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センシンメディカルのビニル・EOG滅菌タイプ手袋

厳選高品位なポリマー原料を用いた丈夫で破れにくいハイクオリティーな手袋。
肌が敏感な方にも優しいパウダーフリータイプです。

品番 サイズ 処理 包装

1826 5.0 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1827 5.5 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1828 6.0 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1829 6.5 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1830 7.0 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1831 7.5 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

1832 8.0 ノンパウダー 24双1箱18箱1ケース

センシンメディカルのビニル・ノンパウダータイプ手袋

クリーン作業に適した手袋（左右共用タイプ）

品番 サイズ 処理 包装

1848 S ノンパウダー 100枚1箱 10箱1ケース

1849 M ノンパウダー 100枚1箱 10箱1ケース

1850 L ノンパウダー 100枚1箱 10箱1ケース
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センシン N９５ マスク

“センシンN95マスク”は米国CDC（Centers for Disease 
Control and Prevention：疫病管理予防センターのガイド
ライン「医療施設に於ける結核感染予防の為のガイドラ
イン」に基づき、OSHA（OccupationalSafety and Health 
Administration:労働安全衛生局）により結核被爆防止に
有効と認められた規格であります。

●2層の高性能フィルターにより、高い捕集効果と広
い濾過面積を有する為、高通気性を備えて、結核菌
等の侵入を防ぎながらも呼吸が楽です。

●全面プリーツ形状により、下方視界を妨げません。
●新開発形状（特許出願済）により、アゴまでしっか
りカバー。アゴ側からの漏れを防ぎます。

●口元の空間により、呼吸や会話がスムーズです。
●約5.4gと軽量ですので作業時の負担がありません。

■使用時の注意
・本製品はディスポーザブル製品です。再生使用しな
いでください。

・不織布を使用し、製造には細心の注意を払ってます
が、かゆみ、かぶれ等の異常を感じた場合には直ち
に使用中止してください。

・酸素濃度が19.5%以下の時は使用しないで下さい。
・日の当たる所や高温、多湿の場所を避けて保管して
ください。

品番 商品名 材質 サイズ 入り数 カラー

3982
センシンN95マスク

（ホワイト）
不織布 フリー 50枚 ホワイト
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センシンメディカルのシーツシリーズ

■部分シーツ（未滅菌）

品番 サイズ 小袋 ケース 総枚数

1891
（ホワイト）

100x140
cm

1枚x30袋
/小箱

6小箱
/ケース

180枚

1893
（ホワイト）

100x185
cm

1枚x30袋
/小箱

6小箱
/ケース

180枚

＊EOG滅菌品もございます

■シャントシーツP（未滅菌）

品番 サイズ 小袋 ケース 総枚数

1880 30x37
cm

50枚x10束
/小箱

6小箱
/ケース

3000枚

1881 29x50
cm

5枚x10束
/小箱

6小箱
/ケース

3000枚

1882 30x50
cm

50枚x10束
/小箱

6小箱
/ケース

3000枚
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特長
●肌の露出を減らして、毛髪などの飛び出しを防ぎます。
●オーバーヘッド（頭掛け）仕様です。
●2PLY（2層）仕様
●フードキャップの上から装着できるオーバーヘッドなので、耳への負担がありません。
●従来のマスクと比べて、約4cm幅広タイプ（当社比）のため、フードを覆うことができ、
フードとマスクの隙間からの毛髪等はみ出しを防止できます。

センシンメディカルのマスクシリーズ

品番 商品名 材質 規格 梱包形態 カラー

2987 ロングマスク
オーバーヘッド23

箱入

不織布 2PLY
幅広仕様

100枚x30箱 ホワイト

※ 別注にて他カラー有り。



センシンメディカルのシーツシリーズ

吸水性に優れた素材の裏面を撥水加工することにより、採血や輸液の操作時に効果を発揮できます。
より安全な環境を維持出来るように、滅菌タイプもラインナップしました。

品番 サイズ 本 ケース 総枚数

1883 37x30cm 120枚/本 12本/ケース 1440枚

1884 48x30cm 120枚/本 15本/ケース 1800枚

1885 48x60cm 100枚/本 10本/ケース 1000枚

■検査検診用・ロールシーツ(未滅菌）
●使う人にも御世話する人にも優しい使い捨てタイプです。
●看護・介護の際まくらカバー、エプロン、オムツ交換時の
局部シーツとして幅広い用途にご使用いただけます。

