、トップテーブル用シリコンシート　●キャスター：φ100（前
輪ロック付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-222（2段） 042681 W480×D350×H850 ¥78,000

処置カート（カラー付ミニタイプ）

〈材質・仕様〉●材質　ステンレス　●キャスタ一　径120mm 静走仕様　●引き出し　ピンク×2

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

写真掲載のPCは本体に含みません
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-27 042260 W600×D350×H960 ¥97,000
B-28 042250 W950×D350×H960 ¥128,000

・コンパクトかつ広く使える折りたたみテーブル付。（B-27）

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径75mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-144 042171 W520×D320×H1170 ¥92,000

B-27

B-28

サイドカルテラック

BK-135

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-135 042160 W980×D450×H1000 ¥135,000
BK-136 042161 W670×D450×H1000 ¥120,000

・折りたたみテーブル付。

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径100mm

力ルテフィルムワゴン 

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-141 042166 W660×D320×H1350 ¥145,000

力ルテワゴン

〈仕様〉●ステンレス●キャス夕一　径75mm ストップ2個付

BK-136

型番 商品コード サイズ　外寸（mm） サイズ　引出内寸（mm） 収納 価格

KG-043N 037100   W455×D620×H1335 W385×D561×H392/3段 大角判・大陸判 ¥101,700
KG-053N 037102   W530×D620×H1335 W460×D561×H392/3段 半切判 ¥107,500
KG-052N 037101 W530×D620×H919 W460×D561×H392/2段 半切判 ¥73,400
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-27 042260 W600×D350×H960 ¥97,000
B-28 042250 W950×D350×H960 ¥128,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-144 042171 W520×D320×H1170 ¥92,000

・ファイルを広げたり記載に便利なデコラ天板付。
力ルテワゴン

〈仕様〉●ステンレス/天板デコラ●キャス夕一　径75mm ストップ2個付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-145 042169 W660×D320×H1270 ¥175,000

・ファイルを広げたり記載に便利なデコラ天板引出付
力ルテワゴン

〈仕様〉●ステンレス/天板デコラ●サイズ　天板高さ 1100mm、引出し×2、引出し内寸 
W222×D285×H85mm●キャスター　径75mm ストップ2個付

サイドカルテラック

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-141 042166 W660×D320×H1350 ¥145,000

型番 商品コード サイズ　外寸（mm） サイズ　引出内寸（mm） 収納 価格

KG-043N 037100   W455×D620×H1335 W385×D561×H392/3段 大角判・大陸判 ¥101,700
KG-053N 037102   W530×D620×H1335 W460×D561×H392/3段 半切判 ¥107,500
KG-052N 037101 W530×D620×H919 W460×D561×H392/2段 半切判 ¥73,400

・ダブルサスペンションレール付
レントゲンフィルムキャビネット

〈仕様〉●スチール塗装

KG-043N KG-053N KG-052N
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・�診療材料の大きさに合わせて�
引出のサイズが色々あり、様々な診療材料、使用方法に
よって使い分けができます。

・�組み合わせ自由のフリー仕切板�
引出内が収納物の大きさ、量に合わせて自由に細分化で
き、スッキリ収納することができます。

・�フルオープンレール式（大型引出し）�
引出の奥までスライドでき、収納物の取り扱いが容易に
行えます。

・�ホコリが着きにくい�
ABS樹脂を使用、いつまでも清潔感が保てます。

〈使用例〉

定数管理に対応、収納・保管。　診療材料キャビネット

様々な診療材料の収納に対応し、あらゆ
る管理方式に合わせてシステム化が実
現できます。

使用部署での物品の適量配置を可能に
し、ナース業務の軽減につながります。

型番 サイズ（mm） 価格

SK-540 W1538×D650×H2350 ¥1,233,000

診療材料キャビネット

〈仕様〉●本体/引出　ABS樹脂●引出カラー�ピーチ・ブルー●引出内寸�W334×D460
×H91mm×9、W336×D460×H44mm×6、W683×D481×H265mm×2、W683
×D481×H125mm×4、W683×D481×H80mm×6　●仕切板は別売　

収納保管

型番 サイズ（mm） 価格

SK-1310 W769×D650×H2350 ¥617,000

診療材料キャビネット

〈仕様〉●本体／引出　ABS樹脂　●引出カラー　ピーチ・ブルー●引出内寸W334×D460
×H91mm×3,　W336×D460×H44mm×6,　W683×D481×H265mm×1,　W683×
D481×H125mm×2,　W683×D481×H80mm×3　●仕切板は別売　

☞P.39
となりのページ
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型番 サイズ（mm） 価格

SK-540 W1538×D650×H2350 ¥1,233,000

型番 サイズ（mm） 価格

SK-517 W1310×D450×H2350 ¥1,200,000

診療材料キャビネット

〈仕様〉●本体　木製●トレー/バスケット　ABS樹脂（ピーチ・ブルー）、PC樹脂（透明）
●トレー内寸　W548×D348×H47mm×2、W547×D347×H97mm×6、W547×
D347×H157mm×2●バスケット内寸　W530×D330×H97mm×2、W518×D318
×H157mm×2●上部ユニット棚板2枚●仕切板は別売

型番 サイズ（mm） 価格

SK-518 W1965×D450×H2350 ¥1,344,000

診療材料キャビネット

〈仕様〉●本体　木製●トレー/バスケット　ABS樹脂（ピーチ・ブルー）�PC樹脂（透明）
●トレー内寸　W548×D348×H47mm×3、W547×D347×H97mm×9、W547×
D347×H157mm×3●バスケット内寸　W530×D330×H97mm×3、W518×D318
×H157mm×3●上部ユニット棚板3枚●仕切板は別売

型番 サイズ（mm） 価格

SK-64AS102A W823×D569×H1661 ¥540,000

診療材料キャビネット（カートタイプ）

〈仕様〉●本体　アルミニウム（シャッター鍵付）　●トレー　ABS樹脂（ピーチ・ブルー）PC
樹脂（トウメイ）　●トレー内寸　W548×D348×H47㎜×2　W547×D347×H97㎜×3
W547×D347×H157㎜×1　●バスケット内寸　W530×D330×H97㎜×1　W518×
D318×H157㎜×1●仕切板は別売
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ホスピタルユニット
●物品管理がしやすいように、多彩なバリエー
ションを用意したユニットです。
●作業性の良い収納プランをご提案します。

型番 サイズ（mm） 価格

L-837BZ W900×D400×H1050 ¥112,600

・A4縦型カルテ収納　仕切板21枚　仕切板は取り外し可能
ホスピタルユニット　カルテ棚

〈仕様〉●スチール　焼付塗装

型番 サイズ（mm） 価格

L-832DD W900×D500×H702 ¥53,200

・可動棚2枚付
	中心に縦ガマチがあり、収納部は左右独立

ホスピタルユニット　両開収納

〈仕様〉●スチール　焼付塗装

ホスピタルユニット
ラテラルキャビネット2段

型番 サイズ（mm） 価格

L-832SC W900×D500×H702 ¥85,500
〈仕様〉●スチール　焼付塗装●ラテラルキャビネットの
全ての引出には縦仕切り・横仕切りが付いています。

ホスピタルユニット
ラテラルキャビネット5段

型番 サイズ（mm） 価格

L-832TE W900×D500×H702 ¥171,100
〈材質〉●スチール　焼付塗装●ラテラルキャビネットの
全ての引出には縦仕切り・横仕切りが付いています。

型番 サイズ（mm） 価格

L-834AZ W900×D400×H480 ¥44,900

型番 サイズ（mm） 価格

L-834ZZ W900×D400×H1050 ¥43,100

型番 サイズ（mm） 価格

L-832MD W900×D500×H702 ¥117,700
〈仕様〉●スチール　焼付塗装●ラテラルキャビネット
の全ての引出には縦仕切り・横仕切りが付いています。

型番 サイズ（mm） 価格

L-833AZ W900×D400×H1050 ¥73,500

・ガラス戸
ホスピタルユニット　引違い収納棚

〈仕様〉●スチール　焼付塗装●棚板2枚付　20㎜ピッチ上下調節　

レギュラーゾーン

アンダーゾーン

アッパーゾーン

レギュラーゾーン

アンダーゾーン

ベース

天板

48
0
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05
0

70
2

10
0
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型番 サイズ（mm） 価格

L-832TE W900×D500×H702 ¥171,100
〈材質〉●スチール　焼付塗装●ラテラルキャビネットの
全ての引出には縦仕切り・横仕切りが付いています。

型番 サイズ（mm） 価格

L-834AZ W900×D400×H480 ¥44,900

・アッパーゾーン両開き収納
ホスピタルユニット　アッパーゾーン

〈仕様〉●スチール　焼付塗装

型番 サイズ（mm） 価格

L-839ZA W900×D488×H100 ¥15,900

ホスピタルユニット　ベース

〈仕様〉●スチール　焼付塗装

型番 サイズ（mm） 価格

L-838BZ W900×D115×H25 ¥11,300

ホスピタルユニット　天板

〈仕様〉●カウンター天板（ポストフォーム）

型番 サイズ（mm） 価格

L-834ZZ W900×D400×H1050 ¥43,100

ホスピタルユニット  シェルビング

〈仕様〉●スチール　焼付塗装●棚板2枚付

型番 サイズ（mm） 価格

L-837CZ W900×D400×H1050 ¥130,400

ホスピタルユニット　カルテ棚

〈仕様〉●スチール　焼付塗装●トレー内寸W246×
D315×H38×66枚付

型番 サイズ（mm） 価格

L-837AZ W900×D400×H1050 ¥110,700

・B5横型カルテ収納
	棚板28枚　20㎜ピッチ移動

ホスピタルユニット　カルテ棚

〈仕様〉●スチール　焼付塗装

ホスピタルユニット
ラテラルキャビネット3段

型番 サイズ（mm） 価格

L-832MD W900×D500×H702 ¥117,700
〈仕様〉●スチール　焼付塗装●ラテラルキャビネット
の全ての引出には縦仕切り・横仕切りが付いています。

ホスピタルユニット
クリスタルケース

型番 サイズ（mm） 価格

L-831AD W900×D500×H702 ¥77,700
〈仕様〉●スチール　焼付塗装●A4深型トレー7段3列

・可動棚2枚(左右に1枚付）　中央部の収納物も
取出しやすい3枚扉タイプです。

ホスピタルユニット　引違い収納（3枚戸）

型番 サイズ（mm） 価格

L-832WD W900×D500×H702 ¥67,800
〈仕様〉●スチール　焼付塗装

型番 サイズ（mm） 価格

L-833AZ W900×D400×H1050 ¥73,500

スタンダード
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型番 サイズ（mm） 価格

TFG-2K W455×D600×H923 ¥55,000

型番 サイズ（mm） 価格

TO-4KC W690×D438×H855 ¥120,000

トレーセットワゴン

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●キャスター　径
125mm ストッパー2個付●自重50kg●トレー収納数 
深型 最大4個/浅型 最大8個

キャビネットユニット
　TKY-4キャビネットユニット　組み合せ例　TKYシリーズ

TKY-4 収納キャビネット
型番 付属品 サイズ（mm） 価格

TKY-4　　 ステンレス棚板2枚付 W530×D670×H670 ¥120,000
TKY-4TR 深型トレー3枚 浅型トレー2枚付 W530×D670×H670 ¥140,000
TKY-4A　 ステンレス棚板2枚付 W530×D670×H670 ¥130,000

　TKY-4TRA 深型トレー3枚 浅型トレー2枚付 W530×D670×H670 ¥150,000
〈仕様〉●本体　ステンレス／SUS430●透明アクリル樹脂

キャビネット用キャスターユニット
型番 サイズ（mm） タイプ 価格

TKY-2CA1 W530×D670×H335 1列タイプ ¥50,000
TKY-2CA2 W1060×D670×H335 2列タイプ ¥80,000
TKY-2CA3 W1590×D670×H335 3列タイプ ¥126,000

補充部品(追加の場合 取付ステー別売)
オプション サイズ（mm） 価格

ステンレス棚板　　　　　　 W390×D600　  　 ¥15,000
トレー浅型　材質：ABS樹脂 W390×D600×H45 ¥3,000
トレー深型　材質：ABS樹脂   W390×D600×H125 ¥3,800

TKY-4（扉アクリル、他ステンレス貼り）

TKY-4A（背板のみステンレス貼り、他アクリル）

TKY-4TR（扉アクリル、他ステンレス貼り）

TKY-4TRA（背板のみステンレス貼り、他アクリル）

TKY-2CA3TKY-2CA2TKY-2CA1

※組合せ例● 組合せ自在で用途に合った収納ができます。

● 差込式で上下左右の連結も簡単

〈仕様〉●キャスターφ100mm対角ストッパー付

※組合せ例　￥290,000
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収納トレーをそのままセット、搬送できる折りたたみ式ワゴンです。

型番 サイズ（mm） 価格

TFG-2K W455×D600×H923 ¥55,000

トレーセットワゴン
（折りたたみ式2段）

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●キャスター　
径100mm ストッパー2個付●自重　8kg●耐荷重　
20kg/段あたり
※折りたたみ後　W455×D200×H923mm
※本体セットトレーは別売です。

型番 サイズ（mm） 価格

TFG-3K W455×D600×H1247 ¥75,000

トレーセットワゴン
（折りたたみ式3段）

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●キャスター　
径100mm ストッパー2個付●自重　10kg●耐荷重　
20kg/段あたり
※折りたたみ後　W455×D200×H1247mm
※本体セットトレーは別売です。

浅型トレー

〈仕様〉●本体　ABS樹脂

型番 カラー サイズ（mm） 価格

TOR-1 アイボリー W390×D600×H45 ¥3,000
TOR-1P ピンク W390×D600×H45 ¥3,000
TOR-1B ブルー W390×D600×H45 ¥3,000
TOR-1G グリーン W390×D600×H45 ¥3,000

深型トレー

〈仕様〉●本体　ABS樹脂

型番 カラー サイズ（mm） 価格

TOR-2 アイボリー W390×D600×H125 ¥3,800
TOR-2P ピンク W390×D600×H125 ¥3,800
TOR-2B ブルー W390×D600×H125 ¥3,800
TOR-2G グリーン W390×D600×H125 ¥3,800

浅型トレー仕切板

〈仕様〉●本体　ABS樹脂●カラー　アイボリー

型番 仕切 価格

TOR-3 浅型　長 ¥250
TOR-4 浅型　短 ¥200

深型トレー仕切板

〈仕様〉●本体　ABS樹脂●カラー　アイボリー

型番 仕切 価格

TOR-5 深型　長 ¥400
TOR-6 深型　短 ¥300

型番 サイズ（mm） 価格

TO-4KC W690×D438×H855 ¥120,000

トレーセットワゴン

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●キャスター　径
125mm ストッパー2個付●自重50kg●トレー収納数 
深型 最大4個/浅型 最大8個
※本体セットトレーは別売です。

型番 サイズ（mm） 価格

TO-5KC W690×D438×H1105 ¥150,000

トレーセットワゴン

〈仕様〉●本体　SUS-304ステンレス●キャスター　径
125mm ストッパー2個付●自重60kg●トレー収納数
深型 最大6個/浅型 最大12個
※本体セットトレーは別売です。

型番 付属品 サイズ（mm） 価格

TKY-4　　 ステンレス棚板2枚付 W530×D670×H670 ¥120,000
TKY-4TR 深型トレー3枚 浅型トレー2枚付 W530×D670×H670 ¥140,000
TKY-4A　 ステンレス棚板2枚付 W530×D670×H670 ¥130,000

　TKY-4TRA 深型トレー3枚 浅型トレー2枚付 W530×D670×H670 ¥150,000

型番 サイズ（mm） タイプ 価格

TKY-2CA1 W530×D670×H335 1列タイプ ¥50,000
TKY-2CA2 W1060×D670×H335 2列タイプ ¥80,000
TKY-2CA3 W1590×D670×H335 3列タイプ ¥126,000

補充部品(追加の場合 取付ステー別売)
オプション サイズ（mm） 価格

ステンレス棚板　　　　　　 W390×D600　  　 ¥15,000
トレー浅型　材質：ABS樹脂 W390×D600×H45 ¥3,000
トレー深型　材質：ABS樹脂   W390×D600×H125 ¥3,800
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点滴処置台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-21P 742861 W1150×D600×H780/1760 ¥355,000

・ボトル収納もできる大型引出付
・ハンガーは任意の位置でかけられるスライドタイプです。
・付属マグネットでボードに処置伝票がとめられます。

〈仕様〉●材質：ステンレス
●引出材質：ABS持続性帯電防止樹脂●キャスター：φ75mmストップ2個付
●付属品：マグネット6個付●仕切板　タテ×２ ヨコ×３付　計35枚付
●吊下げハンガー 15個

豊富な収納力、堅牢性と耐久性に優れたハイグレードユニットです。

点滴処置台

〈仕様〉●材質：ステンレス
●引出材質：ABS持続性帯電防止樹脂●キャスター：φ75㎜ストップ2個付
●吊下げフック：上7本　下8本●仕切板　タテ×２ ヨコ×３付　計25枚付

テーブル面は落ち込み加工、コーナー R付施工で汚れなど
日常のお手入れが容易で清潔を保てます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-20Y 742851 W1020×D600×H800/1770 ¥247,000

点滴処置台
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-420GFA　 048452 W1800×D700×H844（1544） ¥528,000     
〈仕様〉●本体　アルミニウム　●天板　木製メラミン樹脂加工　●トレー　ABS樹脂
（ピーチ・ブルー）PC樹脂（トウメイ）　●トレー内寸　W348×D548×H47mm×2,　
W347×D547×H97mm×4,　W347×D547×H157mm×2 ●バスケット内寸　W330
×D530×H97mm×2　●吊り下げフック　15個

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-895P 470104 W820×D490×H860/1580 ¥78,000
ON-895B 470105 W820×D490×H860/1580 ¥78,000
ON-895G 470106 W820×D490×H860/1580 ¥78,000

点滴処置台
場所を選ばないコンパクトタイプの処置ワゴン
・TP-25　固定ハンガー 5個　スライドハンガー 8個付　樹脂製引出1個付
手軽にご使用いただける低価格のワゴンです
・TP-26　固定ハンガー 6個　スライドハンガー 10個付　樹脂製引出2個付

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスターφ75mm対角ストッパー付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-25 042865 W550×D450×H800/1600 ¥88,000
TP-26 042866 W670×D450×H800/1600 ¥115,000
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点滴処置台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-21P 742861 W1150×D600×H780/1760 ¥355,000

・ボトル収納もできる大型引出付
・ハンガーは任意の位置でかけられるスライドタイプです。
・付属マグネットでボードに処置伝票がとめられます。

〈仕様〉●材質：ステンレス
●引出材質：ABS持続性帯電防止樹脂●キャスター：φ75mmストップ2個付
●付属品：マグネット6個付●仕切板　タテ×２ ヨコ×３付　計35枚付
●吊下げハンガー 15個

豊富な収納力、堅牢性と耐久性に優れたハイグレードユニットです。

点滴処置台

〈仕様〉●材質：ステンレス
●引出材質：ABS持続性帯電防止樹脂●キャスター：φ75㎜ストップ2個付
●吊下げフック：上7本　下8本●仕切板　タテ×２ ヨコ×３付　計25枚付

テーブル面は落ち込み加工、コーナー R付施工で汚れなど
日常のお手入れが容易で清潔を保てます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-20Y 742851 W1020×D600×H800/1770 ¥247,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-420GFA　 048452 W1800×D700×H844（1544） ¥528,000     

点滴処置台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-27 042868 W600×D450×H800/1700 ¥156,000

・前面にネットを採用　フックやトレーを引っ掛けて多目的に使用できます。

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスターφ75mm対角ストッパー付
●引出　プラスチックトレー 2個付●吊下げフック5個

引出のプラスチックトレーを取り外すことができます。

点滴処置台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-895P 470104 W820×D490×H860/1580 ¥78,000
ON-895B 470105 W820×D490×H860/1580 ¥78,000
ON-895G 470106 W820×D490×H860/1580 ¥78,000

・カラフルなコンパクトタイプの
  点滴処置台です。
・天板高H860mm

〈仕様〉●天板材質：合成圧縮板●フレーム：アルミ粉体塗装（１部スチール）
●キャスター：静走タイプφ120mm対角ストッパー付
●吊下げフック5個

NESTシリーズの点滴処置台

点滴処置台
場所を選ばないコンパクトタイプの処置ワゴン
・TP-25　固定ハンガー 5個　スライドハンガー 8個付　樹脂製引出1個付
手軽にご使用いただける低価格のワゴンです
・TP-26　固定ハンガー 6個　スライドハンガー 10個付　樹脂製引出2個付

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスターφ75mm対角ストッパー付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-25 042865 W550×D450×H800/1600 ¥88,000
TP-26 042866 W670×D450×H800/1600 ¥115,000

点滴処置台

・引出内寸 S/W221×D316×H169mm×2個
  L/W218×D314×H249mm×4個

〈仕様〉●材質：本体フレーム　アルミ●フック部：ステンレス●フック5個●キャスターφ125mm
対角ストッパー付●樹脂製引出●フック5個

天板は落とし込み仕様になっていますので落下防止になります。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TP-23 042867 W650×D390×H1000/1730 ¥316,000

TP-25 TP-26

P68	 パステルカートを
	 参照してください

カラーバリエーションは
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アンプル・外用薬キャビネット

型番 サイズ（mm） 価格

SK-2208DS W671×D460×H1803（台高858mm） ¥381,500

・上部はシャッターカギ付です。

〈材質・仕様〉●天板　木製メラミン樹脂加工　●引出　PS樹脂（トウメイ）
●引出内寸	 W156×D161×H83㎜×8,　W103×D162×H51㎜×30,　
	 W286×D421×H167㎜×4,　W286×D421×H105㎜×6

アンプル・外用薬キャビネット
型番 サイズ（mm） 価格

SK-2204S W671×D460×H1790（台高 858㎜） ¥193,100
〈材質・仕様〉●天板　木製メラミン樹脂加工　●引出　PS樹脂（アンバー）
●引出内寸	 W156×D161×H83㎜×8,　W103×D162×H51㎜×20,　
	 W286×D421×H167㎜×4,　W286×D421×H105㎜×6

薬品棚
型番 サイズ（mm） 価格

OK-2310 W900×D500×H2332 ¥403,700

〈仕様〉●スチール焼付塗装　※組立費別途

セット内容

■レギュラーゾーンオープンガラス棚
（Ｗ900×Ｄ220×Ｈ1025㎜）
Ｌ-836AＧ　￥140,700
ガラス棚板4段　落下防止バー付
棚板可動ピッチ40mm

■天板（合成圧縮板）
（Ｗ900×Ｄ515×Ｈ25㎜）
Ｌ-838TZ　￥36,800

■アンダーゾーン4段片開
（W900×D500×H702㎜）
L-832TF ￥127,400
棚板1枚付

■ベース
（W900×D488×H100㎜）
L-839ZA ￥15,900

■アッパーゾーン両開き収納
（Ｗ900×Ｄ400×Ｈ400㎜）
Ｌ-834ＢＤ　￥38,900

■蛍光灯ユニット
（Ｗ900×Ｄ400×Ｈ80㎜）
Ｌ-836ＺＮ　￥44,000

■寸法図

アッパーゾーン

レギュラーゾーン

アンダーゾーン

ベース

天板
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アッパーゾーン

蛍光ユニット

レギュラーゾーン

アンダーゾーン

ベース

天板
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格         

SK34-TNS318SA 048455 W1183×D569×H1481 ¥585,000
SK34-TA318SA 048456 W1183×D513×H1361 ¥440,000

・SK34-TNS318SA：シャッターカギ付き片側引出
・SK34-TA318SA	両側引出しタイプ
・バスケット　PB34-10×27個付き
	（内寸　W249×D347×H98mm）

注射薬カート（オーダリングカート）

〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム●バスケット：ABS持続性帯電防止樹脂（ピーチ、ブ
ルー）　PC樹脂（トウメイ）●バスケットカラー：ピーチ・ブルー・トウメイ●仕切り板は別売り

型番 商品コード サイズ（mm） 価格         

SK34-DNS318SA 048453 W1183×D569×H1481 ¥617,400
SK34-DA318SA 048454 W1183×D513×H1361 ¥472,400

・SK34-DNS318SA	シャッターカギ付き片側引出
・SK34-DA318SA	両側引出しタイプ
・トレー　PT34-10×27個付き
	（内寸　W249×D347×H98mm）

注射薬カート（オーダリングカート）

〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム●トレー：ABS持続性帯電防止樹脂（ピーチ、ブルー）　
PC樹脂（トウメイ）●トレーカラー：ピーチ・ブルー・トウメイ●仕切り板は別売り

型番 商品コード サイズ（mm） 価格         

SK-AS3824S 048457 W971×D486×H1425 ¥440,000
SK-U3824S 048458 W971×D402×H1293 ¥370,000

・SK-AS3824S：シャッターカギ付片側引出タイプ
・SK-U3824S：片側引出
・トレー　UHT-A402×24個付き
	（内寸　W216×D308×H109mm）

注射薬カート（オーダリングカート）

〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム（SK-AS3824S）ステンレス（SK-U3824S）
●トレー：ABS持続性帯電防止樹脂●トレーカラー：ピーチ・ブルー●仕切板は別売り

型番 サイズ（mm） 価格

SK-2204S W671×D460×H1790（台高 858㎜） ¥193,100

SK34-DA318SA

SK34-DNS318SA

SK34-TA318SA

SK34-TNS318SA

SK-U3824S

SK-AS3824S
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Nestシリーズガートル架

・キャスターはφ75mm静走仕様により静かでスムーズな走行が可能！！
・低重心なので安定性も抜群
・標準で歩行グリップ、チューブガイド付

NEW
樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング

ワイドタイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-710P 450001 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000
ON-710B 450002 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000
ON-710G 450003 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000

〈仕様〉
●ベース部　5脚PP樹脂製（アルミ鋳物）
●ポール部　ステンレス（1部樹脂）
●キャスター　φ75mm樹脂成型
●グリップ　樹脂成型

NEST ガートル架（低重心タイプ）

型　番 商品コード 価　格

ON-710専用ボンベ架（ピンク） 450011 ¥7,000
ON-710専用ボンベ架（ブルー） 450012 ¥7,000
ON-710専用ボンベ架（グリーン） 450013 ¥7,000

ON-710専用オプション　ボンベクリップ

※U型フックも選択可能

・握り易さを追求した幅広なラウンドタイプ

NESTシリーズガートル架歩行グリップ（標準付属品）

・任意の角度で固定できます。
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□U型フックも指定可能（発注時にご指定下
さい、ご指示のない場合は標準P型フックで
の出荷になります。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-710P 450001 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000
ON-710B 450002 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000
ON-710G 450003 φ480　Ｈ1220～2050 ¥35,000

型　番 商品コード 価　格

ON-710専用ボンベ架（ピンク） 450011 ¥7,000
ON-710専用ボンベ架（ブルー） 450012 ¥7,000
ON-710専用ボンベ架（グリーン） 450013 ¥7,000

ON-710専用オプション　ボンベクリップ

NEW
樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

ワイドタイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-750P 460001 φ480　Ｈ1250～2080 ¥28,000
ON-750B 460002 φ480　Ｈ1250～2080 ¥28,000
ON-750G 460003 φ480　Ｈ1250～2080 ¥28,000

〈仕様〉
●ベース部　5脚アルミ製樹脂カバー付
●ポール部　ステンレス（1部樹脂）
●キャスター　φ75mm樹脂成型
●グリップ　樹脂成型

・キャスターはφ75mm静走仕様により静かでスムーズな走行が可能！！
・標準で歩行グリップ、チューブガイド付

NEST ガートル架

※U型フックも選択可能

ON-710/ON-750共通オプション　補助フック
型　番 商品コード 価　格

ON-731（ピンク） 450021 ¥4,200
ON-731（ブルー） 450022 ¥4,200
ON-731（グリーン） 450023 ¥4,200

チューブガイド（標準付属品） 選択　オプション

＜ON-710 ／ ON-750 共通オプション＞

〈仕様〉●W166（フック可動範囲60～ 105mm）

□オプションで4本掛
　（追加フック2本カバー付）
　定価￥2,000
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型番 商品コード 価格

AM-1N 4mmチューブ用 771271 ¥62,000
AM-2N 5mmチューブ用 771272 ¥62,000

AM-2N

〈仕様〉●べース部　アルミ中空なし一体成形、エポキシ樹脂保護塗装●ポール部　ステ
ンレス●キャスター径　65mm、樹脂成形、静音B.B. （べアリング）装着

型番 商品コード 価格

C-501（2本架） 731661 ¥20,000
C-502（4本架） 731680 ¥22,000

ガートル架　ラインナップ

〈仕様〉●樹脂一体成形

型番 商品コード 価格

C-610 032640 ¥3,300

・大型で安定した握り形状、既製のガートル台に取り付
けて歩行点滴ができます。

ガートル架用グリップ

〈仕様〉●樹脂コーティング

型番 商品コード 価格

C-66 031739 ¥4,500

ガートル架用グリップ

C-502

■ ホコリや髪の毛の巻き込みを防止する車
輪とホイルカバー仕様。

■ タイヤゴムにエラストマー樹脂を採用、高
耐久性があり、素材からの色落ちや剥離が
ありません。

C-501

歩行グリップ（握り）は水平ならび上・下向等任意に固
定可能、多様なハンドリングに対応できます。

下方向セット

上方向セット

MRI用ガートル架

〈仕様〉●本体・台座部　アルミ●脚サイズ　450×450mm
●ストローク　1350 ～ 2000mm●キャスター　径40mm

型番 商品コード 価格

C-507NM 031711 ¥55,000

横方向セット

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング
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型番 商品コード 価格

AM-1N 4mmチューブ用 771271 ¥62,000
AM-2N 5mmチューブ用 771272 ¥62,000

・輸血輪液用チューブを介して衛生的に安全かつ敏速に輸液を加温し、体温に
近い温度で体内への注入を可能にします。

・熱板プレートのガイド溝にチューブをセットするだけの簡単操作。
・患者さんの苦痛とナースサイドの看護労力を軽減します。
・超低流量から通常流量（1～12㎖/分）での使用にも対応します。
・他のモニ夕一機器とのノイズ干渉を防止する3P接地プラグ採用。
・万一の温度過昇を防止する3種の安全回路付、3 ヶ年の保証付です。
・承認番号20400BZZ00823000

アニメック輸血・輸液加温器

〈適合チューブ径〉●AM-1N　3.0～4.0mm●AM-2N　4.1～5.0mm

手もと電源スイッチ付で操作性が向上、
さらに高精度を実現しています

安全仕様に徹底配慮・3ヶ年製品保証付

①吊りバンド
本体をスタンドに吊るし、適当な長さにバンドを調整します。
②センサー
輸液、輸血の温度コントロールセンサー
③本体ケース
マグネットを使用し密閉出来ます。
④注意書
⑤ホットプレート
プレートを切り込んである溝が輸血液チューブを密着させ加温し
ます。
⑥チューブサイズ表示
AM-1Nは4mmφ
AM-2Nは5mmφの表示があります。
⑦電源ランプ兼電源スイッチ
⑧電源コード

夕イプ AN-1N AN-2N
流量 1～12㎖/分 1～12㎖/分

適応チューブサイズ 3.0～4.0mm 4.1～5.0mm
外形サイズ W65×L176×H36 W65×L176×H36
重量 560g 560g
電源 AC100V±10%　50/60Hz AC100V±10%　50/60Hz

ヒー夕一容量 50W 50W
表示ランプ 点灯 点灯

〈仕様〉

※安心してご使用していただくため、正しい流量、チューブ径でご使用下さい。

①

④
③

⑦

⑥

②

⑤

⑧

術後の体力回復、経腸栄養剤投与に新習慣

この加温器は、経腸・経管栄養剤専用です。
血液及び血液製剤の加温には使用できません。

■ 患者さんの栄養管理、看護士さんのケア・労力低減にお役に立
ちます。

■クローン病における経管・経腸栄養剤投与に朗報。

患者さんの苦痛を軽減し栄養剤の効果を十分なものとするには
適切な温度管理が欠かせません。

経管・経腸栄養剤自動加温器リフォート

型番 商品コード 価格

LT-1A 4mmチューブ用 071231 ¥55,000
LT-1B 5mmチューブ用 071230 ¥55,000

・チューブをセットし、スイッチONの簡単操作です。
・常に30℃以上の安定した加温をキープします。 
（本体出口より2.5cm位置での液温）
・軽量・コンパクトなスリムボディーで携帯性に優れています。
・栄養剤の冷蔵保存から投与にかかる時間と手間を短縮できます。
・承認番号21200BZZ00231000

〈用途〉●経管・経腸栄養剤ならびに鼻腔栄養剤投与時の加温に用います。

使用チューブ外径 3.0～4.0mmφ（LT-1A）
4.1～5.0mmφ（LT-1B）

使用可能流量範囲 1～7ml/min
定格電源電圧 AC100V±10%.～（AC）.50/60Hz
最大消費電力 60W
電撃保護分類 ClassⅠ
患者接触機器分類 Type BF

可燃性麻酔ガスに対する保護 保護なし（一般機器）

使用環境条件 0～40℃
30～95%RH　但し、結露しない事

本体寸法 W176×D65×H36mm
本体重量 560g
付属品 保管袋・取扱説明書・保証書

〈仕様〉

〈安全機構〉■温度監視センサー：ヒーター、液温を感知し適切な加温をコント
ロールします。■温度ヒューズ：万一の制御不能時、電源を遮断しすべての機能
を停止させます。

②

保管収納バッグ付

AM-2N

AM-1N

型番 商品コード 価格

C-501（2本架） 731661 ¥20,000
C-502（4本架） 731680 ¥22,000

型番 商品コード 価格

C-507NM 031711 ¥55,000

クラスⅡ特定保守管理医療機器

クラスⅡ特定保守管理医療機器
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型番 商品コード 価格

CL-HS スライドハンガー 070510 ¥19,000
CL-L スライドハンガーロング 070580 ¥22,000
CL-R ランナー 070630 ¥5,000
CL-R1 レール1m 070530 ¥2,600
CL-R2 レール2m 070540 ¥4,500
CL-R3 レール3m 070550 ¥6,400

・アルミ製、軽量でワンタッチで長さ調節ができます。
・ハンガー部は5本まで掛けられ簡単に折りたためます。
・ランナー（走行吊具）は荷重がかかるとロックされ点滴位置を確実に固定します。

点滴スライドハンガー
天井走行式イルリガートル
ベッドサイドにものを置かず迅速な処置ができ、明るいムードの病室
づくりにお役に立ちます。

スタンド式ガートル台にかわる
天井走行式のイルリガートルシ
ステムです。

CL-HS

型番 商品コード 価格

ON-390 430001 ¥9,800

・簡易タイプのスライドハンガーです。
NEST点滴スライドハンガー

〈仕様〉●全長　530～860mm●吊数×3

型番 商品コード 価格

CL-T 070600 ¥1,800

・天井、壁等に取付けるハンガー吊用フックです。
固定式取付フック

〈仕様〉●ステンレス

ON-390

●3m以上のレールを使用の場合は前記レール
の組み合せでご使用ください。また、標準以外
の長さのレールをご使用の節は、そのつどお申
し出下さい。

●メディカスライド・ハンガーは、ハンガー本体、
ランナー、レールで一式となりますが、それぞ
れ別価格になっておりますのでご注意下さい。

●レールの断面図 ●レールの取付例●ハンガー取付寸法
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腹部熱気浴　

型番 商品コード 価格

G-22 731190 ―

・赤熱しないスペースユニットヒーターを採用。
・万一の温度異常過昇を防止する二重安全保護機能付。
・3Pアース付電源コード、タイマー（60分）標準取付。
・内部プレートに直接の熱伝導を緩衝する保護加工付。

〈仕様〉●外装リノリューム張●付属品　幕●電源　100V 5A、温度過昇防止保護回路付

滅菌済哺乳瓶

型番 商品コード 価格

SM-100（100c.c. 200本入） 065410 ¥15,100
SM-200（200c.c. 100本入） 065420 ¥10,000

・ポリプロピレン製哺乳瓶。（電子滅菌処理済）
・完全密封包装で感染予防と事後処理の省力化に。

安全性と機能性を配慮、
厳しい品質管理のうえ、
厳選された材質を使用しています。

感染予防と省力化!!

