German Technology

FUNCTION.
WITH ATMOSPHERE
ドイツデザインから生まれた、医療施設用カート
by BLANCO Professional.
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FEELING RELAXED.
患者様もスタッフもリラックス出来ること。
これが製品の基準です。
BLANCOはそのための努力を惜しみません。

私たちが最も大切にしていること: それは、患者様もス

デザインと新鮮な色使いによって、私たちの製品は心

品も、
ここに基準を置いて開発しています。

クスできることと良い雰囲気を味わうことこそが回復

どうしたら作業が楽になるのか当社の専門スタッフは

MEGAストアの搬送カートはレッド・ドット・デザイン賞

タッフも快適で安心できる環境です。当社のどんな製

考え抜きました。完璧な内装を備えるキャビネットは、
必要なものが全て納まります。MEGAクリックは、
ワー

クスペースの照明から、
ドアやエレベーターのフレキ

シブルなマーキングシステム、保温引き出し、電子ロッ

クシステムに至るまでを兼ね備えたシステムカートで
す。

私たちのカートはどのような場面でも使用できる多機

能なものです。赤ちゃんのおむつ替えから集中治療ま

で、緊急事態でも病棟回診でも、必要とされるものと
必要とされる場所、つまり患者様のところまで直接運

ぶ役目を担います。手術室の中では、小型製品が迅速
な手術と衛生の維持に役立ちます。

地よい環境を作り出します。安らぎ、信頼、
そしてリラッ

への第一歩だからです。

2014を授与されました。
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ALL-ROUND
TALENT
あらゆる場面で真価を発揮するMEGAドライブ多機能カート。

多岐にわたる用途で、必要なものを必要とされる患者様のところまで運びます。

麻酔カート

保温機能付き麻酔カート

ICUカート

緊急カート

処置・包帯交換カート

オムツ交換カート
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特徴

機能詳細

• アクセサリの取り付けが簡単なMEGAクリックシス

ワンクリック. アクセサリーシステム、MEGAクリックを

• 人間工学に基づいて設計された実用的なディティ

早く簡単に取り替えることができます。

テムを採用
ール

• モダンで新鮮な色使い

使って、側壁またはマルチ機能壁のアクセサリーを素

ワンプッシュ. 頑丈で扱いやすいステンレス製のハン

• 「Made in Germany」が誇る、頑丈な材質と、
ジョ

ドルを備え、完全に引き出せて、
しかも簡単にクリー

• 衛生的な二重壁構造の金属製本体

す。

イントレスの滑らかな表面

レッド・ドット・デザイン賞2014を受賞

ニングできる引き出し。静かに、かつ安全に閉まりま

スムーズ.

備え付けの衛生的なキャスターによって

MEGAドライブを取り回しできます。頑丈なコーナー

ガードがカートを保護します。

リラックス. 人間工学に基づいて成形された、丈夫で

衛生的なステンレス製のプッシュハンドルが腰への

負担を減らします。

MEGAクリック コネクターシステム
最大級のフレキシビリティーによって
側壁やマルチ機能壁へのアクセサリ
ーの取り付けも容易です。

静かでソフト、
そして安全
頑丈で大きなステンレス製のハンドル
を備え、簡単に引き出せクリーニング
も容易です。

コーナーガードと
スムーズなキャスター
任意に位置を変えることができるキャ
スターと頑丈なコーナーガードがカー
トと設備を保護します。

腰への負担を軽減
頑丈で衛生的なステンレス製プッシュ
ハンドルで楽に押せます。

簡単に開いて、
しっかり閉まる
ドアに備わっているヒンジは特許取
得済みです。

追加オプション
MEGAクリックマルチ機能壁で、さら
に多くのアクセサリーを収容出来る
ように。

整理整頓を容易に
引き出し式のトレイとプレートが整理
整頓をフォローします。

充分な余熱を
リネン、点滴用の一体型保温引き出し
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MEGATRICK:
MEGACLICK
MEGAクリックコネクターシステムを使うことで

