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豚の精液を安全に効率よく採取できます。
乗駕台は種豚の大きさに合わせ高さを自由に調節で
きます。
前脚用側板つき。

For safe collection of semen.
The height can be adjusted to the size of 
boar. Side board for front legs provided in 
both side.

人工腟豚用と組み合わせて使用します。豚の精液を
容易に採取できます。

To be used with artificial vagina for boar for 
easier collection of semen.

ゴム内筒
Inner line

採取ゴム
Funnel

擬牝台 豚用
Dummy sow

豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム
Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen

コード番号
Code No. 01407000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 800×1,300×820mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 350×1,200mm

質量
Weight

約67kg
67kg 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. 01405000 01406000

型式
Type

ゴム内筒
Inner liner

採取ゴム
Funnel

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 210×70mm 87×80mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber
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採取した豚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容器サイズを入力する
と、希釈液量とボトル本数を自動計算します。活力の夏/冬の
変化は、条件を入力することで正確な計算ができます。
※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。また活力自動計算機能もありません。

No need to dilute the collected boar semen.　By in-
put the data of semen concentration and bottle size, 
the device automatically calculates the necessary ex-
tender volume and bottle numbers to be produced.
*This equipment does not directly measure the number of 
sperm. It estimates the semen concentration from turbidity.
New function : Relative semen vitality can be input depends on 
the seasonal conditions. Semen vitality cannot be calculated 
in this device.

◆動物用一般医療機器

精子密度計 豚用Ⅲ
Porcine sperm photometer type Ⅲ

コード番号
Code No. 01045600

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100本入　シーラント　掃除棒　ACアダプター
Main unit   Holder   Cap for holder   Capillary tube 100pcs/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 adapte or drybattery 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
Code No. 01045501 01045502

型式
Type

キャピラリー100入
Capilary tube 100pcs/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100本入
Capilary tube 
100pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプター
AC adapter

付属品　Accessories
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希釈液、精液の低温保存時に使用します。

For the preservation of extender and 
semen in low temperature.

希釈液、精液等を保存する時に使用する褐色瓶です。

Brown glass bottle for preservation of ex-
tender, semen, etc.

恒温器
Incubator

広口保存瓶 茶
Semen collecting bottle, Brown

コード番号
Code No. 34006000 34006100 34006200

型式
Type MIR-154-PJ MIR-154S-PJ MIR-H163-PJ

温度制御範囲（周辺温度）
Temperature control range
(Ambient temperature)

-10℃～60℃(5℃～35℃) 2℃～50℃(5℃～35℃)
室温+5℃～80℃（20℃～35℃）
Room temp+5℃～80℃
(20℃～35℃)

運転モード
Operation mode

任意設定可能
Can be set arbitrarily

最大3ステップ
Up to 3 steps ー

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：700×580×1,018mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×1,018mm

In：620×368×555mm

外寸：700×580×918mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×918mm

In：620×368×555mm

外寸：580×595×820mm
内寸：450×460×450mm
Out：580×595×820mm

In：450×460×450mm

容量
Capacity 123L 93L

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight 78kg 50kg 68kg

コード番号
Code No. 01411000

型式
Type

小
Small

容量
Capacity 250mL

材質
Material

ガラス
Glass

● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

MIR-H163-PJMIR-154-PJ
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精液保存用のボトルとして使用し、注入時には先端部をカテーテルに合わ
せてカットして使用します。

Bottle for preservation of semen.
Cut the point tip to connect with insemination catheter.

コード番号
Code No. 01427000

入数
Contents

50本
50pcs

容量
Capacity

約60mL
60mL approx.

材質
Material

軟質ポリエチレン
Soft Polyethylene

コード番号
Code No. 01428500 01428600 01428700 01428800

型式
Type

赤キャップ
Red

青キャップ
Blue

緑キャップ
Green

黄キャップ
Yellow

入数
Contents

500本
500pcs

容量
Capacity 100mL

材質
Material

ポリエチレン
polyethylene

豚の人工授精専用の精液容器として使用します。
各種カテーテルに直接接続します。

Boar semen container, connectable to in-
semination catheters directly.

◆動物用一般医療機器

ザーメンチューブ（豚精液ボトル）
Semen tube

◆動物用一般医療機器

豚精液用ポリボトル
Poly bottle
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◆動物用一般医療機器

豚ディスポAIカテーテル
Disposable AI catheter for pig

コード番号
Code No. 01425500 01425600 01425700

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

スパイラルタイプ
Spiral type

入数
Contents

500本
500pcs

サイズ
Size φ21×502mm φ17×502mm φ16×528mm

材質
Material

先端：EVA　管：PP　グリップエンド：PVC
Tip：EVA　Tube：PP   Glip end：PVC

先端、グリップエンド：PVC　管：PP
Tip, Glip end：PVC   Tube：PP

豚の人工授精時に使用する使い捨ての精液注入器用カテーテ
ルです。
経産用・未経産用の先端は柔らかく弾力性のある材質のため
頸管を傷つける心配はありません。スパイラルタイプは先端が
細くなっているため経産、未経産どちらの豚にも対応できま
す。また先端が白色のため注入後の汚れ等を視認しやすくなっ
ています。
グリップエンドは豚精液ポリボトル（P.43）の先端に最適な形
状です。

Disposable semen injection catheter for pig AI.
Tips are made from soft and elastic material, which 
does not damag uterine cervix.
The thin tip of spiral type fits both sow and gilt. The 
white color tip makes easy to check the contamina-
tion after the insemination.
Grip-end fits the shape of the tips of our poly-bottles 
(P.43).

