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お客様感謝セール
ナビス30周年 50000号カタログ発刊記念
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品番 型番 色 サイズ（mm）（ハンドル含まず） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-3304-01 LX3405PRO ピンク 690×540×930 ¥199,800 ¥139,860
8-3304-02 LX3405PROS ブルー 690×540×930 ¥199,800 ¥139,860
※カート本体に蘇生板（透明色）は付属していません。ナビスカタログP91を参照下さい。

カート・ワゴン

作業性UP！ハンドロック式カート!!新登場

軽量＆コンパクトでラクラク移動！
救急カートのスタンダードモデル。

可愛いイラスト入りカート。

すぐ使えて便利な救急ワゴン。品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9985-01 HT-Z1P ピンク 450×420×955 ¥145,000 ¥116,000
8-9985-02 HT-Z1B ブルー 450×420×955 ¥145,000 ¥116,000
8-9985-03 HT-Z1R レッド 450×420×955 ¥145,000 ¥116,000
0-4559-11 仕切板（小用ヨコ1枚） 379×53 ¥320 －

0-4559-12 仕切板（小用タテ1枚） 334×51 ¥220 －

0-4559-13 仕切板（中用ヨコ1枚） 379×110 ¥500 －

0-4559-14 仕切板（中用タテ1枚） 334×108 ¥400 －

0-4559-15 仕切板（大用ヨコ1枚） 379×143 ¥520 －

0-670-06 ボンベ架台（500ℓ用）φ120×（高さ）465 ¥26,400 －

0-670-07 汚物缶（ホルダー付） φ180×（高さ）180 ¥8,600 －

※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属しておりません。

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9430-01 JEC264 560×475×900 ¥168,000 ¥142,800

[補助天板付き・回診タイプ]
品番 型番 引出し 色 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-5884-01 ES-B2B 2段 ブルー ¥78,500 ¥62,800
8-5884-02 ES-B2P 2段 ピンク ¥78,500 ¥62,800
8-5884-03 ES-B5B 5段 ブルー ¥91,000 ¥72,800
8-5884-04 ES-B5P 5段 ピンク ¥91,000 ¥72,800

品番 型番 仕様 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-4812-01 NC3405 引出し5段（浅2・中2・深1） 510×542×977 ¥148,000 ¥111,000
8-4812-02 NC3706 引出し6段（浅3・中2・深1）510×542×1056 ¥162,000 ¥121,500
※引出しに仕切板は付属していません。ナビスカタログP119を参照下さい。
仕様  ●材質：本体／スチール、天板／ABS樹脂●補助天板サイズ：280×385㎜●引出し内寸

法：浅／353×385×56㎜、中／353×385×134㎜、深／353×385×213㎜●キャスター：φ
102㎜（前輪ストッパー付き）●耐荷重：天板／15kg、引出し／約10kg/段、補助天板／5kg●重量：
NC3405／49.2kg、NC3706／53.2kg●付属品：鍵×2本（NC3405・NC3706）

[救急処置タイプ]
品番 型番 引出し 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-7950-21 ES-E2 2段 705×400×880 ¥122,000 ¥97,600
※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。

[回診タイプ]
品番 型番 引出し 色 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5647-21 ES-A2B 2段 ブルー ¥66,500 ¥53,200
0-5647-22 ES-A2P 2段 ピンク ¥66,500 ¥53,200
0-5647-23 ES-A5B 5段 ブルー ¥83,000 ¥66,400
0-5647-24 ES-A5P 5段 ピンク ¥83,000 ¥66,400

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-4559-31 P-P5NB（ピンク） 450×420×955 ¥127,000 ¥101,600
0-4559-32 P-G5NB（グリーン）450×420×955 ¥127,000 ¥101,600
0-4559-33 P-B5NB（ブルー）450×420×955 ¥127,000 ¥101,600
0-4559-34 P-R5NB（レッド） 450×420×955 ¥127,000 ¥101,600
※本体にボンベ架台・汚物缶・仕切板は付属しておりません。
※すぐ上の救急カートHT-Z1シリーズのオプションを参照下さい。

品番 型番 サイズ（mm） 重量（㎏） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-1341-01 LX31EMG 690×540×930（ハンドル含まず） 62.2 ¥188,000 ¥131,600
※写真の蘇生板・IVスタンド・酸素ボンベホルダーは別売です。ナビスカタログP623を参照下さい。

LX3405PRO

P-P5NB（ピンク）

P-R5NB（レッド）

人気の
レッド色

P-G5NB（グリーン） P-B5NB（ブルー）

蘇生板（付属）

折りたたみ式補助天板

LX3405PROS

ES-A2P

ES-B2B（2段）

ES-A5B

ES-B5P（5段）

特長  
● 引出し最上段は鍵付きです。
仕様  

●材質：本体／スチール、仕切板／PVC（塩
化ビニル樹脂）、蘇生板／合板●引出し有効
内寸法：小／367×323×51㎜、中／367
×323×135㎜、大／367×323×240㎜
●補助天板サイズ：456×426㎜●キャスタ
ー：φ100㎜（双輪・対角ストッパー）●仕切
板取付可能数：中・小／各5枚（縦・横）、大／
5枚（横）●重量：49kg●付属品：蘇生板（合
板製）

特長  
● 1つの鍵で全ての引出しをロッ
クできます。
● 移動の際、鍵をかけていなくて
も引出しが飛び出さないロッ
ク機能付きです。
仕様  

●材質：本体／スチール（パウダーコート）、
天板／ABS樹脂、ハンドル／アルミニウム、仕
切板／AS樹脂、仕切板用ストリップ／ABS
樹脂●引出し有効内寸法：小／569×398
×76mm×2段、中／569×398×115mm
×2段、大／569×398×236mm×1段●
天板サイズ：590×420mm●取付可能仕切
板数：縦／15枚、横／10枚●キャスター：φ
125mm（前輪ストッパー付き）●重量：65kg
●引出しロック機構付き●補助天板付き●
付属品：鍵（2本）、仕切板セット上段用・中段
用各1セット、マグネットラベルホルダー（6
枚）・蘇生板用フック（2本）

特長  
● ハンドルの近くに設置したロックダイアルを回すことで、
キャスターロック（対角ストッパー）を容易にON/OFFで
きます。
仕様  ●材質：本体／スチール（メラミン焼付塗装）、天板・仕切板／PVC

（塩化ビニル樹脂）●引出し有効内寸法；小／367×323×51mm、中／367×323×135mm、
大／367×323×240mm●補助天板サイズ：456×426mm●キャスター：φ100mm（双輪・対角
ストッパー・ハンドロック式）●仕切板取付可能数：中・小／各5枚（縦・横）、大／5枚（横）●重量：約
50kg●付属品：蘇生板（合板製）・引出し最上段鍵付き

特長  
● 1ヶ所で全ての引き出
しを施錠できるセント
ラルロック方式。
● イルリガードルポール、
蘇生板、酸素ボンベ架
が標準で付属。
● 幅560㎜でコンパクト。
● 便利な収納式補助天
板付き。
● 引き出しはソフトクロ
ーズ構造。
● 動きがスムーズな静音
キャスター。

特長  
● 1つの鍵で全ての引出がロックでき
ます。
● 封印具にも対応できる救急カート
です。
● 引出しはソフトクローズ構造です。
仕様  

●材質：本体／スチール（パウダーコート）、天板
／ABS、蘇生板／PMMA、酸素ボンベホルダー／
スチール（パウダーコート）、仕切板／AS、ストリ
ップ／ABS樹脂●引出有効内寸法：小／569×
398×76mm、中／569×398×155mm、大
／569×398×236mm●天板サイズ：590×
420mm●補助天板サイズ：350×380mm●仕
切板取付可能数：横／10枚、縦／15枚●キャス
ター：φ125mmTPR製（双輪・前輪ストッパー）
●重量：62.2kg●ロック機構付き・開封サイン機
構付き（上段のみ）●本体付属品：上段/中段仕切
板セット各1セット・マグネットラベルホルダー6
枚・鍵×2本・封印具×50本

仕様  ●材質：フレーム／アルミニウム、天板・補助天板／抗菌メラミン化粧合板、引出し／
ABS樹脂●サイズ：本体／630×400×855㎜、天板有効サイズ／590×390㎜、補助天板有効
サイズ／290×390㎜●引出し有効内寸：浅型／425×305×70㎜、深型／425×305×155
㎜●キャスター：φ100㎜エラストマー製（対角ストッパー付き）

特長  
● 1つの鍵ですべての引出しをロックで
きます。
● 移動時に壁等を傷付けにくいバンパー
付きで、耐久性に優れています。

特長  
● 折りたたみ補助天板付き。
● 横フレームには別売のイン
サートナット（0-7898-25）
を用いることで各種ホルダー
（別売）を取り付けられます。
仕様  

●材質：フレーム／アルミニウム、天板・
補助天板／抗菌メラミン化粧合板、引出
し／ABS樹脂（鍵付き）●サイズ：本体／
705×400×880㎜、天板／600×400
㎜、補助天板／300×400㎜●引出し有
効内寸：浅型／425×305×70㎜、深型
／425×305×155㎜●キャスター：φ
100㎜ゴム製（対角ストッパー付き）

仕様

●材質：フレーム／アルミニ
ウム、天板／抗菌メラミン
化粧合板、引出し／ABS樹
脂●サイズ：本体／600×
400×855㎜、天板／600
×400㎜●引出し有効内
寸：浅型／425×305×70
㎜、深型／425×305×
155㎜●キャスター：φ100
㎜エラストマー製（対角スト
ッパー付き）

0 －

2020%%
OFFOFF

2525%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

本）

3030%%
OFFOFF

本

3030%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

仕切板使用例

キャスターロック解除時 キャスターロック時

ロックダイアル

HT-Z1P

※引出しはソフトク
ローズ仕様です。

HT-Z1B

HT-Z1R

400㎜

400㎜

600㎜

630㎜

855㎜855㎜

バンパー付き

スライド補助天板

仕切板セット使用例
（別売）

ボンベホルダー

4本架

ひとつの鍵で
全ての引出が
ロック可能です。

スライド補助天板

仕様  ●材質：天板／ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱／アルミニウム、側板／アルミ複合
板、イルリガードルポール／ステンレス●キャスター：φ100㎜エラストマー製（静音型・回転・旋
回ダブルロック2輪付き）●天板サイズ：560×475㎜●引出し内寸法：（幅）400×（奥行）360
×（高さ）110㎜●補助天板サイズ：360×350㎜●酸素ボンベ架：500ℓ用●耐荷重：引出し／
50㎏、全体／200㎏

900㎜

560㎜ 475㎜

背面

ひとつの鍵で全ての
引出がロック可能です。
（封印具にも対応）

特長  
● 折りたたみ補助天板
付き。
● 横フレームは別売の
インサートナット（0-
7898-25）を用いる
ことで各種ホルダー
(別売)を取り付けられ
ます。ナビスカタログ
P88を参照下さい。

NC3706
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使用例

ポケット
ケース

アソート
ボックス

高さ調整可能

患者ごとの注射薬セットで
正確な払出しが可能です。

バンパーゴム付!!バンパーゴム付!!

カート・ワゴン2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたはJus-Tisをご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

［点滴処置車］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-7930-11 EL-IB ブルー 700×535×1765 ¥110,000 ¥88,000
0-7930-12 EL-IP ピンク 700×535×1765 ¥110,000 ¥88,000
※本商品にトレー・バスケットは付属していません。

［アルティアトレー］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5751-11 EL-TB ブルー 850×540×1050 ¥115,000 ¥92,000
0-5751-12 EL-TP ピンク 850×540×1050 ¥115,000 ¥92,000
※本商品にトレー・バスケットは付属していません。

［アルティアバスケット］
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm）価格（税抜）

8-2176-11 AB-75 600×400×75 ¥3,600
8-2176-12 AB-150 600×400×150 ¥5,500
※ストッパー一体型ではありません。

特長  
● 埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。
仕様  ●材質：ABS樹脂（帯電防止剤入）●有効内寸法：HAB-75

／（幅）342×（奥行）242×（深さ）69mm、HAB-150 ／（幅）335×
（奥 行）235×（深さ）144mm、AB-75 ／（幅）542×（奥 行）342×
（深さ）69mm、AB-150 ／（幅）535×（奥行）335×（深さ）144mm
●仕切間隔（セパレーター取り付け用）：25mm●付属品：ストッパー
×2個

［アルティアスタンダードトレー］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm）価格（税抜）

0-5732-41 NRT-75V アイボリー 600×400×85※ ¥4,100
0-5732-42NRT-150V アイボリー 600×400×160※ ¥5,000
※ストッパー一体型です。　※ストッパーを含む。

特長  
● 帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにく
く、掃除も容易です。
● 角に残ったゴミがとりやすいR形状のコーナーです。
仕様  ●材質：ABS樹脂（帯電防止剤入）●有効内寸法：NRT-75 ／（幅）550×（奥

行）350×（深さ）70mm、 HRT-150 ／（幅）550×（奥行）350×（深さ）145mm●仕
切間隔（セパレーター取り付け用）：25mm

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5753-12 ISC-24-P 約640×480×1215 ¥186,000 ¥139,500
0-5753-11 ISC-40-P 約960×480×1215 ¥230,000 ¥172,500

EL-IB

EL-TB

AB-75 AB-150NRT-150

ISC-40-P

EL-IP
EL-TP

ISC-24-P

ES-NB

特長  
● 点滴ハンガーは高さ調
節が可能です。
仕様  

●材質：フレーム／アルミニウム、天板／抗菌メラミン化粧合
板、点滴ハンガー／ステンレス（SUS304）●天板サイズ：700
×500mm●トレー収納枚数：浅型／最大8枚、深型／最大4枚
●ハンガー数：上下各5本●キャスター：φ125mmエラストマ
ー製（対角ストッパー付き）●重量：27.5kg

特長  
● ハンドルは持ちやすく疲れ
にくいユニークなデザイン
です。
仕様  

●材質：フレーム／アルミニウム、天板／抗菌メラミン化粧合板●天板サ
イズ：700×500mm●トレー収納枚数：スタンダード浅型／最大8枚、深
型／最大4枚●キャスター：φ125mmエラストマー製（対角ストッパー
付き）●重量：25.5kg●重量：27.5kg

特長  
●  CC-55WIDEはA4サイズの書類も
入ります。
● オプションの仕切版を使用すれば、1
患者の1日分の服薬管理も可能です。
仕様  

●材質：本体／アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレ
ーム／アルミニウム、キャスター／ナイロンウレタン巻
車輪（ストッパー付き）、引出し／ポリスチレン樹脂、棚
板／スチール塗装仕上げ●キャスター：φ100mm（双
輪・4輪ストッパー付き）●引出し有効内寸法：WB-2
／210×302×70mm、WB-8 ／95×302×70mm
●引出し仕切板可能枚数：WB-2 ／6枚、WB-8 ／9
枚●付属品：CC-55 ／引出し（WB-8）×55個、CC-
55WIDE ／大型引出し（WB-2）×55個●引出し仕切
板可能枚数：WB-2 ／6枚、WB-8 ／9枚●付属品：
CC-55 ／引出し（WB-8）×55個、CC-55WIDE ／大
型引出し（WB-2）×55個

特長  
● 1患者1ボックス管理を行うベーシックタイ
プのオーダリングカートです。
● ボックスは輸液バッグがすっきり入る大き
さで、ポケットケース（別売）を付けるとアン
プル等を入れるのに便利です。
● ネームシールは簡単に剥がせて跡が残ら
ず、貼り替えも可能です。
仕様  

●材質：ステンレス（SUS304）●キャスター：φ150mm
（2輪ストッパー付き）●耐荷重：20kg／段●ネームシ
ールサイズ：105×25mm●付属品：ISC-24-P／アソ
ートボックス24個（片面12個×両面）、ネームシール24
枚、ISC-40-P／アソートボックス40個（片面20個×両
面）、ネームシール40枚

特長  
● 横フレームは脱落防止のアルミエ
ッジになっており、用途にあわせ
て各種ホルダー (別売)を取り付
けられます。
● ハンドルは握りやすく疲れにくいデザインです（ELタイプ）。
仕様  ●材質：フレーム／アルミニウム、天板／抗菌メラミン化粧合板　

●天板有効サイズ：EL-NB･NP ／690×490mm（脱落防止エッジ付き）、
ES-NB・NP ／590×390mm●耐荷重（均等荷重）：天板／30kg、棚板／
10kg●キャスター：EL-NB・NP ／φ125mmエラストマー製（対角ストッ
パー付き）、ES-NB・NP／φ100mmエラストマー製（対角ストッパー付き）

TSC-T1BL

CC-55WIDE（大型引出し／A4対応）

TSC-S1BL

TSC-T1P

CC-55

TSC-PC1BL

TSC-PC1P

仕様  ●材質：天板／PP（ポリプロピレン）、フレーム／アルミ、ベース／
スチール、脚部カバー／カイダック、コーナーバンパー／エラストマー樹脂、
点滴ハンガー／ステンレス●補助天板サイズ：（幅）300×（奥行）450mm●
引出有効内寸法：浅型4段／425×305×70mm、深型1段／425×305×
155mm●キャスター：φ100mm（双輪・対角ストッパー付き）●ゴミ箱：容
量12l、再生プラスチック製●鍵付き●ハンガーパイプ径：φ16mm●組み
立て式（要工具）

