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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-1600V

高性能で軽量コンパクト設計の超音波画像診断装置です。重さ
3kg（プローブ除く）と軽量な本体は持ち運びを容易にし、往
診や屋外での検診時に使用者の負担を少なくします。各種プロ
ーブがあり診断目的により選択でき、経直腸用プローブ（HLV-
875M）等ドップラー機能を搭載したプローブもあります。
バッテリー、AC電源の両方で使用可能です。豊富な計測機能が
あり、簡単操作で画像の保存ができます。

Easy to carry light compact body of approx.3kg, and 
reduce user's physical strains during scanning in house 
visit and outdoors. Various probes available according 
to your purpose. Some of them, such as rectal probe 
HLV-875M, have dopper functions.
Both battery and AC power usable.

動物用超音波画像診断装置 本体　Diagnostic scanner for animal
コード番号
Code No. 16502000

型式
Type HS-1600V

構成
Composition

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

8.4型カラー液晶　広視野角（水平：170° 垂直：170°）
8.4-inch color LCD wide viewing angle 
(horizontal：170° vertical：170°)

走査方式
Scanning system

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/M、 M、 B/Z

レンジ
Range

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ可変）　
5.0MHz以上：20～160mm（10mmステップ可変）
3.5MHz 0-2-24cm (1cm step variable)
5.0MHz 0-2-16cm (1cm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス　受信：ダイナミックフォーカス
Transmit：4-stage focus   Reception：Dynamic focus

画像記録
Data Storage

100画像
100 image

表示機能
Display function

ID　日付　時間　プローブタイプ　レンジ他
ID  Date  Time  Probe-type  Range etc.

計測機能
Measurements
function

距離　面積　体積　周囲長　ヒストグラム　Tendon%
妊娠週数　速度　LV計測
Distance  Area  volume  Perimeter  Histogram  
Tendon%  Gestational age  Speed  LV measurement

インターフェース
Interface

DVI出力端子　USB端子
DVI output terminal  USB terminal

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 220×69×308mm

電源
Power source

ACアダプタ接続時　100V～240V 50/60Hz　
バッテリー　14.8V 5000mAh
With AC adapter connected  100V-240V 50/60Hz
battery 14.8V 5000mAh

質量
Weight

約3kg（プローブを除く/バッテリー含む）
3kg approx. (without probe/with battery)

経直腸用プローブ　Rectal Probe
コード番号
Code No. 16502200

型式
Type HLV-875M

周波数
Frequency 10.0/7.5/5.0MHz

視野幅
Width 50mm

別売部品　Option
コード番号
Code No.

型式
Type

16502001 専用バッテリー
Battery pack

16502002 専用保護カバー
Protective cover

16502003 専用キャリーバッグ
Carry bag

HLV-875M

経直腸用プローブ
Rectal Probe

診断機器　Diagnostic equipment and instruments
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-2200V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-2200V

超音波診断装置に必要な機能をコンパクトにまとめ
たポータブルタイプです。大型タイプと同レベルの優
れた操作性を実現しました。正確で高速なデジタル
信号処理による画像の見易さ、高精度なダイナミック
受信フォーカスによる鮮明さでレベルの高い画質が
得られます。診断目的によって各種プローブが接続可
能です。

HS-2200V is a portable, high resolution, ul-
trasound imaging sysgem incorporating the 
latest technologies. All necessary functions 
come in one compact unit. High density, 
multi-frequency transducers provide exellent 
image quality. Various probes available ac-
cording to your purpose.

動物用超音波画像診断装置 本体　Diagnostic scanner for animal
コード番号
Code No. 16500900

型式
Type HS-2200V

構成
Composition

本体　電源コード　プローブホルダー　エコーゼリー
Main unit   Power cable  Probe holder  Jelly

モニター
Monitor

12.1型カラー液晶　広視野角（水平：170°垂直：170°）
12.1inch Color LCD

走査方式
Scanning system

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

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ）
5MHz以上：20～160mm（10mmステップ）
3.5MHz 20-240mm (10mm step variable)
5.0MHz 20-160mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス　受信：ダイナミックフォーカス
Transmit：4-stage focus  Reception：Dynamic focus

画像記録
Date storage

100画像
100 images

表示機能
Display function

ID　日付　時間　プローブタイプ　方向　レンジ他
ID  Date  Time  Probe type  Direction  Range  etc.