アクセサリーが瞬時に取り替えられます。

少ない手間で最大限の機能を

MEGAクリックシステムは、医療現場におけるすべ

ての日常的な課題の解決策を持っています。
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MEGAクリックの部品は２つに分かれています。１つは

壁面に固定されており、
もう１つはアクセサリに一体化さ

れています。

壁面側のカバーを外し、
アクセサリーをはめ込む。

これだけで取り付けは完了です。

マルチウォール ― 2列構成

マルチウォール ― 1列構成

トラッシュボックスセット

アンプルオープナー

543 405

543 403

542 839

542 837

注射針回収セット

カテーテルクイーバー

点滴ホルダー

滅菌物用バスケット

542 838

542 844

542 847

注射器-注射針ディスペンサー

注射器-注射針ディスペンサー

543 381

543 387

注射器-注射針ディスペンサー
(先入れ先出し)

注射器-注射針ディスペンサー
(先入れ先出し)

543 383

543 384
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綿棒ディスペンサー・加湿器

グローブディスペンサー（1パック用）

グローブディスペンサー（3パック用）

543 393

543 103

543 148

グローブディスペンサー（3パック用
タテ）
543 109

ふた付き専用容器

バケツ

器具廃棄用トレイ

消毒液ディスペンサー

542 840

542 845

542 843

543 102

吊り金具

ゴミ箱

ステンレス製ゴミ箱（ふた付き）

プラスチック製ゴミ箱（ふた付き）

542 830

542 829

542 841

542 848

手洗いボウル

注射器注射針ディスペンサー

手すり用消毒液ディスペンサー

542 826

543 381

543 379

ふた付きゴミ箱
（ひざ押しペダル付き）
542 827
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MEGA possibilities.

より良い装備であらゆる事態に備えます
専用アクセサリを装備した麻酔カート

注射器-注射針ディスペンサー
消毒液ディスペンサー
トラッシュボックス
アンプルオープナー
グローブディスペンサー

カテーテルバスケット

6連テーブルタップ

543 390

601 867

プラスチック製ISOモジュール（クローズ
ド） 345 351

プラスチック製ISOモジュール（バスケッ
トタイプ） 542 318

マルチガイドエレメント

引き出し用安全ロック

ステンレス製テーブル（ギャラリ付き）

ステンレス製テーブル

343 953

542 299

543 394

543 396

Syringes
Needles
NaCL

Shears
Forceps
Scalpels
Suture material

Plasters
Swabs

折り畳み式拡張テーブル
542 357

折り畳み式拡張テーブル
プラスチック製
543 418

ロック
542 298

BLANCO マーキングシステム
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COLOURS. CHEER.
MEGAドライブとMEGAストアの鮮やかなデザイン

繊細なパステルカラー。それともビビッドで明るい

特別なご希望やお気に入りのカラーがございました

カラー。
どちらが部屋の雰囲気にあったものでしょう

ら、Pantoneなどからお探しして、個々にご提案させ

として選び出した22のカラーの中に、お客様のご希

※Pantoneはカラーチャートの名称です。

か。経験豊かなBLANCOのアドバイザー陣が標準色
望に合うカラーが必ずあるはずです。

ていただきます。

スタンダードカラー

本体・台座カラー

オーシャンブルー

サーモンオレンジ

グレーアルミニウム

パールホワイト

リーフグリーン

アントラシート

ピュアホワイト

ダブブルー

グレーホワイト

ウルトラマリンブルー

ラズベリー

ライトグレー

バニライエロー

ライム

プラチナグレー

トラフィックレッド

グリーンアップル

ライトアイボリー

ブラウンレッド

フラミンゴ

BLANCO 5701

RAL 1013

RAL 9010

RAL 9002

RAL 7035

RAL 7036

RAL1015

パステルイエロー
RAL1034

RAL 9006

RAL 2012

RAL 7016

BLANCO 6644

RAL 5014

RAL 5002

NCS S0520

RAL 3020

RAL 3011

トレンドカラー
Pantone 228 C

Pantone 382 C

Pantone 370 C

Pantone 1787 C

オパール

Pantone 3165 U
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SMALL BUT EFFICIENT

