胚採取・移植用機器
E.T. instruments
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胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

ペルチェETフリーザー
Peltier ET freezer

ペルチェ素子を用いて受精卵を凍結するドライタイプのプログ
ラムフリーザーです。
アルコール不使用なので、安全に使用できます。省エネ（ET-1N
と比較して88%の消費電力省力化）で、軽量（同75%軽量化）
になったため使いやすく持ち運びも容易になりました。
運転開始後、わずか数分で植氷温度に到達します。
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Dry-type program freezer with Peltier device.Light
weight (75% less compared to ET-1N) and energy-saving (about 88% compared to ET-1N.)
Within a few minutes after activation, this unit reaches to the ice seeding temperature.

コード番号
Code No.

02092100

構成
Composition

本体 ストロー管押出棒 ブロアー 電源コード ダストカバー
Main Body Pussing rod for strawtube Blower Power code

ストロー管収納数
Capacity

0.25mLストロー管 12本
Capacity 0.25mL Straws×12pcs

冷却方式
Freezing method

ペルチェモジュール
Peltier module

設定モード
Setting mode

固定モード：2パターン 可変モード：1パターン（外部のパソコンからRS232C回線で設定）
Fixed mode-2patterns, Programmable mode-1pattern (Can be set through RS232C from external PC)

使用環境温度
Environment to use

0～30℃

温度調節範囲
Temp.range

-30℃～30℃

制御
Control

PID制御
PID control

表示
Display

LCD
LCD

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

216×342×366mm

電源
Power source

AC100V

消費電力
Power consumption

400W以下
400W or less

質量
Weight

約12kg
12kg approx.

Dust cover

16桁 2行
16digits 2lines

50/60Hz

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.
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E.T. instruments

プログラムフリーザー ET-1N
Program freezer, ET-1N

電子プログラムによるアルコール液槽式受精卵凍結装置です。
各種プログラムを容易に設定実行できます。
ポーズ機能、オートスタート/ストップ機能等を装備しています。
ET-1N専用の植氷、凍結用ラックが付属しています。
温度プログラムは7パターン（100セグメント/1パターン）まで
入力できます。

Programmable alcohol bath for embryo freezing up to
7 patterns (100 segments/pattern).
Equipped with Pause, Auto start/stop functions, etc.
A freezing rack is provided as a standard accessory.

ストロー管立て(20穴)
Straw stand (for 20pcs)

販売
中止

凍結用ラック
Freezing rack

別売部品

Option

コード番号
Code No.

02085000

型式
Type

ストロー管立 40穴
Straw stand for 40pcs

コード番号
Code No.

02081000

構成
Composition

本体 凍結用ラック ストロー管立て（20本用） ピンセット
Main unit Freezing rack Straw stand (for 20pcs) Forceps

ストロー収納数
Capacity

0.25mL
0.25mL

冷却方式
Freezing method

冷凍機 ロータリー400W
Freezer Rotary 400W

冷却温度勾配
Cooling rate

1.0～0.1℃/min.（-20～-30℃）

温度調節範囲
Temp.range

-40℃～+30℃

制御
Control

PID制御
PID control

ヒーター容量
Heater

600W

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.））

外寸：454×650×439mm 槽内：200×125×180mm
454×650×439mm Effective chamber：200×125×180mm

電源
Power source

AC100V（±10%以内で使用） 50/60Hz
AC100V (±10%) 50/60Hz 15A

消費電力
Power consumption

1.5KVA

質量
Weight

約45kg
45kg approx.

20穴（オプション：40穴）
20pcs（option：40pcs)

0.5～0.1℃/min.（-30～-40℃）

販売
中止

15A

● コード番号02081000につきましては。販売中止です。
Code No.02081000 was discontinued to produce.

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.
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自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用）
Automatic irrigator for embryo collection

子宮還流方式での採卵時に灌流液/回収液の保温と空気圧送式に
よる自動注入操作を容易にする装置です。台車はオプションです。
This unit is to make embryo flushing/collection by air pressure and keep constant temperature for embryo.
コード番号
Code No.

