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患者さま一人ひとりを想い、

日々の業務にまごころを込める。

仲間とコミュニケーションを深めて、

チーム医療を進めていく。

その充実した医療の拠点となるのが

スタッフステーションです。

風通しのよいパブリック空間として

効率のよさと、居心地のよさ、どちらもかなえる

より働きやすい環境づくりを。

オリバーは、現場の声に耳を傾け、

患者さまともっと向き合える医療空間を

スタッフのみなさまとともに実現していきます。

サイズ、収納パターンを豊富に取り揃えた
作業台。慎重な混注作業をサポートします。

IT化による働き方の変化に対応し、
効率の良いチーム医療をサポートします。

国際標準規格のトレーや薬品保管庫等の
豊富な収納で病棟で扱う薬剤を保管します。

HEARTFUL DESIGN

OLIVER POLICY

患者さまの笑顔を支える、　
スタッフの力になりたい。

スタッフステーションを、より快適な空間へ

調剤・管理エリア

作業エリア

ワークエリア
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スタッフのみなさんの声から生まれた、次世代カート＆ナーステーブル「AirMo」。

パソコン・周辺機器のワイヤレス充電ができ、業務の効率化をサポートします。

完全ワイヤレスをかなえ、充電し忘れやコード断線のリスクを回避。

医療現場の未来を見つめて「あったらいいな」をカタチにしました。
エアモ
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● 業務中、コードを繋いだり抜いたりする余裕がない
● コードを束ねずピットを離れるから、テーブルが乱雑に
● 見た目の印象も良くなく、清潔感に欠ける

● カートを動かして接続するだけの簡単充電
● テーブルがすっきりしているので清潔感がある
● テーブルでの作業がしやすい
● シンプルだから簡単メンテナンス

※特許出願中

ワイヤレス充電のメリット

ワイヤレスだから、ピットインもスムーズ。
クリーンで広くなったテーブルであらゆる作業がストレスなく行えます。

壁で充電 床で充電スタンドで充電
充電方法  ［電磁誘導方式］

オリバーではこのようなニーズを踏まえ、
多様性のある充電方式を開発しています。

充電忘れのリスクを回避1 断線のリスク回避2 ホコリがたまらない3

テーブルをミーティングの場に4 コミュニケーションが増える5 動線を広く確保できる6

カートをテーブルに近づけ、足元の
ガイドにきちんと挟まるまで押す

1

PCの充電が可能な状態

2

テーブル天板の
ライトが光ったら充電開始

3

AFTERBEFORE

もっと自由に
もっとやさしく

これからは院内のどこでも充電が
可能な時代に。

Oliver Column
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●  病室でカルテ入力

●  スタッフステーションで ●  廊下で簡単なカンファレンス
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■S・TJ-D001・□ 
昇降式医療カート
電子カルテ対応
¥149,000（MW）
Ｗ450・D680・H865～1,145（天板820～1,100）
天板：抗ウイルスメラミン化粧板
木口：樹脂エッジ（ライトグレー）
天板ガード：スチール・クロムメッキ仕上
脚：アルミダイキャスト・粉体塗装
トレー：ABS樹脂（持続性帯電防止）
キャスター：φ100エラストマー
昇降装置：ガススプリング

■S・TJ-A001・BK・S
着脱式バスケットS

¥7,500
内寸：W70・D70・H100
主材：スチール・PEコーティング

■S・TJ-A001・BK・L
着脱式バスケットL

¥8,000
内寸：W120・D90・H100
主材：スチール・PEコーディング

■S・TJ-A001・TB
ゴミ袋ホルダー
¥9,000
W150・D165・H105
主材：スチール・PEコーティング

■S・TJ-A001・HK
バーコードリーダーフック
¥4,900
W65・D85・H27
主材：スチール・PEコーティング

キャスターには衝撃を和らげる軟質ダン
パーを装備。

足で踏んでロック・解除ができる使いやす
いキャスターを採用。

バーコードリーダーや
マウスなどの収納に便利です。

トレーは取り外して清掃、消毒が可能。
メンテナンスが容易です。

トレーは拭き取りやすい一体構造です。 国際標準規格の34トレーを採用
（S・KJ-B307・D）

グリップは握りやすさを考慮した形状です。

ボトルケースやボックス等を収納す
るオプションを取り付け可能です。

特注で着座姿勢での
PC作業に便利な天板
の前後反転タイプへ変
更可能です。

ナーステーブルワイヤレスチャージタイプ
に接続することでPCの充電が可能。通電
すると、充電ランプが点灯します。

スムーズな天板昇降は可動域280mmの
業界最高水準。

天板表面は抗ウイルス・抗菌性能のある、
清潔感に優れたメラミン化粧板を使用。
※特注仕様の場合は、その限りではあり
　ません。都度ご確認ください。

天板には配線をすっきりまとめるフックと
PC落下防止ガードを標準装備。

袋やコードがかけられる便利なハンドル
フック。

■S・TJ-A001・BK・LL
着脱式バスケットLL

¥14,000
内寸：W245・D90・H64
主材：スチール・PEコーディング

SB

医療カート

支柱カラー

MW
（ミルクホワイト）

SB
（シャーベットブルー）

SKP
（サクラピンク）

CP
（コスモスピンク）

※SB・SKP・CPは別注対応になります。ご希望の際は都度お問い合わせください。

品番の□に
カラーを
ご指定ください。
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天板サイズ

受 受 受

S・TJ-D001・WPT・□ 
昇降式医療カート チャージタイプ
電子カルテ対応

Ｗ450・D680・H865～1,145（天板820～1,100）
天板：抗ウイルスメラミン化粧板
木口：樹脂エッジ（ライトグレー）
天板ガード：スチール・クロムメッキ仕上
脚：アルミダイキャスト・粉体塗装
トレー：ABS樹脂（持続性帯電防止）
キャスター：φ100エラストマー
昇降装置：ガススプリング

