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◆動物用一般医療機器

テールスパッター（断尾器）
Tail docker, gas heated type

子豚（生後2～4日）の断尾に使用するガス(ガス充填
式)焼灼器です。コードレスのため場所を選ばずに使
用できます。ライター用ガスボンベで充填でき、1回
の充填で約40分間使用できます。
交換用替刃及びガスシリンダーがあるので、長く使用
できます。

Gas-type cautery used for tail docking of 
piglets (2-4days from birth).
Used in anywhere for cordless type.
Chargeable with gas cylinder for lighter to 
use for  about 40 minutes.
Blades and gas cylinder replaceable.

電気バリカン 牛用 Model 510
Electric clipper for cattle, Model 510

牛、馬、豚等の長毛を、効率良く毛刈できます。

For efficient clipping of cattle, horse, pig, etc.

コード番号
Code No. 21013500

構成
Composition

収納ケース　本体　上刃83AU　下刃84AU
Carry case   Main unit
Top blade 83AU   Bottom blade 84AU

サイズ
Size 320mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight 2.2kg

● コード番号21013500につきましては、販売中止です。
Code No. 21013500 was discontinued to produce.

替刃 510用　Available blades
コード番号
Code No. 21013003 21013004

型式
Type

替刃上  83AU
Top blade  83AU

替刃下  84AU
Bottom blade  84AU

コード番号
Code No. 21050000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

165mm（切断部：15mm）
165mm (Cutting part：15mm)

質量
Weight 400g

別売部品　Option
コード番号
Code No. 21050100 21050200

型式
Type

テールスパッター　替刃
replacement blades

テールスパッター　ガスシリンダー
Gas cylinder

サイズ
Size 54mm 110mm

仕様
Spec ー ライター用ガス使用

Gas cylinder for lighter

替刃下  84AU
Bottom blade  84AU

替刃上  83AU
Top blade  83AU

別売部品　Option

販売
中止

販売
中止
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電気バリカン 緬山羊用 SH-21
Electric clipper for sheep and goat, SH-21

電気バリカン 小動物用 A5型/A5型2スピード
Electric clipper for small animal, A5/A5 2speed

緬羊、山羊専用の毛刈に使用するため、刃部が鋭くなっています。

For clipping of sheep and goat with sharper blade.

犬、猫の毛刈、トリミング、大動物の手術部周辺の毛刈に使用
するバリカンです。A5型2スピードは回転数をスイッチで切り
替えることができます。
替刃はSIZE10を標準装備していますが、使用目的によって様
々な替刃を用意しています。

For clipping hair in advance to surgical operation of 
dogs and cats.
Press the switch to change the speed rotation on 
A5-2 model.
Size #10 blade is equipped as standard. Optional 
blades are selectable according to your application.

コード番号
Code No. 21014600

構成
Composition

収納ケース　本体　上刃P2311　下刃P1082
Carry case   Main unit
Top blade P2311　Bottom blade P1082

サイズ
Size 360mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight 2.2kg

● コード番号21014600につきましては、販売中止です。
Code No. 21014600 was discontinued to produce.

コード番号
Code No. 21017500 21018000

型式
Type

A5型
A5

A5型2スピード
A5 2speed

構成
Composition

本体　替刃SIZE10
Main unit   Blade SIZE10

サイズ
Size 180mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight 770g

● コード番号21017500、21018000につきましては、販売中止です。
Code No. 21017500,21018000 was discontinued to produce.