計測機能
Measurements function

距離　面積　周囲長　ヒストグラム
Distance  Area  Perimeter  Histogram

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2　USB端子
Video output×2  USB memory port

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）

電源
Power source AC100V 50/60Hz

質量
Weight

約11kg
11kg approx.

直検用プローブ　Rectal Probe
コード番号
Code No. 16500500

型式
Type HLV-575M

周波数
Frequency 10.0/7.5/5.0MHz

視野幅
Width 50mm

HLV-575M

直検用プローブ
Rectal Probe

診断機器　Diagnostic equipment and instruments
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コード番号
Code No. 16305300 16305600

型式
Type

エコーゼリー 
GEL-SCAN-C※ FHK アニマルエコーゲル

容量
Capacity 2kg×4袋 250g

エコーゼリー/FHK アニマルエコーゲル
Lubricating jelly/FHK Animal echo gel

超音波画像診断装置使用時にプローブを当てる部位
へ塗布することで、プローブの密着性を良くして鮮明
な画像を得ることができます。
安定性試験、安全試験を実施していますので、安心し
て使用することができます。

Apply this jelly to target part to get a clear 
image by ultrasound probe.
Product stability and safety tested.

250g

※ 空ボトル2本付（300g）

診断機器　Diagnostic equipment and instruments
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-102V 豚用
Ultrasond diagnostic scanner, HS-102V for pig

コンベックスプローブが接続された携帯に便利なショルダーベ
ルト付きで畜産現場に適した超音波画像診断装置です。モニタ
ーに高輝度・ボンディング液晶を採用したため、視認性の向上
および結露を防止します。
初心者も使い易いシンプルなボタン配置。オートゲイン機能に
より、面倒な画像調整が不要です。専用の小型バッテリーで約
2時間の連続動作が可能です。プローブにカールコードを採用
したため、作業中のコードの煩わしさが解消されています。
60枚の静止画像を本体に保存でき、市販のUSBメモリで本体
から画像を移動・保存することができます。

Portability with shoulder belt allows total freedom 
of movement. Convex probe is connected. Thanks 
to simple button design, operation is easy. Auto gain 
function eliminates tedious work adjusting image. 
Approx. 2 hour battery operation allows continuous 
scanning anywhere, anytime. Convenient coil cord 
helps speed up scanning process. 60 still images can 
be stored, and memory function allows review of the 
stored pregnancy images. 
USB port is provided.

コード番号
Code No. 16401100

構成
Composition

本体(HCS-136C付属)　ショルダーベルト　ACアダプター　電源コード　充電器　バッテリーパック　エコーゼリー
Main unit (included HCS-136C)   Shoulder belt   AC adapter   Power cable   Battery charger
Battery pack   Jelly

プローブ
Probe

HCS-136C　3.5MHz　60Rコンベックス
HCS-136C   3.5MHz   60R Convex

モニター
Monitor

5.7型高輝度QVGA LCD（ボンディング加工）
5.7 type high brightness QVGA LCD（bonding processed）

レンジ
Range

60～240mm（20mmステップ）
60～240mm (20mm step)

画像調整
Image adjustment

オートゲインコントロール　ゲイン：16段階　STC：8段階
Auto gain control  gain：16stages (adjustable in menu）STC：8stages（adjustable in menu）

画像記録
Image record

60画像
60images

電源
Power source

バッテリー動作（リチウムイオンポリマー電池：2000mAh）※フル充電で2時間使用可能（使用条件により変化）
Battery (lithium ion polymer：2000mAh) *2 hours continuous work with full charge (depends on environment)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 184×62×270mm

質量
Weight

2.0kg（プローブ、バッテリーパック含む）
2.0kg (include prove, battery pack)

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16401001 16508000

型式
Type

専用保護カバー
Protection cover

専用バッテリー
Battery pack

プローブ
Probe

本体
Main unit

保護カバー
Protection cover

別売部品　Option

診断機器　Diagnostic equipment and instruments
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-102V 牛用
Ultrasound diagnostic scanner, HS-102V for cow

