
かかりつけ薬剤師の活躍、
在宅療養支援の拡大の一助に。

錠  剤   手   撒   き いらず!

小 型 分 包 機

安心・安全！
ユニバーサルカセット

注 目
OPTION

面対応薬局様向け

UC10登場!!

＋フリーカセット
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ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

カタログの掲載内容は2021年1月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

〒561- 0841  大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.（06）6868-5155（代）　FAX.（06）6868-5154（代）大 阪 本 社

〒130- 0012  東 京都墨田区太平 2丁目10 番 10 号
TEL.（03）3829-9511（代）　FAX.（03）5611-2011（代）東 京 本 社

JQA-QM5424

（株）ユヤマ

（株）湯山製作所

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう！」

無償プレゼント実施中！ユヤマのホームページはこちら！！

世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら！！



在宅療養支援の現
場で活躍する薬剤師

様へ

新型カセット
オールマイティの

錠  剤   手   撒  
 き 

注 目
OPTION

UC
[ ユニバーサルカセ

ット ]

ユー　　　 　  シ
ー

いらず

誕生。

ジェネリック医薬品など、
採用薬の追加により、手撒きが
増えてきた…

1つのUCで様々な薬品を分包！
採用薬の増加にも
フレキシブルに対応できます。

U
C
を
使
っ
て

OPTION

運
用
効
率
ア
ッ
プ
！

goo
d！

goo
d！

OPTION

安
全
・
確
実
な
分
包
！

U
C
を
使
っ
て

時々、撒き間違いがあるので、
錠剤の手撒き作業には不安がある…

薬品ごとにUCにまとめて
入れるだけで分包完了！
撒き間違いを防止し、
安全性を高めます。

0201
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様々な種類の錠剤を1つの錠剤カセットで分包できるようにしました。

払い出す薬品ごとに、払出口の形状が変化。
可変式のUCが様々な薬品の払出を可能にします。

薬品形状にあわせて可変するカセット

錠剤カセット機構は、ご事情にあわせて下記の4タイプよりお選びいただけます。

カセットパターンは4種類

錠剤カセットはセット位置フリーで、カセットをどの位
置に戻しても機械側でどの薬品かを認識します。戻
し間違いによる誤払出が発生しないので、急ぎのときも
安心してお使いいただけます。

錠剤カセットはセット位置フリー

リスクマネジメントの観点から、錠剤カセット機構に電動シャッター付
タイプのものをご用意。暗証番号でロックをかけることができますので、
カセット内薬品を勝手に持ち出される心配がありません。

シャッターで万全なセキュリティ
（UC5＋45錠剤カセット、61錠剤カセットで選択可能） PAT.

錠剤カセットは中M・小SSの2種類をご用意。分包頻度
にあわせてサイズをお選びいただけます。

錠剤カセットサイズは2種類（中、小）

UCは標準でロック機構がついており、GS1データバーで薬品照合を行って初めてロックが外
れるようになっています。正面の液晶画面には患者名・薬品名が表示され、誤って異なる薬品
を投入してしまうことを防ぎます。

ロック機構＋画面表示で誤投入を防止

使用方法はいたってシンプル。処方発行すると、UC前面の画面上へ表示されるので、薬品ごと
にGS1データバーで照合を行いカセットの中へ必要数をまとめて投入。「朝が●個、昼がな
しで、夕が●個・・・」と考えながら撒かなくてよいので、分包作業のスピードアップを図れます。

GS1データバーでチェックして薬品ごとにまとめて入れるだけ

カセットの使用後は、必ずロック解除スイッチを押して
カセットを取り出し、目視で残薬が無いかを確認後、
元に戻して初めて情報がリセットされるようになって
います。なお、5錠までは、自動回収で分包される機能
もついており、安全性を高めています。

使用後は目視チェックで残薬を確実に回収

UC5＋45錠剤カセット 61錠剤カセット

UC前面パネルへ投入薬品が
表示されます。

錠剤カセット棚に装着して
使用します。

カセット選択画面上に固定薬品名を表示。 ※UC5＋45錠剤カセットは小　  27個・中　  18個、61錠剤カセットは
　小　  54個、中　  7個。

薬品を選ばない ユニバーサルカセット（UC） PAT.

