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プラスしたのは、ca reするこころ。

「TACTAS（タクタス）」というネーミングには、

「卓（テーブル）足す（プラスアルファ）」で表される

「気持ちをこめた器械」という製品コンセプトと、

「T（テーブル）･ACT･AS～」で表される

ファンクションの広がりという意味が込められています。

右引き / 左引きの両タイプに対応 すっきりとした配線収納
患者椅子の接続コードはテーブル下を通し

すっきりと収納することが可能です。

またカメラケーブルや他の配線関係もテー

ブルトップ下に収納でき、安全面、見た目

の両方に優れています。

診療施設のレイアウトを選ばない右引き/左引き兼用仕様を採用

している為、さらに自由な空間設計が可能です。スイッチ類は右引

き/左引きの各レイアウトに合わせて、テーブル正面・サイドの左右

どちらにでも設置できる構造となっております。

K-1750
スライディングテーブル タクタスメディオ

K-1750
スライディングテーブル タクタスメディオ
＊K-1750-CT 専用ケアテーブル
  K-１７５０-PKK 検眼鏡ボックス1本タイプ取付イメージ

スライディングテーブルは、診療施設の中で患者様とドクターを結ぶ接点です。

患者様とのコミュニケーションはここから始まります。

「TACTAS」には考え抜かれた機能、これまでにない使いやすさ、

自由な診察の空間をサポートする拡張性が備わっております。

そしてその中心にあるのは、お子様からお年寄りまで、

すべての患者様を思いやる「Care」のこころだと思い、

そこにドクターの思いと同じ方向を見つめるスライディングテーブルが、ここに誕生しました。

いつでもそこにある。

それはドクターと患者が接するときにその間には、当たり前にあるような存在でありたい、

そういう製品になってもらいたいという願いを込めた思いです。

（メディオ）

届出番号
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プラスしたのは、ca reするこころ。

「TACTAS（タクタス）」というネーミングには、

「卓（テーブル）足す（プラスアルファ）」で表される

「気持ちをこめた器械」という製品コンセプトと、

「T（テーブル）･ACT･AS～」で表される

ファンクションの広がりという意味が込められています。

右引き / 左引きの両タイプに対応 すっきりとした配線収納
患者椅子の接続コードはテーブル下を通し

すっきりと収納することが可能です。

またカメラケーブルや他の配線関係もテー

ブルトップ下に収納でき、安全面、見た目

の両方に優れています。

診療施設のレイアウトを選ばない右引き/左引き兼用仕様を採用

している為、さらに自由な空間設計が可能です。スイッチ類は右引

き/左引きの各レイアウトに合わせて、テーブル正面・サイドの左右

どちらにでも設置できる構造となっております。

K-1750
スライディングテーブル タクタスメディオ

K-1750
スライディングテーブル タクタスメディオ
＊K-1750-CT 専用ケアテーブル
  K-１７５０-PKK 検眼鏡ボックス1本タイプ取付イメージ

スライディングテーブルは、診療施設の中で患者様とドクターを結ぶ接点です。

患者様とのコミュニケーションはここから始まります。

「TACTAS」には考え抜かれた機能、これまでにない使いやすさ、

自由な診察の空間をサポートする拡張性が備わっております。

そしてその中心にあるのは、お子様からお年寄りまで、

すべての患者様を思いやる「Care」のこころだと思い、

そこにドクターの思いと同じ方向を見つめるスライディングテーブルが、ここに誕生しました。

いつでもそこにある。

それはドクターと患者が接するときにその間には、当たり前にあるような存在でありたい、

そういう製品になってもらいたいという願いを込めた思いです。

（メディオ）

JAN:4547451334279   JMDN:13958009   届出番号:13B1X00048002336



「イナミ社製の新しいスライディングテーブルは、衝突防止センサーがついており、スライディング動作
中も衝突しそうな時には緊急的に自動的に動作が停止します。当院では重症の視機能障害患者も多く、
スライディングテーブル動作時にテーブルや細隙灯に衝突してしまう事例がありましたが、激減させるこ
とができました。
また、テーブルが前後方向にも動かすことが可能なため、車いす患者さんを移乗することなく細隙灯診
察が可能になり、診察時の移乗に伴う転倒転落リスク防止に大変役立ちました。