経直腸用プローブが接続された携帯に便利なショルダーベルト
付きで畜産現場に適した超音波画像診断装置です。モニターに
高輝度・ボンディング液晶を採用したため、視認性の向上およ
び結露を防止します。
初心者も使い易いシンプルなボタン配置。オートゲイン機能に
より、面倒な画像調整が不要です。専用の小型バッテリーで約
2時間の連続動作が可能です。
60枚の静止画像を本体に保存でき、市販のUSBメモリで本体
から画像を移動・保存することができます。

Portability with shoulder belt allows total freedom 
of movement. Convex probe is connected. Thanks 
to simple button design, operation is easy. Auto gain 
function eliminates tedious work adjusting image. 
Approx. 2 hour battery operation allows continuous 
scanning anywhere, anytime. Convenient coil cord 
helps speed up scanning process. 60 still images can 
be stored, and memory function allows review of the 
stored pregnancy images. 
USB port is provided.

コード番号
Code No. 16507700

構成
Composition

本体（HLV-155付属）　ショルダーベルト　ACアダプター　電源コード　充電器　バッテリーパック×2　保護カバー　
キャリングケース　エコーゼリー
Main unit (included HLV-155)   Shoulder belt   AC adapter   Power cable   Battery charger
Battery pack×2   Protective cover  Carry bag  Jelly

プローブ
Probe

HLV-155　5.0MHz　50mmリニア
HLV-155   5.0MHz   50mm linear

モニター
Monitor

5.7型高輝度QVGA LCD（ボンディング加工）
5.7 type high brightness QVGA LCD (bonding processed)

レンジ
Range

60～160mm（20mmステップ）
60～160mm (20mm steps)

画像調整
Image adjustment

オートゲインコントロール　ゲイン：16段階　STC：8段階
auto gain control   gain：16stages (adjust in menu)   STC：8stages (adjust in menu)

画像記録
Image record

60画像
60 images

電源
Power source

バッテリー動作（リチウムイオンポリマー電池：2000mAh）※フル充電で2時間使用可能（使用条件により変化）
Battery (lithium ion polymer：2000mAh) *2 hours continual work with full charge (Depends on environment)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 184×62×270mm

質量
Weight

2.0kg（プローブ、バッテリーパック含む）
2.0kg (include prove, battery pack)

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16401001 16508000

型式
Type

専用保護カバー
Protection cover

専用バッテリー
Battery pack

プローブ
Probe

本体
Main unit

保護カバー
Protection cover

別売部品　Option

販売
中止

販売
中止

販売
中止
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◆人体用一般医療機器

聴診器ダブル
Stethoscope, Double

大中動物に使用できるように、Ｙチューブの長さが1,100mmになってい
ます。

Length of Y tube is 1,100mm to use for both large and middle 
size animal.

コード番号
Code No. 16008000

型式
Type

ダブル
Double

サイズ
Tube size

Yチューブ：1,100mm
1,100mm

質量
Size（W.D.H.） 125g

材質
Weight

チェストピース：アルミニュウム合金
Yチューブ、イヤーチップ：塩化ビニール
耳管：真鍮、クロームメッキ
振動板：テトロン繊維入りエポキシ、樹脂
バネ：鋼
Chest piece：Aluminum
Y tube, Ear Tip：Vinyl chloride
Eustachian tube：Brass plated
Diaphragm：Tetron fiber-containing epoxy, resin
Spring：Steel

コード番号
Code No. 16165000

サイズ
Size

柄：210mm　先端：80mm
Grip：210mm　Tip：80mm

白金耳ホルダー付
Inoculating loop with grip

ループ（ニクロム線）を白金耳ホルダーに取りつけて
細菌検査の塗布等で使用します。

Nichrome wire loop with holder to be used 
to smear the sample for bacteria test, etc.
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※バラ売りとなります。
*Sold separately

◆動物用一般医療機器

濾過器 肝蛭用
Filter for fecal sample

糞便検査の沈殿法に使用する濾過器です。ビーカー
 （500mL・300ｍL）に濾過器をのせて糞便を濾過します。

Filter for sedimentation test of animal feces. To be 
placed on 500mL or 300ｍL beaker.