●取り扱いしやすいロールシーツの中で、サイズも一番手頃
な大きさを選びました。

●薄手のシーツですが、しなやかな肌触りで、吸水性も良好
です。

■シャントシーツ・ホワイト/ブルー（未滅菌）

品番 サイズ 小袋 ケース 総枚数

1887
（ホワイト）

1888
（ブルー）

30x50
cm

5枚x20袋
/小袋

12小袋
/大袋

1200枚

1889
（ホワイト）

1890
（ブルー）

50x60
cm

5枚x20袋
/小袋

12小袋
/大袋

1200枚

■シャントシーツ・ホワイト/ブルー（EOG滅菌）

品番 サイズ 小袋 ケース 総枚数

1895
（ホワイト)

30x50
cm

1枚x100袋
/小箱

6小箱
/ケース

600枚

1896
（ホワイト）

40x50
cm

1枚x100袋
/小箱

6小箱
/ケース

600枚

1897
（ホワイト）

1900
（ブルー）

50x60
cm

1枚x50袋
/小箱

12小箱
/ケース

600枚
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パルスオキシメーター
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■フィンガーティップ・パルスオキシメーター

・小児、成人向けパルスオキシメーターです。
・コンパクトなデザインで、医療機関、家庭、救急車等で幅広くご使用いただけます。

■別売り シリコンカバー
全７種

※詳しくは専用カタログをご覧ください



センシンメディカル 麻酔用マクラシリーズ

■アネスピロ ２

品番 品名 サイズ

4083 アネスピロ２
大人用

W230xD230xH90mm

4084 アネスピロ２
小児用

W200xD210xH50mm

4086 アネスピロ２
乳児用

W150xD160xH50mm
+H20mm

・脱毛等の原因とされる頭部接触部一点集中圧を形状、材質に改良が加えられ後頭部の圧力を分散する
デザインになってます。

■シフォン

・表面をエンボス加工した円座枕。
・固い層と柔らかい層の２段構造。
・側臥位と仰臥位で使用できます。

■センシンピロ

・円筒部を取り外すことにより側臥位にも最適です。
・通気性の良い素材を使用、長時間の使用に最適です。
・高さ50mmと25mmがセットになっています。

■アネプロン

・患者接触面は顔面にフィットするように凹状に加工。
・上部は柔らかい、底部には固いウレタンを採用して
沈み込みを防止。

・眼及び鼻部はT字にくり抜いて圧迫を排除してます。
・気管チューブの取外しに便利な溝がついてます。

品番 品名 サイズ

4089 シフォン W265xD265xH55mm

4085 センシンピロ W265xD260xH75mm

4088 アネプロン W200xD275xH120mm

■腋窩まもロール

・側臥位の際に、腋窩神経と動脈の圧迫を防ぐために腋窩から3~4横指分あけて挿入する枕です。
・芯は形が崩れないように弾力性のある素材を使用し外周は耐圧分散効果が高いウレタンフォームを使用。

品番 品名 サイズ

4332 腋窩まもロール L W170xD400xH105mm

4334 腋窩まもロール M W140xD400xH105mm
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



センシンメディカル 麻酔用マクラシリーズ

■腹臥位用枕アネプロン 低反発型

・安全で清潔なディスポーザブルバイトブロックです。
・患者さんにやさしいスリット入り。
・ガンマ滅菌済（有効期限３年）
・ラテックスアレルギーに対応（ポリエチレン製）