GS1データバー照合後、
当該UC前出。

特定の薬品の分包頻度が高い時に、
薬品を指定して、固定UCとしても使
用可能。状況にあわせてフレキシブ
ルにお使いいただけます。

薬品固定での使用も可能（固定UC）

UCの上部を取り外して、薬品が
触れる部分を、分解できるように
なっておりますので、お手入れも
楽に。すみずみまできれいに清掃
いただけます。

分包頻度の高い薬品を中心に、UCを
使用して分包業務を効率化。また、分
包機上部のスペー
スを薬品棚として
ご使用いただけ
ます。

分包頻度の高い薬品は固定の45錠
剤カセットを使用し、新たな採用薬や
分包頻度が高まってきている薬品に
UCを使用。新たにコストをかけること
なく、カセットで払いだせる錠剤を増
やすことができます。

61種の薬品を搭載することが可能。
薬品の種類がある程度決まっており、
1つでも多くの薬品を錠剤カセットに
搭載しておきたい場合に有効です。

お手入れも楽に行えます

分包に必要な薬品数をまとめて投入。

分
包
ス
タ
ー
ト

ロック解除
スイッチ

UC5
＋

フリー棚

UC5
＋

45錠剤
カセット

取り扱い薬品種が多くても、手撒きい
らずに次々に薬品投入できるUC10
個タイプ。カセットを決めきれない面
対応薬局様に最適です。

UC5およびUC10は、棚なしタイプもお選びいただけます。

UC10
＋

フリー棚

61錠剤
カセット

一度に複数の錠剤を
補充する場合に便利。

全フリーゾーン
欠品時などの音声による
カセット番号告知機能搭載

OPTION OPTION

中 M 小 SS

MSS
MSS

※薬品接触部分が3つのパーツに分かれます。
※水洗い不可。

※UCには乾燥剤を入れられませんので、吸湿性
の高い薬品を長期間滞留させることはおすすめ
しません。

長期処方の一包化に心強い 錠剤カセット機構

但し、印字装置PX Tab付、
リフィルリボン仕様に限ります。

後 付 可 能

UCをセットし直す。

ユニバーサルカセット（UC）

※

※ ※

UC10

UC5

0403

小判形（膨らみ）

カプセル形

変形（膨らみ）

軟カプセル形

小判形（平）

裸形（膨らみ）

長方形（膨らみ）

裸形（平）

※掲載は一部です。
※使用可能薬品には一部制限がございます。　
　詳しくはお問い合わせください。

あらゆる形状の錠剤に対応します。
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OPTION OPTION

モノクロ印字

4色カラー印字 ピクトグラム印字

ハーフ（モノクロ）印字

1色（黒）ハーフ
1色（黒）

4色（カラー）

専用カセット 左：フルサイズ用 右：ハーフ用

ランニングコストも抑え、経費にもやさしい

ランニングコスト当社従来比年間約20％減（※1）。経費にも優しい仕様です！
※1…計測条件 ： 黒1色、リボン送り考慮（実測値）、リボンのみ比較。
詳しくはお問い合わせください。

患者さんに分かりやすいビジュアル情報を提供できるように、各種バーコード・
QRコードや図形に加えピクトグラム（絵文字）も印字が可能です。

作業時間※

これまで分包後に、マーカーでラ
インを引いていた先生方の作業
負担を減らすことができます。

※分3×14日分＝42包を1処方とし、1日
　50処方と仮定した場合に、1処方の
　ライン引きに2分を要するとして算出。

1時間40分

0分

カラー印字コスト※

導入しやすい価格で4色の色分け
表示を実現できます。

※4色印字リボンの場合と1色印字リボン
　に本オプションをあわせて利用した場合
　の1包あたりの印字コストを比較。
※イニシャルコストは含んでおりません。

約31.1％
ダウン

1色印字リボンとの併用により、印字可能領域を確保し、必要な
医薬品情報とカラーの両立を実現。

※眠前含む4色ライン利用時の文字印字可能領域の比較。

縦20mm 縦49mm

4色リボン 1色リボン

各種高齢者向け施設からの要望にお応えできる視認性向上ツール。

専用のユニット取付により、分包時に自動で用法別に赤・緑・青・黄土色の4色のライ
ンを引くことができます。これまで分包後にマーカーでラインを引いていた先生方の手
間が省け、服薬コンプライアンス確保に役立ちます。

