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最高の業務効率化を目指したISO 60-40 モジュラーシステム。

ペガサスメディカル社製品はISO規格サイズ600㎜×400㎜、400㎜×300㎜の2種類のトレイ、バスケットを採用。

医療材料、薬品をより効率的に収納する事で業務効率化をサポートします。

このシステムにより、医療材料、薬品を中央材料室、薬剤部から手術室、病棟、

最後には患者様のもとに効率的に搬送する事が出来ます。

衛生面に配慮した設計
・ 滑らかで清掃が簡単な表面。

・ 引き出しや天板は清掃のために取り外すことができます。

・ 製品仕様は最も高い感染管理基準で開発されました。

・ 自閉式の引き出し

・ 簡単でスムーズなカート操作のために設計された、高品質125mmノンマーキングキャスター 

・ アクセサリーの取り付けが非常に簡単

医療現場での使いやすさを追求

豊富なカートサイズ
・ 60 x 40 cm（23.6 "x 16"）および30 x 40 cm（12 "x 16"）のISO標準モジュールに対応 

・ 様々な高さのカートを取り揃えています

簡単に組み替えが可能
・ 3種類の高さの引き出し：5cm、10cm、20cm（2 "、4"、8 "） 引き出しは道具を使用せずに

位置変更できます。

・ 様々な組み合わせの引き出し構成が可能なため、収納を最適化することができます。 

・ カートはさまざまな付属品を加えることによってカスタマイズすることができます。

安全性にも配慮
・ 引き出しを引き出したときでも、拡張ホイールベースによりカートの安定性を確保

・ 滑らかなキャスター 

・ 個別ブレーキ付きフロントキャスター

・ すべてのEcoLineカートにはキーロックが付属しています

高い視認性
・ 引き出すと中身全体が見ることができる、
　フルエクステンション引き出し

Storage＆Transport 

Solution
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Ecoline
Cart system

カートシステム

オペ室用カート

カートシステム
医療現場での使いやすさにこだわった、ペガサスのカートシステム。
医療現場での基本的な性能、使いやすさばもちろん、

ペガサスのカートシステムは、シチュエーションに合わせた多種多様のカスタマイズが可能です。

様々な医療現場に合わせた最適なカートシステムをご提案できます。

滑らかで錆びない、ABS樹脂製天板 鍵付きで、薬剤の管理も可能

引き出し内のトレイは
取り外し可能

トレイ内は
細かく仕切れて便利

カート上部には鍵が付いており、薬剤を
管理する際にも便利です。

ABS樹脂

安定性のある125mmキャスター
安定性とスムーズなカート操作のために
設計された、125mmキャスター。前2輪に
はストッパーも装備。

清掃が簡単なABS樹脂の天板を採用。ス
チール製カートと違い、アルコールで清拭
した際にも錆びる心配がありません。

現場に合わせて仕切りかたを変えること
が出来るので、見やすく、取り出しやすい
収納ができます。

引き出し内のトレイは簡単に取り外しが
出来る設計。清掃が楽で、トレイ交換によ
る材料の定数管理も可能です。

耐久性、耐衝撃性にも優れた材質を採用しており、また、大口径のキャスターを用いることで搬送性をアップしております。

引出しをフルオープンする事でトレイの奥の材料まで取り出しく、トレイの交換も非常に容易です。

様々なオプションパーツを組み合わせる事で、より医療スタッフのニーズに合わせてカスタマイズできます。

材質、動かしやすさ、引き出しのカスタマイズ。全てが医療現場仕様です。

3 4※写真はイメージです。



麻酔カート（基本ベース）
PEG-CRTM39KLC001

定価  ¥422,200 +税
素材：パウダーコートスチール

OPE室材料カート
PEG-CRTM35KLC001

定価  ¥400,600 +税
素材：パウダーコートスチール

978㎜ 978㎜

769㎜ 552㎜

552㎜769㎜

858㎜

麻酔カート（フルオプション）
PEG-CRTM39KLC001

定価  ¥607,300 +税
素材：パウダーコートスチール

769㎜ 559㎜
935㎜1359㎜

1702㎜

1086㎜

高さ：760mm 高さ：880mm 高さ：1000mm 高さ：1120mm

選べる
サイズ

カートシステム

シチュエーションに合わせたベストな高さをお選びください。
4種類のカートの高さからカートを選ぶ事ができ、それぞれの引出しを組み合わせる事で、
より医療スタッフの方のニーズに合わせたカートをご提供します。
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救急カート
CRT-M39KL-224448-RED