ISOモジュールカート
543 634

543 635

引き出し×４ (150 mm)

引き出し×２ (150 mm)
引き出し×１ (300 mm)
取っ手*

取っ手*

カートの高さ 890 mm

カートの高さ 830 mm

小さいからこそ、新しい空間が生まれます。MEGAドライブミニISOモジュール

ISOモジュールカート
543 632

543 633

引き出し×５ (150 mm)

引き出し×３ (150 mm)
引き出し×１ (300 mm)
取っ手*

取っ手*

* ハーフサイズISOモジュールカート用 (300 x 400 mm)
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ISOモジュールカート

カートの高さ 830 mm

MEGAdrive equipment variants
ISOモジュールカート
本体幅

900 mm

製品番号

543 312

パーツ (幅 x 高さ mm)

開き戸×２ (450 x 600)
ISOモジュール用固定サポートインテリア

ISOモジュールカート

カートの高さ 980 mm

ISOモジュールカート

カートの高さ 980 mm

本体幅

660 mm

製品番号
パーツ (幅 x 高さ mm)

543 314

543 315

543 316

開き戸×２ (330 x 750)

引き出し×５ (660 x 150)

引き出し×３ (660 x 100)

ISOモジュール用固定サポートインテリア

ISOモジュール用固定サポートインテリア

引き出し×３ (660 x 150)

ISOモジュール用固定サポートインテリア

本体幅
900 mm

製品番号
パーツ (幅 x 高さ mm)

543 317

543 318

543 319

開き戸×２ (450 x 750)

引き出し×１ (900 x 150)

引き出し×６ (450 x 150)

ISOモジュール用固定サポートインテリア

ISOモジュール用取っ手

引き出し×２ (450 x 300)
ISOモジュール用取っ手

開き戸×２ (450 x 600)

ISOモジュール用固定サポートインテリア

製品番号

543 342

パーツ (幅 x 高さ mm)

引き出し×１ (660 x 100)
引き出し×３ (660 x 150)
引き出し×１ (660 x 250)
ISOモジュール用取っ手

カートの高さ 1080 mm

本体幅

660 mm

ISOモジュールカート

ISOモジュールカート

カートの高さ 1030 mm

本体幅

660 mm

製品番号

543 323

543 344

パーツ (幅 x 高さ mm)

引き出し×２ (660 x 100)

引き出し×１ (660 x 100)

保温引き出し×１
(660 x 350)

引き出し×１ (660 x 300)

引き出し×２ (660 x 150)

引き出し×３ (660 x 150)

ISOモジュール用取っ手
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MEGAdrive equipment variants
スペシャルファンクションカート
ノート作業用カート
(ISOモジュールカート)

製品番号

543 352

543 378

寸法 (高さ x 幅 x 長さ in mm)

1080 x 660 x 580

1080 x 660 x 580

パーツ (幅 x 高さ mm)

MEGAクリック、セントラルロックを
除くモデル

右向きノート用作業棚 (660 x 150)

引き出し×１ (660 x 100), 引き出し×２ (660 x 150), 引き出し×１ (660
x 300);
ISOモジュール用取っ手

婦人向け
治療用カート

右向きノート用作業棚 (660 x 150)

ファイルラック (660 x 350), 引き出し×１ (660 x 150),引き出し×１(660
x 200);
ISOモジュール用取っ手

救急用カート

製品番号

543 290

製品番号

543 345

寸法 (高さ x 幅 x 長さ in mm)

980 x 600 x 580

寸法 (高さ x 幅 x 長さ in mm)

980 x 600 x 580

パーツ (幅 x 高さ mm)

スイッチパネル 50 mm

パーツ (幅 x 高さ mm)

引き出し×１ (600 x 150), 引き出し×２ (300 x 150)
蘇生装置用リターナー (Weinmann社)

保温引き出し×４
max. 35–38 °C (600 x 100)