使用できる印字リボンは1色（黒）、1色（黒）ハーフサイズ、4色（カラー）の3種類。
ニーズにあわせてお選びいただけるのはもちろん、詰め替え式のリボンを使用することで、
環境性能に優れ、ランニングコストを抑えることが可能になりました。

自動4色ペンライナー
ユニット 4色リフィルリボン

線種は実線／点線からお選びいただけます。
施設ごとの色分けパターン・線種の設定が必要となります。

朝 昼 夕 眠 朝

A施設向け

印字例 印字例

朝 昼 夕 眠 朝

B施設向け

朝 朝 朝 昼 昼

連続線

朝 朝 朝 昼 昼

1包ごと

次世代インクリボン「Refill  Ribbon（リフィル
リボン）」リボン部だけを交換するので、原則カ
セットの廃棄がなく、環境活動にも貢献！

簡単に交換でき、環境にもやさしい

使用できる印字リボンは1色（黒）、1色（黒）ハーフサイズ、4色（カラー）の3種類。
ニーズに合わせお選びいただけます。

印字の種類も豊富

詰め替え用リボンを
Refill（詰め替え）
するだけ！

施設ごとに異なる
色分けパターン・線種の設定が可能。

手書きしていたままのライン引きを
自動で再現できるので、導入もスムーズ。

業務を楽に リーズナブルに 情報量 約2.5倍※

施設ごとにカンタン色分け 自動4色ペンライナー 文字やマークをきれいに印字できる リフィルリボン PAT.

リフィルリボン　 VS 　マルチリボン（従来品）

0605
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　50処方と仮定した場合に、1処方の
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1時間40分

0分

カラー印字コスト※

導入しやすい価格で4色の色分け
表示を実現できます。

※4色印字リボンの場合と1色印字リボン
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専用のユニット取付により、分包時に自動で用法別に赤・緑・青・黄土色の4色のライ
ンを引くことができます。これまで分包後にマーカーでラインを引いていた先生方の手
間が省け、服薬コンプライアンス確保に役立ちます。

使用できる印字リボンは1色（黒）、1色（黒）ハーフサイズ、4色（カラー）の3種類。
ニーズにあわせてお選びいただけるのはもちろん、詰め替え式のリボンを使用することで、
環境性能に優れ、ランニングコストを抑えることが可能になりました。

自動4色ペンライナー
ユニット 4色リフィルリボン

線種は実線／点線からお選びいただけます。
施設ごとの色分けパターン・線種の設定が必要となります。

朝 昼 夕 眠 朝

A施設向け

印字例 印字例

朝 昼 夕 眠 朝

B施設向け

朝 朝 朝 昼 昼

連続線

朝 朝 朝 昼 昼

1包ごと

次世代インクリボン「Refill  Ribbon（リフィル
リボン）」リボン部だけを交換するので、原則カ
セットの廃棄がなく、環境活動にも貢献！

簡単に交換でき、環境にもやさしい

使用できる印字リボンは1色（黒）、1色（黒）ハーフサイズ、4色（カラー）の3種類。
ニーズに合わせお選びいただけます。

印字の種類も豊富

詰め替え用リボンを
Refill（詰め替え）
するだけ！

施設ごとに異なる
色分けパターン・線種の設定が可能。

手書きしていたままのライン引きを
自動で再現できるので、導入もスムーズ。

業務を楽に リーズナブルに 情報量 約2.5倍※

施設ごとにカンタン色分け 自動4色ペンライナー 文字やマークをきれいに印字できる リフィルリボン PAT.

リフィルリボン　 VS 　マルチリボン（従来品）
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カバーを閉じた状態

カバーを開けた状態

Vマスライン

印字装置PX Tab付きの場合には、
PC画面上で錠剤の手撒き位置と錠数
を薬品ごとに表示可能。使いやすさが
さらに進化しました。

分4用 分3用

散薬分割器

Vマス部仕切板散薬ホッパー

シール部に薬が入りにくく、強力にお薬をパッケージできるのは、
このヒーターローラー方式だからこそ。2つ折分包紙＋ヒーター
ローラーにより、「分包紙のセットの行いやすさ」と「大切なお薬を
パッケージするシール精度」を両立し、薬剤師の先生方に使いや
すさをご提供します。

ヒーターローラー方式による強力なシール精度

他社にはない強度を誇る、分包性能

経験と勘に頼りがちな、Vマス散薬ならし作業。独自の赤ライン
により、散薬の均等ならしも簡単です。

VマスカバーとVマスライン  PAT.