定価  ¥519,000 +税
素材：パウダーコートスチール

救急カート

アルミニウムアクセサリーレール
様々なアクセサリーを
カートに取付けるためのレールです。

サイドカテーテルボックス

サイドバスケット

ウェイストバスケット

プッシュハンドル

フォルダブルフレーム

グローブホルダー

 

 
ワークトップ＆サイドシェルフ *¹

ワークトップギャラリートップ *¹

ワーキングサーフィス

IVポール

チルト-ビンホルダー2 *²

チルト-ビンホルダー3 *²

*1）ワークトップサイドシェルフまたはギャラリートップはオプションです。 
　  別途ご注文ください。

*2）箱は別途ご注文ください

1
本
又
は
2
本
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
レ
ー
ル
と
併
せ
て
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

オペ室用カート 共通アクセサリー

カートシステム

ブレイクアウトキー
CRTA-BRO-LOCK

定価  ¥34,000 +税

ボンベホルダー
OXBH1

定価  ¥9,500 +税

蘇生板
CARBACKB

定価  ¥36,700 +税

救急カート アクセサリー

●サイズ：510×440㎜
●素材：アクリル製

●素材：ビニルコードワイヤー

除細動置き
SDIFARM

定価  ¥52,800 +税
●素材：パウダーコートスチール製

429㎜

769㎜
552㎜

1702㎜

1086㎜

ワークトップ：ABS樹脂　60×40cm
サイドシェルフ：ステンレス　40×30cm
定価  ¥95,800 +税

ワークトップ：ABS樹脂　60×40cm
定価  ¥33,000 +税

材質：アルミニウム
定価  ¥8,700 +税

材質：アルミニウム
定価  ¥8,700 +税

折りたたみ式フレーム
サイドシェルフ/サイドトレイ用
材質：スチール
定価  ¥35,700 +税

フレキシガラスパネル付スチールボックス
10.2x10.2x45cm
材質：スチール・ガラスパネル
定価  ¥15,700 +税

使い捨て手袋用ホルダー
glove box 24x16.4x9.2cm
材質：PVCコーティングスチールワイヤー
定価  ¥5,300 +税

ワイヤーサイドバスケット
44x16x19cm
材質：PVCコーティングスチールワイヤー
定価  ¥9,800 +税

ホルダー付き廃棄バスケット  大10Lタイプ
with holder 26x20x36.5cm
材質：ポリプロピレン
定価  ¥10,300 +税

高さ調整機能付き、最大188㎝
定価  ¥19,100 +税

傾斜付き箱ホルダー2段仕様
カート上の高さ：62.1cm
定価  ¥41,000 +税

傾斜付き箱ホルダー3段仕様
カート上の高さ：86cm
定価  ¥51,500 +税

ワークトップ：60×40cm

CRTA-SLSHLF-R  CRTA-SRAIL-MK/NM

CRTA-CATH-HLD

CRTA-GLVBX

SBASKET 

CRTA-WSBIN   

CRTA-ALPH-MK/NM

CRTA-SFRAME-FL

CRTA-TOPPC-3SGT  

CRTA-TOPPC-ST  

IVPOLE-HA  

PEG-TILTBINSET55

PEG-TILTBINSET554
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例1の構成

例1 例2

例2の構成

材料カート

カートシステム

カートの仕様は2種類、幅が広いEタイプと奥行きが長いUタイプの2種類を取り揃えております。

それぞれのタイプにシングルタイプ、ダブルタイプ、シャッター付き、シャッター無しの24種類の中から、

シチュエーションに合わせたカートをお選びいただけます。

強化ガラスを採用した両扉仕様のタイプも特注仕様もございます。

アポロカート

ロール式シャッター
を採用しており、開
閉をスムーズに出来
ます。

特別な工具は必要
なく、簡単に清掃出
来ます。

Apollo Cart
軽量化により、医療現場での抜群の搬送性を実現。

現場に合わせたサイズバリエーションをお選びください。

シャッターの仕様

アルミと樹脂製のパネルを組み合わせる事で、カート本体を軽量化、

大口径のキャスターを採用しいておりより快適に医療材料を搬送性を向上しております。

現場の仕様用途に合わせたカートサイズのバリエーションも豊富に揃えております。

タイプ シングルタイプ ダブルタイプ

横幅 Eタイプ
（748mm）

Uタイプ
（548mm）

シャッター 無し 有り

サイド
ハンドル

サイド
ハンドル

無し 有り

タイプ シングルタイプ ダブルタイプ

横幅 Eタイプ
（748mm）

Uタイプ
（548mm）

シャッター 無し 有り

無し 有り
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APL-2.0E-ND シャッター無し 定価  ¥356,200+税