枠　Frame
コード番号
Code No. 16106000

サイズ
Size φ120×35mm

質量
Weight 100g

材質
Material

黄銅メッキ
Brass plated

コード番号
Code No. 16111710

入数
Contents

12本
12pcs

容量
Capacity 60mL

サイズ
Size φ35×110mm

金網 100メッシュ　Mesh
コード番号
Code No. 16107000

サイズ
Size φ73×50mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

遠心管（ビーズ法用）
Centrifuge tube for Beads method

糞便検査のビーズ法に使用する回収用遠心管です。

For animal fecal test of Beads method.

販売
中止

販売
中止 販売

中止

販売
中止
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コード番号
Code No. 16111800

仕様
Spec.

5本
5pcs

サイズ
Size 125mm

質量
Weight

30g/本
30g/pc

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 16112000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 75×25×5.5mm

材質
Material

ガラス
Glass

◆動物用一般医療機器

EPG計算板
EPG counting chamber

糞便中の寄生虫卵検査用の器具として使用しま
す。0.15mLの区画が2室あります。

For the test of parasite eggs in feces. Two 
squares of 0.15mL.

糞便秤量リング
Feces scale ring

糞便採取1g用の柄つき秤量升です。
先端形状が穴あき4本と穴なし1本の組み合わせです。

Animal feces sampling scale for 1g. 
5pcs/set（4pcs with hole, 1pc without hole）.
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◆動物用一般医療機器

胃汁採取器
Gastric juice sampler

◆動物用一般医療機器

ルミナー胃汁採取器
Luminar gastric juice sampler

牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用ゴムカテ
ーテルを鼻孔内から挿入して使用します。採取弁に採取用容器（別
途ご用意ください）とカテーテル、ガラスポンプを接続して、採取用
容器内をガラスポンプで陰圧にすることで採取します。

A set of tools to take gastric juice from rumen.
Insert the rubber catheter from nostril. Connect the cath-
eter to valve and glass syringe to collect the juice.

牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用
金属製ゾンデを口腔から挿入して使用します。吸引ポンプに
採取用容器（別途ご用意ください）とゾンデを接続し、採取
用容器内を吸引ポンプで陰圧にして採取します。
ゾンデは柔軟なステンレススプリング形状です。

A set of tools to collect gastric juice from rumen.
Insert the metal probe from mouth. Connect suc-
tion pump to probe to take the juice. 
Probe is made of flexible stainless steel spring.

コード番号
Code No. 16130000

構成
Composition

胃汁採取カテーテル　吸引ポンプ（50先100mL）
採取弁（ゴム栓付き）　ビニール管　ゴムチューブ
接続金具（50基）　アルミケース
Gastric juice sampler   Glass syringe(100mL)
Valve(with rubber cock)　Aluminum case

質量
Weight

約3.2kg
3.2kg approx.

材質
Material

胃汁採取カテーテル：天然ゴム　吸引ポンプ：ガラス　
採取弁（ゴム栓付き）：黄銅、メッキ、合成ゴム　
接続金具：黄銅、メッキ
Catheter：Natural rubber   Glass syringe：Glass
Valve：Brass plated,rubber
Connection fittings：Brass plated

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

コード番号
Code No. 16132000

構成
Composition

ルミナーゾンデ　吸引ポンプ
ゴム栓　ビニール管　アルミケース
Stomach evacuator　Pump
Rubber valve　Vinyl tube
Aluminium case

材質
Material

ルミナーゾンデ：ステンレス
ポンプ：黄銅、メッキ
Metal gastric tube：SUS  
Pump：Brass, plated

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

カテーテル　Catheter
コード番号
Code No. 16131000

型式
Type

胃汁採取用カテーテル
Catheter for gastric juice sampling

サイズ
Size φ14×2,500mm

質量
Weight 450g

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

ゾンデ　Metal tube
コード番号
Code No. 16132002

型式
Type

ルミナー用ゾンデ
Metal tube for Lumenar

サイズ
Size

採取口：φ35×140mm　ゾンデ：φ17×1,800mm
Collection port：φ35×140mm  Metal tube：φ17×1,800mm

質量
Weight 2kg

材質
Material

黄銅、メッキ　ステンレス
Brass, plated  SUS
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◆人体用一般医療機器

ヘマトクリット遠心機
Hematocrit centrifuge

ヘマトクリット値（赤血球容積）を測定する遠心機です。
毛細管専用ローターと毛細管と採血管チューブ兼用ローターの
2種類があります。

Centrifuge to measure the hematocrit value.
There are two types of rotors, one for the capillary 
tube only, and the other for the capillary tube and the 
blood collection tube.

