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牛体測定器/骨盤計
Stable gauge/Pelvismeter for cattle

牛の体測（体高、体長・胸幅・臗幅、尻長等）に使用します。

For measurement of cattle body（Height, body length, width, etc.）.

コード番号
Code No. 12002000 12004200 12005000

型式
Type

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle

和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計
Pelvismeter for wagyu

構成
Composition

測定棒（3本継ぎ）　固定定規
移動定規　収納ケース
Measuring rod (3pieces)
Moving ruler   Fixed ruler
Storage case

長尺（引出式）　Tカーソル定規
移動カーソル　収納ケース
Measuring rod   T-shape cursor ruler
Moving cursor   Storage case

本体　収納ケース
Main body   Storage case

サイズ（収納ケース）
Enclosed size 760mm 1,200mm 710mm

計測長
Measurable length 2,000mm 900mm

質量
Weight 2.4kg 2kg 1.57kg

仕様 日本ホルスタイン 登録協会制定品 全国和牛登録協会 制定品 全国和牛登録協会 制定品

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle

和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計
Pelvismeter for wagyu
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コード番号
Code No. 12036000

計測長
Measurable length 3,000mm

質量
Weight 40g

テープメジャー
Tape measure

体重推定尺
Weighing tape for cattle

大、中動物の体側（胸囲、管囲等）に使用します。

For measuring abdomen of large and medi-
um size animal.

牛衡機がないところでも、容易に体重推測ができます。
乳牛用Aは胸囲を計測し、和牛用Aは胸囲、管囲、斜体長
を計測して推定体重を算出します。

Easy to estimate the weight of animals, without 
weighing machine.
Calculate each weight from the chest measure-
ment for “Dairy A”, from the chest, surrounding, 
and diagonal length for “Wagyu A”.

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

コード番号
Code No. 12007000 12009000

型式
Type

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

用途（推定体重）
Purpose
(Estimated weight)

ホルスタイン雌（43～1,056kg）
Holstein female (43～1,056kg)

肥育牛（雌：43～989kg　雄：43～1,024kg）
Fattening cattle
(Female：43～989kg   Bull：43～1,024kg)

計測長
Measurable length 0～2,700mm

質量
Weight 90g
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コード番号
Code No. 12008000

用途（推定体重）
Purpose

生後～10ヶ月程度の子牛（35～328kg）
Up to 10months calf (35～328kg)

計測長
Measurable length 0～1,600mm

質量
Weight 80g

KM式黒毛和種子牛体重推定尺
Weighing tape for calf of Japanese Black, KM type

子牛の胸囲を測定して体重推定に使用します。黒毛和種の
雌雄を問わず測定できます。

For estimation of the calf weight from the chest 
measurement.
For both male and female.
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コード番号 ロードバー（12027200）/インジケーター（12029002）/計量台（12029003）

型式 牛用

構成 ロードバー×2　インジケーター　計量台

サイズ ロードバー：全長600mm　インジケーター：205×220×74mm　計量台：2,500×780×900mm

質量 ロードバー：約12.4kg　インジケーター：約1.1kg　計量台：約150kg

バッテリー 最大15時間

温度範囲 操作時：－10～40℃　保管時：－20～35℃

測定精度 ±3%

● 受注生産品です。納期ご確認ください。

WOW！2 歩行通過型計量機
WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit

WOW!2は酪農大国ニュージーランドにて設計、製造された
「歩行通過型計量機」です。計量台に牛を歩行通過させること
で、体重を計測することができます。
ロードバーは完全防水で、厳しい作業環境にも対応できます。
インジケーターにメモリー機能があり、30,000データ記録で
きます。その他多彩な機能（平均、個体管理、合計、最小、最大
など）があります。

計量台

インジケーター

ロードバー
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コード番号
Code No. 12021000 12021100 12021200

型式
Type

S3‐600 子牛/豚用
for calf/pig

S3‐800 牛/馬用
for cattle/horse

S3-1010N 牛用
for cattle

構成
Composition

S3インジケーター　ロードバー×2
A set of indicator and load bar (2pcs)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 615×75×93mm 815×75×93mm 1,040×75×97mm

最大秤量
Max Weighing 2,000kg 3,000kg

最小表示
Min indication 0.5kg

● イージーウェイ7i のセット構成もあります。　Easy way 7i set is also available.