ベッドサイドでの効率的な吸引処置と
ナースサイドでの省力化を考えました。

〈仕様〉●SUS-304ステンレス（BU-38)●アクリル透明樹脂（BU-37)

ベッドへッドサクションセット

型番 商品コード 価格

BU-37 744920 ¥20,000
BU-38 744850 ¥33,000

・吸引の必要な患者のベッドへッドにセットすることで持ち運びの手間が省
け、清潔が保てます。

・洗浄液容器及び吸引カテーテルホルダーは取り外しができます。

BU-37

BU-38

型番 商品コード 価格

CL-HS スライドハンガー 070510 ¥19,000
CL-L スライドハンガーロング 070580 ¥22,000
CL-R ランナー 070630 ¥5,000
CL-R1 レール1m 070530 ¥2,600
CL-R2 レール2m 070540 ¥4,500
CL-R3 レール3m 070550 ¥6,400

型番 商品コード 価格

ON-390 430001 ¥9,800

・簡易タイプのスライドハンガーです。
NEST点滴スライドハンガー

〈仕様〉●全長　530～860mm●吊数×3

型番 商品コード 価格

CL-T 070600 ¥1,800

・天井、壁等に取付けるハンガー吊用フックです。
固定式取付フック

〈仕様〉●ステンレス

関連商品の詳細ページ　P.11/P.93

クラスⅡ管理医療機器

◇仕様更新中に付、近日中発売
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型番 商品コード 価格

BU-28（名札・ケースセット） 745600 ¥4,000
ベッド名札 045610 ¥1,300
分薬ケース 045620 ¥2,700

・ネームカードから分薬ケースがスライド脱着し、
分離使用が可。

・分薬ケースを差し替えることでスムーズな投薬
管理が行えます。

ベッド名札（分薬ケース付）

型番 商品コード 価格

BU-30 745660 ¥750

・ポピュラー、汎用タイプベッド名札です。
ベッド名札

型番 商品コード 価格

BU-33　ブルー 745630 ¥750
BU-34　ベージュ 745640 ¥750

・枕元まわりをスッキリと、枠の上部取付タイプです。
（角パイプベッドヘッドでは一部取付不適の場合が
あります）

ベッド名札

ベッド名札
書いては消せる字消しタイプの
ベッドネームカードです。

〈仕様〉●構成　本体白樹脂フレーム、字消し板・保護透
明板

型番 商品コード 価格

BU-36 045650 ¥750

・ネーム紙が不要で経済的、紙の差し替えの手間
が省けます。

・記入には水性ペンをご使用下さい。

与薬トレー

〈トレー内寸〉
●TY-NX4：4分割 W60×D40×H40mm●TY-NX3：3分割 W80×D40×H40mm

〈ベッド専用取付金具〉
●丸パイプ用：￥800●角パイプ用：￥850●トレー用紙4分割 ￥1,000（100枚入）●トレー用紙3分割 ￥1,000（100枚入）

型番 サイズ（mm） 価格

TY-NX4 W250×D48×H68 ¥600
TY-NX3 W250×D48×H68 ¥600

TY-NX3（角用）TY-NX4（丸用）
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ベッド名札
書いては消せる字消しタイプの
ベッドネームカードです。

〈仕様〉●構成　本体白樹脂フレーム、字消し板・保護透
明板

型番 商品コード 価格

BU-36 045650 ¥750

・ネーム紙が不要で経済的、紙の差し替えの手間
が省けます。

・記入には水性ペンをご使用下さい。

型番 サイズ（mm） 価格

TY-NX4 W250×D48×H68 ¥600
TY-NX3 W250×D48×H68 ¥600

ベッドのハンドル識別と「一心多助」の型番比較
（パラマウントベッドとフランスベッド及びシ－ホネンスベッドのハンドルをベ－スとしています）

パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
製

背
上
の
み

背
脚

（
親
子
）

背
上
の
み

背
脚

（
親
子
）

背
上
の
み

背
脚

（
親
子
）
背
上
の
み

背
脚

（
親
子
）
背
上
の
み

背
脚

（
親
子
）

フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ
ド
製

シ
ー
ホ
ネ
ン
ス

ベ
ッ
ド
製

●コンパクトハンドル
   （収納型）

●クランクトハンドル
   （折曲型）
●アルミブラケット丸形
●支えボルト３コ

●クランクトハンドル
   （折曲型）
●グレ－の角形
　ブラケット
●支えボルト２コ

●クランクトハンドル
   （折曲型）

●コンパクトハンドル
   （収納型）

※特殊金具が必要な場合有
　詳細お問い合せ下さい。

TSK-PAA1 ￥68,000

TSK-DAA2 ￥98,000

TSK-PBB1 ￥68,000

TSK-DBB2 ￥98,000

TSK-PBC1 ￥68,000

TSK-DBC2 ￥98,000

TSK-PF1 ￥73,000

TSK-DF2 ￥108,000

TSK-PＳA1 ￥73,000

TSK-DＳA2 ￥108,000

ハンドル形状 チェックポイント 多助型番 定　価

・患者さんの自立支援　スイッチ操
作で、いつでも自分で起き上がれま
す。

・看護業務の軽減　
・手動ベッドのリユース　現在ご使

用中の手動ハンドル式ベッドをそ
のまま利用するため非常に経済的
です。

今、お使いの手動ギャッジベッドが
「一心多助」で電動ベッドに
生まれ変わります。

①	 抗菌仕様手元スイッチ
	 使い方は手元スイッチでらくら

くリクライニング。

②	 安心設計
	 リミットスイッチ内蔵。リクライ

ニングの上下限で自動停止しま
す。万一の停電時には専用ハンド
ルでご使用頂けます。

③	 コンパクト設計
	 薄型設計 でベッドにすっきり取

りつき、ベッド移動も手動式ベッ
ドと変わらない軽さ（2.5キログ
ラム）

④	 親子セット
 親子セット使いで（背/脚もしく

はハイロー）患者さんの満足度も
UP。

〈仕様〉
●電源AC100V/50/60HZ
●フレーム材質　樹脂
●親機（2.5kg）子機（1.5kg）

◀取付イメージ
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・アルミ製フレームは軽量でいつまでも清潔さを保てます。
・引出しはホコリの着きにくいアンスタ樹脂製。
・一目で確認が容易な大型名札付。
・1患者1引出の朝・昼・夕・寝る前の週間与薬内容が一目で確認できます。
・「ストップバータイプ」と「シャッタータイプ」があります。
	ともに保管時のセキュリティーのための鍵が標準装備しています。

与薬カート　Medication Cart

1引き出し1患者夕イプ、
大収納量与薬カートです。

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-A30L 048302 ¥403,500 ¥531,300 ¥536,100 ¥516,900
SK-A30M 048303 ¥403,500 ¥504,300 ¥509,100 ¥489,900

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-A30L 30 W988×D499×H1164 W230×D420×H75〈30個〉
SK-A30M 30 W954×D417×H1164 W229×D336×H72〈30個〉

YT-8 YT-9 YT-11

L引出（内寸）mm　W230×D420×H75

M引出（内寸）mm　W229×D336×H72

与薬トレー
・カートの引出には（L）引出と（M）引出の2タイプがあります。
	（L）引出には定時薬以外の臨時薬のトレーもセットできます。
・与薬内容に合わせてセットできる各種の分薬トレーを用意しています。
	（別売YT-8/YT-9/YT-11）

型番 サイズ（mm）内寸 価格

YT-8 W27×D80×H33 ¥120
YT-9 W24×D80×H33 ¥110
YT-11 W108（25）×D80×H33　　　 ¥360

〈仕様〉●カラー：ライトグリーン／ライトイエロー／ピンク／ライトブルー／トウメイ
	 	 ※YT-11はトウメイのみ
●YT-8：	1日4回（朝・昼・夕・寝る前）1週間分
	 引出内に28ヶのトレーがセットでき、1回分のトレーが取出せます。
●YT-9：	1日4回（朝・昼・夕・寝る前）1週間分　※1日分の予備スペースがあります。
	 引出内に32ヶのトレーがセットでき、1回分のトレーが取出せます。
●YT-11：1日4回（朝・昼・夕・寝る前）1週間分　※1日分の予備スペースがあります。
	 引出内に8ヶのトレーがセットでき、1日分のトレーが取出せます。

※L引出はM引出+予備スペース有

引出の飛び出し防止のストップバー。
カギを装備し、セキュリティーと信頼性を強化。
走行中に不快な金属音がしない樹脂製です。

盗難事故防止や個人情報保護に便利なカギ付きシャッタータイプです。

「ストップバータイプ」

ストップバータイプ

シャッタータイプ

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-A20L 048298 ¥337,000 ¥422,200 ¥425,400 ¥412,600
SK-A20M 048299 ¥337,000 ¥404,200 ¥407,400 ¥394,600
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-A20L 20 W723×D499×H1164 W230×D420×H75〈20個〉
SK-A20M 20 W708×D417×H1164 W229×D336×H72〈20個〉

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-AS20L 048300 ¥398,000 ¥483,200 ¥486,400 ¥473,600
SK-AS20M 048301 ¥398,000 ¥465,200 ¥468,400 ¥455,600
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-AS20L 20 W723×D587×H1236 W230×D420×H75〈20個〉
SK-AS20M 20 W708×D505×H1236 W229×D336×H72〈20個〉

SK-A20L/M　20床用

SK-AS20L/M　20床用

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-AS30L 048304 ¥467,000 ¥594,800 ¥599,600 ¥580,400
SK-AS30M 048305 ¥467,000 ¥567,800 ¥572,600 ¥553,400

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-AS30L 30 W988×D587×H1236 W230×D420×H75〈30個〉
SK-AS30M 30 W954×D505×H1236 W229×D336×H72〈30個〉

「シャッタータイプ」
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SK-A30L/M  30床用

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-A30L 048302 ¥403,500 ¥531,300 ¥536,100 ¥516,900
SK-A30M 048303 ¥403,500 ¥504,300 ¥509,100 ¥489,900
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-A30L 30 W988×D499×H1164 W230×D420×H75〈30個〉
SK-A30M 30 W954×D417×H1164 W229×D336×H72〈30個〉

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-A20L 048298 ¥337,000 ¥422,200 ¥425,400 ¥412,600
SK-A20M 048299 ¥337,000 ¥404,200 ¥407,400 ¥394,600

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-A20L 20 W723×D499×H1164 W230×D420×H75〈20個〉
SK-A20M 20 W708×D417×H1164 W229×D336×H72〈20個〉

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-AS20L 048300 ¥398,000 ¥483,200 ¥486,400 ¥473,600
SK-AS20M 048301 ¥398,000 ¥465,200 ¥468,400 ¥455,600

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-AS20L 20 W723×D587×H1236 W230×D420×H75〈20個〉
SK-AS20M 20 W708×D505×H1236 W229×D336×H72〈20個〉

SK-AS30L/M   30床用

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-AS30L 048304 ¥467,000 ¥594,800 ¥599,600 ¥580,400
SK-AS30M 048305 ¥467,000 ¥567,800 ¥572,600 ¥553,400
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-AS30L 30 W988×D587×H1236 W230×D420×H75〈30個〉
SK-AS30M 30 W954×D505×H1236 W229×D336×H72〈30個〉

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-A40L 048306 ¥480,000 ¥650,400 ¥656,800 ¥631,200
SK-A40M 048307 ¥480,000 ¥614,400 ¥620,800 ¥595,200
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-A40L 40 W1253×D499×H1164 W230×D420×H75〈40個〉
SK-A40M 40 W1201×D417×H1164 W229×D336×H72〈40個〉

SK-A40L/M  40床用

型番 商品コード 価格 YT- ８セット価格 YT-9セット価格 YT-11セット価格

SK-AS40L 048308 ¥545,000 ¥715,400 ¥721,800 ¥696,200
SK-AS40M 048309 ¥545,000 ¥679,400 ¥685,800 ¥660,200
〈仕様〉●本体フレーム：アルミニウム、引出：ABSアンスタ樹脂
●キャスター：φ125mm●引出カラー：ピーチ・ブルー

型番 床数 セット外寸（mm） 引出内寸（mm）

SK-AS40L 40 W1253×D587×H1236 W230×D420×H75〈40個〉
SK-AS40M 40 W1201×D505×H1236 W229×D336×H72〈40個〉

SK-AS40L/M  40床用
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型番 商品コード 仕様 価格

B-46N 742361 32床用 ¥230,000

与薬車

〈仕様〉●大型の薬ボックスが片面16、両面32個仕様。●薬袋のままでの収納ができま
す。●本体　スチール塗装　●引出し樹脂製内寸　W162×D169×172

〈仕様〉●フレーム材質：アルミ粉体塗装（1部スチール）●棚板：合成圧縮板●キャスター：
120φ対角ストッパー付●引出、分薬ケース材質：PS樹脂製 ●引出内寸：W80×D160×
H58mm（片面15個×2個）●分薬ケース：W76×D35×H52mm（引出内各4個付）

NEST与薬車 ・30人用
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-830P 473001 W495×D410×H910 ¥116,000
ON-830B 473002 W495×D410×H910 ¥116,000
ON-830G 473003 W495×D410×H910 ¥116,000

引出内には標準で分薬ケース付
（朝・昼・夕・寝る前の４個）

〈仕様〉●フレーム材質：アルミ粉体塗装（1部スチール）●棚板：合成圧縮板●キャスター：
120φ対角ストッパー付●引出、分薬ケース材質：PS樹脂製 ●引出内寸：W80×D160×
H58mm（片面28個×2個） ●分薬ケース：W76×D35×H52mm（引出内各4個付）

NEST与薬車 ・56人用

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-850P 475001 W755×D490×H910 ¥152,000
ON-850B 475002 W755×D490×H910 ¥152,000
ON-850G 475003 W755×D490×H910 ¥152,000

与薬車

〈仕様〉●本体　ステンレス●引出　PS樹脂（トウメイ、アンバー）●キャスター　125φ前
2輪ストッパー付●引出内寸　W105×D286×H87mm ×28個

・28床用

型番 商品コード サイズ（mm） 3分割セット価格 4分割セット価格

SK-2703S 048460 W710×D350×H1008 ¥221,720 ¥225,080

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

EL-NX24 048235 W780×D415×H1250 ¥455,000

ON-830/ON-850 分薬ケース▶
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型番 商品コード 仕様 価格

B-46N 742361 32床用 ¥230,000

与薬車

〈仕様〉●大型の薬ボックスが片面16、両面32個仕様。●薬袋のままでの収納ができま
す。●本体　スチール塗装　●引出し樹脂製内寸　W162×D169×172

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-830P 473001 W495×D410×H910 ¥116,000
ON-830B 473002 W495×D410×H910 ¥116,000
ON-830G 473003 W495×D410×H910 ¥116,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-850P 475001 W755×D490×H910 ¥152,000
ON-850B 475002 W755×D490×H910 ¥152,000
ON-850G 475003 W755×D490×H910 ¥152,000

型番 商品コード サイズ（mm） 3分割セット価格 4分割セット価格

SK-2703S 048460 W710×D350×H1008 ¥221,720 ¥225,080

与薬車

〈材質・仕様〉●フレーム材質：アルミ●測板アルミ樹脂複合版●天板ステンレス
●キャスター：125φ対角ストッパー付

・24人用

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

EL-NX24 048235 W780×D415×H1250 ¥455,000

●各引出は取出してそのままベッドサイドに取りつけできます。
（取付け金具は別売り）

●各引出にはトレーが8個（1週間分＋予備）が入っています。

与薬トレー

〈トレー内引出〉●TY-NX4：4分割 W60×D40×H40mm●TY-NX3：3分割 W80×D40×
H40mm

〈ベッド専用取付金具〉●丸パイプ用：￥800●角パイプ用：￥850
●TY-NX4用紙：￥1,000…100枚入り●TY-NX3用紙：￥1,000…100枚入り●TY-N専用表
紙：￥1,000…100枚入り

型番 サイズ（mm） 価格

TY-N W268×D410×H78 ¥1,250
TY-NX4 W250×D48×H68 ¥600
TY-NX3 W250×D48×H68 ¥600

YT-8 YT-9

L引出（内寸）mm　W230×D420×H75

M引出（内寸）mm　W229×D336×H72

SK-AS20L/M　20床用

配薬トレー

〈仕様〉●PC樹脂

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HYT-1 048335 W246×D200×H74 ¥3,100

・与薬カートで個人別セットされた与薬トレー
（YT-8、YT-9）を患者さん個人へ時間別セット管理
する配薬トレー。

HYT-1

与薬カート・与薬トレーの詳細ページ　P.56与薬トレー与薬カート

TY-NX4
（4分割）

TY-NX3
（3分割）

TY-N
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-603RS 046211 W510×D360×H860 ¥198,000
B-604BS 046221 W510×D360×H860 ¥198,000
B-605GS 046223 W510×D360×H860 ¥198,000
〈仕様〉●本体材質：スチール塗装●キャスター：φ100mm●仕切板　長2枚、短3枚付
〈オプション〉●ボンベ架：￥22,000　ガートル架：¥9,500●心肺蘇生用背板：￥18,000　

救急カート（ユニックミニカート）

●一発キーのセーフティロック機構
●省スペースにミニタイプワゴン
●エマージェンシー、回診、など万能な処置ワゴンとしてご使用い
ただけます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-67RS 046150 W595×D405×H850 ¥210,000
〈仕様〉●本体材質：スチール塗装●キャスター：φ125mm●付属品：補助テーブル、ガート
ル架付
〈オプション〉●ボンベ架￥22,000●心肺蘇生板￥18,000

救急カート

補助台収納式で、ガートル架も標準装備でスペースの限られたＮ．
Ｓ処置室での使用に適します。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-68NS 047111 W700×D450×H960 ¥272,000
〈仕様〉●本体材質：スチール塗装●キャスター：φ125mm　●仕切板　長2枚、短3枚付
〈オプション〉●ボンベ架：￥22,000　ガートル架：¥9,500●心肺蘇生用背板：￥18,000

ユーティリティーカート

●一発キーのセーフティロック機構
●多目的カートとしてお使い頂けます。

ボンベ架 500ℓ用

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-67RS、B-68NS●ボ
ンベ不含

型番 商品コード 価格

B-53 042980 ¥22,000

●各種ワゴンに装着可能、
　必要に応じてご選択下さい。
※機種により適応をご確認下

さい。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-603RS 046211 W510×D360×H860 ¥198,000
B-604BS 046221 W510×D360×H860 ¥198,000
B-605GS 046223 W510×D360×H860 ¥198,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-67RS 046150 W595×D405×H850 ¥210,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-68NS 047111 W700×D450×H960 ¥272,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-600N 048211 W560×D560×H1067 ¥328,000
〈材質・仕様〉●本体　アルミニウム●引出　ABS樹脂（ピーチ・ブルー）●付属品　仕切板・
木製マッサージボード・ホスピタルシート

救急カート
・補助台・鍵付ストップバー付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-293Ｂ 042789 W400×D450×H910 ¥225,000
BK-293Ｙ 042789 W400×D450×H910 ¥225,000
BK-293Ｐ 042789 W400×D450×H910 ¥225,000
BK-293Ｓ 042789 W400×D450×H910 ¥225,000
〈仕様〉●本体材質：ステンレス●キャスター：φ100mm
〈オプション〉●ボンベ架：￥12,000　ガートル架：￥12,000●木製マッサージボード：
￥12,000　汚物缶：￥12,000　※オプションは本体注文時にのみ取り付け可能

・引出1箇所カギ付、折りたたみテーブル付
※カラーご指定下さい

ボンベ架 500ℓ用

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-67RS、B-68NS●ボ
ンベ不含

型番 商品コード 価格

B-53 042980 ¥22,000

伸縮ガートル架

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-68NS

型番 商品コード 価格

C-62 743010 ¥11,500

●適応ワゴン：B-603 ～ 605、B-67RS、B-68NS

型番 商品コード 価格

RST-B 015860 ¥18,000

心肺蘇生用背板
・専用金具付、ワゴン機種をご指定下さい。

救急ワゴン
オプション

●各種ワゴンに装着可能、
　必要に応じてご選択下さい。
※機種により適応をご確認下

さい。

救急カート

BK-293B
BK-293Y

BK-293S
BK-293P
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-26 742000 W750×D450×H850 ¥262,000
B-26（カラー万能壺架セット付） ¥280,000

・材料格納に重点をおき、各科処置に適応する多目的カートです。
回診車（包帯交換車）

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター：φ120mm 静走タイプ●引き出し片面引き×4
●付属品：汚物缶　φ22cm●オプション：カラー万能壺架セット

スムーズな取り回しとなめらかな走行、静走カラーキャスターを装備。

回診車（包帯交換車）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-150 042790 W700×D450×H800 ¥310,000
〈仕様〉●本体材質：ステンレス●キャスター：φ125mm ストッパー付●引き出し 片面引き
×5　●付属品：汚物缶φ18cm 　ボウルφ21cm　カンシ入れ　スライドテーブル付

大容量の引き出し付き

95

440

25

型番 商品コード 価格

B-24N 742280 ¥18,000
B-24C 742270 ¥19,800

・シリコン製台座は耐薬性、耐熱性、揆水性にすぐれています。
・クッション性があり、すべり止め効果があります。

万能壺架台セット

●付属品：ステンレス万能壺250cc、4 ヶ（B-24N）
カラーステンレス万能壺250cc、4 ヶ（B-24C）

ワゴンアクセサリー

・ワゴン、注射台、ガートル台等に取付けて多目的にご使用できます。
ダスト・リング缶セット

〈仕様〉●ステンレス

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-562 751360 18mm缶 ¥13,000
B-563 751370 12mm缶 ¥9,600

樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-26 742000 W750×D450×H850 ¥262,000
B-26（カラー万能壺架セット付） ¥280,000

・材料格納に重点をおき、各科処置に適応する多目的カートです。
回診車（包帯交換車）

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター：φ120mm 静走タイプ●引き出し片面引き×4
●付属品：汚物缶　φ22cm●オプション：カラー万能壺架セット

スムーズな取り回しとなめらかな走行、静走カラーキャスターを装備。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-150 042790 W700×D450×H800 ¥310,000

回診車（包帯交換車）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-23E 742291 W725×D450×H850 ¥210,000
B-23E（カラー万能壺架セット付） ¥228,000

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター：φ120mm 静走タイプ●引き出し両面引き×2
●付属品：汚物缶φ22cm●オプション：カラー万能壺架セット

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-153 042703 W700×D450×H850 ¥180,000

・テーブルトップ四方サク付
・中下段バット式テーブル
・引き出し4個付（小物の整理収納用スリム×2）

回診車（包帯交換車）

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター：φ125mm●付属品：汚物缶φ12cm・φ18cm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-151 042701 W750×D450×H800 ¥110,000

・テーブルトップ四方サク付
・下段四方サク付
・引き出し（L）2個付
・各科での処置・搬送に扱いやすい汎用タイプカートです。

回診車（包帯交換車）

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター：φ100mm●付属品：汚物缶φ18cm

・ワゴン、注射台、ガートル台等に取付けて多目的にご使用できます。
ダスト・リング缶セット

〈仕様〉●ステンレス

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-562 751360 18mm缶 ¥13,000
B-563 751370 12mm缶 ¥9,600
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-170 742710 W580×D420×H850 ¥81,000

処置台

〈仕様〉●材質　SUS304 ステンレス
●キャスター　径120mm 自在

※サイズは押手・サク含まず

・引き出し（両面引）2個付
・2段式棚（落下防止サク付）

静走カラーキャスター付、立ち作業や搬送にラクなH850mm仕様

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-171 742840 W580×D420×H850 ¥97,000

処置台

〈仕様〉●材質　SUS304 ステンレス
●キャスター　径120mm 自在

※サイズは押手・サク含まず

・引き出し（両面引）2個付
・3段式棚（落下防止サク付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-162 742470 W580×D420×H850 ¥57,000

処置台

〈仕様〉●材質　SUS304ステンレス 
●キャスター　径120mm 自在

・2段式棚（落下防止サク付）

※サイズは押手・サク含まず

樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-226（2段）042685 W480×D350×H850 ¥74,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-227（3段）042686 W480×D350×H850 ¥80,000
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-170 742710 W580×D420×H850 ¥81,000

処置台

〈仕様〉●材質　SUS304 ステンレス
●キャスター　径120mm 自在

※サイズは押手・サク含まず

・引き出し（両面引）2個付
・2段式棚（落下防止サク付）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-171 742840 W580×D420×H850 ¥97,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-162 742470 W580×D420×H850 ¥57,000

静走カラーキャス夕一を装備、立ち作業に
配慮した高さ850mm仕様ミニタイプ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-226（2段）042685 W480×D350×H850 ¥74,000

処置カート（ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm
●引き出し　ステンレス×2

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-224（2段）042683 W480×D350×H850 ¥78,000

処置カート（カラー付ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm
●引き出し　ブルー×2

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-222（2段）042681 W480×D350×H850 ¥78,000

処置カート（カラー付ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm
●引き出し　ピンク×2

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-227（3段）042686 W480×D350×H850 ¥80,000

処置カート（ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm 
●引き出し　ステンレス×2

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-225（3段）042684 W480×D350×H850 ¥83,000

処置カート（カラー付ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm
●引き出し　ブルー×2

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-223（3段）042682 W480×D350×H850 ¥83,000

処置カート（カラー付ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm
●引き出し　ピンク×2

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

ノートPC搭載例
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-318N　 042302 W480×D360×H850 ¥67,000
BS-318NP 742303 W480×D360×H850 ¥69,000
BS-318NB 742304 W480×D360×H850 ¥69,000

コンパクトカート

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター φ100mm

ワゴンテーブルはプレス成型仕上げによる立ち上げ付
落下防止、日常の清掃が簡単。

オプションで棚3段も選択可
¥25,000追加

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-180Ｎ　 042752 W580×D420×H850 ¥78,000
BS-180NP 742753 W580×D420×H850 ¥82,000
BS-180NB 742754 W580×D420×H850 ¥82,000

処置カート

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスター φ100mm

型番 商品コード 価格

BS-333 042755 ¥14,500

オプション

〈仕様〉●ステンレス

・BS-318 BS-180 用グローブホルダー
※BS-318用か BS-180 用か発注時に指示下さい。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-1605 747083 W450×D374×H970 ¥95,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-100S 048203 W402×D448×H850 ¥111,000

BS-318N

BS-318NB

BS-318NP

BS-180NP

BS-180N
BS-180NB
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-318N　 042302 W480×D360×H850 ¥67,000
BS-318NP 742303 W480×D360×H850 ¥69,000
BS-318NB 742304 W480×D360×H850 ¥69,000

型番 商品コード 価格

BS-333 042755 ¥14,500

オプション

〈仕様〉●ステンレス

・BS-318 BS-180 用グローブホルダー
※BS-318用か BS-180 用か発注時に指示下さい。

パソコンカート
・補助テーブル格納時はコンパクトに、使用時はテーブル面を広げてPCワークを

効率的にこなせます。
パソコンカート

〈仕様〉●材質：ステンレス
●キャスター：φ120mm 自在
●付属品：A4ファイルボックス、マウスポケット

・天板は操作が楽なH920mm仕様。

バッテリーパック、カルテ
ブック、ナーススコープ等の
収納に便利なボックス付（着
脱可）。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-1605 747083 W450×D374×H970 ¥95,000
〈仕様〉●材質：ステンレス●天板、テーブル：塩化ビニール厚板
●キャスター：静走キャスターφ100㎜対角ストッパー
●スライドテーブルサイズ：W370×D200mm
●折りたたみテーブルサイズ：W150×D320mm
●標準：ワイヤーバスケット（W290×D100×H240mm）×1個付
●盗難防止セキュリティーロックワイヤー錠付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-1620N 747081 W580×D420×H920 ¥68,000

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

写真掲載のPC、事務備品は本体
に含みません。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-100S 048203 W402×D448×H850 ¥111,000

ナーシングカート

〈仕様〉●材質：本体フレーム ステンレス●トレー：ABS樹脂（ピーチ・ブルー）、ポリカ
ボネート樹脂（透明）●トレー内寸：W248×D348×H47mm×1、W249×D347×
H98mm×1

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-43C-N04S 048204 W673×D560×H965～1115 ¥127,100

ナーシングカート　昇降型（６段階調整）

〈仕様〉●材質：本体アルミニウム　トップテーブル：ABS樹脂　●付属品：昇降式ユニット、
サブテーブル（スライド式）トレー内寸W347×D249×H98、トップテーブル用シリコンシー
ト、マルチポケットフリー仕様　●キャスター：φ100mm（前輪ロック付）

ノートパソコン搭載仕様回診ワゴンです
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樹脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-309P（ピンク） 742273 W480×D360×H850 ¥52,000
BS-309B（ブルー） 742272 W480×D360×H850 ¥52,000

処置カート（コンパクト・ピンク/ブルー）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm自在
※W545×D360×H850mm（押手を含む）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-310P（ピンク） 742275 W480×D360×H850 ¥63,000
BS-310B（ブルー） 742274 W480×D360×H850 ¥63,000

処置カート（コンパクト・ピンク/ブルー）

●材質　ステンレス●キャスタ一　径120mm自在
※W545×D360×H850mm（押手を含む）

樹脂成 形仕上

静走キャスター

静かベアリング

BS-309P

BS-309B

BS-310P

BS-310B

大型樹脂成型キャスター（静走タイプ）を使用で軽快な走行が可能

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-880P	（2段） 470001 W495×D410×H910 ¥48,000
ON-880B	（2段） 470002 W495×D410×H910 ¥48,000
ON-880G	（2段） 470003 W495×D410×H910 ¥48,000
ON-882P	（3段） 470004 W495×D410×H910 ¥53,000
ON-882B	（3段） 470005 W495×D410×H910 ¥53,000
ON-882G	（3段） 470006 W495×D410×H910 ¥53,000

NEST
パステルカート（引出し付）2段/3段

〈仕様〉●フレーム：アルミ製粉体塗装（一部スチール）●棚板：合成圧縮板●引出：ABS樹
脂（内寸W420×D290×H25mm）　
●キャスターφ120mm対角ストッパー付き

・用途に合わせてタイプ、カラーをお選びください。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

ON-891P 470007 W755×D490×H910 ¥53,000
ON-891B 470008 W755×D490×H910 ¥53,000
ON-891G 470009 W755×D490×H910 ¥53,000

NEST
パステルカートL（引出し無）
・用途に合わせてタイプ、カラーをお選びください。

〈仕様〉●フレーム：アルミ製粉体塗装（一部スチール）●棚板：合成圧縮板
●キャスターφ120mm対角ストッパー付き

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-78 746230 W490×D360×H950 ¥88,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-2321S 042770 W440×D330×H800 ¥60,000
BK-2322M 042771 W600×D450×H800 ¥80,000
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-310P（ピンク） 742275 W480×D360×H850 ¥63,000
BS-310B（ブルー） 742274 W480×D360×H850 ¥63,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-78 746230 W490×D360×H950 ¥88,000

ナーシングキャリー（バスケットタイプ）
・検温､血圧チェック等、回診（巡室）時の器材を収納し、ベッドサイドで記録がで

きるミニカートです。
・記載台は傾斜とフラットな起立で、正面およびサイドからの記録にも適してい

ます。
・カゴをはずせば重ね置きができ、省スペース保管が可能。

コンパクトキャリーにナーシング機能を載せて

〈仕様〉●主要部　ステンレス●テーブルサイズ　W450×D320mm●キャスタ一　径
100mm 静走仕様●付属品　プラスチック製カゴ（W400×D360×H210mm）×2、万能壺 
小×1（酒精綿用）　

〈オプション〉●SSボックス取付加工　￥12,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-79 046231 W620×D380×H1045 ¥135,000

ナーシングキャリー（ハネ上げ棚タイプ）
・使用しないときはワンタッチで各段のハネ上げができ、コンパクトに重ね置き

できます。
・上段は筆記スペースとしてファイル等の記入が可能、中・下段には巡室用の備

品、用具の収納・搬送ができます。

〈仕様〉ステンレス●テーブルサイズ　W480×D320mm●各段高さ　340mm 
（1段） 650mm（2段） 970mm（3段）●キャスター　径100mm 双輪ダブルロック式

バスケットをはずせば重ね
置きができて省スペース保
管が可能です。

SSボックス等の追加取付が
可能です。（オプション仕様）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-2321S 042770 W440×D330×H800 ¥60,000
BK-2322M 042771 W600×D450×H800 ¥80,000

フレックスカート
・3段／ 3方枠付き

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスターφ75mm

コンパクトな処置カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-2421S 042772 W440×D330×H800 ¥63,000
BK-2422M 042773 W600×D450×H800 ¥83,000

フレックスカート
・2段／ 3方枠付き

〈仕様〉●材質：ステンレス●キャスターφ75mm

コンパクトな処置カート（引出付）
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-75 042740 W600×D450×H800 ¥108,000
〈仕様〉●材質　ステンレス●テーブル　W550×D450×H750●全閉時　W620×D165
×H960mm●キャスター　径100mm 静走仕様

・強度、耐久性にも優れたべストセラータイプ。
・全開・半開・全閉とスムーズな展開、折りたたみができます。

折りたたみ処置台（2段タイプ）

全開と半開、2サイズでのご使用が可能です。格納時はコンパクトに折りたためます。

折りたたみ式ワゴン　BSシリーズ           

〈仕様〉●材質　SUS-304ステンレス●テーブル　W390×D290×H890mm●全閉時　
W470×D240×H1020mm●キャスター　径75mm

型番 商品コード サイズ(mm） 価格

BS-73 042741 W555×D440×H940 ¥120,000

・全開・半開・全閉とスムーズな展開、折りたたみができます。
・全閉時厚さ170mm（テーブル部）でコンパクトな保管が可能です。

折りたたみ処置台（3段タイプ）　　
ミ二タイプ、三段式折りたたみ力ートです。

・安定した走行性の大型双輪キャスターを採用。
・成形部品組付けにより本体は触感がやさしく耐久性に優れています。

〈BGA-2〉●折りたたみサイズ W613×D200×H940mm●棚間サイズ 386mm●自重 12kg
〈BGA-2M〉●折りたたみサイズ W763×D200×H988mm●棚間サイズ 386mm●自重 15kg
〈BGA-2W〉●折りたたみサイズ W933×D200×H988mm●棚間サイズ 386mm●自重 17kg

型番 サイズ（mm） 価格

BGA-2 W613×D505×H838 ¥90,000
BGA-2M W763×D505×H838 ¥110,000
BGA-2W W933×D505×H838 ¥120,000

折りたたみ処置台

組立不要、製品到着後すぐにご使用できます。
使用後、折りたたみができるので、置き場所に困りません。

折りたたみ式ワゴン　BGAシリーズ

型番 サイズ（mm） 価格

BGA-3 W613×D505×H958 ¥120,000
BGA-3M W763×D505×H958 ¥134,000
BGA-3W W933×D505×H958 ¥150,000

折りたたみ処置台

〈BGA-3〉●折りたたみサイズ W613×D200×H1060mm●棚間サイズ 242mm●自重 17kg
〈BGA-3M〉●折りたたみサイズ W763×D200×H1060mm●棚間サイズ 242mm●自重 21kg
〈BGA-3W〉●折りたたみサイズ W933×D200×H1060mm●棚間サイズ 242mm●自重 25kg

BGA-2M BGA-3M

半開
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-691 047090 W600×D450×H930 ¥44,000
BK-692 047100 W750×D450×H930 ¥54,000

・立上付テーブル2段タイプ。
処置台（2段棚）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径75mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-201 047000 W600×D450×H800 ¥21,000
BK-202 047010 W750×D450×H800 ¥32,000
BK-203 047020 W900×D600×H800 ¥49,000

処置台
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型番 商品コード サイズ(mm） 価格

BS-73 042741 W555×D440×H940 ¥120,000

型番 サイズ（mm） 価格

BGA-3 W613×D505×H958 ¥120,000
BGA-3M W763×D505×H958 ¥134,000
BGA-3W W933×D505×H958 ¥150,000

折りたたみ処置台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-691 047090 W600×D450×H930 ¥44,000
BK-692 047100 W750×D450×H930 ¥54,000

・立上付テーブル2段タイプ。
処置台（2段棚）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径75mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-201 047000 W600×D450×H800 ¥21,000
BK-202 047010 W750×D450×H800 ¥32,000
BK-203 047020 W900×D600×H800 ¥49,000

処置台

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径50mm
（BK-201・202）、径75mm（BK-203）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-695 042473 W600×D450×H930 ¥55,000
BK-696 042479 W750×D450×H930 ¥64,000

・立上付テーブル3段タイプ。
処置台（3段棚）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径75mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-697 042474 W600×D450×H930 ¥47,000
BK-698 042481 W750×D450×H930 ¥62,000

