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6.保管・カート・実験台用付属器具研究施設

YHBER

薬品庫
YHBER
Cabinets, Storages

ステンレス製薬品庫
YHBER型-S

■上置きと下置きの組み合わせバリエーション

上置き
ユニット

下置き
ユニット

（上置きユニット）

（下置きユニット）

材質：SUS304

■仕様
ユニット サイズ（外寸法）
上置きユニット 間口880×奥行400×高さ880mm
下置きユニット 間口880×奥行500×高さ960mm

商品コード Ａ001106
型　式 YHBER-SYSL4

仕　様
片開扉、棚板2枚、 
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥275,000

商品コード Ａ001105
型　式 YHBER-SYSL3

仕　様
片開扉、左室のみ2枚、
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥293,000

商品コード Ａ001104
型　式 YHBER-SYSL2

仕　様
片開扉、上段室のみ棚
板1枚、シリンダ 鍵 付
き、エアホール付き

価　格 ¥293,000

商品コード Ａ001103
型　式 YHBER-SYSU7

仕　様
両開扉。棚板2枚、 
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥260,000

商品コード Ａ001102
型　式 YHBER-SYSU6

仕　様
引き違いガラス扉。棚
板2枚、シリンダ 鍵 付
き、エアホール付き

価　格 ¥249,000

商品コード Ａ001101
型　式 YHBER-SYSU5

仕　様
引き違い扉。棚板2枚、
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥233,000

商品コード Ａ001115
上　段 YHBER-SYSU7
下　段 YHBER-SYSL4
セット価格 ¥535,000

商品コード Ａ001114
上　段 YHBER-SYSU7
下　段 YHBER-SYSL3
セット価格 ¥553,000

商品コード Ａ001113
上　段 YHBER-SYSU7
下　段 YHBER-SYSL2
セット価格 ¥553,000

商品コード Ａ001112
上　段 YHBER-SYSU6
下　段 YHBER-SYSL4
セット価格 ¥524,000

商品コード Ａ001111
上　段 YHBER-SYSU6
下　段 YHBER-SYSL3
セット価格 ¥542,000

商品コード Ａ001110
上　段 YHBER-SYSU6
下　段 YHBER-SYSL2
セット価格 ¥542,000

商品コード Ａ001109
上　段 YHBER-SYSU5
下　段 YHBER-SYSL4
セット価格 ¥508,000

商品コード Ａ001108
上　段 YHBER-SYSU5
下　段 YHBER-SYSL3
セット価格 ¥526,000

商品コード Ａ001107
上　段 YHBER-SYSU5
下　段 YHBER-SYSL2
セット価格 ¥526,000

●組み合わせ総高さ　1,840mm



●仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。
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スチール製薬品庫　
YHBER型-B

■上置きと下置きの組み合わせバリエーション

上置き
ユニット

下置き
ユニット

商品コード Ａ001116
型　式 YHBER-BYSU5

仕　様
引き違い扉。棚板2枚、
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥79,000

商品コード Ａ001117
型　式 YHBER-BYSU6

仕　様
引き違いガラス扉。棚
板2枚、シリンダ 鍵 付
き、エアホール付き

価　格 ¥79,000

（上置きユニット）

（下置きユニット）

材質：スチール製
仕上：耐薬エポキシ塗装

■仕様
ユニット サイズ（外寸法）
上置きユニット 間口880×奥行400×高さ880mm
下置きユニット 間口880×奥行500×高さ960mm

商品コード Ａ001120
型　式 YHBER-BYSL3

仕　様
片開扉、左室のみ2枚、
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥149,000

商品コード Ａ001121
型　式 YHBER-BYSL4

仕　様
片開扉、棚板2枚、 
シリンダ鍵付き、エア
ホール付き

価　格 ¥142,000

商品コード Ａ001122
上　段 YHBER-BYSU5
下　段 YHBER-BYSL2
セット価格 ¥228,000

商品コード Ａ001127
上　段 YHBER-BYSU6
下　段 YHBER-BYSL4
セット価格 ¥221,000

商品コード Ａ001130
上　段 YHBER-BYSU7
下　段 YHBER-BYSL4
セット価格 ¥221,000

商品コード Ａ001124
上　段 YHBER-BYSU5
下　段 YHBER-BYSL4
セット価格 ¥221,000

商品コード Ａ001129
上　段 YHBER-BYSU7
下　段 YHBER-BYSL3
セット価格 ¥228,000

商品コード Ａ001126
上　段 YHBER-BYSU6
下　段 YHBER-BYSL3
セット価格 ¥228,000

商品コード Ａ001123
上　段 YHBER-BYSU5
下　段 YHBER-BYSL3
セット価格 ¥228,000

商品コード Ａ001128
上　段 YHBER-BYSU7
下　段 YHBER-BYSL2
セット価格 ¥228,000

商品コード Ａ001125
上　段　 YHBER-BYSU6
下　段 YHBER-BYSL2
セット価格 ¥228,000

（注）掲載価格に消費税は含まれておりません。●荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。

●組み合わせ総高さ　1,840mm

商品コード Ａ001119
型　式 YHBER-BYSL2

仕　様
片開扉、上段室のみ棚
板1枚、シリンダ 鍵 付
き、エアホール付き

価　格 ¥149,000

商品コード Ａ001118
型　式 YHBER-BYSU7

仕　様
両開扉。棚板2枚、シリ
ンダ鍵付き、エアホー
ル付き

価　格 ¥79,000