APL-2.0E-TD シャッター有り 定価  ¥388,200+税

材料カート

シングルタイプ

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×２　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。 ※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。

APL-2.0EE-ND シャッター無し 定価  ¥609,400+税

APL-2.0EE-TD シャッター有り 定価  ¥703,400+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×２　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-3.0E-ND シャッター無し 定価  ¥388,800+税

APL-3.0E-TD シャッター有り 定価  ¥423,800+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×3　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-3.0EE-ND シャッター無し 定価  ¥696,600+税

APL-3.0EE-TD シャッター有り 定価  ¥801,600+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×3　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-4.0E-ND シャッター無し 定価  ¥486,800+税

APL-4.0E-TD シャッター有り 定価  ¥525,800+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×４　Ｌサイズ×２
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-4.0EE-ND シャッター無し 定価  ¥830,600+税

APL-4.0EE-TD シャッター有り 定価  ¥909,600+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×４　Ｌサイズ×２
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

1088㎜

748㎜ 526㎜

1463㎜

748㎜ 526㎜

1838㎜

748㎜ 526㎜

1088㎜

1458㎜ 526㎜

1463㎜

1458㎜ 526㎜

1838㎜

1458㎜ 526㎜

材料カート EEタイプ（横幅748mm×2台）Eタイプ（横幅748mm）

ダブルタイプ

カートシステム
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シングルタイプ

材料カート Uタイプ（横幅548mm）

APL-2.0U-ND シャッター無し 定価  ¥357,200+税

APL-2.0U-TD シャッター有り 定価  ¥394,200+税

材料カート UUタイプ（横幅548mm×2台）

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×２　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-2.0UU-ND シャッター無し 定価  ¥640,400+税

APL-2.0UU-TD シャッター有り 定価  ¥728,400+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×２　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-3.0U-ND シャッター無し 定価  ¥391,800+税

APL-3.0U-TD シャッター有り 定価  ¥431,800+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×3　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-3.0UU-ND シャッター無し 定価  ¥736,600+税

APL-3.0UU-TD シャッター有り 定価  ¥816,600+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×3　Ｌサイズ×１
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-4.0U-ND シャッター無し 定価  ¥491,800+税

APL-4.0U-TD シャッター有り 定価  ¥534,800+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×４　Ｌサイズ×２
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

APL-4.0UU-ND シャッター無し 定価  ¥855,600+税

APL-4.0UU-TD シャッター有り 定価  ¥937,600+税

【付属トレイ】Ｓサイズ×２　Ｍサイズ×４　Ｌサイズ×２
【素材】本体：アルミフレーム　パネル：PVC　上面・下面：ABS樹脂

1089㎜

548㎜ 726㎜

1464㎜

548㎜ 726㎜

1839㎜

548㎜ 726㎜

1089㎜

726㎜1058㎜

1464㎜

726㎜1058㎜

1839㎜

726㎜1058㎜

カートシステム

ダブルタイプ

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。 ※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。

※ 写真はシャッター無しのものです。
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ラックシステム

ラックシステム

20
0 

cm

240 cm

デッドスペース

Rack System

従来のオープンシェルフであれば、棚の奥の商
品は棚の間を広く取らないと取りづらくなって
おります。

従来のオープンシェルフだと高い棚板の材料
は取り難いです。

デッドスペースを減らし、スペースを最大限に活用できます。

従来のオープンシェルフと比べ、作業性が大幅に向上します。

ラックシステムでは、全てのバスケットを引出し
た際に傾斜がつき、トレイ内全体を確認でき、
奥のものを取り出しやすくなっています。

ラックシステムでは、バスケットをスライド式で
バスケットを引出す事で、奥の材料も取り出し
やすくなっております。バスケットの間には広い
スペースは必要ございません。

従来のオープンシェルフ

従来のオープンシェルフ

ペガサスのラックシステム

ペガサスのラックシステム
従来のオープンシェルフでは、
33% から 50%のデッドスペースが生じてしまいます。

ラックシステムを用いて収納することで、
スペースに余裕が生まれます。

19
3.