CNSフック×２付き輸液用ポール

引き出し×２ (600 x 150)

乳幼児用カート

製品番号

543 348

543 349

543 346

543 347

寸法 (高さ x 幅 x 奥行 mm)

830 x 600 x 580

830 x 600 x 580

930 x 600 x 580

930 x 600 x 580

パーツ (幅 x 高さ in mm)

引き出し×１(600 x 150)

引き出し×２ (300 x 150)

手押し用取っ手

手押し用取っ手

開き戸×１ (300 x 450)

右向き作業台

引き出し×３ (300 x150)
右向き作業台

取り外し自在棚

開き戸×２ (300 x 450)
取り外し自在棚

ギブス治療用カート

開き戸×１ (300 x 700), CINモジュールor棚収納
脚ペダル付きゴミ箱×２
(2 x 15 リットル プラスチック)

ロールシャッター付き
医療カート
(ISOモジュール)

製品番号

543 307

寸法 (高さ x 幅 x 奥行 in mm)

830 x 900 x 580

パーツ (幅 x 高さ in mm)

MEGAクリックギブス作業ユニット (325 x 265 x 200)

製品番号

543 402

MEGAクリック廃棄物用ゴミ箱ユニット

寸法 (高さ x 幅 x 奥行 in mm)

1080 x 682 x 580

ステンレス製天板×１ 折り畳み式ステンレス製拡張パネル×１(500 mm)

パーツ (幅 x 高さ in mm)

包帯収納用引き出し (900 x 150), 引き出し×１ (600 x 300),
引き出し×１ (600 x 150), 引き出し×３ (300 x 150)

ロールシャッター
ステンレス製天板
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ITS ACE
IS ITS SPACE.
BLANCOの新しいMEGAストアは特に大きなボリュームで、大型医療用カートの主軸となります。

そして長い業務時間に必要な機材を全て収納することが出来ます。

朝にしっかり収納。一日中、補充の必要がありません。

MEGAストアなら、一日分の消耗品を省スペースで収納できま
す。
クリニックで毎日のように必要なものは、個別のモジュール

に収納できます。ほこりを通さないようにロックした状態で省ス

ペース型ローラーシャッターの後ろに保管するか、個々に開くよ

うになっている両開きのドアのうしろに保管するか、
どちらでも
必要に応じて使い分けることが出来ます。

ISO規格に合致。
それでもちょっと変わりものです。

MEGAストアは、もちろんISOモジュール(600x400mm)に合わせ

て調整されています。
フレキシブルなモジュールキャリアウォー

ルにより、流通しているすべての銘柄のISOモジュールバスケッ

トを追加収納でき、それにより、MEGAストアが統合ソリューショ
ンの基軸になります。それでいて、
トップデザイン、そして、あらゆ

る周囲に流行と調和をもたらす広いカラーバリエーションがあ
るのが変わりものたるゆえんです。
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上品かつスマート
「Made in Germany」
と
「高度な加工」の関係と同様
に、BLANCOプロフェッショナルでは「機能」
と
「デザ

イン」が綿密につながっています。形とカラーはシッ

クで上品。さらに多機能性を見れば、スマートと言う
のがふさわしいでしょう。だからこそ、MEGAストアは

レッド・ドット・デザイン賞2014に輝いたのです。

非常に簡単な操作性

人間工学に基づいた長いプッシュハンドルが両側に

それぞれ二つずつ取り付けられています。直径が大

きくとられているため、手にうまくフィットします。そ
のため、カートを最適に動かすことができます。

身長による影響はありません。

キャスターは頑丈でスムーズ

高度なBLANCO品質に後押しされた頑丈なコーナ

ーガードがカートとMEGAストアを保護し、簡単には

壊れません。キャスターは非常にスムーズに転がり、
大きな負荷にも耐えるので、カートを簡単に操ること
ができます。
ブレーキと方向性ロックが二つのキャス

ターに装備されているため、安全性も非常に高まく
なります。

きっちり閉まり、簡単に開く

中に入っているものを、使うときまではきれいに保管

できるように、全周のシールがほこりと汚れを防ぎま

す。高品質のヒンジが装備されているため、270°
とい

う非常に大きなドア開角度が確保されます。
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MEGAストア シャッターカート