仕様  ●材質：天板／PP（ポリプロピレン）、フレーム／アルミ、ベース／スチール、脚部カバー／カイ
ダック、コーナーバンパー／エラストマー樹脂●キャスター：φ100mm（双輪・ストッパー付き）●補助天
板サイズ：（幅）300×（奥行）450mm●引出有効内寸法：浅型／425×305×70mm、深型／425×305
×155mm●キャスター：φ100mm（双輪・対角ストッパー付き）●ゴミ箱：容量12l、再生プラスチック製
●鍵付き●ハンガーパイプ径：φ16mm●組み立て式（要工具）

仕様  ●材質：天板／PP（ポリプロピレン）、フレーム／アルミ、ベース／ス
チール、脚部カバー／カイダック、コーナーバンパー／エラストマー樹脂●キャ
スター：φ100mm（双輪・対角ストッパー付き）●補助天板サイズ：（幅）300×
（奥行）450mm●引出有効内寸法：（幅）425×（奥行）305×（高さ）70mm●
重量：24.8kg

［点滴処置タイプ］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8974-01 TSC-T1P ピンク 600×450×1295～1695 ¥150,000 ¥127,500
8-8974-02 TSC-T1BL ブルー 600×450×1295～1695 ¥150,000 ¥127,500
※ワイヤーホルダーは別売です。

品番 型番 仕様 幅×奥行×高さ（mm）※1 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-1540-01 CC-55 55人用 752×483×1287 ¥195,000 ¥146,250
0-1540-12 CC-55WIDE 55人用（大型引出し） 1428×483×1287 ¥263,000 ¥197,250
3-261-11 WS-8 仕切板（CC-55用） 6枚入 ¥540 ―

3-261-08 WS-255WIDE 仕切板（CC-55WIDE用）（大型引出し） 4枚入 ¥580 ―

※仕切板は別売です。 ※1 幅寸法はハンドル部分を含みます。

［処置対応タイプ］
品番 型番 色 引出 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8973-01 TSC-S1P ピンク 浅型2段 600×450×919 ¥111,000 ¥94,350
8-8973-02 TSC-S1BL ブルー 浅型2段 600×450×919 ¥111,000 ¥94,350
8-8973-03 TSC-S2P ピンク 浅型4段深型1段 600×450×919 ¥121,000 ¥102,850
8-8973-04 TSC-S2BL ブルー 浅型4段深型1段 600×450×919 ¥121,000 ¥102,850
※ワイヤーホルダーは別売です。
※浅型引出は仕切板（0-3588-13）が取付けできます。

［PCカートタイプ］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8975-01TSC-PC1P ピンク 600×450×969 ¥112,000 ¥95,200
8-8975-02TSC-PC1BL ブルー 600×450×969 ¥112,000 ¥95,200

フレームは軽量アルミ製で使いやすく、低床ベースで安定感バツグン!!安心の鍵付引出し。

600㎜

700㎜

752㎜

480㎜

752㎜

960㎜

850㎜

600㎜
600㎜

450㎜

450㎜

450㎜

1295～1295～
1695㎜1695㎜

850㎜

1765㎜1765㎜

1287㎜1287㎜

1215㎜1215㎜

1287㎜1287㎜

1050㎜

1050㎜1050㎜

900㎜

525㎜

483㎜ 483㎜483㎜

540㎜

［ヨーロピアンカートⅡ］
品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm）重量（kg）価格（税抜） セール価格（税抜）

0-3589-21 EL-NB ブルー 850×540×915 29.0 ¥80,000 ¥64,000
0-3589-22 EL-NP ピンク 850×540×915 29.0 ¥80,000 ¥64,000
0-3589-23 ES-NB ブルー 600×400×855 17.0 ¥56,000 ¥44,800
0-3589-24 ES-NP ピンク 600×400×855 17.0 ¥56,000 ¥44,800

EL-NP

915㎜915㎜

540㎜
850㎜

折りたたみ
補助天板

折りたたみ
補助天板 折りたたみ

補助天板

※サイズは補助天板な
ど突起部を含みません。

※サイズは補助天板など突起部を含みません。

※サイズは補助天板な
ど突起部を含みません。

特長  
● 側面のハンガーネットに、ワイヤ
ーホルダー（別売・P74参照）な
どを掛けることができます。

特長  
● パソコン入力に適した高さ
（900mm）です。
● 側面にハンガーネットを装備し
ていますので、ワイヤーホルダー
（別売・P.74参照）などを掛け
ることができます。
● 天板下部にコード受けを設けて
います。
● 補助天板付は、マウス操作に便
利です。

特長  
● フック数5本で高さ調整できる
点滴カートです。
● たっぷり収納できる引出し5段
タイプ。

TSC-S1P

バンパーゴム付!!

1515%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2525%%
OFFOFF

を行うベ シ クタイ

2525%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

〈天板は抗菌加工をしています〉
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カート・ワゴン

手元でラクラク・キャスターロック！

大切なPCを守る鍵付きフタ仕様。

カスタマイズが楽しいナースカートが新登場！

人気シリーズのカラーラインナップが
増えました!!

充実した付属品装備！センターロックで使いやすさが格段up。

収納ボリュームイチオシ！ 便利な鍵付きの横引き出し。収納量にあわせセレクト！！

品番 型番 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9977-01 HT-1PT ¥99,000 ¥79,200
8-9977-11 トレー用ホルダー ¥8,500 －
8-5866-15 ハーフトレー ライトピンク（浅型） ¥3,000 －
8-5866-16 ハーフトレー ライトピンク（深型） ¥3,800
※トレー用ホルダー・トレーは別売オプションです。

品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9910-01 本体ベーシックPINK ピンク 500×550×1050  ¥98,000 ¥78,400
8-9910-02 本体ベーシックBLUE ブルー 500×550×1050  ¥98,000 ¥78,400
8-9910-03 本体ハンガーネットPINK ピンク 500×550×1050 ¥105,000 ¥84,000
8-9910-04 本体ハンガーネットBLUE ブルー 500×550×1050 ¥105,000 ¥84,000

品番 型番 仕様 色 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8189-01 AO-ＳＮＨＮ 固定式 グレー  ¥29,800 ¥23,840
8-8189-02 AO-SNHA 固定式 (引出し付き ) グレー  ¥39,400 ¥31,520
8-8189-03 AO-KT-B 固定式 ブルー  ¥29,800 ¥23,840
8-8189-04 AO-KT-P 固定式 ピンク  ¥29,800 ¥23,840
8-8189-05 AO-KH-B 固定式 (引出し付き ) ブルー  ¥39,400 ¥31,520
8-8189-06 AO-KH-P 固定式 (引出し付き ) ピンク  ¥39,400 ¥31,520
8-8190-01 AO-SAHN 5段階　昇降式 グレー ¥39,800 ¥31,840
8-8190-02 AO-SAHA 5段階　昇降式 (引出し付き ) グレー ¥49,400 ¥39,520
8-8190-03 AO-ST-B 5 段階　昇降式 ブルー  ¥39,800 ¥31,840
8-8190-04 AO-ST-P 5 段階　昇降式 ピンク  ¥39,800 ¥31,840
8-8190-05 AO-SH-B 5 段階　昇降式 (引出し付き ) ブルー  ¥49,400 ¥39,520
8-8190-06 AO-SH-P 5 段階　昇降式 (引出し付き ) ピンク  ¥49,400 ¥39,520

品番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8498-01 本体 500×578×900～1100 ¥112,000 ¥95,200
※カラーやサイズなど特注対応が可能です。お問い合わせください。
※トレーは別売です。　オプションについてはナビスカタログP61を参照下さい。

品番 型番 トレー サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9931-01 TLC なし 500×650×900～1100 ¥98,000 ¥78,400
8-9931-02 TLC-1 1 枚付き 500×650×900～1100 ¥108,000 ¥86,400
8-9931-11 バッテリーホルダー ― ¥7,500 ¥6,000
8-5892-11 追加トレーホルダー ― ¥9,800 －
※KENIFINE™は（株）神戸製鋼所の登録商標です。　※抗菌メッキは（株）神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで行っています。
※トレーは左のハーフトレー（8-5866-※）から選択下さい。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-2459-04 YDS-106 鍵付 745× 475× 890 ¥75,000 ¥60,000
8-2459-05 YDS-301 鍵付 745× 475× 850 ¥85,000 ¥68,000
8-2459-06 YDS-302 鍵付 745× 475× 850 ¥86,500 ¥69,200
8-2459-11 ユーティリティーカート仕切版セット ¥2,400 ―

※本体に仕切板は付属しておりません。

品番 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-1607-21 2段 BOX　ブルー ¥45,300 ¥36,240
8-1607-22 3段 BOX　ブルー ¥45,300 ¥36,240
8-1607-23 5段 BOX　ブルー ¥54,300 ¥43,440
8-1607-24 2段 BOX　ピーチ ¥45,300 ¥36,240
8-1607-25 3段 BOX　ピーチ ¥45,300 ¥36,240
8-1607-26 5段 BOX　ピーチ ¥54,300 ¥43,440
※仕切板は別売です。

特長  
● ホルダー（別売）を使用すると、トレーを収納でき利便性up！
● 天板裏に、ACアダプター収納用の小物ホルダー付き。
● 天板は落下防止エッジが付いています。
仕様  ●材質：フレーム／スチーム（メラミン焼付塗装）、天板／メラミン化粧板●天板サ

イズ：450×580㎜●キャスター：φ100㎜ ハンドロック式（対角ストッパー付き）●耐荷重：
10kg●重量：約10kg

特長  
● 天板高さ900mmのナーステーブルにカンチできます。
● 座位での作業時にトレーにひざがぶつかりにくい構造です。
仕様  ●材質：本体／スチール（メラミン焼付塗装）、天板／メラミン化粧合板●天板サイズ：

440×440mm●キャスター：φ100mm（2輪ストッパー付）●付属品：アルティアハーフトレー（浅
型）×2、（深型）×1

特長  
● 天板・トレーはPP（ポリプロピ
レン）製ですので、耐薬品性に
優れています。
● 天板下の収納には、パソコン
のアダプターやコードなどが
収納できます。
● 天板に付属キャップを付けれ
ば、マウスでの作業スペースを
広げることができます。
● 収納棚は取り外し可能なトレ
ーですので、薬品がこぼれても
手入れが容易です。

仕様  ●サイズ：固定式／535×450×900mm、昇降式／535×450×785～1000mm●材質：天板：トレー／
PP（ポリプロピレン）、支柱／アルミニウム（クリア・電着塗装）、引出し／PS（ポリスチレン）●キャスター：φ75mmエラ
ストマー製（2輪ストッパー付き）●耐荷重：天板・トレー・引出し／10kg●有効内寸法：天板／385×354mm、トレー
／260×250×60mm、引出し／280×340×90mm●昇降幅（昇降式のみ）：785・850・900・950・1000mm（5段
階設定）●重量：固定式・昇降式／7.2kg、固定式（引出し付き）／8.8kg、昇降式（引出し付き）／9.0kg●組み立て式（キ
ャスター部）

特長  
● オプション充実。用途に応じたカス
タマイズが可能です。ナビスカタロ
グ参照下さい。
● オプションのバッテリーホルダー
に別売のバッテリーを設置するこ
とで稼動時間、エリアが広がりま
す。
● ノートPC落下防止の枠付き。
仕様  

●材質：本体／スチール（ポリウレタン粉体塗
装）●天板有効サイズ（幅）500×（奥行）550
㎜●収納可能バッテリーサイズ：（幅）380×
（奥行）300×（高さ）45㎜または（幅）340×
（奥行）300×（高さ）95㎜●キャスター：φ
100㎜エラストマー製（2輪ストッパー付き）●
耐荷重：天板／10㎏、底板／20㎏、トレーホル
ダー／8㎏ ●棚間隔：50㎜ ●本体重量：23㎏

特長  
● 天板は、高さ900～1100mmのスト
ロークで10段階調節
● バーコードリーダーやACアダプター
などを収納できる小物入れホルダー
が付属しています。
● センターロック式で、ストッパーを掛
けた状態でカートを転回できます。
● ハンドルは、抗菌性・抗ウィルス性・防
カビ性に優れたKENIFINETMメッキ
を施しています。
● 支柱の左右にオプションを取り付け
られます。
仕様  

●材質：本体／スチール（メラミン焼付塗装）、
天板／抗菌メラミン化粧板、ハンドル／スチール
（KENIFINETM抗菌メッキ）●天板サイズ：500×
580mm●ホルダー内寸法：小物入れ／（幅）370×
（奥行）52×（高さ）85mm、バッテリーホルダー／
（幅）287×（奥行）210×（高さ）43mm●キャス
ター：φ100mmエラストマー製（ストッパー無し）
●本体重量：19kg●耐荷重：10kg

特長  
● 飛び出し防止
のストッパー付きです。
● 仕切板は自由に組み合わせでき
ます。
仕様  

●材質：フレーム・引出し／ABS樹脂●天板
有効サイズ：543×425mm●引出し内寸法：
浅型／510×360×82mm、深型／510×
360×160mm●キャスター：約φ125mm
ゴム製（対面ストッパー付き）●耐荷重：天
板／約60kg、引出し／約6kg●重量：YDS-
106／約23kg、YDS-301・-302／約22kg
●ガードレール付き●鍵×3個付き（鍵付きタ
イプのみ）●組み立て式

特長  
● 1つの鍵で全ての引出しをロッ
クします（5段BOXの鍵は2ヶ所
です）。
● 天板の三方に転落防止用の枠付
きです。
仕様  

●材質：フレーム／ステンレス（SUS304）、
天板・引出し／ABS樹脂●引出し内寸法：
2段／365×270×107㎜、3段／365×
270×70㎜、5段／365×270×107（2
段）/70（3段）㎜●本体サイズ：455×405
×910㎜●重量：2段・3段BOX（補助天板
無し）／12.5㎏、5段BOX（補助天板無し）
／16.5㎏、2段・3段BOX（補助天板有り）／
15.1㎏、5段BOX（補助天板有り）／19.1
㎏●キャスター：φ100㎜エラストマー製
（ストッパー無し）●下部収納スペース高
さ：2・3段／414㎜、5段／137㎜●耐荷
重：天板・棚板／10㎏、引出し（2段）／4.5
㎏/段、引出し（3段）／3㎏/段●共通仕切板
（別売）：高さ47㎜・全引出し取り付け可能
●足パイプ径：φ25㎜
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【セット例】
・トレー用ホルダー×1
・ハーフトレー
　ライトピンク浅型×1

キャスターロック解除時

キャスターロック時

ロックダイアル

〈操作例〉

使用例

使用例

大型天板→

〈オプションセット例〉
　・リーダーホルダー
　・バッテリーホルダー
　・小物入れ トレーホルダー
　・ゴミ箱ホルダー
　・ゴミ箱

本体
ハンガーネット
（ピンク）

ハンガーネットタイプ
（カンチイメージ）

本体
ベーシック
（ブルー）

TLC-1
使用例

センターロックを
中心に自転します

※ 衛生的な抗菌
メッキハンドル

バッテリーホルダー
（別売）

ワイヤーバスケット
（別売)
8-5892-12

〈アルティアハーフトレー対応〉

〈アルティアハーフトレー対応〉

TLC

405㎜
455㎜

910㎜

5段BOXブルー

別売　　　　
仕切板セット
（使用例）

2段BOXブルー
（使用例）

3段BOX
ピーチ

AO-ST-B（昇降式）
ブルー

AO-SH-P
昇降式（引出し付き）

ピンク

AO-SAHN
昇降式（引出し付き）

グレー

AO-SNHN
（固定式）グレー

YDS-302YDS-301YDS-106

※ アルティアテーブルは
パンフレットP12に掲載

※ 付属トレーはカバーと同じ
カラーになっています。

〈アルティアハーフトレー対応〉

〈アルティアハーフトレー対応〉

H:1050㎜H:1050㎜
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品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-2694-01 HM-450 450×300×850 ¥23,000 ¥18,400
0-2694-02 HM-600 600×400×850 ¥33,000 ¥26,400
0-2694-03 HM-750 750×450×850 ¥45,000 ¥36,000

モバイルイージーカート
品番 型番 仕様 サイズ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1274-01 ME11A 2段 532×368×800 4.5 ¥12,000 ¥9,600
7-1274-02 ME21A 2段 645×447×800 6 ¥13,600 ¥10,880
7-1274-03 ME11B 3段 532×368×800 6 ¥13,600 ¥10,880
7-1274-04 ME21B 3段 645×447×800 7.5 ¥16,200 ¥12,960

ME11A ME21B

ハンドル取付例

ポケット大（取付例）

セパレートケース11

ポケット小

モバイルイージーカート用オプションパーツ
品番 型番 価格（税抜）

7-1271-01 ポケット小 ¥2,200
7-1271-02 ポケット大 ¥2,900
7-1271-03 セパレートケース11 ¥4,500
7-1271-04 セパレートケース21 ¥6,800
7-1274-11 11用ハンドル   ¥920
7-1274-12 21用ハンドル ¥1,200

機能性＆コストパフォーマンスを両立させたカワイイカート！！

モバイルイージーカート（ガード枠付き）
品番 型番 仕様 サイズ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1275-01 ME11E 2段 532×368×819 5 ¥13,300 ¥10,640
7-1275-02 ME21E 2段 651×447×810 6.5 ¥14,700 ¥11,760
7-1275-03 ME11F 3段 532×368×855 6.3 ¥16,200 ¥12,960
7-1275-04 ME21F 3段 651×447×830 8.3 ¥18,500 ¥14,800
7-1275-05 ME11EH 2段引出し付き 532×368×819 6 ¥15,400 ¥12,320
7-1275-06 ME21EH 2段引出し付き 651×447×810 8.2 ¥17,200 ¥13,760
7-1275-07 ME11FH 3段引出し付き 532×368×855 7.5 ¥17,200 ¥13,760
7-1275-08 ME21FH 3段引出し付き 651×447×830 10 ¥19,500 ¥15,600

ME11E 

ME11EH ME21FH 

ME21F

品番 型番 引出し サイズ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1087-01 MS24A 浅型4個 905×530×870 22.7 ¥42,000 ¥33,600
7-1087-02 MS24B 浅型2個・深型1個 905×530×870 22.6 ¥42,000 ¥33,600
7-1087-03 MS24D 浅型8個 905×530×870 29.7 ¥57,800 ¥46,240
7-1087-04 MS24E 浅型4個・深型2個 905×530×870 29.4 ¥57,800 ¥46,240

MS24A MS24B MS24D MS24E

収納パターン4タイプ。現場にあわせてサポートします!!