ロードバー（単位 1本）　Loadbar
コード番号
Code No. 12027200 12027300 12027800

型式
Type

ロードバー600
Load bar 600

ロードバー800
Load bar 800

ロードバー1010 HD5T
Load bar1010

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 615×75×93mm 815×75×93mm 1,040×75×97mm

質量
Weight 6.2kg 7.6kg 17.7kg

インジケーター　Indicator
コード番号
Code No. 12021001 12028701

型式
Type

S3インジケーター
S3 indicator

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator

構成
Composition

本体　ブラケット　USBケーブル
Main unit　Bracket　USB cable

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 177×50×128mm 204×73×241mm

電源
Power source

AC100V/ACアダプター（充電式）
AC100V/AC Adapter (Rechargeable)

質量
Weight 0.55kg 1.6kg

ツルーテスト
Weighing scale, Tru-Test

S3インジケーターは操作が簡単です。ロードバーを接続して電源を入れる
だけで、体重が3秒以内に表示されます。オートゼロ機能つきです。大型で
見やすいディスプレイそのままで本体は約半分の大きさになり、持ち運び
に便利です。防水防塵処理で過酷な環境に最適です。
イージーウェイ7iインジケーターは内部に100メモリーと15,000個の記
録ができます。USBケーブルでPCと通信でき、記録された測定データから
測定数・平均値・合計・最小値の統計データを確認することができます。

S3 indicator is simple to use, easy to read and accurate. Con-
nect with load bar and turn on the power. Then possible to 
weigh within 3 seconds. Fully portable weigh scale indicator. 
Auto-zero function provided. Rugged IP67 enclosure to with-
stand the toughest environments
EZweigh 7i indicator stores up to 100 weighing sessions and 
15,000 records. Connectable to the PC by USB cable to con-
firm statistical data such as average, total, minimum value 
from the recorded data.

ロードバー1010 HD5T
Loadbar1010

ロードバー800
Loadbar 800

ロードバー600
Loadbar 600

S3インジケーター
S3 indicator

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator
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コード番号
Code No. 12033060 ※特注　 12033010

型式
Type

S3-600用
for S3‐600

S3-800用
for S3-800

S3-1010N用
for S3-1010

仕様
Spec.

子牛/豚用
for calf/pig

牛/馬用
for cattle/Horse

牛用
for cattle

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 650×1,450×900mm ー 1,100×2,000×800mm

質量（車輪付き）
Weight（with wheels） 73.5kg (75kg) ー 123.5kg (125kg)

● 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. 

計量台（ツルーテスト用）
Weighing platform for Tru-Test

ツルーテスト（P.172）に使用する計量台です。子牛/豚用、牛/
馬用、牛用があります。
S3-800（牛/馬用）は特注対応です。その他特殊サイズも承り
ます。

A weighting platform for Tru-test.  S3-800 (for cattle/
horse) is custom made.
Other special sizes are also available.

※車輪はオプションです。
*Wheels are optional

S3-1010N用
for S3-1010

S3-600用
for S3‐600
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個体識別体重計測システム
Cattle identification & weighing system

牛に装着した個体識別標識をアンテナで読取り、牛の体重デー
タを管理するシステムです。専用の解析ソフトで各個体の体重
増減を日々確認できます。さらにアラート設定することで設定
時間内に個体識別標識が読取れていない牛の個体情報を通知
し、牛の体調不良を早期発見することに役立ちます。
※設置場所は1頭分隔離ができる場所に限定されます。

コード番号
Code No. ー

構成
Composition

体重計測インターフェース装置　個体識別アンテナ装置　体重計測装置（TRU-TESTイージーウェイ）　電子耳標
データ登録用ハンドリーダー　赤外線センサー　個体識別体重管理用専用解析ソフト
Weight measurement interface device   Individual identification antenna device
Weight measuring device (TRU-TEST Ez-Weigh)   Electronic ear tags   Hand reader for data registration
Infrared sensor   Dedicated analysis software

電源
Power source AC100V　50/60Hz

● 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. 
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◆動物用一般医療機器

超音波家畜生体肉質測定装置
Ultrasound apparatus for meat quality measurement 

Visualize the properties of livestock meat in vivo by 
ultrasonund apparatus.
In combination with the exclusive probes, rib-eye 
area and murbling can be evaluated for fattening 
cow. Backfat measurement for female cow. rib-eye 
area and subcutaneous fat thickness measurement 
for pig.
The HS-2200V is a full-digital device with 12.1-inch 
color LCD monitor to get clear images.
The HS-1600V is a portable device, incorporates with 
battery.