01262000

構成
Composition

本体 細口瓶1L(シリコン栓付) 広口瓶1L
シリコンチューブ アルコール温度計
Main unit 1L bottle (with silicone stopper)
1L wide neck bottle Silicon tube
Alcohol thermometer

使用温度
Temp.range

室温 ～+50℃
Room temp. ～+50℃

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

440×170×215mm

電源
Power source

AC100V

質量
Weight

6.5kg

50/60Hz

4A

● 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.

◆動物用一般医療機器

NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器）
Catheter for removing vaginal mucus (NJ Catheter)
子宮頸管内粘液を除去することで、バルーンカテーテルの目詰
りを防ぎ、受精卵の回収率を向上させます。

The clogging in balloon catheters can be prevented
by removing vaginal mucus. It also improves the collection rate of embryo.

NJカテーテル
Catheter

内芯
Steel core

コード番号
Code No.

01207700

01207710

01207720

型式
Type

NJカテーテルセット
Catheter set

NJカテーテル
Catheter

内芯
Steel core

構成
Composition

カテーテル×3 内芯
Catheter×3 Core

サイズ
Size
質量
Weight
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ー
170g

ー
φ6×400mm

φ4×425mm

40g

50g

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.
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セルコレクター
Embryo collector

子宮 還 流 法で の 採 卵 時 に直 接 灌 流 器 具と接 続し
ます。
回収液中の粘液と卵はフィルターにより分離され卵
のみが回収できます。
This is connected to flushing tools for ovum
collection.
By the filter inside, embryo and mucus is separated.
コード番号
Code No.

01267000

入数
Contents

10個
10pcs

サイズ
Size

φ80×53mm

移動式保定枠
Restraining stall

スタンチョン付
With stanchion

組み立ても簡単、移動も容易にできる牛用簡易保定枠場です。
受精卵採取や起立で診察行為等を行う場合、前後左右へ平打縄等のロープ
で縛ることもできます。
スタンチョン付はワンタッチで頭部の保定ができます。
This is a simple and easy-assembling restraining frame for cattle.
During embryo collection, examination or treatment, it is possible to tie up the cow to right and left or back and forward poles.
With the stanchion type, you can hold the cattle head, too.
コード番号
Code No.

22001000

22001500

型式
Type

ときわ式
Tokiwa-Type

スタンチョン付

約125kg
125kg approx.

約135kg
135kg approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
質量
Weight

販売
中止

販売With stanchion
中止1,300×2,120×1,900mm
1,300×2,120×1,800mm

● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.
部分がスタンチョンです。
The colored part is the stanchion.

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.
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E.T. instruments

◆動物用一般医療機器

バルーンカテーテル
Balloon catheter, multieyes type
粘液の目詰まりが少なく、回収率の高いシリコン製のカテーテ
ルです。
内芯、コネクターを組み合わせて使用することで容易に子宮内
に挿入でき、効率良く灌流操作ができます。
Since the catheter is multieye type,it provides less
clogging of mucus and high recovery rate of ova. By
using the core and connector together, it can easily
be inserted into the uterus, which allows the effective
perfusion.

16Fr 多孔式
16Fr Multi eyes

18F

20Fr 多孔式
20Fr Multi eyes

スタイレット
Stylet
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専用コネクター
Connector

Y字コネクター
Y-shape connector

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.
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バルーンカテーテル

Balloon catheter

コード番号
Code No.

01207510

01209300

01207511

型式
Type

16Fr
16Fr

18Fr

20Fr
20Fr

サイズ
Size

φ5.3×550mm

φ6.0×550mm

φ6.7×550mm

多孔式
Multi eyes

該当スタイレット
Applicable stylet

スタイレット2.0
stylet 2.0

材質
Material

スタイレット

E.T. instruments

多孔式
Multi eyes

スタイレット2.3
stylet 2.3
シリコンゴム
Silicone rubber

Stylet

専用コネクター（旧ステップコネクター） Connector

コード番号
Code No.