特長  　
●天板・棚板は枠付きですので、小物類の落下を防止します。
仕様  ●材質：ABS樹脂●棚板有効サイズ：665×480mm●キャスター1φ100mmエラストマー製（2輪ストッパー付）●耐荷重：70kg／段●

引出し内寸法；浅型／290×350×72mm、深型／290×350×150mm

特長  　
● ワイドサイズの引き出しと小物収納に便利なポケッ
ト付き。
仕様  

●材質：天板・取手・引出し／PP（ポリプロピレン）、支柱／ABS
樹脂●棚板有効サイズ：490×340mm●棚板間隔：MP61AP／
440mm、MP61BP／180mm（上段）、280mm（下段）●キャスター：
φ75mmエラストマー製（2輪ストッパー付）●耐荷重：50kg/段●引
出し内寸法：385×335×95mm

特長  
●引き出し2個付きです。
仕様  

●材質：天板・取手・引出し／PP（ポ
リプロピレン）、支柱／ABS樹脂●
棚板有効サイズ：550×400mm●
棚板間隔：2段タイプ／525mm、3
段タイプ／280mm●引出し内寸
法：400×225×90mm●耐荷重：
50kg/段

品番 型番 仕様 サイズ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1086-01 MP61AP 2段 650×410×838 7.5 ¥21,800 ¥17,440
7-1086-02 MP61BP 3段 650×410×867 9.2 ¥24,900 ¥19,920

MP61AP MP61BP

ハンドルで操作ラクラク！！

品番 型番 仕様 サイズ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1085-01 MS021C 2段 705×447×828 7.8 ¥17,800 ¥14,240
7-1085-02 MS021D 3段 705×447×850 9.5 ¥20,500 ¥16,400
7-1085-03 MS021K 2段（枠付） 705×447×887 8.5 ¥19,000 ¥15,200
7-1085-04 MS021J 3段（枠付） 705×447×920 10 ¥22,000 ¥17,600

品番 型番 サイズ（mm）重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7465-01 CHS-2 600×450×835 約10 ¥28,000 ¥22,400
8-7465-02 CHW-2 750×450×835 約12 ¥31,000 ¥24,800
8-7465-03 CHS-3 600×450×835 約13 ¥32,000 ¥25,600
8-7465-04 CHW-3 750×450×835 約16 ¥38,000 ¥30,400

品番
8-7466 8-2529 8-2530 セール価格

（税抜）型番 サイズ（mm） 重量
（kg）

取手色
ブルー

取手色：
ピンク

取手色：
イエロー

-01 CHS-2H 600×450×835 14 ¥42,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥33,600
-02 CHS-3H 600×450×835 17 ¥48,000 ¥48,000 ¥48,000 ¥38,400
-03 CHW-2H 750×450×835 18 ¥52,000 ¥52,000 ¥52,000 ¥41,600
-04 CHW-3H 750×450×835 22 ¥59,000 ¥59,000 ¥59,000 ¥47,200

MS021C MS021KMS021D MS021J

ハンドル仕様で引き出し2個付き。

耐久性・機動力に優れた低価格のカート！ 引出し付きで小物の収納に便利です。
選べる3色カラーラインナップ。

仕様

 ●材質：天板・棚板／PP（ポリプロピレン）、支柱／ABS樹脂●棚板
有効サイズ：11タイプ／320×440mm、21タイプ／400×500mm
●棚板間隔：2段タイプ／530mm、3段タイプ／260mm●キャスタ
ー：φ75mmエラストマー製（2輪ストッパー付き）●耐荷重：50kg/
段●組み立て式

特長  
● 天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様  

●材質：天板・棚板／ PP（ポリプロピレン）、支柱／ ABS樹脂
●棚板有効サイズ：11タイプ／320×440mm、21タイプ／
400×500mm●棚板間隔：2段タイプ／530mm、3段タイプ
／260mm●キャスター：φ75mmエラストマー製（2輪ストッ
パー付き）●耐荷重：50kg/段●組み立て式

特長  　
● ポケットは、天板横に取付け可能。
● セパレートケースは、引出し内を小分けできます。

仕様  
●材質：ステンレス（SUS304）　●段
数：-2・2Hタイプ／2段、-3・3Hタイプ
／3段●キャスター：φ75mmウレタン
製（対角ストッパー付き）●棚間隔：-2・
2Hタイプ／350mm、-3・3Hタイプ／
上下段225mm　●耐荷重：約15kg/
棚　●引出数：CHS-2H・3H／2個、
CHW-2H・3H／3個

特長  　
● 耐薬品性・防錆性・耐久性に優
れ、美しく使用できます。
● φ75mmキャスター仕様です。
● 天板及び中棚には共に転落防
止用の枠付きです。

特長  　
●天板・棚板は枠付きで落下を防止します。

仕様  
●材質：ポケット／PP（ポリプロピレ
ン）、セパレートケース／PP（ポリプロピ
レン）●ポケット容量：小／5ℓ、大／13
ℓ●セパレートケース：11用／40分割
（横5列×縦8列）、21用／50分割（横5
列×縦10列）

カート・ワゴン2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたは Jus-Tis をご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

仕様  
●材質：ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステ
ンレス鋼材です。●キャスター：φ75mmウレタン製（対角ストッパー付
き）●高さ（手摺含む）：905mm●棚間隔（有効寸法）：275mm●棚板
耐荷重：15kg●足パイプ径：φ25mm

用途にあわせた3サイズ！！

新登場！モバイルカートシリーズ。軽量で棚耐荷重に優れ、工具を使わず組立て分解できるオススメ商品。

HM－450
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2020%%
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2020%%
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CHS-2 CHW-3 CHS-2H（ブルー） CHW-2H（イエロー）

CHW-3H（ピンク）CHS-3H（ブルー）

450㎜
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835㎜ 835㎜

835㎜
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450㎜ 450㎜

600㎜ 750㎜

600㎜ 750㎜
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カート・ワゴン

院内の整理整頓に貢献。ロングセラー。

消毒盤台＆回診車両用タイプ

20冊用も新たに登場。

現場の負担軽減作業効率UP!!
感染対策を配慮したカート!!

コードレスで天板高さが
上でも下でも調整可能。

ワイドサイズで実用性はイチオシ!!

品番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5715-01 660×420×860 ¥65,000 ¥55,250

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9606-01 315 500×290×830 ¥42,000 ¥33,600

品番 型番 棚板 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6985-01 ETW-2 2段 505×357×846 ¥28,000 ¥22,400
8-6985-02 ETW-3 3段 505×357×846 ¥33,000 ¥26,400

品番 型番 収納数※ 幅×奥行×高さ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7482-04 20F 20冊 380×320×1010 9.5 ¥35,000 ¥26,250
8-7482-01 30F 30冊 540×320×1010 16 ¥47,900 ¥35,925
8-7482-02 40F 40冊 670×320×1010 19 ¥50,100 ¥37,575
8-7482-03 60F 60冊 970×320×1010 25 ¥63,600 ¥47,700
※適用カルテブックの背幅27mmとしての仕様です。

品番 型番 重量（kg） サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9954-01 MCR048GM 8 1423×536×1174 ¥68,000 ¥57,800

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6460-01 TM-950E 950×550×850～1240 ¥480,000 ¥408,000

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-4596-01 BC-3000 750×450×880 ¥170,000 ¥136,000
※プラスチック製引出しの仕切板は別売です。ナビスカタログP121を参照下さい。

品番 型番 仕様※ 幅×奥行×高さ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-1579-01 NCW-60H 60冊用 978×320×1200 ¥96,000 ¥67,200
0-1579-02 NCW-40H 40冊用 668×320×1200 ¥75,000 ¥52,500
※適用カルテブックの背幅27mmとしての仕様です。

ETW-2

折りたたみ時

上下昇降・ネスティング可能

足踏みペダル（足元）

ETW-3

使用例

仕様  
●材質：ステンレス（SUS304）●折りたた
み時サイズ：500×200×940mm（自立
可）●天板サイズ：435×282mm●キャ
スター：φ75mm（ストッパー無し）●耐荷
重：10kg/棚●重量：7kg●足パイプ径：φ
25mm

特長  
● 天板棚板用にステンレス製ト
レー（消毒盤）が2枚付属。
● トレーを使用しない時は、枠付
き棚板として使用できます。
仕様  

●材質：ステンレス（SUS430）●トレーサ
イズ：347×247×21mm●キャスター：
φ75mmゴム製（対角ストッパー付き）●
重量：7.5kg/8.9kg（トレー込み）●耐荷
重：約20kg/段●有効棚板寸法：498×
350×21mm●棚間隔：約52mmピッチ
で調節可能●付属品：ステンレス製トレー
×2枚●組み立て式

仕様  
●材質：ステンレス●キャスター：φ
100mm（対角ストッパー付き）

特長  
● マットレスを最大4枚まで
同時に運べます（マットレ
ス厚み80mmの場合）。
● マットレスの保管・管理が
衛生的に行えます。
仕様  

●材質：本体／アルミニウム、シート
／ポリエステル●折りたたみ時サイ
ズ：1423×302×1174mm●積
載部幅：370mm●キャスター径：φ
75mmエラストマー製（対角ストッ
パー付き）●床面高さ：350mm●耐
荷重：30kg

仕様  
●材質：ステンレス（SUS304）●キャスタ
ー：φ75mm（対角ストッパー付き）●折
りたたみ時寸法：（幅）660×（奥行）260
×（高さ）990mm●天板サイズ：600×
420mm●足パイプ径：φ19mm●重量：
12kg

特長  
● テーブル側面のボタンまたは足踏
みペダルを操作することで、無段
階に天板の高さ調節が可能です。
● ドレープの上からでも操作が可能
です。
● 使用しない時はネスティング収納
が可能です。
仕様  

●材質：ステンレス（SUS304）●トレー有効
サイズ：（幅）910×（奥行）510mm●キャスタ
ー：φ75mm（旋回・回転ストッパー付き）●耐
荷重：80kg●重量：46kg●電源：AC100V　
50/60Hz（充電器付属）●充電警告表示付き
●充電時間（目安）：5時間●待機時間：4ヶ月
以上（満充電時）

特長  
● 補助天板はスライド式を採用しています。
● φ125mmのキャスター・両面ハンドルで機動性・操
作性に優れています。
仕様  

●材質：ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する
ステンレス鋼材です。●引出し内寸法：ステンレス製／310×410×
100mm、プラスチック製／286×421×105mm●補助天板サイ
ズ：315×440mm●仕切板最大収納数：タテ3枚・ヨコ3枚●キャス
ター：φ125mmエラストマー製（対角ストッパー付き）●付属品：汚物
缶、ボール●重量：40kg

特長  
● 落下防止用底板がついています。
仕様  

●材質：本体／ステンレス（sus5430J1L）、天板／デコラ化
粧板●適用カルテサイズ：A4及びB5判（背幅27mm）●天板
サイズ：NCW-60H／910×320mm、NCW-40H／620×
320mm●天板耐荷重：5kg●総耐荷重：約40kg●キャスタ
ー：φ100mmウレタン製（対角ストッパー付き)
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860㎜
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タイプです。
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60F（60冊タイプ）

書類等の落下を防止する
平板タイプ
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スライド式補助天板

補助天板

引き出すのに便利な取っ手付き

978㎜

1200㎜
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NCW-60H

筆記台が付いているので、
筆記や軽作業時に便利です。

床面からの
高さ350㎜

850～1240㎜

910㎜

510㎜

990㎜
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品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-1289-01 BH2148 600×450×850 ¥136,000 ¥108,800
仕様  ●材質：本体／ステンレス（SUS304）●キャスター：φ125mm（ストッパー無し）●

引出内寸法：深型／244×428×203mm、浅型／244×428×90mm●天板サイズ：600×
450mm●重量：約40kg●足パイプ径：φ25mm

カート・ワゴン2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたはJus-Tisをご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

負担軽減!!手元でしっかりキャスターロック!! 収納性ピカイチ!!幅わずか358㎜。
スリムタイプの点滴台です。

安心の抗菌・抗ウイルスハンドル。
KENIFINEKENIFINETMTMとは？とは？

感染対策に配慮した構造です。

品番 型番 重量（kg） サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9986-01 HT-1S 約40 610×450×850 ¥155,000 ¥124,000
特長  
●ロックダイアル操作でストッパーをON/OFFできます。
●両面引き出しで、作業性に優れ引出しが多いので、収納に便利です。
仕様  ●材質：本体／ステンレス（SUS304）●キャスター：φ100mm（対角ストッパー付

き）●引出内寸法：深型／244×428×203mm、浅型／244×428×90mm●天板サイズ：
600×450mm●足パイプ径：φ25mm

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6357-01 MCR002YG 766×539×926.6 ¥78,000 ¥66,300
特長

●ネスティングできます。
仕様  ●材質：フレーム／アルミニウム、棚板／ PP（ポリプロピレン・滑り止め付き）●キャ

スター：φ125mmエラストマー製（後輪ストッパー付き）●耐荷重：40kg（20kg/段）

[抗菌ステンレス静音ワゴン（組立式）]
品番 仕様 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6993-01 レギュラー2段 464×314×846 ¥48,000 ¥40,800

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-6445-01 IVW 358×460×1590 ¥82,000 ¥73,800
8-4892-13ハーフポリカトレー（浅型） AHT-75PKC ¥5,400 －

8-4892-14ハーフポリカトレー（深型） AHT-150PKC ¥6,500 －

※アルティアハーフトレーは別売です。

[片面型・アルティアトレー対応タイプ]
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） カラー 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7002-01 OT9-1LP 900×500×1650 ピンク スタンダードタイプ×1列 ¥159,000 ¥119,250
8-7002-02 OT9-1LB 900×500×1650 ブルー スタンダードタイプ×1列 ¥159,000 ¥119,250
8-7002-03 OT9-2LP 900×500×1650 ピンク ハーフタイプ×2列 ¥186,000 ¥139,500
8-7002-04 OT9-2LB 900×500×1650 ブルー ハーフタイプ×2列 ¥186,000 ¥139,500
8-7002-05 OT12-2LP 1200×500×1650 ピンク スタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列 ¥199,000 ¥149,250
8-7002-06 OT12-2LB 1200×500×1650 ブルー スタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列 ¥199,000 ¥149,250
※アルティアトレーは別売です。ナビスカタログP23を参照下さい。

[対面型・アルティアトレー対応タイプ]
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） カラー 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7003-01 BT12-2LP 1200×900×1650 ピンク スタンダードタイプ×2列 ¥248,000 ¥186,000
8-7003-02 BT12-2LB 1200×900×1650 ブルー スタンダードタイプ×2列 ¥248,000 ¥186,000
8-7003-03 BT18-2LP 1800×900×1650 ピンク スタンダードタイプ×2列 ¥351,000 ¥263,250
8-7003-04 BT18-2LB 1800×900×1650 ブルー スタンダードタイプ×2列 ¥351,000 ¥263,250
8-7003-05 BT18-3LP 1800×900×1650 ピンク スタンダードタイプ×3列 ¥355,000 ¥266,250
8-7003-06 BT18-3LB 1800×900×1650 ブルー スタンダードタイプ×3列 ¥355,000 ¥266,250
※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。　※アルティアトレーは別売です。ナビスカタログP23を参照下さい。

