
人工授精機器
Artificial insemination equipment and instruments
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ストローマシン1本式
希釈精液をストロー精液管に1本ずつ搬送させ
ながら充填及び閉封する装置です。希釈精液を
定量充填するため、吸引圧力を時間制御しなが
ら充填し、超音波溶着で閉封します。

Single Straw Filling and Sealing Machine
This machine fills and seals the straw 
with diluted animal semen in one cycle.
Simple and user-friendly operation
Straw convey is controlled by electric ac-
tuator which gives precise positioning for 
filling and sealing.

ストローマシン1本式 SFM-1/ストローマシン5本式 SFM-5
Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5

構成　Accessories
品名
Description

数量
Qty

本体用電源コード
Power cable for main body (color：Black)

1本
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

超音波発振器用電源コード
Power cable for Ultrasonic oscillator (color; gray)

1本
1pc 

注入針
Injection Needle

5個
5pcs

エアー針
Suction Needle

1個
1pc

シリコンパッキン（注入針・エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

100個
100pcs

注入針用シリコンチューブ
Silicone tube for Injection Needle

5本
5pcs

エアー針用シリコンチューブ
Silicone tube for Suction Needle

1本
1pc

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date. 
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。　Power consumption varies deperding on end input voltage. 

品名
Description

数量
Qty

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

真空瓶
Vacuum bottle

1個
1pc

フィルタ
Filter

1個
1pc

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1pc

重り
Weight for silicon tube

5個
5pcs

ストロー管受け箱
Receiver for straw tube

1組
1pc

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1000本
1000pcs

ストローマシン1本式　Single straw filling and sealing machine SFM-1
コード番号
Code No. 01156500 01156700 01156600

型式
Specification

SFM-1 0.5用 100V
SFM-1 for 0.5mL 100V

SFM-1 0.5用 220V
SFM-1 for 0.5mL 220V

SFM-1 0.25用 220V
SFM-1 for 0.25mL 220V

対応ストロー管
Straw size

ストロー精液管 0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管 0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 560×400×380mm

電源
Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz）　使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio 400W※ 300W※

質量
Weight

約40kg
40kg approx.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments

8 外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.



ストローマシン5本式
希釈精液をストロー精液管に5本同時に充填及び閉
封する世界初の機能を搭載している装置です。本体
操作にタッチパネルを採用しており、操作性が簡単で
す。Auto5 Modeでは希釈精液量が少なくなると、
自動的に5本充填から1本充填に切り替わり、精液及
びストロー管の無駄を極力少なくすることが可能に
なりました（1本生産開始本数を設定）。

Pentagonal Straw Filling and 
Sealing Machine
5 straws are filled and sealed in one cycle. 
High work efficiency with front touch panel.

構成　Accessories
品名
Description

数量
Qty

本体用電源コード
Power code for Main unit

1本
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

超音波発振器用電源コード
Power cable for ultrasonic oscillaltor

1本
1pc

注入針
Injection Needle

5個
5sets

エアー針
Suction Needle

1個
1set

エアー針用カラー
Collar for Suction Needle

5個
5pcs

シリコンパッキン（注入針、エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

80個
80pcs

注入針用シリコンチューブ(5本入)
Silicone tube for Injection needle

15組
5pcs x 15sets

エアー針用シリコンチューブ(5本入)
Silicone tube for Suction needle 

3組
5pcs x 3sets

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date.
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。　Power consumption varies deperding on end input voltage. 

品名
Description

数量
Qty

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

真空瓶
Vacuum bottle

1個
1pc

フィルタ
Filter

1個
1pc

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1set

注入パイプ
Injection pipe

5組
5pcs

ストロー管受け箱
Receiver for Straw tube

1個
1pc

シリコンオイル（0.5mL）
Silicone Oil 0.5mL

1個
1set

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1,000本
1,000pcs

ストローマシン5本式　Pentagonal straw filling and sealing machine SFM-5
コード番号
Code No. 01152000 01152100 01152200

型式
Specification

SFM-5 0.5用 100V
SFM-5 for 0.5 100V

SFM-5 0.5用 220V
SFM-5 for 0.5 220V

SFM-5 0.25用 220V
SFM-5 for 0.25 220V

対応ストロー管
Straw size

ストロー精液管0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 780×500×460mm

電源
Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz）　使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio 400W※ 300W※

質量
Weight

約60kg
60kg approx.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments

9外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.



0.5mLまたは0.25mLのストロー管に任意の文字が印刷できます。
印字データ登録数は500設定が可能。印字速度は1秒間2,525文字で
す。自動カレンダー機能を始め、任意時間ホールド印字等数多くの機
能を持っており、全ての操作はコンソール上のタッチパネルで実行でき
ます。有機溶剤中毒予防規則に含まれるメチルエチルケトン（MEK）を
使用していないため、安全に使用できます。
またオプションの「MKドッグ」と「バックアップ電源ユニット」を付属
させることにより、いつでも最適な状態で使用することができます。

ジェットプリンター MK-G1000SF
Printing machine for straw semen tube

コード番号　 01900232

型式 MK-G1000SF　

構成 インクジェット本体　ストロー搬送器　ストックケース

能力 2,349文字/秒

登録 500件

文字種類 英文字・数字・カタカナ・ひらがな・記号・漢字・ロゴマーク・バーコード

本体サイズ（W.D.H.） 465×388×499mm

質量 インクジェット：約31kg　搬送器：約14kg

電源 AC100V～240V 50/60Hz

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。

搬送器

別売部品

MKドッグ
不使 用時にヘッドを収
納しておけば、いつも最
適な状態に保ちます

バックアップ
電源ユニット

万が一電源が遮断され
ても簡易洗浄まで実施
します

● 受注生産品です。 
納期をご確認ください。

印字部

別売部品

MK-ドック

バックアップ電源ユニット

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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動物の精液や受精卵の保存容器として使用し、凍結保存もで
きます。
0.5mLと0.25mL用の2種類があります。

For preservation of animal semen, embryo, etc.
Selectable from volume 0.5mL and 0.25mL. Durable 
for cryopreservation.