型番

MS_MW_RW_2_ISO

MS_MW_RW_1_ISO

MS_MW_RW_1_ISO longitudinal

製品番号

543 575

543 573

543 576

仕様

シャッター付きISOモジュールトロリー

寸法 mm (長さ x 幅 x 高さ)

1086 x 743 x 1641

828 x 543 x 1641

628 x 743 x 1641

内部寸法 mm

418 x 627 x 1240 ×2

618 x 427 x 1240×1

418 x 627 x 1240 ×1

容量

4 x 200 mm ISO modules

2 x 200 mm ISO modules

2 x 200 mm ISO modules

2 x 50 mm ISO modules

1 x 50 mm ISO module

1 x 50 mm ISO module

搭載例

フロント

10 x 100 mm ISO modules

5 x 100 mm ISO modules

5 x 100 mm ISO modules

フロントシャッター

バー幅 15mm / 間隔 30mm

省スペース構成による最適なスペース活用
特徴

縦型のプッシュハンドルを4個装備 (片側 2個ずつ)

コーナーガードを 4個装備

旋回キャスターを 4個装備。
うち 2個はブレーキおよび旋回性ロック付き、2個は導電性あり

本体

丈夫な長耐久性全金属構造。
自重軽減を目的としたサンドイッチ設計
ホワイトアルミニウム(RAL 9006)をパウダーコーティングした鋼板
騒音遮断絶縁

頑丈で耐衝撃および耐きず性
衛生的で手入れが簡単
耐紫外線性

市販の殺菌剤に対する耐久性
最大積載量

150 kg

100 kg

オプション・アクセサリー
オプション

説明

ステンレス製カバー

全てのモデルに対応

レール

全てのモデルに対応

1.25mm ステンレス、AISI規格4301

ステンレス製丸パイプ、三辺、直径 16mm、
ステンレス製カバーとの使用を推奨
最大上面負荷10 kg

ロック仕様

両開きドア付きカート：キー操作によるクレモンロック

フロント面で使用

ローラーシャッター付きカート：キー操作によるレバーロック
リードシール

ご用命承ります

電子錠

ご用命承ります

100 kg
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MEGAストア ドアカート

型番

MS_MW_2FT_2_ISO

MS_MW_2FT_1_ISO

MS_MW_FT_1_ISO longitudinal

製品番号

543 551

543 574

543 577

仕様

ISO module trolley with hinged door

寸法 mm (長さ x 幅 x 高さ)

1086 x 743 x 1641

828 x 543 x 1641

628 x 743 x 1641

内部寸法 mm

418 x 627 x 1330 ×２

618 x 427 x 1330 ×１

418 x 627 x 1330 ×１

容量

4 x 200 mm ISOモジュール

2 x 200 mm ISOモジュール

2 x 200 mm ISOモジュール

搭載例

フロント

12 x 100 mm ISOモジュール

6 x 100 mm ISOモジュール

6 x 100 mm ISOモジュール

開き戸

ドアシール

開閉角度: 270°

特徴

手押し取っ手（垂直）×４ (両サイド２つずつ)

コーナーガード×４

キャスター×４, ブレーキ、回転ロック×２, 伝導性サイドマウント・磁気衝撃保護パッド×２

本体

低重量でありながら、頑丈で長寿命なサンドイッチ構造
ホワイトアルミコーティング鋼板 (RAL 9006)
騒音低減絶縁

衝撃や傷に強い

衛生的で清掃も簡単
紫外線対策済み

通常の消毒剤への耐性
最大積載量

150 kg

100 kg

100 kg

アクセサリー

寸法

製品番号

多機能ガイド
ISOキャビネット(奥行480mm)用

390 mm

343 953

590 mm

343 951

長さ: 383 mm,

542 385

長さ: 583 mm,

542 384

プラスチック製ガイドレール,

負荷重量：ISOモジュール１要素ごとに15kg
多機能ガイド
ISOキャビネット(奥行680mm)用

プラスチック製ガイドレール,

負荷重量：ISOモジュール１要素ごとに15kg
多機能伸縮性引き出し

SOキャビネット(奥行480mm)用
最大積載量：30kg

多機能伸縮性引き出し

SOキャビネット(奥行680mm)用
最大積載量：30kg

最大で 450 mm 引き出し可能

最大で 650 mm 引き出し可能
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MOBILE
FURNITURE.
あらゆる場面で活躍する小さなの助手たち