品番 型番 幅×長さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-4304-01 UD-001 680×1900（取手含まず） ¥33,000 ¥29,700
特長  
● 頭部高さが調整できるショルダーベルト付き。
● 階段昇降や狭所での安定姿勢保持及び方向転換が容易です。
仕様  

●材質：本体／ナイロン（防水加工）、滑り止め／ポリエステル（アクリル加工）、ベルト／ PP（ポ
リプロピレン）●収納袋付き

品番 型番 幅×長さ×高さ（mm） 重量（kg）価格（税抜）セール価格（税抜）

8-2252-01 YDC-1A1 520×1850×230 5.8 ¥25,500 ¥17,850
8-2252-12 YDC-1A4H黒 500×1850×50 7 ¥25,500 ¥17,850
特長  
●  YDC-1A1はキャスター付き（可倒型）のため、1人でも搬送可能です。
仕様  

●材質：フレーム／アルミニウム、シート（YDC-1A1）／ビニールレザー、ベッド面／（YDC-1A4H
黒）／アルミニウム板●折りたたみ時サイズ：YDC-1A1／520×930×100mm、YDC-1A4H
黒／500×930×70mm●耐荷重：約160kg●付属品：バックル式固定ベルト×2ヶ所

OT9-1LP OT9-2LB OT12-2LB

YDC-1A1

YDC-1A4H

ネスティング例

300㎜

レギュラー2段

使用例

UD-001

特長  
● アルティアハーフトレーに対応した点滴処置車
です。
仕様  

●材質：ステンレス（SUS304）●ハンガー数：上段／3本（固
定）・下段／5本（自在）●トレー最大収納数：浅型75mmトレー
／8枚、深型150mmトレー／4枚●キャスター：φ100mmエ
ラストマー製（対角ストッパー付き）●組み立て式（要工具）

特長

● 本体をKENIFINETM加工しています。（キ
ャスター除く）
● 棚板は約50mmピッチで高さ調節が可
能です。
仕様

●材質：ステンレス（SUS430）※KENIFINETM（ニッケル
系）めっき加工※1 ※1：（株）神戸製鋼所の技術を導入し
たメーカーで実施●棚板有効寸法：レギュラー／443
×293mm、ラージ／593×393mm●キャスター：φ
75mmエラストマー製（静
音強化型・2輪ストッパー付
き）●棚間隔：約50mmピ
ッチで調節可能●耐荷重：
20kg/段●組み立て式（要
工具）

特長

● KENIFINETM加工されたハンドルで交差感染の予防につ
ながります。
● 静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用してい
ますので、夜間も静かに使えます。
仕様

●材質：ステンレス（SUS304）●キャスター：φ
100mm（静音強化型・ストッパー無し）●ハンド
ル：防壁用バンパー付き●引出し内寸法：TSF-
600／236×424×100mm、TSF-750／311
×424×100mm●耐荷重：70kg

2020%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

2525%%
OFFOFF

1010%%
OFFOFF

1010%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

キャスターロック解除時

キャスターロック時

ロックダイアル

450㎜

600㎜

作業性に優れた
両面引出し

大型キャスターで
機動性抜群

2020%%
OFFOFF

耐荷重
100kg

比較材 KENIFINETM

※㈱神戸製鋼所のデータを引用しています。
※KENIFINETMは㈱神戸製鋼所の登録商標です。

とっても静かな繃帯交換車（KENIFINETM抗菌・抗ウィルスハンドル）
品番 型番 重量（kg） サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6974-01 TSF-600 53 600（790）×450×902 ¥141,000 ¥112,800
8-6974-02 TSF-750 63.5 750（940）×450×902 ¥149,000 ¥119,200
※（　）寸法はハンドルを含む寸法です。

アルティア
ハーフポリカトレー深型

【セット例】
アルティアハーフポリカトレー
・浅型2枚　・深型3枚

TSF-600

2020%%
OFFOFF

共通仕様  ●材質：本体・点滴架台／アルミニ
ウム、天板／メラミン化粧合板●天板高さ：
900mm●キャスター：φ125mmエラストマー製（2輪ストッパー付き）
●組み立て式（要工具）

特長  
● 立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲
れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業
台です。

● 輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。
● 別売のアルミハンガーレールやLEDライト付きス
テンレス棚板をお好きな高さに取り付けること
で、作業内容にあわせたカスタマイズができます。

● 別売のアルティアトレーやバスケットに対応して
いますので、医療材料の補充が楽に行えます。
● 大型のキャスターを採用していますので、足元が
すっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。

静音キャスター

静音キャスター

1590㎜1590㎜

460㎜460㎜
358㎜358㎜

ロックダイアル使用方法

特長  
● 静音キャスターのため、移動時
の振動音を低減します。

850㎜850㎜

BT12-2LP BT18-2LP BT18-3LB

トレー収納数

型番 対応トレー 最大収納数

BT12-2L
スタンダードトレー 浅型12枚もしくは深型6枚
ハーフトレー 浅型24枚もしくは深型12枚

BT18-2L
スタンダードトレー 浅型12枚もしくは深型6枚
ハーフトレー 浅型24枚もしくは深型12枚

BT18-3L
スタンダードトレー 浅型18枚もしくは深型9枚
ハーフトレー 浅型36枚もしくは深型18枚

対面型仕様  ●輸液フック：取り付け位置変更可
 輸液フック数：BT12-2L／14本、BT18-2L・3L／20本

トレー収納数

型番 対応トレー 最大収納数
OT9-1L スタンダードトレー 浅型6枚もしくは深型3枚
OT9-2L ハーフトレー 浅型12枚もしくは深型6枚

OT12-2L
スタンダードトレー

各々浅型6枚もしくは3枚
ハーフトレー

片面型仕様  ●輸液フック：取り付け位置変更可
 輸液フック数：OT9-1L・2L／5本、OT12-2L／7本

壁際にすっきり設置できる片面型（D：500㎜）

作業面が広く使える対面型（D：900㎜）
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〈トレンディングバーグ体位〉

リクライニング最大180°

仕様  
●材質：フレーム／スチール（ポリエステル粉体塗装）、クッション／ウレタンフォーム（PVCレザー張り・抗菌・防汚加工）、ポ
ール／スチール（メッキ塗装）、シェード張地／ポリエステル100％●座面高：490㎜以下●キャスター：φ65㎜ゴム製

チェア・採血関連

特長  
● ガススプリング式昇降機構付
きで高さ調節が容易です。
仕様  

●材質：クッション部／ウレタンフォーム
ビニールレザー張り、脚部／スチールメ
ッキ仕上げ●クッションサイズ：170×
240㎜●組み立て式（要工具）

品番 型番 ベース径×高さ（mm） 重量（㎏）価格（税抜）セール価格（税抜）

0-1640-01 TYU-1 φ400×680～840 5.4 38,700 ¥30,960

特長  
● ガススプリング式昇降機
構付きで高さ調節が容易
です。
仕様  

●材質：クッション部／ウレタンフ
ォームビニールレザー張り、脚部／
スチールクロームメッキ仕上げ●ク
ッションサイズ：220×480㎜●組
み立て式（要工具）

品番 型番 ベース径×高さ（mm）重量（㎏）価格（税抜） セール価格（税抜）

0-1640-02 JYO-1 φ400×635～815 6 ¥38,200 ¥30,560

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6980-01 NBC-P 665×480×795～915 ¥59,000 ¥50,150

特長  
● 採血台がセットになった採
血用チェアです。
● 座面を回転させるだけで、
左右どちらの腕への穿刺に
も対応できます。
仕様  

●材質：フレーム／スチール（ポリエス
テル粉体塗装）、クッション／ウレタン
フォーム（PVCレザー張り／抗菌・防汚
加工）●座面サイズ：440×420㎜●座
面高さ：485～600㎜●注射台高さ：
795～915㎜●昇降方式：ガスシリン
ダー式●キャスター：φ50㎜ナイロン製
（ストッパー付き）●重量：12.4㎏●組
み立て式

高さ調整可能な採血台付き採血用チェア

900㎜

720～
920㎜

450㎜

795～
  915㎜

400㎜ 400㎜

480㎜
240㎜

220㎜

170㎜

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8954-02 TSD-01 900×450×720～920 ¥45,000 ¥36,000

仕様  
●材質：天板／メラミン化粧合板
（ソフトエッジ巻き）、脚部／ス
チール（メラミン焼付け塗装）●
昇降ピッチ：20mm・10段階
●重量：約18kg●組み立て式
（要工具）

ゆっくり静かに天板高さを自在に調整！
車椅子の方にも対応！！

車椅子の方でも無理なく採血姿勢が取れます

KSC-952NBKSC-951BR

車椅子使用例

特長  
● 背とフットレストが7段階リク
ライニングできるラグジュアリ
ータイプです。
● 握りやすいアームレストと操作
が楽な木製レバーです。
仕様  

●材質：フレーム／天然木（ウレタン樹脂
塗装）・スチール、クッション／ウレタンフ
ォーム・ポリエステル綿、張地／ポリエス
テル100％●座面高：350・380・410㎜
（3段階）●リクライニング角度：140°ま
で（7段階）●フットレスト7段階調節●リ
モコン＆雑誌ポケット付き（2個）●組み立
て式（要工具）

2020%%
OFFOFF

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1224-01 KSC-951BR 620×750～1420×950～1010 ¥30,000 ¥24,000
7-1224-02 KSC-952NB 620×750～1420×950～1010 ¥30,000 ¥24,000

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

特長  
● 背・脚のセパレート可動に加え、膝
の昇降機能も付いています。

● サイドテーブル・イルリガードル棒は
左右どちらでも取り付け可能です。
仕様  

●シート材質：抗菌・防汚・耐アルコール・耐次
亜塩素酸性能付レザー●座高面：570㎜●キ
ャスター：φ75㎜（ストッパー付き）●電圧：
AC100V 50/60Hz●重量：86㎏

特長  
● 無段階に天板高さが変更でき
ます。
● 幅800㎜でコンパクトな天板
は、アルコールや次亜塩素酸ナ
トリウムで清拭できます。
仕様  

●材質：天板／メラミン化粧合板、脚部／
スチール（ポリエステル粉体塗装）●脚間
幅：544㎜●電源：AC100V 50/60Hz 
300Wh●重量：38㎏●組み立て式（要工
具）●キャスター：片側2輪ストッパー付・
キャスターベース高さ141㎜

トレンディングバーグ体位（水平角－10°）可能！

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6978-01 ET-800B 800×500×635～1285 ¥198,000 ¥158,400
※ワイドタイプの自走車椅子には対応しない場合があります。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9086-11 NA-713 800×1340～2000×1170 ¥480,000 ¥384,000
※イルリガードル棒・サイドテーブルは別売です。ナビスカタログP823参照下さい。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9907-01 NRC-03T 825×1000～1790×565～1200 ¥240,000 ¥204,000
※プライバシーシェード（8-9907-11）・点滴ポール（8-2154-11）は別売です。

特長  
● 緊急時に足踏み式レバー操作でトレンディングバーグ体位
（水平角－15°）が即座にとれます。
● ヘッドレスト（別売 8-2154-12・8-8923-12・8-8922-02）
が使用可能です。

トレンディングバーグ体位可能。
透析室もOK！！

点滴、リカバリーチェアとして
大人気！！

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm）/仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-4914-01 NVR-010 840×900～1700×1100 ¥250,000 ¥175,000
8-4914-11 NVR-IG イルリガードル棒 ¥20,000 －

※搬入費・据付費・組立費などが必要です。別途ご確認ください。

特長  
● 手元のコントローラーで、フットレストと背
もたれをそれぞれ無段階で角度調節でき
ます。
● アームレストはボタンを押しながら簡単に
高さ調節
● 背面の脚部にはキャスターが付いて移動に
便利。
●背部は最大170°まで倒れます。
仕様  

●材質：クッション／ウレタンフォーム（PVCレザー張り）、
イルリガードル棒／スチール（メッキ塗装）●電源：AC100V
50/60Hz●重量：約55㎏

ラチェット昇降式

ガススプリング式
昇降レバー

ガススプリング式
昇降レバー

〈リクライニング：最大170°〉
※ショック体位はとれません。

キャスター付き
支柱で
安定性UP！

ポ

1515%%
OFFOFF

-15°

昇降例

使用例

木製レバー

リクライニング
140°

木製レバー

ェアアアア

1515%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

アームレスト
90°可動

耐アルコール

耐アルコール

耐次亜

耐次亜

耐次亜
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吸引器・点滴2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたはJus-Tisをご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

品番 型番 色 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7079-01 LU01DX-GC51 ピンク 4本架 ¥58,000 ¥40,600
8-7079-02 LU01DX-GC52 イエロー 4本架 ¥58,000 ¥40,600
8-7079-03 LU01DX-GC53 グリーン 4本架 ¥58,000 ¥40,600
8-7079-04 LU01DX-GC54 ブルー 4本架 ¥58,000 ¥40,600
8-7079-05 LU01DX-GC55 パープル 4本架 ¥58,000 ¥40,600
8-7079-11 LU01CZ-ZA82 Divoコネクター Divoコネクター ¥22,000 －

※Divoコネクター対応車イスについてはナビスウェブをご覧ください。

品番 型番 色 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-4169-01 AP2-1P ピンク 2本架 ¥16,500 ¥13,200
8-4169-02 AP2-1B ブルー 2本架 ¥16,500 ¥13,200
8-4955-01 AP4-1P ピンク 4本架 ¥17,800 ¥14,240
8-4955-02 AP4-1B ブルー 4本架 ¥17,800 ¥14,240

AP2-1P

高さ調節部

蓄光パーツが
夜間に光ります。 車イス連結例

LU01DX-GC51 LU01DX-GC53LU01DX-GC52 LU01DX-GC54 LU01DX-GC55

特長  
●低重心で、安定性に優れます。
●ショートフックタイプです。
● ハンドルは縦横どちらも取り
付けOK。
仕様  

●材質：支柱／アルミニウム、ハンドル／PP
（ポリプロピレン）・アルミニウム、ベース
／PP（ポリプロピレン）●サイズ：460×
460×1200～2000㎜●支柱パイプ径：
上部／φ22.2㎜、下部／φ27.0㎜●キャ
スター：φ50㎜PP（ポリプロピレン）製●
重量：2本架タイプ／2.1㎏、4本架タイプ
／2.2㎏●ハンドル付き●組み立て式（要
工具）

特長  
●低重心で操作性に優れます。
●ネスティングできます。
仕様  

●サイズ：本体／420×380×1300～
1950㎜●材質：フック・支柱／ステンレス
（SUS304）、ベース／PP（ポリプロピレン）
●フック幅：NNB・NNW／300㎜、NNSB／
150㎜●キャスター径：φ50㎜●重量：約
4.5kg●支柱パイプ径：上部／φ16㎜、下部
／φ25㎜●組み立て式（要工具）

品番 型番 色 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-5167-21 NNB-2P ピンク グリップ無し ¥17,000 ¥13,600
8-5167-22 NNB-2B ブルー グリップ無し ¥17,000 ¥13,600
8-5168-21 NNW-2P ピンク グリップ付き ¥19,800 ¥15,840
8-5168-22 NNW-2B ブルー グリップ付き ¥19,800 ¥15,840
8-5169-21 NNSB-2P ピンク グリップ付き・ショートフック ¥19,800 ¥15,840
8-5169-22 NNSB-2B ブルー グリップ付き・ショートフック ¥19,800 ¥15,840

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 重量（㎏） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-9644-01 NE-U17 276×226×243 4 ¥80,000 ¥60,000
0-9644-11 NE-U17-9（架台） 415×420×875～1375 約7.8 ¥40,000 －

※-01のみ一般医療機器です。

2525%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6990-01 IG-4X 430×430×1350～2000 ¥19,000 ¥16,150
※ KENIFINE™は（株）神戸製鋼所の登録商標です。パンフレットP7を参照下さい。。

特長  
● 輸液フックと上部・下部パイプに、抗菌・抗ウィル
ス・防カビ特性に優れたKENIFINE™めっきを施
しています。
● ショートフックですので移動時の輸液バッグの
揺れが少なく、安定性に優れています。
仕様  

●フック数：2本架●材質：ステンレス（※輸液フック・上部パイ
プ・下部パイプはKENIFINE™（ニッケル系）めっき加工）●支柱
パイプ径：上部／φ16㎜、下部／φ25㎜●キャスター：φ50㎜
ポリウレタン製●重量：5.6㎏●組み立て式（要工具）

特長  
● 粒子径1～8マイクロメーターの効
果的な霧を発生させます。
● 付属の小容量霧化セットの使用で、
5ml以下の少量薬剤でも安定噴霧
ができます。
● 夜間でも作動状況を確認できるバ
ックライト付き。
仕様  

●噴霧能力：0～3ml/分（10段階可変）●粒子
径：1～8㎛●電源：AC100V　50/60Hz●消費
電力：約80VA

品番 型番 品名 幅×奥行×高さ（mm） 重量 価格（税抜）セール価格（税抜）

8-7909-01 KS-700 本体 193×181×238 約2.3kg ¥36,000 ¥28,800
8-7909-02 KC-1500m 専用充電器 123×93×72 約354g ¥19,000 －