◆動物用一般医療機器

ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL
Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL

コード番号
Code No.

色
Color

型式
Type

入数
Contents

サイズ
Size

材質
Material

01123100 無色
Clearness

0.5mL　133型
0.5mL　133mm

1,000本
1,000pcs φ2.8×133mm

ポリ塩化ビニール
PVC

01123200 青
Blue

01123300 紫
Purple

01123400 橙
Orange

01123500 クリーム
Cream

01123650 グレイ
Grey

01123700 緑
Green

01123800 桃
Pink

01123900 黄
Yellow

01123910 黄緑
Yellowgreen

01123920 赤
Red

01123930 茶
Brown

01128100 無色
Clearness 0.25mL 500本

500pcs φ2×133mm

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、油圧装置で高さ
の調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛
の安全にも考慮しています。

Dummy cow for safety semen collection.
The height is adjustable with hydraulic system.
Safety function for bull provided, which works 
to absorb the shock of bull mounting.

牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、電動式油圧装置で高
さの調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛の
安全にも考慮しています。

コード番号
Code No. 01001000

型式
Type

手動式
Manual type

乗駕台高
Height of dummy

約1,210～約990mm
Max. 1,210mm/
Low. 990mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 591×2,200×1,210mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 500×1,600mm

質量
Weight

約280kg
280kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order.Please ask us for delivery date. 

コード番号
Code No. 01001500

型式
Type

電動式
Electric type

乗駕台高
Height of dummy

約1,360～ 約1,150mm
Max. 1,360mm/
Low. 1,150mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 720×2,200×1,360mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 500×1,600mm

電源
Power source

三相200/220V　50/60Hz
Three-phase
200/220V　50/60Hz

質量
Weight

約300kg
300kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order.Please ask us for delivery date. 

擬牝台牛用 油圧式
Dummy cow, hydraulic type

擬牝台牛用 電動式
Dummy cow, electric type

別売部品　Option
コード
Code No. 01900911 01002000 01900816

型式
Type

擬牝台カバー
Cover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top 

先端皮カバー
Leather cover top

サイズ
Size 2,000×860mm 全長650mm

Length 650mm
全長750mm
Length 750mm

別売部品　Option
コード
Code No. 01900911 01002000 01900816

型式
Type

擬牝台カバー
Cover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top 

先端皮カバー
Leather cover top

サイズ
Size 2,000×860mm 全長650mm

Length 650mm
全長750mm
Length 750mm

別売部品　Option

先端皮カバー
Leather cover top

別売部品　Option

先端皮カバー
Leather cover top

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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精液低温処理装置 MH-3700
Constant temperature chamber for semen processing MH-3700

コード番号
Code No. 01038000

型式
Type MH-3700

庫内温度
Temp.control 0～10℃±2℃

コンセント
Electrical outlet

AC100V 15A 3P
防湿カバー付×2個
AC100V 15A 3P
with moisture-proof cover×2

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order.Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

蛍光灯
Fluorescent lamp

冷蔵用LED照明器具
LED lighting for refrigeration

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：1,660×700×2,000mm　庫内：1,480×520×835mm
out：1,660×700×2,000mm　in：1,480×520×835mm

電源
Power source

三相200V　AC100V　50/60Hz
Three-phase 200V　AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約330kg
330kg approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

ストローマシン（P.8）、二次希釈装置（P.13）等の精液処
理器械が収納できるスペースと温度性能を持っています。
扉の開閉は上下開きを採用しています。

MH-3700 provides enough space to install our 
straw filling machine, semen diluter, etc. inside. 
Applied vertical opening door. 

精液処理時に撹拌を精度良く行い、均質に希釈することがで
きます。多数の個体別精液を同時に処理することができます。
●6個口それぞれ回転数調整可能　●従来品よりスターラー部
薄くなり、軽量化　●スターラー背面にて回転速度の微調整可
能（要－ドライバー等）

This device is used to stir and unify diluted semen.
Semen from different bulls can be processed simul-
taneously.　●Stirring speed for 6 flasks can be set in-
dividually.　●Structure of stirring base is thinner than 
former model. Light weight.　●Slight adjustment of 
stirring speed possible with knobs on backside (Screw 
driver required).

コード番号
Code No. 01137000

構成
Composition

蓋付ガートル×6　マグネット撹拌子×6
三角フラスコ200mL×6　チューブ×6
チューブコック×6
Irrigator with lid x 6　Magnet stirrer x 6
Flask 200mLd x 6　Tubed x 6
Tube cockd x 6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 453×330×485mm

質量
Wight

約7.1kg（スターラー＋架台）
Approx. 7.1kg (Stirrer + stand)

電源
Power source

AC100V 50/60Hz  1A 三芯プラグ
AC100V 50/60Hz  1A 

材質
Material

ステンレス
SUS

使用環境
Use conditions

温度4～37℃　湿度85%以内
Temp. 4-37℃　Humidity ≦85%

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

精液二次希釈装置フラスコ6個用
Semen diluter with stirrer for 6flasks

フラスコ6個用
Flask 6pcs

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01004000 01004500

サイズ（W.D.）
Size（W.D.） 900×2,700mm 2,700×2,700mm

材質
Material

コイヤーファイバー
Coconut fiber

シュロマット
Palm mat

精液採取場の擬牝台、枠場の周辺に敷いて、滑り防
止用として使用します。

For prevention of slipping of the bull in the 
semen collection field.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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精液を充填したストロー管を多本数凍結させるための凍結装
置です。任意のプログラム（最大3プログラム入力可能）で温度
を自動制御して冷却、凍結できます。凍結までのボンベ内温度
は内蔵されている記録計で記録されます。

Programmable freezer for large number of straw se-
men tubes. The temperature is automatically con-
trolled according to preliminary set program (up to 3 
program). The temperature in the tank is recorded by 
built-in recorder.