・落下防止サク付2段テーブルタイプ。
処置台（2段棚サク付）　

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径75mm

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径50mm
（BK-211・212）、径75mm（BK-213）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-211 047030 W600×D450×H800 ¥26,000
BK-212 047040 W750×D450×H800 ¥39,000
BK-213 047050 W900×D600×H800 ¥58,000

処置台
・天板三方サク付。 搬送カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-701 747060 W580×D420×H820 ¥69,000
BS-703 747080 W890×D530×H850 ¥125,000

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径100mm
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-187 042715 W750×D450×H800 ¥59,000

・落下防止サク付3段テーブルタイプ。
処置カート

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径100mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-186L 042713 W800×D400×H800 ¥61,000
BK-186M 042714 W600×D400×H800 ¥48,000

・立上付テーブル3段タイプ。
処置カート

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスタ一　径100mm

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-4091 044067 W1032×D508×H960 ¥57,700

・たくさんの積み込みが可能な大型テーブルサイズです。
マイティ万能カート

〈仕様〉●材質　各棚樹脂成型●カラー　オフホワイト
●キャスタ一　径100mm 

・各段に落込みプレス加工を施した高品位ワゴン
です。

・清潔を要求される中材・OP室・病棟向に好適です。

処置カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-712 047150 W750×D450×H800 ¥94,000
BS-713 047160 W900×D600×H800 ¥105,000

〈仕様〉●材質　SUS304ステンレス●キャスタ一　径
100mm

・安全で衛生的な一体成型テーブル、押手付です。
・棚間は25.4mmピッチで任意に高さ変更ができ

ます。

マイティ万能カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-2030 044066 W850×D540×H900 ¥60,600
〈仕様〉●ポール　クロムメッキクリアコート仕上げ
●各棚　樹脂成型●キャスター　径100mm 

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BW-1A 047164 W605XD460XH934 ¥46,000

・不安定な物品や、かさばる物品の保管搬送に
最適なカート

・深さ150mmのバスケット形状
・棚板の高さ調整でき、位置変更が自在に行え

ます。

バスケットカート

〈仕様〉●バスケット：クロームメッキ、抗菌クリアコーティ
ング仕上げのスチールワイヤー●ポール、トップハンドル：
ＳＵＳ304●キャスターΦ75mm　対角ストッパー付き

・3段トレー式ミニカート、各段トレーは脱着でき
ます。

・アーチ式押し手付、省スペースな多用途向ワゴ
ンです。

３段バット台（アーチ型）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-166 742490 W450×D350×H990 ¥62,000

・天板フラット、中・下段落下防止用サイドアップ
サイドアップワゴン

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-107 044068 W760XD460XH815 ¥77,000
BC-109 044069 W910XD610XH815 ¥92,000

〈仕様〉●本体　ステンレス　クロームメッキ●キャス
ター　φ100mmストッパー 2個付
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-4091 044067 W1032×D508×H960 ¥57,700
〈仕様〉●材質　各棚樹脂成型●カラー　オフホワイト
●キャスタ一　径100mm 

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-2030 044066 W850×D540×H900 ¥60,600
〈仕様〉●ポール　クロムメッキクリアコート仕上げ
●各棚　樹脂成型●キャスター　径100mm 

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BW-1A 047164 W605XD460XH934 ¥46,000

・不安定な物品や、かさばる物品の保管搬送に
最適なカート

・深さ150mmのバスケット形状
・棚板の高さ調整でき、位置変更が自在に行え

ます。

バスケットカート

〈仕様〉●バスケット：クロームメッキ、抗菌クリアコーティ
ング仕上げのスチールワイヤー●ポール、トップハンドル：
ＳＵＳ304●キャスターΦ75mm　対角ストッパー付き

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-230 042472 W450×D300×H800 ¥31,500

・樹脂製ミニ引出し付
・上段落下防止三方サク付

処置力ート（ミニタイプ）

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスター　径50mm

・各段落下防止サク付（上段三方、中下段四方サ
ク）。

処置力ート（ミニタイプ）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-208 042471 W450×D300×H800 ¥28,000
〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスター　径75mm

・3段トレー式ミニカート、各段トレーは脱着でき
ます。

・アーチ式押し手付、省スペースな多用途向ワゴ
ンです。

３段バット台（アーチ型）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-166 742490 W450×D350×H990 ¥62,000
〈仕様〉●材質　ステンレス●棚間寸法　260m
●キャスター　径75mm

・3段トレー式ミニカート、各段トレーは脱着でき
ます。

３段バット台

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-165 742480 W450×D350×H910 ¥62,000
〈仕様〉●材質　ステンレス●棚間寸法　260m
●キャスター　径75mm

・小回り、搬送性にすぐれたサプライカート。
サプライキャリー

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-93 042477 W540×D375×H940 ¥49,000
〈仕様〉●本体　ステンレス●バスケット　樹脂製（グリー
ン）●キャスター　径75mm●付属品　バスケット W480
×D360×H160mm ２個
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■フルオート・高精度制御
スタートSW（電源ON）を押すだけの簡単操作、スチーム消毒後は自動で保温モードに替わり、消毒効果
を維持します。

■オートセーブ検知機能
器内の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします。
（メンテナンスコール機能）

■省電力運転モード
加熱時はフルパワーで、保温時は自動で省電力モードに替わり緻密な温度制御でおしぼりの衛生管理
を行います．

■豊富なラインナップをご用意
サイズ・容量別に3タイプを用意、ご使用ニーズに合わせてお選びいただけます。

特　徴

マイコンによるオートセーブ検知機能付
より安全に、使いやすく確かな
消毒おしぼりをつくります。

B-10NB B-12NB

B-15NS

小川医理器株式会社製、タオルスチーマー（清拭車）
/型名B-12NBに下記の内容で菌種をセットし消毒効
果について測定をおこなった。
●内容量　おしぼりタオル100本
●試供菌種　�MRSA・緑膿菌�

オートクレーブ滅菌後のタオルに�
菌種をセット、本器内の複数箇所の�
タオル菌数を測定した。

●運転モード　�スタート加温から自動蒸し上げ、保温
モード（H）。（水温から工程開始、85分
後の被験菌数を測定）

◆おしぼりの消毒効果試験◆

B-12NP

測定おしぼり               被験菌名
MRSA 緑膿菌：Ps. aeruginosa 

（CFU/0.2g 相当）
初期値 1.2×108

（CFU/枚 換算）
初期値 5.5×1010

（CFU/0.2g 相当）
初期値 2.4×109

 （CFU/枚 換算）
初期値 1.1×1012

容器内（右側） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500
容器内（中央） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500
容器内（左側） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500

厚生労働省指定検査機関
社団法人　京都微生物研究所

＜10、＜500：検出せず

●低水位検知
　 補給水の不足を知らせます。

●温度異常過昇
　 水位検知の他、温度検知により空炊きを
 防止します。

●ヒーター（負荷）の断線
　 ヒーター劣化、結線不具合を検知

●漏電検知
　 万一のヒーター絶縁劣化や機内の漏電を
 知らせます。
　 マクロショックによる危害を未然に
 防止します。

オートセーブ検知
（メンテナンスコール機能）

運転を自動停止してパネルLEDとアラームでお知らせします。

〈フルオート制御チャート〉

B-12NPB付属品
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測定おしぼり               被験菌名
MRSA 緑膿菌：Ps. aeruginosa 

（CFU/0.2g 相当）
初期値 1.2×108

（CFU/枚 換算）
初期値 5.5×1010

（CFU/0.2g 相当）
初期値 2.4×109

 （CFU/枚 換算）
初期値 1.1×1012

容器内（右側） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500
容器内（中央） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500
容器内（左側） ＜10 ＜500 ＜10 ＜500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-12NP（小タオル100本用） 742422  W680×D320×H870 ¥238,000
B-12NB（小タオル100本用） 742421  W680×D320×H870 ¥238,000

・小タオル100本収納

〈仕様〉●材質　ステンレス、外装�ステンレスにカラー塗装●キャスター　径120mm
自在/静走使用●電源　AC100V�8.5A�50/60Hz●カラー　ピンク/B-12NＰ、ブルー
/B-12NB●付属品　中カゴ/ステンレス製4個（W125×D230×H135mm）、バスケット
/樹脂製×3個

コンパクト、スリムボディーに収納力が自慢です

夕オル・スチームカート(清拭車）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-15NS（大タオル100本用） 742400  W860×D450×H870 ¥298,000

・大タオル100本収納
・療養型病床、施設向け適応タイプ
・手ぬぐいタオルでの身体清拭ができる大容量タイプです。

〈仕様〉●材質　ステンレス●キャスター　径120mm�自在/静走使用●電源　AC100V�
13.5A�50/60Hz●付属品　中カゴ/ステンレス製2個（W300×D300×H180mm）、バス
ケット/樹脂製�大×2個

手ぬぐいサイズ、大タオルを収納できます

タオル・スチームカート（清拭車）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-10NB（小夕オル50本用） 742411  W380×D320×H400 ¥147,000
B-10WG（専用台） 785111  W420×D360×H540 ¥36,000

・小タオル50本収納

〈仕様〉●材質　ステンレス、外装�ステンレスにカラー塗装●キャスター　径50mm（専用
台）●電源　AC100V�4.5A�50/60Hz●付属品　中カゴ/ステンレス製2個（W125×D230
×H135mm）、バスケット/樹脂製�大×1個（専用台）

タオル50本仕様のミニタイプ、
交換・処置カートへの搭載も可能です

タオル・スチーマー（清拭車）

●低水位検知
　 補給水の不足を知らせます。

●温度異常過昇
　 水位検知の他、温度検知により空炊きを
 防止します。

●ヒーター（負荷）の断線
　 ヒーター劣化、結線不具合を検知

●漏電検知
　 万一のヒーター絶縁劣化や機内の漏電を
 知らせます。
　 マクロショックによる危害を未然に
 防止します。

オートセーブ検知
（メンテナンスコール機能）

運転を自動停止してパネルLEDとアラームでお知らせします。

B-12NP

専用台はオプションです。

B-12NB

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング

樹 脂成形仕上

静走キャスター

静かベアリング
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・コンパクトスタイルでべッド間にラクに入り込
めます。

・標準、低床他、様々なべッドに対応できます。
・強制排水モーター装備で高所への排水が可能です。
・シャンプーボールには頭受けバンドを標準で装備（着脱可）。

シャンプーコンポ：セリア

型番 サイズ（ｍｍ） 価格

B-320  W466×D790×H960 ¥490,000
ルージュピンク　　　　　　　商品コード042391
ブルー　　　　　　　　　　　商品コード042392

〈仕様〉●本体　PE成形樹脂●ハンドル　スチール
粉体塗装●電源　AC100V 50/60Hz●消費電力　
25/31W●タンク容量　清水24ℓ、汚水28ℓ●保温能
力約-2.8℃/h（20℃）●シャンプーボールストローク　
H620 〜 800mm

● コンパクト・軽量で扱いやすい、樹脂成形フ
ルボディー。

● シャンプーボールはスライド・回転・着脱が
自在、べッドサイド・床面・さらにシャンプー
チェアでの洗髪等、患者さんの状況に即した
ケアが可能です。

■使いやすさをデザイン化、Shampoo Compo CELLIA　あらゆる洗髪シーンに対応します■

〈シャンプーチェアーＢ-57での使用例〉

コンパクト、シンプルな操作部、サービスコンセント付。

本体カラー（ルージュピンク/ブルー）

・スライドと回転が自在のシャンプーボール
・止水、流水のON/OFFが確実なシャワーコック

シャンプーボールは着脱・分離が可能。

ご使用例
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型番 サイズ（ｍｍ） 価格

B-320  W466×D790×H960 ¥490,000
ルージュピンク　　　　　　　商品コード042391
ブルー　　　　　　　　　　　商品コード042392

〈仕様〉●本体　PE成形樹脂●ハンドル　スチール
粉体塗装●電源　AC100V 50/60Hz●消費電力　
25/31W●タンク容量　清水24ℓ、汚水28ℓ●保温能
力約-2.8℃/h（20℃）●シャンプーボールストローク　
H620 〜 800mm 型番 商品コード 価格

B-57 042380 ¥295,000

・背足連動で安楽な姿勢がとれます。
・病棟、洗髪室へとそのままで患者さんの移送ができます。
・パールピンクのソフトシート、アームレストは身体にやさしい円形肘掛です。
・ペダルの踏み込みで高低が自在です。

シャンプーチェア

〈仕様〉●マットレス　ビニールレザー張クッション●本体　スチールクロム仕上●キャス
タ一　径75ｍｍ ダブルロック式ストップ2個付（車輪と首振りの同時ロックと解放可）

型番 商品コード 価格

B-58 042370 ¥180,000

・サイドハンドルの軽いタッチで背がリクライニングします。
・オイルポンプ昇降式、ペダルの踏み込みで高低が自在です。

シャンプーチェア

〈仕様〉●マットレス　ビニールレザー張クッション●本体　スチールクロム仕上●キャス
ター　樹脂軽量式
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自動タオル巻機　マイチャオ
洗浄消毒後のしぼったタオルを定形にたたんで置くだけで、
スピーディーに巻きタオルがつくれます。

型番 商品コード 価格

B-301 042430 ¥365,000

・美しく均一にタオルが巻けます。
・業務の迅速化に。（3～4秒/1本）
・巻き速度が緩～急自在に調節できます。
・タオルのつまり、手指のつめ防止に自動停止安全機能付。

【専用ワゴン搭載例】●タイプ　B-13 ￥95,000●材質　SUS-304ステンレス●サイズ
W450×D600×H700

電源 AC100V　50/60Hz　最大90W

べルト速度 停止・緩～急　0～440ｍｍ/sec（50Hz）
停止・緩～急　0～520ｍｍ/sec（60Hz）　

安全装置 はさまれ防止　マイクロスイッチ反応
本体開放時　モーター瞬時停止　

材質 外装：樹脂成形品　フレーム：スチール（鉄）製
外形サイズ W380×D590×H210ｍｍ
重量 約20kg

〈仕様〉

ワンタッチでべースオープン、
清掃手入れが容易。
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※あらかじめ多量の水分は絞ってからセットして下さい。（乾燥タオルは不適）

患者さん、来院の方へのサービス提供に
除菌・保温したおしぼりをその場でつくります

・UVランプを使用しているため、貯水タンクを殺菌しています。
・常温とホットの切替ができます。ヒーター装置付のため温度を一定に保ちます。
・ロールタオルがなくなると、ブザー音と表示でお知らせします。

おしぼりハンディーⅡ（おしぼり製造機）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

WP-1000 021150 W220×D500×H465 ¥130,000
〈仕様〉●重量12.5kg●ロールタオル　24cm幅（2折）×37.5m　約160本分●電源AC100V
50/60Hz　70W（最大270W）●貯水タンク　2.5ℓ●リモコン稼動距離　6m以内

・60倍希釈で経済的です。
補充用除菌消臭液テレミスト

型番 商品コード 価格

WP-TM 021152 ¥22,000
〈仕様〉●成分　フェノアルキルクロラオド・精製水
●500cc×10本入●1本あたり￥2,200

・おしぼり約160本/ロール　24ロール入
補充用ロールタオル

型番 商品コード 価格

WP-RT 021151 ¥31,200

おしぼりハンディー
専用搭載ワゴン
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

WP-B 021153 W300×D450×H800 ¥25,000
〈仕様〉●ステンレス

WP-TM
WP-RTWP-B

〈仕様〉●1ロールあたり￥1,300
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型番 商品コード 価格

B-301 042430 ¥365,000

電源 AC100V　50/60Hz　最大90W

べルト速度 停止・緩～急　0～440ｍｍ/sec（50Hz）
停止・緩～急　0～520ｍｍ/sec（60Hz）　

安全装置 はさまれ防止　マイクロスイッチ反応
本体開放時　モーター瞬時停止　

材質 外装：樹脂成形品　フレーム：スチール（鉄）製
外形サイズ W380×D590×H210ｍｍ
重量 約20kg

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BHC-1 042455 W520×D435×H930 ¥62,000

・テーブルトップ面を作業スペースとして有効に活用できます。
・搭載ホットキャビ： HC-1D（120～170本入）　￥79,000

ホットキャビカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径100mm ストップ2個付●付属品　バスケット×
1
※ホットキャビネットHC-1Dは別途価格です。
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HC-1D

・UVランプを使用しているため、貯水タンクを殺菌しています。
・常温とホットの切替ができます。ヒーター装置付のため温度を一定に保ちます。
・ロールタオルがなくなると、ブザー音と表示でお知らせします。

おしぼりハンディーⅡ（おしぼり製造機）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

WP-1000 021150 W220×D500×H465 ¥130,000
〈仕様〉●重量12.5kg●ロールタオル　24cm幅（2折）×37.5m　約160本分●電源AC100V
50/60Hz　70W（最大270W）●貯水タンク　2.5ℓ●リモコン稼動距離　6m以内

・おしぼり約160本/ロール　24ロール入
補充用ロールタオル

型番 商品コード 価格

WP-RT 021151 ¥31,200

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BHC-20 042459 W550×D430×H940 ¥38,500

・コンパクトな外観のBHC-19に引出しをセット
・搭載ホットキャビ　HC-38（150 ～ 200本入）　￥58,000

ホットキャビカート

〈仕様〉●ステンレス●樹脂製引出付●キャスター径75mmストップ2個付●付属品バ
スケット×1

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BHC-19 042457 W550×D430×H940 ¥35,000

・コンパクトな外観で軽快に搬送、処置ができます。
・搭載ホットキャビ： HC-18F（80～96本入）　￥43,000

ホットキャビカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径75mm ストップ2個付●付属品　バスケット×1
※ホットキャビネットHC-18Fは別途価格です。

HC-18F

※ホットキャビネットHC-38は別途価格です。

HC-38
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-38NA 042433  W450×D410×H450 ¥140,000

・マイコン制御でご希望の温度にセット（30 ～ 90℃）
ホットキャビネット（殺菌灯付）

●庫内容量　38ℓ おしぼり150～200本入　●温度調節　表示付マイコン制御●電源　
AC100V 50/60Hz 410W●殺菌灯2W×3●重量　13kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-10UVe 042431  W350×D275×H290 ¥44,000

・用途に合わせて庫内温度の設定をL（70℃）・H（80℃）の2段階に切り替えて
使用することができます。

ホットキャビネット（殺菌灯付）

●庫内容量　10ℓ おしぼり45～54本入●温度調節　電子制御 70℃・80℃（2段切替） 
●電源　AC100V 50/60Hz 120W●殺菌灯2W●重量　6kg

ホットキャビネット	

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

　HC-8MO 042451 W300×D340×H261 ¥39,000
HC-8LY 042452 W300×D340×H261 ¥39,000
 HC-8LG 042453 W300×D340×H261 ¥39,000

●庫内容量　8ℓ　おしぼり約45本　●温度調節　バイタルサーモ式　60℃～ 80℃　●電源　AC100V 
50/60HZ 140W●重量　4.5kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-18F 042443  W450×D275×H355 ¥43,000

・両サイドのステーアーム付、強度、耐久性にすぐれた前開きタイプです。
ホットキャビネット

●庫内容量　18ℓ おしぼり80～96本入●温度調節　バイメタルサーモ式 70℃～80℃
●電源　AC100V 50/60Hz 165W●重量　6.5kg
※横開きタイプ　HC-18Sも有

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-10F 042442  W350×D275×H290 ¥38,000

ホットキャビネット

●庫内容量　10ℓ おしぼり45～54本入●温度調節バイメタルサーモ式　70℃～80℃
●電源　AC100V 50/60Hz 120W●重量　5.5kg
※横開きタイプ　HC-10Sも有

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-1D 042440  W450×D397×H495 ¥79,000

・横開き、2枚扉で分別収納に適しています。
ホットキャビネット

●庫内容量　26ℓ おしぼり120～170本入●温度調節　バイメタルサーモ式　70℃～80℃
●電源　AC100V 50/60Hz 400W●重量　13kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-38 042448  W450×D410×H450 ¥58,000

・用途に合わせて庫内温度の設定をL（70℃）・Ｈ（80℃）の２段階に切り替え
て使用することができます。

ホットキャビネット

●庫内容量　38ℓ おしぼり150～200本入●温度調節　電子制御 70℃・80℃（2段切替）
●電源　AC100V 50/60Hz 570W●重量　12kg

ホットキャビネット

型番 カラー 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-6 白 042434  W300×D307×H230 ¥34,000
HC-6A パールブルー 042435  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6G パールグリーン 042436  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6P パールピンク 042437  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6Y パールイエロー 042461  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6K ブラック 042462  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6M 木目 042463  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6SUS ステンレス 042464  W300×D307×H230 ¥37,000

●庫内容量　6ℓ おしぼり25～30本入●温度調節　バイメタルサーモ式 70℃～80℃
●電源　AC100V 50/60Hz 120W●重量　4kg

タテ・ヨコ自在設置のミ二タイプキャビネットです。

HC-6A HC-6P HC-6K

HC-6G HC-6Y HC-6M

HC-6SUS

・両サイドのステーアーム付、強度、耐久性にすぐれた前開きタイプです。

HC-6
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-12UVe 046465 W455×D320× H290 ¥50,000

ホットキャビネット（殺菌灯付）

●庫内容量　13ℓ おしぼり50～70本入　●温度調節　電子制御 70℃～ 80℃　●電
源　AC100V 50/60Hz 200W　殺菌灯2W●重量　7.5kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-38NA 042433  W450×D410×H450 ¥140,000

・マイコン制御でご希望の温度にセット（30 ～ 90℃）
ホットキャビネット（殺菌灯付）

●庫内容量　38ℓ おしぼり150～200本入　●温度調節　表示付マイコン制御●電源　
AC100V 50/60Hz 410W●殺菌灯2W×3●重量　13kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-10UVe 042431  W350×D275×H290 ¥44,000

・用途に合わせて庫内温度の設定をL（70℃）・H（80℃）の2段階に切り替えて
使用することができます。

ホットキャビネット（殺菌灯付）

●庫内容量　10ℓ おしぼり45～54本入●温度調節　電子制御 70℃・80℃（2段切替） 
●電源　AC100V 50/60Hz 120W●殺菌灯2W●重量　6kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CC-8 042458 W300×D340×H261 ¥49,000

クールキャビ

●庫内容量　6ℓ　おしぼり約35本　●庫内温度　7 ～ 10℃（周辺温度25度の場合）
●電源　AC100V  50/60HZ  85W　●重量5kg

ホットキャビネット	

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

　HC-8MO 042451 W300×D340×H261 ¥39,000
HC-8LY 042452 W300×D340×H261 ¥39,000
 HC-8LG 042453 W300×D340×H261 ¥39,000

●庫内容量　8ℓ　おしぼり約45本　●温度調節　バイタルサーモ式　60℃～ 80℃　●電源　AC100V 
50/60HZ 140W●重量　4.5kg

アロマチップ（タオル蒸し器用芳香剤）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AC-S 042454 1箱30枚入り ¥3,000  

●香りはレモン、ハミング、ジャスミンの 3 種類
●封を切ってホットキャビ庫内にいれて下さい。

・スペースを取らないコンパクトサイズ
・冷却部は低騒音ファンで動作音を軽減

・用途に合わせて庫内温度の設定をL 60 ～ 70℃ /H 70 ～ 80℃の２段階に切替えて使用する
ことができます。

・ジョイントプレート（別売）を使えば２段に重ねての使用もOK

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-10F 042442  W350×D275×H290 ¥38,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-38 042448  W450×D410×H450 ¥58,000

型番 カラー 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-6 白 042434  W300×D307×H230 ¥34,000
HC-6A パールブルー 042435  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6G パールグリーン 042436  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6P パールピンク 042437  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6Y パールイエロー 042461  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6K ブラック 042462  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6M 木目 042463  W300×D307×H230 ¥37,000
HC-6SUS ステンレス 042464  W300×D307×H230 ¥37,000

●庫内容量　6ℓ おしぼり25～30本入●温度調節　バイメタルサーモ式 70℃～80℃
●電源　AC100V 50/60Hz 120W●重量　4kg

タテ・ヨコ自在設置のミ二タイプキャビネットです。
HC-8MO

HC-8LG

HC-8LY
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〈操作パネル部名称〉
●主電源/洗浄入切スイッチ
●吸引レべル選択設定
●水温（低/高）設定
●お手入れ入切スイッチ

ベッドに寝たまま、しかも、シーツを
濡らさずに温水洗浄ができる
全く新しい夕イプのボディーウオッシャーです。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BSU-1002 042381 Ｗ547×D328×Ｈ465 ¥198,000

オンべッドボディウオッシャーいずみ
・身体の各部位、下腹部や局部の汚れをあっという間にきれいにし、毎日の大

変な介護の労苦を大幅に軽減します。
・頭髪用シャワーヘッドを使用してシャンプーも可能です。
・洗浄しながら同時に汚物を吸引するので、シーツ類を濡らしたり汚すことが

ありません。

優れた洗浄力
写真では霧が外に噴き出ていますが実際は、この
霧はシャワーヘッドの中で肌を洗っており、洗い
終わった汚水はただちに吸引されるので外に漏
れずシーツを濡らしません。

からだを洗う（ボディ用シャワーヘッド）
・先端を肌に当てると霧状の温水シャワーが噴き出

て、汗や肌の汚れはもとより、陰毛に付着した汚物、
尿などもきれいに落としながら同時に吸引します。

（標準付属）

あたまを洗う（頭髪用シャワーヘッド）
・シャワーヘッドの先端を頭皮に押しあてた時だけ

温水シャワーが出て、シャンプーの泡と汚れを洗
浄し吸引します。（別売　TH-2 ￥6,500）

採尿と洗浄（採尿・洗浄カップ リモコン付）
・カップを局部に押しあて、採尿と温水洗浄を行い

ます。
 リモコンで操作するのでお一人でもできます。
要介護者の自立支援をサポートします。（別売　
NR-34 ￥9,000）〈仕様〉

●電源　AC100V　800W（MAX）
●給水タンク容量　3ℓ
●排水タンク容量　6.5ℓ
●重量　約13kg

らくらく洗髪とお湯をためての清拭・足浴に。
施設・在宅でのお手軽ケアーに。
訪問介護・出張理美容サービスに、
好適のキャリングセットです。

シャンプー・キャリーセット
・シャンプーボールは回転と着脱が自在、べッド

床面上で負担をかけない姿勢でのシャンプー・
ケアが可能です。

・ボール内にお湯を貯められるので、身体各部の
清拭や足浴等便利にお使いいただけます。

型番 商品コード 価格

BSU-502 742385 ¥158,000

〈構成〉
●シャワー・タンクユニット　¥48,000
●シャンプーボール（洗い槽）　¥55,000
●キャリー台車　¥55,000

〈シャワー・清水タンクユニット仕様〉
●ハンドシャワー（ホース1.5m付）、ポンプ1式付属
●タンク容量　20ℓ、断熱ケース付属
●サイズ　W300×D400×H350mm

〈シャンプーボール（洗い槽）仕様〉
●材質　PE樹脂形成
●排水ホース1m、頭受けバンド付属
●サイズ　W450×D450×H230mm

〈キャリー台車仕様〉
●材質　スチール粉体塗装・クロームメッキ
●サイズ　W500×D500×H950（MAX）
●重量　約8kg

〈オプション仕様〉
●排水タンク20ℓ　￥2,800

シャンプーボールを低位
置にセット

コンパクトなセット形状
でひとりでも楽に自動車
に積み込めます。（排水タン
クはオプション）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

NS-110 041108 Ｗ668×L2015×H555～955 ¥630,000
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BSU-1002 042381 Ｗ547×D328×Ｈ465 ¥198,000

オンべッドボディウオッシャーいずみ
・身体の各部位、下腹部や局部の汚れをあっという間にきれいにし、毎日の大

変な介護の労苦を大幅に軽減します。
・頭髪用シャワーヘッドを使用してシャンプーも可能です。
・洗浄しながら同時に汚物を吸引するので、シーツ類を濡らしたり汚すことが

ありません。

シャンプー・キャリーセット
・シャンプーボールは回転と着脱が自在、べッド

床面上で負担をかけない姿勢でのシャンプー・
ケアが可能です。

・ボール内にお湯を貯められるので、身体各部の
清拭や足浴等便利にお使いいただけます。

型番 商品コード 価格

BSU-502 742385 ¥158,000

〈構成〉
●シャワー・タンクユニット　¥48,000
●シャンプーボール（洗い槽）　¥55,000
●キャリー台車　¥55,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Ｍ-117 041270 Ｗ550×L1900×H430～850 ¥350,000

シャワーストレッチャー（ハイロータイプ）

〈仕様〉●耐蝕性軽合金6063ST（アルミ）●重量　28kg●キャスター　125mm ストップ付
●付属品　シャワー用マットレス・枕

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Ｍ-115 043300 Ｗ550×L1900×H750 ¥172,000

シャワーストレッチャー

〈仕様〉●耐蝕性軽合金6063ST（アルミ）●重量　16kg●キャスター　125mm ストップ付
●付属品　シャワー用マットレス・枕

シャワー浴専用のストレッチャー
簡易的な入浴や部分浴としてご使用いただけます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AL-SUD 041110 W560×L1900×H500～845 ¥280,000

シャワーストレッチャー（ハイロータイプ）

〈仕様〉●アルミ合金●重量　38.8kg●キャスター　φ125㎜ダブルロック●標準装備　
シャワー用マットレス　490×1700×30厚、イルリガートル架

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

NS-110 041108 Ｗ668×L2015×H555～955 ¥630,000

シャワーストレッチャー（ハイロータイプ）

〈仕様〉●ステンレス、ウレタン●重量：62.5kg●耐荷重：200kg●キャスター：φ125㎜

シャワー専用のストレッチャーです。
オプションの浴槽セットを併用すると、簡易的な入浴や部分浴用とし
てもご使用いただけます。
広い昇降ストロークにより移載から洗体まで最適ポジションが選べます。
介護浴に便利な背上機構付（角度 0 ～ 20°）
テスリ
２か所のロックを同時に解除しないと開かない安全設計

ブレーキペダル　
４輪同時にロックがかかる安全設計

チルトバー
オプションの浴槽セットを使用する際、排水を容易にするためボトムを
傾斜させることができます

オプション　浴槽セット（満水量約160リットル）￥120,000
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入浴介助をサポートするための
ストレッチャーとバスタブを
充実の機能でラインアップ。
即存の施設での増設にも用途に
合わせてお選びいただけます。

型番 商品コード 価格

HN-600 041100 ¥1,400,000

入浴用電動ストレッチャー
・充電器・バッテリー2個付。
・高機能で低価格、新しいフォルムの電動タイプのストレッチャーです。
・スイッチひとつで高さ調節が簡単に行えます。
・電動式で気になるバッテリーの残量も一目でわかるチェックボタン付です。
・ステンレス製の本体と樹脂製のボードで耐久性・耐食性に優れています。

〈仕様〉●ステンレス・ウレタン●３段階角度調節　0°,25°,45°●キャスター　径100mm●
バッテリー仕様（12Ｖ・7Ah）●フル充電約8時間　90kg負荷で約90回昇降可●交換用バッテ
リー　￥9,800

型番 商品コード 価格

HN-200 041101 ¥810,000

入浴用ストレッチャー
・高機能で低価格、新しいフォルムの入浴用ストレッチャーです。
・上下ハンドルで高さ調節を行います。
・ステンレス製の本体と樹脂製のボードで耐久性・耐食性に優れています。

〈仕様〉●ステンレス・ウレタン●３段階角度調節　0°,25°,45°●キャスター　径100mm

タ イ プ HN-600 HN-200
全 長 1860mm 1860mm
全 幅 810mm 800mm
全 高 1125～1595mm 950～1420mm
座 面 幅 500mm 500mm
使 用 浴 槽 高 240～710mm 240～710mm
フ レ ー ム 幅 824mm 824mm
フ レ ー ム 高 147mm 147mm
重 量 58kg 49kg
耐 荷 重 100kg 100kg

・保温効果の高いFRP製のバスタブです。
・キャスター（２輪付）ですから必要に応じて移動可

能です。

型番 商品コード 価格

HB-200 041104 ¥800,000
〈仕様〉●FRP●排水ホース付2.5m●シャワーフック付属

洗浄機能付トイレにも対応
4輪キャスターシャワーキャリーです。

シャワーキャリー

型番 商品コード 価格

ＭＳ-5820 532005 ¥147,000

〈仕様〉●本体　ステンレス●背・座　ナイロン・ウレタン 
●サイズ　Ｗ500×D840×H900～960mm、座幅 
410mm 座高 435～495mm●重量　13.5kg●キャス
ター　径125mm/後輪12インチ（ノーパンクタイヤ）●適
応便器サイズ　W410×H430mm以下

型番 商品コード 価格

SC-160 532006 ¥160,000

HB600/HN600セット例

HB-200 HB-600

バスタブ
機能を満載した本格的なバスタブです。

型番 商品コード 価格

HB-600 041103 ¥1,500,000
〈仕様〉●FRP●排水ホース付2.5m/給水・給湯ホース付各
6m●シャワーフック付属※給湯排水の時間は参考値です。
●工事費は別途となります。

・サーモスタット付混合栓のシャワーとお湯の出・止を手
元のボタンで切り替えるワンハンドシャワーも採用。

タ イ プ HB-200 HB-600
全 長 2150mm 2150mm
全 幅 760mm 760mm
全 高 790mm 790mm
バスタブ内幅 660mm 660mm
バスタブ内高 445mm 445mm
重 量 60kg 75kg
満 水 量 405ℓ 405ℓ
給 湯 時 間 約13分 約13分
排 水 時 間 約7分 約7分

〈仕様〉

HN-600

HN-200
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型番 商品コード 価格

HN-600 041100 ¥1,400,000

型番 商品コード 価格

HN-200 041101 ¥810,000

タ イ プ HN-600 HN-200
全 長 1860mm 1860mm
全 幅 810mm 800mm
全 高 1125～1595mm 950～1420mm
座 面 幅 500mm 500mm
使 用 浴 槽 高 240～710mm 240～710mm
フ レ ー ム 幅 824mm 824mm
フ レ ー ム 高 147mm 147mm
重 量 58kg 49kg
耐 荷 重 100kg 100kg

シャワーキャリー

型番 商品コード 価格

MS-5600 532004 ¥340,000

・肘掛は体型に合わせて上下に可動、またレッグガードも開閉します。
・ネットタイプへッドレストは2段階で高さ調節ができます。
・へッドレスト、背部、足元ネットは取り外して洗えます。

〈仕様〉●SUS-304ステンレス●各部　ウレタン（発泡）/ポリエステル/ポリプロピレ
ン●サイズ　Ｗ540×D1030×H1190/1240mm●重量　26.6kg●キャスター　径
100mm ステンレスダブルロック付

簡単操作のフルフラットリクライニング採用、
体型や状態に応じてフレクシブルに可動します。洗浄機能付トイレにも対応

4輪キャスターシャワーキャリーです。

シャワーキャリー

型番 商品コード 価格

ＭＳ-5820 532005 ¥147,000

〈仕様〉●本体　ステンレス●背・座　ナイロン・ウレタン 
●サイズ　Ｗ500×D840×H900～960mm、座幅 
410mm 座高 435～495mm●重量　13.5kg●キャス
ター　径125mm/後輪12インチ（ノーパンクタイヤ）●適
応便器サイズ　W410×H430mm以下

肘掛、背、ステップの
各部が単独で可動します。

シャワーキャリー

型番 商品コード 価格

SC-160 532006 ¥160,000

・コンパクトで折りたたみ可能なシャワーキャリーです。
・はね上げ式肘かけやチルト機構により、洗体が

容易に行え、介助者の負担を軽減します。

タ イ プ HB-200 HB-600
全 長 2150mm 2150mm
全 幅 760mm 760mm
全 高 790mm 790mm
バスタブ内幅 660mm 660mm
バスタブ内高 445mm 445mm
重 量 60kg 75kg
満 水 量 405ℓ 405ℓ
給 湯 時 間 約13分 約13分
排 水 時 間 約7分 約7分

〈仕様〉

ステップ

後部折りたたみ時

マットSC-160

立ち上がり用可動手すり付シャワーベンチです。

・背もたれは高さ3段階調節式、取り外しも可能です
（ハイバックのみ）。

シャワーベンチ

ＳＷ-11 段差の無いスペースの狭い場所用
ＳＷ-11Ｗ 段差とスペースがあるところは安定感のあるＷタイプ
ＳＷ-11S 段差があるスペースのない後輪が中に入ったSタイプ