※-02は医療機器ではありません。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 重量（㎏） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-9519-11 セパ-Ⅱ 395×157×274 約5.6 ¥69,000 ¥55,200

仕様  
●最大吸引圧力：－80kPa±10％●排気流量：
13l/min  ●吸引瓶：容量／700ml（ポリカーボネ
ート製）●電源：AC100V　50/60Hz●消費電
流：約1.3A●付属品：ACアダプター・吸引ホー
ス2m・お試し用吸引カテーテル12Fr

＜専用充電器＞
●充電時間：約1時間●
使用可能時間：約30分
●付属品：専用充電池×
1個

仕様  
●最大吸引圧力：－85kPa●排気流量：
18l/分●吐出圧力：0.25MPa●吐出流
量：10l/分●吸引瓶容量：1400ml（ポ
リカーボネート製）●電源：AC100V 
50/60Hz●消費電力（50/60Hz）：
90/100VA●連続作動時間：吸引／約6
時間、吸入／約30分●付属品：ネブライ
ザーキット・キット収納ケース・吸引ホース
（2m）・ダストカバー
＜専用架台＞
●材質：本体／スチール、バスケット／ステ
ンレス（SUS304）
●キャスター：φ130㎜

特長  
● 吸引と吸入の切り替えツマミで、吸引時に吸入側から空気が吐出せず作
動音が静かです。
● 薬液と一緒に吸入する空気は0.3㎛のHEPAフィルターを通過しますので
衛生的です。

特長  
● フロート式流入防止装置と安全瓶によって、ポンプへの流入を二重に防止。
● 中フタとキャップが分離するので洗浄消毒がラクラク。
●AC100～240V対応の高性能ワイド入力ACアダプターを採用。
●専用充電器でのフル充電で、約30分のバッテリー運転が可能です。
●シガーライターコード（別売）をつなげば車内でも使用できます。

ミニックW-Ⅱ

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 重量（㎏） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7201-13 ミニックS-Ⅱ 395×157×274 5.0 ¥48,000 ¥38,400
8-7201-12 ミニックW-Ⅱ 395×157×274 5.4 ¥59,000 ¥47,200

特長  
● ミニックW-Ⅱはダブルヘッド
ポンプ搭載のハイパワータイ
プです。
仕様  

●最大吸引圧力：－85kPa●排気流量：
S-Ⅱ／20l/分、W-Ⅱ／30l/分●ポンプ
形式：S-Ⅱ／2シングルヘッド、W-Ⅱ／
ダブルヘッド●吸引瓶容量：1400ml（ポ
リカーボネート製）●電源：AC100V　
50/60Hz●付属品：吸引ホース（2m）・ダ
ストカバー
＜専用架台＞
●材質：本体／スチール、バスケット／
ステンレス（SUS304）●キャスター：φ
130㎜

品番 型番 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-6123-02 EP1500M ACモーター/ダイヤフラム式 ¥47,000 ¥32,900

特長  
● 高速で強力なダブルポンプを搭載した大型並の吸引力です。
● 吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備。
● 衛生管理を重視したカテーテルホルダーやチューブ収納付き。
●モーター音は、エアコンと同程度の静かさ！！

品番 型番 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5577-01 BM-1500W ダイヤフラム式ダブルポンプ ¥53,000 ¥37,100
品番 型番 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-3788-01 3WAY-750 3電源方式 ¥68,000 ¥47,600

特長  
●内蔵バッテリーは、90分のフル充電で約60分の連続運転が可能（最大負荷時）。
●充電残量はLEDランプで確認できます。
●うれしい専用キャリングバッグ付き。

特長  
●吸引瓶と補助瓶に逆流防止弁を装備。
●内視鏡使用時などでの連続運転が可能です。
● カテーテルホルダーやチューブ収納部を設けた清潔設計
で、外装は抗菌材を使用。

仕様  
●最大吸引圧力：－80kPa（－
60cmHg）●排気流量：25l/min
（50Hz）、29l/min（60Hz）●
吸引瓶：1500ml（ポリカーボ
ネート製）●電源：AC100V　
50/60Hz●消費電力：70VA
（※VA単位の場合）●サイズ：
380×155×260mm●重量：
4.0kg

仕様  
●最大吸引圧力：－80kPa（－
60cmHg）●排気流量：22l/
min（MAX）●吸引瓶：1500ml
（ポリカーボネート製）●電
源：AC100V　50/60Hz●消
費電力：45VA●サイズ：380
×155×260mm●重量：
2.8kg

仕様  
●最大吸引圧力：－80kPa（－
60cmHg）●排気流量：15l/min
（MAX）●吸引瓶：750ml（ポリ
カーボネート製）●電源：3WAY-
750／（3電源方式）AC100V　
50/60Hz　DC12V自動車用バ
ッテリー（ケーブル付属）　充電式
内蔵バッテリー（12V 1500mAh）
●消費電力：30VA●重量：3WAY-
750／2.2kg●サイズ：3WAY-
750・AC-750／（幅）305×（奥行）
100×（高さ）225mm●付属品：吸
引チューブ・キャリングケース

バッテリー機能と、軽量化を両立！！ 「重たい」「ウルサイ」を解決しました！！

院内でも、施設でも、在宅でも！！

「使いやすさ」と「吸引力」に
こだわりました。

3030%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

ミニックS-Ⅱ

NE-U17

NE-U17-9
（架台）

（ショートフック）

KS-700

KC-1500m

NNB-2P NNW-2B NNSB-2P

ハンドル

特長  
● ベースに夜間も安心の蓄光パーツ付き。
● ホコリの付きにくいカバー付きキャスター。
● 4本の輸液フック・ハンドル・採尿バッグ用フックを標準装備。
● ハンドル・採尿バッグフックも高さ調整が可能。
仕様  ●材質：支柱／ステンレス、リングトップ・ハンドル・ベース／PP

（ポリプロピレン）、輸液フック・Divoコネクター／スチール、採尿バッグ用
フック／ポリアミド●支柱パイプ径：上部／φ18㎜、下部／φ25㎜●キャ
スター：φ75㎜ウレタン製●重量：4.3㎏

1515%%
OFFOFF

バッテリー駆動
最大60分

本体重量
2.2kg

排気流量
25L/min

本体重量
2.8kg

3030%%
OFFOFF

仕様

3030%%
OFFOFF

管理 管理 管理

管理

管理

管理

一般

（ショートフック） （ショートフック）
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8-7092-07
（小児用）

ブラック

グレー

マゼンタ

ネイビーブルー

ピンク

スカイブルー

360度回転可能なゲージ

操作性が大幅にアップ。
ゲージをループに
取り付けたままで
移動でき、360度
の回転ができるの
で、見やすい位置
からの測定が可

能です。ゲージはループからの脱着もできる
ので、数値の読み取りが、手元でも行えます。

0-9635-120-9635-13

〈卓上・携帯型〉

〈スタンド型〉

ウォッシャブルカフ仕様

診察・診断

耐久性に優れた血圧計!!（病棟・診察はもちろん、訪問看護・在宅医療・教材にも）
ハードな使用環境にもイチオシ。（バッグに入れての携帯、車での移動など）
従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現。

コットン素材で柔らかく、
高級感あるカフ仕様!!

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7092-※ 成人用 140×500 ¥7,800 特価対応中

8-7092-07 小児用 110×320 ¥7,800 特価対応中

8-7093-※ ラテックス
フリー 成人用 140×500 ¥8,800 特価対応中

8-7093-07 ラテックス
フリー 小児用 110×320 ¥8,800 特価対応中

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

品番 型番 仕様 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-9635-11 No.541 NAVIS クランプ型 165×115×260 ¥20,000 ¥14,000
0-9635-12 No.542 NAVIS スタンド型 430×430×890～1230 ¥28,000 ¥19,600
0-9635-13 No.543 NAVIS 卓上・携帯型 165×220×150 ¥15,000 ¥10,500
0-9635-21 CB-140K カフブラダーセット（交換用） 140×500 ¥2,000 ー

0-9635-22 8022PL ノンラテックスゴム球（交換用） ー ¥800 ー

品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7094-01 VIP-e えんじ 140×540 ¥12,000 特価対応中

品番 型番 仕様 サイズ（約mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-5780-01 KM-380 卓上型 96×334×65 ¥9,000 ¥6,300
※別途聴診器が必要です。

品番 型番 適合腕周（cm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9794-42 ウォッシャブルS仕様 14～25 ¥18,800 ¥15,040
8-9794-41 ウォッシャブルM仕様 24～40 ¥18,800 ¥15,040
8-9794-43 ウォッシャブルL仕様 32～50 ¥18,800 ¥15,040
8-5712-22 ブラダーカフS仕様 14～25 ¥18,800 ¥15,040
8-5712-21 ブラダーカフM仕様 28～40 ¥18,800 ¥15,040
8-5712-23 ブラダーカフL仕様 32～50 ¥18,800 ¥15,040

特長  
● ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落
としても壊れたり、精度を損なうことはありません。
● ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。
● 医療現場で実績のあるツーピース型のカフ（カフとチューブ付きゴム袋）を採用し、使いや
すさを追求しました。
仕様  

●測定範囲：0～300mmHg●ゲージ：ウェルチ・アレンデュラショックDS44A●材質：カフ／ナイロン、ゴム袋／ポリ
ウレタン、チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）、ゴム球／クロロプレンゴム●重量：約220g

特長  
● ノンラテックス素材のカ
ラーゴム球を使用して
います。
● 見やすい大型・白色の目盛盤（直径14cm）です。
● 70cmのロングチューブブラダー採用で、機能
的です。
● 上下スイング機能付で、2段階に角度調節がで
きます。
● メーターが360°回転します（No.541・542）。
仕様  

●測定範囲：20～300mmHg●測定精度：±4mmHg●重量：
No.541／860g、No.542／3800g、No.543／940g●適
用腕周：23～33cm●組み立て式（要工具）（No.542）●セッ
ト内容：ナイロンカフブラダーセット（CB-140K）×1、カラー
送気球（ノンラテックス）×1、マンセッター延長チューブ×1、
541クランプセット×1

特長  
● ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲー
ジを採用していますので、75cmの高さから
落としても壊れたり、精度を損なうことはあ
りません。
● ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に
正確な脈波を把握できます。
● 医療現場で実績のあるツーピース型のカフ
（カフとチューブ付きゴム袋）を採用し、使い
やすさを追求しました。
仕様  

●測定範囲：0～300mmHg●ゲージ：ウェルチ・アレン　デ
ュラショックDS44A●材質：カフ／綿、ゴム袋／ポリウレタ
ン、チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）、ゴム球／クロロプレ
ンゴム●重量：約220g●付属品：専用ケース

特長  
● 環境にやさしい、水銀不使用の血圧計です。
● 測定中はバックライトが点灯しますので、デジタ
ルバー測定値が読みやすいです。
● 従来の水銀血圧計と比べて軽量なので持ち運び
にも便利です。
仕様  

●測定範囲：20～280mmHg●本体重量：約680g●オートパワ
ーOFF機能付き●電源：単3アルカリ電池×3本（テスト用付属）
●付属品：腕帯（カフ）Mサイズ×1、ゴム球×1

特長  
● 測定モードはノーマル・クイック・聴診
から選択できます。
● チューブ・ゴム球はノンラテックスです
（ウォッシャブルカフ仕様のみ）。
仕様  

●測定方法：ノーマルモード（血圧・脈拍自動測定）／
ハイブリットセンサー方式（オシロメトリック・コロト
コフ法併用）、クイックモード（血圧・脈拍自動測定）
／オシロメトリック法、聴診法（最高/最低血圧の記録
可）●測定範囲：圧力／3～300mmHg、脈拍数／20
～199拍/分●精度：圧力／±3mmHg、脈拍数／±
5％●加圧方式：手動●表示：LCD、脈拍バーグラフ・
加圧不足/異常加圧エラー・電池残量●排気機能付き
（自動排気とスイッチによる排気が可能）●オートパ
ワーオフ機能付き●メモリ：8件（消去可）●電源：単4
乾電池×2本（テスト用付属）●サイズ：約55×158
×40mm●重量：約115ｇ●コネクタプラグ1個付き
（ウォッシャブルカフ仕様のみ）

3030%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

●カラーコード表

コード -01 -02 -03 -04 -05 -06
色 ネイビー

ブルー グレー マゼンタ ブラック ピンク スカイ
ブルー

一般

一般

管理特管

一般 一般

専用ケース付き!!
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セットカフ ブラダー

＋ or ＝

スカイブルー

ネイビー
ブルー

ブラック

マゼンタ

グレー

ピンク

小児用
スカイブルー

ポケットLEDセット（ホワイト） ポケットプラスLEDセット
ポケットLED
耳鏡（ブラック）

ポケットLED
検眼鏡（パープル）

約1m

約3m 49020

別売送気球
23804

PU（ラテックスフリー）ラテックス

診察・診断2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたは Jus-Tis をご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

特長  
● 自然光に近い色温度ですので、組織状態の観察に適しています。
● 49020LEDヘッドライトはAC電源に直接つないで使用できます。
● オプションの75260バッテリーパッケージを使うことによりコー
ドレスで使用範囲が拡がります。
仕様  

●LED電源：5Wソリッドステイトランプ●色温度：5500K●光束：50ルーメン●スポッ
トサイズ：38～152mm（距離406mmの場合）●重量：170g●バッテリー使用時間：約
60分●ランプ寿命：約10000時間●付属品：75260・75200／充電電池×1個

ヘッド23920

ループ付きカフ仕様で使いやすい。
アーテリーマーク＆適応腕囲マーク付き。

従来のハロゲン電球に比べ、
熱を持たず超寿命・省電力で経済的。

ブラダー交換で、使用中のカフが
ラテックスフリーにかわります！！

光源がLＥＤ！！小型・軽量診断セット

［ラテックスタイプ］
品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜）

8-7097-01 成人用 ネイビーブルー 140×540 ¥1,700
8-7097-02 成人用 グレー 140×540 ¥1,700
8-7097-03 成人用 マゼンタ 140×540 ¥1,700
8-7097-04 成人用 ブラック 140×540 ¥1,700
8-7097-05 成人用 ピンク 140×540 ¥1,700
8-7097-06 成人用 スカイブルー 140×540 ¥1,700
8-7097-07 小児用 スカイブルー 110×320 ¥1,700

［ラテックスフリータイプ］
品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜）

8-7098-01 ラテックス
フリー 成人用 ネイビーブルー 140×540 ¥2,000

8-7098-02 ラテックス
フリー 成人用 グレー 140×540 ¥2,000

8-7098-03 ラテックス
フリー 成人用 マゼンタ 140×540 ¥2,000

8-7098-04 ラテックス
フリー 成人用 ブラック 140×540 ¥2,000

8-7098-05 ラテックス
フリー 成人用 ピンク 140×540 ¥2,000

8-7098-06 ラテックス
フリー 成人用 スカイブルー 140×540 ¥2,000

8-7098-07 ラテックス
フリー 小児用 スカイブルー 110×320 ¥2,000

品番 型番 色 サイズ（mm） 価格（税抜）

8-7095-01 成人用 ネイビーブルー 140×540 ¥1,500
8-7095-02 成人用 グレー 140×540 ¥1,500
8-7095-03 成人用 マゼンタ 140×540 ¥1,500
8-7095-04 成人用 ブラック 140×540 ¥1,500
8-7095-05 成人用 ピンク 140×540 ¥1,500
8-7095-06 成人用 スカイブルー 140×540 ¥1,500
8-7095-07 小児用 スカイブルー 110×320 ¥1,500

品番 型番 サイズ（mm） カフ材質 価格（税抜）

8-7096-01 成人用ブラダー 120×230 ラテックス ¥650
8-7096-02 小児用ブラダー 90×180 ラテックス ¥650
8-7096-03 ラテックス

フリー 成人用ブラダー120×230 PU（ポリウレタン）（ラテックスフリー） ¥900
8-7096-04 ラテックス

フリー 小児用ブラダー 90×180 PU（ポリウレタン）（ラテックスフリー） ¥900

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜）

8-7099-01 LF送気球 80×39 ¥1,200

品番 型番 品名 電球（ルーメン） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1129-※ 92871 ポケットLEDセット 2.9 ¥52,000 ¥44,200
7-1130-※ 12870 ポケットLED検眼鏡 2.9 ¥30,000 ¥25,500
7-1131-※ 22870 ポケットLED耳鏡 2.9 ¥23,000 ¥19,550
7-1132-※ 92880 ポケットプラスLEDセット 5.5 ¥69,000 ¥58,650
7-1133-※ 12880 ポケットプラスLED検眼鏡 5.5 ¥40,000 ¥34,000
7-1134-※ 22880 ポケットプラスLED耳鏡 5.5 ¥29,000 ¥24,650
※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。　※電池は別売です。

品番 型番 品名 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-8217-01 49020 LEDヘッドライト ¥142,000 ¥113,600
0-6584-12 75260 バッテリーパッケージ ¥63,000 ¥50,400
※0-8217-01・02のみ一般医療機器です。
※バッテリーパッケージはナビスカタログP533を参照下さい。