5c
m

 

194.8cm

余
裕
ス
ペ
ー
ス

作業性
向上

収納力
向上

医療の現場において、医療スタッフの業務時間の5％～20％は医療材料の収集に時間が割かれていると言われております。

そのため迅速にかつ簡単に医療材料を見つけることで、患者様のケアに多くの時間を取る事が出来ます。

より効率的に適切な量の医療在庫を管理する事で、院内経費の抑制にも繋がります。

医療材料の収集時間を短縮、院内経費の抑制にも。
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ラックシステム

 

19
75

m
m 19

75
m

m

666mm466mm 451mm

651mm

表面が滑らかで、掃除が簡単に出来きます。
キャスター使用である為移動が容易であり、
ラックの下も掃除も容易であります。

幅が広いEタイプ奥行きが広いUタイプ

耐荷重40㎏のスライド式レール。
耐久性のあるコーティング。

特殊な器具を使わずに
簡単にレールの位置を変更する事が
可能です。

医療現場で欠かせない衛生面や、耐久性にも気を配りました。 シチュエーションに合わせた2種類の幅をご用意。

衛生面

耐久性

組み換え

UType E Type
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“click-in” 
wheel

スムーズにバスケットを取り出易くするために
ホイール式ローラーを備えております。

ラックシステム

STARTER ADD-ON

651mm

451mm

651mm

451mm

466mm

666mm

441mm

641mmADD-ON RACK - E

STARTER RACK - E

ADD-ON RACK - U

STARTER RACK - U

PRODUCT DESCRIPTION DEPTH
mm

WIDTH
mm

 

安全面を考量して1400mm以上の高さの位置でのスライド式レールの仕様は転倒のおそれがございますので、使用不可となります。

 

傾斜レール

トレイ用サイドレール

最上段のバスケットを取り出易く致します。

バスケットを引出して傾ける事が出来、
材料を取り出し易くしております。

スライド式レール
100％引出した際の耐荷重は
10㎏となっております。

レール連　結
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●サイズ：W688×D699×H1700㎜

●サイズ：W1128×D699×H1700㎜

ラックシステム

PEG-ERACK001 定価  ¥269,600+税

構成部材名称
サイドフレーム
背面フレーム
サイドレール(右）
サイドレール(左）
キャスター
フィン（キャスターを入れる為のもの）
斜め用サイドレール（右）
斜め用サイドレール（左）

トレイ & ラックシステム

PEG-URACK001 定価  ¥271,200+税

構成部材名称
サイドフレーム
背面フレーム
サイドレール(右）
サイドレール(左）
キャスター
フィン（キャスターを入れる為のもの）
斜め用サイドレール（右）
斜め用サイドレール（左）

トレイ & ラックシステム

CRT-150-OP１ 定価  ¥389,100+税

構成部材名称
サイドフレーム
背面フレーム
サイドレール(右）
サイドレール(左）
キャスター
フィン（キャスターを入れる為のもの）
斜め用サイドレール（右）
斜め用サイドレール（左）

オープンフレーム材料カート　Uタイプ

CRT-150-OP２ 定価  ¥590,200+税

構成部材名称
サイドフレーム
背面フレーム
サイドレール(右）
サイドレール(左）
キャスター
フィン（キャスターを入れる為のもの）
斜め用サイドレール（右）
斜め用サイドレール（左）

オープンフレーム材料カート　UUタイプ

●サイズ：W666×D451×H1975㎜

●サイズ：W466×D651×H1975㎜
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トレーシステム

医療材料をより効率的に収納できるトレーシステム。

Tray system トレーシステム

様々な種類のトレイ、バスケットを取り揃えております。

また、トレイに合わせた仕切り板を自由な位置で、折って使用する事でトレイの中で自由にレイアウトを変更する事が出来ます。

そうする事で、医療材料をより効率的に収納、保管する事が可能となります。

安全性
トレイストッパにより引き
出し時の落下を防止致し
ます。

収納スペースの有効化
様々な大きさの材料を自由な位置で仕
切る事が出来ます。
また、使用しない時は重ねて保管する事
が出来ますので、保管スペースを節約す
る事が出来ます。

仕切板ロック機能 ISO国際規格を採用
バスケット内に入れた思い材料を
引き出す際に、仕切板がずれない
様にロックする事が出来ます。

衛生面
表面に凹凸が無く滑らかで、
ウォッシャー対応可能です。

ラベルホルダー

クリアタイプ Lサイズ

仕切板に固定する事が出来ます。

必要に応じてトレイをカスタマイズ。効率的な収納を実現します。カスタ
マイズ

サイズ、トレイのタイプなど、用途の応じてお選び頂けます。選べる
仕様

クリアタイプ Sサイズ

クリームタイプ Lサイズ

クリームタイプ Mサイズバスケット クリームタイプ Mサイズ

※下記は一例です。
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トレーシステム

トレイ 400mm×300mmサイズ

バスケット 400mm×300mmサイズ

B103040 Mサイズ 定価  ¥6,500+税

サイズ：W400×D300×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード　

B103040PC Mサイズ 定価  ¥6,700+税

サイズ：W400×D300×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード　

T05460 Sサイズ 定価  ¥8,800+税

トレイ 600mm×400mmサイズ

サイズ：W600×D400×H50㎜
素材：ABSポリカーボーネード　

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

T05460PC Sサイズ 定価  ¥9,000+税

サイズ：W600×D400×H50㎜
素材：ABSポリカーボーネード

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

T10460 Mサイズ 定価  ¥12,600+税

サイズ：W600×D400×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T10460PC Mサイズ 定価  ¥12,800+税