シャワーキャリー

型番 商品コード 価格

SW-11 532007 ¥90,000
SＷ-11Ｗ 532008 ¥100,000
SＷ-11Ｓ 532009 ¥100,000

〈仕様〉●アルミ粉体塗装　ステンレス　発泡ウレタン
●サイズ　SW-11 W492×D839×H862,SH425㎜

（SW-11WのみW546㎜）
●重量　SW-11 11.3kg　SW-11W/S 12.5kg

背もたれ取り外し片肘
はね上げ

左右に持ち手と
シャワーフック付。

SW-11

型番 商品コード 価格

MS-556 532003 ¥19,800

SW-11SSW-11W

〈仕様〉●本体　ステンレス、ウレタン●サイズ　W500
×D790×H866,SH457mm●重量　15kg●キャス
ター　前輪：100mm　後輪：300mm●チルト角度 10°

〈仕様〉●本体　アルミ●座・背　ポリエチレン●サイズ
Ｗ500×D540×H760～940mm、座幅380mm●重量　
4.2kg
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型番 商品コード 価格

Ｍ-2570 043800 ¥1,390,000

・看護・処置を受ける人、施す人の立場になって技術の粋を結集、洗練された
ハイグレードストレッチャーです。

・安定した重厚構造でありながら、軽いタッチでの駆動・走行性能を確保、5
脚の大径キャスターで狭いスペースでの機動性も自慢です。

ライフガードストレッチャー

・べッド面高さ、無段階昇降式（油圧足踏み式高さ570 ～ 870mm）
・背上げはガススプリングによりフリーな位置での角度調節ができます。 
・キャスターは大型（径150mm）でトータルロックシステムを採用。（フリー・直進・完全ロック）
・サイドレールは片手での操作が可能な反転式タイプです。処置時の必要に応じてワンタッチで着脱がで

きます。
・ハイローは足踏みペダルによるスムーズな昇降方式。

救急用ストレッチャー

救急・外来・ I. C. U．に、コスト/機能性に優れた救急処置用ストレッチャーです。

型番 商品コード 価格

M-800 043510 ¥550,000

材　　質 フレーム　スチール塗装・クロムメッキ
上下機構 足踏み油圧式（高さ 570～870mm）

キャスター 直径150mmトータル口ックシステム（フリー/直進/完全ロック）
マットレス 難燃・スタッフチャックカバ一厚さ80mm
本体寸法 W780×L2060×H570～870mm
付  属  品 ガートル架・ボンべ架（500L用）・収納カゴ
重　　量 約92kg

〈仕様〉

〈ローポジションでのフラット処置仕様〉
●ワイドな床面サイズでゆったりとした処置姿勢がとれます。
●サイドレールユニットは両サイド共、ワンタッチで着脱

ができます。

〈仕様〉●スチール塗装・ク口ムメッキ●付属品　ガートル架・ボンべ架・収納カゴ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-801 043511 W780×L2060×H570～870 ¥460,000

・病棟での搬送、処置が容易な床面W600タイプ。
・サイドレールは起立・水平・下降の三態が片手だけの操作で可能。 
・背上げは、なめらかな昇降ができる手動式ハンドルを採用しています。

ハイローストレッチャー（油圧昇降型）　
フットペダルによりスムーズにハイローできます。

●ガートル架は不要時は下部フレームのホルダーに収納できます。

●ボンべ架はスライド収納と回転機構を備え、処置の容
易な位置に直立セットできます。

（油圧昇降ペダル／トータルロックブレーキ機構）
● 走行制御が容易に行え、大型キャスターによりスムー

ズな走行が可能です。
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救急・OP・ICU室での移し替え、搬送、処置のための
高機能を装備しています。

型番 商品コード 価格

Ｍ-2570 043800 ¥1,390,000

・看護・処置を受ける人、施す人の立場になって技術の粋を結集、洗練された
ハイグレードストレッチャーです。

・安定した重厚構造でありながら、軽いタッチでの駆動・走行性能を確保、5
脚の大径キャスターで狭いスペースでの機動性も自慢です。

ライフガードストレッチャー

〈仕様〉

材 　 　 　 　 質 フレーム／スチール粉体塗装ボディ/樹脂成形
ハイ口一・トレンデンべルグ 足踏式油圧昇降傾斜角12°

外 形 サ イ ズ
床 面 サ イ ズ
ス ト ロ ー ク

W770×L2110mm 
W670×L1980mm 
560～930mm

背 上 機 構 シリンダー任意昇降　角度0～87°
重 　 　 　 　 　 量 138kg
付 属 品 モニターボードユニット・マットレス・可倒式IVポール
※Cアーム対応型も選択可能（X線カセットトレーなし）脱着式

ガードレール

各ペダル操作によりハイ口一・トレンデンべルグ・
逆トレンデンべルグが可能

脱着式Ⅳ ポール

型番 商品コード 価格

M-800 043510 ¥550,000

〈仕様〉●スチール塗装・ク口ムメッキ●付属品　ガートル架・ボンべ架・収納カゴ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-801 043511 W780×L2060×H570～870 ¥460,000

・病棟での搬送、処置が容易な床面W600タイプ。
・サイドレールは起立・水平・下降の三態が片手だけの操作で可能。 
・背上げは、なめらかな昇降ができる手動式ハンドルを採用しています。

ハイローストレッチャー（油圧昇降型）　
フットペダルによりスムーズにハイローできます。

フリー・直進・固定の走行制御レバーと
ハイローダウンペダル

Ｘ線カセッテを装備 モニターボードユニット

センターホイールシステムで直進、旋回がスムーズ背上げ0 ～ 87°
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ハイローストレッチャー（軽量型）

病棟各科での必要機能とニーズを追求。

・�ワイドな床面（ベッド巾600mm）が搬送・処置時にひと
まわりの余裕をつくります。
・サイドレールは、起立・水平・下降の三態が片手のみの
操作で可能。
・大径キャスター（径200mm）で走行、安定性にすぐれて
います。
・硬質アルミ材構造で強度・耐久性が向上。
・�ストッパーは一度の踏み込みで首振、車輪とも全輪の
ロックが可能（直進固定付）。

病棟各科での必要機能とニーズにこたえます。
軽量アルミタイプのベストセラーモデルです。

〈材質・仕様〉●硬質アルミ製●ストローク　565～910mm●キャ
スター　径200mm●重量約45kg�●付属品　マットレス・ガート
ル架・ボンベ架・力ゴ付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-301 043640 W600×L2000 ¥390,000
M-300 043600 W600×L2000 ¥350,000

※M-301（背上機構付）
※M-300（背上なし）　M-301

M-300

ストレッチャー（折りたたみタイプ）
床面の折りたたみ、伸展がひとりで簡単にでき
ます。

〈材質・仕様〉●本体　硬質アルミ●キャスター径150mm●マット
レス　ウレタン入ビニールレザー●折りたたみ時サイズ　W600×
D434×H1200mm●重量23.5kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-207 043650 W600×L1900×H785 ¥192,000

折りたたみ時
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〈材質・仕様〉●硬質アルミ製●ストローク　565～910mm●キャ
スター　径200mm●重量約45kg�●付属品　マットレス・ガート
ル架・ボンベ架・力ゴ付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-301 043640 W600×L2000 ¥390,000
M-300 043600 W600×L2000 ¥350,000

※M-301（背上機構付）
※M-300（背上なし）　

〈材質・仕様〉●本体　硬質アルミ●キャスター径150mm●マット
レス　ウレタン入ビニールレザー●折りたたみ時サイズ　W600×
D434×H1200mm●重量23.5kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-207 043650 W600×L1900×H785 ¥192,000

ストレッチャー（スタンダードタイプ）

〈材質・仕様〉●アルミ合金●φ150㎜個別ダブルロック
〈オプション〉ボンベ架�￥10,000　カゴ�￥10,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AL-UD-1 043611 W560×L1900×H495~890 ¥248,000

・標準装備：マットレス、イルリガートル架
・重量：38.8kg

ストレッチャー（担架取り外しタイプ）

〈材質・仕様〉●アルミ合金●φ150㎜個別ダブルロック●担架部レバーロック
〈オプション〉ボンベ架�￥10,000　カゴ�￥10,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AL-UD-3 043613 W560×L1900×H570~900 ¥264,000

・標準装備：マットレス、イルリガートル架
・重量：44.8kg

ストレッチャー（背上げタイプ）

〈材質・仕様〉●アルミ合金●φ150㎜個別ダブルロック●背上げピンジャッキ式
〈オプション〉ボンベ架�￥10,000　カゴ�￥10,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AL-UD-2 043612 W560×L1900×H495~890 ¥280,000

・標準装備：マットレス、イルリガートル架
・重量：42.8kg
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簡単レバー操作で
車椅子  ストレッチャー

・昇降用フットペダルは左右にあり、いずれからも高さの調節ができます。
・身体状況に合わせて各部位シートが頭部・背部・座部をサポートします。
・体圧を背部と座部に分散し、快適を保つチルト機構を装備しています。
・4輪ロックが簡単に操作できるトータルロック機構付。
・レザーカラー標準色はブルー、他にグリーン・ピンク・イエローをお選びいただけます。

コンバーウィールチェアーに
ハイローと各部位サポート機
能を装備。

型番 商品コード 価格

THW-3αS 035300 ¥395,000
THW-3αSH 035301 ¥415,000

・昇降用フットペダルは左右にあり、いすれからも高さの調節ができます。
・体圧を背部と座部に分散し、快適を保つチルト　機構を装備しています。
・4輪ロックが簡単に操作できるトータルロック機構付。
・カラー/ブルー・グリーン・ピンク・イエロー

コンバーダブルウィールチェア　コンバー 3αS

コンバーダブルウィールチェア　コンバー 3α
ハイローと体位保持機能の充実で、安心・快適にお使いいただけます。

〈仕様〉

全 高 ストレッチャー時　　450～720mm　H夕イプ/550～820mm
ウィールチェアー時　1130～1400mm  Hタイプ1230～1500mm

奥 行 ストレッチャー時　　1560～1830mm　
ウィールチェアー時　1200mm

全 幅 570mm
前 座 高 450～720mm　Hタイプ/550～ 820mm
座 幅 400mm
座 奥 行 430mm
重 量 54.6㎏　Hタイプ/55.0kg
最 大 負 荷 100㎏
材 質 フレーム：鋼管フレーム
表 生 地 ビニールレザー（防汚・抗菌）
ヘ ッ ド レ ス ト 前後・高さ・角度調節（無段階）サポート機能
リ ク ラ イ ニ ン グ 0～75度（±3度） （無段階）
チ ル ト 角 度 0～15度 （無段階）

足踏みペダル昇降機構 各部位サポート機構チルト機構

型番 商品コード 価格

THW-3α 551105 ¥395,000
THW-3αH 551106 ¥415,000

非課税

非課税

フルフラット姿勢で
移乗を容易にします。

ソフトな乗りごこち、
車椅子として。

チルト機構で体位を保持。

コンバー 3αのサイドバーがついた移乗、移動時安心タイプ

簡単レバー操作で
車椅子  ストレッチャー

〈コンバー 2仕様〉

全 高 ストレッチャー時　630mm
ウィールチェア時　1125～1305mm

奥 行 ストレッチャー時　1605～1880mm 
ウィールチェア時　1270～1315mm

全 幅 600mm
前 座 高 540mm
座 幅 400mm
座 奥 行 420mm

重 量 52㎏（THW-2A）
49㎏（THW-2B）

耐 荷 重 100㎏

材 質 フレーム/鋼管・アルミ
シート/ビニールレザー

ビージートランス（100cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-479 043370 W1000×D300×H36 ¥64,000

ビージーⅡ（70cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-469 043380 W700×D300×H36 ¥63,000

〈仕様〉

全 高 ストレッチャー時450～720mm　H夕イプ/550～820mm
ウィールチェア時1130～1400mm 　Hタイプ1230～1500mm

奥 行 ストレッチャー時 1560～1830mm
ウィールチェア時 1200mm

全 幅 610mm
前 座 高 450～720mm　Hタイプ/550～820mm
座 幅 400mm
座 奥 行 430mm
重 量 54.6㎏　Hタイプ/55.0kg
最 大 負 荷 100㎏
材 質 フレーム：鋼管フレーム
表 生 地 ビニールレザー（防汚・抗菌）
ヘ ッ ド レ ス ト 前後・高さ・角度調節（無段階）サポート機能
リ ク ラ イ ニ ン グ 0～75度（±3度） （無段階）
チ ル ト 角 度 0～15度 （無段階）
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型番 商品コード 価格

THW-3αS 035300 ¥395,000
THW-3αSH 035301 ¥415,000

・昇降用フットペダルは左右にあり、いすれからも高さの調節ができます。
・体圧を背部と座部に分散し、快適を保つチルト　機構を装備しています。
・4輪ロックが簡単に操作できるトータルロック機構付。
・カラー/ブルー・グリーン・ピンク・イエロー

〈仕様〉

全 高 ストレッチャー時　　450～720mm　H夕イプ/550～820mm
ウィールチェアー時　1130～1400mm  Hタイプ1230～1500mm

奥 行 ストレッチャー時　　1560～1830mm　
ウィールチェアー時　1200mm

全 幅 570mm
前 座 高 450～720mm　Hタイプ/550～ 820mm
座 幅 400mm
座 奥 行 430mm
重 量 54.6㎏　Hタイプ/55.0kg
最 大 負 荷 100㎏
材 質 フレーム：鋼管フレーム
表 生 地 ビニールレザー（防汚・抗菌）
ヘ ッ ド レ ス ト 前後・高さ・角度調節（無段階）サポート機能
リ ク ラ イ ニ ン グ 0～75度（±3度） （無段階）
チ ル ト 角 度 0～15度 （無段階）

型番 商品コード 価格

THW-3α 551105 ¥395,000
THW-3αH 551106 ¥415,000

非課税

チルト機構で体位を保持。

作
業
者

209
SP

作
業
日
期

12/08
3/3

仮
ペ
ー
ジ

病110

・フルフラットでも高い安定感があり安全な水平移乗が可能。
・ロック付きキャス夕一で確実固定。
・チルト機構で身体拘束をゼロに。
・脊髄損傷等の方に頭部を安定させるヘッドサポート機能付。
・レザー力ラー標準色はパステルグリーン、他にブルー・ピンク・イエローをお選
びいただけます。

コンバー 2A（トータルロックタイプ）

コンバー 2　共通特徴

コンバー夕ブルウィールチェアー「コンバー2」は移乗機能・ストレッ
チャー・車椅子として1台で3役の優れた機能を備えています。

型番 商品コード 価格

THW-2A 551100 ¥290,000

〈コンバー 2仕様〉

全 高 ストレッチャー時　630mm
ウィールチェア時　1125～1305mm

奥 行 ストレッチャー時　1605～1880mm 
ウィールチェア時　1270～1315mm

全 幅 600mm
前 座 高 540mm
座 幅 400mm
座 奥 行 420mm

重 量 52㎏（THW-2A）
49㎏（THW-2B）

耐 荷 重 100㎏

材 質 フレーム/鋼管・アルミ
シート/ビニールレザー

介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・療養病床や医療施設のど
んな場面でも1台で多様にご活用いただけます。
・ワンタッチ操作で4輪のキャスタ一をロックできます。

■チルト機構
体圧分散と身体拘束
をゼロに。

（0 ～ 17°無段階）

コンバー 2B（個別ロックタイプ）

型番 商品コード 価格

THW-2B 551101 ¥260,000

・コンバー2Aのキャスターを個々にロックするタイプです。

非課税

非課税

コンバー 2BS（体重計付タイプ）

型番 商品コード 価格

THW-2BS（検定付） 551103 ¥498,000

・コンバー2Bタイプに体重計をセット、移乗時に楽々測定ができます。

●ひょう量　150kg●目盛　100g●補助目盛　20g●電源　単3乾電池（6本）または専
用ACアダプター●付属品　ACアダプター、乾電池

ビージートランス（100cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-479 043370 W1000×D300×H36 ¥64,000

ビージーⅡ（70cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-469 043380 W700×D300×H36 ¥63,000

移乗ボードのせかえくん
型番 商品コード サイズ 価格

THW-490S 551200 S ¥20,000
THW-490M 551201 M ¥23,000

THW-2A

詳細ページ
　　P.8
詳細ページ
　P.106

〈仕様〉

全 高 ストレッチャー時450～720mm　H夕イプ/550～820mm
ウィールチェア時1130～1400mm 　Hタイプ1230～1500mm

奥 行 ストレッチャー時 1560～1830mm
ウィールチェア時 1200mm

全 幅 610mm
前 座 高 450～720mm　Hタイプ/550～820mm
座 幅 400mm
座 奥 行 430mm
重 量 54.6㎏　Hタイプ/55.0kg
最 大 負 荷 100㎏
材 質 フレーム：鋼管フレーム
表 生 地 ビニールレザー（防汚・抗菌）
ヘ ッ ド レ ス ト 前後・高さ・角度調節（無段階）サポート機能
リ ク ラ イ ニ ン グ 0～75度（±3度） （無段階）
チ ル ト 角 度 0～15度 （無段階）
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型番 商品コード 価格

M-2001HLT 743501 ¥520,000

材　質

フレーム／アルミ製
クリアガード・ベースカバー／樹脂成形
ガードカバー・準備マットレス／ビニールレザー製
クッション入
ウレタン製防水クッション（M-2001HST）

外形サイズ W670×L1425mm
ストローク 床面600～900mm/全高980~1280mm
キャスター 径200mmトータルロック　4輪同時ロック/フリー
酸素ボンベ架 スライド格納式、標準付属
点滴ガートル架 対角2ケ受具付、脱着収納式・標準付属
マットカラー イエロー・レッド（アニマル小柄模様）

作
業
者

209
作
業
日
期

12/08
仮
ペ
ー
ジ

病078

繰り出しベルトを使い、お一人でも腰を痛めることなく
簡単に乗せかえできます。

型番 商品コード 価格

HS-250 041105 ¥430,000

・軽く操作性に優れた本体徹底した軽量化により走行性や操作性に優れています。
乗せかえ装置付ストレッチャー

〈仕様〉●主要部　スチール（塗装あるいはメッキ）・レザー
〈オプション〉●ボンべ取付台　￥6,000●枕　￥8,000●点滴取付台　￥10,000
●カゴ￥18,000

タイプ HS-250
全長 1850mm
全幅 650mm
座面幅 550mm
座面高 490～895mm
フレーム高 160mm
重量 50㎏
耐荷重 100㎏

〈タイプ別仕様〉

●背上角度0～450°調節可　●キャスター径125mm

③        →
寝ている方を仰向けに
します。

④        →
体をささえながら、繰り
出しベルトがストレッ
チャーの中央にくるま
で巻き取ります。

①        →
ストレッチャーに背中
を向けてもらい、ハンド
ルを回して繰り出しベ
ルトを送り出します。

②        →
繰り出しベルトを寝て
いる方の体の下に敷き
こみます。

フルオプション装備
HS-250

ハンドルを右に回すと上昇し、左に回すと下降する簡単な操作、クッション性の良い繰
り出しべルトカバーを標準装備しています。

型番 商品コード 価格

HS-300 041106 ¥430,000

乗せかえ装置付車椅子

〈仕様〉●スチール塗装メッキ、レザー●キャスター径125ミリ	
〈オプション〉●ボンベ取り付け台￥12,000●点滴取り付け台￥8,000●カゴ￥18,000

非課税

車いすとしても使用できる
ストレッチャーです。

全長1,670から1,850㎜
全幅720㎜
全高845から1,240㎜
座面幅525㎜　
座面高425から785㎜
重量51.5kg
耐荷重100kg
角度調節0°～65°

〈仕様〉

全長 1.820mm
全幅 650mm

座面高（ボトム下面） 485～895mm
座面幅 510mm
フレーム高 145mm

重量 51㎏
耐荷重 125 ㎏
背受け角度 0～45°
キャスター 径100mm
主要材質 スチール（塗装メッキ）・レザー

本体とベッドを重ねることにより、
べッドから本体への移乗を安全に
楽に行うことができます。

＜オプション備品＞

カゴ　¥18,000

マクラ　¥6,000

ボンベ
取付台
¥12,000

ガードル架　¥6,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HS-100 043614 W650×L1820×H485～895 ¥330,000

・昇降ハンドルは左右にあり、ワン夕ッチで収納できます。
・背上機構付、水平から45°まで調節が可能。
・サイドガードはワンタッチで開閉し、大きな面構造なので移乗時も安心です。

ハイローストレッチャー
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マット下に収納されたボンベ架はワンタッチでスラ
イド取り出しと回転起立させることができ、酸素吸入
の処置が容易な位置にセットされます。

クッションガード、マットレスはイエローとレッドを
選択可。（いずれもアニマル小柄模様）

ソフトな素材のクリアガードは
衝撃にも強く視認性にすぐれて
います。

観察・保護用のクリアガードとソフトなクッションガード付、
幼児の搬送、ケアをサポートします。

型番 商品コード 価格

M-2001HLT 743501 ¥520,000

・ベビー、幼児の搬送、処置に適応します。
・酸素ボンベ架、ガートル架を標準装備。いずれも使用しない時はコンパクトに
格納できます。
・走行キャスターはフットレバーで全輪のロック/フリーが可能（トータルロッ
ク機構装備）。
・ハイロー機構付、任意の床面高さが得られます。（床面ストローク600～
900mm）

ベビーストレッチャー

型番 商品コード 価格

M-2001HST 743502 ¥560,000

・クッションガード、クッションマットを外して幼児のシャワーに対応します。
・ウレ夕ン製、撥水マットレス付属

ベビーストレッチャー（シャワー対応タイプ）

〈仕様〉

材　質

フレーム／アルミ製
クリアガード・ベースカバー／樹脂成形
ガードカバー・準備マットレス／ビニールレザー製
クッション入
ウレタン製防水クッション（M-2001HST）

外形サイズ W670×L1425mm
ストローク 床面600～900mm/全高980~1280mm
キャスター 径200mmトータルロック　4輪同時ロック/フリー
酸素ボンベ架 スライド格納式、標準付属
点滴ガートル架 対角2ケ受具付、脱着収納式・標準付属
マットカラー イエロー・レッド（アニマル小柄模様）

・滅菌済哺乳瓶
　SM100
　SM200

・小児用診察台
　CM192
　CM193

関連商品

商品掲載
ページ

　P.53

商品掲載
ページ

　P.11

繰り出しベルトを使い、お一人でも腰を痛めることなく
簡単に乗せかえできます。

型番 商品コード 価格

HS-250 041105 ¥430,000

・軽く操作性に優れた本体徹底した軽量化により走行性や操作性に優れています。
乗せかえ装置付ストレッチャー

〈仕様〉●主要部　スチール（塗装あるいはメッキ）・レザー
〈オプション〉●ボンべ取付台　￥6,000●枕　￥8,000●点滴取付台　￥10,000
●カゴ￥18,000

タイプ HS-250
全長 1850mm
全幅 650mm
座面幅 550mm
座面高 490～895mm
フレーム高 160mm
重量 50㎏
耐荷重 100㎏

〈タイプ別仕様〉

●背上角度0～450°調節可　●キャスター径125mm

③        →
寝ている方を仰向けに
します。

④        →
体をささえながら、繰り
出しベルトがストレッ
チャーの中央にくるま
で巻き取ります。

①        →
ストレッチャーに背中
を向けてもらい、ハンド
ルを回して繰り出しベ
ルトを送り出します。

②        →
繰り出しベルトを寝て
いる方の体の下に敷き
こみます。

フルオプション装備
HS-250

ハンドルを右に回すと上昇し、左に回すと下降する簡単な操作、クッション性の良い繰
り出しべルトカバーを標準装備しています。

型番 商品コード 価格

HS-300 041106 ¥430,000

乗せかえ装置付車椅子

〈仕様〉●スチール塗装メッキ、レザー●キャスター径125ミリ	
〈オプション〉●ボンベ取り付け台￥12,000●点滴取り付け台￥8,000●カゴ￥18,000

非課税

〈仕様〉

全長 1.820mm
全幅 650mm

座面高（ボトム下面） 485～895mm
座面幅 510mm
フレーム高 145mm

重量 51㎏
耐荷重 125 ㎏
背受け角度 0～45°
キャスター 径100mm
主要材質 スチール（塗装メッキ）・レザー
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車への搬入、車からの搬出がひとりで簡単に行えます。

アンビュランスコット

〈仕様〉●USアルミ軽合金●ストローク　250～820mm●重量　31kg●オプション　
ファスナーM-5-13（コット固定金具）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-128 043320 W560×L1970 ¥515,000

・�車での患者輪送のためのワンマンコット機能、レバー操作により6段階の高
さ調節機能付、床面はアルミ板張構造で心マッサージも行えます。背上機構
付、救急、病棟用ストレッチャーとしてもご使用できます。

ワンマンコット 

〈仕様〉●USアルミ軽合金●ストローク　210～810mm●重量　28kg●オプション　
ファスナーM-5（コット固定金具）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-126 043020 W560×L1930 ¥579,000

・�救急車のストレッチャーとして，患者搬送用に、最も扱いやすいポピュラー
夕イプです。一人の操作で車への搬入が容易にでき、その操作性の簡便さは
抜群です。

ファスナー（固定装置）
型番 商品コード 価格

M-5（M-126用） 043350 ¥45,000
M-5-13（M-128用） 043360 ¥39,000

・�前部止め具と後部可動式止め具で1Set、固定時は起立位置ですが、搬入出時
は可倒式レバーを横に倒します。M-5

〈搬入、搬出の仕方〉

〈高さを調節した図〉
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アンビュランスコット

〈仕様〉●USアルミ軽合金●ストローク　250～820mm●重量　31kg●オプション　
ファスナーM-5-13（コット固定金具）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-128 043320 W560×L1970 ¥515,000

・�車での患者輪送のためのワンマンコット機能、レバー操作により6段階の高
さ調節機能付、床面はアルミ板張構造で心マッサージも行えます。背上機構
付、救急、病棟用ストレッチャーとしてもご使用できます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-126 043020 W560×L1930 ¥579,000

型番 商品コード 価格

M-5（M-126用） 043350 ¥45,000
M-5-13（M-128用） 043360 ¥39,000

車載用ストレッチャー

〈仕様〉●アルミ合金●標準装備　マクラ・安全ベルト・ガートル棒・サイドパット●重量　
47.1kg●高さ　410/690～ 1055（8段階）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

GT-06 043326 W595×L2025 ¥700,000

・車への搬入・搬出が安全・確実・簡単に一人でできます。
・オリジナルリンク採用で様々な救急現場で対応できます。
・CPR（心臓マッサージ）、ベッドへの移乗など様々な救急現場で使用でき大
変便利です。
・椅子型担架としても使用可能です。キャスターを装備していますので、一人
で傷病者を運ぶことができます。
・背もたれ角度は6段階に調整でき、フット部も4段階に調整することが可能
です。

車載用ストレッチャー

〈仕様〉●アルミ合金●標準装備　マクラ・安全ベルト●重量　40.3kg●高さ　400/630
～ 985（7段階）
〈オプション〉●ガートル棒取り付けセット　￥35,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

GT-07 043325 W585×L2025 ¥415,000

・�着脱式ストレッチャー
・取り外すことができ、担架として使用できるほか狭い場所でも取扱が容易で
す。
・背もたれ角度調整機能付（6段階�0°～ 90°）

車載用ストレッチャー

〈仕様〉●アルミ合金●標準装備　マットレス●重量　33.9kg●高さ　390/600～955（7段階）
〈オプション〉●マクラ、安全ベルト　※ガートル架取付不可

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

GT-01 043324 W585×L2025 ¥365,000

・着脱式ストレッチャー
・取り外すことができ、担架として使用できるほか狭い場所でも取扱が容易で
す。

車載用ストレッチャー用ファスナー（固定装置）

〈仕様〉●車への取り付けは、車の床に穴加工を必要とするため専門の工場または、自動車
ディーラーへご依頼ください。

型番 商品コード 価格

タイプGT-01用 043327 ¥35,000
タイプGT-06用 043328 ¥27,500
タイプGT-07用 043329 ¥35,000

〈搬入、搬出の仕方〉

〈高さを調節した図〉
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品 番
キャスタ車輪×大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フット長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）

リ ク ラ イ ニ ン グ

角度( °）（mm）

CM-220 7"× 24" 420 470 440 230 400 390～ 400 880 1040 625 330 20.8

CM-230 7"× 16" 420 470 440 230 400 390～ 400 880 985 550 270 19.0 

CM-250 7"× 24" 420 470 440 230 400 350～ 400 880 1040 625 330 18.5

CM-260 7"× 16" 420 470 440 230 400 350～ 400 880 980 550 270 16.6

CM-50 7"× 24" 400 470 450 225 830 380 400 1270 1140 645 330 25.1 95°～ 160°

CM-54 7"× 16" 400 470 450 225 830 380 400 1270 1070 560 230 22.5 95°～ 160°

〈CM-220 ／ CM-230 ／ CM-250 ／ CM-260 ／ CM-50 ／ CM-54　仕様〉

〈DM-80 ／ CF-151 ／ CM-62 ／ SCT-50　仕様〉

品 番
キャスタ車輪×大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フ ッ ト 長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）（mm）

DM-80 7”Ｘ 24” 420 470 440 235 400 350～ 400 880 1050 620 330 16.5 

CF-151 7”Ｘ 24” 420 460 440 230 380 380 400 880 1050 610 300 18.8

CM-62 7”Ｘ 24” 380,400,420 470 450 230 400 300 400 900 1100 660 400 20.0 

SCT-50 6”Ｘ 20” 300,330,360 420 395 180 370 310 370 810 890 560 300 15.5

・病院、施設で幅広くご使用できるスタンダードタイプです。
車いす

〈共通仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

DM-80 033781 前座高470 ¥48,000

非課税 ・前後いずれでも作動するタックルブレーキを採用のスタンダードモデル。
車いす

〈共通仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●ブレーキ　タックルブレーキ●キャ
スター車輪×大車輪　7"×24●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

CF-151 034020 ¥68,000

非課税

・ダブルリング式ワンハンドドライブ
車いす（片手操作）

〈仕様〉●本体スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

CM-62 033510 ¥113,000

非課税 ・スチール標準タイプ（背固定）
車いす（小児用）

〈仕様〉●本体スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

SCT-50 034130 ¥67,000

非課税

型番 商品コード 価格

CM-220 033565 ¥66,000

車いす（エレベーティングタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-250 033567 ¥63,000

車いす（スイングアウトタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-50 033562 ¥95,000

車いす（リクライニングタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

非課税

ハイポリマータイヤ仕様は一台に付定価￥6,000アップになります。

ハイポリマータイヤ仕様は一台に付定価￥6,000アップになります。
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品 番
キャスタ車輪×大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フット長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）

リ ク ラ イ ニ ン グ

角度( °）（mm）

CM-220 7"× 24" 420 470 440 230 400 390～ 400 880 1040 625 330 20.8

CM-230 7"× 16" 420 470 440 230 400 390～ 400 880 985 550 270 19.0 

CM-250 7"× 24" 420 470 440 230 400 350～ 400 880 1040 625 330 18.5

CM-260 7"× 16" 420 470 440 230 400 350～ 400 880 980 550 270 16.6

CM-50 7"× 24" 400 470 450 225 830 380 400 1270 1140 645 330 25.1 95°～ 160°

CM-54 7"× 16" 400 470 450 225 830 380 400 1270 1070 560 230 22.5 95°～ 160°

品 番
キャスタ車輪×大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フ ッ ト 長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）（mm）

DM-80 7”Ｘ 24” 420 470 440 235 400 350～ 400 880 1050 620 330 16.5 

CF-151 7”Ｘ 24” 420 460 440 230 380 380 400 880 1050 610 300 18.8

CM-62 7”Ｘ 24” 380,400,420 470 450 230 400 300 400 900 1100 660 400 20.0 

SCT-50 6”Ｘ 20” 300,330,360 420 395 180 370 310 370 810 890 560 300 15.5

・前後いずれでも作動するタックルブレーキを採用のスタンダードモデル。
車いす

〈共通仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●ブレーキ　タックルブレーキ●キャ
スター車輪×大車輪　7"×24●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

CF-151 034020 ¥68,000

非課税

型番 商品コード 価格

SCT-50 034130 ¥67,000

型番 商品コード 価格

CM-220 033565 ¥66,000

車いす（エレベーティングタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税
型番 商品コード 価格

CM-230 032791 ¥66,000

車いす（エレベーティングタイプ）介助用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-250 033567 ¥63,000

車いす（スイングアウトタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-260 035011 ¥63,000

車いす（スイングアウトタイプ）介助用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-50 033562 ¥95,000

車いす（リクライニングタイプ）自走用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤ

非課税

型番 商品コード 価格

CM-54 033760 ¥95,000

車いす（リクライニングタイプ）介助用

〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●エアータイヤのみ

非課税
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のカラーバリエーションです。

※座幅、カラーご指定のないときは
カタログ掲載色で出荷いたします。
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〈商品別　仕様〉

品 番
キャスタ車輪Ｘ大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フ ッ ト 長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）（mm）

AR-100 6"× 22" 400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 650 320 13.4
AR-110 6"× 22" 400,420 380 360 245 420 285～ 380 850 950 650 330 13.5

AR-200B 6"× 22" 380,400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 670 350 14.7
AR-210B 6"× 22" 380,400,420 380 360 245 420 285～ 380 860 950 670 360 14.5
AR-300 6"× 16" 380,400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 590 300 13.3
AR-310 6"× 16" 380,400,420 380 360 245 420 285～ 380 860 930 595 300 13.0 
AR-500 6"× 22" 380,400,420 420 390 230 400 335～ 395 400 855 955 630 340 15.6
AR-600 6"× 16" 380,400,420 420 390 230 400 335～ 395 400 855 880 560 270 14.2

アルミを使用した軽量
スタンダードタイプです。

車いす
型番 商品コード タイプ 価格

AR-300 032785 ¥63,000
AR-310 032786 低床タイプ ¥63,000

〈仕様〉●本体　アルミ●座　ナイロン●ドラム介助ブレーキ付●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

AR-500 032787 ¥92,000

車いす

〈仕様〉●本体　アルミ●座　ナイロン●ドラム介助ブレーキ付●エアータイヤ

型番 商品コード 価格

AR-600 032788 ¥88,000

車いす

〈仕様〉●本体　アルミ●座　ナイロン●ドラム介助ブレーキ付●エアータイヤ

H-51 S-1 S-2

背折りたたみタイプ （介助）

背折りたたみタイプ（自走）

肘跳ね上げ＆スイングアウトタイプ （介助）肘跳ね上げ＆スイングアウトタイプ（自走）

背固定タイプ（自走）

車いす
型番 商品コード タイプ 価格

AR-100 032781 ¥50,000
AR-110 032782 低床タイプ ¥50,000

〈仕様〉●本体　アルミ●座　ナイロン●エアータイヤ

共通カラーバリエーション

型番 商品コード タイプ 価格

AR-200B 032783 ¥65,000
AR-210B 032784 低床タイプ ¥65,000

車いす

〈仕様〉●本体　アルミ●座　ナイロン　●ドラム介助ブレーキ付　●エアータイヤ

非課税

非課税非課税

非課税非課税

型番 商品コード 価格

FR-11R 033762 ¥135,000
〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●フットブレーキ

・リクライニング
・フットブレーキ

〈FR-11R ／ TW-500　仕様〉

品 番
キャスタ車輪×大車輪
（インチ）

座 幅 前 座 高 背もたれ高さ フット長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 重　量
（kg）

ア ー ム サ ポ ー ト 高 さ
（mm）

リクライニング角度 ティルト角度 耐荷重
（kg）（mm） （ °）

FR-31TR 6"× 12" 400 475 850 330～ 410 1240 1180 650 36.5 0・4~240 100°～174° 0°～30° 714
CF-203 7"× 12" 400 470 － － 450 1190 1160 610 24.0 － － － －
CF-205 7"× 12" 400 480～630 － － 450 1200 1160 610 31.0 － － － －
FR-11R 6"× 12" 400 475 830 330～ 420 1245 1180 530 29.0 0,210,230,250 100°～170° － －
CER-20 7"× 12" 470 490 － － 450 － － － 22.4 － － － －
TW-500 4"×   8" 410 450 － － 430 890~1110 780~1010 580 32.8 － 94°～117° 0°～17° 100