01207520

01207521

コード番号
Code No.

01207522

型式
Type

スタイレット2.0
stylet 2.0

スタイレット2.3
stylet 2.3

型式
Type

専用コネクター
Connector

構成
Composition

コネクターオス部 メス部
Connector male part/female part

構成
Composition

内芯 スタイレット用ネジ
Inner core Screw for stylet

サイズ
Size

φ2.0×635mm

φ2.3×635mm

サイズ
Size

50mm（連結時）
50mm at connected

該当バルーン
Applicable catheter

16Fr ・ 18Fr

20Fr

該当バルーン
Applicable catheter

16Fr ・ 18Fr ・ 20Fr

材質
Material

ポリカーボネート他（オートクレーブ対応）
Polycarbonate (Autoclave compatible)

材質
Material

内芯：ステンレス ネジ：黄銅
Inner core：SUS Screw：Brass

バルーンカテーテル用内芯

Inner core for Balloon catheter

コード番号
Code No.

01207501

01207502

型式
Type

φ2.0mm

φ2.3mm

サイズ
Size

φ2.0×635mm

φ2.3×635mm

該当機種
Applicable stylet

16Fr ・ 18Fr

20Fr

材質
Material

スタイレット用ネジ

ステンレス
SUS

Screw for stylet

Y字コネクター

Y-shape connector

コード番号
Code No.

01207523

コード番号
Code No.

01207507

サイズ
Size

φ11.5～20×25mm

サイズ
Size

φ6.8×53mm

該当スタイレット
Applicable stylet

スタイレット2.0/2.3
stylet 2.0/2.3

材質
Material

樹脂
PP

材質
Material

黄銅
Brass

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.
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◆動物用一般医療機器

超音波卵胞内卵子経腟採取用機器
Ultrasound apparatus for ovum pick up
高性能超音波画像診断装置を中心とした、生体卵胞内卵子経
腟採取（OPU）用機器です。
経 腟採卵用探 触子（OPUプローブ）、 卵胞 卵採 取 用恒 温器
（P.68）、卵胞卵採取用吸引器（P.68）、畜産用採卵針（P.69）を
組み合わせて使用します。

Ultrasound apparatus for transvaginal collection of
ovum in follicles. To be used with OPU probe, aspiration needle, aspirator and incubator.

動物用超音波画像診断装置 本体
Ultrasound diagnostic apparatus HS-2200V

動物用超音波画像診断装置 本体
Ultrasound diagnostic apparatus HS-1600V

別売部品

Option

採卵用プローブ
OPU probe HCV-4710MV
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採卵用 シリコン栓
Silicon cap for OPU

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.
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超音波画像診断装置 本体

E.T. instruments

Ultrasound diagnostic apparatus

コード番号
Code No.

16500900

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
Main unit, AC adapter, charger, battery pack, Shoulder strap, ultrasonic gel

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 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

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 4stage Input/Dynamic focus

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
Date Time Probe type Image direction Range

ID

計測機能
Function

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

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

質量
Weight

採卵用プローブ

約11kg
11kg approx.

50/60Hz

約3kg
3kg approx.

OPU probe

コード番号
Code No.

01289600

16502500

型式
Type

HCV-4710MV

HCV-7710MV

構成
Composition

本体
Main unit

周波数
Frequency

3.0/2.0/1.5MHz

半径（センサ部）
Radius

採卵用 シリコン栓

採卵針ガイド 収納ケース
Needle guide Storage case

10R

Silicon stopper for OPU

コード番号
Code No.

01282200

構成
Composition

シリコン栓No.9
φ3.7mmSUS管 φ1.6mmSUS管
Silicon stopper No.9
φ3.7mm and φ1.6mm SUS tube

● 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.

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.
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◆動物用一般医療機器

卵胞卵採取用恒温器 FV-5
Incubator for OPU
生体卵胞卵子吸引（OPU）で回収した卵を保温するために使用
します。遠沈管（50mL）が5本収納できます。
OPUプローブ、採卵針、卵胞卵採取用吸引器等と組み合わせて
使用します。
コード番号
Code No.