実際に使用した先生方の具体的なコメントを以下に列挙します。

1

安全センサー搭載 作動中の点滅機能 メタリックシルバー

天板トップの安全センサーがとっさの
事故を未然に防ぎます。作動中にセン
サーが障害物を感知すると自動で
テーブルの作動が自動停止します。

転倒防止や衝突などを防ぐため、テー
ブルのスライド中、患者様への注意喚
起としてライトが点滅します。

特別仕様モデル限定のメタリックシル
バー仕様。LEDの鮮やかなライトと合
わせて、まるで高級車のような雰囲気
を演出します。

点滅

赤外線センサー

※ケアテーブル（オプション）使用時

※ケアテーブル（オプション）使用時

3

埼玉医科大学病院 眼科　教授 篠田 啓 先生　准教授 庄司 拓平 先生よりコメントをいただきました。

衝突防止センサーは、顔面打撲や転倒といった大きな事故を防ぐのに極めて有用であった。

視野狭窄の患者さんで、中心視力は残存していても、スライディングテーブルに気づかない方が
このセンサーによって衝突を実際に予防できた。

眼圧が高く気持ち悪がってた車椅子患者に使った際は、「これの方が楽です」と言われた。

円背の方の診察にも前後にスライディングするのは有用であった。

患者視点に基づいた唯一の安全性に特化したスライディングテーブル

診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、
イナミの経験をベースに診療設備にプラスした機能を
「Hospitab le  Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくる
お手伝いをします。

Safety Caring
それは安全性を追求した
究極のホスピタリティデザイン。

特別仕様

スライディングテーブル タクタス
セーフティケアリング

K-1750S

標準小売価格（税別）  1,000,000円
JAN:4547451335153   JMDN:13958009   届出番号:13B1X00048002366



「イナミ社製の新しいスライディングテーブルは、衝突防止センサーがついており、スライディング動作
中も衝突しそうな時には緊急的に自動的に動作が停止します。当院では重症の視機能障害患者も多く、
スライディングテーブル動作時にテーブルや細隙灯に衝突してしまう事例がありましたが、激減させるこ
とができました。
また、テーブルが前後方向にも動かすことが可能なため、車いす患者さんを移乗することなく細隙灯診
察が可能になり、診察時の移乗に伴う転倒転落リスク防止に大変役立ちました。

実際に使用した先生方の具体的なコメントを以下に列挙します。

安全センサー搭載 作動中の点滅機能 メタリックシルバー

天板トップの安全センサーがとっさの
事故を未然に防ぎます。作動中にセン
サーが障害物を感知すると自動で
テーブルの作動が自動停止します。

転倒防止や衝突などを防ぐため、テー
ブルのスライド中、患者様への注意喚
起としてライトが点滅します。

特別仕様モデル限定のメタリックシル
バー仕様。LEDの鮮やかなライトと合
わせて、まるで高級車のような雰囲気
を演出します。

点滅

赤外線センサー

※ケアテーブル（オプション）使用時

※ケアテーブル（オプション）使用時

4

埼玉医科大学病院 眼科　教授 篠田 啓 先生　准教授 庄司 拓平 先生よりコメントをいただきました。

衝突防止センサーは、顔面打撲や転倒といった大きな事故を防ぐのに極めて有用であった。

視野狭窄の患者さんで、中心視力は残存していても、スライディングテーブルに気づかない方が
このセンサーによって衝突を実際に予防できた。

眼圧が高く気持ち悪がってた車椅子患者に使った際は、「これの方が楽です」と言われた。

円背の方の診察にも前後にスライディングするのは有用であった。

患者視点に基づいた唯一の安全性に特化したスライディングテーブル

診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、
イナミの経験をベースに診療設備にプラスした機能を
「Hospitab le  Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくる
お手伝いをします。それは安全性を追求した