型番 商品コード 価格

CF-203 032820 ¥188,000
CF-205（手動ハイロー付） 032821 ¥239,000

車いす（フルリクライニング）

型番 商品コード 価格

FR-31TR 033761 ¥216,000

・最小回転半径714mm
車いす（チルト＆フルリクライニング）

〈仕様〉●本体　スチール●座　エリーゼスキン

非課税

ハイポリマータイヤ仕様は一台に付定価￥6,000アップになります。
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品 番
キャスタ車輪Ｘ大車輪

（インチ）

座 幅 前座高 後座高 肘パッド高さ 背もたれ高さ フ ッ ト 長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 折りたたみ幅 重 量
（kg）（mm）

AR-100 6"× 22" 400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 650 320 13.4
AR-110 6"× 22" 400,420 380 360 245 420 285～ 380 850 950 650 330 13.5

AR-200B 6"× 22" 380,400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 670 350 14.7
AR-210B 6"× 22" 380,400,420 380 360 245 420 285～ 380 860 950 670 360 14.5
AR-300 6"× 16" 380,400,420 430 400 240 415 350～ 400 880 1020 590 300 13.3
AR-310 6"× 16" 380,400,420 380 360 245 420 285～ 380 860 930 595 300 13.0 
AR-500 6"× 22" 380,400,420 420 390 230 400 335～ 395 400 855 955 630 340 15.6
AR-600 6"× 16" 380,400,420 420 390 230 400 335～ 395 400 855 880 560 270 14.2

型番 商品コード タイプ 価格

AR-300 032785 ¥63,000
AR-310 032786 低床タイプ ¥63,000

型番 商品コード 価格

AR-600 032788 ¥88,000

型番 商品コード タイプ 価格

AR-200B 032783 ¥65,000
AR-210B 032784 低床タイプ ¥65,000

・バックレストを倒す
とお尻を包むように
リクライニングし、脚
のエレべーティング
もステップが伸縮し

てどの角度でも安定した姿勢を保持します。
・長時間の使用でも疲れにくく、寝たきりの予
防のお役に立ちます。
・アームレストは上下スライド式で、介護・移
乗が容易にできます。

フルリクライニング車椅子
独自の機構で安定したリ
ラックス姿勢を保持、
長時間の使用にも
疲れません。

●CF-205ハイロータイプ
　（H480～630ｍm）

手動ハイロー機構付、高さの異なる位置
への移乗に、また整髪や洗髪時の処置も
容易になります。後方の手動ハンドルで
高さ調整ができます。

・リクライニングと脚部の角度を調整できます。
・スライド昇降式肘掛。
・足踏み介助ブレーキ付。

車椅子（リクライニングタイプ）
長時間の使用も可能、リーズナブルな
アルミ製フルリクライニング車椅子です。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CER-20 034122 W620×L1030×H1230 ¥168,000
〈仕様〉●本体　アルミ●シート　ビニールレザー

介護負担を軽減！

型番 商品コード 価格

FR-11R 033762 ¥135,000
〈仕様〉●本体　スチール●座　ビニールレザー●フットブレーキ

横に移動するティルト＆
フルリクライニング車いす。
ベッドへの横付け、狭いスペース
での移動がスムーズに。

・リクライニング
・フットブレーキ

型番 商品コード 価格

TW-500 033763 ¥148,000

・優雅さと快適性を追求した車椅子
・リクライニング、チルト、肘はね上げ、
後輪タイヤロック機構付き

シンフォニーチェア

〈仕様〉●フレーム　鋼管フレーム●表生地　ビニールレザー●エアータイヤ

長時間の使用も可能、リーズナブルな
アルミ製フルリクライニング車椅子です。

非課税

〈FR-11R ／ TW-500　仕様〉

品 番
キャスタ車輪×大車輪
（インチ）

座 幅 前 座 高 背もたれ高さ フット長 座奥行 全 高 全 長 全 幅 重　量
（kg）

ア ー ム サ ポ ー ト 高 さ
（mm）

リクライニング角度 ティルト角度 耐荷重
（kg）（mm） （ °）

FR-31TR 6"× 12" 400 475 850 330～ 410 1240 1180 650 36.5 0・4~240 100°～174° 0°～30° 714
CF-203 7"× 12" 400 470 － － 450 1190 1160 610 24.0 － － － －
CF-205 7"× 12" 400 480～630 － － 450 1200 1160 610 31.0 － － － －
FR-11R 6"× 12" 400 475 830 330～ 420 1245 1180 530 29.0 0,210,230,250 100°～170° － －
CER-20 7"× 12" 470 490 － － 450 － － － 22.4 － － － －
TW-500 4"×   8" 410 450 － － 430 890~1110 780~1010 580 32.8 － 94°～117° 0°～17° 100

型番 商品コード 価格

CF-203 032820 ¥188,000
CF-205（手動ハイロー付） 032821 ¥239,000

〈仕様〉●本体　スチールクロムメッキ・塗装仕上●シート　モケットシート・ビニールレザー
●ブレーキ　足踏ペダル式

非課税

車いす（フルリクライニング）

非課税

非課税

型番 商品コード 価格

FR-31TR 033761 ¥216,000

・最小回転半径714mm
車いす（チルト＆フルリクライニング）

〈仕様〉●本体　スチール●座　エリーゼスキン

非課税

リフトアップと通常時の使い分け
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型番 商品コード 価格

CF-301（自走夕イプ） 033791 ¥156,000
CF-302（介助夕イプ） 033792 ¥139,000

・施設、在宅での取り回しを考慮し、全長全幅を抑えたコンパクト仕様（立体フ
レーム構造）、多機能車椅子です。

オール抗菌車椅子

〈共通仕様〉●材質　本体/強化アルミ（抗菌処理）シート/ポリ工ステル（抗菌加工）●シート座
姿勢の保持とずり落ちを防止するレザー立体クッション仕上。背シートは体型に応じて張り
調整ができます（背折れ可能）。●ブレーキ　ドラム介助ブレーキを装備。●カラー　ブルー
/オレンジ/グリーン●座幅　38/40/42cm（標準仕様40cm）

横移乗に便利な肘掛はね上げ、脚部スイングアウト機能付、
シートも含め、手に触れる部分はオール抗菌仕様です。

各部寸法（標準）単位：m/m

    
各部

    

形式  

大車輪
キャスター
車　輪
（インチ）

座　幅 後座高 前座高 座奥行 全　高 全　長 全　幅 折りたたみ幅 重　量

CF-301 6×22 380/400/420 385 420 400 865 985 590 330 15.5
CF-302 6×14 380/400/420 385 420 400 865 955 540 250 14.0

〈タイプ別機能/特徴〉

CF-10H CF-10HE CF-10HR CF-10HRE

チルト機能（0～ 30°） ○ ○ ○ ○
枕の高さ調整 ○ ○ ○ ○
前後式フットブレーキ ○ ○ ○ ○
枕の前後、角度調節 ○ ― ○ ―
左右からのフットブレーキ ○ ― ○ ―
ドラム式介助ブレーキ ○ ― ○ ―
座・背シートの張り調整 ○ ― ○ ―
リクライニング機能 ― ― ○ ○

〈共通仕様〉

車 輪 6インチ×16インチ
座 幅 410mm
前 座 高 430mm（後座高422mm）
チ ル ト 角 度 0～最大30°
重 量 18kg〈CF-10H〉　21kg〈CF-10HR〉
全 サ イ ズ W579×L1281×H1038〈CF-10H〉　　W579×L1409×H1145〈CF-10HR〉
材 料 フレーム：アルミ（シルバーアルマイト）　シート地：ビニールレザー　カラー：オレンジ、紺

・座位角度が0～30°、シート本体が傾きます。
・上下スライド式肘掛でベッドへの移行が容易にできます。
・後方に加えて前側からも操作できるフットブレーキを採用。
・枕の高さ調整ができ、首と頭を支えてサポートします。

車椅子（姿勢保持/マイチルト）
身体全体を包み込むように、楽に姿勢を保持します。

型番 商品コード 価格

CF-10H（チルト） 033794 ¥148,000
CF-10HE（チルト） 033795 ¥131,000
CF-10HR（チルト・リクライニング） 033796 ¥173,000
CF-10HRE（チルト・リクライニング） 033797 ¥156,000

非課税

非課税

添加型抗菌剤使用
フレームパイプに抗菌効果を持たせ、いつも清潔にご使用頂けます。
抗菌効果としてMRSA、O157、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの菌の
増殖を阻止します。

・身体に触れるであろうパーツを全て、抗菌処理しました。
・特にシート部は制菌、防臭、撥水加工処理をほどこしました。

CF-301

CF-302

CF-10H CF-10HR （オプション）
エレベーティング機構￥16,000

型番 商品コード 価格

CF-121 732980 ¥7,200
CF-127 733032 ¥9,000

・CF-121　前方ガートル架セット
・CF-127　後方ガートル架セット

車いす用ガートル架（スチール1本棒）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MV-100 032542 W600×D685×H750 ¥35,000
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型番 商品コード 価格

CF-301（自走夕イプ） 033791 ¥156,000
CF-302（介助夕イプ） 033792 ¥139,000

〈共通仕様〉

車 輪 6インチ×16インチ
座 幅 410mm
前 座 高 430mm（後座高422mm）
チ ル ト 角 度 0～最大30°
重 量 18kg〈CF-10H〉　21kg〈CF-10HR〉
全 サ イ ズ W579×L1281×H1038〈CF-10H〉　　W579×L1409×H1145〈CF-10HR〉
材 料 フレーム：アルミ（シルバーアルマイト）　シート地：ビニールレザー　カラー：オレンジ、紺

・座位角度が0～30°、シート本体が傾きます。
・上下スライド式肘掛でベッドへの移行が容易にできます。
・後方に加えて前側からも操作できるフットブレーキを採用。
・枕の高さ調整ができ、首と頭を支えてサポートします。

車椅子（姿勢保持/マイチルト）
身体全体を包み込むように、楽に姿勢を保持します。

型番 商品コード 価格

CF-10H（チルト） 033794 ¥148,000
CF-10HE（チルト） 033795 ¥131,000
CF-10HR（チルト・リクライニング） 033796 ¥173,000
CF-10HRE（チルト・リクライニング） 033797 ¥156,000

非課税

（オプション）
エレベーティング機構￥16,000

型番 商品コード 価格

CF-121 732980 ¥7,200
CF-127 733032 ¥9,000

・CF-121　前方ガートル架セット
・CF-127　後方ガートル架セット

車いす用ガートル架（スチール1本棒）

車椅子用テーブル架

〈仕様〉●テーブルサイズ　W596×D450mm（外寸）●前後調節取付

型番 商品コード 価格

CF-123 032960 ¥11,000

車椅子用ボンベ架

〈仕様〉●径10cmボンベ用

型番 商品コード 価格

CF-122 032970 ¥11,000

・軒下、玄関のスペースに収納可能。折りたたみ幅27㎝のコンパクトタイプ
・車のトランクにもらくらく積み込み可能。折りたたみ幅27㎝高さ52㎝
・押し手高さ、座面高さの調整が可能です。
・車輪　前輪/後輪　8インチ

OLIVE

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MV-100 032542 W600×D685×H750 ¥35,000

お出かけのよきパートナー
・超コンパクト設計で狭い場所や公共の場での取扱が容易です。
・折りたたみはワンタッチ操作で可能です、またブレーキはワンタッチ足踏みブ
レーキ標準装備です。

・折りたたみ時幅310高さ610㎜
・車輪　前輪4インチ　後輪6インチ

お出かけ用折りたたみ介助タイプ車いす　MVタイプ車いす

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MV-2 032543 W445×D730×H915 オープン価格

重量6.2キログラムの超軽量タイプ

・自立形状で置き場所に困りません。
・移動もキャリー形状へ変形でらくらく。
・座イス機能で1休憩もできます。
・コンパクトな折りたたみ収納。
・重量7kg
・車輪　前輪 5インチ　後輪 3インチ

キャリーナウォーカー

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CW-1 032544 W515×D575×H910 ¥38,000

歩行補助アイテム

〈仕様〉●アルミ、スチール、ＰＰ〈オプション〉●バック￥4,800

非課税 非課税

オプション

※伸縮棒の場合￥4,000アップ
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型番 商品コード 価格

CF-8AL 035102 ¥59,000

歩行補助器（アルコー）

〈仕様〉●フレーム　スチール塗装●シートウレタン・ビ
二ールレザー●キャスター　径100mm四輪自在●サイズ
W667×D677×H800 ～1070mm●腋内サイズ　296 ～
373mm●重量　13kg

〈オプション〉●グリップ￥3,500

・高さ調整がワンタッチでできます。

非課税

歩行補助器（アルコー）
・簡単に折りたためます。
・ベッド下部に脚部が入るので移乗が容易にできます。

型番 商品コード 価格

CF-DX 035101 ¥63,000

〈仕様〉●フレーム　スチール・クロームメッキ
●シート　ウレタン・ビニールレザー●キャスター　
110mm自在車●サイズ　W610×D650×H865～
1300mm●腋内サイズ　430mm●重量　11.8kg

非課税

型番 商品コード 価格

CF-1AL 035100 ¥56,000

歩行補助器（アルコー）

〈仕様〉●フレーム　スチール・クロームメッキ
●シート　ウレタン・ビニールレザー●キャスター　
径110mm自在車●サイズ　W570×D700×H920～
1120mm●腋内サイズ　380mm●オプション　ガート
ル架セット ￥11,000、ボンベ架（500リットルセット） 
￥22,000●重量　13kg

・簡単に折りたためて省スペース保管が可能。

非課税

歩行補助器（4輪ウォーカー）
・CF-190タイプ、4輪仕様車です。

型番 商品コード 価格

CF-191 032623 ¥56,000

歩行補助器（6輪ウォーカー/ブレーキ付）
・CF-190タイプにハンドブレーキ、グリップ付モ

デルです。

型番 商品コード 価格

CF-190B 032622 ¥70,000

歩行補助器（6輪ウォーカー）
・キャスター部の調節ノブで走行抵抗と加減でき

ます。

型番 商品コード 価格

CF-190 032621 ¥64,000

抜群の小回り操作性（4輪、6輪歩行器）、シートの幅と高さを変更できます。

材 質
本　体　スチール粉体塗装・クロームメッキ

シート　ビニールレザー

サ イ ズ

全　高　860～ 1200mm（シート高）
全　幅　550～ 650mm　腋内　330～ 430mm
全　長　725mm

キ ャ ス タ ー 径 100mm
重 量 CF-190/13.2kg　CF-190B/13.4kg　CF-191/12.6kg

〈共通仕様〉

非課税 非課税

アルミ松葉杖

型番 商品コード 価格

CF-177L 032590 ¥38,000
CF-177M 032610 ¥37,500

型番 商品コード 価格

CMS-80M 032300 ¥9,000
〈仕様〉●アルミ合金、ワンタッチ調節式
●長さ　1075～1375mm（13段階）
●重量960g●色/シルバー先ゴム19φ

非課税
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型番 商品コード 価格

CF-1AL 035100 ¥56,000

歩行補助器（アルコー）

〈仕様〉●フレーム　スチール・クロームメッキ
●シート　ウレタン・ビニールレザー●キャスター　
径110mm自在車●サイズ　W570×D700×H920～
1120mm●腋内サイズ　380mm●オプション　ガート
ル架セット ￥11,000、ボンベ架（500リットルセット） 
￥22,000●重量　13kg

・簡単に折りたためて省スペース保管が可能。

非課税

抜群の小回り操作性（4輪、6輪歩行器）、シートの幅と高さを変更できます。

アルミ松葉杖

型番 商品コード 価格

CF-177L 032590 ¥38,000
CF-177M 032610 ¥37,500

歩行補助器
・ 一般的な実用タイプで腋下高さが調節できます。
・ 保管収納時折りたためてスペースを取りません。

〈仕様〉●鋼管クロムメッキ●サイズ　（CF-177L）腋内
400mm/高さ、990～1140mm/8.5kg、（CF-177M）腋
内360mm/高さ、820～950mm/8.0kg

非課税

・使用しないときはワンタッチで折りたためる省ス
ペース設計。

・格納性と走行安全性を備えた高機能タイプです。

歩行補助器

型番 商品コード 価格

CF-178L 032580 ¥48,000
CF-178M 032600 ¥47,500

非課税

〈仕様〉●鋼管クロムメッキ●サイズ　（CF-178L）腋内
370mm/高さ、1000～1250mm/8.5kg、（CF-178M）腋
内320mm/高さ、860～1090mm/7.5kg

型番 商品コード 価格

CF-175A（後輪固定） 032550 ¥50,400
CF-175B（四輪自在） 032551 ¥50,400

歩行補助器
・ 後輪２輪がベッド下に入るので、ベッドサイドへ

寄せての使用に便利です。
・ シンプルな形状で機能性を追求、伸縮と折りたた

み形状にも工夫を加えています。

〈仕様〉●鋼管焼付塗装●サイズ　腋内 380mm、高さ 
780～1150mm、重さ 8.5kg

非課税

型番 商品コード 価格

CMS-80M 032300 ¥9,000
〈仕様〉●アルミ合金、ワンタッチ調節式
●長さ　1075～1375mm（13段階）
●重量960g●色/シルバー先ゴム19φ

非課税

CMS-80M

型番 商品コード サイズ(mm） 価格

CMS-90A 032571 W550×D470～500×H730~890 ¥14,000
CMS-90B 032572 W610×D510～540×H800 ¥19,000

交互歩行器
・CMS-90A　交互タイプ
・CMS-90B　固定タイプ

〈仕様〉●アルミ軽合金
※前方自在キャスター付タイプも￥1,000アップで製

作可能

非課税

型番 商品コード 価格

CMS-60S 032303 ¥7,800
CMS-60L 032304 ¥7,800

ロフストランドクラッチ　
・ CMS-60S 長さ520 ～ 770㎜　カフ径70㎜　510g
・CMS-60L 長さ645 ～ 970㎜　カフ径90㎜　575g

〈仕様〉●アルミ軽合金　●色/シルバー 非課税

CMS-90A/B

キャスター付タイプ

病棟102-103.indd   103 2008/12/29   11:37:23



104

8

（
介
護
）

病　

棟

作
業
者

252
作
業
日
期

12/8
仮
ペ
ー
ジ

病090

体圧分散と体位保持を考えた車椅子用クッションTCシリーズ

TC-081 ●もっとも体位保持と体圧分散性の高いクッション
TC-082 ●両サイズを厚くし、側方安定に配慮しました。
TC-043 ●座の前部を高くし、前方への倒れ込みを防止。
TC-046 ●TC-081ベースに座高を抑えるよう、薄く軽量化しました。
TC-045 ●表面が平らで薄型、軽量のクッションです。
TC-064 ●表面が平らで厚めのクッションです。
TC-010 ●背用、両サイドを厚くし、ほど良い硬さで背を支えます。

〈特徴〉

〈カラー〉

ブルー

ブラック

レッド

型番 商品コード サイズ（mm） 重量 価格

TC-081 551005 40×40×7/12 720 ¥10,000
TC-082 551006 40×40×7/12 820 ¥10,000
TC-043 551001 40×40×5/10 590 ¥8,800
TC-046 551003 40×40×4/7 470 ¥8,700
TC-045 551002 40×40×4 440 ¥8,300
TC-064 551004 40×40×6 630 ¥8,700
TC-010 551000 40×40×3 470 ¥8,300

表皮（防水加工付）
生地は材料にポリエステルを使用特殊織りで
さらに通気性に配慮しました。
裏に防水性を高める為防水加工を施してあります。

特殊ウレタンフォーム多層構造
特別に開発したウレタンフォームの多層構造です。

TC-010

TC-081

TC-082
TC-043

TC-046 TC-045 TC-064

〈仕様〉

TC-S1 ●脚が安定する形状なので座位を安定したい方に

TC-S2 ●脚が安定する形状で薄いタイプ。座位を安定させたい方で、
車イスでの肘高などの調整が難しい方に。

TC-S3 ●平らなタイプ。移乗が多い方に。

TC-S4 ●平らで薄いタイプ。移乗が多く、車イスで肘高などの調整の
難しい方に。

TC-B1 ●バックサポートのハンドフレームに肩甲骨があたるのを防
ぎます。

〈特徴〉
・カバーごと丸洗いができるクッション。いつでも清潔で快適にお使いいただけ

ます。通気性がよく、湿気を防ぐことができます。

にこにこクッション

TC-S1 TC-S2

TC-S4TC-S3 TC-B1

型番 商品コード サイズ（mm） 重量 価格

TC-S1 551007 W400×D425×H110～80 655 ¥15,000
TC-S2 551008 W400×D425×H80～60 630 ¥14,000
TC-S3 551009 W400×D425×H80　　　 640 ¥15,000
TC-S4 551010 W400×D425×H60　　　 625 ¥14,000
TC-B1 551011 W400／450×H400　　　 340 ¥10,000

・サイドサポート、ランバーサポート、座角調整、座背の隙間に
・TC-SP11は突起タイプでマッサージ効果もあります。

シーティングサポートパッド

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TC-SP01 551012 W400×D180×H75 ¥7,800
TS-SP02 551013 W350×D180×H75 ¥7,800
TS-SP05 551014 W400×D180×H45 ¥7,800
TS-SP06 551015 W350×D180×H45 ¥7,800
TC-SP11 551016 W410×D220×H55 ¥4,500

〈仕様〉●TC-SP01：2個1セット●TS-SP02：2個1セット●TS-SP05：2個1セット
●TS-SP06：2個1セット

TC-SP05/06

TC-SP01/02

TC-SP11
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型番 商品コード サイズ（mm） 重量 価格

TC-081 551005 40×40×7/12 720 ¥10,000
TC-082 551006 40×40×7/12 820 ¥10,000
TC-043 551001 40×40×5/10 590 ¥8,800
TC-046 551003 40×40×4/7 470 ¥8,700
TC-045 551002 40×40×4 440 ¥8,300
TC-064 551004 40×40×6 630 ¥8,700
TC-010 551000 40×40×3 470 ¥8,300

型番 商品コード サイズ（mm） 重量 価格

TC-S1 551007 W400×D425×H110～80 655 ¥15,000
TC-S2 551008 W400×D425×H80～60 630 ¥14,000
TC-S3 551009 W400×D425×H80　　　 640 ¥15,000
TC-S4 551010 W400×D425×H60　　　 625 ¥14,000
TC-B1 551011 W400／450×H400　　　 340 ¥10,000

・サイドサポート、ランバーサポート、座角調整、座背の隙間に
・TC-SP11は突起タイプでマッサージ効果もあります。

シーティングサポートパッド

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TC-SP01 551012 W400×D180×H75 ¥7,800
TS-SP02 551013 W350×D180×H75 ¥7,800
TS-SP05 551014 W400×D180×H45 ¥7,800
TS-SP06 551015 W350×D180×H45 ¥7,800
TC-SP11 551016 W410×D220×H55 ¥4,500

〈仕様〉●TC-SP01：2個1セット●TS-SP02：2個1セット●TS-SP05：2個1セット
●TS-SP06：2個1セット

・傷などもつきにくく、長く安心してお使いいただけます。
・ハンドル1本で4本脚が同時に昇降します（TRシリーズ）。
・高さが調節できるTRシリーズと高さ固定のTTシリーズをご用意しています。

天然木でやさしい丈夫なテーブルシリーズです。

W1600×D800×H450～700mm（TR-1608L）

●TRシリーズ　タイプ（L）昇降：高さ450 ～ 700mm タイプ（H）昇降：高さ660～910mm
●TTシリーズ　標準高さはH700mmです。 高さ640/720 mmでもご用意可能、ご指定下
さい。

TT-1608 W1600×D800 ¥66,000
TT-1808 W1800×D800 ¥71,000
TT-1610 W1600×D1000 ¥74,000
TT-1810 W1800×D1000 ¥79,000

型番 サイズ（mm） 価格

TR-1608（H/L） W1600×D800 ¥96,000
TR-1808（H/L） W1800×D800 ¥101,000
TR-1610（H/L） W1600×D1000 ¥104,000
TR-1810（H/L） W1800×D1000 ¥109,000

Co・Co・Chiテーブル
〈仕様〉●天板　ラバーウッド集成材●脚　スチール塗装〈TRタイプ〉 ラバーウッド〈TT
タイプ〉

〈タイプ別仕様〉

W1600×D800×H660～910mm（TR-1608H）

Co・Co・Chi  Table Series

・高さ調節と天板のフラップ機能を装備。
・食事やデイサービスに、重ねて収納も可能です。

フラップテーブル（高さ調節機能付）

型番 商品コード テーブルサイズ(mm） 重量 価格

TF-1608 551126 W1600×D800 40kg ¥128,000
TF-1808 551127 W1800×D800 45kg ¥132,000

〈仕様〉●天板　メラミン化粧版●脚部　スチールメラミン塗装●サイズ　脚径93mm、天
板厚30mm●カラー　ベージュ・ブルー●天板ストローク　660～ 860mm●フラップ（垂
直高さ）1080～ 1281mm

● 4本脚のどこでも 
操作ができます。
● 重量物が載って 
いても安全に昇 
降できます。

応接テーブルの高さにセット

天板高さ固定タイプ（TTシリーズ）
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【自分で少しでも動ける方～
動けない方】

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MPD-CVP 071192 W1900×D850×H90 ¥99,000

・100：50の膨張・収縮により、全身の圧迫と底着きに対処
・マット中央部の張力低減により、仙骨部などの局部圧迫に対処
・ツイストライン構造での縦＋横方向の膨張収縮により、細かな除圧効果を実現
・専用カバーにより、エアーマット＋ベッドマットレス両方の汚染対策を実現（専用

カバーはエアーマットのベッド上でのズレも防止）

床ずれ防止エアーマット（プライムDX）

●重量　4.0kg●セル分割型●専用カバー付

全身と局部の除圧を追求した褥そう予防工アーマット

・ディスクのスムーズな動きにより、移し替えを容易に行う事ができます。
・人を持ち上げる必要がないので介護者の労務を軽減する事ができます。
・軽量コンパクトなので持ち運びが容易です。

ビージートランス（100cmタイプ）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-479 043370 W1000×D300×H36 ¥64,000

ビージーⅡ（70cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-469 043380 W700×D300×H36 ¥63,000

型　番 重　量 最大荷重 材　質

M-479 2.9kg 170kg ポリマー樹脂
M-469 2.9kg 170kg ポリマー樹脂

〈仕様〉

〈水平移乗の方法〉

患者を側臥位にし、本器を肩
と腰の下にそれぞれ差し込
みます。患者をもとに戻し、
患者の首と足首を抱えるよ
うに持ちます。

前後2名の介護者は夕イミン
グを合わせて患者の肩と腰
を押してスライドさせます。
移動終了後、患者を再び側臥
位にし、本器を引出します。

撮影台扌ストレッチャー
斜め移動も可能です。

型番 商品コード サイズ 価格

THW-490S 551200 S ¥20,000
THW-490M 551201 M ¥23,000

型　番 サイズ（mm） 重　量 材　質

THW-490S W400×L1720×H10 800g 防水加工布・ナイロン・
ウレタンフォームTHW-490M W550×D1720×H10 1100g

〈仕様〉

・ベッドからの移乗時、引き寄せるだけで楽に、簡単に、安全に移乗ができます。
・看護・介護する方の負担を軽減します。

寝ている方を側臥
にして、移乗ボード
のせかえくんを敷
きこみます。

ストレッチャーを
ベッドに横付けし、
ベッドの高さを調整
し、ロックします。

移乗ボードのせか
えくんの取っ手を2
ケ所持ちます。

取っ手を引き寄せ、
ストレッチャーに
移乗させます。

〈水平移乗の方法〉

移乗ボードのせかえくん

ハイローストレッチャー（背上付）

〈材質・仕様〉●硬質アルミ製●ストローク　565 ～ 910mm●キャスター　径200mm●重量
約45kg ●付属品　マットレス・ガートル架・ボンベ架・力ゴ付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-301 043640 W600×L2000 ¥390,000

※M-301(背上機構付)

M-301

ハイロー
　ストレッチャーの
　詳細ページ　P.88

コンバー2A（トータルロックタイプ）

型番 商品コード 価格

THW-2A 551100 ¥290,000

介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・療養病床や医療施設のど
んな場面でも1台で多様にご活用いただけます。
・ワンタッチ操作で4輪のキャスタ一をロックできます。

コンバー 2A の
　詳細ページ　P.91
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【自分で少しでも動ける方～
動けない方】

【自分で動けない方】

【自分で動けない方】

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MPD-CVP 071192 W1900×D850×H90 ¥99,000

・100：50の膨張・収縮により、全身の圧迫と底着きに対処
・マット中央部の張力低減により、仙骨部などの局部圧迫に対処
・ツイストライン構造での縦＋横方向の膨張収縮により、細かな除圧効果を実現
・専用カバーにより、エアーマット＋ベッドマットレス両方の汚染対策を実現（専用

カバーはエアーマットのベッド上でのズレも防止）

床ずれ防止エアーマット（プライムDX）

●重量　4.0kg●セル分割型●専用カバー付

全身と局部の除圧を追求した褥そう予防工アーマット

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

MAD-V 071191 W1910×D830×H160 ¥168,000

・ バンプ形状（球面による張力低減）により、超低圧での身体保持を実現
・ 独立3層構造により、利用者の体重による圧力設定や底着き防止のための圧力

調整が不要
・ 利用者の容体に合わせて使い分けできる3つの切替モード
・ 【超低圧】【低圧】【安定】/【圧切替型】【厚手静止型】【薄手静止型】
・  マット表面の除湿機能（エアー循環）により、温度上昇によるムレをおさえます

床ずれ防止エアーマット（アドバン）

●重量　4.3kg●専用カバー付

最高の褥そうケアの提供を目的に生まれたハイポテンシャルな工
アーマットレス

・傾くことで局部（仙骨部）の圧迫を取り除き、褥そうケアに効果を発揮
・全身状態が低下した方の心肺機能増進に効果的
・人的体位変換時に痛みを訴えられる方（リウマチ、拘縮、筋ジストロフィーなど）

の痛みの軽減に効果的
・長時間、仰臥位で寝ている起こる沈下性肺炎などの合併症予防に効果的

床ずれ防止・体位変換マット（スーパー介助マット）

寝返りと体位変換作業を支援する自動体位変換マット

型番 商品コード 価格

MSK-02 071196 ¥140,000
〈仕様〉●サイズ　【上向き固定】1850×880×70mm、【体位変換時最大】1850×880×
220mm●重量　3.4kg●防水シーツ付

非課税

上→左→上→右の動作を1時間かけてゆっくり自動体位変換

・ディスクのスムーズな動きにより、移し替えを容易に行う事ができます。
・人を持ち上げる必要がないので介護者の労務を軽減する事ができます。
・軽量コンパクトなので持ち運びが容易です。

ビージートランス（100cmタイプ）

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-479 043370 W1000×D300×H36 ¥64,000

ビージーⅡ（70cmタイプ）
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-469 043380 W700×D300×H36 ¥63,000

型　番 重　量 最大荷重 材　質

M-479 2.9kg 170kg ポリマー樹脂
M-469 2.9kg 170kg ポリマー樹脂

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ 価格

THW-490S 551200 S ¥20,000
THW-490M 551201 M ¥23,000

型　番 サイズ（mm） 重　量 材　質

THW-490S W400×L1720×H10 800g 防水加工布・ナイロン・
ウレタンフォームTHW-490M W550×D1720×H10 1100g

〈仕様〉

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

TSK-PAA1 071199 W125×D75×H200 ¥68,000

・使い方は手元スイッチでらくらくリクライニングより軽量でコンパクト。

〈仕様〉●樹脂●電源AC100Ｖ±10％　50/60HZ●消費電力120Ｗ家庭用の電源で使
用できます。●保護機能　モーター過電流保護

今お使いの手動ギャッジベッドが
　　　　　この「一心多助」で電動ベッドに生まれ変わります。

一心多助

 一心多助の詳細ページ　P.55

型番 商品コード 価格

THW-2A 551100 ¥290,000
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徘徊お知らせシステム ・ご老人の行動をセンサーがキャッチして介護の方にお知らせします。
・ご老人の状態に合わせて、ベッドからの起き上がりや徘徊行動の検知まで幅広くご提案します。

アクセスコール：徘徊お知らせ
・徘徊されるご老人をすばやくキャッチし、お知らせします。
・ご老人には送信機を携帯して頂き、送信機を携帯した人のみセンサーが反応します。
・人の動きセンサーを併用することで、エリアを明確にします。
・システムの組み合わせで、徘徊場所や徘徊者の特定が可能です。

･安心の微弱電波を使用しています。
･重さ約18gの軽量で携帯しやすいサイズです。
･リストバンド、お守り袋、首掛け紐の３種類の付属品が付いています。
･日常生活防水構造。
･電波到達距離は最大8mで受信機にて調整できます。

アクセスコール送信機

型番 商品コード サイズ 価格

AC-T 531120 φ45×11㎜（18g） ¥16,000

･徘徊検知エリアの設定に使用します。
･アクセスコール受信機に接続して使用します。
･検知表示は柔らかいイメージの緑色LEDです。
･センサーエリアに合わせて商品をお選びください。

人の動きセンサー

型番 商品コード 価格

HM-370 531121 ¥12,000
HM-6705 531122 ¥24,500

･AND入力端子を設けています。
･送信機が発振する電波信号を受信し、無電圧リレー接点及びデータを出力し
ます。
･3秒～ 3分までの表示と出力をコントロールします。（AC-1R）
･内部チャンネルコード設定スイッチ付きです。（AC-8R）

アクセスコール受信機

型番 商品コード 価格

AC-1R 531123 ¥48,000
AC-8R 531124 ¥48,000

チャンネル表示盤

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CHN-5 531125 W240×D170×H54 ¥88,000

玄関だわ！

3種類の付属品

AC-8R AC-1R
CHN-5

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-2 531114 W800×H120×D4 ¥26,000
BS-3 531115 W800×H240×D4 ¥40,000

システム構成例

･信号が入力されると「チャイム」と「LED表示」でお知らせします。
･5種類の音が鳴るように設定できます。
･通信機能で4台まで増設可能。
･CHN-5は5ヶ所の出入口をチェックできます。
･チャンネル表示盤は１ヶ所用から20ヶ所用まであります。用途に合わせて
お選び下さい。
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・ご老人の行動をセンサーがキャッチして介護の方にお知らせします。
・ご老人の状態に合わせて、ベッドからの起き上がりや徘徊行動の検知まで幅広くご提案します。

型番 商品コード 価格

HM-370 531121 ¥12,000
HM-6705 531122 ¥24,500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

CHN-5 531125 W240×D170×H54 ¥88,000

M-38 M-458

M-68 M-4512

既設の

・ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
・ベッドの上に敷いて、起き上がりをナースコールでお知らせします。
・起き上がりだけでなく、ベッドからの落下や離床も確認できます。

ベッドセンサーはシーツの下やマットレスの下に敷
いて使用します。ナースコール子機に接続でき、起
き上がりをナースステーションにお知らせします。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BS-2 531114 W800×H120×D4 ¥26,000
BS-3 531115 W800×H240×D4 ¥40,000

型番 サイズ（mm） 価格

BC-S W100×H64×D23 ¥10,000

・ナースコールに連動させるため現在ご使用のナースコールに合ったものを
お選び下さい。
・分配コンセントは各種取り揃えています。詳細はお問い合わせ下さい。

分配コンセント：マットセンサーやベッドセンサー
	 をナースコールへ接続します。

〈仕様〉●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます。●2入力1出力（2
ピン　メタコン対応）1.5m付２ピンメタコン付属

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

M-38 531126 W800×H300×D6 ¥38,000
M-458 531127 W800×H450×D6 ¥54,000
M-68 531128 W800×H600×D6 ¥58,000
M-4512 531129 W1200×H450×D6 ¥84,000

・一人でベッドから離れては困る方や部屋から出ては困る方にご利用下さい。
・ベッド下の床や部屋の出口に敷いたマットを踏むと、徘徊をお知らせします。
・ベッド下の床に敷くことで、ベッドからの落下もお知らせします。

マットセンサー：ベッドから降りるとお知らせする

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BX-1 531116 W110×H46×D140 ¥32,000

ベッドセンサー変換器

・起き上がり時間を1秒単位で設定できます。（1秒～10分）
・握り押しボタンを接続できる端子を設けています。
・磁石またはフックで取り付けできます。

ベッドセンサー：ベッドからの起き上がりを
	 お知らせする
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型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H
HNN-54