替刃 SH-21用　Available blades
コード番号
Code No. 21014700 21014800

型式
Type

替刃上  P2311
Top blade  P2311

替刃下  P1082
Bottom blade  P1082

替刃　Available blades
コード番号
Code No. 21017002 21017005 21017006 21017007 21017008

型式
Type SIZE5 SIZE10 SIZE15 SIZE30 SIZE40

仕様
Spec 6.3mm 1.5mm 1.2mm 0.5mm 0.25mm

用途
for use

背部用（長刃）
Back part (long blade)

腹部用（中間刃）
Abdomen (middle blade)

プードル用（中密刃）
Poodle (middle-density)

ショー用　毛刈用
Dog show (shaving)

手術用
Surgery

替刃下  P1082
Bottom blade  P1082

SIZE10

SIZE30

替刃上  P2311
Top blade  P2311

SIZE15

別売部品　Option

販売
中止

販売
中止

販売
中止

販売
中止
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ブラックショッカー
Black shocker for livestock driving

種豚プレート
Breeding information board for boar

豚など家畜の追い込み用電気ショッカーです。

※微弱電流ですが、高電圧が流れるため、取り扱いには注意してください。

Electric shocker for driving livestock back to barn.
*Please take care of handling this tool, as high-pressure electric 
current goes.

種豚の情報を記載するプレートです。特注型の対応をしていま
す（100枚以上）。

Plate with boar information. Custom-made (100pcs 
or more) available.

コード番号
Code No. 28001500 28002250

型式
Type

ブラックショッカー
Black shocker

ゴムカバー
Rubber cover

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 170×60×28mm ー

電源
Power source

DC4.5V（単3形×3）
DC4.5V (AA battery×3) ー

質量
Weight

190g（除：単3形）
190g (Excluding battery) ー

コード番号
Code No. 28003000 28003500

型式
Type A B

サイズ
Size 300×227×2mm 300×227×1mm

材質
Material

塩化ビニール
PVC

● A、Bは板厚が違います。
A and B have different thickness.

ブラックショッカー
Black shocker

ゴムカバー
Rubber cover

販売
中止 販売

中止
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ブリーディングボード/ワンタッチ牛名板
Breeding information board for cattle/One-touch breeding information board for cattle

牛の情報を記載するプレートです。小版は表裏記載できます。
特注型の対応をしています（100枚以上）。

ブリーディングボード
Breeding information board for cattle

コード番号
Code No. 28004000 28004500

型式
Type

小版
Small

大版
Large

サイズ
Size 300×227×2mm 450×300×1mm

材質
Material

塩化ビニール
PVC

ワンタッチ牛名板　One-touch breeding information board for cattle
コード番号
Code No. 28005100 28005200 28005300 28005400

型式
Type

有板
With information

無板
No information

有板　大フック
With information large hook

無板　大フック
No information large hook

サイズ
Size 220×180×2mm

フック径
Hook diameter φ430mm φ580mm

材質
Material

塩化ビニール
PVC

ブリーディングボード 大版
Breeding information board for cattle Large

ブリーディングボード 小版
Breeding information board for cattle Small

ワンタッチ牛名板 有板
One-touch breeding information board for cattle

With information

Board with cattle information. The small size can be 
used on both sides. 
Custom-made (100pcs or more) is available.

ワンタッチ牛名板 無板
One-touch breeding information board for cattle

No information
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ぽかぽかーふ
Calf jacket, Pokapo Calf

子牛の防寒着として使用します。素材がキルト生地のため防風
性と保温性が高く、撥水仕様のため濡れにくいです。国内産の
ため縫製がしっかりしており耐久性に優れています。
ジャケットと腹巻きの2種類があり、それぞれに極寒地用のハ
イグレード仕様もあります。

Cold protection  jacket for calf. The material is quilt-
ed fabric, windproof and heat-retaining.  Water repel-
lent. Made in Japan, it has excellent durability.
There are two types, the jacket and the belly band.
There is also a high-grade type for extremely cold 
regions.