究極のホスピタリティデザイン。

特別仕様

スライディングテーブル タクタス
セーフティケアリング
標準小売価格（税別） 円

届出番号



セーフティスイッチ ゆとりのストローク幅
テーブルトップのUP/DOWNストロー
クは、最低662ｍｍから最高942ｍｍ
まで上下可能、スライドストロークは、
500ｍｍです。
これらのストローク幅によって、足元の
スペースをしっかりと確保しながら、患
者様の体格を選ばないゆとりの診療を
実現することができます。

フットライト
診察室暗転時における患者様の安全確
保として、足元を照らすフットライトを標
準装備しています。
LED照明のため、省電力で長寿命です。

3

ドクター、スタッフ、そして患者様、診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに

診療設備にプラスした機能を総称して「Hospitable Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。

「Hospitable」とは歓待やおもてなしの心がある状態、または住環境などが快適であることを意味する言葉。

イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくるお手伝いをします。

[ホスピタブルデザイン]とは

ケアテーブルなし

80ｍｍに込められた思い ～ケアテーブル機構～

テーブルトップ全体が患者様の方向に手動で2段階のスライドが可能です。(50mm、80mm)

それによりお年寄りや車椅子の患者様で、スリットのあご台に顎をのせるのに苦労される方々の

サポートとして、患者様に無理な姿勢を強いることなく診察を行うことが可能です。

使用時にはしっかりとスライドをロックすることができるので安心です。

開発者の言葉

一歩進んだ安全性

加齢性の疾患の多い眼科では、特に高齢の患者様に対するケアが必要です。私たちは実際に診察を受けられている方に
モニターとなっていただき、研究を続けてきました。
その結果、スリットランプ検査時の姿勢は私たちが想像するよりも負担になっていることがわかりました。ケアテーブ
ルはそんなストレスを少しでも軽減するために開発されたやさしさを込めた機構です。開発の最終モニタリングでは、
「姿勢がとても楽になった」とのコメントを頂くことができました。

ケアテーブルを展開するとスライド INのセーフティロックが掛かるため、患者様があご台に顎を乗せた状態で天板が動いて
しまう不慮の事故を防ぐことができます。

より多くの患者様へ
旧製品より約25ｍｍ薄くなった天板はより使い勝手が向上し、様々な体格の患者様に対応することが可能になりました。

あらゆる患者様の視点に立つということ。

Universality

5

スライドストローク 500mm
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mテーブルスライド時に患者様や物にあ

たると即座にスライドを停止するセーフ
ティスイッチは、咄嗟の操作にも対応可
能な大きさでテーブル正面に設置して
います。また、テーブルトップ裏にも下降
時のセーフティバーが備わっており、患者様の膝や物が触れると止まります。解除
するためには、テーブルの上昇ボタンか患者椅子の下降ボタンを操作することで
安全に解除できます。 ＊患者椅子に関しましては、本機との連動時のみとなります。

A 先生：今まで車椅子などの患者様で、スリットに顎をのせるのに苦労していたが改善された。
B 先生：無理に顎をスリットにのせてもらわなくても、こちらから声掛けをして近づけることができるようになったの
で、人によって使用するしないを選択できるので良い。

ドクターの声

車椅子対応のユニバーサルデザイン
500ｍｍのスライドストロークに加え、ケア
テーブル機構により車椅子の患者様が無理
な姿勢をとることなく診察を受けることがで
きます。また、コードレス患者椅子「リバティ
ス」を組み合わせることで配線の取り回しが
無くなり安全で安心な診察スペースを確保
することができます。

K-1750-CT 180,000K-1750専用ケアテーブル

ケアテーブルあり

使用時にはしっかりとスライドをロックすることができるので安心です。使用時使用時にはしにはしにはしっかりっかりっかりとスラとスラとスライドをロックロックロックするこするこすることがでとがでとができるのきるのきるので安心で安心で安心です。です。です。です。