MW

医療カート チャージタイプ

440

55
0

天板サイズ

NEW

テーブルトップ

TABLE

TOP

キャスター

ハンドル

CASTER/

HANDLE

トレー

TRAY

フック

HOOK

お客様の声に基づいて開発された昇降式医療用カート。

業界トップレベルのスムーズさを誇る昇降装置を採用。

人間工学に基づいた設計で、スタッフをサポートいたします。

OLIVER QUALITY

特許出願中

OPTION

※特注にて木目仕様も可能です。
　詳しくはお問い合わせください。
※木目仕様の抗ウイルスメラミン化粧板は、
　種類に限りがあります。

NEW

ＳＩＡＡマークはISO 21702法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

・抗ウイルス加工は、
　病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
天板トップ面
JP0122455X0002C有機系抗ウイルス剤・練込

天板トップ面
JP0612455X0002G

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

製品の天板には、SIAAの安全性に適合した抗ウイルス性能・抗菌性能を持った
メラミン化粧板を使用しています。

SIAA（抗菌製品技術協議会）とは
適正で安心できる抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品の普及を目的とし、
抗菌剤・防カビ剤・抗ウイルス剤および抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品のメーカー、
試験機関が集まってできた団体です。

AirMo

医 療 カート

MEDICAL CART
01
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S･KJ-D002･WPT･6･CT 
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面6口  サイドテーブル付

天板：抗ウイルスメラミン化粧板
木口：樹脂エッジ（ライトグレー）
フレーム：スチール・粉体塗装
脚端：M10アジャスター（TPU）
給電装置1口あたり最高出力：100W
※消費電力100W以下のPCをご使用ください。

S･KJ-D002･WPT･3
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 片面3口

天板：抗ウイルスメラミン化粧板
木口：樹脂エッジ（ライトグレー）
フレーム：スチール・粉体塗装
脚端：M10アジャスター（TPU）
給電装置1口あたり最高出力：100W
※消費電力100W以下のPCをご使用ください。

カートを接続したまま、ミー
ティングの場になります。

円滑な業務伝達を促すサイ
ドテーブル。

スムーズな接続
をサポートする
脚形状です。

天板表面は抗ウイルス・抗菌
性能のある、清潔感に優れた
メラミン化粧板を使用。※特注
仕様の場合は、その限りではあ
りません。都度ご確認ください。

ワークスタイルやスペースに合わせて幅広いバリエーションからお選びいただけます。

スタッフのミーティングの場としても利用できる、
両面チャージタイプのナーステーブルです。

天板下にコンセントタップを装備した、
スタンダードな仕様のナーステーブルです。

NURSE TABLE Series

ナーステーブル ワイヤレスチャージタイプ ナーステーブル コンセントタップ付タイプ

ス
リ
ム
タ
イ
プ

（
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
付
）

ス
リ
ム
タ
イ
プ

ワ
イ
ド
タ
イ
プ

（
サ
イ
ド
テ
ー
ブ
ル
付
）

ワ
イ
ド
タ
イ
プ

6台用 4台用 6台用 4台用

S・KJ-D002・T・6W・CT
ナーステーブル
両面6台用
W2,400・D800・H930（天板D600）

S・KJ-D002・T・6W
ナーステーブル
両面6台用
W1,800・D600・H930

S・KJ-D002・T・4W・CT
ナーステーブル
両面4台用
W1,830・D800・H930（天板D600）

S・KJ-D002・T・4W
ナーステーブル
両面4台用
W1,230・D600・H930

S・KJ-D002・T・6
ナーステーブル
両面6台用
W1,800・D400・H930

S・KJ-D002・T・6・CT
ナーステーブル
両面6台用
W2,400・D800・H930（天板D400）

S・KJ-D002・T・4・CT
ナーステーブル
両面4台用
W1,830・D800・H930（天板D400）

S・KJ-D002・T・4
ナーステーブル
両面4台用
W1,230・D400・H930

S･KJ-D002･WPT･6･CT
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面6口
W2,405・D800・H940（天板D400）

S･KJ-D002･WPT･4･CT
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面4口
W1,845・D800・H940（天板D400）

S･KJ-D002･WPT･6W
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面6口
W1,810・D600・H940

S･KJ-D002･WPT･4W
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面4口
W1,250・D600・H940

S･KJ-D002･WPT･6
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面6口
W1,810・D400・H940

S･KJ-D002･WPT･4
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面4口
W1,250・D400・H940

S･KJ-D002･WPT･6W･CT
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面6口
W2,405・D800・H940（天板D600）