品番 品名 サイズ 入り数

4093 VADIバイトブロック
（小）

55x34x12mm 100個/箱

4091 VADIバイトブロック
（中）

69x42x13mm 100個/箱

4090 VADIバイトブロック
（大）

73x45x16mm 100個/箱

■腹臥位用枕アネプロン 小児用 ■側臥位用枕 SASUKE

■腕・脚用枕 ■肘用枕 ■クッション枕

VADI バイトブロック

■ピロカバー

品番 品名 サイズ 入り数

1914 ピロカバー
コーティングあり

内寸
W375xD355mm

200枚/箱

1915 ピロカバー
コーティングなし

内寸
W375xD355mm

200枚/箱

・コーティングありは撥水コーティング付
・コーティングなしは通気性に優れてます

■気管挿管・人口呼吸管理中の患者が気管チューブを噛んで
チューブを閉塞することを防ぐための医療器具です

その他 センシンメディカルでは様々な枕をラインナップしています。特注品も少量から対応してます。
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



電動式人工喉頭・発声補助具
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



エアトラック
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修正中



〇WESTERGEREN(ｳｪｽﾀｰｸﾞﾚﾝ）法に準じた測定システムです
〇血沈棒にはストッパーがついておりますので安易に０点に合わせることができます
〇ディスポーザブル商品ですので安全にご使用できます

ディスポーザブル血沈棒
一般医療機器（クラスⅠ）
品番：1030
品名：ポリスペットG-S
JANコード：4582251011289
医療機器製造販売届出番号：20B3X00010000041

1箱（100本入り）

専用スタンド
品番：1013
品名：血沈DLスタンド
JANコード：4562127610013

品番：1031
品名：E-Sチューブ
JANコード：4562127610136
1箱（500本入り）

品番：1032
品名：CT-Sチューブ
JANコード：4562127610143
1箱（500本入り）

品番：1015
品名：吸引用バネアダプター
JANコード：4562127610099
1セット（5本入り）

血沈専用真空採血管用 陰圧により片手で血液を
移動できます

先端テーパー付き

品番：1016
品名：スタンド用ダブルストッパー
JANコード：456127610105
1袋（10個入り）

0地点ストッパー付き

血沈測定システム

三種類の血液移管方法を
ご提案致します。
簡単、スピーディーに
検査が安易に行えます。
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



PORETEC メンブレンフィルター

品番 品名 入数

7000 PORETEC メンブレンフィルター（耳なし剥離型）Pore5.0μm、1.0μm 100枚

7001 PORETEC メンブレンフィルター（普通型）Pore5.0μm、1.0μm 100枚

7002 PORETEC メンブレンフィルター（剥離型）Pore5.0μm 100枚

7003 PORETEC ホワイトスライドガラス76x26x1.2t 100枚

7004 PORETEC カバーガラス 100枚

7005 PORETEC スペーサー 100枚

●フィルター上から細胞の剥離がありませんので精度が向上します。
●アルコール系以外の固定液も使用できます。
●従来の染色方法が全て可能です。
●形態学的観察に定量性が加わります。
●感染・汚染が減少し安全性が向上します。
■主な用途 細胞診：擦過細胞、穿刺細胞、尿、髄液、腹水、その他各種検
体検査、培養等

■特徴
●微量検体でも確実に集細胞することができます。
●遠心分離器などの器械を使用しませんので細胞の変形・変性が生じません。
●熟練を必要としませんので作業の標準化が可能です。
●集細胞が簡単にでき直接フィルターのままプレパラートにできます。

品番 品名 入数

7006 PORETEC ギムザ染色用パック剤 30g

7007 PORETEC 封入剤 屈折率 100ml

7008 PORETEC フィルター取り出し治具（磁石式） 1枚

7010 PORETEC 集細胞ホルダー 1個

ミクロフィラックス

■特徴
●検査時間が短い
特殊フィルターの採用により採血から鏡検まで短時間に行えます。

●往診時でも検査が可能
μ-FILAXキットは軽くコンパクトで100倍の携帯顕微鏡と1～2の器具があればどこ
へでも持ち運び検査ができます。

●取り扱いが簡単
フィルターとフィルターホルダーは簡単に取扱いが出来るように設計されていま
す。

●生きたままのミクロフィラリアが鏡検可能
フィルターが透明なので染色の必要がありません。

品番 品名 入数

7128 μ-FILAXキット 1セット

7129 フィルター（5μ） 50枚

7130 μ-FILAX 溶液 60ml

7116 E.D.T.A 溶液 20ml

7101 フィルターホルダー 1個

7133 B.S.P 12包/1包(0.9g)

7131 パッキン 2個（Oリング）

7132 スポイト 1本
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※詳しくは専用カタログをご覧ください