K-1750-CT 180,000K-1750専用ケアテーブル

スライドセーフティ
スイッチ

下降セーフティスイッチ



セーフティスイッチ ゆとりのストローク幅
テーブルトップのUP/DOWNストロー
クは、最低662ｍｍから最高942ｍｍ
まで上下可能、スライドストロークは、
500ｍｍです。
これらのストローク幅によって、足元の
スペースをしっかりと確保しながら、患
者様の体格を選ばないゆとりの診療を
実現することができます。

フットライト
診察室暗転時における患者様の安全確
保として、足元を照らすフットライトを標
準装備しています。
LED照明のため、省電力で長寿命です。

6

ドクター、スタッフ、そして患者様、診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに

診療設備にプラスした機能を総称して「Hospitable Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。

「Hospitable」とは歓待やおもてなしの心がある状態、または住環境などが快適であることを意味する言葉。

イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくるお手伝いをします。

Hospitable Design [ホスピタブルデザイン]とは

ケアテーブルなし

80ｍｍに込められた思い ～ケアテーブル機構～

テーブルトップ全体が患者様の方向に手動で2段階のスライドが可能です。(50mm、80mm)

それによりお年寄りや車椅子の患者様で、スリットのあご台に顎をのせるのに苦労される方々の

サポートとして、患者様に無理な姿勢を強いることなく診察を行うことが可能です。

使用時にはしっかりとスライドをロックすることができるので安心です。

開発者の言葉

一歩進んだ安全性

加齢性の疾患の多い眼科では、特に高齢の患者様に対するケアが必要です。私たちは実際に診察を受けられている方に
モニターとなっていただき、研究を続けてきました。
その結果、スリットランプ検査時の姿勢は私たちが想像するよりも負担になっていることがわかりました。ケアテーブ
ルはそんなストレスを少しでも軽減するために開発されたやさしさを込めた機構です。開発の最終モニタリングでは、
「姿勢がとても楽になった」とのコメントを頂くことができました。

ケアテーブルを展開するとスライド INのセーフティロックが掛かるため、患者様があご台に顎を乗せた状態で天板が動いて
しまう不慮の事故を防ぐことができます。

より多くの患者様へ
旧製品より約25ｍｍ薄くなった天板はより使い勝手が向上し、様々な体格の患者様に対応することが可能になりました。

あらゆる患者様の視点に立つということ。

スライドストローク 500mm

昇
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ス
ト
ロ
ー
ク
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m
mテーブルスライド時に患者様や物にあ

たると即座にスライドを停止するセーフ
ティスイッチは、咄嗟の操作にも対応可
能な大きさでテーブル正面に設置して
います。また、テーブルトップ裏にも下降
時のセーフティバーが備わっており、患者様の膝や物が触れると止まります。解除
するためには、テーブルの上昇ボタンか患者椅子の下降ボタンを操作することで
安全に解除できます。 ＊患者椅子に関しましては、本機との連動時のみとなります。

A 先生：今まで車椅子などの患者様で、スリットに顎をのせるのに苦労していたが改善された。
B 先生：無理に顎をスリットにのせてもらわなくても、こちらから声掛けをして近づけることができるようになったの
で、人によって使用するしないを選択できるので良い。

ドクターの声

車椅子対応のユニバーサルデザイン
500ｍｍのスライドストロークに加え、ケア
テーブル機構により車椅子の患者様が無理
な姿勢をとることなく診察を受けることがで
きます。また、コードレス患者椅子「リバティ
ス」を組み合わせることで配線の取り回しが
無くなり安全で安心な診察スペースを確保
することができます。

K-1750専用ケアテーブル

ケアテーブルあり

使用時にはしっかりとスライドをロックすることができるので安心です。使用時使用時にはしにはしにはしっかりっかりっかりとスラとスラとスライドをロックロックロックするこするこすることがでとがでとができるのきるのきるので安心で安心で安心です。です。です。です。