コード番号
Code No. 02900819 02900811

型式
Type TSM-210MS TSM-140MS

構成
Composition

本体　LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×48　
ストローカウンター100本用
Main unit　LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×48racks
Straw counter for 100pcs

本体　LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×36　
ストローカウンター100本用
Main unit　LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×36racks
Straw counter for 100pcs

ストロー収納数
Capacity of
straw

0.5mL　4,800本
0.5mL　4,800pcs

0.5mL　3,600本
0.5mL　3,600pcs

温度制御範囲
Temp.range

室温～-150℃
Room temperature～-150℃

記録計
Recorder

チノー製（チャート紙幅：180mm　記録媒体：SDカード）
Chino brand (Chart paper width：180mm　recording media：SDcard)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体外寸：1,300×1,100×1,250mm（扉開時：2,100mm）
本体内寸：700×600×500mm
Outer dimension：1,300×1,100×1,250mm (Open 2,100mm)
Inner dimension：700×600×500mm

本体外寸：1,100×925×1,215mm（扉開時：1,960mm）
本体内寸：700×500×400mm
Outer dimension：1,100×925×1,215mm (Open：1,960mm)
Inner dimension：700×500×400mm

質量
Weight

約300kg
300kg approx.

約200kg
200kg approx.

電源
Power source

AC100V　50/60Hz　電源ケーブル5m
AC100V　50/60Hz　power cable 5m

材質
Material

ステンレス
SUS

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

ストロー凍結用プログラムフリーザー
Programmable freezer for straw semen tubes
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精液を充填したストロー管を多本数の凍結させるための凍結
装置です。ボンベ内にあるLN2を内蔵の加温ヒーターでガス化
させ、安定した温度下降ができます。
横置きストローラックを使用することで均一な温度管理がで
き、効率の良い凍結作業ができます。

LN2 tank to freeze a large number of frozen semen 
straws at once. 
Horizontal straw rack allows freezing the semen straws 
in the even temperature.

大型LN2 急速凍結器
Large LN2 freezer

コード番号
Code No. 02002000 02003000 02004000

型式
Type DR-430W DR-250W DR-100W

構成
Composition

本体
ストローラック100本用×12
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×12
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック100本用×6
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×6
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック50本用×6
ストローカウンター50本用
Main unit
Straw rack for 50pcs×6
Straw counter for 50pcs

タンク容量
Tank capacity 430L 250L 100L

蒸発量
Power source

9.5L/回
9.5L/cycle

5L/回
5L/cycle

2.72L/回
2.72L/cycle

サイズ
Size φ1,110×1,100mm φ785×1,050mm φ605×940mm

電源
Power source AC200V　50/60Hz　5kW AC200V　50/60Hz　3kW

質量
Emp.Weight 300kg 170kg 110kg

質量（充填時）
Full Weight

約648kg
648kg approx.

約307kg
307kg approx.

約163kg
163kg approx.

別売部品　Option (for 0.5mL straws)
コード
Code No. 02090000 02090010 02090100 02090200

型式
Type

ストローラック 133mm
100本用
Straw rack for 100pcs

ストローラック 133mm
50本用
Straw rack for 50pcs 

ストローカウンター 133mm
100本用
Straw counter for 100pcs

ストローカウンター 133mm
50本用
Straw counter for 50pcs

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. Please ask for 0.25mL straws.

*Please ask for the other power source.

ストローラック 133mm 100本用
Straw rack for 100pcs

ストローラック 133mm 50本用
Straw rack for 50pcs

DR-430W

DR-250W

ストローカウンター 133mm 100本用
Straw counter for 100pcs

ストローカウンター 133mm 50本用
Straw counter for 50pcs

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード
Code No. 02007000 02007100 02007200 02007300

型式
Type

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

EH3000ペン式
EH3000 Pen Writing KR2S00 KR3S00

記録方式
Input Points

打点式
Dot Printing Type

ペン書式
Pen Writing Type

デジタルデータ
Digital

温度範囲
Temp.range

AI用 -200～50℃　ET用 -50～50℃
for AI -200～50℃   for ET -50～50℃

記録媒体
Recording system

紙：180mm（全幅200mm）×20m
Paper：180mm（total width 200mm）×20m

フラッシュメモリー（内部）　CFカード（外部）
Flash memory (internal) CF card (external)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 288×245×288mm 144×234×144mm 298×251×288mm

電源
Power source AC100～240V　50/60Hz

質量
Weight

約8.0kg
8.0kg approx.

約7.6～8.4kg
7.6～8.4kg approx.

約2.2kg
2.2kg approx.

約7.2kg
7.2kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date.

凍結層内に液体窒素を入れて精液を充填したストロー管を安
定した条件下で急速に凍結し生存性の高い凍結精液を容易に
製造します。
凍結に要する時間は約5分。操作は簡単、経費は僅小です。

After filling the tank with LN2, manually descend the 
bascket of semen straws toward LN2. 
Freezing cycle is completed in approx. 5min. Very 
simple and cost effective unit for cryopreservation.

コード番号
Code No. 02001000

ストロー管収納数
Straw tube

0.5mL×600本
0.5mL×600pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本　体：500×500×1,060～1,420mm
凍結層：φ258×410mm
Main unit：500×500×1,060～1,420mm
Inner tank ：φ258×410mm

質量
Weight

約53kg
53kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

簡易急速凍結器
Simple quick freezer

温度記録計
Temperature recorder

精液や受精卵凍結時の温度管理を、鮮明に連続記録
するために使用します。

For continuous monitoring of freezing tem-
perature for semen, embryo.