7010
【PORETEC集細胞ホルダー】

7008
【PORETEC フィルター取出し治具】

7000/7001/7002
【PORETECメンブレンフィルター】

7003
【PORETECホワイトスライドガラス】

7005
【PORETECスペーサー】

7004
【PORETEC カバーガラス】

7007
【PORETEC 封入剤】

7006
【PORETEC ギムザ染色用パック剤】



内視鏡室関連 製品

■内視鏡保管庫

【仕様】
外装：ステンレス製（SUS304orSUS430)
ハンガー：PVC製 2段式
下部：保護シート張り

品番 規格・サイズ

BN-104D 4本掛け W:480xD:400xH:1900mm

BN-106D 6本掛け W:700xD:450xH:1900mm

BN-108D 8本掛け W:900xD:450xH:1900mm

BN-110D 10本掛け W:1200xD:450xH:1900mm

BN-112D 12本掛け W1400xD:450xH:1900mm

BN-115D 15本掛け W1600xD:450xH:1900mm

＊上記型番はSUS430製です

品番 規格・サイズ

ENH-4A 上段用4本掛けハンガーW:490xD:250mm

ENH-3A 上段用3本掛けハンガーW:380xD:250mm

ENH-2A 上段用2本掛けハンガーW:270xD:250mm

ENH-1A 上段用1本掛けハンガーW:160xD:250mm

■壁掛け用内視鏡ハンガー

品番 規格・サイズ

ENH-4B 下段用4本掛けハンガーW:490xD:250mm

ENH-3B 下段用3本掛けハンガーW:380xD:250mm

ENH-2B 下段用2本掛けハンガーW:270xD:250mm

ENH-1B 下段用1本掛けハンガーW:160xD:250mm

【上段用】

【下段用】

【仕様】
架台：ステンレス製（SUS304)
ハンガー：PVC製 2段式

■内視鏡スタンド

【仕様】
ベース部：アルミ製５脚
パイプ部：ステンレス製 SUS304
ハンガー部：PVC製
キャスター：75φ

品番 規格・サイズ

ENS-2B 2本掛け W:500xD:500xH:1300～1900mm

■径食道プローブ用保管庫

＊使用イメージ

品番 規格・サイズ

ENK-6A 6本掛け W:700xD:450xH:1900mm

【仕様】
外装：ステンレス製 SUS304
ハンガー部：PVC製
天井部コードフック付
下段：高さ調整可能棚板

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。

■造作家具

※特注品１台から承ります。

■内視鏡用シンク

※特注品１台から承ります。

-14-

※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



手術室関連 製品

■電動昇降式 器械台

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降：フットペダル式
天板：立上式
キャスター：125φmm
補助天板が付属しています

品番 サイズ

DS-H-1 W:1400xD:1200xH:1000～1500mm

※特注品１台から承ります。

品番 仕様・サイズ

DS-A-1B ボタンスイッチ式W:800xD:550xH:850～1250mm

DS-A-1F フットスイッチ式W:800xD:550xH:850～1250mm

DS-A-1W 併用スイッチ型W:800xD:550xH:850～1250mm

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。※特注品１台から承ります。

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降スイッチ：ボタン、フット、併用可能
天板：落込式
キャスター：75φmm
電源：AC100V バッテリー内蔵

■油圧昇降式 器械台

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降：フットペダル式
天板：落込式
キャスター：75φmm
補助天板が付属しています

品番 サイズ

YS-SB-1 W:500xD:1200xH:900～1300mm

YS-SB-2 W:600xD:1200xH:900～1300mm

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降：フットペダル式
天板：落込式
キャスター：75φmm
重ねて収納が出来ます

