
鶏卵検査用機器
Egg quality testing instruments
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卵殻厚さ計
Eggshell thickness gauge

卵質計（卵白高測定器）/卵質測定台
Egg quality gauge/Egg quality measurement stand

卵殻の厚さを1/100mmまで測定できます。
卵殻の曲面を正確に測るため、計測点は球状になっています。

Measurable the egg shell thickness up to 1/100mm.
To measure the curved surface of eggs, measuring 
point is spherically shaped.

卵質計は卵質測定台上に定置し、濃厚卵白の高さを
測定します。その値から卵質計算尺でハウユニットを
算出します。
卵質測定台は上部に透明硝子、中間に自在金具つき
観察鏡をそなえ、割卵の検査を行います。

Place the 'Egg quality gauge' on the 'Egg qual-
ity measurement stand' to measure the height 
of the albumen thickness to calculates the 
Haugh unit with 'Egg conditioning counting 
ruler'.
'Egg quality measurement stand' is equipped 
a transparent glass on the top, and observa-
tion scope with metal fitting in the middle to 
observe the cracked egg.

コード番号
Code No. 29002000

サイズ
Size 95mm

精度
Accuracy 1/100mm

質量
Weight 120g

コード番号
Code No. 29003000 29004000

型式
Type

卵質計
Egg quality 
gauge

卵質測定台
Egg quality 
measurement stand

サイズ
Size

高さ 180mm
Hight 180mm 330×300×200mm

質量
Weight 400g 5.3kg

卵質計
Egg quality gauge

鶏卵検査用機器　Egg quality testing instruments

264 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.



卵形係数測定器
Egg form coefficient measuring instrument

卵質計算尺 ハウユニット換算尺
Egg conditioning counting ruler

卵の長径と短径比を測定し、係数と指数化コード数
を得ます。記号S、M、L（丸型、標準型、長型）の3種
に分けることができます。

The measuring instrument which gives the ra-
tio of the major axis to the minor. The coeffi-
cient and the code number (an index number) 
are displayed; the form is classified into three 
kinds, i.e., S, M, L (round, standard, and oblong 
type).

卵重（g）、濃厚卵白の高さからハウユニット（鮮度を
表す指標の一つ）を算定し、米国農務省卵質公定基
準による格付けとの関係を求めます。

To be used to get Haugh-unit from a egg 
weight and height of albumen according to 
the correlation with the egg quality rating of 
USDA basics.

コード番号
Code No. 29007000

サイズ
Size 240×280mm

質量
Weight 1.8kg

コード番号
Code No. 29005000

サイズ
Size 220mm

質量
Weight 100g

● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

販売
中止

販売
中止
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