色で識別できる用法ガイドによって、一目で次の錠剤をどのマスに手撒
きするかが分かります。用途にあわせて3パターン（分3用・分4用・
任意設定用）をご用意。

錠剤手撒きもらくらくガイド  PAT.

細部にまで行き届いた使い勝手のよさ

シャルティⅢは、薬品経路
となる部分が簡単に取り
外せて、水洗いもOK。

取り外し簡単、水洗いもOK  PAT.

最終ホッパーは振動モーターでのバイブレーションで優れた残薬抑止に加え
静粛性能も高く、快適な調剤環境を実現します。また、分包後に開口部を
閉じて一気に吸引する機構により、残薬対策は万全です。

コンタミ抑制＋残薬シャットアウト

毎日お使いいただくものだからこそ、メンテナンスしやすさにも配慮

ロングセラーが物語る必要十分な基本性能。

強力なシール精度のヒーターローラー方式 楽な姿勢で紙交換できるプル・ラウンド方式

従来品

スパットカット®

薬包サイドにも簡単カット処理！
横からもカット可能なノッチ

分包された薬包には、横方向にも簡単カットしや

すいノッチ（切れ目）が1包毎に自動で入ります。

60

70

76

90

80

（mm）

印字ありでの分包時には特に、薬包紙のロス袋が気になります。
シャルティⅢなら印字なしの連続分包時のロスゼロはもちろん、
印字有りの使用時でも5包に抑えられます。
※端末での設定条件、分包条件による。

ユヤマ独自の次世代分包紙「クリーニングリー
ダー®付分包紙」、セット時に先端部分がヒーター
ローラーをクリーニング！ 機械を長くご使用いた
だくためのユヤマからのご提案です。

クリーニングリーダー®付分包紙

最大分包速度は小型分包機としては十二分な
46包/分。散薬の形状などの要素により、分包速度
を46、40、30包/分の3段階からチョイスすること
が可能。作業効率と分包精度の両面から最適値
にて分包いただけます。

分包速度

印刷時も少ないロス袋。ランニングコストに貢献します。

ロス袋

高カット性分包紙「スパットカット®」、薬包上部の圧着面のどこからでも簡単
にカットできます。しかし、投薬時に輪ゴムで縛った際には切れにくい絶妙な
処理が施されております。

スパットカット®　意匠登録

分包サイズは任意に、60、70、76、
80、90mm/包の5段階の薬包サイ
ズから分包する内容量やコスト面で
最適なサイズを選択できます。

患者さんの飲みやすさにも配慮した、ユヤマ分包紙

分包サイズ

水洗いOK

従来機

シャルティⅢ

テスト 太郎
朝食後

テスト 太郎
昼食後

テスト 太郎
夕食後

テスト 太郎
朝食後

テスト 太郎
昼食後

テスト 太郎
夕食後

印刷時ロス袋

1包 　　2包　　3包　　4包　　5包　　6包　　7包

1包 　　2包　　3包　　4包 　　5包　　
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カバーを閉じた状態

カバーを開けた状態

Vマスライン

印字装置PX Tab付きの場合には、
PC画面上で錠剤の手撒き位置と錠数
を薬品ごとに表示可能。使いやすさが
さらに進化しました。

分4用 分3用

散薬分割器

Vマス部仕切板散薬ホッパー

シール部に薬が入りにくく、強力にお薬をパッケージできるのは、
このヒーターローラー方式だからこそ。2つ折分包紙＋ヒーター
ローラーにより、「分包紙のセットの行いやすさ」と「大切なお薬を
パッケージするシール精度」を両立し、薬剤師の先生方に使いや
すさをご提供します。

ヒーターローラー方式による強力なシール精度

他社にはない強度を誇る、分包性能

経験と勘に頼りがちな、Vマス散薬ならし作業。独自の赤ライン
により、散薬の均等ならしも簡単です。

VマスカバーとVマスライン  PAT.