1175 775

1539 54 9
121

¥401,000
HNN-54D ¥456,000
HNN-48 1401 48 8 ¥384,000
HNN-48D ¥433,000
HNN-42 1579 42 7

156

¥375,000
HNN-42D ¥424,000
HNN-36 1401 36 6 ¥362,000
HNN-36D ¥405,000
HNN-30 1162 30 5 ¥342,000
HNN-30D ¥375,000

配膳車　HNNシリーズ

〈仕様〉●材質  外装：FRP樹脂、ステンレス、PVC成型 棚板：クロームメッキ抗菌加工、
SUS-304ステンレス（Dタイプ）●天板カラー　レモンイエロー、ピュアホワイト●扉　
ロール式シャッターユニット●キャスター　径150mm ゴム車（自在×2、固定×2、Dタイ
プはウレタン）●トレイサイズ　W330×D330mm

シェルフ棚ベースのポピュラータイプ配膳車

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H

HNF-27

1175 515

1529 27 9
121

¥332,000
HNF-27D ¥365,000
HNF-24

1391 24 8
¥317,000

HNF-24D ¥347,000
HNF-21

1456 21 7

150

¥312,000
HNF-21D ¥339,000
HNF-18

1289 18 6
¥296,000

HNF-18D ¥320,000
HNF-15

1122 15 5
¥278,000

HNF-15D ¥300,000

配膳車　HNFシリーズ

〈仕様〉●材質  外装：FRP樹脂、ステンレス、PVC成型 棚板：クロームメッキ抗菌加工 
SUS-304ステンレス（Dタイプ）●天板カラー　レモンイエロー、ピュアホワイト●扉　
ロール式シャッターユニット●キャスター　径125mm ゴム車（自在×2、固定×2、Dタイ
プはウレタン）●トレイサイズ　W330×D330mm

限られたスペースでの搬送に、スリムタイプ配膳車

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H
HNN-24

830 775
1093 24 6 121 ¥305,000

HNN-24D ¥327,000
HNN-20 1130 20 5 156 ¥298,000
HNN-20D ¥317,000

リフトサイズ対応のコンパクト配膳車

〈仕様〉●外装/アルミ・ステンレス・スチール・樹脂●棚板/ポリプロピレン、成型品●フ
レーム/アルミ製●キャスター / １５０㎜ウレタン（自在×２、固定×２、2輪ストッパー
付き）●トレイサイズ/Ｗ330×Ｄ330㎜

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H

HNX-36

974 785

1656 36 9
130

¥498,000
HNX-32 1526 32 8 ¥475,000
HNX-28 1396 28 7

130
¥452,000

HNX-24 1266 24 6 ¥429,000

・清掃しやすく視認性に優れたドアタイプ。
・静音性キャスターの採用により、配膳時の騒音を軽減しました。

配膳車　HNXシリーズ
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型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H
HNN-54

1175 775

1539 54 9
121

¥401,000
HNN-54D ¥456,000
HNN-48 1401 48 8 ¥384,000
HNN-48D ¥433,000
HNN-42 1579 42 7

156

¥375,000
HNN-42D ¥424,000
HNN-36 1401 36 6 ¥362,000
HNN-36D ¥405,000
HNN-30 1162 30 5 ¥342,000
HNN-30D ¥375,000

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H

HNF-27

1175 515

1529 27 9
121

¥332,000
HNF-27D ¥365,000
HNF-24

1391 24 8
¥317,000

HNF-24D ¥347,000
HNF-21

1456 21 7

150

¥312,000
HNF-21D ¥339,000
HNF-18

1289 18 6
¥296,000

HNF-18D ¥320,000
HNF-15

1122 15 5
¥278,000

HNF-15D ¥300,000

配膳車　HNFシリーズ

〈仕様〉●材質  外装：FRP樹脂、ステンレス、PVC成型 棚板：クロームメッキ抗菌加工 
SUS-304ステンレス（Dタイプ）●天板カラー　レモンイエロー、ピュアホワイト●扉　
ロール式シャッターユニット●キャスター　径125mm ゴム車（自在×2、固定×2、Dタイ
プはウレタン）●トレイサイズ　W330×D330mm

限られたスペースでの搬送に、スリムタイプ配膳車

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H
HNN-24

830 775
1093 24 6 121 ¥305,000

HNN-24D ¥327,000
HNN-20 1130 20 5 156 ¥298,000
HNN-20D ¥317,000

型番
外形サイズ（mm）

段数 価格
W D H

NHCT-1 1062
460

1533 6

¥93,800
NHCT-2 1212 ¥102,800
NHCT-3 1062

613
¥116,600

NHCT-4 1212 ¥129,200

・シェルフネット棚カートです。
配膳カート　NHCTシリーズ

〈仕様〉●棚：クロームメッキクリアコート仕上げ ポール：SUS304ステンレス●キャス
ター　径125mm 自在×4　ストップ 2個付●トレーサイズ　W300×D410mm

型番
外形サイズ（mm）

段数 価格
W D H

NHCU-1 759
461

1072 4

¥104,000
NHCU-2 911 ¥111,600
NHCU-3 1213 ¥127,200
NHCU-4 911

614
¥126,600

NHCU-5 1213 ¥143,000

・シェルフボード棚カートです。
配膳カート　NHCUシリーズ

〈仕様〉●棚：SUS430ステンレス、ポール：SUS304ステンレス●キャスター　径125mm 
自在×4 ストップ 2個付●トレーサイズ　W300×D410mm

型番
外形サイズ（mm） トレイ数

（膳数） 列/段数 棚ピッチ
（mm） 価格

W D H

HNX-36

974 785

1656 36 9
130

¥498,000
HNX-32 1526 32 8 ¥475,000
HNX-28 1396 28 7

130
¥452,000

HNX-24 1266 24 6 ¥429,000

型番
外形サイズ（mm）

段数 価格
W D H

HCT-1 1062
460

1537 6

¥91,000 ♠

HCT-2 1212 ¥100,000 ♠

HCT-3 1062
613

¥113,800 ♠

HCT-4 1212 ¥126,400 ♠

型番
外形サイズ（mm）

トレイ数 段数 棚ピッチ
適応トレイサイズ ネスティング

価格
W D H 間口Ｘ奥行（mm） 許容台数

NTCX-28A
1540 615

1294 28 7
130

490～478
5台

¥194,000
NTCX-36A 1554 36 9 330～310 ¥207,000
NTCX-28B

1540 597
1294 28 7

130
472～460

5台
¥194,000

NTCX-36B 1554 36 9 330～310 ¥207,000

・アルミニウム材を多用することで、本体重量を大幅にダウン。
・軽量で操作しやすく、静音型キャスターの採用により搬送時の騒音も抑えました。

ネスティングトレイカート（下膳用）

〈仕様〉●アルミ・・スチール・樹脂●エポキシ粉体塗装●キャスター / １25㎜サーモグラフィックラバー●カラー：シ
ルバー＆ホワイト

〈オプション〉サイドカバー付もあります。お問い合せ下さい。
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・ほこりが溜まりにくいプレイティングシェルフ仕様。
・中間棚間は任意にスペースセットできます。
・バッグ2枚付。

オムツ交換カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-202 042532 W1220×D460×H890 ¥125,000
〈仕様〉●棚板　スチールクロームメッキ抗菌仕上●ポール
ステンレス●キャスター　径100mm ストップ2個付

〈オプション〉●バッグ用カバー　￥1,800

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-12N 042542 W870×D450×H950 ¥128,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AR-800 531000 W670×D596×H940 ¥83,000

・施設、病院でオムツの回収、運搬用として。
オムツ専用消臭ワゴン

〈仕様〉●フ夕/PE、容器/PP●付属品　専用ポリ袋40枚、ヤシ殻炭250ｇ

フルオープンで洗浄手入
れが容易。

金属のハンドル付で運搬回
収がラクにできます。

専用ポリ袋はヒモ付で縛りがで
き手を触れることなく収集でき
ます。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AR-805 531001 720×100 ¥1,500

・オムツの強烈なにおいを化学的に分解するため
に開発されたポリ袋です。

専用消臭ポリ袋（10枚入）

〈仕様〉●PE

オムツ交換車
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-38 042920 W790×D490×H850 ¥187,000
〈仕様〉●SUS-304ステンレス●キャスター　径100ｍｍ●付属品　ダストペールW250×
D350×H650mm、プラスチック引き出し W305×D410×H180mm、バケツ10ℓ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-36 742921 W960×D600×H1000 ¥320,000

・OGWブランドのタオルスチーマーを標準に装備し、オムツ交換の作業をより安全に
・大型のごみ箱2個で分別収集ができます。

オムツ交換車

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　静走仕様●標準装備：ダストボックス35ℓ×2個、タ
オルスチーマーＢ-10NB、コーティングバスケット×1

病棟112-113.indd   112 2008/12/29   11:41:49



113

8

（
介
護
）

病　

棟

作
業
者

236
作
業
日
期

12/07
仮
ペ
ー
ジ

病131

・ほこりが溜まりにくいプレイティングシェルフ仕様。
・中間棚間は任意にスペースセットできます。
・バッグ2枚付。

オムツ交換カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-202 042532 W1220×D460×H890 ¥125,000
〈仕様〉●棚板　スチールクロームメッキ抗菌仕上●ポール
ステンレス●キャスター　径100mm ストップ2個付

〈オプション〉●バッグ用カバー　￥1,800

・ほこりが溜まりにくいプレイティングシェルフ仕様。
・中間棚間は任意にスペースセットできます。
・バッグ1枚付。

オムツ交換カート

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BC-201 042531 W910×D460×H890 ¥89,000
〈仕様〉●棚板　スチールクロームメッキ抗菌仕上●ポール
ステンレス●キャスター　径100mm ストップ2個付

〈オプション〉●バッグ用カバー　￥1,800

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-12N 042542 W870×D450×H950 ¥128,000

・ポリダスタータイプコンパクトカート
・上段3方柵

オムツ交換車（ポリダスター）

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径100mm
●付属品　樹脂バスケット×1　●ゴミ箱60ℓ1個

〈搭載適応ホットキャビ〉
●HC-18F（80～96本入） ￥43,000
●HC-38（150～200本入） ￥58,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BK-13N 042543 W870×D450×H950 ¥128,000

・布袋ダスタータイプコンパクトカート
・上段3方柵

オムツ交換車（袋式）

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径100mm
●付属品　樹脂バスケット×1●ターポリン袋1枚付

〈搭載適応ホットキャビ〉
●HC-18F（80～96本入） ￥43,000
●HC-38（150～200本入） ￥58,000

　 HOTCABの掲載ページ　P.79・80

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-107 042536 W854×D548×H1181 ¥248,000

・カート内部に消臭シートがセットされています。
（25ℓ容器　2個収納）
・フットペダルで回収容器の扉開閉ができます。

オムツ交換カート

〈仕様〉●本体　アルミニウム●付属品　保温ボックス
/ゴミ箱

べース品番　ＣＭＴ-103

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AR-800 531000 W670×D596×H940 ¥83,000

・施設、病院でオムツの回収、運搬用として。
オムツ専用消臭ワゴン

〈仕様〉●フ夕/PE、容器/PP●付属品　専用ポリ袋40枚、ヤシ殻炭250ｇ

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AR-805 531001 720×100 ¥1,500

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-38 042920 W790×D490×H850 ¥187,000

シャワーボトル
（別売）

フットペダル

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SK-106 042535 W1105×D568×H1055 ¥378,000

・カート内部に消臭シートがセットされています。
（25ℓ容器　2個収納）
・フットペダルで回収容器の扉開閉ができます。

オムツ交換カート

〈仕様〉●本体　アルミニウム●付属品　ホットキャビ
/ゴミ箱

べース品番　ＣＭＴ-106

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-36 742921 W960×D600×H1000 ¥320,000
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POINT

3

いままでの、汚物処理スペースから
「病棟洗浄室」へ。

乾燥機能が標準で装備されました。

工程スタート

冷水洗浄

温水洗浄

蒸気で消毒

乾　燥

工程終了

全てのノズルから蒸気
を噴射させ、被洗浄物
だけでなく、庫内及び
配管も消毒します。

エアーで水滴をとばし
ます。

汚物、体液処理時の直接、交差感染を
予防。

病院内感染対策をサポート

TOPLINEの最新TECHNOLOGY

赤外線センサーで
扉に触れず自動開閉

（TOPLINE ATモデルのみ）オプション

送風ファンにより
器具の水滴を飛ばし乾燥。

一次側設備への逆流汚染を防ぐ

蒸気を外部に漏らさない
安全設計

ISO-15883-3に
準拠した新しい消毒基準

AO値 Dry Chamber

ロータリージェットノズルで
汚れを狙い撃ち

DOOR AIR GAP Nozzle

POINT

1 洗浄から消毒、乾燥まで全工程がわず
か数分で完了します。看護効率のUP。

パワフル・ハイスピード処理POINT

2 １cycle/30％カットのランニングコスト。
（当社KDシリーズ比）
薬剤の消費を抑え、環境の保全にも配慮。

エコノミーと環境配慮
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TOPLINE 20
スペースの小さなところにも
設置可能なコンパクトタイプ

TOPLINE 20/A
コンパクトタイプと汚水槽との
組み合わせタイプ

外形サイズ／W1000×D450/600×H1730mm

TOPLINE 40
作業用テーブルとしても
使用できるカウンタータイプ

上部壁面を収納スペースと
して活用できます。

既存の汚物配水管の上にも設置可。 リムフラッシュ機能を組み込み可
（オプション）

TOPLINE  SAN20W
カウンタータイプに大型（深型）流しと
汚物槽を組み合わせたタイプ

シンク下は収納スペース。リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

TOPLINE SAN14
カウンタータイプと汚水槽との
組み合わせタイプ

リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

TOPLINE SAN24W
ゆとりの作業テーブルをもった
大型（深型）流しと汚水槽を組み合わせたタイプ

大型収納スペース。リムフラッシュ機能を組み込み可（オプション）

※リムフラッシュ機能（オプション）汚水槽を自動で洗浄し、飛沫感染防止に対応します。
※すべてのタイプに赤外線センサー自動開閉扉機能選択可（オプション）
※部屋の大きさに合わせて自由設計します。（各地区担当者にお問い合せください。）

●本　　　社　0774-44-5161	 ●東京営業所　03-3872-6101	 ●福岡営業所　092-413-5191

外形サイズ／W500×D450×H1730mm

外形サイズ／W900×D600×H900mm 外形サイズ／W2000×D600×H900mm

外形サイズ／W1400×D600×H900mm 外形サイズ／W2400×D600×H900mm
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■確かな洗浄が先ずは衛生管理の基本です。�
70年に及ぶドイツ、マイコ社の洗浄テクノロジーは世界のトップクラス、
もっとも高いシェア率を誇っています。

フルスライド引き出しと壁掛ラックを組み合わせた収納対応型システム
（ご使用状況に即したセットアレンジが可能です）

■�病院内感染対策をサポート�
汚物・体液処理時の直接・交差感染を予防します。

■�パワフル、ハイスピード処理�
洗浄から消毒、仕上までの全行程がわずか数分で完了します（用具に応じた
任意Prg設定可）。

■�エコノミー＆環境配慮�
1cycle/約30円（標準工程）の低ランニングコスト、薬剤の消費を抑え、環境
の保全にも配慮しています。

■��フルオートの簡単操作�
操作はアイコンを選んで押すだけのタッチパネル方式、フルオートで処理が
進行します。

■�被洗浄器具の表面をム
ラなく効果的に洗い流
すパワフル回転ジェッ
トノズル。

■マイコ衛生機器シリーズ/テクノロジー・特徴紹介

■�円錐形の丸みのある一
体成型チャンバーでク
リーンな洗浄をお約束。

■�扉は二重の安全ロック
機構で不用意な開放を
防止します。

■�20ものCPプログラム
を内蔵、さらに様々な洗
浄モードに対応します。

■�操作が容易なタッチパネル、工程・各種
情報をディスプレーに表示します。

共通設備ユーティリティー

電 源 3相200V 4.2KW
（専用ブレーカ一又はコンセントプラグ止め）

給水・給湯 15A　FL100GV止め
排 水 汚物用100A　FL100（塩ビ管不可）

■�標準付属洗浄ホルダーあら
ゆる介護用具に対応可能で
す。

■�広角噴射洗浄�
ジェットノズル洗浄であらゆ
る部位も洗い上げます。

準備OK、続けて洗浄可能です。

槽内温度
を表示

＜操作/運転サイクル＞

レイスイ　チュウニュウ
水充填

レイスイ　センジョウ
水洗浄

オンスイ　チュウニュウ
湯充填

オンスイ　センジョウ
湯洗浄

カネツチュウ
スチーム加温

ショウドクチュウ
消毒

レイキャクチュウ
冷却

コウテイ　シュウリョウ
終了

シヨウ　カノウ

スイッチONでスタート、以下の工程で
自動進行します。
ディスプレイ工程表示
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マイコ衛生機器シリーズ/ラインアップ

カウンタータイプ

SAN14

●サイズ　W1400×D600×H900mm

・テーブルトップで汚水排水槽を組み合わせた
タイプ。

ワイドカウンタータイプ（大型流し・汚水槽付）

SAN24W

●サイズ　W2400×D600×H900mm

・汚水排水槽と大型流し台を組み込み、ワイドな
ワークテーブルスペースを実現。
・汚水排水槽には槽内を自動清浄できるリムフ
ラッシュ機能付（オプション）。

床置きタイプ

KD20.2AP

●サイズ　W500×D450×H1610mm

・既存の汚物排水管の上に設置します。

汚水槽付

KD20.2AP/A

●サイズ　W1000×D450/600×H1610mm

・既存の汚物排水管の上に設置できる汚水排水
槽付きタイプ。

カウンタータイプ（大型流し・汚水槽付）

SAN20W

●サイズ　W2000×D600×H900mm

・テーブルトップで汚水排水槽と手洗い用流し
台を組み合わせ、さらにキャビネットの付いた
タイプ。

カウンタータイプ

KD40.2AP

●サイズ　W900×D600×H900mm

・カウンタ一としても使え、洗浄機のイメージ
を脱したタイプ。
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クローズキャビネット

型番 商品コード サイズ（mm）

TC-50 022101 W500×D350×H640
TC-60 022101 W600×D350×H640
TC-100 022101 W1000×D350×H640

〈仕様〉●ステンレス

・TC-50　2段1枚扉
・TC-60　2段2枚扉
・TC-100　2段2枚扉

便器・尿器ホルダーラック

型番 商品コード サイズ（mm）

TS-50 022102 W500×D300×H640
TS-70 022102 W700×D300×H640
TS-90 022102 W900×D300×H640
TS-100 022102 W1000×D300×H640

〈仕様〉●ステンレス

オープンキャビネット

型番 商品コード サイズ（mm）

TO-60 022103 W600×D350×H640
TO-100 022103 W1000×D350×H640
TO-120 022103 W1200×D350×H640

〈仕様〉●ステンレス

器具用バスケット

型番 商品コード サイズ（mm）

TL-BLT 072410 W345×D350
TL-BMT 072411 W260×D320

〈仕様〉●ステンレス

・TL-BLT 着脱仕切　２枚（３分割可）
・TL-BMT　着脱仕切　２枚（３分割可）

型番 商品コード

TL-PTR 072420
〈仕様〉●ステンレス　※旧モデル大型バケツは装着できない場合があります。

ポータブルトイレバケツ用ラック

ドレーンガード
メッシュ

型番 商品コード

KD-GM 072440
〈仕様〉●ステンレス

・径100mm
・落下防止メッシュ

専用潤滑材
（リンス材）

型番 商品コード

ＳＫ-22E 072400

・容量５ℓ
・被洗浄物を保護し乾燥を促進

TL-BLT

TL-BMT
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測 定

人 数 最大50名
尿 量 20～3000㎖
尿 比 重 1.000～1.070

測 定 精 度
（ 条 件 ）

尿 量
±10%（20～100㎖）
±5%（101㎖以上）

尿 比 重 ±0.003
洗 浄 測定毎自動洗浄 定期自動洗浄

蓄 尿

人 数 最大40名
比 率 一部尿（投入量の４～10％）、全尿
容 器 キャップ付サンプルバッグ

給 水 13A　バブル止め 0.1～ 0.4mpa
排 水 40A　プラグ止め 汚水配管
電 源 100V（300VA）
情 報 通 信 線 カテゴリー 5　UTPケーブル

〈仕様〉

■ 大型の尿投入口は
自動開閉します。

清潔、快適さを保温します。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

B-202 018020 W460×D480×H1250 ¥435,000
B-203 018030 W750×D525×H1250 ¥620,000

・定時間後、殺菌灯照射OFF機能付
・庫内温度はデジタルに設定可能（通常目安　室温～ 45℃）
・殺菌灯の直接照射と強制循環ファンの対流で庫内の保温とクリーンな保
管収納ができます。
・万一の温度異常過昇を防止する安全保護回路付です。

便尿器保温庫　消毒用殺菌灯付

機 種 B-202 B-203

標 準収納数 便器 3、尿器 6 便器 6、尿器 8
材 質 SUS-304ステンレス SUS-304ステンレス
循環ユニット 強制循環ファン（Ｍ）× 1 強制循環ファン（L）× 1
ヒ ー タ ー フィン式　150W× 2 フィン式　200W× 2
温 度 調 節 デジタル式温度調節器 デジタル式温度調節器
殺 菌 灯 10W× 2 15W× 2
電 源 100V　3.5A 100V　4.5A

〈仕様〉

便尿器は感触が冷たく、患者に不愉快で余分な苦痛を与えます。保
温、消毒された便尿器で気持ちの良い排便、排尿ができます。

B-203

<定時間後、殺菌灯照射OFF機能について>
庫内、扉の開閉と連動して定時間後、自動で殺菌灯照射が
OFFとなります。（0.5H設定/出荷時）

型番 サイズ（mm）

UT-510R W400×D450×H1400

・��看護師業務を自動化、これからの蓄尿業務はPC操作とバッグの入れ替えの
みです。
・�検査サンプルはキャップ付バッグに自動蓄尿されるので安全、清潔です。
・��尿臭防止、自動洗浄機能付でクリーンな環境を保ちます。

尿量・尿比重自動測定装置（集中型）

〈消耗品/備品〉●洗剤●サンプルバッグ●採尿カップ（TPX製）●プリンタロール紙

B-202
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BN-56 047284 W1160×D500×H1100 ¥187,800

便尿器ラック（8ラック×2段）

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径50mm●セット　便器×8・尿器×8

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BN-51 047282 W600×D500×H1600 ¥159,800

便尿器ラック

〈仕様〉●ステンレス●キャスター径50mm●便器4個　尿器8個

差し込み便器

型番 商品コード 価格

SH-5085 057120 ¥2,200
〈仕様〉●本体　PP（抗菌・防カビ加工）●サイズ　W250
×D390×H105mm

・フタ付、専用カバー付

型番 商品コード 品名 容量（㎖） 価格

① EZ-21 057140 PE男尿器 1000 ¥700
② EZ-22 057150 PE女尿器 1000 ¥800
③ EZ-31 057160 透明男尿器 800 ¥580
④ EZ-32 057170 透明女尿器 800 ¥650

尿器

①

②

③

④

耐熱用尿器　女性用

耐熱用尿器　男性用

PP採尿器(耐熱性)
型番 商品コード 容量（㎖） 価格

EZ-41 057141 男性用1100 ¥1,000
EZ-42 057151 女性用1100 ¥1,000
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

FX-1 510010 W670×D640×H770～820 ¥24,000

ポータブルトイレ

〈仕様〉
●本体　バケツ PP
●肘掛　背クッション　エラストマー
●カラー　ベージュ
●バケツ容量　10.5ℓ
●消臭剤フォームタイプ・便座カバー付

使う方に合わせて座面を調整できる補高機能付
・高さ調節可能な肘掛け背もたれ付タイプ。
・乗り降りがしやすい、肘掛け脱着式です。
・背もたれ、肘掛けクッション付。
・ 身体に合わせて便座高さを380～430mmに調

節できます。
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HX 510012 W500×D540×H360～420 ¥18,800

ポータブルトイレ
・ 身体に合わせて便座までの高さ320・340・

360・380mmの4段階に調節できます。
・ 使用時、取り出しやすい位置にペーパーホル

ダーがスイングアップします。

〈仕様〉
●本体　バケツ PP
●カラー　ベージュ
●バケツ容量　10.5ℓ
●消臭剤フォームタイプ・便座カバー付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

H-868 510015 W630×D630×H810 ¥25,000

ポータブルトイレ用フレームささえ
・  背もたれ3段階、肘掛けは5段階に調節できます。
・ 一般的なほとんどのポータブルトイレにご使

用できます。

〈仕様〉
●フレーム　スチールメラミン塗装
●ジョイント　背もたれ ABS
●ベース板　PP
●肘掛けカバー　エラストマー
※ポータブルトイレは別売品です。

・足踏み式で開けやすい大型ペダルを装備。
・大型扉で取り出しが楽々

エコクリーンストッカー

〈仕様〉
●スチールアクリル塗装
●専用容器60ℓ（キャスター付）
●電源AC100V 50/60Hz 30W
●重量　約36kg

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

BY-801LD 021890 Ｗ500ＸＤ500ＸＨ943 ¥198,000

酸化チタン還元光触媒方式脱臭ユニットをコンパクトに内蔵した
ダストボックス

・リネン・オムツ等の臭いをシャットアウト
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院内感染対策の為のElectroluxのランドリーシステム

感染を予防するための
院内感染対策システム

　近年、病院や老人施設において院内感染の発生が問題視されて
います。このため厚生労働省の指導のもと「消毒と滅菌のガイドラ
イン」が制定され、各施設において院内感染予防に対してより高度
な知識と対応が要求されています。

　エレクトロラックスでは衛生先進国であるヨーロッパでの幅広
い知識と高い技術を活かし、リネンからの院内感染を予防するた
めの総合的な院内感染対策システムを提供します。

　厚生労働省の感染症ガイドライン「消毒と滅菌のガイドライン」
には「感染防止対策には80℃で10分間以上の熱水洗浄が必要」と
書かれています。

熱水洗濯による消毒だけでは、感染を完全に防ぐことはできませ
ん。院内感染対策では、感染経路を作らないことが大切。院内感染
対策システムを導入し、リネンの分類から保管までのトータル管
理をおすすめします。

分類

保管

乾燥

熱水洗濯

搬送

感染性のあるリネン類をその他のリネン類と分類し、
バッグに入れたまま洗濯機へ。

水溶性ランドリーバッグ

フタのあるカートで搬送。汚染別に袋で色分け。
フタは足で開けられます。

専用ランドリーカート

最高93℃・10分間の熱水処理プログラム搭載の洗濯機
にて処理。

ホスピタルウォッシャー

熱を効率よく利用し、早く乾燥させる専用乾燥機にて処理。
ホスピタルドライヤー

型番 商品コード 容量 サイズ（mm） 価格

KSA-120 043910 120ℓ×1 W465×D560×H885 ¥65,000

ダスタートロリー

〈仕様〉●フレーム　ステンレス●ペダル開閉付

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Y-1M 044308 W590×D545×H780 ¥18,000

ダストカート

〈仕様〉●スチールパイプクロメートメッキ●キャスター　径75mm●付属品　布袋●補
充用布袋　￥4,000●オプション　フタカバー　￥8,000

T-4530

Electrolux 乾燥機

型番 サイズ 価格

W-475NSＶ 8kg 電気式 ¥1,320,000
Ｗ-4105NSV 11kg 電気式 ¥1,600,000

院内での
ランドリーシステムの導入
①	すばやい処理が可能。
 汚物等の付着した洗濯物を長時間放置すると、非衛生的で感

染症を引き起こす可能性があります。

②	汚れに応じての対応。
 その場で洗濯物の汚れをチェックできるので、選別して洗濯

が可能です。汚れの強いものは汚物除去機へ投入、それ以外は
洗濯機へ。

③	リネンコストの軽減。
 工程終了まで約2時間で完了するので、余分なストックが必要

ありません。また状況に応じて稼働させるのでランニングコ
ストも軽減できます。

※フタカバーはオプションです。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Y-1M 044308 W590×D545×H780 ¥18,000

ダストカート

〈仕様〉●スチールパイプクロメートメッキ●キャスター　径75mm●付属品　布袋●補
充用布袋　￥4,000●オプション　フタカバー　￥8,000

☆
※
※
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型番 サイズ 価格

W-4130H 14kg ¥1,448,000
W-4180H 20kg ¥1,668,000
W-4240H 27kg ¥1,999,000

Electrolux 脱水洗濯機

当価格には、据え付け費、運搬費、工事費及び消費税は含ま
れていません。

型番 サイズ 価格

W-475NSＶ 8kg 電気式 ¥1,320,000
Ｗ-4105NSV 11kg 電気式 ¥1,600,000

Electrolux 汚物除去機

当価格には、据え付け費、運搬費、工事費及び消費税は含ま
れていません。

型番 サイズ 価格

T-4530 17.5kg ガス式 ¥996,000
17.5kg 蒸気式 ¥1,150,000
17.5kg 電気式 ¥1,098,000

Electrolux 乾燥機

当価格には、据え付け費、運搬費、工事費及び消費税は含ま
れていません。

汚物除去機
　・汚物のよごれもしっかり洗浄するために設計された専用機
　・もみ洗いがプラスされ、より高い洗浄効果を実現。
　・タッチボタンを採用し、簡単操作。
　・82℃ 10分間の感染対策プログラムを搭載、より安全な環境を提供

脱水洗濯機
　・インバーターモーター採用により、スムーズで静かなドラムアクションを実現。
　・機械主要部分は耐久性の高い、スウェーデン製の高品質ステンレスSUS304を使用。

回転式乾燥機
　・1時間に2回の完全乾燥が可能な、高効率な乾燥能力（残留水分50％、綿100％の生地を規定容量に乾燥した場合）
　・乾燥後も一定時間ドラムを回転させることによってシワを防ぐ、自動シワ防止機能搭載。
　・安全性を高める、自動クールダウン機能搭載。

集中ランドリー
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-5K 044390 Ｗ900×Ｄ600×Ｈ800 ¥79,000

リネンカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径125mm
●付属品　ターボリン袋

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Y-1L 044307 Ｗ680×Ｄ735×Ｈ880 ¥25,000

ダストカート

〈仕様〉スチールパイプクロメートメッキ●キャスター　
径100mm●付属品　布袋●補充用布袋　￥5,000

遠赤外線熱源で人と環境にやさしく、ベッドマットのクリーン管理を容易にします。

型番 商品コード 価格

BW-3200 021900 ¥3,900,000

遠赤外線ベッドマット消毒乾燥装置

消毒	 遠赤外線ヒーターによる最適波長を高効率温度制御により放射、菌細胞内部の温
度を上昇させて菌細胞を破壊します。

乾燥　遠赤外線による放射加熱と対流によりマットレス内部から隅々まで水分を蒸発
させてクリーンな乾燥を行います。

消臭	 高性能フィルターを通した加熱循環送風で高い消臭効果が得られます。

・薬剤を使わない感染対策機器です。
	人への安全と環境の保全に配慮、マットレスによる交差感染を防止します。
・フルオートの簡単操作
	運転ボタンを押すだけでフルオートで工程が進行し、終了を知らせます。
（処理時間最速120分）

特許出願7-169212

〈仕様〉

電 源 単相200Ｖ（50/60Ｈz）
消 費 電 力 2.1KW（ヒーター 2KW＋制御回路、ファン約100W）
外 形 寸 法 W2160×D680×H1320mm　※吊りボトルは含まず
重 量 約300kg（本体のみ）
熱 源 遠赤外線ヒーター（0.5KW×4本）
熱 循 環 対流と放射方式
温 度 制 御 PID制御

■HEタイプ仕様（病院施設用）　パルスインバータ式　「エコパル」搭載
型式 寸法（幅×奥行×高さ）mm 電源 対象物

HE-3E
外寸　2000×2650×2285
内寸　1200×2300×1800

三相200V/50A
電動マット、マットレス、
保育器、麻酔器、
その他医療用機器全般HE-3PE

外寸　2150×2420×2285
内寸　1200×2300×1800

使用菌株

菌数の経過時間（70℃ 1hr）

初期 0hr 1hr- 右上 1hr- 中央 1hr- 左下

E.coli（大腸菌） 3.2×105 0 0 0

Ps.aeruginosa（緑膿菌） 3.7×105 0 0 0

MRSA（MRSA） 5.1×105 0 0 0

※0：菌の発育を認めない。（2hr・3hr同様。使用培地：Mueller Hinton ⅡBBL）
  厚生労働省指定検査機関
  厚生労働省衛生第650号
  社団法人　京都微生物研究所 

〈試験結果〉

※本仕様は製品改良により断りなく変更することがあります。

コントロールパターン（フルオート緻密制御）　　　　　　　　　　　　　　　　　　			

■検査結果
〈試験方法〉
直径13mmの滅菌ろ紙に106CFU/mlの菌液0.1mlを滴下しストッカー袋にいれたものをベッド
マットの3ヶ所に切れ込みを入れ埋め込んだ。このマットレスをOGWクリーンキャビネットに
セットして70℃1hr・2hr・3hr後にそれぞれを取り出して各生存菌数を測定した。

遠赤外線
急速加熱

遠赤外線
遅速加熱

クールダウン
（冷却）

スタート 終了

試料名 24H後 48H後 72H後 結果

No.1 － － － 完全滅菌

No.2 － － － 完全滅菌

No.3 － － － 完全滅菌

No.4 － － － 完全滅菌

対照用ブローブ ＋ ＋ ＋ 不完全滅菌

検査成績表　　（株）日本食品エコロジー研究所
	 検査機関	 平成18年12月20日

	 検査目的	 殺菌効果確認試験

	 検査試料	 ・保育器
　　　　　　	 　「Bacillus（ACTT	9372）」
　　　　　　	 ・ACE	testバイオロジカル	インジケーター

	 滅菌条件	 ホルムアルテヒドガス
　　　　　　	 庫内温度47℃	全工程時間240分

	 使用機種	 HE-3E

	 試験結果

エコパル搭載の大型医療器具消毒器

※詳細はお問い合わせ下さい。
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-5K 044390 Ｗ900×Ｄ600×Ｈ800 ¥79,000

リネンカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスター　径125mm
●付属品　ターボリン袋

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-8K 044420 Ｗ600×Ｄ420×Ｈ760 ¥49,000

リネンカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスタ一　径75mm
●付属品　ターボリン袋

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

V-6K 044400 φ600×Ｈ800 ¥48,000
V-7K 044360 φ450×Ｈ800 ¥44,000

リネンカート

〈仕様〉●ステンレス●キャスタ一　径50mm
●付属品　ターボリン袋

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

Y-1L 044307 Ｗ680×Ｄ735×Ｈ880 ¥25,000

ダストカート

〈仕様〉スチールパイプクロメートメッキ●キャスター　
径100mm●付属品　布袋●補充用布袋　￥5,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SA-11 044048 Ｗ458×Ｄ711×Ｈ870 ¥29,800

静か台車SS（折りたたみ式）

〈仕様〉●SS/PP樹脂●耐荷重　150kg●オプション　
フットブレーキ￥9,580

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

KS-101 044058 Ｗ480×Ｄ740×Ｈ850 ¥39,000

運搬車（1段）

〈仕様〉●SUS-430ステンレス　ミラー研磨●床面高　145mm
●重量　150kg●オプション　フットブレーキ￥10,000

・ハンドル折りたたみ式。

型番 商品コード 価格

BW-3200 021900 ¥3,900,000

型式 寸法（幅×奥行×高さ）mm 電源 対象物

HE-3E
外寸　2000×2650×2285
内寸　1200×2300×1800

三相200V/50A
電動マット、マットレス、
保育器、麻酔器、
その他医療用機器全般HE-3PE

外寸　2150×2420×2285
内寸　1200×2300×1800

使用菌株

菌数の経過時間（70℃ 1hr）

初期 0hr 1hr- 右上 1hr- 中央 1hr- 左下

E.coli（大腸菌） 3.2×105 0 0 0

Ps.aeruginosa（緑膿菌） 3.7×105 0 0 0

MRSA（MRSA） 5.1×105 0 0 0

※0：菌の発育を認めない。（2hr・3hr同様。使用培地：Mueller Hinton ⅡBBL）
  厚生労働省指定検査機関
  厚生労働省衛生第650号
  社団法人　京都微生物研究所 

〈試験結果〉
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・コンパクト設計なので狭いスペースでも設置できます。
・ボタンを押すとボックスの下から殺菌されたスリッパがでてきます。
・�使用済みのスリッパを本体上部の返却口に置くと返却口が開き、スリッパが
ボックス内に収容されます。　
・紫外線がスリッパの裏側、内側とも均一に殺菌します。