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

KR2S00
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牛の精液を、容易に採取することができます。
自然に近い状態で、射精させる構造になっています。

For easy collection of bull semen.
The structure naturally leads the bull to ejaculation.

◆動物用一般医療機器

人工腟 牛用
Articial vagina for bull

コード番号
Code No. 01014000 01017000 01018000

型式
Type

改良型横取用
Improved type

西川式横取用
Nisikawa-type

M式
M type

構成
Composition

人工腟
ゴム内筒改良横取A
ゴム内筒改良横取B
精液採取管15mL
加圧スポンジ
キャップ
送気球
保温カバー
Main unit
Improved lateral collection A
Improved lateral collection B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump
Thermo jacket

人工腟
ゴム内筒西川式A
ゴム内筒西川式B
精液採取管15mL
加圧スポンジ
キャップ
送気球
Main unit
Nishikawa-A-560
Nishikawa-B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump

人工腟
ゴム内筒M式A
ゴム内筒採取筒M式
Main unit
M-inner liner
M-collecting tube

サイズ（長さ）
Size（Length） 370mm 490mm 300mm

質量（人工腟のみ）
Weight（Only main unit） 395g 560g 660g

材質
Material

樹脂
Plastic

硬質ゴム
Hard Rubber

別売部品　Option
コード
Code No. 01014002 01020000

型式
Type

活栓　湯口付
Stopcock with sprue

加圧スポンジ
Pressure sponge

改良型横取用
Improved type

西川式横取用
Nisikawa-type

M式
M type

別売部品　Option

活栓　湯口付
Stopcock with sprue

加圧スポンジ
Pressure sponge
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西川式 A
Nishikawa-A

改良横取用 A
Improved type A

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common 
for Improved & M-type

西川式 A-560
Nishikawa-A-560

M式 A
M-inner liner

各種人工腟 牛用（P.18）と組み合わせて、精液採取時に使用し
ます。

To be used with artificial vagina for semen collection.

改良型横取（01014000）　Improved type（01014000）
コード
Code No. 01025000 01024100 01024200

型式
Type

改良横取用 B
Improved type B

改良横取用 A
Improved type A

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 240×97mm 470×95mm 450×90mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

M式（01018000）　M-Type（01018000）
コード
Code No. 01028600 01028000 01024200

型式
Type

採取筒M式
M-collecting tube

M式 A
M-inner liner

改良横取・M式　共通　A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 260×105mm 490×80mm 450×90mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

西川式横取用（01017000）　Nisikawa-Type（01017000）
コード
Code No. 01027000 01026000 01026100

型式
Type

西川式 B
Nishikawa-B

西川式 A
Nishikawa-A

西川式 A-560
Nishikawa-A-560

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 470×97mm 600×95mm 560×85mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

横取式（製造中止）　Lateral Type（discontinued）
コード
Code No. 01023000

型式
Type

横取式 B
Lateral collection B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 230×70mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

改良横取用 B
Improved type B

西川式 B
Nishikawa-B

採取筒M式
M-collecting tube

横取式 B
Lateral collection B

ゴム内筒 牛用
Rubber inner liner for artificial vagina
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コード番号
Code No. 01030000

サイズ
Size φ300×440mm

コード番号
Code No. 01031500

入数
Contents

10本
10pcs

容量
Capacity 15mL

人工腟保温カバー（改良型横取用）
Thermo jacket for 01014000 Improved type artificial vagina

精液採取管
Semen collection vials

人工腟牛用改良横取用の先端部に被せることで、採
取時に装着したゴム内筒の温度低下を防ぐことがで
きます。

This is the jacket to prevent temperature de-
screase during the semen collection with ar-
tificial vagina.

第一次希釈液を入れ、ゴム内筒Bの先端に装着します。

Fill the tube with extender and place it on 
the edge of the inner liner.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01033200 01033400

型式
Type

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

クルーゼ　ゲル
KRUUSE gel

容量
Capacity 82g 250mL×18

潤滑ゼリー
Lubrication jelly

希釈用試験管
Glass vials for semen dilution

ゴム内筒塗布用潤滑剤です。
無菌ですので直腸用手袋（ポリテックス）や手術用手袋にも応
用できます。

Lubricating jelly for inner rubber liner. Germ-free. Ap-
plicable on the disposable gloves, too.

採取した精液を入れて希釈する時に使います。
そのまま低温庫内に保管できます。

To be used to dilute the collected semen. Possible to store as it 
is in the low-temperature chamber.

丸底透明
Clear,round bottom

共栓褐色
Brown, glass stopper

尖底透明
Clear

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

容量
Capacity

材質
Material

01101000 尖底透明
Clear,conical bottom

5本
5pcs

50mL
ガラス
Glass01105000 尖底褐色

Brown,conical bottom 

01109000 共栓褐色
Brown,glass stopper 100mL

01114000 尖底透明
Clear,conical bottom

10本
10pcs 10mL ガラス

Glass01117000 尖底褐色
Brown,conical bottom

01120000 丸底透明
Clear,round bottom

クルーゼ　ゲル
KRUUSE gel

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

販売
中止

販売
中止

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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顕微鏡（実体・倒立・生物顕微鏡）観察時のサンプルを至適温
度に保ちます。
プレートの温度を高精度でコントロールします。

This plate keeps the sample at the optimum tempera-
ture when observing with a microscope (stereoscop-
ic, inverted, biological)
Temperature is controlled in high precision.