色で識別できる用法ガイドによって、一目で次の錠剤をどのマスに手撒
きするかが分かります。用途にあわせて3パターン（分3用・分4用・
任意設定用）をご用意。

錠剤手撒きもらくらくガイド  PAT.

細部にまで行き届いた使い勝手のよさ

シャルティⅢは、薬品経路
となる部分が簡単に取り
外せて、水洗いもOK。

取り外し簡単、水洗いもOK  PAT.

最終ホッパーは振動モーターでのバイブレーションで優れた残薬抑止に加え
静粛性能も高く、快適な調剤環境を実現します。また、分包後に開口部を
閉じて一気に吸引する機構により、残薬対策は万全です。

コンタミ抑制＋残薬シャットアウト

毎日お使いいただくものだからこそ、メンテナンスしやすさにも配慮

ロングセラーが物語る必要十分な基本性能。

強力なシール精度のヒーターローラー方式 楽な姿勢で紙交換できるプル・ラウンド方式

従来品

スパットカット®

薬包サイドにも簡単カット処理！
横からもカット可能なノッチ

分包された薬包には、横方向にも簡単カットしや

すいノッチ（切れ目）が1包毎に自動で入ります。

60

70

76

90

80

（mm）

印字ありでの分包時には特に、薬包紙のロス袋が気になります。
シャルティⅢなら印字なしの連続分包時のロスゼロはもちろん、
印字有りの使用時でも5包に抑えられます。
※端末での設定条件、分包条件による。

ユヤマ独自の次世代分包紙「クリーニングリー
ダー®付分包紙」、セット時に先端部分がヒーター
ローラーをクリーニング！ 機械を長くご使用いた
だくためのユヤマからのご提案です。

クリーニングリーダー®付分包紙

最大分包速度は小型分包機としては十二分な
46包/分。散薬の形状などの要素により、分包速度
を46、40、30包/分の3段階からチョイスすること
が可能。作業効率と分包精度の両面から最適値
にて分包いただけます。

分包速度

印刷時も少ないロス袋。ランニングコストに貢献します。

ロス袋

高カット性分包紙「スパットカット®」、薬包上部の圧着面のどこからでも簡単
にカットできます。しかし、投薬時に輪ゴムで縛った際には切れにくい絶妙な
処理が施されております。

スパットカット®　意匠登録

分包サイズは任意に、60、70、76、
80、90mm/包の5段階の薬包サイ
ズから分包する内容量やコスト面で
最適なサイズを選択できます。

患者さんの飲みやすさにも配慮した、ユヤマ分包紙

分包サイズ

水洗いOK

従来機

シャルティⅢ

テスト 太郎
朝食後

テスト 太郎
昼食後

テスト 太郎
夕食後

テスト 太郎
朝食後

テスト 太郎
昼食後

テスト 太郎
夕食後

印刷時ロス袋

1包 　　2包　　3包　　4包　　5包　　6包　　7包

1包 　　2包　　3包　　4包 　　5包　　
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RFID秤量皿連動 処方分割設定画面

RFID秤量皿

その他のオプション機能でもっと便利に。

シャルティⅢは、印字装置PX Tab付きの場合に、電子天秤一体型鑑査システム
onedy EX2との連動が可能です。onedy EX2で鑑査済みの調剤データは、
分包機側に別途設置するRFID読取装置（オプション）でRFID秤量皿を読み込
ませるだけで、すぐにPX Tab側で処方展開されます。分包機の最大包数を予め
登録しておけば、自動で処方分割を行う機能も搭載しています。

錠剤カセットへ薬品を充填する際に、薬品を
バーコードリーダーにかざすと、該当する錠剤カ
セット位置が点灯し、錠剤カセットの取り間違い
を防ぎます。UC5＋45錠剤カセット付および
UC5カセット付、UC10カセット付へは標準装備。

タッチパネル操作と洗練された画面で操作性に定評のある印字装置。処方順序の入れ替えや、
任意の選択日のみ指定発行など様々な調剤シーンに対応します。錠剤カセット機構付の場合は、
標準装備。