スリッパ殺菌ディスペンサー

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SSDX 021884 W341×D445×H1207 ¥235,000
〈仕様〉●電源　単相AC100V�50/60Hz�6OVA●重量　31kg●紫外線照射量　100μW/
cm2以上●収納数　スリッパ10足（付属）

・紫外線に強く、洗濯が可能です。1セット（10足入）
専用スリッパ

型番 商品コード 価格

SSDX-1 021883 ¥20,000※専用スリッパ10足（付属）を使用して下さい。

型番 商品コード サイズ（mm） カラー 価格

DK-2SLI 029251 W650×D360×H1100 アイボリー ¥284,000
DK-2SLP 029252 W650×D360×H1100 ピンク ¥284,000
DK-2SLB 029253 W650×D360×H1100 ブルー ¥284,000
DK-2SLG 029254 W650×D360×H1100 グリーン ¥284,000

・タイマー付でスリッパの出し入れをするたび殺菌灯が点灯し、15分経過すると自動で消灯するので節電ができ経済的にお使いになれます。
クリーンスリムボックス（スリッパ消毒キャビネット）

〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　100V●消費電力　DK-1：28W　DK-2：54W●殺菌灯　DK-1：10W×2灯　DK-2：10W×4灯●天板　メラミン化粧板

収納力UPの16足用

コンパクト設計です

型番 商品コード サイズ（mm） カラー 価格

DK-1SLI 029246 W320×D360×H1100 アイボリー ¥163,000
DK-1SLP 029247 W320×D360×H1100 ピンク ¥163,000
DK-1SLB 029248 W320×D360×H1100 ブルー ¥163,000
DK-1SLG 029249 W320×D360×H1100 グリーン ¥163,000

DK-1SLシリーズ（8足用） DK-2SLシリーズ（16足用）

DK-2SLシリーズ 

DK-1SLシリーズ 
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スリッパ殺菌ディスペンサー

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

SSDX 021884 W341×D445×H1207 ¥235,000

専用スリッパ

型番 商品コード 価格

SSDX-1 021883 ¥20,000

型番 商品コード サイズ（mm） カラー 価格

DK-2SLI 029251 W650×D360×H1100 アイボリー ¥284,000
DK-2SLP 029252 W650×D360×H1100 ピンク ¥284,000
DK-2SLB 029253 W650×D360×H1100 ブルー ¥284,000
DK-2SLG 029254 W650×D360×H1100 グリーン ¥284,000

殺菌線消毒ロッカー
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

DK-2W 029240 W880×D515×H1790 ¥300,000
〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧
100V●定格消費電力　76W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×4●収納
数　白衣6～8着●カラー　メインカラー：ブルー、オプションカラー：アイボリー/ピンキッ
シュイエロー/ピンクカラーはオプションカラー、ピンキッシュイエロー

殺菌線消毒ロッカー
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

DK-2SW 029241 W600×D515×H1790 ¥228,000
〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧
100V●定格消費電力　38W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×2●収納
数　白衣4～6着●カラー　メインカラー：ブルー、オプションカラー：アイボリー/ピンキッ
シュイエロー/ピンク

殺菌線消毒ロッカー
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

DK-1S 029244 W455×D515×H1790 ¥188,000
〈仕様〉●本体　スチール焼付塗装●内装　アルミ反射板張●電源　単相AC●定格電圧
100V●定格消費電力　38W●定格周波数　50/60Hz（切替式）●殺菌灯　15W×2
●収納数　白衣3～ 4着●カラー　メインカラー：ブルー　オプションカラー：アイボ
リー /ピンキッシュイエロー /ピンク

カラーはメインカラー、ブルー

※この商品のカラーバリエーションです。

※カラーご指定のないときはブルー（標準色）で出荷いたします。
　オプションカラーの場合納期をご確認ください。

共通カラーバリエーション

ブルー

メインカラー

アイボリー ピンキッシュイエロー ピンク

オプションカラー

※印刷物のため多少実物とは異なります。ご了承ください。

カラーはオプションカラー、アイボリー
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ペイシェントシールド-H

型番 商品コード 価格

FIS-H 043341 ¥40,000

くしゃみ、せき等による飛沫感染の防護に

コンパクトに折りたためます。

■専用の収納ケース付でコンパクトに持ち運べます。

■必要に応じて酸素投与が行えます。

■上部カバーは頭部から足部まで完全に開閉することができ、移し替えが容易に行えます。

ストレッチャーは別売です。

アイソチャンバー

被災者の迅速なチャンバーへの移
し替えができ、周囲への二次感染
を防止します。

●�アイソレートバキュームシステムで内部を陰圧の状況にします。
（バッテリー駆動可能。）�
�特殊フィルター（使い捨て）を前後に6箇所装備、汚染空気を外部放出しない構造
になっています。
●�取り外し可能な8箇所のキャップポート付。�
�必要に応じて酸素投与等医療処置が行えます。

●�上部カバー部には柔軟性のある樹脂�
フレームを内蔵。�
�使用時は7本の樹脂フレームがアーチ状になるので被災者に圧迫感を与え
ません。

●�軽量で搬送性に優れています。�
�専用収納ケースにコンパクトに収まり持ち運びが容易です。

〈仕様〉●サイズ　W700×H600×L2250（最大）●重量　10kg（収納ケース含む）

型番 商品コード 価格

FIS-50C 043340 ¥600,000

放射性物質、感染病原菌や化学物質により
汚染された被災者を隔離・搬送します。SARS/感染対策備品

ストレッチャーは別売です。

・�病院内での飛沫の拡散を低減します。
・�持ち運びが容易で素早くストレッチャーに取り付けて使用
できます。
・専用ケース付で折りたたんで収納、移動ができます。

手指の衛生管理を、より素早く効果的に｡
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型番 商品コード 価格

FIS-50C 043340 ¥600,000

手指の衛生管理を、より素早く効果的に｡

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

RS-501 021101 W140×D140×H210 ¥18,000

・手を近づけると光センサーで自動噴霧します。
・好みの場所に設置できるコンパクトサイズ。
・本体はミニでも、1100ccのタンク容量、残液の確認も容易です。
・乾電池、AC電源の併用可（ACアダプター別売）。

手指消毒器（ハンディミストミニ）

●電源　アルカリ乾電池（単2形×2）●ポンプ　ギアポンプ方式●薬液噴霧量　約2.4秒（約
1.2cc／回）●重量　約620g

ACアダプター 021111 ¥2,100
専用受皿 ¥1,550

〈オプション〉

型番 商品コード 価格

ALH-2（4ℓ） 072109 ¥5,300

ハンドアルサワー

〈仕様〉●エタノール　グリセリン脂肪酸エステル　乳酸ナトリウム●ホルダーセット（ボト
ルホルダー1個、1ℓポンプボトル1本）¥2,200

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

AL-8543 072112 １リットル入 ¥2,900

・水洗い不要の速乾性。
・保湿剤配合で手にやさしい。

手指消毒液アルボナース

〈仕様〉●塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレンラニリン　●エチルアルコール

・手指の洗浄消毒に
・ハンディミスト専用液としてもご使用いただけます。

医薬部外品

医薬部外品
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-101D
（ディスペンサー） 530000 W140×D85×H225 ¥4,000

HC-102K
（力ートリッジ） 530001 12箱/1梱包 ¥4,300

・低コスト、衛生的な密封包装カートリッジで常にすぐれた除菌力を発揮します。
・省スペースに設置できカートリッジのセットや交換もラクに行えます。
・ジェルタイプなので周辺が汚れにくく、快適に使用できます。
・ポータブルトイレの便座除菌にも最適です

便座除菌クリーナー（クリーンジェル）

●ディスペンサー　壁掛対応容器●カートリッジ　詰替用除菌ジェル  成分　エタノール・
カモミラエキス 800㎖

トイレのペーパーホルダーのそばに設置して
いつでも便座を清潔に衛生的に保つことができます。

ディスペンサー（壁掛）

カートリッジ（詰替用クリーンジェル）

■使用方法

型番 商品コード 仕様 価格

OT-810 021805 アンダーフード付 ¥105,000
OT-820 021806 アンダーフードなし ¥90,000

・省スペース設置のコンパクト、軽量タイプです。
・温風、送風切替スイッチ付。
・壁掛パネル付。
・設置場所に100V電源があることをご確認下さい。

ハンドドライヤー（ジェット温風タイプ）

●乾燥時間　5～9秒●コード長さ　1500mm●風速　120m/s●重量　4kg/4.8kg
（フード付）●騒音値　フード付63dB/フードなし62dB●消費電力　フード付790W/
フードなし800W●本体サイズ　W250×D170×H274/480（フード付）mm

ハイパワーと低騒音、すばやく濡れた手を乾かします。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

T-WD 021795 300×400 ¥4,800

・ティッシュのように取り出せる使いやすいパッケージです。
・水で湿らせるとより効果的、繰り返し使えて大変経済的です。

高機能性多目的ク口ス

〈仕様〉●アクリル極細繊維不織布●入数　40枚

ミクロの汚れも吸着し、さらに繰り返し洗って使える高機能クロス。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

YE-2L 021821 W261×D135×H135 ¥4,900

タオルペーパーケース

〈仕様〉●ボディ　ステンレス●サイド　ABS樹脂●重
量　約800g

コンパクトサイズのタオルペーパーケース、
ステンレスボディで清潔感があります。

タオルペーパーケース

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

YFU-378 021822 W296×D140×H320 ¥8,000
〈仕様〉●ボディ　ステンレス●サイド　ABS樹脂●重
量　約1.5kg

大容量夕イプのタオルペーパーケース。

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

YC-226 021820 218×228 ¥8,800

タオルペーパーDX

●入数　36袋（1袋150枚入）

2枚重ねのソフトタイプ、水を含んでも
充分な強さです（再生紙使用）。

手指の衛生管理を、より素早く効果的に｡

型番 商品コード 容量 サイズ（mm） 価格

KSA-120 043910 120ℓ×1 W465×D560×H885 ¥65,000
KSA-140 043911 70ℓ×2 W470×D560×H885 ¥75,000

ダスタートロリー

〈仕様〉●フレーム　ステンレス●ペダル開閉付

型番 商品コード 価格

SP-K20 044352 ¥2,100

型番 商品コード 価格

SP-K20ST 044353 ¥26,600
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型番 商品コード サイズ（mm） 価格

HC-101D
（ディスペンサー） 530000 W140×D85×H225 ¥4,000

HC-102K
（力ートリッジ） 530001 12箱/1梱包 ¥4,300

・低コスト、衛生的な密封包装カートリッジで常にすぐれた除菌力を発揮します。
・省スペースに設置できカートリッジのセットや交換もラクに行えます。
・ジェルタイプなので周辺が汚れにくく、快適に使用できます。
・ポータブルトイレの便座除菌にも最適です

便座除菌クリーナー（クリーンジェル）

●ディスペンサー　壁掛対応容器●カートリッジ　詰替用除菌ジェル  成分　エタノール・
カモミラエキス 800㎖

トイレのペーパーホルダーのそばに設置して
いつでも便座を清潔に衛生的に保つことができます。

型番 商品コード 仕様 価格

OT-810 021805 アンダーフード付 ¥105,000
OT-820 021806 アンダーフードなし ¥90,000

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

T-WD 021795 300×400 ¥4,800

型番 商品コード サイズ（mm） 価格

YC-226 021820 218×228 ¥8,800

型番 商品コード 容量 サイズ（mm） 価格

KSA-120 043910 120ℓ×1 W465×D560×H885 ¥65,000
KSA-140 043911 70ℓ×2 W470×D560×H885 ¥75,000

ダスタートロリー

〈仕様〉●フレーム　ステンレス●ペダル開閉付

型番 商品コード 容量 価格

KSA-2402 043912 120ℓ×2 ¥70,000
KSA-2603 043913 120ℓ×1／70ℓ×2 ¥75,000

ダス夕ートロリー

〈仕様〉●フレーム　スチール●サイズ　W590×L950×H1055mm

KSA-120 KSA-140 KSA-2402 KSA-2603

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき
開発された特殊密閉容器です。

型番 商品コード 価格

SP-K20 044352 ¥2,100

型番 商品コード 価格

SP-M20 044350 ¥2,740

メディカルぺール

〈仕様〉●本体　PP●フ夕　PP●外寸　φ310×370mm
●内寸　φ287×352mm●容量　20ℓ

メディカルぺール

〈仕様〉●本体　PP●フタ　PP●外寸　327×315×
296mm●内寸　296×296×285mm●容量　20ℓ

型番 商品コード 価格

SP-K20ST 044353 ¥26,600

メディカルぺール専用ス夕ンド

型番 商品コード 価格

SP-K50 044354 ¥4,120

メディカルぺール

〈仕様〉●本体　PP●フタ　PP●外寸　435×309×
551mm●内寸　404×290×540mm●容量　50ℓ
●カラー　グレー・ホワイト

「バイオハザードマーク」印刷につ
いてはお問い合わせ下さい。

（標準は無地にて出荷いたします）

SP-K20ST SP-M20ST SP-K50ST

型番 商品コード 価格

SP-M20ST 044351 ¥26,200

型番 商品コード 価格

SP-K50ST 044355 ¥26,600

送料別途
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型番 商品コード 1箱入数（枚） 価格

S-122 056584 50 オープン価格

型番 商品コード サイズ（mm） １箱入数（巻） 価格（１箱）

I-121 056870 25×9100 12 ¥3,600
I-122 056871 50×9100 6 ¥3,600
I-123 056872 75×9100 4 ¥3,600
I-124 056873 100×9100 3 ¥3,600
I-125 056874 150×9100 3 ¥5,400
I-126 056875 200×9100 3 ¥7,200

・50mm間隔のミシン目を入れることにより手切れ性をもった粘着包帯です。
・ガーゼカテーテル等の固定､患部のパッド類や医療機器の固定に。
・ハサミのいらない粘着包帯で、ゴミを削減します。

ミリオン粘着包帯eco

・すぐれた通気性
により傷表面の乾
燥を維持します。
・手術後の傷口へ
のドレッシング
やカニューラ・カ
テーテルの穿刺部
の固定、浸出液の
吸収に使用。

ミリオン粘着パッド

型番 商品コード 外形サイズ（mm） パッド部サイズ（mm） １箱入数（枚） 価格（１箱）

I-77 056850 50×80 20×40 50 ¥1,600
I-82 056851 60×100 30×600 50 ¥1,800
I-78 056852 80×130 40×900 30 ¥1,700
I-79 056853 100×160 50×100 30 ¥2,700
I-80 056854 110×200 50×150 20 ¥2,200
I-81 056855 120×250 60×200 20 ¥3,200

皮膚にやさしく、血液や浸出液をすばやく吸収する刺激の少ない粘
着パッドです。

型番 商品コード サイズ（mm） カラー １箱入数（巻） 価格（１箱）

I-111 056848 19×1000 白 12 ¥1,680

・粘着力が弱く皮膚にやさしいので痛みが少なくはがしやすくなっています。
・創傷部へのガーゼ・パットなどの固定用。
・検体の識別に油性ペン・ボールペンなどで書き込めます。

ミリオンカブレステープ U

ミリオンドレッシングテープ
薄くソフトで患部にしっかり固定、細菌の感染・汚染を防止する
ドレッシングテープです。

型番 商品コード サイズ（mm） 1箱入数（巻） 価格（１箱）

I-5 056840 50×10000 6 ¥21,600
I-10 056841 100×10000 4 ¥25,600

1.必要な長さに切る。
2．裏紙の片方をはがします。
3．もう一方の裏紙をはがしながら貼り付けます。
4.表面の保護フィルムを矢印の方向にはがします。

・透明で薄く、水蒸気透過性・柔軟伸縮性に富んだポリウレタンフィルムに抗ア
レルギー性の粘着剤をコーティングしています。
・透明なので創傷部やカテーテル突刺部の観察が容易です。
・耐水性があり、運動・水泳・入浴などの制限を受けません。

フィルフィックス（滅菌済）

型番 商品コード サイズ（mm） １箱入数（枚） 価格（１箱）

I-130 056890 50×70 100 ¥7,000
I-131 056891 80×120 50 ¥6,800
I-132 056892 100×150 50 ¥9,400
I-133 056893 120×250 20 ¥7,500

・「フィルフィックス」にラミ加工されたパッド付夕イプ、創傷部への固着を防止
します。
・酸素・水蒸気の透過性があり、皮フ呼吸を維持し皮フを保護します。
・滅菌済、バクテリア不透過性で創傷部をバクテリアから保護します。

フィルフィックスプラス（滅菌済）

型番 商品コード サイズ（mm） １箱入数（枚） 価格（１箱）

I-135 056895 50×70 50 ¥4,200
I-136 056896 60×90 50 ¥5,200
I-137 056897 80×120 30 ¥4,800
I-138 056898 100×150 30 ¥6,800

型番 商品コード 価格

H-5522 510041 ¥4,200

ダンロップ湯たんぽ（天然ゴム製）
・完全密封なので、お年寄りにも安心
・自然保温方式

・水は通さず通気性
があり、創傷部周
辺を保護します。
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型番 商品コード 1箱入数（枚） 価格

S-122 056584 50 オープン価格

シンガーサージカルマスク
（ループタイプ）

型番 商品コード 外形サイズ（mm） パッド部サイズ（mm） １箱入数（枚） 価格（１箱）

I-77 056850 50×80 20×40 50 ¥1,600
I-82 056851 60×100 30×600 50 ¥1,800
I-78 056852 80×130 40×900 30 ¥1,700
I-79 056853 100×160 50×100 30 ¥2,700
I-80 056854 110×200 50×150 20 ¥2,200
I-81 056855 120×250 60×200 20 ¥3,200

型番 商品コード サイズ（mm） 1箱入数（巻） 価格（１箱）

I-5 056840 50×10000 6 ¥21,600
I-10 056841 100×10000 4 ¥25,600

型番 商品コード サイズ（mm） １箱入数（枚） 価格（１箱）

I-135 056895 50×70 50 ¥4,200
I-136 056896 60×90 50 ¥5,200
I-137 056897 80×120 30 ¥4,800
I-138 056898 100×150 30 ¥6,800

型番 商品コード サイズ（mm） 入数（枚） 価格

S-8810 056572 （S）70×110 50 オープン価格
S-8809 056571 （M）70×135 50 オープン価格

・軽くて丈夫、衛生的な使い捨て工プ口ンです。

ポリエプ口ン
（ディスポタイプ）

〈仕様〉●ポリエチレン●カラー　半透明

型番 商品コード サイズ（mm） 入数（枚） 価格

S-8725 056582 900×900 1 オープン価格

・強度な耐久性を備えながらソフトな着心地。
オールマイティに活躍します。

腰下ビニロン前掛

〈仕様〉●塩化ビニール100% /ビニロン中糸●カラー　
ホワイト

型番 商品コード サイズ（mm） 入数（枚） 価格

S-8723 056580 900×1100 1 オープン価格
S-8724 056581 900×1200 1 オープン価格

胸付きエステル前掛

型番 商品コード サイズ 1箱入数（枚） 価格

SH-4046 056046 SS 100 オープン価格
SH-4047 056047 S 100 オープン価格
SH-4048 056048 M 100 オープン価格
SH-4049 056049 L 100 オープン価格

・従来のプラスチック手袋よりも柔らかく手に馴
染みぴったりフィットします。
・パウダーフリー加工を施しており衛生的です。
・左右兼用タイプで経済的です。

型番 商品コード 価格

H-5522 510041 ¥4,200

ダンロップ湯たんぽ（天然ゴム製）
・完全密封なので、お年寄りにも安心
・自然保温方式

型番 商品コード 容量 価格

Ｈ-5520 510039 1000cc ¥1,000
Ｈ-5521 510040 400cc ¥800

ハンディ氷のう
型番 商品コード サイズ（mm） 価格

H-5518 510038 W170XL270XH25 ¥1,000

アイス枕涼感工房
・ひんやり快適、－30度でもやわらかくカバー
付きで結露も大丈夫。

〈仕様〉●本体　テトロン・ポリウレタン　●耐冷熱温度
0度～ 50度

シンガーソフトグローブ
（パウダーフリー）

・内部に高性能フィルターを使用した3層タイプな
ので、飛沫感染予防に効果的です。
・立体プリーツ形状で通気性も抜群！
・樹脂製のノーズピース。

型番 商品コード サイズ 1箱入数（枚） 価格

SH-4041 056120 S 100 オープン価格
SH-4042 056130 M 100 オープン価格
SH-4043 056140 L 100 オープン価格

・�指先によくなじみ、感触が極めて高く、指の屈伸
がスムーズで作業がしやすくなりました。
・プラスチック製で非常に薄く、滑りがよく脱着が
容易で手によくフィットします。
・�医師、看護師、患者さんを保護し、院内の安全を護
ります。

シンガープラスチック手袋
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ABC 順  索引表 OGAWA MEDICAL GOODS

型番 商品コード 品名 掲載頁

A
AC-1R 531123 ■ アクセスコール受信機 108 

AC-8R 531124 ■ アクセスコール受信機 108 

AC-S 042454 ■ アロマチップ 81 

AC-T 531120 ■ アクセスコール送信機 108 

AD-6101C 033021 ■ ストレッチャースケール（検定付） 26 

AD-6105P 033017 ■ 車椅子用バリアフリースケール 27 

AD-6105W 033011 ■ 車椅子用バリアフリースケール 27 

AD-6106L 033018 ■ 車椅子用バリアフリースケール 27 

AD-6106P 033020 ■ 車椅子用バリアフリースケール 27 

AD-6106W 033019 ■ 車椅子用バリアフリースケール 27 

AD-6107P 033016 ■ デジタルスケール 28 

AD-6107W 033015 ■ デジタルスケール 28 

AD-6121 A 033022 ■ ベッドサイドスケール（検定付） 29 

AD-6207A 019317 ■ ベーシック体重計ポール付 28 

AD-6207B 019318 ■ ベーシック体重計ポールなし 28 

AD-6224A 019000 ■ デジタル身長体重計 25 

AD-6228 019313 ■ 自動身長体重計バリアフリー仕様 25 

AD-6228P 019314 ■ 自動身長体重計バリアフリー仕様
プリンター付 25 

AL-8543 072112 ■ 手指消毒液 アルボナース 1 リットル 129 

ALH-2 072109 ■ ハンドアルサワー  4 リットル 129 

AL-SUD 041110 ■ シャワーストレッチャー 83 

AL-UD-1 043611 ■ ストレッチャー 89 

AL-UD-2 043612 ■ ストレッチャー 89 

AL-UD-3 043613 ■ ストレッチャー 89 

AM-1N 771271 ■ アニメック 51 

AM-2N 771272 ■ アニメック 51 

AR-100 032781 ■ アルミ車いす 98 

AR-110 032782 ■ アルミ車いす（低床） 98 

AR-200B 032783 ■ アルミ車いす 98 

AR-210B 032784 ■ アルミ車いす（低床） 98 

AR-300 032785 ■ アルミ車いす 98 

AR-310 032786 ■ アルミ車いす（低床） 98 

AR-500 032787 ■ アルミ車いす（肘跳ね上げ） 98 

AR-600 032788 ■ アルミ車いす（介助用） 98 

AR-800 531000 ■ オムツ専用消臭ワゴン 112 

AR-805 531001 ■ 消臭ポリ袋  10／1 112 

ARCA-150 ■ PC 搭載用バッテリー 32 

ARCA-300 ■ PC 搭載用バッテリー 32 

B
B-10NB 742411 ■ タオル・スチーマー（清拭車） 75 

B-10WG 785111 ■ 清拭車 専用台 75 

B-12NB 742421 ■ タオルスチームカート（清拭車） 75 

B-12NP 742422 ■ タオルスチームカート（清拭車） 75 

B-15NS 742400 ■ タオルスチームカート（清拭車） 75 

B-202 018020 ■ 便尿器保温器 119 

型番 商品コード 品名 掲載頁

B-203 018030 ■ 便尿器保温庫 119 

B-23E 742291 ■ 回診車（包帯交換車） 63 

B-24C 742270 ■ 万能壷架台セット 62 

B-24N 742280 ■ 万能壷架台セット 62 

B-26 742000 ■ 包交車 62 

B-27 042260 ■ サイドカルテラック（小） 36 

B-28 042250 ■ サイドカルテラック 36 

B-301 042430 ■ タオル巻取器 マイチャオ 78 

B-320 042391 ■ シャンプーコンポ セリア ピンク 76 

B-320 042392 ■ シャンプーコンポ セリア ブルー 76 

B-36 742921 ■ オムツ交換車 112 

B-38 042920 ■ オムツ交換車 112 

B-46N 742361 ■ 与薬車 58 

B-53 042980 ■ ボンベ架 61 

B-562 751360 ■ ダストリング缶セット 62 

B-563 751370 ■ ダストリング缶セット 62 

B-57 042380 ■ シャンプーチェアー 77 

B-58 042370 ■ シャンプーチェアー 77 

B-603RS 046211 ■ ユニックミニカート レッド 60 

B-604BS 046221 ■ ユニックミニカート ブルー 60 

B-605GS 046223 ■ ユニックミニカート グリーン 60 

B-67RS 046150 ■ 救急ワゴン 60 

B-68NS 047111 ■ ユーティリティーカート 60 

BC-109 044069 ■ サイドアップワゴン 72 

BC-201 042531 ■ オムツ交換カート 113 

BC-202 042532 ■ オムツ交換カート 113 

BC-2030 044066 ■ マイティ万能カート 72 

BC-4091 044067 ■ マイティ万能カート 72 

BC-607 044068 ■ サイドアップワゴン 72 

BC-S ■ 分配コンセント 109

BD-586 019312 ■ デジタルベビースケール 29 

BD-815 019319 ■ 高精度デジタルベビースケール 29 

BGA-2 ■ 折畳処置台 70 

BGA-2M ■ 折畳処置台 70 

BGA-2W ■ 折畳処置台 70 

BGA-3 ■ 折畳処置台 70 

BGA-3M ■ 折畳処置台 70 

BGA-3W ■ 折畳処置台 70 

BHC-1 042455 ■ ホットキャビカート 79 

BHC-19 042457 ■ ホットキャビカート 79 

BHC-20 042459 ■ ホットキャビカート 79 

BK-12N 042542 ■ オムツ交換車 113 

BK-135 042160 ■ カルテフィルムワゴン 36 

BK-136 042161 ■ カルテフィルムワゴン 36 

BK-13N 042543 ■ オムツ交換車 113 

BK-141 042166 ■ カルテワゴン 36 

BK-144 042171 ■ カルテワゴン 37 
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BK-145 042169 ■ カルテワゴン 37 

BK-150 042790 ■ 回診車 62 

BK-151 042701 ■ 回診車 63 

BK-153 042703 ■ 回診車 63 

BK-186L 042713 ■ 処置カート 72 

BK-186M 042714 ■ 処置カート 72 

BK-187 042715 ■ 処置カート 72 

BK-201 047000 ■ 処置台 71 

BK-202 047010 ■ 処置台 71 

BK-203 047020 ■ 処置台 71 

BK-208 042471 ■ 処置カート（ミニタイプ） 73 

BK-211 047030 ■ 処置台 71 

BK-212 047040 ■ 処置台 71 

BK-213 047050 ■ 処置台 71 

BK-222 742681 ■ 処置カート（カラー付ミニ）2 段 35・65

BK-223 042682 ■ 処置カート（カラー付ミニ）3 段 65 

BK-224 042683 ■ 処置カート（カラー付ミニ）2 段 65 

BK-225 042684 ■ 処置カート（カラー付ミニ）3 段 65 

BK-226 042685 ■ 処置カート（ミニタイプ）2 段 65 

BK-227 042686 ■ 処置カート（ミニタイプ）3 段 65 

BK-230 042472 ■ 処置カート（ミニタイプ） 73 

BK-2321S 042770 ■ フレックスカート 69 

BK-2322M 042771 ■ フレックスカート 69 

BK-2421S 042772 ■ フレックスカート 69 

BK-2422M 042773 ■ フレックスカート 69 

BK-293B,Y,P,S 042789 ■ 救急カート 61 

BK-691 047090 ■ 処置台 71 

BK-692 047100 ■ 処置台 71 

BK-695 042473 ■ 処置台（3 段棚） 71 

BK-696 042479 ■ 処置台（3 段棚） 71 

BK-697 042474 ■ 処置台 71 

BK-698 042481 ■ 処置台 71 

BK-93 042477 ■ サプライキャリー 73 

BN-51 047282 ■ 便尿器ラック 120 

BN-56 047284 ■ 便尿器ラック 120 

BS-1605 747083 ■ パソコンカート 33・67

BS-162 742470 ■ 処置台 64 

BS-1620N 747081 ■ パソコンカート 33・67 

BS-165 742480 ■ 3 段バット台 73 

BS-166 742490 ■ 3 段バット台（アーチ型） 73 

BS-170 742710 ■ 処置台 64 

BS-171 742840 ■ 処置台 64 

BS-180N 042752 ■ 処置カート 66 

BS-180NB 742754 ■ 処置カート 66 

BS-180NP 742753 ■ 処置カート 66 

BS-2 531114 ■ ベッドセンサー 109 

BS-3 531115 ■ ベッドセンサー 109 

型番 商品コード 品名 掲載頁

BS-309B 742272 ■ 処置カート（ブルー） 68 

BS-309P 742273 ■ 処置カート（ピンク） 68 

BS-310B 742274 ■ 処置カート（ブルー） 68 

BS-310P 742275 ■ 処置カート（ピンク） 68 

BS-318N 042302 ■ コンパクトカート 33・66

BS-318NB 742304 ■ コンパクトカート 33・66

BS-318NP 742303 ■ コンパクトカート 33・66

BS-333 742755 ■ グローブホルダー 66 

BS-701 747060 ■ 処置台 71 

BS-703 747080 ■ 処置台 71 

BS-712 047150 ■ 処置カート 72 

BS-713 047160 ■ 処置カート 72 

BS-73 042741 ■ 折りたたみ処置台 70 

BS-75 042740 ■ 折りたたみ処置台 70 

BS-78 746230 ■ ナーシングキャリー 69 

BS-79 046231 ■ ナーシングキャリーⅡ型 69 

BSU-1002 042381 ■ オンべッドボディウオッシャーいずみ 82 

BSU-502 742385 ■ シャンプーキャリーセット 82 

BU-28 745600 ■ ベッド名札（分薬ケース付） 54 

BU-30 745660 ■ ベッド名札 BU-30 54 

BU-33 745630 ■ ベッド名札 ブルー 54 

BU-34 745640 ■ ベッド名札 ベージュ 54 

BU-36 045650 ■ ベッド名札 字消タイプ 54 

BU-37 744920 ■ ベッドヘッドサクションセット 53 

BU-38 744850 ■ ベッドヘッドサクションセット 53 

BW-1A 047164 ■ バスケットカート 73 

BW-3200 021900 ■ 遠赤ベッドマット用消毒乾燥器 124 

BWB-627HR 019405 ■ 手すり付精密体重計 28 

BX-1 531116 ■ ベッドセンサー変換器 109 

BY-801LD 021890 ■ エコクリーンストッカー 121 

C
C-501 731661 ■ ガートル架 5 本脚（2 本架） 50 

C-502 731680 ■ ガートル架 5 本脚（4 本架） 50 

C-507NM 031711 ■ ガートル架（MRI 室用） 50 

C-610 032640 ■ ガートル架用グリップ 50 

C-62 743010 ■ ガートル架 61 

C-66 031739 ■ ガートル架用グリップ 50 

CC-8 042458 ■ クールキャビ 81 

CER-20 034122 ■ 車椅子（リクライニングタイプ） 99 

CF-10H 033794 ■ 車椅子 座位姿勢保持タイプ 100 

CF-10HE 033795 ■ 車椅子 マイチルト 100 

CF-10HR 033796 ■ 車椅子（姿勢保持／マイチルト） 100 

CF-10HRE 033797 ■ 車椅子（姿勢保持／マイチルト） 100 

CF-119 732980 ■ 車椅子用 ガートル棒 101 

CF-122 032970 ■ 車椅子用ボンベ架 101 

CF-123 032960 ■ 車椅子用 テーブル架 101 
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CF-129 033032 ■ 車椅子用ガートル架 後方伸縮 101 

CF-151 034020 ■ 車椅子 96 

CF-175A 032550 ■ 歩行補助器（後輪固定） 103 

CF-175B 032551 ■ 歩行補助器（四輪自在） 103 

CF-177L 032590 ■ 歩行補助器 103 

CF-177M 032610 ■ 歩行補助器 103 

CF-178L 032580 ■ 歩行補助器 103 

CF-178M 032600 ■ 歩行補助器 103 

CF-190 032621 ■ 歩行補助器 6 輪ウォーカー 102 

CF-190B 032622 ■ 歩行補助器 6 輪ウォーカー 102 

CF-191 032623 ■ 歩行補助器 4 輪ウォーカー 102 

CF-1AL 035100 ■ 歩行補助器（アルコー） 102 

CF-203 032820 ■ 車椅子 フルリクライニング 99 

CF-205 032821 ■ 車椅子 フルリクライニング 99 

CF-301 033791 ■ オール抗菌車いす（自走） 100 

CF-302 033792 ■ オール抗菌車いす（介護） 100 

CF-8AL 035102 ■ 歩行補助器（アルコー） 102 

CF-DX 035101 ■ 歩行補助器（アルコー） 102 

CHN-5 531125 ■ チャンネル表示盤 108 

CL-HS 070510 ■ スライドハンガー 52 

CL-L 070580 ■ スライドハンガー ロング 52 

CL-R 070630 ■ ランナー 52 

CL-R1 070530 ■ 直線レール 1M 52 

CL-R2 070540 ■ 直線レール 2M 52 

CL-R3 070550 ■ 直線レール 3M 52 

CL-T 070600 ■ 固定 フック 52 

CM-192 044212 ■ 小児用診察台 11 

CM-193 044213 ■ 小児用診察台 11 

CM-200A 044214 ■ ハイロー診察台（垂直電動タイプ） 8・23 

CM-220 033565 ■ 車椅子（フットエレベートタイプ） 97 

CM-230 032791 ■ 車いす（介助用） 97 

CM-250 033567 ■ 車椅子（スイングアウト脚タイプ） 97 

CM-260 035011 ■ 車椅子（介護用） 97 

CM-31SBO 037205 ■ ドクターチェア 4 

CM-50 033562 ■ 車椅子（リクライニングタイプ） 97 

CM-51SBO 037204 ■ ドクターチェア 4 

CM-54 033760 ■ 車椅子（リクライニングタイプ）介助用 97 

CM-62 033510 ■ 車椅子（片手操作用） 96 

CMS-60L 032304 ■ ロフストランドクラッチ 103 

CMS-60S 032303 ■ ロフストランドクラッチ 103 

CMS-80M 032300 ■ 松葉杖 アルミ 103 

CMS-90A 032571 ■ 交互歩行器 103 

CMS-90B 032572 ■ 交互歩行器 103 

CT-1120 044118 ■ キャリーバッグ 12 

CT-1121 044119 ■ キャリーバッグ 12 

CT-303 044150 ■ 診察台 9 

CT-331 044250 ■ 診察台 9 

型番 商品コード 品名 掲載頁

CT-606 044219 ■ 診察台（上肢台付） 10 

CT-911 044114 ■ 診察台（脱衣カゴ付） 10 

CT-912 044178 ■ ハイロー診察台（電動タイプ） 9 

CT-912S 044179 ■ ハイロー診察台（電動タイプ） 背上付 9 

CT-913 044181 ■ ハイロー診察台（手動クランクタイプ） 8・23 

CT-923 044218 ■ 診察台（ベッドガード付） 10 

CT-928 044217 ■ 診察台（低床タイプ） 10 

CT-953 044216 ■ ハイロー診察台（手動切替タイプ） 8 

CT-963 044117 ■ ポータブルファイバーマットレス 12 

CW-1 032544 ■ キャリーナウォーカー 101 

D
D-300K 800003 ■ 診察用照明灯 壁型 6 

D-300M 800003 ■ 診察用照明灯 モバイル型 6 

D-300T 800003 ■ 診察用照明灯 天吊型 6 

DK-1S 029244 ■ 殺菌線消毒ロッカー 127 

DK-1SLB 029248 ■ クリーンスリムボックス 126 

DK-1SLG 029249 ■ クリーンスリムボックス 126 

DK-1SLI 029246 ■ クリーンスリムボックス 126 

DK-1SLP 029247 ■ クリーンスリムボックス 126 

DK-2SLI 029251 ■ クリーンスリムボックス（16 足用） 126 

DK-2SLB 029253 ■ クリーンスリムボックス（16 足用） 126 

DK-2SLG 029254 ■ クリーンスリムボックス（16 足用） 126 

DK-2SLP 029252 ■ クリーンスリムボックス（16 足用） 126 

DK-2SW 029241 ■ 殺菌線消毒ロッカー 127 

DK-2W 029240 ■ 殺菌線消毒ロッカー 127 

DK-3FS 028500 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DK-3FSA 028501 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DK-6FS 028502 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DK-6FSA 028503 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DK-8FS 028504 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DK-8FSA 028505 ■ ファイバースコープ格納庫 22 