品番 サイズ

YS-E-1 W:900xxD:550xH:850～1250mm

YS-E-2 W:1000xD:600xH:850～1250mm

※特注品１台から承ります。 ※特注品１台から承ります。

■ハンドル昇降式 器械台

品番 サイズ

NSB-C-1 W:900+300xD:450xH:850～1250mm

NSB-C-3 W:1200+300xD:550xH:850～1250mm

NSB-C-4 W:1350+300xD:550xH:850～1250mm

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降：ハンドル式
天板：立上式
キャスター：75φmm
補助天板が付属しています

品番 サイズ

NSB-R-1 W:600xD:450xH:800～1200mm

NSB-R-2 W:900xD:450xH:850～1250mm

NSB-C-4 W:900xD:600xH:850～1250mm

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
昇降：ハンドル式
天板：立上式
キャスター：75φmm
補助天板が付属しています
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



手術室関連 製品

■リヒカ カーテン掛け

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
シャフトサイズ：13φｍｍ
クランク型シャフトにより取付幅調節可能

品番 サイズ

RC-G-1 W:665xD:300+350xH:520+300mm

※特注品１台から承ります。 ※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。※特注品１台から承ります。

■踏み台

【仕様】
本体：ステンレス製SUS304
マット：発砲ニトリルゴム

品番 サイズ

SF-R-1 W:453 xD:340xH:130mm

SF-R-2 W:453xD:340xH:75mm

品番 サイズ

AR-A-1 L:270xD:400xH:160mm

AR-A-2 L:400xD:400xH:160mm

AR-A-3 L:550xD:400xH:160mm

AR-A-4 L:700xD:400xH:160mm

※特注品１台から承ります。
※特注品１台から承ります。

■蛇管ホルダー

品番 品名・サイズ

JH-A-300 フレキシブルハンガー・L:300mm

JH-A-500 フレキシブルハンガー・L:500mm

JH-Y-1 ステンレス製三角ベース・180x300mm

【仕様】
ハンガー部：POMジュラコン製
フレキシブルアーム：真鍮製外装スミチューブ
差込ポール：ステンレス製12φL150mm

品番 サイズ

TE-A-1 320φ洗面器1個用 W:360xD:360xH:800mm

TE-B-1 320φ洗面器2個用 W:680xD:355xH:800mm

STA-A-2 洗面器 320φxH:110mm

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
キャスター：50φ
洗面器は別売です

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
シャフトサイズ：16φｍｍ

品番

RC-C-1

疲労軽減マット付踏み台「ラクカモ」

■アームレスト

落下防止透明カバー「カールくん」

【仕様】
材質：PVC 透明

※組み合わせたイメージです

■手洗い台
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



ステンレスカート関連製品

■麻酔カート・救急カート

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
天板：強化ガラス製
キャスター：100φmm
様々なオプション品が取付出来ます

品番 サイズ

MA-B-1 本体のみ W:670xD:450xH:910mm

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。※特注品１台から承ります。

■麻酔カート・救急カート

【仕様】
外装：ステンレス製304

側面はマグネットが使用可能なsus430製
天板：２方立上り 補助天板付
キャスター：100φmm

品番 サイズ

MA-D-11 本体のみ W:470xD:400xH:870mm

品番 サイズ

LK-G-1 W:600xD:500xH:800mm

LK-G-2 W:900xD:600xH:800mm

※特注品１台から承ります。 ※特注品１台から承ります。

■器械卓子・回診車

品番 サイズ

KT-B-1 W:450xD:300xH:750mm

KT-B-2 W:600xD:450xH:750mm

KT-B-3 W:750xD:450xH:750mm

品番 サイズ

HK-M-1 W:600xD:450xH:800mm

HK-M-2 W:750xD:450xH:800mm

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
天板：4方枠付き
棚板：4方立上り
補助テーブル：375x375mm
キャスター：100φmm

■ランドリーカート

【仕様】
本体：ステンレス製SUS304
袋：ターポリン製
キャスター：100φmm

※写真はオプション品取付イメージです

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304
天板：落込み
キャスター：100φmm
様々なオプション品が取付出来ます