マイクロウォームプレート
Microwarm plate

コード番号
Code No. 01049500 01051000 01052000

型式
Type

普及型
Standard type

小型
Small size

大型
Large size

プレートサイズ（加温部）
Plate size（Heating part） 105×80.5mm（87×61mm） 145×115mm（115×85mm） 290×210mm（275×195mm）

温度設定
Operating range

室温～50℃（精度±0.3℃）
～50℃ Room temp. (Accuracy±0.3℃)

ヒーター容量
Heater capacity 15W 20W

電源
Power source AC100V　50/60Hz　40W AC100V　50/60Hz　45W

質量
Weight 455g 430g 780g

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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◆人体用一般医療機器

精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）
Sperm counter, Thoma (Common with blood cell counter), with pipettes

◆人体用一般医療機器

精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）
Sperm counting plate, Thoma (Common with blood cell counting)

コード番号
Code No. 16218000

構成
Composition

計算盤　赤血球ピペット　白血球ピペット　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Pipette（RBC, WBC）1each   Cover glass 2pcs   Case with holder

コード番号
Code No. 16223000

構成
Composition

計算盤　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Cover glass 2pcs   Case with holder

希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡
下で精子数を数えることができます。

Put a fixed amount of diluted semen on this 
plate, and count the number of sperm with a 
microscope.

希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡
下で精子数を数えることができます。

Put a fixed amout of  diluted semen on this plate, 
and count the number of sperm with a micro-
scope.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments

23外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.



コード番号
Code No. 01042000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 75×25×2.5mm

材質
Material

硬質ガラス
Hard glass

採取した精液の、生存率、活力、濃度、運動力及び形
態等の概略を検査するために使用します。液槽の高
さが薄く（0.05mm）一定になる構造になっているの
で判定が容易にできます。

For examination of sperm survivability, vital-
ity, concentration, motility, and morphology. 
Thin and even height of liquid bath (0.05mm) 
makes easier to observe.

◆動物用一般医療機器

精液性状検査板
Semen exmination plate

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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精子の数と運動量を解析する国産のCASAシステムです。高精細
なカメラで運動精子と不動精子を判別し、総量、濃度、運動率を
短時間で解析します。解析項目の表記は日本語です。
オプションで形態解析機能を用意しています。

Made-in-Japan sperm analysis system which covers 
motility and morphology analysis. A high-definition 
camera distinguishes motile and immobile sperm, 
and measures total count, concentration and motility 
in a short time. 
For morphology analysis, giemza cell staining method 
is applied.

コード番号
Code No. 01900718

型式
Type SMAS

構成
Composition

本体（運動解析ソフト含む）　液晶ディスプレイ　高精細デジタルカメラ　生物顕微鏡（BMレンズセット）　マクラ―チャンバー
Main unit (including motility software)   LCD High-definition digital camera   Mackler chamber

解析項目
Analysis item

運動精子数・不動精子数
精子濃度
総精子数
精子運動率
運動精子濃度・総運動精子数
直線速度（VSL）
Number of motile sperm/immotile sperm
Sperm concentration
Total sperm count
Sperm motility
Motile sperm concentration/total motile sperm count
Straight-line Velocity(VSL)

曲線速度（VCL）
平均速度（VAP）
直進性（LIN）
直線性（STR）
頭部振幅（ALH）
頭部振動数（BCF）
Curvilinear Velocity(VCL)
Average Path Velocity(VAP)
Linearity(LIN)
Straightness(STR)
Amplitude of lateral head displacement(ALH)
Beat-cross Frequency(BCF)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：350×310×95mm
Main unit：350×310×95mm

質量
Weight

本体：約6.3kg
Main unit：6.3kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

*Nikon microscope with BM lens optionally available. 

◆人体用一般医療機器

精子運動解析装置
Sperm motility analysis system, SMAS

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01141000

サイズ
Size

φ1.25×100mm（有効長）
φ1.25×100mm (effective length)

針基
Needle base

10基
Base10

精液分注針
Needle pipette for semen dispensing

ストローパウダー
Straw powder

採取した精液を希釈した後、ストロー精液管に分注
する時に使用します。

For dispensing the diluted semen into straw 
tube.

ストロー精液管の封印用として使用するパウダーです。
水分を吸収するとゼリー状に固まり封印ができます。

To seal the straw semen tube.
Once the powders absorb moisture, comes to be gel form.

コード番号
Code No.

色
Color

容量
Capacity

01128710 白
White

200g

01128720 青
Blue

01128730 紫
Purple

01128740 橙
Orange

01128750 緑
Green

01128760 桃
Pink

01128770 黄
Yellow

01128780 黄緑
Yellowgreen

01128790 赤
Red

01128800 茶
Brown

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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採取した牛の精液をそのままの状態で測定できます。※

人工授精に使用する際の精子密度とストロー管の容量を入力
すると、希釈液量とストロー管本数を自動計算します。
※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。精子数を直接計測する方

法ではありません。

Take the collected semen as it is in the capillary tube. 
No need to dilute.
This device automatically calculates the volume of 
extender and straw quantity to be produced, once 
you set the target concentration.
*Semen concentration is estimated from the turbidity. This is not 
the direct cell counter.

コード番号
Code No. 01043000

構成
Composition

本体　ホルダー　本体ホルダー挿入部用キャップ　キャピラリー250入　シーラント　掃除棒　ACアダプター
Main unit   Holder   Cap for holder   Capilary tube 250pcs/set   Sealant   Cleaning bar   AC adapter

電源
Power source

ACアダプターまたは電池（単三乾電池4本）
AC adaptor (accessory）or dry battery AA×4pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 190×138×46mm

質量
Weight 580g

別売部品　Consumables
コード番号
Code No. 01043001 01045502

型式
Type

キャピラリー250入
Capilary tube 250pcs/set

シーラント
Sealant

ホルダー
Holder

本体ホルダー挿入
部用キャップ

Cap for holder

キャピラリー250入
Capilary tube 
250pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプター
AC adapter

付属品　Accessories

◆動物用一般医療機器

精子密度計 牛用
Bovine sperm photometer

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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牛の人工授精時や受精卵移植時にシース管（P.30）と組合せて
使用します。大型牛にも対応できる長型を揃えました。0.25mL
用は輸入精液、受精卵移植に使用します。
指掛け部と内芯ツマミ部の色は0.5mLが黒、0.25mLが白い樹
脂にしており、識別が容易にできます。
規格を注入管部にレーザー印刷しています。

Product lineup in different length.
The color of the finger hook: White is for 0.25mL 
straw, Black is for 0.5mL straw.
Model name printed by laser.