品番 型番 対応モデル 価格（税抜）

0-9595-15 06500-LED 耳鼻鏡：23820、23920 ¥15,800
品番 型番 品名 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-5904-16 71907 充電式ハンドルセット（チャージャー付き）¥58,000 ¥46,400

[耳鏡（マクロビュー™）]
品番 型番 品名 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-9595-01 23820 診断型耳鏡　喉頭イルミネーター付き（ヘッドのみ） ¥38,000 ¥30,400
※一般医療機器です。

特長  
● 別売のディスポーザブルスペキュラを使用するとより衛生的に使えます。
仕様  ●付属品：リユーザブルスペキュラ（0-6598-13）×4種（2.5・3・4・5mm）、ハロゲン電球

[耳鏡（デジタルマクロビュー™）]
品番 型番 タイプ 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-7454-01 23920 3.5Vデジタルマクロビューヘッド ¥184,000 ¥147,200
※一般医療機器です。

特長  
● USBポートへの接続で、鼓膜・外耳道の観察画像がお手持ちのパソコン画面で確認できます。
● 焦点調整ホイールにより、焦点調整がスムーズに行えます。
● パワーハンドルは、従来のウェルチ・アレン3.5Vリチウムハンドル・ニッカドハンドル・壁掛トランスが
使用できます。
仕様  ●ヘッドサイズ：37×102×70mm●焦点位置：スペキュラ先端から5～25mm●画像解像度：1280×1024ピクセル

●光源：ハロゲンHPXランプ●動作環境：Windows(R)XP SP2以上・USBポート（USB2.0）●ヘッド重量：95g●付属品：USBケー
ブル3m、リユーザブルスペキュラ2.5・3・4・5mm、ハロゲン電球

特長  
● 標準サイズを採用（タイコス型）。
● 他メーカーにも使用可能な汎用性。
● アルコール清拭がも可能！

特長  
● LEDタイプの携帯型検眼鏡・耳鏡です。
● LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。
● アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。

特長  
● ハロゲン電球と比べ、充電式ハンドルの使用継続時間は
約3倍になります。
仕様  

●ランプ寿命：約500時間
●入数：1個

特長  
● アレルギーの方も安心なラテック
スフリータイプです。

仕様  ●材質：LB／ラテックス（ゴム袋・チューブ）、LF／PU（ポリウレタン）（ゴム袋）・PVC（塩化
ビニル樹脂）（チューブ）

仕様  
●材質：コントロールバルブ／真鍮、ゴム球／クロロプレンゴム

仕様  
●材質：ナイロン

1515%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

●カラーコード表

コード -01 -02 -03 -04
色 ブラック ホワイト パープル スカイブルー

仕様  
●材質：カフ／ナイロン、ブラダー（ゴム袋・
チューブ）／ラテックス

仕様  
●材質：カフ／ナイロン、ゴム袋／PU（ポリウ
レタン）、チューブ／PVC（塩化ビニル樹脂）

ループ

仕様  
●電源：単3乾電池×2個（別売）●光源：LED電球●
検眼鏡補正レンズ：－20D～＋20D●スペキュラ
材質：PP（ポリプロピレン）
〈ポケットLEDセット内容〉●ポケット検眼鏡・耳鏡セ
ット●リユーザブルスペキュラ（2.5・3・4・5mm）×
各1個（0-6598-13）●眉あて×2個●ダンパー×
2個●ソフトケース
〈ポケットプラスLEDセット内容〉●ポケットプラス
検眼鏡・耳鏡セット●ディスポーザブルスペキュラ
（4.25mm）×8個（0-8260-12）●リユーザブル
スペキュラ（2.5・3・4・5mm）×各1個（0-6598-
13）●アクセサリーキット●ハードケース

ヘッド23820

リチウム・リチウム・
ハンドルハンドル

71907（別売）71907（別売）
0-5904-160-5904-16

送気球用ポート：別売の送気球で
ニューマチック耳鏡検査が行えます。

焦点調整機能を装備。スペキュ
ラの先端からより遠くを見るこ
とが可能になり、深く差し込まな
くても鮮明な画像が得られます。

パソコン接続例（23920のみ）
23804使用例

ラテックス
ブラダー

PU（ラテックスフリー）
ブラダー

一般

一般

一般

一般
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●  MTJタイプは（財）日本品質保証機構（JQA：製品・環境等に関する認証・
検査・試験等を実施する第三者機関）による検査合格品です。

測定1秒！！

お客様感謝セール
ナビス30周年 50000号カタログ発刊記念ナナナナナナナビナビナビナビス3ス33000周年年年年年年 55050500000000号0号0号カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ ググググログログ発刊発刊記念記念記念念念念念念念ナビナビナビナビナビナビナナナナナナナナ ス3ス3ス3ススス 0周0周0周年年 年 年 年 年 年年年 5050505055 000000000号0号0号0号0号0号0号号カタカタカタカタタタタタタタログログログロググググググググ発刊発刊発発 記念記念念念念ナビス30周年 50000号カタログ発刊記念

診察・診断

ナースステーション

品番 型番 表示 メモリー 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-4165-※ CSE-01 摂氏 1回 ¥19,800 ¥17,820
※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

品番 型番 仕様 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-1432-01 MD300C1 SpO2・心拍（脈拍）数・バーグラフ ¥22,800 ¥18,240
8-1432-02 MD300C2 SpO2・心拍（脈拍）数・バーグラフ・SpO2波形 ¥27,800 ¥22,240

品番 型番 色 仕様 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-8221-01 NVCⅡ-SP ピンク 脚部リング無し ¥28,000 ¥22,400
8-8221-02 NVCⅡ-SBL ブルー 脚部リング無し ¥28,000 ¥22,400
8-8221-03 NVCⅡ-SV バイオレット 脚部リング無し ¥28,000 ¥22,400
8-8221-04 NVCⅡ-SRP ピンク 脚部リング付き ¥31,000 ¥24,800
8-8221-05 NVCⅡ-SRBL ブルー 脚部リング付き ¥31,000 ¥24,800
8-8221-06 NVCⅡ-SRV バイオレット 脚部リング付き ¥31,000 ¥24,800

品番 型番 仕様 色 サイズ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-8055-01 CH-S142 キャスター ピンク 440×440×640～770 ¥13,300 ¥9,310
0-8055-02 CH-S142 キャスター ブルー 440×440×640～770 ¥13,300 ¥9,310
0-8055-03 CH-S142-B ステーブル ピンク 440×440×640～770 ¥13,600 ¥9,520
0-8055-04 CH-S142-B ステーブル ブルー 440×440×640～770 ¥13,600 ¥9,520

品番 型番 仕様 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-3273-11 00241021 MT 本体（1人用） ¥103,000 ¥82,400
8-3274-11 00241023 MTJ 本体（1人用・JQA検査合格品） ¥123,000 ¥98,400
※2人用・5人用はナビスカタログP541を参照下さい。
仕様  ●周波数：250・500・1000・2000・3000・4000・6000Hz●周波数精度：±2

％以内●聴力レベル：－10～70dB（5dB間隔）●出力音精度：6000Hz ／±5dB、その他／
±3dB●電源：AC100V 50/60Hz●サイズ：280×224×102mm●重量：1／1.2kg●JIS 
T1201-1（2011）適合

品番 型番 サイズ（mm） 重量（g）※ 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-2695-01 ビジオフォーカス® 43.5×21.5×144 98 ¥32,800 ¥29,520
※電池含む。

品番 色 価格(税抜) セール価格（税抜）

7-1356-01 ライトブルー ¥19,000 ¥13,300
7-1356-02 ミントグリーン ¥19,000 ¥13,300
7-1356-03 ベリーピンク ¥19,000 ¥13,300
7-1356-04 レモンイエロー ¥19,000 ¥13,300

品番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9911-※ 1500×900×900 ¥118,000 ¥94,400
8-9912-※ 1800×900×900 ¥135,000 ¥108,000
8-9913-※ 2400×900×900 ¥198,000 ¥158,400

※カラーやサイズなどお好みの仕様に特注対応することができます。お問い合わせください。

MD300C1

立ち位置にあわせて
表示部の向きを
切り替えできます。
（MD300C2のみ）

スクリーニング
にもおすすめ!

ライトブルー

MD300C2

ステーブル（ブルー） キャスター（ピンク） キャスター（ブルー）

ミント
グリーン

ベリーピンク レモンイエロー

特長  
 ●  MD300C2は、電源を押す
たびに6通りのディスプレ
イモードに切り替わります。
仕様  

● 測定範囲：SpO2 ／70 ～99％、
脈拍・心拍数／30 ～235拍/分●
分解能：SpO2 ／1％、脈拍・心拍数
／1拍/分●測定精度：SpO2 ／±2
％（80 ～90％）・±3％（70 ～79
％）・規定なし（その他）、脈拍・心拍
数／±2拍/分または±2％●表示：
MD300C1／ LED、MD300C2／
LCD（バックライト10段階調節可能）
●機能：オートパワーオフ・電池容
量低下インジケータ（アラーム）●電
源：単4アルカリ乾電池×2本（テスト
用付属）●サイズ：32×58×34mm
●重量：50g（電池含む）

特長  
● 背もたれ収納時は背もた
れは可倒式で座面より低く
なり、テーブル下への収納
時に邪魔になりません。
● リング無しは740mm、リン
グ付きは900mmの高さの
テーブルに適しています。
仕様  ●材質：座面／抗菌/防

汚加工レザー張り、クッション材／ウ
レタンフォーム、背／ PP（ポリプロ
ピレン）、脚／スチール●昇降方式：
ガスシリンダー式（リングレバー付
き）●座面径：φ385mm●座面高：
リング無し／410 ～510mm、リン
グ付き／465 ～625mm●サイズ：
リング無し／455×435×680 ～
780mm、リング付き／455×435
×735 ～895mm●重量：リング無
し／6.3kg、リング付き／7.1kg

仕様  ●材質：張地／PVC
（塩化ビニル樹脂）レザー、
脚・フレーム／スチール（クロ
ムメッキ）●昇降方式：ガスシ
リンダー式●座面高：470 ～
600mm●耐荷重：約100kg
●重量：6.5kg●組み立て式

特長  
● 多人数での集団検診
も素早くこなす使いや
すい操作性です。
● ヘッドホンは赤と青の
色分けで左右の判別
ができ、コンパクトに折
りたたみ可能です。
● 検診で定められた周
波数・聴力レベルに、
ワンタッチで切り替え
が可能です。

特長  
● 必要な情報が大きく
見やすく表示され、
測定時間は1秒です
ので、問診中にもす
ぐ測定できます。

特長  
● 温度表示の出る照準投影ライト
で、測定距離合わせを容易に行
えます。

● 肌に触れる事無く測定できます
ので二次感染の恐れが無く、消
毒が不要です。

● 液体の表面温度も計測可能です
ので、ほ乳びんの温度測定にも
使用できます。
仕様  ●測定対象：フェースボタン／体

温（舌下・腋窩・直腸温）、ホームボタン／表
面温度（皮膚・物体・液体）・室温●測定範囲：
体温／34.0 ～42.5℃、表面／1.0 ～55.0
℃、室温／5～40℃●精度：20.0 ～33.9・
34.0 ～35.9・39.1 ～42.5℃／±0.3℃、
36.0 ～39.0℃／±0.2℃、42.3 ～55.0・
1.0 ～19.9℃／±0.1℃●測定時間：1秒
以内●ASTM E 1965-98適合品●電源：
単4アルカリ乾電池×4個（テスト用付属）●
セット内容：本体・ストラップ・専用ケース

特長  
●  PI値（灌流指数）表示機能付きですので、
低灌流時の指標として使用できます。
● ディスプレイが4方向切替できます。
● 外光からセンサーをガードするウイング
が本体内側に付いています。

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

照準投影ライト

1010%%
OFFOFF

1010%%
OFFOFF

00241021 MT

ブルーグリーン ピンク クールグレー イエロー
体温計用スタンド

照準投影ライト

セット内容●カラーコード表

コード -01 -02
色 ブルーグリーン ピンク

コード -03 -04
色 クールグレー イエロー

仕様  ●測定範囲：32.5℃～42.0℃●最小表示単
位：0.1℃●測定精度：±0.2℃●測定項目：CSE-01
／体温、CSE-99 ／体温、皮膚表面●測定部位：CSE-
01 ／額、CSE-99 ／額、皮膚表面●サイズ：42×47
×145mm●電源：単4電池×2本（テスト用付属）●重
量：130g●付属品：専用スタンド

特長 　
●立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。
●H字脚を採用していますので、足元が邪魔になりません。
● 天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。
●天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。
仕様  ●材質：天板／木（抗菌メラミン化粧合板）、脚部／スチール（メラミン樹脂焼付塗装）、ベース／アルミニウム（ポリエステル粉体塗装）●重量：

W1500／39kg、W1800／45kg、W2400／53kg●耐荷重（均等）：100kg●組み立て式（要工具）

PCカートがカンチしやすい、足元スッキリH脚タイプ。

使用例

●脚部支柱カラーコード表

コード -01 -02 -03 -04 -05
カラー ホワイト ラベンダー ブルー アクアミント ペールグリーン

コード -06 -07 -08 -09
カラー ピンク ペールオレンジ ヒューマングレー トラディショナルブラウン

2020%%
OFFOFF

ホワイト

ラベンダー

ブルー

アクアミント

ペールグリーン

ピンク

ペールオレンジ

ヒューマングレー

トラディショナルブラウン

バイオレット
（脚部リング付き）ブルー

（脚部リング無し）

背もたれ収納時
（ピンク）

410～
510mm

385mm

465～
625mm

昇降リングレバー

収納ボックス

高さ調節部

～パンフレットP9の卓上型吸引器の安全な吸引時のモニターとしてもオススメの商品です～

ウイングの
ガードで
エラーを低減！！

検査周波数に250Hzが追加

〈ウイング〉

転倒リスクが
ある時は
ステーブルを

管理特管

管理特管

管理
管理

管理
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2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
詳細はナビスカタログまたは Jus-Tis をご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

計測・測定など

品番 型番 シールサイズ（mm） 本体サイズ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

7-1330-01 MB-5×200 5×200 92×380×265 ¥25,000 ¥21,250
7-1330-02 MB-5×300 5×300 92×470×280 ¥37,000 ¥31,450
7-1330-03 MB-5×400 5×400 92×570×285 ¥48,000 ¥40,800
7-1330-21 200用補修セット 200用補修セット 200用補修セット ¥3,400 －

7-1330-22 300用補修セット 300用補修セット 300用補修セット ¥4,200 －

7-1330-23 400用補修セット 400用補修セット 400用補修セット ¥5,000 －

対面側からも読みとりやすい！

特長  
● 容易なキー操作でBMI計算が
できます。
●  MS4900+HM200Dは、支柱の
見やすい位置に身長用の簡易デ
ジタル表示付きです。
仕様  

●機能：ホールド・風袋引き・BMI指数●
電源：ACアダプター（付属）または単3乾
電池×6本（テスト用付属）または単4乾電
池×2本（MS4900+HM200Dのみ対応・
テスト用付属）●メジャー測定範囲（目視）：
600 ～2000mm●サイズ：360×520×
1090mm●重量：約12kg＜体重＞●測定
範囲：2～150kg●秤量：150kg●表示単
位：100kgまで／100g、100 ～150kgま
で／200g●組み立て式（要工具）●精度等
級：3級

目的に応じてシールサイズ3タイプ
経済的な5mm幅シーラー

脚用カフ・腕用アームバンドに
抗菌生地を採用

小児から成人までカバー!!