品番 サイズ

MA-C-1 本体のみ W:670xD:450xH:990mm

※特注品１台から承ります。

※オプション品取付イメージです

※本体

■麻酔カート・救急カート

※オプション品取付イメージです

■器械卓子・回診車

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
天板：3方枠付き
棚板：フラット
キャスター：50φmm
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



流し台関連 製品

■エアガン・ウォーターガンを備えた２槽式流し台
内視鏡洗浄や中央材料室に

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304

【付属品】
水栓金具２個ハンドシャワー（センサー式も可）
エアガン・ウォーターガン、コンプレッサー
オートドレン、メッシュパネル

品番 サイズ

ND-PAW1800-1 W:1800xD:700xH:850+500mm

ND-PAW2000-1 W:2000xD:700xH:850+500mm

ND-PAW2400-1 W:2400xD:700xH:850+500mm

■手術室 手洗い用シンク

■汚物処理室 流し台

※特注品１台から承ります。

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304

ミキシングバルブ内蔵
【付属品】
センサー式混合水栓金具

【オプション品】
蛍光灯、薬液ディスペンサー、ペーパータオルホルダー、
ブラシケース、

品番 仕様・サイズ

ND-TS-1 1人用W:900xD:650xH:900+1130mm

ND-TS-2 2人用W:1800xD:650xH:900+1130mm

ND-TS-3 3人用W:2500xD:650xH:900+1130mm

※特注品１台から承ります。

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304

【付属品】
水栓金具 （センサー式も可）
蛍光灯

品番 サイズ

ND-K900-1 W:900xD:600xH:1800mm

ND-K1200-1 W:1200xD:600xH:1800mm

ND-K1500-1 W:1500xD:600xH:1800mm

■汚物処理室 汚物流し

【仕様】
外装：ステンレス製SUS304

【付属品】
水栓金具 （センサー式も可）

品番 洗浄方式・サイズ

ND-P-1 レバー式
W:500xD:600xH:1750mm

ND-P-2 フットペダル式
W:500xD:600xH:1750mm

ND-P-3 センサー式
W:500xD:600xH:1750mm

■洗浄用バスケット

品番 サイズ

SMS-C-1 W:405xD:254xH:50mm

SMS-C-2 W:405xD:254xH:70mm

SMS-C-3 W:485xD:254xH:50mm

SMS-C-4 W:485xD:254xH:70mm

SMS-C-5 W:254xD:254xH:50mm

SMS-C-6 W:254xD:254xH:70mm

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304

※特注品１台から承ります。※特注品１台から承ります。※特注品１台から承ります。
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください



ステンレス関連製品

■パスボックス

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
鍵：シリンダー錠 インターロック付

品番 仕様・サイズ

PB-A-5 2列２段 W:1200xD:600xH:1200mm

PB-A-9 3列3段 W:1800xD:600xH:1700mm

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。

※特注品１台から承ります。

■解剖台

【仕様】
材質：ステンレス製304
ポリ容器１個付き

品番 サイズ

KBD-A W:600xD:1820xH:750mm

品番 サイズ

ICH-1 2体用 W:850xD2200xH:1930mm

※特注品１台から承ります。 ※特注品１台から承ります。

■作業台

品番 引出し数・サイズ

SD-B-1 引出し2個 W:900xD:600xH:800mm

SD-B-2 引出し3個 W:1200xD:600xH:800mm

SD-B-3 引出し4個 W:1500xD:750xH:800mm

品番 サイズ

GD-J-1 W:500xD:500xH:1230～2050mm

【仕様】
材質：上部ステンレス製SUS304

：ベース部アルミ製
フック：4個掛け
キャスター：75φmm

■遺体貯蔵庫

【仕様】
材質：内、外装ステンレス製SUS304
断熱材：発砲ウレタン製
冷凍ユニット：空冷200V 750W

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304

■点滴スタンド

【仕様】
材質：ステンレス製SUS304
引出し：片面
キャスター：75φmm

■器械戸棚

品番 サイズ

TD-D-1S W:750xD:360xH:1700mm

TD-D-2S W:900xD:360xH:1700mm

※特注品１台から承ります。
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※その他のラインナップもございます、詳しくは専用カタログをご覧ください
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