S･KJ-D002･WPT･4W･CT
ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 両面4口
W1,845・D800・H940（天板D600）

OPTION

OLIVER QUALITY

受

コンパクトなワークスペースにもお使いいただける、
壁面用チャージタイプのナーステーブルです。

天板下にコンセントタップを装備した、
スタンダードな仕様の壁面用ナーステーブルです。

壁面用ナーステーブル ワイヤレスチャージタイプ 壁面用ナーステーブル コンセントタップ付タイプ

3台用 2台用 3台用 2台用

S･KJ-D002・T・3
壁面用ナーステーブル
片面3口
W1,800・D300・H930

S･KJ-D002・T・2
壁面用ナーステーブル
片面2口
W1,230・D300・H930

S･KJ-D002･WPT･3
壁面用ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 片面3口
W1,810・D300・H940

S･KJ-D002･WPT･2
壁面用ナーステーブル
ワイヤレスチャージタイプ 片面2口
W1,250・D300・H940

ワイヤレス充電ができない場
合の非常用電源が標準装備
されています。※定格容量を
超えるおそれがあるため、非
常時のみご使用ください。

固定アンカー 1台用セット

■S･KJ-D002･WPT･AN
ワイヤレスチャージタイプ

■S･KJ-D002･T･AN
コンセントタップ付タイプ
¥10,000
※両面ナーステーブルは必ず床面に
　固定してご使用ください。
※表示価格に施工費は含まれておりません。

■S・KJ-B002・CU
天井配線ユニット
¥29,800
φ200・H1,470・1,550
主材：スチール・粉体塗装
※表示価格に施工費は
　含まれておりません。

コンセントタップ付タイプ
天板：抗ウイルスメラミン化粧板
木口：樹脂エッジ
フレーム：スチール・粉体塗装
AC100V電源付

基本スペック

本製品の設置には、総務省が定める電波
利用に関する規定（電波法）に基づき「高
周波利用設備許可申請」が必要です。

高周波利用設備許可申請とは…
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信､電話､その他の通信設備、および10kHz以上の高周波電流または一定の電力を使用する各種設備については､原則として個別に設置許
可を受けるよう定められています｡高周波利用設備は設備から電波が発射されることとなり、他の無線通信に妨害をあたえるおそれがあるため、規制の対象とされています。また、許可を受
けた設備を変更（増設、撤去、設置場所の変更等）しようとする時、廃止しようとする時または譲り渡す時等の場合にも手続きが必要となります。
お客様より最寄の総合通信局へ「高周波利用設備許可申請」の届出が必要となります。申請書類は弊社でご用意いたします。詳しくはお問い合わせください。（申請には通常1ヶ月程かかります。）

作業効率を高めるナーステーブル。チャージタイプはカート

とつなげるだけで簡単に充電可能です。単体で作業用テー

ブルとして、またカートを接続してミーティングテーブルとし

てもお使い頂けます。

特許出願中

ＳＩＡＡマークはISO 21702法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

・抗ウイルス加工は、
　病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
天板トップ面
JP0122455X0002C有機系抗ウイルス剤・練込

天板トップ面
JP0612455X0002G

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

製品の天板には、SIAAの安全性に適合した抗ウイルス性能・抗菌性能を持った
メラミン化粧板を使用しています。

SIAA（抗菌製品技術協議会）とは
適正で安心できる抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品の普及を目的とし、
抗菌剤・防カビ剤・抗ウイルス剤および抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品のメーカー、
試験機関が集まってできた団体です。

AirMo

ナーステーブル

NURSE TABLE
NEW

S･KJ-D002･T･ANS･KJ-D002･WPT･AN
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■S・CN-18LR・K・□
ナースチェア
¥76,000
W510・D425・H695~870・SH475~650
張材：ビニールレザー［AL-06J］
脚：スチール芯・
      ポリプロピレン樹脂カバー付
      φ50ナイロン双輪キャスター
背部：樹脂製
ガス上下昇降装置

■S・CN-16L・K
ナースチェア
¥77,600
φ510・D500・H685～860・SH475～650
張材：ビニールレザー［AL-04V］
脚：スチール芯・
      ポリプロピレン樹脂カバー付
      φ50ナイロン双輪キャスター
ガス上下昇降装置

■S・TJ-1805・A 
¥169,000
W1,800・D900・H900

■S・TJ-1805・B
¥220,000
W2,400・D900・H900

Ｒ形状で全方位からアクセスしやすい、

ナースステーション用テーブルです。

カラー

PK VI GR

品番の□に
カラーを
ご指定ください。

本体カラー

WH BK

品番の□に
カラーを
ご指定ください。

背中は折りたたみ式です。

天板：メラミン化粧板
木口：樹脂エッジ
脚：スチール・粉体塗装（シルバー）
配線キャップ付属

W510・D510・H665～835・SH465～635
張材：ビニールレザー［CL-15L］
背：ポリプロピレン
座：モールドウレタン
脚：ポリプロピレン・スチール
脚端：φ50ナイロン双輪キャスター
昇降機能付