コード番号
Code No. 16213300 16213400

型式
Type

H-1200F　F30Mローター付
H-1200F　F30M Rotor

H-1200F　F20Gローター付
H-1200F　F20G Rotor

容量
Capacity

毛細管×30本
capillary tube×30pcs

毛細管×20本　15mLチューブ×4本
capillary tube×20pcs　15mL tube×4pcs

最高回転数
Max.rpm. 12,000rpm

最大遠心力
Max.force 15,000×g

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 280×346×300mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz　5A

質量
Weight

約15kg
15kg approx.

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

ローター　F30M
Rotor F30M

H-1200F

ローター　F20G
Rotor F20G
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コード番号
Code No. 16218000 16219000 16220000 16221000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

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 (Red, White) 1pc each   Cover glass 2pcs   Case

プレイン（青）
Distilled water (Blue)

ヘバリン処理済（赤）
Heparized (Red)

コード番号
Code No. 16214200 16215100

型式
Type

ヘバリン処理済（赤）
Heparinized (Red)

プレイン（青）
Not heparinized (Blue)

入数
Contents

100本
100pcs

サイズ
Size φ1.1～1.2×75mm φ1.1～1.2×75mm

ガラス毛細管
Glass capillary tube

ヘマトクリット値測定用のガラスチューブでヘパリン処理の有
無はカラーラベルで判別できます。シールには専用のパテを使
用します。

Capillary tube for hematocrit measurement. Sealing 
putty shall be used to seal.

◆人体用一般医療機器

血球計算器セット
Hemocytometer set

血球計算盤、カバーガラス、血球用ピペット（赤・
白）の構成になります。
一定の空間に定量の細胞が入り、細胞をカウントする
ことで細胞数を算定できます。
赤血球、精子数、胞子などの測定に使用できます。

Cell counting chamber, cover glass, pipette 
for blood cell (red, white）included. Applica-
ble for red blood cell, sperm, spore, etc.
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コード番号
Code No. 16223000 16224000 16225000 16226000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

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×2   Case

コード番号
Code No. 16228000 16229000

型式
Type

赤血球用
Heparize (Red)

白血球用
Distilled water (Blue)

目盛
Scale 0.5 ・ 1 ・ 101 0.5 ・ 1 ・ 11

球部容量
Sphere part volume 1.0mL 0.3mL

血球計算用ピペット
Pipette for hemocytometer

血球計算に使用する、希釈目盛つきピペットです。 Pipette to be used for cell counting, provided with scales for 
dilution.

◆人体用一般医療機器

血球計算盤
Cell counting chamber

計算盤のみの構成です。 Only the counting chamber is included.

赤血球用
Heparize (Red)

白血球用
Distilled water (Blue)
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血球計算用カバーグラス
Cover glass for hemocytometer

コード番号
Code No. 16235500

標準設定項目
Registration capacity

12項目（BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY）
12elements (BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

120×230×50mm（ホルダー部分を除く）
120×230×50mm (Excluding holder)

電源
Power source AC100V/220V　50/60Hz

質量
Weight 500g

コード番号
Code No. 16230000 16231000 16232000 16233000

型式
Type 16×22mm 22×22mm 22×24mm 24×24mm

厚さ
Thickness 0.12～0.17mm

電子式白血球分類計算器 F410N
Digital white blood cell counter, F410N

目的に応じ、登録項目の中から任意に12項目を選択
できます。
プリンター内蔵のコンパクト設計です。

Selectable 12 elements from preliminary reg-
istered elements depends on your needs. 
Compact unit with printer incorporated.
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コード番号
Code No. 16243000

測定範囲（最小目盛）
Measurable range (Minimum scale)

血清蛋白：0～12g/dL（0.2g/dL）　尿比重：1.000～1.040（0.002）
Serum protein：0～12g/dL (0.2g/dL)   Urine specific gravity：1.000～1.040 (0.002)

サイズ
Size 170mm

質量
Weight 350g

コード番号
Code No. 16242000

仕様
Spec.