品番 型番 身長測定範囲／最小目盛（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-1222-01 MS4900＋HM201D 600～2000／1 ¥95,000 ¥80,750
8-1222-02 MS4900＋HM200D 1200～2000／1 ¥125,000 ¥106,250

※国家検定付き　※ご注文の際は使用地域をご指定ください。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-3772-01 WB-260A 309×310×55 ¥38,000 ¥32,300
※国家検定付き　※精度等級4級なので使用地域の指定は不要です、

品番 型番 シールサイズ（幅×長mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-5906-01 NA-315 5×300 ¥55,000 ¥49,500

品番 型番 タイプ 測定範囲（cm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-8149-01 YS-OC 幼児1.5m 50～150 ¥23,000 ¥19,550
0-8149-02 YS-OA 成人2m 10～200 ¥27,000 ¥22,950

品番 型番 仕様 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-4827-11 PW-650A 標準型 ¥198,000 ¥168,300
8-4827-21 OP-002 表示ボックススタンド ¥38,000 －

※国家検定付き　※ご注文の際は使用地域をご指定ください。

特長  
● 表示方向の切り替えが可
能ですので、対面側からも
読み取りやすく健診に便利
です。
● 軽量・取手付きで持ち運び
に便利です。
仕様  

●材質：ABS樹脂・アルミニウム●秤
量：200kg●最小表示：0 ～100kg
／100g、100 ～200kg ／200g●
表示：4桁LCD表示●機能：表示固定・
オートパワーオフ（1/5/10/30/60
分・連続）・プリセット風袋引き●電
源：ACアダプター（付属）または単3ア
ルカリ乾電池×4本（別売）●重量：約
4kg●精度等級：4級

特長  
● 両手でテーブルを軽く押すだけでシール
ができます。
● インパルス方式により、余熱時間が不要
です。
仕様  

●フィルム厚み：2枚合わせて0.3mmまで可能●加熱時間：0.1 ～1.6秒（精度±
15％）●電源：AC100V　50/60Hz●消費電力：500W●サイズ：本体／286×
375×200mm、テーブル／317×182mm●重量：5.7kg

仕様  
● 最 小 目 盛：1mm● サイズ：YS-OC ／300×410×1620mm、
YS-OA／300×410×2120mm●材質：柱部／アルミ製アルマイト加
工、台部／鉄製（焼付塗装）●重量：YS-OC ／約7.5kg、YS-OA ／約
8kg●組み立て式（要工具）

特長  
● 左右両面にメジャーが
付いていますので、測定
者がどちら側にいても
目盛を読み取れます。

特長  
● 測定台までの高さが約29mm
の薄型で乗り降りしやすく、両
側昇降が可能です。
仕様  

●測定範囲：2～200kg●秤量：200kg
●目量：100g●機能：表示固定・オート
パワーオフ・風袋引き●電源：ACアダプ
ター（付属）または単3アルカリ乾電池×6
本（別売）●サイズ：本体／875×908×
55mm、計量部／691×700mm、表示部
／209×56×159mm、表示ボックスス
タンド／φ400×665 ～1105mm●重
量：測定台／約28kg、表示部／約500g、
表示ボックススタンド／約5.6kg●キャス
ター付き

特長  
● 滅菌バッグのフィルム面を上に
向けた状態でシールができます。
● スライド式のカッター付きです。
仕様  

●シール能力：PE（ポリエチレン）／～0.6mm、PP（ポリプロピ
レ ン ） ／ ～0.4mm（MB-5×200）・ ～0.5mm（そ の 他）● 電 源：
AC100V50/60Hz●消費電力：MB-5×200／540W、MB-5×300／
660W、MB-5×400／880W●電源コード長：1.8m（2Pタイプ）●重量：
MB-5×200／4kg、MB-5×300／5kg、MB-5×400／5.5kg
シーラー付属品

●ヒーター×2本●フッ素樹脂シート×2枚●フッ素樹脂粘着テープ×2枚
●カッターブレード×1枚
補修セット内容

●各機種用ヒーター線（5mm）×2本●フッ素樹脂シート×2枚●フッ素樹
脂粘着テープ×2枚

1515%%
OFFOFF

品番 型番 仕様 重量（kg） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-5232-21 SSDX 341×445×1207mm 31 ¥235,000 ¥188,000
0-5232-31 専用スリッパ 10足入（グレー） － ¥20,000 ¥18,000

※-21のみ一般医療機器です。 ※専用スリッパ以外は使用できません。
※紫外線ランプを交換する際グローランプ（15W用×1・6W用×2）も併せて交換してください。
仕様  ●スリッパ収納数：10足●電源：AC100V 50/60Hz 60VA●紫外線ランプ：15W×1灯・

6W×2灯●紫外線照射量：100μW/cm2以上●ランプ寿命：約3000時間●SSDX：専用スリッパ
10足、専用マット、付属シール、クリーナーセット（スポンジ・スプレークリーナー300ml）●滅菌ランプ
（グロー球付）セット内容：15W用×1本、6W×2本、グロー球×3個（15W用×1個、6W用×2個）

品番 型番 バッグサイズ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-3456-01 成人・小児用STプラス 400×140×270 ¥54,000 ¥45,900

特長  
● 使用済のスリッパを本
体上部の返却口に置く
と自動的にスリッパが
収容され殺菌されます。
● ボタンを押すだけで殺
菌済のスリッパが本体
下から出てきます。
● 三方向からの紫外線照
射でスリッパの裏側・
内側も均一に殺菌しま
す。
● 専用スリッパは光触媒
加工で紫外線との反応
により臭いを防ぎます。

特長  
● ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛
や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。
● 4種類のマッサージパターン（揉み上げ方式・絞り上げ方式・同時加
圧方式・コースモード）を選択できます。
● 操作が容易なコンパクトタイプで、手軽にご使用いただけます。

セット内容  ●人工蘇生器（リザーバシステム付・成人用・小児用×各1個）●シリコンマスク（成人
用大・成人用中・小児用×各1個）●エアウェイ（成人用大・成人用中・小児用×各1個）●手動式
吸引器（18Frカテーテル付き）●酸素チューブ●板状舌圧子●エスマル開口器●コラン舌鉗子●
ソフトクリアケース（小）●エマジンバッグ（大）

10%%
OFF

2020%%
OFFOFF

仕様  ●電源：AC100V 50/60Hz●消費電力：34/29W最大●もみあげサイクル：
ウェーブモード／約55秒、スクイーズモード／約39秒、ハイパーモード／約24秒、コース
モード／ウェーブモード2回・スクイーズモード2回・ハイパーモード1回●タイマー設定
時間：10・20・30分●空気圧設定範囲：4.0 ～17.3ｋPa（30～130mmHg）●定格時
間：30分●重量：4.8kg
セット内容  ●本体　●脚用カフ×2本　●両脚用ホース

特長  
● 人工蘇生器に吸引や気道確保に必要な医療ツールを加えたセットです。
● オレンジ色のバッグは非常時に目立ちやすく、肩かけ式ですので携帯に
便利です。

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

MS4900＋HM201D

目盛り部分

操作パネル

MS4900＋HM200D

加熱中はランプが赤、
加熱設定時間が過ぎ
ると緑になります。

体重表示部

身長表示部
（-02のみ）

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

安定性のある金属身長計

665～
1105mm

表示ボックス
スタンド
（オプション
OP-002）

400mm

移動用キャスター
段差わずか29mm

上部加熱方式により滅菌バッグの中身
を確認しながら作業ができます。

品番 型番 品名 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-8249-11 DM-6000 両脚セット ¥178,000 ¥151,300
※管理医療機器です。　※ショートサイズもございます。別途お問い合わせください。

目盛りが両側から見えて便利。

目盛りが両側から見えて便利。

1010110
OO

専用スリッパ（10足付属）

1207mm1207mm

445mm445mm

341mm341mm

使用済みのスリッパ
を本体上部の返却口
に置くと自動的にス
リッパが収容され、
殺菌されます。

三方向からの紫外線
照射でスリッパの裏
側・内側も均一に殺
菌します。

使用例 1010%%
OFFOFF

シール幅
5mm

シール幅
5mm

スライドカッター内蔵

高度管理特管



お客様感謝セール

14

お客様感謝セール
ナビス30周年 50000号カタログ発刊記念

サイドパネルサイ

145㎜

600㎜

1000㎜

650㎜
(700）

1800㎜

ブルーグリーン使用例

TB-77C-72
ライトブルー

TB-77C-110
ライトグリーン

TB-77C-110
ピンク

TB-77C-72
アイボリー

340㎜ 340㎜

60㎜ 75㎜

160㎜ 160㎜

550㎜550㎜

●カラーコード表

コード -01 -02 -03 -04
色 ライトブルー ライトグリーン アイボリー ピンク

ストレッチャー・診察台

安全性・機能性を高めた
ストレッチャー

枕と診察台カバーがセットになってお買得！

30°傾斜タイプ。手返しよい診察に便利なプリセット・
オートリターン機能付きでこの価格！！

高齢者・小児にやさしい45cmからの低床ストローク。幅も2タイプ用意！

イメージカラーに合わせてシートカラーを選択できます!!

品番 型番 仕様 幅×長さ×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6339-01 NV-2W 本体（ベージュ） 650×1900×540～940 ¥220,000 ¥176,000
8-6339-02 NV-2W 本体（ブルー） 650×1900×540～940 ¥220,000 ¥176,000
8-6339-11 KP-OPCS クリニカルシーツ取付金具（1個） 対応シーツ幅：370～570 ¥20,000 －
8-6339-12 KP-OPSF サイドフェンス（1個） 幅700×高さ330 ¥13,500 －

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6632-※ AE60 600×1800×450～810 ¥138,000 ¥110,400
8-6633-※ AE70 700×1800×450～810 ¥138,000 ¥110,400

[五段階調節式]
品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6626-※ 6018 600×1800×500～600 ¥76,000 ¥60,800
8-6627-※ 7018 700×1800×500～600 ¥76,000 ¥60,800
8-6628-※ 6019 600×1900×500～600 ¥76,000 ¥60,800
8-6629-※ 7019 700×1900×500～600 ¥76,000 ¥60,800

※設置搬入に関しては販売店へお問い合わせ下さい。　※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。
仕様  ●材質：マット／ビニールレザー、脚部／スチール（粉体塗装仕上げ）●耐荷重：約400kg（等分布荷重）●重

量：約30kg●クッション厚：30mm●高さ調節：5段階（20mm間隔）●組み立て式（要工具）

[サイドレール・ガードル架付]
品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6630-※ SG18 650×1800×550 ¥70,000 ¥56,000
8-6631-※ SG19 650×1900×550 ¥70,000 ¥56,000

※設置搬入に関しては販売店へお問い合わせ下さい。
※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

特長  
● 診察と点滴が一つの診察台で可能です。
● 点滴棒は高さ調節（1000～1600mm）が可能です。

品番 型番 サイズ（mm） 価格（税抜）セール価格（税抜）

8-6303-※ TB-77C-72 340×160×60 ¥2,800 ¥2,240
8-6304-※ TB-77C-110 340×160×75 ¥3,000 ¥2,400

品番 型番 色 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8329-01 専用診察台カバー ブルー ¥8,000 ¥7,200
8-8329-02 専用診察台カバー グリーン ¥8,000 ¥7,200
8-8329-03 専用マクラカバー ブルー ¥1,000 ¥900
8-8329-04 専用マクラカバー グリーン ¥1,000 ¥900

品番 型番 仕様 幅×長さ×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-5163-01 NV-STR 本体 750※1×1900×530～830 ¥198,000 ¥178,200
8-2176-13 バスケット 400×300×75 ¥2,400 －
※本体に横置き用ボンベ架は付属しています。　※1 マットレス除く。

品番 型番 幅×長さ×高さ（mm）重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-3371-01 NDF-KCK 650×1800×550 約19 ¥36,000 ¥28,800
8-3371-02 NDF-KCK70 700×1800×550 約20 ¥39,000 ¥31,200
※枕カバーは付属しておりません。

枕・診察台カバー使用例

診察台（カバー無し）

・サイドフェンス
・ロールシーツ使用例
 NV-2W（ベージュ）

NV-2W
（ブルー）

幅700㎜タイプも
新登場！

仕様  ●材質：フレーム・ボンベ架／スチール、サイドパネル／ABS樹脂、ベッド面／HDPE樹脂、マット移乗／ポリエステル製、防水マットレス（表面）／PVC（ポリ塩化ビニ
ル）●マットレスサイズ：500×1800×12mm●キャスター径：φ150mm●高さ調節範囲：530～830mm●酸素ボンベ架径：φ105mm（500l用）●耐荷重：約150kg●重
量：約70kg●付属品：酸素ボンベ架台（横置き用）、ガードル台、伸縮式ガードル棒（長さ：820～1530mm）、安全ベルト（2本）、マットレス（移乗用グリップ付き）

特長  
● サイドパネルはワンタッチで垂直に移動するのでスペースをとりません。
● 背もたれは65°まで無段階調節が可能です。
● キャスターは 4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック（方向制御）の
3段階切り替えが可能です。
● キャスターロック用レバーは頭側と足側に付いており、どちら側からで
も操作可能です。
● ガードル棒はベッド面の下に収納できます。
● 縦置きボンベ架（オプション）は酸素ボンベを縦置きに収納することが
できます。
● バスケット（オプション）は足元に設置可能で、収納に便利です。
● 防水マットレスは表面がビニールレザーで清拭できます。
● ガードル棒は頭側・足側の左右4ヶ所に取り付けできます（取付用金具
2個付属）。

仕様  
● 材質：診察台／スチールメラミン
焼付塗装（枠・脚部）・合成レザ
ー（マット）、枕／ビニールレザー
（表面）・ウレタン（中身）、診察
台カバー／綿35％・ポリエステ
ル65％
● 耐荷重：120kg（等分布荷重）
● 枕サイズ：280×120×90mm
● アジャスター付き
● 色：診察台・枕／ライトブルー、
診察台カバー／白

● 付属品：組立工具（スパナ）
● 組み立て式’（要工具）

特長  
● 外カバーは滑りにくい素材で、さらに大
型サイズは広く身体を支えます。
● 体位保持に適した30°傾斜タイプで、
大型サイズと標準サイズがあります。

特長  
● TB-77C-72は、上
肢・頭部・頚部に使
用できます。
● TB-77C-110は
低床型ですので首
への負担が少ない
です。
仕様  

●材質：カバー／ビニ－ル
レザー（抗菌・防汚・耐アル
コール・難燃加工）、中身
／ウレタン

特長  
● フットスイッチでスムースな上下昇
降が可能です。
● メモリーしている2つの高さまでワ
ンタッチで移動できる、プリセット・
オートリターン機能付きです。
● KP-OPCSを使用するとクリニカル
シーツが取り付けられますので、診
察台を清潔に保ちます。

特長  
● ヒモが2ヶ所付いていますので、ズレを防止します。（診察台カバー）
仕様  ●材質：綿100％

特長  
● 昇降調節がしやすいフットペダル式です。
● ベースフレームの曲げパイプが、院内に柔らかい雰囲気を与えます。
仕様  ●材質：マット／ビニールレザー、脚部／スチール（粉体塗装仕上げ）●耐荷重：約

150kg（等分布荷重）●電源：AC100V 50/60Hz●重量：約47kg

1010%%
OFFOFF

1010%%
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2020%%
OFFOFF

45㎜

3030%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

ます!!
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STC-60

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-8680-01 STC-60 600×250×145 ¥8,400 ¥5,880
8-8680-02 STC-100 1000×250×145 ¥12,000 ¥8,400
8-8680-03 STC-40 400×250×145 ¥7,200 ¥5,040
仕様  ●材質：中身／ウレタン、外カバー／ポリエステル100％、インナーカバー／

吸汗速乾ポリエステルメッシュ●カバー洗濯方法：洗濯可／乾燥機不可

STC-100

65°

●マット色

ライムグリーン オレンジアイボリー

●カラーコード表

コード -01 -02 -03 -04 -05 -06
マット色 アイボリー アイボリー ライムグリーン ライムグリーン オレンジ オレンジ

脚部色 ホワイト ブラウン ホワイト ブラウン ホワイト ブラウン

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定をお願いします。

マット（アイボリー）／脚部（ブラウン）
マット（オレンジ）／脚部（ホワイト）

クリーム オレンジアイボリー ライム
グリーン

スカイ
ブルー

メディ
ブルー

マット（スカイブルー）
脚部（ホワイト）

マット（オレンジ）
脚部（ブラウン）

マット（メディブルー）
脚部（ホワイト）

マット（ライムグリーン）
脚部（ブラウン）

ボンベ架台

仕様  ●材質：本体シート／ビニールレザー、シーツ
取付金具・サイドフェンス／ステンレス●耐荷重：135kg
●電源：AC100V　50/60Hz●プリセット・オートダウ
ン機構付き●本体重量：100kg●付属品：置枕・板スパナ

クリニカル
シーツ取付金具

耐アルコール

耐次亜

耐アルコール

耐アルコール

耐アルコール 耐アルコール

耐次亜

耐次亜

耐次亜 耐次亜

450～450～
810㎜810㎜

●カラーコード表

コード -01 -02 -03
マット色 クリーム クリーム アイボリー

脚部色 ホワイト ブラウン ホワイト

コード -04 -05 -06
マット色 アイボリー ライムグリーン ライムグリーン

脚部色 ブラウン ホワイト ブラウン

コード -07 -08 -09
マット色 スカイブルー スカイブルー メディブルー

脚部色 ホワイト ブラウン ホワイト

コード -10 -11 -12
マット色 メディブルー オレンジ オレンジ

脚部色 ブラウン ホワイト ブラウン

特長  
● 高さ調節は工具を使わずに手動で可能です。

仕様  ●材質：マット／ビニールレザー、脚部
／スチール（粉体塗装仕上げ）●耐荷重：約100kg
（等分布荷重）●重量：約31kg●付属品：ベッ
ドガード×1本（左右両側取付可）、点滴棒×1本
（左右両側取付可）●組み立て式（要工具）

セットタイプの決定版！処置室にもピッタリ!!