■S・CN-B395・K・H
ナースチェア

A    ¥53,000
B    ¥53,600
C    ¥54,200
D    ¥54,800
E    ¥55,400
F    ¥56,000

ナースチェア

ナーステーブル

NURSE CHAIR

ワゴン

NURSE TABLE WAGON

本体・引出し：スチール鋼板・粉体塗装
φ30ナイロン双輪キャスター
転倒防止キャスター
A4のファイルが収納できます。

PROJECTS

納入実績

■S・OW-D496・□
ワゴン
¥34,700
W395・D550・H615

1

1

5

32

4

1.「医療法人誠心会　前原総合医療病院」鹿児島県日置市
2.「TMGあさか医療センター」埼玉県朝霧市
3.「藤田医科大学 岡崎医療センター」愛知県岡崎市
4.「山梨大学医学部附属病院」山梨県中央市
5.「医療法人えいしん会 岸和田リハビリテーション病院」
　大阪府岸和田市

03

そ
の
他
ア
イ
テ
ム

納
入
実
績
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スタッフステーション用キャビネットLILEYに、
新しくLILEY Liteシリーズが仲間入り。安全性、清潔感、丈夫さ、
使いやすさはそのままに、よりお求めやすくなりました。
アイテムのバリエーションが増え、現場に合わせたカスタマイズにも
柔軟に対応します。作業台や搬送カートなどとの互換性があるトレーも、
種類が豊富で使い勝手に優れた仕様です。

スタッフステーション用キャビネット LILEYもご用意しております。 
詳細は別冊パンフレットをご覧ください。 

ライリーライト

1413



64トレー・引出付 64トレー・引出無

本体： 低圧メラミン化粧板
木口： 樹脂エッジ
扉： 低圧メラミン化粧板・強化ガラス
樹脂サイドレール仕様
アジャスター付
上部収納： 可動棚付
前扉・シャッター鍵付
※大型製品のため、運賃は別途
　お見積もりとなります。

国際標準規格の64トレーを収納できるキャビネットシリーズ。
スペースやワークスタイルに合わせて、幅広いバリエーションからお選びいただけます。

テンキー式

OPTION

LILEY L i te

材料キャビネットMATERIAL CABINET

★S・KJ-B309
薬品保管庫 テンキー式 大 扉3枚付
¥350,000
W560・D400・H520
本体フレーム： スチール（カギ付き）
仕様：電池式テンキー付   扉小部 可動棚 1枚付
　　  扉大部 可動棚 1枚付

受

★S・KJ-B309・IC
薬品保管庫 
ICカード錠式履歴管理仕様
¥398,000
※ICカード錠は1～3個まで取り付け可能です。
　詳しくはお問い合わせください。

受

★S･KJ-D546
薬品保管庫　テンキー式 シリンダー錠付
¥100,000
W280・D400・H300
本体フレーム： スチール（カギ付き）
仕様：電池式テンキー付 シリンダー錠付
　　  内部 可動棚 1枚付

受

★S･KJ-D546・IC
薬品保管庫 
ICカード錠式履歴管理仕様
¥148,000

受

履歴管理付ICカード錠式

S・KJ-B309・IC、S・KJ-D546・ICを
ご注文いただくと、カードセットがついてきます。

カード
セット内容

★S･KJ-D547
個人用カード ×1枚
¥3,000
※追加で個人用カードを
　お求めの場合に、
　ご注文ください。

受

★S･KJ-D545･A･OP･H
　ハイタイプ 
　上部収納・下部引出付
　¥364,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･A･OP･M
　ミドルタイプ
　下部引出付
　¥274,000
　W650・D550・H1,690

オープンキャビネット64

セット内容

S・KJ-B307・A ×2

S・KJ-B307・B ×4

S・KJ-B307・C ×2

セット内容

S・KJ-B307・A ×2

S・KJ-B307・B ×4

S・KJ-B307・C ×2

Mサイズ Lサイズ S・KJ-B307・A ×2

S・KJ-B307・B ×4 モード設定カード ×1枚
メンバー登録カード ×1枚
メンバー削除カード ×1枚 

履歴抽出カード ×1枚
非常キー ×1個

オープンキャビネット64

シングルグラスキャビネット64 シングルグラスキャビネット64

ダブルグラスキャビネット64

シャッターキャビネット64

ダブルグラスキャビネット64

シャッターキャビネット64

基本スペック

★S･KJ-D545･A･GS･H
　ハイタイプ
　上部収納・下部引出付
　¥516,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･A･GS･M
　ミドルタイプ
　下部引出付
　¥426,000
　W650・D550・H1,690

★S･KJ-D545･A･GD･H
　ハイタイプ
　上部収納・下部引出付
　¥509,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･A･GD･M
　ミドルタイプ
　下部引出付
　¥419,000
　W650・D550・H1,690

★S･KJ-D545･A･SH･H
　ハイタイプ
　上部収納・下部引出付
　¥590,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･A･SH･M
　ミドルタイプ
　下部引出付
　¥500,000
　W650・D550・H1,690

★S･KJ-D545･B･OP･H
　ハイタイプ　上部収納
　¥334,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･B･OP･L
　ロータイプ
　¥206,000
　W650・D530・H870

★S･KJ-D545･B･OP･M
　ミドルタイプ
　¥244,000
　W650・D530・H1,690

★S･KJ-D545･B･GS･H
　ハイタイプ　上部収納
　¥486,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･B･GS･L
　ロータイプ
　¥265,000
　W650・D550・H870