-CT ,000K-1750専用ケアテーブル

スライドセーフティ
スイッチ

下降セーフティスイッチ



各スイッチは使いやすさとこだわりを兼ね備えたユニバーサルなスイッチを採用
しております。 
特に最もよく使用するテーブルのIN/OUTに関してはテーブルトップ裏にレバー
を採用しており手の感覚だけで操作しやすい形状を採用。 
そのほかにも、通常の上下レバー、シーソースイッチ、ボタンスイッチなどドクターの
使いやすいものが選択できるバリエーション豊富なスイッチをご用意しております。

7

暗室で光るスイッチ

ケアテーブルスライド

UP/DOWN

患者椅子UP/DOWN

手引きレバー

下降セーフティスイッチ

IN/OUTセーフティ

使いやすさを超えた、直感的スイッチとレバー

LEDを内臓したスイッチは暗室での視認性

を向上し、操作ミスを防ぎます。

オートと手引きを自在に使い分けることが可能な機構を

採用しています。自然な操作感はそのままに、様々なケー

スに対して柔軟に対応することができます。手引きは、テ

ーブルトップ正面の中央部下部にレバーがあります。それ

を引くと天板がフリーになるので引き出します。

任意の位置で止めることができますが、そのまま全て引き

出すと自動的にロックがかかります。これらを使い分ける

ことによってスリットランプの診察の幅が広がります。

オプションの選べるスイッチ
テーブル側面には、オプションのスイッチを追加す
ることが可能となっており、よりドクターの使用し
やすい操作パターンを実現することが可能です。

Ⓐ シーソースイッチ 左右と上下どちら方向でも設置可能
Ⓑ ボタンスイッチ 上下方向にあるボタンでカスタマイズが可能です。
Ⓒ レバースイッチ 左右と上下どちら方向でも設置可能