DM-80 033781 ■ 車椅子 96 

E
EL-NX24 048235 ■ 与薬車 59 

EZ-101 051200 ■ 洗面器 深 32cm 16 

EZ-102 051210 ■ 洗面器 浅 32cm 16 

EZ-103 051220 ■ 洗面器 深 34cm 16 

EZ-104 051230 ■ 洗面器 深 36cm 16 

EZ-21 057140 ■ ポリ男尿器 120 

EZ-22 057150 ■ ポリ女尿器 120 

EZ-31 057160 ■ 透明男尿器 120 

EZ-32 057170 ■ 透明女尿器 120 

EZ-41 057141 ■ PP 採尿器（耐熱性）1100㏄ 男性用 120 

EZ-42 057151 ■ PP 採尿器（耐熱性）1100㏄ 女性用 120 
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F
FA-1 058010 ■ 固定マット 13 

FA-2 058020 ■ 固定マット 13 

FA-3 058030 ■ 固定マット 13 

FA-4 058040 ■ 固定マット 13 

FB-1 058110 ■ 固定マット 13 

FB-2 058120 ■ 固定マット 13 

FB-3 058130 ■ 固定マット 13 

FB-4 058140 ■ 固定マット 13 

FB-5 058150 ■ 固定マット 13 

FB-6 058160 ■ 固定マット 13 

FC-1 058210 ■ 固定マット 13 

FC-2 058220 ■ 固定マット 13 

FC-3 058230 ■ 固定マット 13 

FIS-50C 043340 ■ アイソチャンバー 128 

FIS-H 043341 ■ ペイシェントシールド 128 

FR-11R 033762 ■ 車いすリクライニング 99 

FR-31TR 033761 ■ 車椅子（チルト＆リクライニング） 99 

FT-70 533001 ■ リハビリ・介護マット（3 点セット） 13 

FX-1 510010 ■ ポータブルトイレ 121 

G
G-12 057520 ■ 診察台枕 紐カバー付 13 

G-14 057540 ■ 注射用腕枕 15 

G-18 057580 ■ 診察台 巾600用 レザーカバー 13 

G-19 057630 ■ 診察台 巾700用 レザーカバー 13 

G-20 057620 ■ 診察台 巾650用 レザーカバー 13 

G-22 731190 ■ 熱気浴 53 

G-24 057640 ■ 診察台 巾700用 綿カバー 13 

G-25 057650 ■ 診察台 巾600用 綿カバー 13 

G-26 057660 ■ 診察台 巾650用 綿カバー 13 

G-30 057671 ■ 診察台用カバー（カラー綿）600 13 

G-31 057672 ■ 診察台用カバー（カラー綿）650 13 

G-32 057673 ■ 診察台用カバー（カラー綿）700 13 

G-66 032652 ■ 便利トレー 15 

GT-01 043324 ■ 車載用ストレッチャー 95 

GT-01 用ファスナー 043327 ■ 車載用ストレッチャー用ファスナー 95 

GT-06 043326 ■ 車載用ストレッチャー 95 

GT-06 用ファスナー 043328 ■ 車載用ストレッチャー用ファスナー 95 

GT-07 043325 ■ 車載用ストレッチャー 95 

GT-07 用ファスナー 043329 ■ 車載用ストレッチャー用ファスナー 95 

H
H-5518 510038 ■ アイス枕涼感工房 133 

H-5520 510039 ■ ハンディ氷のう 133 

H-5521 510040 ■ ハンディ氷のう 133 

H-5522 510041 ■ ダンロップ湯たんぽ 133 

型番 商品コード 品名 掲載頁

H-868 510015 ■ ポータブルトイレ用フレームささえ 121 

HB-200 041104 ■ バスタブ 84 

HB-600 041103 ■ バスタブ 84 

HC-101D 530000 ■ 便座除菌クリーナー ディスペンサー 130 

HC-102K 530001 ■ 便座除菌クリーナー カートリッジ 130 

HC-10F 042442 ■ ホットキャビネット 80 

HC-10UVe 042431 ■ ホットキャビネット 81 

HC-12UVe 042465 ■ ホットキャビネット 81 

HC-18F 042443 ■ ホットキャビネット 80 

HC-1D 042440 ■ ホットキャビネット 80 

HC-38 042448 ■ ホットキャビネット 80 

HC-38NA 042433 ■ ホットキャビネット 81 

HC-6 042434 ■ ホットキャビネット 白 80 

HC-6A 042435 ■ ホットキャビネット ブルー 80 

HC-6G 042436 ■ ホットキャビネット グリーン 80 

HC-6K 042462 ■ ホットキャビネット ブラック 80 

HC-6M 042463 ■ ホットキャビネット 木目 80 

HC-6P 042437 ■ ホットキャビネット ピンク 80 

HC-6SUS 042464 ■ ホットキャビネット ステンレス 80 

HC-6Y 042461 ■ ホットキャビネット イエロー 80 

HC-8LG 042453 ■ ホットキャビネット 81 

HC-8LY 042452 ■ ホットキャビネット 81 

HC-8MO 042451 ■ ホットキャビネット 81 

HE-3E ■ エコパル大型医療器具消毒器 124 

HE-3PE ■ エコパル大型医療器具消毒器 124 

HM-370 531121 ■ 人の動きセンサー 108 

HM-6705 531122 ■ 人の動きセンサー 108 

HN-200 041101 ■ 入浴用ストレッチャー 84 

HN-600 041100 ■ 入浴用電動ストレッチャー 84 

HNF-15 ■ 配膳車 110 

HNF-15D ■ 配膳車 110 

HNF-18 ■ 配膳車 110 

HNF-18D ■ 配膳車 110 

HNF-21 ■ 配膳車 110 

HNF-21D ■ 配膳車 110 

HNF-24 ■ 配膳車 110 

HNF-24D ■ 配膳車 110 

HNF-27 ■ 配膳車 110 

HNF-27D ■ 配膳車 110 

HNN-20 ■ 配膳車 110 

HNN-20D ■ 配膳車 110 

HNN-24 ■ 配膳車 110 

HNN-24D ■ 配膳車 110 

HNN-30 ■ 配膳車 110 

HNN-30D ■ 配膳車 110 

HNN-36 ■ 配膳車 110 

HNN-36D ■ 配膳車 110 
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HNN-42 ■ 配膳車 110 

HNN-42D ■ 配膳車 110 

HNN-48 ■ 配膳車 110 

HNN-48D ■ 配膳車 110 

HNN-54 ■ 配膳車 110 

HNN-54D ■ 配膳車 110 

HNX-24 ■ 配膳車 110 

HNX-28 ■ 配膳車 110 

HNX-32 ■ 配膳車 110 

HNX-36 ■ 配膳車 110 

HS-100 043614 ■ ハイローストレッチャー 92 

HS-250 041105 ■ 乗せかえ装置付ストレッチャー 92 

HS-300 041106 ■ 乗せかえ装置付車椅子 92 

HX 510012 ■ ポータブルトイレ 121 

HYT-1 048335 ■ 配薬トレー 59 

HZ-15AZ 045975 ■ ナースチェア 31 

HZ-16AZ 045976 ■ ナースチェア 31 

I
I-10 056841 ■ ミリオンドレッシングテープ 10cm × 10m 4／1 132 

I-111 056848 ■ ミリオンカブレステープ U 19 × 10m 白 12／1 132 

I-121 056870 ■ ミリオンエイド粘着包帯 25 24／1 132 

I-122 056871 ■ ミリオンエイド粘着包帯 50 12／1 132 

I-123 056872 ■ ミリオンエイド粘着包帯 75 12／1 132 

I-124 056873 ■ ミリオンエイド粘着包帯 100 6／1 132 

I-125 056874 ■ ミリオンエイド粘着包帯 150 6／1 132 

I-126 056875 ■ ミリオンエイド粘着包帯 200 6／1 132 

I-130 056890 ■ 滅菌フィルフィックス 50 × 70 100／1 132 

I-131 056891 ■ 滅菌フィルフィックス 80 × 120 50／1 132 

I-132 056892 ■ 滅菌フィルフィックス100×150 50／1 132 

I-133 056893 ■ 滅菌フィルフィックス120×250 20／1 132 

I-135 056895 ■ 滅菌フィルフィックスプラス 50 × 70 50／1 132 

I-136 056896 ■ 滅菌フィルフィックスプラス 60 × 90 50／1 132 

I-137 056897 ■ 滅菌フィルフィックスプラス 80 × 120 30／1 132 

I-138 056898 ■ 滅菌フィルフィックスプラス 100 × 150 30／1 132 

I-5 056840 ■ ミリオンドレッシングテープ 5cm × 10m 6／1 132 

I-77 056850 ■ ミリオン粘着パッド 50 × 80mm 50／1 132 

I-78 056852 ■ ミリオン粘着パッド 80×130mm 30／1 132 

I-79 056853 ■ ミリオン粘着パッド 100 × 160mm 30／1 132 

I-80 056854 ■ ミリオン粘着パッド 110 × 200mm 20／1 132 

I-81 056855 ■ ミリオン粘着パッド 120 × 260mm 20／1 132 

I-82 056851 ■ ミリオン粘着パッド 60 × 100mm 50／1 132 

K
KG-043N 037100 ■ レントゲンフィルムキャビネット 37 

KG-052N 037101 ■ レントゲンフィルムキャビネット 37 

KG-053N 037102 ■ レントゲンフィルムキャビネット 37 

型番 商品コード 品名 掲載頁

KG-0918 037112 ■ ナーステーブル 30 

KG-1200 037113 ■ ナーステーブル 30 

KG-1224 037111 ■ ナーステーブル 30 

KG-167H 037114 ■ IT 対応型診察デスク 4 

KG-167L 037115 ■ IT 対応型診察デスク 4 

KG-18 029472 ■ カテーテル保管庫 23 

KG-2002 037209 ■ ドクターチェア 4 

KG-2202 037208 ■ ドクターチェア 4 

KG-4485 045971 ■ ナースチェア 31 

KG-4486 045970 ■ ナースチェア 31 

KG-6440 037105 ■ 患者用チェア 5 

KG-700G 045974 ■ 患者チェア 5 

KG-700GK 045978 ■ ナースチェア 31 

KG-700P 045973 ■ 患者チェア 5 

KG-700PK 045977 ■ ナースチェア 31 

KD-GM 072440 ■ ドレーンガードメッシュ 118 

KS-101 044058 ■ 運搬車 125 

KSA-120 043910 ■ ダスタートローリー 122・131 

KSA-140 043911 ■ ダスタートローリー 131 

KSA-2402 043912 ■ ダスタートローリー 131 

KSA-2603 043913 ■ ダスタートローリー 131 

L
L-831AD ■ ホスピタルユニットクリスタルケース 41 

L-832DD ■ ホスピタルユニット両開収納 40 

L-832MD ■ ホスピタルユニットラテラルキャビネット 3 段 41 

L-832SC ■ ホスピタルユニットラテラルキャビネット 2 段 40 

L-832TE ■ ホスピタルユニットラテラルキャビネット 5 段 40 

L-832WD ■ ホスピタルユニット引違い収納棚 41 

L-833AZ ■ ホスピタルユニット引違い収納棚 40 

L-834AZ ■ ホスピタルユニットアッパーゾーン 41 

L-834ZZ ■ ホスピタルユニットシェルビング 41 

L-837AZ ■ ホスピタルユニットカルテ棚 41 

L-837BZ ■ ホスピタルユニットカルテ棚 40 

L-837CZ ■ ホスピタルユニットカルテ棚 41 

L-838BZ ■ ホスピタルユニット天板 41 

L-839ZA ■ ホスピタルユニットベース 41 

L-8A3AAO 037120 ■ 診察デスクワゴン 5 

L-8A3BAO 037119 ■ 診察デスクワゴン 5 

L-8B3AO 037116 ■ 診察デスク 5 

L-8B3BO 037117 ■ 診察デスク 5 

L-8B3GO 037118 ■ 診察デスク 5 

LT-1A 071231 ■ リフォート 4mm 51 

LT-1B 071230 ■ リフォート 5mm 51 

M
M-115 043300 ■ シャワーストレッチャー 83 
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ABC 順  索引表 OGAWA MEDICAL GOODS

型番 商品コード 品名 掲載頁

M-117 041270 ■ シャワーストレッチャー（ハイロータイプ） 83 

M-126 043020 ■ ワンマンコット № 26 94 

M-128 043320 ■ アンビュランスコット 94 

M-2001HLT 743501 ■ ベビーストレッチャー 11・93 

M-2001HST 743502 ■ ベビーストレッチャー 93 

M-207 043650 ■ ストレッチャー（折りたたみ） 88 

M-2570 043800 ■ ライフガードストレッチャー 87 

M-300 043600 ■ ハイローストレッチャー 88 

M-301 043640 ■ ハイローストレッチャー（背上付） 88・106 

M-38 531126 ■ マットセンサー（徘徊お知らせ） 109 

M-4512 531129 ■ マットセンサー（徘徊お知らせ） 109 

M-458 531127 ■ マットセンサー（徘徊お知らせ） 109 

M-469 043380 ■ ビージートランス 91・106 

M-479 043370 ■ ビージートランス（ロング） 91・106 

M-5 043350 ■ ファスナー 94 

M-5-13 043360 ■ ファスナー 94 

M-68 531128 ■ マットセンサー（徘徊お知らせ） 109 

M-800 043510 ■ 救急用ストレッチャー 86 

M-801 043511 ■ ハイローストレッチャー（油圧昇降式） 86 

MAD-V 071191 ■ 床ずれ防止エアーマット アドバン 107 

MC-671 552001 ■ 電動リクライニングチェア 7 

MPD-CVP 071192 ■ 床ずれ防止エアーマットプライム DX 107 

MS-556 532003 ■ シャワーベンチ 85 

MS-5600 532004 ■ シャワーキャリー 85 

MS-5820 532005 ■ シャワーキャリー 85 

MSK-02 071196 ■ 床ずれ防止スーパー介助マット 107 

MV-100 032542 ■ オリーブ 101 

MV-2 032543 ■ お出かけ用 MV タイプ車いす 101 

N
NHCT-1 ■ 配膳車 111 

NHCT-2 ■ 配膳車 111 

NHCT-3 ■ 配膳車 111 

NHCT-4 ■ 配膳車 111 

NHCU-1 ■ 配膳車 111 

NHCU-2 ■ 配膳車 111 

NHCU-3 ■ 配膳車 111 

NHCU-4 ■ 配膳車 111 

NHCU-5 ■ 配膳車 111 

NS-110 041108 ■ シャワーストレッチャー 83 

NTCX-28A ■ ネスティングトレイカート 111 

NTCX-28B ■ ネスティングトレイカート 111 

NTCX-36A ■ ネスティングトレイカート 111 

NTCX-36B ■ ネスティングトレイカート 111 

O
OK-2310 ■ 薬品棚 46 

型番 商品コード 品名 掲載頁

ON-117B 432172 ■ 踏台（1 段）ブルー 16 

ON-117G 432173 ■ 踏台（1 段）グリーン 16 

ON-117P 432171 ■ 踏台（1 段）ピンク 16 

ON-126B 432182 ■ 踏台（2 段）ブルー 16 

ON-126G 432183 ■ 踏台（2 段）グリーン 16 

ON-126P 432181 ■ 踏台（2 段）ピンク 16 

ON-138B 432192 ■ スタッキングステップ ブルー 16 

ON-138G 432193 ■ スタッキングステップ グリーン 16 

ON-138P 432191 ■ スタッキングステップ ピンク 16 

ON-360B 432502 ■ 静注台 ブルー 15 

ON-360G 432503 ■ 静注台 グリーン 15 

ON-360P 432501 ■ 静注台 ピンク 15 

ON-370B 432602 ■ 上肢台 ブルー 15 

ON-370G 432603 ■ 上肢台 グリーン 15 

ON-370P 432601 ■ 上肢台 ピンク 15 

ON-381B 432702 ■ 脱衣カゴ（1 段）ブルー 14 

ON-381G 432703 ■ 脱衣カゴ（1 段）グリーン 14 

ON-381P 432701 ■ 脱衣カゴ（1 段）ピンク 14 

ON-382B 432802 ■ 脱衣カゴ（2 段）ブルー 14 

ON-382G 432803 ■ 脱衣カゴ（2 段）グリーン 14 

ON-382P 432801 ■ 脱衣カゴ（2 段）ピンク 14 

ON-390 430001 ■ ネスト点滴スライドハンガー 52 

ON-500 440001 ■ ナーステーブル 30 

ON-710B 450002 ■ ネストガートル架（低重心タイプ）ブルー 48 

ON-710G 450003 ■ ネストガートル架（低重心タイプ）グリーン 48 

ON-710P 450001 ■ ネストガートル架（低重心タイプ）ピンク 48 

ON-731B 450022 ■ ネストガートル架補助フック 49 

ON-731G 450023 ■ ネストガートル架補助フック 49 

ON-731P 450021 ■ ネストガートル架補助フック 49 

ON-750B 460002 ■ ネストガートル架 ブルー 49 

ON-750G 460003 ■ ネストガートル架 グリーン 49 

ON-750P 460001 ■ ネストガートル架 ピンク 49 

ON-830B 473002 ■ ネスト与薬車 58 

ON-830G 473003 ■ ネスト与薬車 58 

ON-830P 473001 ■ ネスト与薬車 58 

ON-850B 475002 ■ ネスト与薬車 58 

ON-850G 475003 ■ ネスト与薬車 58 

ON-850P 475001 ■ ネスト与薬車 58 

ON-860B 470102 ■ PC パステルカート ブルー 32 

ON-860G 470103 ■ PC パステルカート グリーン 32 

ON-860P 470101 ■ PC パステルカート ピンク 32 

ON-870B 470012 ■ PC ライズカート ブルー 32 

ON-870G 470013 ■ PC ライズカート グリーン 32 

ON-870P 470011 ■ PC ライズカート ピンク 32 

ON-880P 470001 ■ パステルカート ピンク（Ⅰ型）ショート 68 

ON-880B 470002 ■ パステルカート ブルー（Ⅰ型）ショート 68 

ON-880G 470003 ■ パステルカート グリーン（Ⅰ型）ショート 68 
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型番 商品コード 品名 掲載頁

ON-882P 470004 ■ パステルカート ピンク（Ⅱ型）ショート 68 

ON-882B 470005 ■ パステルカート ブルー（Ⅱ型）ショート 68 

ON-882G 470006 ■ パステルカート グリーン（Ⅱ型）ショート 68 

ON-891P 470007 ■ パステルカート ピンク（Ⅰ型）ロング 68 

ON-891B 470008 ■ パステルカート ブルー（Ⅰ型）ロング 68 

ON-891G 470009 ■ パステルカート グリーン（Ⅰ型）ロング 68 

ON-895B 470105 ■ ネスト点滴処置台 45 

ON-895G 470106 ■ ネスト点滴処置台 45 

ON-895P 470104 ■ ネスト点滴処置台 45 

OT-810 021805 ■ ハンドドライヤー アンダーフード付 130 

OT-820 021806 ■ ハンドドライヤー アンダーフードなし 130 

P
PS-200 033008 ■ スケール付ストレッチャー 26 

PW-630 019315 ■ 車いす用体重計 27 

R
RS-501 021101 ■ 手指消毒器ハンディミストミニ 129 

RS-75 021700 ■ OS マイコンクレーブ 17 

RS-80 021691 ■ OS マイコンクレーブ 17 

RST-B 015860 ■ 心肺蘇生用背板 61 

S
S-122 056584 ■ シンガーサージカルマスク 133 

S-8723 056580 ■ 胸付エステル前掛 1100 133 

S-8724 056581 ■ 胸付エステル前掛 1200 133 

S-8725 056582 ■ 腰下ビニロン前掛 900 133 

S-8809 056571 ■ US ポリエプロン M 50／1 133 

S-8810 056572 ■ US ポリエプロン S 50／1 133 

SA-11 044048 ■ 静か台車 SS（折りたたみ式） 125 

SC-160 532006 ■ シャワーキャリー 85 

SCT-50 034130 ■ 車いす（小児用） 96 

SH-4041 056120 ■ シンガープラスチック手袋 133 

SH-4042 056130 ■ シンガープラスチック手袋 133 

SH-4043 056140 ■ シンガープラスチック手袋 133 

SH-4046 056046 ■ シンガーソフトグローブパウダーフリー 133 

SH-4047 056047 ■ シンガーソフトグローブパウダーフリー 133 

SH-4048 056048 ■ シンガーソフトグローブパウダーフリー 133 

SH-4049 056049 ■ シンガーソフトグローブパウダーフリー 133 

SH-5085 057120 ■ 差込便器 120 

SK-100S 048203 ■ ナーシングカート 35・67

SK-106 042535 ■ オムツ交換カート 113 

SK-107 042536 ■ オムツ交換カート 113 

SK-1310 ■ 診療材料キャビネット 38 

SK-2204S ■ アンプル外用薬キャビネット 46 

SK-2208DS ■ アンプル外用薬キャビネット 46 

SK-22E 072400 ■ マイコ用 リンス剤 118 

型番 商品コード 品名 掲載頁

SK34-DA318SA 048454 ■ 注射薬カート 47 

SK34-DNS318SA 048453 ■ 注射薬カート 47 

SK34-TA318SA 048456 ■ 注射薬カート 47 

SK34-TNS318SA 048455 ■ 注射薬カート 47 

SK-420GFA 048452 ■ 点滴処置台 44 

SK-43C-N04S 048204 ■ ナーシングカート 34・67

SK-43C-N05 048205 ■ ナーシングカート 34 

SK-43C-N07 048206 ■ ナーシングカート 34 

SK-43C-S02 048207 ■ ナーシングカート 35 

SK-517 ■ 診療材料キャビネット 39 

SK-518 ■ 診療材料キャビネット 39 

SK-2703S 048460 ■ 与薬車 58 

SK-540 ■ 診療材料キャビネット 38 

SK-600N 048211 ■ 救急ワゴン 61 

SK-64AS102A ■ 診療材料キャビネット（カートタイプ） 39 

SK-A20L 048298 ■ 与薬車 56 

SK-A20M 048299 ■ 与薬車 56 

SK-A30L 048302 ■ 与薬車 57 

SK-A30M 048303 ■ 与薬車 57 

SK-A40L 048306 ■ 与薬車 57 

SK-A40M 048307 ■ 与薬車 57 

SK-AS20L 048300 ■ 与薬車 56 

SK-AS20M 048301 ■ 与薬車 56 

SK-AS30L 048304 ■ 与薬車 57 

SK-AS30M 048305 ■ 与薬車 57 

SK-AS3824S 048457 ■ 注射薬カート 47 

SK-AS40L 048309 ■ 与薬車 57 

SK-AS40M 048308 ■ 与薬車 57 

SK-U3824S 048458 ■ 注射薬カート 47 

SM-100 065410 ■ 滅菌済哺乳瓶 100㏄ 200／1 53 

SM-200 065420 ■ 滅菌済哺乳瓶 200㏄ 100／1 53 

SP-K20 044352 ■ メディカルペール 131 

SP-K20ST 044353 ■ メディカルペール 専用スタンド 131 

SP-K50 044354 ■ メディカルペール 131 

SP-K50ST 044355 ■ メディカルペール 専用スタンド 131 

SP-M20 044350 ■ メディカルペール 131 

SP-M20ST 044351 ■ メディカルペール 専用スタンド 131 

SSDX 021884 ■ スリッパ殺菌ディスペンサー 126 

SSDX-1 021883 ■ SSD-S 専用スリッパ 126 

SW-11 532007 ■ シャワーキャリー 85 

SW-11S 532009 ■ シャワーキャリー 85 

SW-11W 532008 ■ シャワーキャリー 85 

T
T-4530 ■ エレクトロラックス 17．5KG 乾燥機 123 

TB-1007 044116 ■ 診察台（おりたたみ携帯型） 12 

TB-960 044115 ■ 診察台（おりたたみ携帯型） 12 
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型番 商品コード 品名 掲載頁

TC-50･60･100 022101 ■ クローズキャビネット 118 

TC-010 551000 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-043 551001 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-045 551002 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-046 551003 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-064 551004 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-081 551005 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-082 551006 ■ 車椅子用クッション 104 

TC-B1 551011 ■ にこにこクッション 104 

TC-S1 551007 ■ にこにこクッション 104 

TC-S2 551008 ■ にこにこクッション 104 

TC-S3 551009 ■ にこにこクッション 104 

TC-S4 551010 ■ にこにこクッション 104 

TC-SP01 551012 ■ シーティングサポートパッド 104 

TC-SP02 551013 ■ シーティングサポートパッド 104 

TC-SP05 551014 ■ シーティングサポートパッド 104 

TC-SP06 551015 ■ シーティングサポートパッド 104 

TC-SP11 551016 ■ シーティングサポートパッド 104 

TE-241ER 021701 ■ 卓上型全自動オートクレーブ 17 

TE-261ER 021702 ■ 卓上型全自動オートクレーブ 17 

TF-1608 551126 ■ フラップテーブル W1600 105 

TF-1808 551127 ■ フラップテーブル W1800 105 

TFG-2K ■ トレーセットワゴン折りたたみ 2 段 43 

TFG-3K ■ トレーセットワゴン折りたたみ 3 段 43 

THP-FS 019340 ■ 体脂肪計付自動身長体重計 24 

THP-RC 019010 ■ 身長体重計用プリンター 24 

THP-SE（Ⅱ） 019271 ■ 自動身長体重計 24 

THW-2A 551100 ■ コンバー 2A（トータルロックタイプ） 91・106 

THW-2B 551101 ■ コンバー 2B（個別ロックタイプ） 91 

THW-2BS 551103 コンバー 2BS（体重計付）検付 26・91

THW-3 α H 551106 ■ コンバーダブルウィールチェア 90 

THW-3 α S 035300 ■ コンバーダブルウィールチェア 90 

THW-3 α SH 035301 ■ コンバーダブルウィールチェア 90 

THW-3 α 551105 ■ コンバー 3 α 90 

THW-490M 551201 ■ 移乗ボードのせかえくん M 91・106 

THW-490S 551200 ■ 移乗ボードのせかえくん S 91・106 

TKY-2CA1 ■ キャビネット用キャスターユニット 42 

TKY-2CA2 ■ キャビネット用キャスターユニット 42 

TKY-2CA3 ■ キャビネット用キャスターユニット 42 

TKY-4 ■ 収納キャビネット 42 

TKY-4A ■ 収納キャビネット 42 

TKY-4TR ■ 収納キャビネット 42 

TKY-4TRA ■ 収納キャビネット 42 

TL-BLM 072411 ■ マイコ用 洗浄バスケット M 118 

TL-BLT 072410 ■ マイコ用 洗浄バスケット L（兼用型） 118 

TL-PTR 072420 ■ マイコ用 ポータブルトイレラック 118 

TO-60･100･120 022103 ■ オープンキャビネット 118 

型番 商品コード 品名 掲載頁

TO-4KC ■ トレーセットワゴン 43 

TO-5KC ■ トレーセットワゴン 43 

TOR-1 ■ 浅型トレー 43 

TOR-1B ■ 浅型トレー 43 

TOR-1G ■ 浅型トレー 43 

TOR-1P ■ 浅型トレー 43 

TOR-2 ■ 深型トレー 43 

TOR-2B ■ 深型トレー 43 

TOR-2G ■ 深型トレー 43 

TOR-2P ■ 深型トレー 43 

TOR-3 ■ 浅型トレー仕切板長 43 

TOR-4 ■ 浅型トレー仕切板短 43 

TOR-5 ■ 深型トレー仕切板長 43 

TOR-6 ■ 深型トレー仕切板短 43 

TP-103 028530 ■ 内視鏡格納庫 22 

TP-104 028540 ■ 内視鏡格納庫 22 

TP-108 028590 ■ 内視鏡格納庫 22 

TP-20Y 742851 ■ 点滴処置台 44 

TP-21P 742861 ■ 点滴処置台 44 

TP-23 042867 ■ 点滴処置台 45 

TP-25 042865 ■ 点滴処置台 45 

TP-26 042866 ■ 点滴処置台 45 

TP-27 042868 ■ 点滴処置台 45 

TT-1608 ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TR-1608（H/L） ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TT-1610 ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TR-1610（H/L） ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TT-1808 ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TR-1808（H/L） ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TT-1810 ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TR-1810（H/L） ■ CO．CO．CHI テーブル 105 

TS-50･70･90･100 022102 ■ 便尿器ホルダーラック 118 

TSK-DAA2 ■ 一心多助 55 

TSK-DBB2 ■ 一心多助 55 

TSK-DBC2 ■ 一心多助 55 

TSK-DF2 ■ 一心多助 55 

TSK-DSA2 ■ 一心多助 55 

TSK-PAA1 071199 ■ 一心多助 55・107 

TSK-PBB1 ■ 一心多助 55 

TSK-PBC1 ■ 一心多助 55 

TSK-PF1 ■ 一心多助 55 

TSK-PSA1 ■ 一心多助 55 

TW-500 033763 ■ シンフォニーチェア 99 

T-WD 021795 ■ 高機能性多目的クロス 40／1 130 

TY-NX3 ■ 与薬トレー 54・59

TY-NX4 ■ 与薬トレー 54・59

TY-N ■ 与薬トレー引き出し 59 
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型番 商品コード 品名 掲載頁

U
UC-321 033009 ■ デジタル精密体重計 29 

UP-1 ■ エコパルザー医療用消毒器 23 

UT-510R ■ 尿量・尿比重測定装置 119 

V
V-16 744470 ■ 脱衣カゴ 1 段 14 

V-17 044471 ■ 脱衣カゴ（カゴ付） 14 

V-21 045810 ■ クロススクリーン 1 枚用 21 

V-22 045820 ■ クロススクリーン 2 枚用 21 

V-23 045830 ■ クロススクリーン 3 枚用 21 

V-27 045840 ■ ミニスクリーン 2 枚用 21 

V-28 045850 ■ ミニスクリーン 3 枚用 21 

V-29 045860 ■ ミニスクリーン 4 枚用 21 

V-35 044260 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-36 044270 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-37 044280 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-38 044290 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-39 045890 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-40 045900 ■ アコーデオンスクリーン 19 

V-5K 044390 ■ リネンカート 125 

V-62 045870 ■ パーテーションスクリーン 19 

V-63 045880 ■ パーテーションスクリーン 19 

V-6K 044400 ■ リネンカート 125 

V-7K 044360 ■ リネンカート 125 

V-8K 044420 ■ リネンカート 125 

VH-623 045760 ■ クロススクリーン 19 

VM-631 045763 ■ クロススクリーン 20 

VM-632 045764 ■ クロススクリーン 20 

VM-633 045765 ■ クロススクリーン 20 

VN-9181 045801 ■ クロスパーテーション（1 枚用） 18 

VN-9182 045802 ■ クロスパーテーション（2 枚用） 18 

VN-9183 045803 ■ クロスパーテーション（3 枚用） 18 

VN-9184 045804 ■ クロスパーテーション（4 枚用） 18 

VN-9185 045805 ■ クロスパーテーション（5 枚用） 18 

VS-1 044320 ■ 手洗台 1 ケ用 16 

VS-120 045768 ■ クロススクリーン 20 

VS-2 044330 ■ 手洗台 2 ケ用 16 

VS-120H 045772 ■ クロススクリーン 20 

VS-150 045769 ■ クロススクリーン 20 

VS-150H 045773 ■ クロススクリーン 20 

VS-180 045770 ■ クロススクリーン 20 

VS-180H 045774 ■ クロススクリーン 20 

VS-464 045775 ■ ミニクロススクリーン 21 

VS-543 045778 ■ クロススクリーン 20 

VS-564 045776 ■ ミニクロススクリーン 21 

VS-643 045779 ■ クロススクリーン 20 

型番 商品コード 品名 掲載頁

VS-664 045777 ■ ミニクロススクリーン 21 

VS-90 045767 ■ クロススクリーン 20 

VS-90H 045771 ■ クロススクリーン 20 

W
W-4105NSV ■ エレクトロラックス除去機 11KG 123 

W-4130H ■ エレクトロラックス脱水洗濯機14KG 123 

W-4180H ■ エレクトロラックス脱水洗濯機20KG 123 

W-4240H ■ エレクトロラックス脱水洗濯機27KG 123 

W-475NSV ■ エレクトロラックス除去機 8KG 123 

WP-1000 021150 ■ おしぼりハンディーⅡ 78 

WP-B 021153 ■ おしぼりハンディーⅡ専用ワゴン 78 

WP-RT 021151 ■ おしぼりハンディー用 ロールタオル 24／1 78 

WP-TM 021152 ■ おしぼりハンディー用 テレミスト液 10／1 78 

Y
Y-1L 044307 ■ ダストカート（L） 125 

YC-226 021820 ■ タオルペーパー DX 36／1 130 

YE-2L 021821 ■ タオルペーパーケース 130 

YFU-378 021822 ■ タオルペーパーケース 130 

Y-1M 044308 ■ ダストカート（M） 122 

YT-11 ■ 与薬トレー 56 

YT-8 ■ 与薬トレー 56 

YT-9 ■ 与薬トレー 56 

■ マイコ全自動汚物容器洗浄消毒装置 115 ～ 117
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掲載価格には消費税は含まれておりません。非課税明記の商品を除いて消費
税は別途請求させていただきます。

物価の変動、商品の改良にともない止むを得ず途中での価格の改定を生じる場
合があります。あらかじめご了承ください。

商品により据付費・組立施工費・運送費・荷造費などの諸経費を別途請求させ
ていただく場合があります。

価格の記載について

商品の注文は当社規定の注文単位でお願いします。

受注手配後の注文キャンセル、商品の返品はご容赦願います。止むを得ず交
換・返品により派生する当社負担分諸掛費その他のコストについては別途請求
を申し受けます。

商品の注文について

商品の仕様および外観・サイズについて、改良のため予告なく変更される場合
があります。あらかじめご了承ください。

カタログ製作での写真・印刷の都合上、カラー写真と実際の商品では多少色味
が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品の仕様について

医療機器に関しては「一般医療機器」「管理医療機器」「高度管理医療機器」
及び「特定保守管理医療機器」に分類されていますが、諸事情によりクラス分
類が変更となることがございます。あらかじめご了承ください。

記載事項

掲載以外でもご要望の商品などございましたら、弊社担当者まで遠慮なくお申し
付けください。

その他

商品の品質には万全を期していますが、下記の要項については弊社は一切の
責任を負いかねますのでご了承お願いします。

① 保証期間（耐用期間）を経過後、未整備での使用により生じた事故。
② 弊社以外のメンテナンス（改造・点検分解）により生じた事故。
③ 本来の目的以外での使用および誤った使用方法に起因する事故。
④ その他、弊社以外の責任により生じた事故。
※なお、万一の製造上の欠陥、商品不良については無償による修理または交換させていただきます。

商品の保証について

I N F O RMAT I O N
ご利用に際して必ずご一読ください

本 社

福岡営業所

東京営業所

物流センター

工 場

京 都 府 久 世 郡 久 御 山 町 佐 古 外 屋 敷 6 4
TEL（0774）44-5161（代）　FAX（0774）44-5576
E-mail : o f f i c e @ o g w - m e d . c o m

福岡市博多区東比恵2丁目13番15号 クレセント’89 102号
TEL（092）413-5191　FAX（092）413-5189

東京都台東区根岸3ー18ー1
TEL（03）3872-6101　FAX（03）3872-6102

京都府久世郡久御山町佐古外屋敷91番7

京都府久世郡久御山町佐古外屋敷91番7

小川栄治郎商店創業

株式会社小川商店（法人）

小川医理器株式会社（社名変更）

京都医科器械工業協同組合　工業団地設立
工場・倉庫・配送センター設立

本社新社屋完成 移転

東京営業所開設

福岡営業所開設

会社概要

昭和23年 5月

昭和26年 1月

昭和43年 3月

昭和44年 9月

昭和55年 10月

平成元年 10月

平成 2年 10月
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