サイズ：W600×D400×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T204060 Lサイズ 定価  ¥17,400+税

サイズ：W600×D400×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T204060PC Lサイズ 定価  ¥17,600+税

サイズ：W600×D400×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード

B104060 Mサイズ 定価  ¥11,900+税

サイズ：W600×D400×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

B10460PC Mサイズ 定価  ¥12,100+税

サイズ：W600×D400×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

B204060 Lサイズ 定価  ¥14,000+税

サイズ：W600×D400×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード

B204060PC Lサイズ 定価  ¥14,300+税

サイズ：W600×D400×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード

バスケット 600mm×400mmサイズ

T053040 Sサイズ 定価  ¥5,300+税

サイズ：W400×D300×H50㎜
素材：ABSポリカーボーネード　

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

T053040PC Sサイズ 定価  ¥5,600+税

サイズ：W400×D300×H50㎜
素材：ABSポリカーボーネード　

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

カラー：クリーム
最大積載量：40㎏

カラー：クリアー
最大積載量：40㎏

T103040 Mサイズ 定価  ¥6,600+税

サイズ：W400×D300×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T103040PC Mサイズ 定価  ¥7,200+税

サイズ：W400×D300×H100㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T203040 Lサイズ 定価  ¥9,000+税

サイズ：W400×D300×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード

T203040PC Lサイズ 定価  ¥9,200+税

サイズ：W400×D300×H200㎜
素材：ABSポリカーボーネード
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D0560
Sサイズ（H50㎜用） 定価  ¥1,500+税

仕切り板

L600mmサイズ

サイズ：600㎜×50㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D1060
Mサイズ（H100㎜用） 定価  ¥1,700+税

サイズ：600㎜×100㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D2060
Lサイズ（H200㎜用） 定価  ¥2,100+税

サイズ：600㎜×200㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D0540
Sサイズ（H50㎜用） 定価  ¥1,400+税

L400mmサイズ

サイズ：400㎜×50㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D1040
Mサイズ（H100㎜用） 定価  ¥1,600+税

サイズ：400㎜×100㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D2040
Lサイズ（H200㎜用） 定価  ¥1,900+税

サイズ：400㎜×200㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D0530
Sサイズ（H50㎜用） 定価  ¥1,300+税

L300mmサイズ

サイズ：300㎜×50㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

D1030
Mサイズ（H100㎜用） 定価  ¥1,700+税

サイズ：300㎜×100㎜
素材：ABSポリカーボーネード
カラー：クリーム

その他アクセサリー

THLDR
Tホルダー
定価  ¥200+税
素材：ABSポリカーボーネード

DIVLCKS
ディバイダーロック

定価  ¥400+税
素材：ABSポリカーボーネード

LBLHLD
ネームホルダー
定価  ¥900+税
素材：ABSポリカーボーネード

LBL-HDL-E-BP

ラベル

Eタイプ ブルー

LBL-HDL-E-GPグリーン

LBL-HDL-E-RPレッド

LBL-HDL-E-YPイエロー

LBL-HDL-U-BPUタイプ ブルー

LBL-HDL-U-GPグリーン

LBL-HDL-U-RPレッド

LBL-HDL-U-YPイエロー

定価  ¥500+税

●素材：ABSポリカーボーネード

素材：ABSポリカーボーネード

PNWL-SET
トレイストッパー 定価  ¥600+税

LBL-HDL-E-B Eタイプハンドル 定価  ¥5000+税

LBL-HDL-U-B Uタイプハンドル 定価  ¥5000+税

●素材：ABSポリカーボーネード　●カラー：クリーム

トレーシステム

トレイストッパーの付け方を変え
る事で、引出すトレイの角度を変
更する事が出来ます。
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導入事例

導入事例

 

BEFORE AFTER

BEFORE AFTER

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

ニュージャージー州　キャピタルヘルス フィラデルフィア　VAメディカルセンター

レバノン　VAメディカルセンター コーツビル　VAメディカルセンター
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