※この配置は左引き仕様です。

オートスライド IN/OUT UP/DOWN

テーブルトップ裏のIN/OUTレバーは直感的に動かすことが可能なため、無駄

のない操作を実現しました。

UP/DOWNも同様に間違いのない操作ができるため、安心して動かすことが

できます。

テーブルトップはスイッチ周りの改良により、肘乗せ台のフリーなスペ

ースが従来よりも確保しやすくなっています。

ケアテーブル（オプション）のテーブルトップにはアクセサリースペー

スを設けている為、スライド時にも小物の滑り落ちを防ぐことができ

ます。

ワイドテーブルトップ

スライド・昇降スピード調整機能
テーブルのスライド及び昇降のスピードを調節することができます。

アクセサリーボックス
収納力が多く、スリットランプのアクセサリーや電球、

アプラネーションなどの付属品や診察室周りで使用

する小物を入れることができます。さらに、アクセサ

リーボックスの上にカメラなどを設置することもでき

ます。

室内照明・スリットランプ点灯位置の選択
テーブルIN/OUT時にスリットランプの点灯のタイミングと室内照明（連

動時）の点灯のタイミングを選択することができます。（スライドが出た

時、または出きった時に設定をすることができます。）

＊通常はスライドが出きった時に点灯します。

手動レバー オートスライドIN/OUT

提案例①シーソースライドパターン

K-1750-Aシーソースイッチを追加して手元
で確認しながらテーブルスライドIN/OUTを操
作できます。
※シーソースイッチは縦横両方の配置が可能
です。

Usability
手がはじめから知っている操作感。

提案例③患者椅子フットスイッチパターン 患者椅子の操作をフットスイッチで行うため、使
用しないスイッチをカバー。

レバーではなく、K-1750-Bボタンスイッチを
使用

「日常の動き」でスムーズな操作

オート/手引きの使い分け

前面側
（基本＋　）

側面側

患者イス UP/DOWN IN/OUT

提案例②オールレバーパターン

K-1750-Cレバースイッチを2つ使用すること
で全ての操作をレバーで操作できます。
※レバースイッチは縦横両方の配置が可能です。

IN/OUT患者イス UP/DOWN

K-1750専用シーソースイッチ

K-1750専用レバースイッチ

K-1750専用スイッチ部フラットカバー

K-1750専用ボタンスイッチ

※通常テーブル ※ケアテーブル
400 400
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5

340
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0

86
5

例えば診察数が多い病院様 の場合はスピードを速める、また高齢の患者

様が多い場合は遅く設定をするなど状況に合わせた設定が可能です。

スライドスピード　MAX4sec 125mm/s   MIN7sec 74mm/s
昇降スピード　　  MAX11sec 25mm/s   MIN16sec 18mm/s

最大 最小



各スイッチは使いやすさとこだわりを兼ね備えたユニバーサルなスイッチを採用
しております。 
特に最もよく使用するテーブルのIN/OUTに関してはテーブルトップ裏にレバー
を採用しており手の感覚だけで操作しやすい形状を採用。 
そのほかにも、通常の上下レバー、シーソースイッチ、ボタンスイッチなどドクターの
使いやすいものが選択できるバリエーション豊富なスイッチをご用意しております。
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暗室で光るスイッチ

ケアテーブルスライド

UP/DOWN

患者椅子UP/DOWN

手引きレバー

下降セーフティスイッチ

IN/OUTセーフティ

使いやすさを超えた、直感的スイッチとレバー

LEDを内臓したスイッチは暗室での視認性

を向上し、操作ミスを防ぎます。

オートと手引きを自在に使い分けることが可能な機構を

採用しています。自然な操作感はそのままに、様々なケー

スに対して柔軟に対応することができます。手引きは、テ

ーブルトップ正面の中央部下部にレバーがあります。それ

を引くと天板がフリーになるので引き出します。

任意の位置で止めることができますが、そのまま全て引き

出すと自動的にロックがかかります。これらを使い分ける

ことによってスリットランプの診察の幅が広がります。

オプションの選べるスイッチ
テーブル側面には、オプションのスイッチを追加す
ることが可能となっており、よりドクターの使用し
やすい操作パターンを実現することが可能です。

Ⓐ シーソースイッチ 左右と上下どちら方向でも設置可能
Ⓑ ボタンスイッチ 上下方向にあるボタンでカスタマイズが可能です。
Ⓒ レバースイッチ 左右と上下どちら方向でも設置可能