01287000

型式
Type

FV-5

温度範囲
Temp.range

周囲温度 ～60℃（精度：±1.0℃）
Room temp. ～60℃ (accuracy：±1.0℃)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

280×120×120mm

電源
Power source

AC100V

50/60Hz

To be used to keep constant temperature for collected ovum. For 5 centrifugal tubes (50mL).
It is used in combination with an OPU probe, collection needle and aspirator for OPU.

70W

● 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.

◆動物用一般医療機器

卵胞卵採取用吸引器 FV-6
Aspirator for OPU
生体卵胞卵子吸引（OPU）に使用する吸引器です。OPUプロー
ブ、採卵針、卵胞卵採取用恒温器等と組み合わせて使用します。
従来品と比較して一時的に吸引圧を高めるブースト機能を追加
しました。また装置内ポンプの破損を防ぐ構造のため耐久性が
高まりました。

An aspirator to be used for OPU. It is used in combination with ultrasound apparatus, probe for OPU,
OPU needle and incubator for ovum.
In this model FV-6, a booster function provided for
momentary increase of the suction pressure.

コード番号
Code No.

01287200

型式
Type

FV-6

構成
Composition

本体 トラップ用試験管 フィルター シリコンチューブ
Main unit Test tube for trap Filter Silicone tube

設定項目
Setting parameters

吸引圧力（0.0～25.0[kPa]、0～200[mmHg]）
ブースト１オン時間（1秒単位、1～10秒）
Suction pressure (0.0～25.0[kPa]、0～200[mmHg])
Boost period (1-10 sec)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

305×220×120mm

電源
Power source

AC100V

質量
Weight

約3.6kg
3.6kg approx.

50/60Hz

別売部品

Option

コード番号
Code No.

01287201

型式
Type

フットスイッチ
Foot switch

● 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.

68

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.
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◆動物用一般医療機器

畜産用採卵針
Ovum pick up needle for cow
生体卵胞卵子吸引（OPU）時に使用する採卵針です。
最新の先端加工技術により、シャープな刃先形状となっている
ため、卵胞への穿刺が容易となり、牛の負担を軽減します。ま
た針の先端まで加工されたエコーマークにより針先の位置確
認がより正確に行えるようになりました。

コード番号
Code No.

01283000

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

17G×500mm

滅菌方法
Sterilization method

EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌
Sterilized by EOG

滅菌有効期限
Validity of sterilization

3年
3years

Needles to be used for OPU
With the latest processing technology, the sharp
edge of the needle was processed to optimal shape
to puncture the follicle, which reduces stress for cow.
In addition, the position of needle edge can be observed accurately through ultrasound apparatus by
"Echo-mark" processing.

◆動物用一般医療機器

ストローキャップ YGF60（滅菌済）
Straw cap YGF60 for cow embryo vitrification, sterilized
牛胚の超急速ガラス化保存、融解、移植に使用する
セットです。移植用ストロー管と胚の保存、融解用具
が連結しているため、操作性に優れています。農家等
の庭先で融解と移植操作をワンタッチでダイレクト
に実施することができます。電子線滅菌済みです。
For ultra-rapid bovine embryo vitrification,
thawing, and transfer. Straw, embryo holder
and thawing tool is connected, which makes
easy to thaw and transfer to recipient cow at
the farmers site. Sterilized by electron beam.

ストローキャップYGF60（滅菌済）
Straw cap YGF60, sterilized
キャップ栓
Cap stopper

移植用ストロー管（目盛付き）
Straw tube for transplant (with scales)

別売部品

Option

コード番号
Code No.

01061000

コード番号
Code No.