◆動物用一般医療機器

ストロー注入器
AI/ET gun

FHK A2 0.5-510 MADE IN JAPAN A011108

A1-450型　
0.5mL用
A1-450 type　
for 0.5mL

A2-510型　
0.5mL用
A2-510 type　
for 0.5mL

A3-550型　
0.5mL用
A3-550 type　
for 0.5mL

A4-450型  
0.25mL用
A4-450 type 
for 0.25mL

A5-510型　
0.25mL用
A5-510 type　
for 0.25mL

A6-550型　
0.25mL用
A6-550 type　
for 0.25mL

E1-510型　
0.25mL用
E1-510 type　
for 0.25mL

E2-550型　
0.25mL用
E2-550 type　
for 0.25mL

レーザー印刷で規格表示
Model name printed by laser

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01241100 01241200

型式
Type

A1-450型　0.5mL用
A1-450 type for 0.5mL

A2-510型　0.5mL用
A2-510 type for 0.5mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×450mm φ4×510mm

適合シース管
Applicable sheath

01238000  シース管横穴式  A1/A4用  50本/袋
01238100  シース管横穴式  A1/A4（滅菌済） 50本/袋
01238000  Sheath tube side eyes for A1/A4  50pcs/pk
01238100  Sheath tube side eyes for A1/A4（sterilized）50pcs/pk

01243100  シース管横穴式  A2/A5用  50本/袋
01243200  シース管横穴式  A2/A5（滅菌済） 50本/袋
01243100  Shesath tube side eyes for A2/A5  50pcs/pk
01243200  Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01241300 01241400

型式
Type

A3-550型　0.5mL用
A3-550 type for 0.5mL

A4-450型  0.25mL用
A4-450 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×550mm φ4×450mm

適合シース管
Applicable sheath

01244100  シース管横穴式  A3/A6用  50本/袋
01244200  シース管横穴式  A3/A6（滅菌済）  50本/袋
01244100  Shesath tube side eyes for A3/A6  50pcs/pk
01244200  Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

01238000  シース管横穴式  A1/A4用  50本/袋
01238100  シース管横穴式  A1/A4（滅菌済）  50本/袋
01238000  Sheath tube side eyes for A1/A4　50pcs/pk
01238100  Sheath tube side eyes for  A1/A4（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01241500 01241600

型式
Type

A5-510型　0.25mL用
A5-510 type for 0.25mL

A6-550型　0.25mL用
A6-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×510mm φ4×550mm

適合シース管
Applicable sheath

01243100  シース管横穴式  A2/A5用  50本/袋
01243200  シース管横穴式  A2/A5（滅菌済） 50本/袋
01243100  Shesath tube side eyes for A2/A5  50pcs/pk
01243200  Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

01244100  シース管横穴式  A3/A6用  50本/袋
01244200  シース管横穴式  A3/A6（滅菌済） 50本/袋
01244100  Shesath tube side eyes for A3/A6  50pcs/pk
01244200  Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01242100 01242200

型式
Type

E1-510型　0.25mL用
E1-510 type for 0.25mL

E2-550型　0.25mL用
E2-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ3×510mm φ3×550mm

適合シース管
Applicable sheath

01245300  シース管横穴式　E1（滅菌済） 10本/袋
01245200  シース管カバーE　10本/袋
01245300  Sheath tube side eyesfor E1(sterilized)  10pcs/pk
01245200  Cover for Sheath tube for E  10pcs/pk

01245700  シース管横穴式　E2（滅菌済） 10本/袋
01245200  シース管カバーE　10本/袋
01245700  Sheath tube side eyes for E2（sterilized）  10pcs/pk
01245200  Cover for Sheath tube E  10pcs/pk

別売部品　Option
コード番号
Code No. 01241105 01241104 01235502 01241106 01241103 01242103

型式
Type

A１～A6 E1、E2用キャップ
Cap for A１～A6  E1,E2

A1～A6用レバー
Lever for
A1～A6

スプリング
Spring

A１～A6 E1、E2用
シースロック
Sheath rock for 
A１～A6  E1,E2

A1～A3用 指掛け
Finger hook for 
A1～A3

A4～A6 E1、E2用 指掛け
Finger hook for 
A4～A6  E1,E2
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横穴式 A1/A4用
Side eyes A1/A4

先端拡大
Tip

横穴式 A2/A5用
Side eyes A2/A5

横穴式　E2用
Side eyes E2

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E（E1/E2）

AI　人工授精用　For Artificial insemination
コード番号
Code No. 01238000 01238100 01243100 01243200 01244100 01244200

型式
Type

横穴式
A1/A4用
Side eyes
A1/A4

横穴式
A1/A4（滅菌済）
Side eyes
A1/A4（Sterilized）

横穴式
A2/A5用
Side eyes
A2/A5

横穴式
A2/A5（滅菌済）
Side eyes
A2/A5（Sterilized）

横穴式
A3/A6用
Side eyes
A3/A6

横穴式
A3/A6（滅菌済）
Side eyes
A3/A6（Sterilized）

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
Length φ4.7×447mm φ4.7×500mm φ4.7×540mm