φ4.6mm 7穴　3.4mm間隔
φ4.6mm 7holes 3.4mm interval

材質
Capacity

ステンレス
SUS

ゲルパンチャー
Agar puncher

寒天ゲル内沈降反応検査の寒天ゲルに、一定間隔の
穴を開ける器具です。

This is to punch some holes in certain inter-
vals in agar for precipitation test.

◆人体用一般医療機器

手持屈折計 D型
Handy refractometer, D-type

直読式で、屈折率を測定することで血清中の蛋白量
と尿比重が１～2滴の検体で検査できます。
蛋白濃度は、17.5℃設定。

Direct reading method. Just 1-2 drops of sam-
ple is required for protein and urine specific 
gravity test. Recommended for daily check. 
Protein concentration is set at 17.5 degrees C.
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◆人体用一般医療機器

デジタル臨床屈折計 SU-301
Digital clinical refractometer, SU-301

尿比重と血清総蛋白量の測定が少量のサンプル量
 （約0.1mL）で短時間（約1秒）にできます。
防水型で、多湿、水気が多い場所でも安心して使用
できます。

Urine specific gravity and total serum pro-
tein can be measured in a short time (about 
1 second) with a small amount of sample  
(about 0.1mL).
Waterproofed body can be used in highly-hu-
mid environment.

コード番号
Code No. 16247000

サイズ
Size 275×275mm

質量
Weight

約1kg
1kg approx.

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

コード番号
Code No. 16244600

型式
Type SU-301

測定範囲
Measureable range

尿比重：1.000～1.080　血清総蛋白：0.0～12.0g/dl
Gravity of urine：1.000～1.080   Total protein in serum　0.0～12.0g/dl

電源
Power source

リチウム電池（充電式）3.7V 480mAh 100V ACアダプター
Lithium battery (rechargeable) 3.7V 480mAh 100V AC adapter

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 117×61×30mm

質量
Weight

本体 165g（ACアダプター 61.4g）
165g (AC adapter 61.4g)

急速凝集反応板
Agglutination plate for pullorum disease

ひな白痢（全血急速凝集反応）検査用に使用する
100分画（25×25mm×100）ガラス反応板です。

Agglutination plate for pullorum disease, 
with 100 fractions (25×25mm×100).

診断機器　Diagnostic equipment and instruments

210 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.



◆動物用一般医療機器

ビタミンA簡易測定装置 A-クイック
Vitamin A checker in cattle blood sample, A-Quick

牛血中のビタミンA濃度とβカロテンを含む総カロテノイドを
その場で同時に測定できます。

For measurement in bovine blood of vitamin A con-
centration and total carotenoid including β-carotene.

コード番号
Code No. 16245000

型式
Type FLT-21

構成
Composition

本体　測定セル×2　プリンタ用紙×2巻　電源コード
Main unit　Measure cell×2　Printing roll×2pcs　Power supply

測定範囲
Measurable range

ビタミンA：20～200IU/dL　総カロテノイド：20～1,000μg/dL
Vitamin A：20～200IU/dL   Total caroenoid：20～1,000μg/dL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 164×250×118mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約1.1kg
1.1kg approx.
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◆動物用一般医療機器

開口器 牛用
Mouth opener for cattle

◆動物用一般医療機器

プロバングⅡ
Probang Ⅱ for FMD test

牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテ
ル挿入および薬液投与等の処理を安全に行います。

Safely keep the mouth open for oral treat-
ment, catheter insertion and drug adminis-
tration, etc.

口蹄疫検査時の食道咽頭粘液を採取することに使用
します。検体採取容量が50mL（大）と25mL（小）の
2種類があります。

To be used to collect esophageal mucus for 
FMD test.
Two types of sampling volume, 50mL (large) 
and 25mL (small) available.