印字装置　PX Tab

散薬鑑査システムとの連動もスムーズに

錠剤手撒きを作業台でも行えます　「タブレバイザー」

充填間違いを防止する
バーコードリーダー（61錠剤カセット付時）

錠剤手撒きに、取り外し可能なオプ
ションをご用意。手撒きの作業を作
業台で行い、セッティングしたもの
を錠剤手撒き部（DTA）に装着する
ことが可能です。分包機上の限られ
たスペースではなく、作業台の上で、
安心して作業いただけます。

タッチパネルで直感的に入力いただけます。UC使用
の場合は、UCを使用できる薬品かどうかを「○」の
有無で一目でご確認いただけます。

分包の進行状況を確認できます。分包順序を入れ
替えたい場合も、順序変更ボタンで簡単に入れ替え
可能。

フリーレイアウト、フリーフォントスタイル、フリー
文字サイズで、薬包内の印字領域内に思ったまま
の印字フォーマットをどなたでも簡単に作成して
いただけます。

処方入力画面 分包モニタ画面 印字フォーマット画面

製品名

型式

製品画像

外形寸法

質量

消費電力

電源

分包モード

分包数

分包速度

1包寸法

包装材料

分包紙交換の標準装備

手撒き錠剤マス数

アラーム

ロス袋

集塵機構

標準機構

オプション

小型分包機　シャルティⅢ

CPX45AⅢ

小型分包機　シャルティⅢ　
UC5＋45錠剤カセット付

CPX45AⅢ-UC5T45S
（シャッター付）
CPX45AⅢ-UC5T45
（シャッター無） 

小型分包機　シャルティⅢ
61錠剤カセット付

CPX45AⅢ-T61S
（シャッター付）
CPX45AⅢ-T61
（シャッター無）

1,200VA（MAX）

AC100V±10V（50/60Hz）

散薬、錠剤、錠剤・散薬混合、錠剤・散薬交互

散薬1～45包　錠剤1～360包（PX発行）　錠剤カセットのみのときは792包まで可能。

46、40、30包／分（スイッチにて切替可能）

横（90、80、76、70、60mm／但し3サイズ選択）

セロファンポリ、グラシンポリ（2つ折分包紙）　※但し、透明グラシンは使用できません。

プルラウンド・ヒーターローラー式

45マス

キー入力時及び各種エラー音

0～4包（スイッチにて切替可能）

強・中・弱　3段階（スイッチにて切替可能）

仕　様

製品名

入力画面

印字方式

通信

対応印字リボン

印字項目

印字モード

印字仕様

印字予約

Do登録数

AV動画マニュアル

PX Tab（マルチ印字機能タイプ）

サーマルマルチ

可 

リフィルリボン　4色（カラー）・1色（黒）・1色（黒）ハーフサイズ 

患者コード、患者氏名、処方箋番号、診療科名、病棟名、用法、メッセージ、日付（西和暦）、引換券番号、
薬品名、固定文字列、ピクトグラムグラフィックなど各種、バーコード、図形、検薬印字

連続、反復 

フリーサイズ・フリーフォント、印字レイアウトフリー、縦横印字可 

制限なし 

最大10万件※1 

あり 

印字装置

処方入力画面 印字レイアウト選択画面 カセット選択画面（錠剤カセット機構付のみ）

お好みでキーボードやタッチペンをオプション
として付けることもできます。

タブレット用タッチペンタブレット用キーボード

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

※1　但し、設定した期限を超過すると処方データは自動消去。（最大730日までの期限設定可能）

※錠剤カセット機構は印字装置PX Tab付、リフィルリボン仕様に限り後付可能です。 印字装置付の本体にUC10後付を希望される場合は、印字装置の付け替えが必要になります。

PX Tab

W890×D633×H1,996mm
（シャッター付）

W890×D633×H1,896mm
（シャッター無）

200kg

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構T61
（61錠剤カセット）

バーコードリーダー
シャッター機構
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

W890×D633×H1,996mm
（シャッター付）

W890×D633×H1,896mm
（シャッター無）

200kg

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC5T45
（UC5＋45錠剤カセット）
バーコードリーダー

シャッター機構
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

小型分包機　シャルティⅢ
UC10カセット付

CPX45AⅢ-UC10

CPX45AⅢ-UC10N
（棚なし）

W890×D633×H1,896mm

W890×D633×H1,533mm
（棚なし）

200kg、190kg（棚なし）

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC10
（UC10カセット）
フリー棚（標準2段）
バーコードリーダー