01061001

構成
Composition

ストローキャップYGF60（滅菌済） 移植用ストロー管(目盛付き) キャップ栓 各5セット
Straw cap YGF60, sterilized Straw tube for embryo transfer (with scales)
Cap stopper 5pcs/set

型式
Type

凍結補助容器
Freezing container

サイズ
Size

φ6×130mm

サイズ
Size

400mm

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.
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ストローラベラー BMPTM71
Straw label printer

豊富なラベルデザインとラベルサイズで作業効率がアップし
ます。
凍結面粘着、耐薬品性、耐溶剤性、耐低温性のラベルを作成で
き、6.35mmから50.8mmのサイズ幅に対応。
印字内容やラベル残量、バッテリー残量が表示される大きなディス
プレイ。スタンドアローンはもちろん、PCとの接続も可能。
ブレイディのラベル作成ソフトウェア「LabelMarkTM」が付属。

Enhance your work efficiency with various label designs
and sizes.
You can make the labels, durable for freezing, chemical
resistance, and solvent resistance.
Large display shows printing contents, label residual,
and battery residual. Connectable with PC. LabelMarkTM
software enclosed. Many graphics and symbols are
loaded．

グラフィックや記号を豊富に搭載。
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コード番号
Code No.

01161100

型式
Type

BMP71

構成
Composition

本体 ハードケース バッテリーパック
ACアダプター ラベル×2 インクリボン
Main unit Hardcase Battery
AC adaptor Label×2 Ink ribbon

印字速度
Print speed

38.1mm/秒
38.1mm/sec.

最大印字可能ラベル幅
Max.label width tape

50.8mm

連続テープ
Continuous tape

印字可
Applicable

ダイカットラベル
Die-cut label

印字可
Applicable

印字色数
Color

単色
Single color

ラベルデザイン
Label design

100,000種類
100,000 kinds

PC接続
PC connection

USB接続
USB

スタンドアロ－ン
Stand-alone
operation

可
OK

熱転写印字解像度
Resolution

300dpi

自動連続番号印字
Serial No. print

可
OK

バーコード印字
Barcode

CODE39, CODE128
※ソフトウェアからの出力で2次元コード対応可
CODE39, CODE128
*2-D code acceptable in case of output
from software

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

330×241×117mm

電源
Power source

充電式電池またはACアダプター（付属）
Rechargeable batteries or AC adaptor

質量
Weight

2.5kg（電池パック含む）
2.5kg（battery included）

その他
Others

フォントサイズ：4～170pt
ラベル作成ソフトウェア
「LabelMarkTM 」
「CODESOFTⓇ」との連携が可能
Font size：4～170pt
Possible to relate to “LabelMarkTM” and
“CODESOFTⓇ” label making software

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.
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LN2 凍結保管器 DR-30-6ET
LN2 tank DR-30-6ET for embryo

多種の凍結受精卵ストロー管を保存できる角型キャニスター
付属の保管器です。16区画のキャニスターが6本収納されてお
り、管理しやすい安全な保存容器です。
コード番号
Code No.

02024000

型式
Type

DR-30-6ET

構成
Composition

ボンベ 角型キャニスター×6 ジャケット
Tank Canister×6 Jacket

LN 2 容量
Capacity

31.8L

LN 2 保持日
Keep day's

80

サイズ
Size

φ441×642mm

口径
Neck dia.

φ119mm

充填時質量
Full weight

42.2kg

角型キャニスター
Canister

80×135mm
80×135mm

ストロー収納数（0.25mL）
Straw capacity

3,456本
3,456pcs

DR-30-6ET contains 6pcs of quadrangular straw canisters.
One canister is divided into 16 rooms for easier management of ET straws.

6本
6pcs

● 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.

◆動物用一般医療機器

F ストロー管 0.25mL
Straw tube for embryo, 0.25mL
動物の精液・受精卵・各種細胞の保存用として使用
します。
For the preservation of animal semen, embryo, and the other cells.
コード番号
Code No.