未経産用
for Gilt

スパイラルタイプ
Spiral type

経産用
for Sow
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◆動物用一般医療機器

豚ディスポ深部注入IUIカテーテル
Disposable IUI catheter for pig

コード番号
Code No. 01424000 01424100

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

入数
Contents

100本
100pcs

サイズ
Size φ22×768mm φ19×768mm

材質
Material

（外筒）先端：EVA　管：PP　（内芯）先端：TPE管、ストッパー：PE　グリップエンド：PVC
(Outer)Tip：EVA　Tube：PP　(Inner)Tip：TPE, Stopper：PE　Grip end：PVC

豚の人工授精時に精液を子宮内まで注入することが可能で
す。内芯先端が柔軟性のある素材のため、子宮内を傷つけるこ
となく内芯を挿入できます。さらに内芯後端部分に先端からの
内芯突出長さを示す目盛りが11～17cmまで1cm間隔で記載
されているため初めて使用する場合も安心して使用できます。
経産用と未経産用の2種類あります。

Catheter set for porcine intrauterus insemination.
With the flexible tip, the inner core can be inserted 
without scratching the uterus.
There are the scales in the last half of inner core in 
1cm increments up to 17cm, which indicates the pro-
truded length of the core from the top.
Two types available, for sow or gilt.

未経産用
for Gilt

経産用
for Sow
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◆動物用一般医療機器

子宮深部注入用カテーテルセット匠"TAKUMI"（滅菌済）
"Takumi" IU catheter set for porcine embryo (Sterilized)

コード番号
Code No. 01428000

構成
Conposition

スパイラルガイド（外筒）×10　深部注入カテーテル（内芯）×10
Outer guide 10pcs   Inner core 10pcs

サイズ
Size

外筒：φ15×500ｍｍ　　内芯：φ3.5×1,220mm
Outer：φ15×500ｍｍ　Inner：φ3.5×1,220mm

材質
Material

ポリエチレン/ポリプロピレン
PE/PP

● ディスポーザブル製品　Disposable
● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

豚の子宮頚管まで挿入できるスパイラル型の外側ガイドカテー
テル（外筒）と、内側の横穴式子宮深部注入用カテーテル（内
芯）を組み合わせたカテーテルセットです。
麻酔や鎮静処置を必要とせず、受精卵を非外科的に移植する
ことができるので、生産現場で受精卵移植作業が確実に行え
ます。

Catheter set with a spiral outer guide and an inner 
core with side eyes.
Embryo can be transplanted non-surgically without 
anesthesia or sedation, ensuring ET operation at the 
production site.

内芯
Inner core

外筒
Outer guide

販売
中止

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

西川式 緬山羊の人工腟
Artificial vagina for sheep and goat, Nishikawa-type

コード番号
Code No. 01503100 01503200

型式
Type A B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

300×約80mm
300×80mm approx.

200×約20～70mm
200×20～70mm approx.

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

シリコン
Silicone

緬・山羊の精液を容易に採取することができます。
保温された腟筒内で精液が採取されますので、外気温
による影響が少なく、精子の性状保護ができます。

For the easier collection of sheep and goat 
semen.
Warmed cylinder prevents effect from outside 
temperature, and keeps the semen in good 
condition.

西川式緬山羊の人工腟と組み合わせて使用するゴム内筒です。 Rubber inner liner used in combination with the Nishi-
kawa-type artificial vagina for sheep and goat.

コード番号
Code No. 01502000

構成
Composition

内筒A　内筒B　人工腟筒
キャップA　キャップB　送気球
Inner linerA/B　Main unit
Cap A/B　Pressurizing balloon

サイズ
Length 207mm

質量
Weight 505g

材質
Material

樹脂
Plastic

A

人工腟筒
Main unit

キャップA
Cap A

キャップB
Cap B

内筒B
Inner linerB

内筒A
Inner linerA

送気球
Air bag

B

緬山羊ゴム内筒 A・B
Inner liner for Artificial vagina for sheep and goat
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希釈液や精液を保存するための冷蔵庫です。ノンフロン冷媒の
ため、フロン排出抑制法の対象外です。USBへ各種データの出
力が可能です。

Refrigerator for storing extender and semen. Since it 
uses non-CFC refrigerant, it is not subject to  the CFC 
emission control law. Data can be output to USB.

冷蔵ショーケース
Refrigerated showcase

コード番号
Code No. 34001000

型式
Type MPR-S150H-PJ

温度設定範囲
Temp. setting range

2℃～14℃（周辺温度：-5℃～35℃）
2℃～14℃(Ambient temperature：-5℃～35℃)

容量
Capacity 165L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：800×500×1,120mm　内寸：720×360×725mm
out：800×500×1,120mm　in：720×360×725mm

電源
Power source 100V　50/60Hz

質量
Weight 72kg

● 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.
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