錠剤ケース（ユニエース共通）
棚・棚ワイヤー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

小型分包機　シャルティⅢ
UC5カセット付

CPX45AⅢ-UC5

CPX45AⅢ-UC5N
（棚なし）

W890×D633×H1,896mm

W890×D633×H1,376mm
（棚なし）

180kg、170kg（棚なし）

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC5
（UC5カセット）
フリー棚（標準2段）
バーコードリーダー

錠剤ケース（ユニエース共通）
棚・棚ワイヤー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

W890×D404×H930mm

101kg

印字装置なし

印字装置PX Tab
バーコードリーダー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置
（onedy EX2連動用、印字装置PX Tab付時）

※画像はPX Tab付。

UC…ユニバーサルカセット

（但し、錠剤カセット機構付には標準装備）
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RFID秤量皿連動 処方分割設定画面

RFID秤量皿

その他のオプション機能でもっと便利に。

シャルティⅢは、印字装置PX Tab付きの場合に、電子天秤一体型鑑査システム
onedy EX2との連動が可能です。onedy EX2で鑑査済みの調剤データは、
分包機側に別途設置するRFID読取装置（オプション）でRFID秤量皿を読み込
ませるだけで、すぐにPX Tab側で処方展開されます。分包機の最大包数を予め
登録しておけば、自動で処方分割を行う機能も搭載しています。

錠剤カセットへ薬品を充填する際に、薬品を
バーコードリーダーにかざすと、該当する錠剤カ
セット位置が点灯し、錠剤カセットの取り間違い
を防ぎます。UC5＋45錠剤カセット付および
UC5カセット付、UC10カセット付へは標準装備。

タッチパネル操作と洗練された画面で操作性に定評のある印字装置。処方順序の入れ替えや、
任意の選択日のみ指定発行など様々な調剤シーンに対応します。錠剤カセット機構付の場合は、
標準装備。

印字装置　PX Tab

散薬鑑査システムとの連動もスムーズに

錠剤手撒きを作業台でも行えます　「タブレバイザー」

充填間違いを防止する
バーコードリーダー（61錠剤カセット付時）

錠剤手撒きに、取り外し可能なオプ
ションをご用意。手撒きの作業を作
業台で行い、セッティングしたもの
を錠剤手撒き部（DTA）に装着する
ことが可能です。分包機上の限られ
たスペースではなく、作業台の上で、
安心して作業いただけます。