01128100

型式
Type

0.25mL
0.25mL

入数
Contents

500本
500pcs

色
Color

無色
Clear

材質
Material

塩化ビニール
PVC

極細
mini

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.
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◆動物用一般医療機器

ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済）
Straw tubeⅡ for embryo, 0.25mL, Sterilized
動物の精液・受精卵・各種細胞の保存用として使用
する滅菌された0.25mLストロー管です。
電子線照射を用いた滅菌方法を採用しています。
Sterilized 0.25mL straw tube to be used for
animal semen, embryo and other cell preservation.
Electron beam sterilization.
コード番号
Code No.

01128400

入数
Contents

5本
5pcs

色
Color

無色
Clear

材質
Material

塩化ビニール
PVC

ストローチップ（シリコン製）
Straw chip (Silicone)

0.25mLストロー管に液体を充填する時、注射器とス
トロー管のジョイントとして利用します。
To be used as a joint to connect a syringe
with a 0.25mL straw tube to fill liquid.

72

コード番号
Code No.

01263700

入数
Contents

5個
5pcs

仕様
Spec.

ストロー管0.25mL
for straw 0.25mL

材質
Material

シリコン
Silicone

※注射器は含まれていません。
*Syringe not included

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.
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◆動物用一般医療機器

細胞培養輸送器 Ⅱ型
Cell transporter Type Ⅱ
牛新鮮胚の輸送に使用します。
輸送中は内部温度を一定に保ちますので、ストロー管またはマ
イクロチューブに納められた胚を培養しながら活力に富んだ状
態で目的地に運ぶことができます。

For transportation of fresh embryo.
Inner chamber with straw tube or microtube is kept
at a constant temperature to culture embryo during
transportation up to the destination.

ストロー管用
for straw tube type

チューブ用
for tube type

別売部品

コード番号
Code No.

01213800

01213900

型式
Type

ストロー管用
for straw tube

チューブ用
for microtube

仕様
Spec.

ストロー管 0.25mL×20本
0.25mL straw tube×20

マイクロチューブ 1mL×10本
Micro tube 1mL×10

ヒーター
Heater

10W×2

温度設定
Temp. range

周囲温度 ～38℃
Ambient temp. ～38℃

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

質量
Weight

バッテリー DC12V
Battery DC12V
6kg

材質
Material

バッテリー充電器
Battery charger

370×210×210mm

電源
Power source

別売部品

Option

7kg

外箱、ストロー管ホルダー、チューブホルダー：アルミニウム
Carry case, Holder for tube or straw：Aluminum
バッテリー
Battery

Option

コード番号
Code No.

01213600

01213500

型式
Type

バッテリー充電器
Battery charger

バッテリー
Battery

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.
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◆動物用一般医療機器

子宮頸管拡張棒 杉江式
Dilating bougie for cow and heifer, Sugie-Type
人工授精、受精卵移植や受精卵の回収時に子宮頸管
を拡張して、使用する器具の挿入を容易にします。
To expand cervical canal at the time of AI
or embryo collection for easier insertion of
tools.

コード番号
Code No.

01207801

01207802

型式
Type

1号
Type1

2号
Type2

サイズ
Size

470mm（先端：φ3～7×58mm）
470mm (Tip：φ3～7×58mm)

490mm（先端：φ3～7×80mm）
490mm (Tip：φ3～7×80mm)

材質
Material

鋼鉄、メッキ
Steel, plated

◆動物用一般医療機器

子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式
Dilating bougie for cow and heifer, Yasutaka-Type
人工授精、受精卵移植や受精卵の回収時に子宮頸管
を拡張して、使用する器具の挿入を容易にします。
先端部の形状が、未経産牛にも使いやすく頸管の出
血・損傷を防ぎます。
To be used to expand the cervical canal
during AI, ET, and retrieving the embryo for
easier insertion of tools. The tip form is suitable to use for heifer too, to prevent damage
or breeding from the cervical canal.
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コード番号
Code No.

01208000

型式
Type

ヤスタカ式
Yasutaka

サイズ
Size

470mm（先端：φ2.6-3-4mm）
470mm (Tip：φ2.6-3-4mm)

材質
Material

ステンレス
SUS

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.
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ストロー剪刀
Scissors for straw tube

ストロー精液管0.5mL、0.25mLの切断に使用します。
切口を押し潰さずに確実にカットできます。
コード番号
Code No.