コード番号
Code No. 05003200

サイズ
Size 240×90mm

質量
Weight 380g

材質
Material

アルミニウム
Aluminium

コード番号
Code No. 16133100 16133200

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

φ56×880mm（鎖部除く）
φ56×880mm (excluding chain)

φ44×780mm（鎖部除く）
φ44×780mm (excluding chain)

材質
Material

ステンレス
SUS

ステンレス
SUS

● 型式 大につきましては、在庫品のみの販売です。　 While the stock last for large type. 

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用
Mucus sampler for cow

牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子
宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納する
ことができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入で
きます。

For endometrinal cytology examination of cow. Use 
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible 
to insert to the uterus without contamination.

コード番号
Code No. 16133300

構成
Composition

外筒　内芯×10　保持器
Outer cylinder   Inner core×10   Grip

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm　内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ）　保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm   Core：611mm (Brush：25mm)   Grip：φ20×33mm

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16133301 16133302 16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core 

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数
Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外筒
Outer cylinder

内芯
Inner core

内芯保持器
Inner core grip

別売部品　Option
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コード番号
Code No. 01704000

構成
Composition

本体   肋骨   肺   胃   腸   乳房   尾   採血練習用チューブ×2   子宮体モデル   卵巣×4   第四胃変位モデル（オプション、左右）
Main unit   Rib bone   Lung   Stomach   Intestine, Udder   Tail   Blood collection training tube×2
Uterus model   Ovaries×4   Abomasum displacement (Option)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,800×500×1,520mm　台（キャスター含む）：1,830×930×110mm
Main body：2,800×500×1,520mm   Caster board：1,830×930×110mm

質量
Weight

約127kg
127kg 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. 01704100

構成
Composition

本体　肋骨　腸　子宮体モデル　卵巣×4　採血練習用ポリビン×6
Main unit   Rib   Intestine   Uterus   Ovary×4   Blood collection training bottle×6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：1,930×560×840mm　台（キャスター含む）：1,480×510×110mm
Main body：1,930×560×840mm   Caster board：1,480×510×110mm

質量
Weight

約60kg
60kg 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. 

牛レプリカモデル
Replica model for cow

豚レプリカモデル
Replica model for pig

ホルスタイン雌牛の等身大模型です。生体診断に先立って本商品
で訓練ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の取
り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握　②頚静脈採血の練習　③直腸検査
で子宮と4種類の卵巣形態の把握　④超音波画像診断装置によ
り、子宮内部にある胎子の雌雄判別の学習

Life-size model of Holstein cow. This product can be 
used prior to practice with real animal. Recommended 
for animal welfare. Internal organs can be removed.
① Understand the positional relationship of organs 
② Practice blood collection from the jugular vein ③ 
Recognize the morphology of uterus and four different 
types of ovary ④ Learning the pregnant detection and 
sexual difference of fetus inside the uterus using an ul-
trasound apparatus

豚の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練ができるた
め、動物福祉に合致しています。臓器の取り外し等ができるため主に下
記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握　②頚静脈採血の練習　③子宮動脈位置の
把握　④直腸検査による卵巣の触診　

Life-size model of sow can be used prior to practice with real 
animal. Recommended for animal welfare. 
Useful for following study; 
①Understand the positional relationship of organs ② Prac-
tice jugular vein blood sampling ③ Recognize the position 
of uterine artery ④ Palpation of ovary by rectal examination
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コード番号
Code No. 01704200

構成
Composition

本体　肺　脾臓　腎臓　食道/胃　肝臓　尾　子宮体モデル
Main unit   Lung   Spleen   Kidney   Esophagus/stomach   Liver   Tail  Uterus

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,500×1,800×420mm　台（キャスター含む）：1,800×780×100mm
Main body：2,500×1,800×420mm   Caster board：1,800×780×100mm

質量
Weight 175.5kg

● 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. 

馬レプリカモデル
Replica model for horse

馬の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練
ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の
取り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができま
す。
①臓器の位置関係を把握　②経鼻によるカテーテル投
薬及び胃洗浄の練習　③直腸検査で妊娠鑑定の練習

Life-size model of mare. Recommended for an-
imal welfare. Internal organs can be removed. 
Suitable for following study: 
①Understand the positional relationship of or-
gans ②Practice intranasal catheter administra-
tion and gastric lavage ③Practice of pregnancy 
detection by rectal palpation
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