PROアシストのモバイルカートの製品群には実用的

で多様な10/18ステンレス製シートおよびマルチフ

ァニチャーが含まれます。錆の心配がなく、殺菌剤に
対する耐久性があり、衛生的でしかも手入れが簡単

なので、
クリニックでのどのような場面にも適してい

ます

回転スツール

バケツスタンド

滅菌物バスケット付きカート

点滴スタンド、
ワンハンドモデル

手術用回転スツール

手術用ステップ
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油圧式手術テーブル

油圧式手術テーブル、チュービンゲン モデル

高安定の重い三脚構造の精密ポンプ内蔵型(

ステンレス製、精密ポンプ内蔵型(密閉型油圧シス

ンスフリー、即座に作動します)。フットペダル

作動します)。高さ調整可能(950 - 1350mm)。特大

密閉型油圧システム、最大荷重30kg、
メンテナ
操作による高さ調整が可能(950 - 1350mm)。

フレーム構造とリフティングカラムはステンレ
ス製です。

テム、最大荷重 30kg、
メンテナンスフリー、即座に
テーブルプレート付き。360°
回転可能および固定
可能です。

天板寸法: 640 x 440 mm

寸法: 1200 x 600 x 950/1350 mm

重量: 30 kg

製品番号. 543 269

寸法: 730 x 540 x 950/1350 mm

重量: 43 kg

製品番号. 543 270
天板寸法: 740 x 540 mm

寸法: 780 x 540 x 950/1350 mm
重量: 31 kg

製品番号. 543 271

手術室・外来診察用医療カート
Art. No.

製品名

説明

542 182
(イラスト
なし)

手術用テーブル
天板 640 x 440 mm

手動での高さ調節が可能,
ツインキャスター(Ø 75mm)×４(うち2個は伝導性あり)
ステンレス製

640 x 440 x 830~1300

543 270

油圧式手術用テーブル
天板 640 x 440 mm

フットペダルによる高さ調整可能。最大荷重 30kg。
ツインキャスター(Ø 75mm)×3（うち 2個は導電性あり)
ステンレス製

730 x 540 x 950~1350

543 271

油圧式手術用テーブル
天板 740 x 540 mm

フットペダルによる高さ調整可能。最大荷重 30kg。
ツインキャスター(Ø 75mm)×3(うち 2個は固定可能)
ステンレス製。

780 x 540 x 950~1350

油圧式手術用テーブル

フットペダルによる高さ調整可能。最大荷重 30kg。テ
ーブルプレート 360°
回転および固定可能。旋回キャス
ター(Ø 125mm) 4個付き、
うち 2個は固定可能。
ステン
レス製。

1200 x 600 x 950~1350

543 269

チュービンゲン モデル

寸法 mm (幅x奥行x高さ)

私たちが提供する製品が多種多様であるように、お

客様からの要望も多種多様です。すべてのお客様に
最善の解決策をご提供できるよう、体制を作ってい

ます。

BLANCOプロフェッショナルはすべての部署が DIN

EN ISO 9001:2008の認定を受けており、お客様に最
高の信頼性とお客様の視点に立ったサービスを保
証致します。

輸入元・販売代理店

株式会社 Sansei
〒224 -0029

横浜市都筑区南山田3 -1 -28

TEL：045 -594 -3851

MAIL : info.sansei@sanseisogo.co.jp
http://sansei-asia.com/
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THE BLANCO PROFESSIONAL GROUP.