★S･KJ-D545･B･GS･M
　ミドルタイプ
　¥396,000
　W650・D550・H1,690

★S･KJ-D545･B･GD･H
　ハイタイプ　上部収納
　¥479,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･B･GD･L
　ロータイプ
　¥288,000
　W650・D550・H870

★S･KJ-D545･B･GD･M
　ミドルタイプ
　¥389,000
　W650・D550・H1,690

★S･KJ-D545･B･SH･H
　ハイタイプ　上部収納
　¥560,000
　W650・D550・H2,290

★S･KJ-D545･B･SH･M
　ミドルタイプ
　¥470,000
　W660・D550・H1,690

H M H M L

H M

H M

H M

H M L

H M L

H M

全ての前扉に、扉が自然に開いた
り、収納物が飛び出すのを防ぐラッ
チ機構を標準装備

Mサイズの高さをH1,690に設定し、背の低い方でも最
上段に届きやすい設計

扉は耐久性に優れたアクシマート
蝶番のため、180度開閉可能であ
り、スタッフステーション内の動線
を遮らない仕様

オプションで、材料キャビネット内のお好みの高さに薬品保管庫を設置できます。
※金庫をキャビネットに取り付ける場合は、別途棚板が必要です。

お持ちのICカードをかざすことで鍵の開閉が可能です。
PCを使用した、操作履歴の管理も可能です。

国際標準規格の64トレーは、キャ
ビネットと作業台、アルミカートに
も使用でき、収納物を入れたままト
レーの入れ替えが可能

OLIVER QUALITY

1,690mm

NEW
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ハンガー付 ハンガー無

国 際 標 準 規 格 のトレーを収 納できる作 業 台

シリーズ。スペースに応じて選べるスリムタイプと

ワイドタイプに加え、作業に便利なIVハンガー付き

バリエーションとしてご用意しました。

LILEY L i te

作 業 台  

WORK TABLE
WORK TABLE Series

★S・KJ-D548・BXCT
　ゴミ箱カート
　¥53,000
　W465・D455・H305
　※ゴミ箱は別途手配となります。

★S･KJ-D548･A・S・180・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×10

　¥479,000
　W1,800・D650・H1,595

★S･KJ-D548･A・S・150・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×9

　¥475,000
　W1,500・D650・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

★S･KJ-D548･C・S・180・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×10

　¥614,000
　W1,800・D700・H1,595

★S･KJ-D548･C・S・150・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×9

　¥574,000
　W1,500・D700・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

★S･KJ-D548･A・W・180・IV
　両面ワイドタイプ IVハンガー×10

　¥661,000
　W1,800・D950・H1,595

★S･KJ-D548･A・W・150・IV
　両面ワイドタイプ IVハンガー×9

　¥636,000
　W1,500・D950・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×4　
S・KJ-B307・B ×12
S・KJ-B307・C ×4

セット内容
S・KJ-B307・A ×4　
S・KJ-B307・B ×12
S・KJ-B307・C ×4

★S･KJ-D548･A・S・120・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×8

　¥449,000
　W1,200・D650・H1,595

★S･KJ-D548･A・S・90・IV
　両面スリムタイプ IVハンガー×6

　¥300,000
　W900・D650・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×1　
S・KJ-B307・B ×3
S・KJ-B307・C ×1
S・KJ-B307・E ×5

セット内容
S・KJ-B307・A ×1　
S・KJ-B307・B ×3
S・KJ-B307・C ×2

★S･KJ-D548･A・S・180
　両面スリムタイプ
　¥399,000
　W1,800・D650・H1,595

★S･KJ-D548･A・S・150
　両面スリムタイプ
　¥397,000
　W1,500・D650・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

★S･KJ-D548･C・S・180
　両面スリムタイプ
　¥469,000
　W1,800・D700・H1,595

★S･KJ-D548･C・S・150
　両面スリムタイプ
　¥444,000
　W1,500・D700・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

セット内容
S・KJ-B307・A ×2　
S・KJ-B307・B ×6
S・KJ-B307・C ×2

★S･KJ-D548･A・W・180
　両面ワイドタイプ
　¥608,000
　W1,800・D950・H1,595

★S･KJ-D548･A・W・150
　両面ワイドタイプ
　¥606,000
　W1,500・D950・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×4　
S・KJ-B307・B ×12
S・KJ-B307・C ×4