500～500～
600㎜600㎜

30°

伸縮式
ガードル棒



手すり
可動

詳細はナビスカタログまたは Jus-Tis をご覧くだい。▶ http://www.navisweb.jp/

2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間
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2015年11月～2016年3月31日（木）セール期間 入浴・洗髪・トイレ

頑丈なステンレスフレームです。
アルコール消毒可

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-8072-01 HT6613 650×820×930 ¥62,100 ¥49,680

品番 型番 仕様 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6292-01 BL-NMS02 シャンプー台 532×560×594～920 ¥410,000 ¥348,500
8-6292-11 CS-05 キャリーセット 540×920×1020 ¥90,000 ¥72,000
※直圧式で使用する場合は、水道配管工事費が別途必要です。
※ベッドサイド等、直圧式以外で使用する場合は別売のキャリーセット（電動ポンプ給水式）が必要です。

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-7264-01 ALⅣ 540×1030×1190/1240 26.6 ¥350,000 ¥280,000

HT6613

角型シートカバー

特長  
● やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。
● 大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。
● ステップは場所を取らない収納式です。
仕様  

●材質：本体／アルミニウム、ハンドル・グリップ／EVA樹脂、背もたれ・シート／PUフォーム●座面サイズ：
400×400mm●座面高：510mm●キャスター：前輪／φ100mm（ストッパー付き）、後輪／φ350mm
●重量：13kg●付属品：固定ベルト×1本・角型シートカバー（EVA樹脂）・フタ付きバケツ（ポリプロピレ
ン製）●組み立て式

特長  
● シャンプーボウルの洗浄口は左
右・正面の3方向にありますので、
ベッドサイドなど、横からのシャ
ンプーも容易に行うことができ
ます。
● シャンプーボウルの角度は自在
に設定できます。
● キャリーセットを使用すると、給
水設備のない病室でも使用でき
ます。
仕様  

＜BL-NMS02＞●材質：シャンプーボウル／FRP
（繊維強化プラスチック）●キャスター：φ75mm
ウレタン・ナイロン製（ストッパー付き）●シャンプ
ーボウル高さ：550～900mm（無段階調節可）●
重量：19.7kg●付属品：給水ホース（2m）、排水ホ
ース（2m）
＜CS-05＞●材質：本体／プラスチック・アルミ
ニウム、給水・排水タンク／PE（ポリエチレン）●
キャスター：前輪／φ90mm、後輪／φ170mmPP
（ポリプロピレン）・PVC（塩化ビニル樹脂）製
（ブレーキ機能付き）●タンク容量：給水タンク
／20ℓ、排水タンク／20ℓ●電源：AC100V　
50/60Hz　19VA●電源コード長：0.9m（2Pプ
ラグ）●重量：7kg●付属品：給水タンク・排水タン
ク・給水ホース（1.1m）

特長  
●無段階でリクライニングの角度調節ができます。
●肘かけは4段階に高さ調節ができます。
●足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
● 車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後
輪には直進ガイド機能付きです。
仕様  

●材質：本体／ステンレス（SUS304）、背もたれ・足元／無吸水硬質ウレ
タン、座面／EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー／PE（ポリエステル）●リ
クライニング時サイズ：（幅）540×（奥行）1600・1665×（高さ）750・
770mm●座面サイズ：（幅）410×（奥行）380mm●座面高さ：ノーマル時
／（前）480mm・（後）430mm、フルリクライニング時／495mm●ヘッド
レスト高さ：230・280mm●肘掛け高さ：0・150・200・250mm（座面よ
り）●キャスター：φ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター）

特長  
●肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
仕様  

●材質：フレーム／ステンレス（SUS304）、座面・背もたれ・クッション／PE（ポリエチレン）●座面サイズ：
395×290mm●座面高：360～460mm（25mm間隔・5段階調節）●肘掛け高さ：520～620mm●耐荷
重：100kg●重量：6kg●組み立て式（要工具）

特長  
●背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。
●背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。
● 脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式
なので、移乗がスムーズです。
仕様  

●材質：本体／アルミニウム、座面・背シート／EVA（酢酸ビニル）●座面
幅：390mm●座面高さ：450mm●キャスター：前輪／φ125mm、後輪
／φ300mm●耐荷重：75kg●重量：14.3kg●足踏みブレーキ付き●
後方転倒防止バー付き

2020%%
OFFOFF

3030%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

大型φ350mm
キャスター

固定ベルト

BL-NMS02

CS-05

（リクライニング時）

（肘かけ可動時（手前））

品番 仕様 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-2332-01 肘付き ブルー 520～560×440～460×640～740 ¥19,500 ¥13,650
8-2332-02 肘付き レッド 520～560×440～460×640～740 ¥19,500 ¥13,650

品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-6371-01 KS12 グリーン 530×915×850 ¥103,000 ¥66,950
8-6371-02 KS12 イエロー 530×915×850 ¥103,000 ¥66,950

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm）重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

8-9876-01 TY411 585×760×930 約21 ¥145,000 ¥108,750
8-9876-02 TY411D 585×760×930 約26 ¥188,000 ¥141,000

ブルー

肘掛け跳ね上げ時（レッド）

肘付きレッド

〈グリーン〉 〈イエロー〉

360

～

460㎜

移乗しやすい
肘掛可動式

3535%%
OFFOFF

2525%%
OFFOFF

特長  
●ベッドサイドでオムツ交換ができる、コンパクトで使いやすいカートです。
●オムツ用カゴは取り外しが可能です。
●タオルポット付きです（TY411Dは電気ホットボックスタイプ）。
仕様  

●材質：フレーム／アルミニウム（粉体塗装仕上げ）・スチール、カゴ／スチール（コーティング仕上げ）、天
板・ダストボックス・タオルポット／PP（ポリプロピレン）●キャスター：スチール製、前輪／φ100mm回旋
式、後輪／φ125mm固定式●電源（TY411D）：AC100V　50/60Hz　120W●付属品：タオルポット、
ダストボックス（25ℓ×1個・10ℓ×2個）、オムツ用カゴ×2個、小物カゴ、カルテカゴ、小物トレー

930㎜

585㎜ 760㎜

TY411 TY411D

付属
タオルポット

付属
電気ホットボックス

特長  
●やさしく身体を包み込む背もたれ付きで、肘掛との間に隙間がなく安心です。
●身長や症状に合わせて便座の高さを3段階に調節できます。
● 使用時にフタがおけるトレーとペーパーや消臭剤が入るポケットが付い
ています。
●便座はオイルダンパー式で静かに閉まります。
●介護者の方の足を入れる隙間があるため腰に負担がかかりにくい設計です。
仕様  

●材質：本体／PP（ポリプロピレン）、滑り止め／PE（ポリエチレン）●座面までの高さ：380・400・
420mm●重量：11kg●座部耐荷重：100kg●バケツ容量：7.5ℓ●抗菌加工（便座部）●付属品：専用消
臭剤・便座カバー●組み立て式

特長  
●プラスチック手摺付きです。
●便座の高さは調節可能です（28mm間隔）。
●フタ付きバケツはベットパンウォッシャー（90℃）でも消毒できます。
仕様  

●座部寸法：（幅）380×（奥行）400×（高さ）460～560mm●手摺寸法：（幅）430/530×（奥行）400×
（高さ）640～740mm●バケツ内寸法：260×200×160mm●脚部幅：520mm●材質：便座フタ・便
座・手すり／PE（ポリエチレン）、パイプ／スチール（クロム仕上げ）製・φ25mm、バケツ・バケツフタ／PP
（ポリプロピレン）●耐荷重：約80kg
●重量：7kg●付属品：便座・フタ付きバケツ

特長  
●ワンタッチ操作による沸騰・保温自動タイプです。
●水位が一定以下になると警報と同時にヒーターへの通電をカットします。
●ヒーター2本によるスピード昇温タイプです。
●使用済みタオル入れとして専用バスケットを用意しています。
仕様  

●電源：AC100V　50/60Hz　1050W●保温温度設定：低・中・高の3段切り替え式●収納タオル数：
100本（小タオル：320×350mmを丸めた形状）●材質：本体・台車／ステンレス（SUS304）、バスケット
／スチール（樹脂コーティング）●空焚き安全装置・漏電ブレーカー付き●キャスター：φ100mm（対角スト
ッパー付き）●バスケット装着可能数：2個●スチームタイプ

品番 型番 色 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-7324-03 HS-BE ベージュ 595×530×735（755・775） ¥16,800 ¥12,600
0-7324-04 HS-P ピンク 595×530×735（755・775） ¥16,800 ¥12,600

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-667-01 8700 530×460×660～760 ¥20,500 ¥17,425

品番 色 幅×奥行×高さ（mm） 重量（kg） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-3508-31 ラベンダー 770（640）×410×920 39.5 ¥228,000 ¥205,200
※（　）内は持手部を除いた寸法です。　※バスケットは別売です。ナビスカタログP1264を参照下さい。

2525%%
OFFOFF

1515%%
OFFOFF

HS-BE（ベージュ） HS-P（ピンク）

460

～

560㎜
折りたたみ時

保温温度は低･中･高の3段階!! コストパフォーマンスの一品。

770（640）㎜ 410㎜

専用バスケット
（別売）

1010%%
OFFOFF

パネル部

2020%%
OFFOFF

洗いやすい
背フレーム！！

脚部スイングアウト

510㎜510㎜

「再沸騰ボタン」で
タオルの雑菌の
繁殖を抑制

920㎜
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□大 阪 本 社　□東 京 支 店　□横 浜 支 店　□名古屋支店　□札幌営業所　□仙台営業所
□大宮営業所　□西東京営業所　□静岡営業所　□京都営業所　□神戸営業所　□高松営業所
□広島営業所　□福岡営業所　□沖縄営業所

カスタマー相談センター
商品の内容に関するお問い合わせ専用窓口

TEL 0120-711-875
FAX 0120-700-763
URL https://help.as-1.co.jp/q

ナビス

フック

オレンジ-01 ブルー-02 グリーン-03

ヒョウ フラワー

7cm対応

450㎜

品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-1836-11 BC30BL 460×508×760 ¥25,500 ¥20,400
8-1836-12 BC30PK 460×508×760 ¥25,500 ¥20,400
仕様  ●材質：本体／スチール粉体塗装、天板／ ABS樹脂、棚板／スチール、タオル掛け（左

右2ヶ所）／スチールメッキ仕上げ●収納天板寸法：376×376mm●有効内寸法：引出し／
355×400×86.5mm、下段開き戸／383×449.2×453mm●収納天板耐荷重：15kg●キ
ャスター：約φ50mmナイロン製（前輪ストッパー付き）●重量：17.8kg●棚板×1枚付き

引出しは鍵付きだから患者さ
まにも安心して使っていただけ
ます。

抵抗器有

エアーマット・居室備品

品番 仕様 抵抗器 サイズ（㎜） 価格 セール価格（税抜）

8-6500-※ スタンダード 無し 452（638）×625×820～1060 ¥48,000 ¥38,400
8-6501-※ 抵抗器付 有り 452（638）×625×820～1060 ¥59,000 ¥47,200
8-6500-11 専用点滴棒 高さ：1500～2000mm ¥12,000 ¥9,600
8-6500-12 専用酸素ボンベ架 500ℓボンベ用 ¥16,000 ¥12,800
8-9294-01 スタンダードヒョウ 無し 452（638）×625×820～1060 ¥51,000 ¥40,800
8-9294-02 スタンダードフラワー 無し 452（638）×625×820～1060 ¥51,000 ¥40,800
8-9294-03 抵抗器付ヒョウ 有り 452（638）×625×820～1060 ¥62,000 ¥49,600
8-9294-04 抵抗器付フラワー 有り 452（638）×625×820～1060 ¥62,000 ¥49,600

※幅1mで約3台分収納できます。※（ ）内寸法は最大幅です。
仕様  ●材質：本体／スチール（塗装仕上げ）、マット部／ウレタン・合皮レザー巻●手摺内寸法：480×300mm●ハンドルの高さ：820 ～

1060mm（無段階）●キャスター：φ110mm（4輪自在・ストッパー無し）●耐荷重：80kg●重量：約12kg

収納ができます。

[Domus 3＋マットレス5]
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

7-1308-01 Domus 3＋マットレス5 900×2000×127 ¥128,000 ¥102,400

[Domus 3＋マットレス4]
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm） 価格（税抜） セール価格（税抜）

0-8148-21 Domus 3＋マットレス4 800×1900×102 ¥72,000 ¥57,600

特長  
● 予防からNPUAPのステージ03状態まで
の方に適しています。
● 各セルは約8分間隔で膨張・収縮を交互に
繰り返します。
● 頭3セルは船酔い低減のため、圧固定にな
っています。
● 静止モードは患者の体位変換や着替えな
どの介助に役立ちます。
●  CPRプラグで心肺蘇生に対応します。
● 防水カバーは液体の浸透を防ぎ、表面にコ
ーティングされた銀イオンの抗MRSA効果
により、交差感染のリスクを低減します。
仕様

●材質：セル／ナイロン・TPU（熱可塑性ポリウレタン）、
カバー／ナイロン・PU（ポリウレタン）（銀イオンコーテ
ィング）●エアーポンプサイズ：（幅）290×（長さ）185×
（高さ）126mm●重量：マットレス／5.2kg、エアーポン
プ／2.2kg●電源：AC100V　50/60Hz●エアセル数：
17本●CPR（心肺蘇生）対応●圧力低下アラーム付き

特長  
● 予防からNPUAPのステージ03状態まで
の方に適しています。
● 各セルは8分サイクルで膨張・収縮を行い
ます。
● 頭3セルは船酔い低減のため、圧固定にな
っています。
● カバーはバクテリアと水分の浸透を防ぎ、
難燃性を兼ね備えています。
●CPRプラグで心肺蘇生に対応します。
● 体重参考インジケーターが最適な圧力設
定をお手伝いします。
仕様

●材質：セル・カバー／ナイロン・TPU（熱可塑性ポリウ
レタン）●エアーポンプサイズ：（幅）290×（長さ）185×
（高さ）126mm●重量：マットレス／3.8kg、エアーポン
プ／2.2kg●電源：AC100V 50/60Hz●エアセル数：
18本●CPR（心肺蘇生）対応●圧力低下アラーム付き

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

品番 幅×奥行×高さ（mm） 重量（kg） 価格(税抜) セール価格（税抜）

0-1166-01 500×350×570～870 7 ¥19,800 ¥15,840
品番 型番 幅×奥行×高さ（mm）重量（kg） 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-1747-01 No.717 760×390×670～1100 8.7 ¥22,000 ¥17,600

特長  
● 引出しは患者様も安心な鍵
付きです。
● 作業面を広げる事ができる収
納式の天板が付いています。

特長  
● サイドテーブル、読書スタンド、メモ台として使用できます。
● 高さは570～870mm、角度は180°簡単に調節できます。
● テーブルを傾斜して使用しても脱落しない滑り止めが付いています。

特長  
● 板バネ式昇降タイプで高さは無段階で調節が可能です。
● 低床タイプベッドにも対応しています。
仕様

●材質：本体／スチール、天板／MDF化粧板●ベース高さ：50mm●テーブルサイズ：760×
380mm●耐荷重：15kg●キャスター：φ50mm（2輪ストッパー付き）●組み立て式（要工具）

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

2020%%
OFFOFF

仕様  ●天板寸法：500×350mm●耐荷重：10kg●キャスター：φ30mm（ストッパー
無し）●組み立て式

BC30BL

BC30PK

折りたたみ時

760mm760mm
570～
870mm

350mm350mm
500mm500mm

508mm508mm

460mm460mm

天板の角度を
180°調整で
きます。

酸素ボンベ架、点滴ルー
トを付けたままでもネ
スティングが可能です。

頭部3セルは圧固定 頭部3セルは圧固定

CPRプラグ付 CPRプラグ付

670～
1100mm

380mm380mm

390mm390mm

760mm760mm

セット内容

●マットセット（エアセル17本）●ポンプ●接続ホース●防水カバー（銀抗菌加工）

セット内容

●マットセット（エアセル18本）・ポンプ●接続ホース●防水カバー

使用例

これから増えるリハビリ需要に！！
省スペースタイプ登場！！
ネスティングすると2台分のスペースに
4台収納できます。※当社比

特長  
●ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
●抵抗器付きは、速度の調整を行うことができます。
●両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
●専用点滴棒・専用酸素ボンベスタンド（別売）を取り付けることができます。

●8-6500・8-6501カラーコード表

コード -01 -02 -03
色 オレンジ ブルー グリーン

※ご注文の際はカラーコード表にて色の指定を
お願いします。

品番 型番 色 価格(税抜) セール価格（税抜）

8-9293-01 Rkun-LO オレンジ ¥69,000 ¥55,200
8-9293-02 Rkun-LB ブルー ¥69,000 ¥55,200
8-9293-03 Rkun-LG グリーン ¥69,000 ¥55,200

仕様  ●材質：本体／スチール（塗装仕上げ）、マット部
／ウレタン・合皮レザー巻●手すり内寸法：450×280mm
●キャスター：（前輪自在）φ100mm・（後輪固定）φ
70mm●ハンドル高さ：750～1070mm（ピッチ40mm・
9段階）●耐荷重：80kg●重量：約12kg

特長 　
● 低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器
です。
● ネスティングが可能ですので、保管場所を取
りません。

ネスティング使用例

スタンダード

耐次亜 非課税商品耐アルコール

耐次亜 非課税商品耐アルコール
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