ET　受精卵移植用　For Embryo transfer
コード番号
Code No. 01245300 01245700 01245200

型式
Type

横穴式E1（滅菌済）
Side eyes E1 (Sterilized)

横穴式E2（滅菌済）
Side eyes E2 (Sterilized)

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E (E1/E2)

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Length φ3.7×500mm φ3.7×540mm φ4.7×400mm

◆動物用一般医療機器

シース管
Sheath tube for AI/ET gun

牛の人工授精や受精卵移植に使用するストロー注入器（P.28）
用の外鞘として使用します。滅菌済みもあります。

For artificial insemination or embryo transfer for cows.
To be used with AI/ET guns. Disinfected sheath avail-
able, too.
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JEIDA470 JEIDA530 JEIDA570

コード番号
Code No. 01238200 01238300 01238400

型式
Type JEIDA470 JEIDA530 JEIDA570

入数
Contents

100枚
100pcs

80枚
80pcs

80枚
80pcs

サイズ
Size 470×25mm 530×25mm 570×25mm

材質
Material PVC

◆動物用一般医療機器

シース管カバー JEIDA
Sheath cover JEIDA

◆動物用一般医療機器

AMカテーテル
Intrauterine insemination catheter "AM catheter"

シース管（P.30）をセットしたストロー注入器（P.28
・29）に装着して使用するカバーです。装着すること
により、注入器を衛生的に子宮体まで挿入できます。
箱内にロール状に収納されており、1枚ずつ切り取り
使用します。

After setting the sheath tube onto AI gun, cov-
er it with this sheath cover, which allows to 
insert the  gun into the uterine body hygien-
ically. Stored in a roll. Cut one by one to use.

コード番号
Code No. 01247000

型式
Type AM-S1

構成
Composition

本体×20入　押し棒
20pcs   Push rod 1pc included

サイズ
Size

φ3.6×440mm（内筒チューブ長：150mm）
φ3.6×440mm (Inner tube length：150mm)

内筒全容積
Inner cylinder capacity 0.8mL

材質
Material

外筒：ステンレス　内筒：塩化ビニール　つば：ゴム　先端・コネクター：樹脂
Outer：SUS Inner：PVC   Brim：Rubber   Tip/Connector：Plastic

牛の人工授精時（0.5mLストロー管対応）に使用する器具で
す。内管先端に収納している内筒チューブを伸長させることに
より、精液を子宮深部まで注入させることができます。現場で
すぐに使用できるように滅菌してあります。
※別途シリンジ（容量1mL）が必要です。

This catheter is used with 0.5mL semen straw for cow 
intrauterine insemination. 
Sterilized for single use, on the spot.
*Separately 1mL syringe is necessary to be prepared.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments

31外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.



コード番号
Code No. 01231000 01232000

型式
Type

乳牛用
for daily cattle

未経産用
for heifer

サイズ
Size φ4.8×95mm φ４.0×95mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

乳牛用
for daily cattle

未経産用
for heifer

◆動物用一般医療機器

ストロー嘴管
Sucker for insemination gun, Type A

牛の人工授精用精液注入器（細型A）の先端に装着
する専用の先穴式の嘴管です。
※精液注入器（細型A）は生産中止です。

This sucker (point eye type) is to be used 
exclusively on the point of Insemination gun 
Type A. 
*Insemination gun Type A is discontinued.

ストロー注入器ケース
Case for AI/ET gun

ストロー注入器A1～A6、E1、E2 全タイプ（P.28）収
納可能型です。

All type of our AI/ET guns A1～A6, E1 and E2 
can be stored in the case.

コード番号
Code No. 01242500

サイズ
Size φ18×575mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene
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シース管ケース ソフトキャップ付
Case for sheath tube with cap

シース管（P.30）を装着したストロー注入器（P.28）
に装着することにより受精卵移植時に外陰部や腟壁
の雑菌類を、子宮内へ持ち込むことを防止します。

To be used for ET gun to prevent contamina-
tion by bacteria from external genitalia into 
reproducive organs.

シース管を衛生的に収納できる樹脂製のケースです。

Plastic case to store sheath tubes hygienically.

コード番号
Code No. 01207380

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
Size

φ6.5（先端：φ9）×300mm
φ6.5 (Tip：φ9)×300mm

コード番号
Code No. 01207300

収納本数
Capacity

50本
50pcs

サイズ
Size φ43×545mm

◆動物用一般医療機器

シース管カバー キャップ付
Sheath protector 
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ストロー剪刀
Scissors for straw tube

ストローピンセット/ピンセット
Straw tweezers

ストロー精液管0.5mL、0.25mLの切断に使用し
ます。
切口を押し潰さずに確実にカットできます。

To be used to cut the straw tube without 
crushing the cutting edge.

LN2保存容器から、ストロー精液管を取り出す時に使用します。

To be used to take out the frozen straw tubes.
160mm

400mm

450mm

コード番号
Code No. 01136500

仕様
Spec.

0.5mL/0.25mL　ストロー管用
for cutting   0.5mL/0.25mL

サイズ
Size 120mm

質量
Weight 50g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 01134000 01135000 01136000

サイズ
Size 160mm 400mm 450mm

質量
Weight 25g 210g 245g

材質
Material

ステンレス
SUS
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ストロー融解器 L-2型 ヒーター付
Straw thawer with heater L-2

ストロー融解器 WTA

凍結したストロー精液管の融解用として使用します。
電源は自動車のライターソケットからとります。

To be used to thaw the frozen semen straws. 
Take the power source from 12V sigarette lighter socket in a car.