セット内容
S・KJ-B307・A ×4　
S・KJ-B307・B ×12
S・KJ-B307・C ×4

★S･KJ-D548･A・S・120
　両面スリムタイプ
　¥369,000
　W1,200・D650・H1,595

★S･KJ-D548･A・S・90
　両面スリムタイプ
　¥239,000
　W900・D650・H1,595

セット内容
S・KJ-B307・A ×1　
S・KJ-B307・B ×3
S・KJ-B307・C ×1
S・KJ-B307・E ×5

セット内容
S・KJ-B307・A ×1　
S・KJ-B307・B ×3
S・KJ-B307・C ×2

本体： スチール
天板：メラミン化粧板
キャスター： φ100エラストマー
IVハンガー： ステンレス

基本スペック

ス
リ
ム
タ
イ
プ

ス
リ
ム
タ
イ
プ

（
ゴ
ミ
箱
カ
ー
ト
ス
ペ
ー
ス
付
）

ワ
イ
ド
タ
イ
プ

NEW

すべてのキャスターは足で踏んでロック・解除が
できる使いやすい仕様

天板には樹脂エッジによるこぼれ止め
を標準装備

IVハンガーには吊下荷重10kgf / 個のステンレス製点滴フックを採
用、ハンガーレールを取り外して通常の作業台としても使用可能

OLIVER QUALITY

本体がスチール製のため、側面に
マグネットなどの取り付けが可能

国際標準規格の34・64トレーを収納可能 前後からトレーの取り出しが可能

OPTION
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★S・KJ-B305・20
アルミ与薬カート
2列10段 20床用（8日分）
¥453,300
W886・D534・H1,170

★S・KJ-B304
救急カート
¥391,000
W585・D485・H1,000
本体：アルミ アルマイト仕上げ
引き出し：スチール 塗装仕上げ
天板：強化ガラス
拡張天板：メラミン化粧板
パネル：メラミンソリッド
キャスター：φ100エラストマー

★S・KJ-B305・24
与薬カート 24床用
¥488,800
Ｗ885・D535・H1,335

★S・KJ-B305・36・B
与薬カート 36床用
¥676,000
Ｗ1,545・D535・H1,090

★S・KJ-B305・27
与薬カート 27床用
¥527,600
Ｗ1,220・D535・H1,090

★S・KJ-B305・30
与薬カート 30床用
¥572,900
Ｗ1,220・D535・H1,170

★S・KJ-B305・36・A
与薬カート 36床用
¥622,400
Ｗ1,220・D535・H1,335

★S・KJ-B305・48
与薬カート 48床用
¥757,600
Ｗ1,545・D535・H1,335

★S・KJ-B305・40
与薬カート 40床用
¥702,600
Ｗ1,545・D535・H1,170

本体：アルミニウム 鍵付き
パネル：アルリーダー 白色
キャスター：φ125エラストマー

1.  与薬トレー用引出　外寸 W315・D437・H77
2.  持参薬収納スペース　内寸 W299・D50・H67
3.  曜日カード（無地）
4.  与薬トレーシール　アクリルカバー付き
5.  名札カード
6.  情報カード　情報シール　※オプション対応
7.  与薬トレー　内寸 W70・D35・H30

（グリーン）（イエロー）（パープル）（グレー）

1

2 3

74 5 6
盗難事故防止や個人情報の保持に便利な
鍵付き

対角のキャスターは足で踏んでロック・解除が
できる使いやすい仕様

衝撃を和らげる
軟質ダンパー

引出や与薬トレーオプションの詳細は別途
お問い合わせください。

LILEY LILEY

盗難事故防止や個人情報の保持に便利な
鍵付き透明シャッター

対角のキャスターは足で踏んでロック・解除
ができる使いやすい仕様

衝撃を和らげる
軟質ダンパー

掲載品以外のラインナップについ
ては別途お問い合わせください。

★S・KJ-B302
材料搬送カート64 1列10段
¥562,100
W840・D560・H1,655

S・KJ-B307・A ×2
S・KJ-B307・B ×5
S・KJ-B307・C ×2

セット内容

★S・KJ-B303・A
注射薬カート34 2列9段
¥510,500
W880・D560・H1,530

S・KJ-B307・E ×18

セット内容

★S・KJ-B303・C
注射薬カート34 4列9段
¥897,000
W1,550・D560・H1,530
本体：アルミ アルマイト仕上げ 
         シャッター鍵付
パネル：アルリーダー 白色
キャスター：φ125エラストマー

S・KJ-B307・E ×36

セット内容

★S・KJ-B303・B
注射薬カート34 3列9段
¥651,200
W1,215・D560・H1,530

S・KJ-B307・E ×27

セット内容

国際標準規格の34・64トレーを収納できるアルミ

カートシリーズ。堅牢性に優れたアルミ製の本体

にキャスターを搭載し、安全でスムーズな搬送を

実現します。

ALUMINUM
CARRIER CART
アルミ搬送カート

患者様1人分の定時薬を1週間＋1日分セッティン

グ可能な与薬引出。毎日の重要な与薬管理業務

をサポートします。

ALUMINUM
MEDICATION CART
アルミ与薬カート 受

OLIVER QUALITY

OLIVER QUALITY

★S・KJ-B303・D
注射薬カート34 3列8段
¥596,000
W1,215・D560・H1,405

S・KJ-B307・E ×24

セット内容

NEW
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★S・KJ-B308・PA・B
モジュラートレー
64・10 34・10用仕切り板
¥1,100
W352・D17・H98