超音波を用いて家畜生体内の形状、性状を可視化できます。肉
質測定プローブ（別売）を使用することで飼育牛ではロース芯
面積の測定、サシの判定。繁殖雌牛では背脂肪等各部位の厚さ
測定に使用します。また豚ではロース芯面積の測定、皮下脂肪
厚測定に使用します。
HS-2200Vはフルデジタルシステム、12.1型カラー液晶モニタ
ーを採用しており、鮮明でクリアーな画像が得られます。
HS-1600Vはコンパクトボディにバッテリー駆動のため、持ち
運びを容易にし、電源のない場所でも測定ができます。

超音波家畜生体肉質測定装置 本体　
Ultrasound apparatus for meat quality measurement Main part

コード番号
Code No. 12070300 16502000

型式
Type HS-2200V HS-1600V

構成
Composition

本体、電源コード　
プローブホルダー
Main part  Power code
Probe holder

本体　ACアダプター　充電器
バッテリーパック
ショルダーベルト　エコーゼリー
Main unit   AC adapter
Charger   Battery pack
Shoulder strap   Jelly

モニター
Monitor

12.1型カラー液晶
12.1-inch color

8.4型カラー液晶
8.4-inch color

走査方式
Scanning sistem

リニア/コンベックス走査
Linear/Convex scanning

表示モード
Display mode B、 B/B、 B/Z、 B/M、 M

レンジ
Range

20～240mm（10mmステップ可変）
20～240mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus system

送信/4段フォーカス  受信/ダイナミックフォーカス
Transmitter 4 stage   Recever Dynamic

画像記録
Image store

100画像
100images

表示機能
Display

ID　日付　時間　プローブタイプ　方向　レンジ
ID　Date　Time　Probe type　Image direction　Range

計測機能
Function

距離　周囲長　面積　体積　ヒストグラム
Distance  Area  Perimeter  volume  Tendon%  Histogram

Gestational age  Speed  LV measurement

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2　USBポート
Output×2　Input×1

DVI出力　USBポート
DVI output 　USB terminal

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.）

335×200×380mm
 （キーボード閉時）
335×500×380mm
 （キーボード開時）
335×200×380mm
(keyboard closed）
335×500×380mm
(keyboard opened）

220×69×308mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約11kg
11kg approx.

約3kg
3kg approx.

肉質測定用プローブ　
Meat quality probe

コード番号
Code No. 12071100 12072000

型式
Type HLV-4212M HLV-7212M

周波数
Frequency 3.0/2.0/1.5MHz

視野幅
Width 120mm

HS-2200V

HS-1600V

肉質測定用プローブ
Meat quality probe

別売部品　Option
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デジタル豚背脂肪厚計
Digital backfat meter for pig

豚のボディコンディションを把握するための背脂肪厚を測定す
ることに使用します。測定データを999データまで本体に保存
できるため、台帳等に記載する手間が省けます。
6時間の充電時間で30時間駆動できます。

Measure the backfat thickness to understand the 
body condition of pigs.
Recordable up to 999 data in main unit. 
30 hours drive with 6 hours battery charging.

コード番号
Code No. 12066000

型式
Type DBI-1188

構成
Composition

本体　先端プローブ　専用ケーブル　充電ケーブル　キャリブレーション用テスター　アームベルト
Main unit   Probe   Connecting cable   Charging cable   Calibration tester   Arm belt

測定範囲
Measuring range 4～45mm

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：80×50×20mm　ケーブル：1,000mm
Main part：80×50×20mm   Cable：1,000mm

質量
Weight 70g

別売部品　Option
コード番号
Code No. 12066001 12066002 12066003 12066004 12066005

型式
Type

先端プローブ
Probe

専用ケーブル
Connecting cable

アームベルト
Arm belt

充電ケーブル
Charging cable

キャリブレーション用テスター
Calibration tester
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