※この配置は左引き仕様です。

オートスライド IN/OUT UP/DOWN

テーブルトップ裏のIN/OUTレバーは直感的に動かすことが可能なため、無駄

のない操作を実現しました。

UP/DOWNも同様に間違いのない操作ができるため、安心して動かすことが

できます。

テーブルトップはスイッチ周りの改良により、肘乗せ台のフリーなスペ

ースが従来よりも確保しやすくなっています。

ケアテーブル（オプション）のテーブルトップにはアクセサリースペー

スを設けている為、スライド時にも小物の滑り落ちを防ぐことができ

ます。

ワイドテーブルトップ

スライド・昇降スピード調整機能
テーブルのスライド及び昇降のスピードを調節することができます。

アクセサリーボックス
収納力が多く、スリットランプのアクセサリーや電球、

アプラネーションなどの付属品や診察室周りで使用

する小物を入れることができます。さらに、アクセサ

リーボックスの上にカメラなどを設置することもでき

ます。

室内照明・スリットランプ点灯位置の選択
テーブルIN/OUT時にスリットランプの点灯のタイミングと室内照明（連

動時）の点灯のタイミングを選択することができます。（スライドが出た

時、または出きった時に設定をすることができます。）

＊通常はスライドが出きった時に点灯します。

手動レバー オートスライドIN/OUT

提案例①シーソースライドパターン

K-1750-Aシーソースイッチを追加して手元
で確認しながらテーブルスライドIN/OUTを操
作できます。
※シーソースイッチは縦横両方の配置が可能
です。

手がはじめから知っている操作感。

提案例③患者椅子フットスイッチパターン 患者椅子の操作をフットスイッチで行うため、使
用しないスイッチをカバー。

レバーではなく、K-1750-Bボタンスイッチを
使用

「日常の動き」でスムーズな操作

オート/手引きの使い分け

前面側
（基本＋　）

側面側

患者イス UP/DOWN IN/OUT

提案例②オールレバーパターン

K-1750-Cレバースイッチを2つ使用すること
で全ての操作をレバーで操作できます。
※レバースイッチは縦横両方の配置が可能です。

IN/OUT患者イス UP/DOWN

K-1750-A 18,000K-1750専用シーソースイッチ

K-1750-C 18,000K-1750専用レバースイッチ

K-1750-D 10,000K-1750専用スイッチ部フラットカバー

K-1750-B 18,000K-1750専用ボタンスイッチ

※通常テーブル ※ケアテーブル
400 400

86
5

340
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86
5

例えば診察数が多い病院様 の場合はスピードを速める、また高齢の患者

様が多い場合は遅く設定をするなど状況に合わせた設定が可能です。

スライドスピード　MAX4sec 125mm/s   MIN7sec 74mm/s
昇降スピード　　  MAX11sec 25mm/s   MIN16sec 18mm/s

最大 最小
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空間を描くという発想。

※標準色以外のオプションカラーは全て有料となっております。また、通常納期より若干のお時間をいただく
　場合がございます。
※色見本は印刷物のため実際の色とは異なる場合があります。  　 ※電動患者椅子は別売りです

AB-02 AB-03 AB-04 AB-06AB-07

AB-05 AB-18

AB-19 AB-09

AB-14

AB-24

AB-20 AB-12

L-1478 L-1479 L-1481L-1484

L-1486

L-1489

L-1492

L-1495

L-1502 L-1504

L-1505

AB-21AB-10

AB-15

AB-25

AB-11 AB-22

AB-13 AB-16

AB-26

AB-08AB-23 AB-17

L-1443

L-1447

L-1455

L-1462 L-1464

L-1465

L-1468 L-1469

L-1471

L-1474L-1475

色見本 全47色

標準色

電動患者椅子リバティス

電源
最低
地上高

最高
地上高

標 準 小 売 価 格 （ 税 抜 ）

電動患者椅子リバティス

リチウム
イオン
バッテリー

最低
地上高

最高
地上高

標 準 小 売 価 格 （ 税 抜 ）

電源

ドクターと患者様のコミュニケーションの場である診療空間
にイナミの「コルディナ」で彩りをプラスしてみませんか？
47色の個性豊かなカラーバリエーションからイメージに合わ
せた自由な組み合わせが可能です。
一歩先を行く空間マネジメントへ。
私たちイナミがお手伝いします。

C-03 25,000カラーUP
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空間を描くという発想。

※標準色以外のオプションカラーは全て有料となっております。また、通常納期より若干のお時間をいただく
　場合がございます。
※色見本は印刷物のため実際の色とは異なる場合があります。  　 ※電動患者椅子は別売りです

色見本 全 色

標準色

K K - 11 0

電動患者椅子リバティスAC

AC

電源
最低
地上高
395mm

最高
地上高
535mm

標 準 小 売 価 格  2 3 0 , 0 0 0 -（ 税 抜 ）

K K - 1 0 0

電動患者椅子リバティス

リチウム
イオン
バッテリー

最低
地上高
395mm

最高
地上高
535mm

標 準 小 売 価 格  2 7 0 , 0 0 0 -（ 税 抜 ）

AC

電源

ドクターと患者様のコミュニケーションの場である診療空間
にイナミの「コルディナ」で彩りをプラスしてみませんか？
色の個性豊かなカラーバリエーションからイメージに合わ

せた自由な組み合わせが可能です。
一歩先を行く空間マネジメントへ。
私たちイナミがお手伝いします。

カラーUP