スタンダード仕様　Standard ver.
コード番号
Code No. 21001000 21001100 21001200 21001300

型式
Type

ST ジャケット M
ST Jacket M

ST ジャケット L
ST Jacket L

ST 腹巻き M
ST stomach band M

ST 腹巻き L
ST stomach band L

サイズ
Size 810×740mm (A×B) 1,070×820mm (A×B) 725×670×160×255mm

(C×D×E×F)
910×770×160×310mm
(C×D×E×F)

対象月齢
Target age

乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months 

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～
Wagyu：1.5month ～

乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months 

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～
Wagyu：1.5month ～

材質
Material

ジャケット：キルト生地　ベルト：ゴム
Jaket：Quilted fabric　Belt：Rubber

ハイグレード仕様　High grade ver.
コード番号
Code No. 21001400 21001500

型式
Type

HI ジャケット M
HI Jacket M

HI ジャケット L
HI Jacket L

サイズ
Size 810×740mm (A×B) 1,070×820mm (A×B)

対象月齢
Target age

乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months 

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～
Wagyu：1.5month ～

材質
Material

ジャケット：キルト生地　ベルト：ゴム
Jaket：Quilted fabric　Belt：Rubber

● 受注生産品です。 極寒地仕様ですが通常はスタンダード仕様で十分です。
Made-to-order.  Suitable for extremely cold regions.

ST ジャケット
ST Jacket

ST 腹巻き
ST stomach band

ST ジャケット
ST Jacket

B

A

ST 腹巻き
ST stomach band

E

C

D

F
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特型
Special type

削蹄具 牛用
Hoof trimming tools for cow

削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型
Apron for hoof work/Apron for hoof work, special type

蹄病処理、蹄矯正等の削蹄に使用する手入れ用
具をそろえたセットです。

Tools set for hoof disease treatment, or 
straightening the irregular hoof, etc.

厚手綿製の素材でできています。削蹄時に蹄刀等の
刃物を使用する際に使用することができます。
特型は蹄固定部（股部）が皮張りになっています。

Made of thick waven cotton. To be used for 
safety during hoof treatment.
Leather coating provided on the crotch part 
of the special type.

コード番号
Code No. 21025000 21025050

型式
Type

普及型
Standard type

特型
Special type

構成
Composition

●収納用ケース　●削蹄用 前垂　●剪鉗 牛用Ⅱ　
●刮削刀 木柄　●鎌型蹄刀 牛 C型　●ナタ型蹄刀 小 下刃
●削蹄槌　●蹄ヤスリ B 30cm
●Carry case ●Apron for hoof work
●Hoof nipper for cattle Ⅱ ●Drawing knife
●Hoof sickle for cattle C type
●Hoof hatchet lowerblade S ●Hoof hammer
●Hoof rasp B 30cm

●収納用巻サック　●削蹄用 前垂　●剪鉗 牛用Ⅱ　
●刮削刀 木柄　●鎌型蹄刀 牛 C型　●ナタ型蹄刀 小 下刃
●削蹄槌　●蹄ヤスリ A 35cm　●鎌型蹄刀 馬 B型
●牛爪切剪鉗 HK型　●金ブラシ
●Carry case (Roll) ●Apron for hoof work
●Hoof nipper for cattle Ⅱ ●Drawing knife
●Hoof sickle for cattle C type
●Hoof hatchet lowerblade S ●Hoof hammer
●Hoof rasp A 35cm ●Hoof sickle for horse B type
●Hoof nipper for HK type ●Metal brush

質量
Weight

約2kg
2kg approx.

約4kg
4kg approx.

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

コード番号
Code No. 21025100 21025200

型式
Type ー 特型

Special type

サイズ
Size

約550×780mm
550×780mm
approx.

約850×900mm
850×900mm
approx.
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コード番号
Code No. 21024100 21024200

型式
Type

替刃 大付
with Large blade

替刃 小付
with small blade

構成
Composition

本体　削蹄刃（丸形カッター4個）
Main unit　Blades (Round cutter×4)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 120×95×250mm

削蹄刃
Blade size φ100mm φ85mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

回転数
Rotation speed 12,000rpm

質量
Weight 2.4kg 2kg

電気削蹄器
Electric hoof trimmer

特殊な削蹄刃を使用しており、蹄切削（削蹄）が安全に効率良
くできます。

Specific hoof trimming blade for safety and efficient 
trimming.