タッチパネルで直感的に入力いただけます。UC使用
の場合は、UCを使用できる薬品かどうかを「○」の
有無で一目でご確認いただけます。

分包の進行状況を確認できます。分包順序を入れ
替えたい場合も、順序変更ボタンで簡単に入れ替え
可能。

フリーレイアウト、フリーフォントスタイル、フリー
文字サイズで、薬包内の印字領域内に思ったまま
の印字フォーマットをどなたでも簡単に作成して
いただけます。

処方入力画面 分包モニタ画面 印字フォーマット画面

製品名

型式

製品画像

外形寸法

質量

消費電力

電源

分包モード

分包数

分包速度

1包寸法

包装材料

分包紙交換の標準装備

手撒き錠剤マス数

アラーム

ロス袋

集塵機構

標準機構

オプション

小型分包機　シャルティⅢ

CPX45AⅢ

小型分包機　シャルティⅢ　
UC5＋45錠剤カセット付

CPX45AⅢ-UC5T45S
（シャッター付）
CPX45AⅢ-UC5T45
（シャッター無） 

小型分包機　シャルティⅢ
61錠剤カセット付

CPX45AⅢ-T61S
（シャッター付）
CPX45AⅢ-T61
（シャッター無）

1,200VA（MAX）

AC100V±10V（50/60Hz）

散薬、錠剤、錠剤・散薬混合、錠剤・散薬交互

散薬1～45包　錠剤1～360包（PX発行）　錠剤カセットのみのときは792包まで可能。

46、40、30包／分（スイッチにて切替可能）

横（90、80、76、70、60mm／但し3サイズ選択）

セロファンポリ、グラシンポリ（2つ折分包紙）　※但し、透明グラシンは使用できません。

プルラウンド・ヒーターローラー式

45マス

キー入力時及び各種エラー音

0～4包（スイッチにて切替可能）

強・中・弱　3段階（スイッチにて切替可能）

仕　様

製品名

入力画面

印字方式

通信

対応印字リボン

印字項目

印字モード

印字仕様

印字予約

Do登録数

AV動画マニュアル

PX Tab（マルチ印字機能タイプ）

サーマルマルチ

可 

リフィルリボン　4色（カラー）・1色（黒）・1色（黒）ハーフサイズ 

患者コード、患者氏名、処方箋番号、診療科名、病棟名、用法、メッセージ、日付（西和暦）、引換券番号、
薬品名、固定文字列、ピクトグラムグラフィックなど各種、バーコード、図形、検薬印字

連続、反復 

フリーサイズ・フリーフォント、印字レイアウトフリー、縦横印字可 

制限なし 

最大10万件※1 

あり 

印字装置

処方入力画面 印字レイアウト選択画面 カセット選択画面（錠剤カセット機構付のみ）

お好みでキーボードやタッチペンをオプション
として付けることもできます。

タブレット用タッチペンタブレット用キーボード

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

※1　但し、設定した期限を超過すると処方データは自動消去。（最大730日までの期限設定可能）

※錠剤カセット機構は印字装置PX Tab付、リフィルリボン仕様に限り後付可能です。 印字装置付の本体にUC10後付を希望される場合は、印字装置の付け替えが必要になります。

PX Tab

W890×D633×H1,996mm
（シャッター付）

W890×D633×H1,896mm
（シャッター無）

200kg

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構T61
（61錠剤カセット）

バーコードリーダー
シャッター機構
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

W890×D633×H1,996mm
（シャッター付）

W890×D633×H1,896mm
（シャッター無）

200kg

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC5T45
（UC5＋45錠剤カセット）
バーコードリーダー

シャッター機構
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

小型分包機　シャルティⅢ
UC10カセット付

CPX45AⅢ-UC10

CPX45AⅢ-UC10N
（棚なし）

W890×D633×H1,896mm

W890×D633×H1,533mm
（棚なし）

200kg、190kg（棚なし）

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC10
（UC10カセット）
フリー棚（標準2段）
バーコードリーダー

錠剤ケース（ユニエース共通）
棚・棚ワイヤー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

小型分包機　シャルティⅢ
UC5カセット付

CPX45AⅢ-UC5

CPX45AⅢ-UC5N
（棚なし）

W890×D633×H1,896mm

W890×D633×H1,376mm
（棚なし）

180kg、170kg（棚なし）

印字装置PX Tab
錠剤カセット機構UC5
（UC5カセット）
フリー棚（標準2段）
バーコードリーダー

錠剤ケース（ユニエース共通）
棚・棚ワイヤー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置（onedy EX2連動用）

W890×D404×H930mm

101kg

印字装置なし

印字装置PX Tab
バーコードリーダー
地震対策金具
自動カッターユニット
マジックホルダー
自動4色ペンライナー
タブレット用キーボード
タブレット用タッチペン
タブレバイザー
RFID読取装置
（onedy EX2連動用、印字装置PX Tab付時）

※画像はPX Tab付。

UC…ユニバーサルカセット

（但し、錠剤カセット機構付には標準装備）
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かかりつけ薬剤師の活躍、
在宅療養支援の拡大の一助に。

錠  剤   手   撒   き いらず!

小 型 分 包 機

安心・安全！
ユニバーサルカセット

注 目
OPTION

面対応薬局様向け

UC10登場!!

＋フリーカセット

210101

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

カタログの掲載内容は2021年1月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

〒561- 0841  大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.（06）6868-5155（代）　FAX.（06）6868-5154（代）大 阪 本 社

〒130- 0012  東 京都墨田区太平 2丁目10 番 10 号
TEL.（03）3829-9511（代）　FAX.（03）5611-2011（代）東 京 本 社

JQA-QM5424

（株）ユヤマ

（株）湯山製作所

「開局でお手伝いできること」
「無菌製剤室を作ろう！」

無償プレゼント実施中！ユヤマのホームページはこちら！！

世界各国のユーザー様の
活用事例はこちら！！