ストロー管内に凍結した精液や受精卵を融解することに使用します。
電源はACコンセント、シガーライターソケット両方の電源コードが付
属しております。
ストロー融解時の融解時間を確認することに便利なタイマー機能を有
しています。

コード番号
Code No. 01215300

型式
Type

ヒーター付き
with heater

構成
Composition

本体　外蓋　ストロー管立て用中栓　コントローラー
Main unit   Cap   Straw container   Controller

サイズ
Size

本体：φ110×260mm　
ストロー管収納部：φ20×150mm　
コントローラー：120×100×45mm
Main unit：φ110×260mm   
Straw container：φ20×150mm   
Controller：120×100×45mm

設定温度
Preset temp.

30～40℃（0.1℃単位）
30～40℃ (at 0.1℃)

電源
Power source

DC12V カーバッテリー
DC12V Car battery

質量
Weight 1.5kg

コード番号 01215400

構成 本体　ストロー管立て用中栓　
電源コード2種（シガーソケット用、コンセント用）

サイズ 本体（W×D×H）：110×130×195mm
ストロー管収納部：φ51×150mm

設定温度 25～50℃（0.1℃単位）

電源 DC12V 　AC100～240V

質量 1.1㎏

外蓋
Cap

ストロー管立て用中栓
Straw container

コントローラー
Controller

北海道富士平工業株式会社　専売品

本体
Main unit

本体

電源コード
（シガーソケット用、コンセント用）

ストロー管立て中栓
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コード番号
Code No. 01217500 01218500 01219000

型式
Type

未経産牛用 大型
for heifer/horizontal 
open type（L）

未経産牛用 小型
horizontal 
open type（S）

乳牛用
for dairy/horizontal 
open type

サイズ A
Size A 280mm 255mm 300mm

サイズ B
Size B 115mm

サイズ C
Size C 45mm 40mm 45mm

サイズ D
Size D 37mm

質量
Weight 825g 935g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 01307000

型式
Type

馬用Ⅱ
for Horse

サイズ A
Size A 300mm

サイズ B
Size B 115mm

サイズ C
Size C 45mm

サイズ D
Size D 65mm

質量
Weight 1,000g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

腟鏡 牛用
Vaginal speculum for cow

◆動物用一般医療機器

腟鏡 馬用Ⅱ
Vaginal speculum for horse

牛の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使
用します。

To be used for examination or as supporting tool for 
artificial insemination for cow.

馬の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使
用します。

To be used as supporting tool for artificial insemina-
tion for horse, examination of vaginal conditions.

別売部品（馬用共通） Option
コード番号
Code No. 01216001 01216002

型式
Type

腟鏡牛用　開閉ネジ（共通）
Open/close screw

腟鏡牛用　支点ネジ（共通）
Support screw

未経産牛用 大
for cow/horizontal open type（L）

未経産牛用 小型
horizontal open type（S）

乳牛用
for cow/horizontal open type

腟鏡牛用　開閉ネジ（共通）
Open/close screw

別売部品　Option
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牛のFRP製模型で、実物の感触に似せた子宮シミュレーターが組み込まれて
います。また内部にヒーターと照明を装備しており、牛体背面と前面の２ヶ
所から内部の観察ができるので人工授精等の練習に最適です。
操作に必要なスイッチ類は牛体前面にまとめられて、操作が簡単です。

FRP-made cow model for AI training. Real-touch uterus simulator 
is installed inside.
Heater installed to recreate the body temperature. Turn on the 
light to observe internal organ from the front and top window.
All control switches are installed in front of the body for easier 
operation.

牛人工授精の手技を学習するための模型です。生体による実習の代
替として動物福祉の観点からも適していると考えられます。
実物の感触に似せた腟・頸管・子宮・卵巣を有しております。子宮頸
管の外壁は透明なので、注入器がどの位置にあるか等の確認ができ
ます。

An educational model for learning the artificial insemina-
tion. For animal welfare, this simulator is suitable as a 
substitute to practical training by living body.
The simulator includes vagina, cervical canal, uterus, and 
ovary which recreates the real touch. The cervical canal are 
partially   transparent to check where the injecting gun is.

コード番号
Code No. 01702200

構成
Composition

本体　練習用注入器　電源コード　台車
Main unit  Practice injection gun　Power cord　Trolley

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

685×860×1,450mm　輸送時：685×650×1,450mm
685×860×1,450mm  Min：685×650×1,450mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約51kg
51kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

*Please ask for the other power source.

コード番号
Code No. 01703100

サイズ
Size

430mm（子宮頸管：100mm）
430mm (cervical canal：100mm)

質量
Weight 475g

材質
Material

シリコン
Silicone

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

カウモデルⅣ
Training cow model Ⅳ

牛子宮シミュレーター
Cow uterus simulator
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産業動物の直腸検査、人工受精時及び受精卵移植時に、使
用する使い捨て手袋です。
腕部の幅をしぼりフィット感を向上させています。

Protection glove for rectal observation, artificial 
insemination, embryo transfer, etc.
Width of arm part was narrowed for better fit.

コード番号
Code No. 01257200

型式
Type

ポリテックス
Politex

入数
Spec.

100枚
100pcs

サイズ
Size

全長：約900mm   厚さ：0.03mm
Length：900mm   Thickness：0.03mm

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylane

● 大箱は20箱入りです。

カーマヒート
Heat detection kit

発情日が近い牛の背に貼り、朝晩2回牛の駕乗行動
による変色を見るだけで発情日がわかります。貼り付
け方法は、強力両面テープでワンタッチです。

Stick on the cow's back, which is close to es-
trus period, to check the color change twice 
a day by cow mounting behavior. The dou-
ble-sided tape makes easy to stick.

コード番号
Code No. 01249700

入数
Contents

40個
40pcs

◆動物用一般医療機器

ポリテックス
Polyethylene gloves, Politex

写真は変色後の状態です。
After color change as shown to the right.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments

38 外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.