替刃　Replaceable blades（option）
コード番号
Code No. 21024101 21024102

型式
Type

電気削蹄器用 替刃 大
Large blade

電気削蹄器用 替刃 小
Small blade

替刃 大付
with Large blade

剪鉗 牛用Ⅱ
Hoof nipper for cattleⅡ

硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部とうを削切するのに使用します。

For trimming hardened hoof and over grown hoof-toe.

コード番号
Code No. 21027200

サイズ
Size

305mm（刃長：25mm）
305mm (Blade length：25mm)

質量
Weight 660g

替刃 小
Small blade

替刃 大
Large blade

別売部品　Option
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剪鉗 馬用
Hoof nipper for stallion

刮削刀
Drawing knife

刀身がわずかに湾曲し、先端は丸く巻き込んだ構造
になっているため、蹄底等の削切に使用します。

Slightly curved blade and rolled edge are ef-
fective to trim the hoof-bottom.

コード番号
Code No. 21029000

サイズ
Size

320mm（刃長：32mm）
320mm (Blade length：32mm)

質量
Weight 700g

コード番号
Code No. 21030500

型式
Type

木柄
Wood handle

サイズ
Size 210mm

質量
Weight 80g

材質
Material

刃部：ステンレス　柄：木
Blade：SUS　Grip：Wood

硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部等を削切するのに使用します。

For trimming hardened hoof and over grown hoof-toe.
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鎌型蹄刀
Hoof sickle

ナタ型蹄刀
Hoof hatchet

蹄底等の削切に使用します。右利き用、左利き用があります。

削蹄槌で刃の嶺をたたきながら、蹄尖等の切断に使用します。
大小2種類あります。

For hoof-bottom trimming.  Available right and left 
handed type.

Patting the blade ridge with hoof hammer, cut the 
hoof-toe. Large size and Small size available.

コード番号
Code No. 21032600 21033100 21033500

型式
Type

牛 C型
Cattle C type

馬 右手 B型
Horse R-hand B

馬 左手 B型
Horse L-hand B

サイズ
Size

175mm（刃長：80mm）
175mm (Blade length：80mm)

250mm（刃長：80mm）
250mm (Blade length：80mm)

質量
Weight 80g 250g

コード番号
Code No. 21034500 21034600

型式
Type

大 下刃
L, Lower blade

小 下刃
S, Lower blade

サイズ
Size 400mm 300mm

質量
Weight 520g 380g

牛 C型
Cattle C type

馬 右手 B型
Horse R-hand B

馬 左手 B型
Horse L-hand B

小 下刃
S, Lower blade
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蹄ヤスリ
Hoof rasp

削蹄専用のヤスリです。粗目ヤスリと細めヤスリが表裏に加工
されています。

Exclusive rasp for hoofing. Coarse and fine files are 
processed on front and back.

コード番号
Code No. 21036000 21036500

型式
Type A B

サイズ
Size 350mm 300mm

質量
Weight 580g 500g

削蹄槌
Hoof hammer

ナタ型蹄刀等を使用するとき、嶺部をたたく補助器具として使
用します。

This hammer is used to pat on the blade ridge of hoof-
ing tools.

コード番号
Code No. 21035500

サイズ
Size 300mm

質量
Weight 580g

A

B
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牛爪切剪鉗 HK型
Hoof nipper for cattle, HK type

硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部とうを削切するのに使用します。 For trimming the hardened hoof and over grown 
hoof-toe.

コード番号
Code No. 21039100

サイズ
Size

410mm（刃長：35mm）
410mm (Blade length：35mm)

質量
Weight 2.3kg

コード番号
Code No. 05010500

サイズ
Size 140mm

質量
Weight 90g

材質
Material

ステンレス
SUS

動物用ニッパー
Veterinary nipper

畜産現場で様々な用途に使用できるニッパーです。 Nipper that can be used for various purposes at livestock farms.
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