★S・KJ-B308・IN・A
トレーインサート
¥1,680
内寸 W220・D94・H49

★S・KJ-B308・IN・B
トレーインサート
¥2,040
内寸 W322・D100・H49

★S・KJ-B308・IN・C
トレーインサート
¥1,504
内寸 W322・D40・H49

★S・KJ-B308・IN・D
トレーインサート名札
¥550
主材：PA6

★S・KJ-B308・IN・E
トレーインサート仕切り板
¥800
主材：ABS樹脂 
　　 （持続性帯電防止）

★S・KJ-B308・PA・C
モジュラートレー
34・10用仕切り板
¥830
W252・D17・H98

★S・KJ-B308・PA・E
モジュラートレー
64・17 34・17用仕切り板
¥1,230
W352・D17・H158 ★S・KJ-B308・NP

名札
¥260

★S・KJ-B308・CH
名札・注射箋ホルダー
¥790

★S・KJ-B308・PA・D
モジュラートレー
64・17用仕切り板
¥1,280
W552・D17・H158

★S・KJ-B308・PA・A
モジュラートレー
64・10用仕切り板
¥1,250
W552・D17・H98

オプション価格
¥9,664
S・KJ-B308・IN・B×4
S・KJ-B308・IN・C×1

オプション価格
¥10,624
S・KJ-B308・IN・A×3
S・KJ-B308・IN・B×2
S・KJ-B308・IN・C×1

オプション価格
¥13,536
S・KJ-B308・IN・C×9

オプション価格
¥11,592
S・KJ-B308・IN・A×3
S・KJ-B308・IN・B×1
S・KJ-B308・IN・C×3

オプション価格
¥11,584
S・KJ-B308・IN・A×6
S・KJ-B308・IN・C×1

オプション価格
¥3,600
S・KJ-B308・PA・A×2
S・KJ-B308・PA・B×1

オプション価格
¥6,750
S・KJ-B308・PA・A×1
S・KJ-B308・PA・B×5

オプション価格
¥6,250
S・KJ-B308・PA・A×5
S・KJ-B308・PA・B×0

オプション価格
¥3,740
S・KJ-B308・PA・D×1
S・KJ-B308・PA・E×2

オプション価格
¥5,020
S・KJ-B308・PA・D×2
S・KJ-B308・PA・E×2

オプション価格
¥2,560
S・KJ-B308・PA・D×2

オプション価格
¥5,800
S・KJ-B308・PA・A×2
S・KJ-B308・PA・B×3

オプション価格
¥2,350
S・KJ-B308・PA・A×1
S・KJ-B308・PA・B×1

オプション価格
¥4,700
S・KJ-B308・PA・A×2
S・KJ-B308・PA・B×2

オプション価格
¥2,510
S・KJ-B308・PA・D×1
S・KJ-B308・PA・E×1

オプション価格
¥6,250
S・KJ-B308・PA・D×2
S・KJ-B308・PA・E×3

オプション価格
¥4,080
S・KJ-B308・IN・B×2

オプション価格
¥1,930
S・KJ-B308・PA・B×1
S・KJ-B308・PA・C×1

オプション価格
¥3,860
S・KJ-B308・PA・B×2
S・KJ-B308・PA・C×2

オプション価格
¥4,690
S・KJ-B308・PA・B×2
S・KJ-B308・PA・C×3

オプション価格
¥2,200
S・KJ-B308・PA・B×2

オプション価格
¥2,760
S・KJ-B308・PA・B×1
S・KJ-B308・PA・C×2

オプション価格
¥6,016
S・KJ-B308・IN・C×4

オプション価格
¥5,040
S・KJ-B308・IN・A×3

★S・KJ-B307・E
モジュラートレイ中型　34・10

¥6,600
外寸法：W300・D400・H108
内寸法：W245・D345・H102
搭載加重：5kg

★S・KJ-B307・F
棚板 64

¥8,000
寸法 W600・D400・H12
主材：メラミン化粧板
搭載加重：10kgf

★S・KJ-B307・G
棚板 34

¥5,200
寸法 W400・D300・H12
主材：メラミン化粧板
搭載加重：5kgf
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34・05  浅型トレー 34・10  中型トレー 棚板

国際標準規格対応のトレー。オプションを利用し、

効率よく収納することができます。

主材：ABS樹脂 
　　 （持続性帯電防止）

主材：ABS樹脂 
　　 （持続性帯電防止）

NP
CH

D

E

材質：ABS持続性帯電防止樹脂

★S・KJ-B307・A
トレイ浅型　64・05

¥8,800
外寸法：W600・D400・H55
内寸法：W538・D338・H52
搭載加重：10kg

受 ★S・KJ-B307・B
モジュラートレイ中型　64・10

¥13,200
外寸法：W600・D400・H108
内寸法：W535・D335・H102
搭載加重：10kg

受 ★S・KJ-B307・C
モジュラートレイ深型　64・17

¥17,600
外寸法：W600・D400・H168
内寸法：W528・D328・H162
搭載加重：10kg

受 ★S・KJ-B307・D
トレイ浅型　34・05

¥5,300
外寸法：W300・D400・H55
内寸法：W245・D345・H52
搭載加重：5kg

受

LILEY 

キャビネット用トレー

TRAY

OPTIONOPT ION

64・05  浅型トレー 64・10  中型トレー 64・17  深型トレー

0404

ラ
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ー
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■S・KJ-C478・B・AD・□
アクリル両開き扉
¥626,000
W665・D560・H1,800
トレー付属（浅型×2、中型×4、
深型×2）
扉、引出シリンダー錠付

■S・KJ-C478・C・AD・□
ワゴン収納上置きアクリル両開き扉
¥165,000
W665・D560・H900
扉シリンダー錠付

■S・KJ-C478・D
ワゴン収納下置き
¥85,000
W1,330・D560・H900

■S・KJ-C478・C・D・□
ワゴン収納上置き両開き扉
¥145,000
W665・D560・H900
扉シリンダー錠付

■S・KJ-C478・L/R・□
サイドパネル（左/右）
¥40,000
D560・H2,010・t18
※キャビネット本体を連結しない（側面が壁に接しない）場合は、
　必ずサイドパネルをお取り付けください。

■S・KJ-C478・A・D・□
上置き両開き扉
¥53,000
W665・D560・H300

■S・KJ-C478・A・OP
上置きオープン棚
¥39,000
W665・D560・H300

■S・KJ-C478・B・D・□
両開き木扉
¥606,000
W665・D560・H1,800
トレー付属（浅型×2、中型×4、
深型×2）
扉、引出シリンダー錠付

■S・KJ-C478・B・SH・□
シャッター扉
¥646,000
W665・D560・H1,800
トレー付属（浅型×2、中型×4、
深型×2）
扉、引出シリンダー錠付

■S・KJ-C478・B・OP・□
オープン
¥446,000
W665・D560・H1,800
トレー付属（浅型×2、中型×4、
深型×2）
扉、引出シリンダー錠付

下段引出はトレーごと荷物の取り出
しが可能です。

扉の隙間がなく、ホコリが入らない仕様です。 ヒンジは180°開くアングル蝶番
仕様です。

シリンダー錠は同一番号または
別番号で設定することができます。

受

本体：低圧メラミン化粧板
扉・サイドパネル：低圧メラミン化粧板
木口：樹脂エッジ

※大型製品のため、運賃は別途お見積りとなります。

木部カラー

品番の□に木部カラーをご指定ください。

SWU
ホワイト
ウッド

SNT
ナチュラル

SMB
ミディアム
ブラウン

SDB
ダーク
ブラウン

SBU
ブラック
ウッド

トレー（浅型）
W600・D400・H47
本体：ポリカーボネート

トレー（中型）
W600・D400・H112
本体：ポリカーボネート

トレー（深型）
W600・D400・H170
本体：ポリカーボネート

中身が視認できるクリア
トレー。トレーは追加が
可能です。

オプションで金庫の取り
付けが可能です。キーはシ
リンダー錠、テンキー錠、
ICカード錠からお選びい
ただけます。

設置場所に合わせ、サイズの別注
対応が可能です。

上置き

材料キャビネット

サイドパネルワゴン収納タイプ

下段のフリースペースに
ワゴンやゴミ箱等を

収納できるタイプ。

（本体たわみ防止用）

LINEUP

木製キャビネット

WOODEN CABINET
国際標準規格の64トレーを収納できるキャビネッ

トシリーズ。スペースに合わせて高さをカスタマイ

ズすることも可能です。空間に合わせて選べる５色

の木目柄をご用意しました。

OPTION

OLIVER QUALITY
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OLIVER QUALITY

1.特注造作対応

4

2

3

2.可動式上段収納 3.　表面仕上げの変更 4.薬品保管庫の設置

1

材料キャビネットと器材キャビネットを
組み合わせて、ご自由にカスタマイズいただけます。
ワークスタイルに合わせて最適な形を提案いたします。

特注で、キャビネットを間取りにぴったり収めることができます。
また、作業スペースやカートの収納等、造作棚の製作も可能です。
※トレイは規格品対応のみとなります。

オプションで上段収納を有効利用できる、
リフト式収納に変更可能です。

扉のメラミン化粧板は変更可能。意匠にもこだわ
ることでインテリア性はもちろん、スタッフや患者
さんのモチベーションの向上にも繋がります。

材料キャビネット内のお好みの高さ
に設置できる薬品保管庫。施錠時は
取り外せない安心設計です。

P RO J ECTS

納入実績

2 3

1

1.「医療法人 永井病院」三重県津市
2.「医療法人 永井病院」三重県津市
3.「医療法人えいしん会
　岸和田リハビリテーション病院」
　大阪府岸和田市

1.「医療法人ガラシア会 ガラシア病院」大阪府箕面市
2.「医療法人青松会 川西田村病院」和歌山県和歌山市
3.「医療法人康生会 淀川平成病院」大阪府大阪市
4.「医療法人社団生和会 ならまちリハビリテーション病院」奈良県奈良市
5.「医療法人康生会 淀川平成病院」大阪府大阪市

1

5
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MEDICAL  STAFF  STATION
スタッフステーション向け家具カタログ

株式会社オリバー

www.oliverinc.co.jp

東京本社
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-27-19

岡崎本社
〒444-2137 愛知県岡崎市薮田1-1-12

札幌支店
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西7-16-2 岩倉ビル3階

仙台支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17(朝日生命仙台一番町ﾋﾞﾙ 1Ｆ)

北関東支店
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-42-5 太陽生命大宮ビル7F

東京医療福祉支店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館 906号室

名古屋支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-9 BFS伏見ビル9階

関西支店
〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目3番18号 HK今橋ビル

中四国支店
〒733-0037 広島県広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル4階

福岡支店
〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル1階

NE W !

お問い合わせ SR見学予約

https://www.oliverinc.co.jp/contact/
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