01136500

仕様
Spec.

0.5mL/0.25mL ストロー管用
for cutting 0.5mL/0.25mL

サイズ
Size

ストロー管0.25mL
for straw 0.25mL

質量
Weight

50g

材質
Material

ステンレス
SUS

To be used to cut the straw tube without crushing the
cutting edge.

ミニマルチガスインキュベーター
Mini multi gas incubator

高性能で操作性が良く,優れた培養環境を実現できます。
実験内容に合わせたマルチガスを利用できるインキュベーターです。
This incubator realizes the excellent environment with high
operability.
Designed for a broad range of applications.

BL-43MD

コード番号
Code No.

01296100

01296200

型式
Type

BL-43MD

MCO-50M-PJ

温度調節範囲
Temp. control range

室温 +5℃～50℃
Room temp. +5℃～50℃

加温方式
Temp. heated method

ウォータージャケット
Water jacket

ヒータージャケット+エアージャケット
Heater jacket + Air jaket

CO 2 調整範囲
CO 2 Control range

0～19.9％

0～20％

O 2 調整範囲
O 2 Control range

1～89%

1～18%・22～80%

湿度範囲
Humidity range

95％ RH以上
More than 95% RH

95％±5％ RH

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：410×400×500mm 内寸：320×300×330mm
out：410×400×500mm in：320×300×330mm

外寸：480×550×585mm 内寸：370×363×385mm
out：480×550×585mm in：370×363×385mm

容量
Capacity

約32L
32L approx.

50L

電源
Power source
質量
Weight
● 減圧弁はオプションです。

AC100V
約30kg
30kg approx.

50/60Hz
46kg

Pressure reducing valve is sold seperately.

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.
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ミニCO2 インキュベーター
CO2 incubator minitype

温度、CO 2 濃度はコンピュータ制御のため操作が簡
単です。
Easy operation with PC control for Temperature setting and CO2 concentration.
コード番号
Code No.

01298000

01298100

型式
Type

BL-43CD

MCO-50AIC-PJ

温度調節範囲
Temp. control range

室温+5℃～50℃
Room temp.+5℃～50℃

CO 2 調整範囲
CO 2 Control range

0～19.9％

湿度範囲
Humidity range

95％RH以上
More than 95%RH

95％±5％RH

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：410×400×500mm
内寸：320×300×330mm
out：410×400×500mm
in：320×300×330mm

外寸：480×550×585mm
内寸：370×363×385mm
out：480×550×585mm
in：370×363×385mm

容量
Capacity

約32L
32L approx.

50L

±0.1％

電源
Power source
質量
Weight

0～20％

AC100V
約30kg
30kg approx.

● 減圧弁はオプションです。

BL-43CD

50/60Hz
45kg

Pressure reducing valve is an optional accessory.

ズーム式実体顕微鏡
Stereo microscope, SZ series

作業性に優れた広視野設計、機能を拡張する豊富なアクセ
サリーも揃っています。架台はSZ-ST型です。
Excellent design with a wide view range. Optional
accessories are also available for the functional extension. The base is SZ-2ST type.
コード番号
Code No.

35010000

35011000

35011100

型式
Type

SZ61-C-SET

SZ61TRC-C-SET

SZ61-SZ2-ILA-LEDSET

鏡筒
Scope tube

双眼45°
Binocular 45°

三眼45°
Trinocular 45°

双眼45°
Binocular 45°

対物レンズ
Objective lens

ズーム倍率 0.67×～4.5×
Zoom 0.67×～4.5×

接眼レンズ
Eyepiece lens

WHSZ 10×～30×

倍率
Magnification

6.7×～135×

質量
Weight
● 納期ご確認ください。

76

5kg
Please ask us for delivery date.

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.
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倒立型システム顕微鏡
Inverted microscope system

微分干渉セット、蛍光位相差セット、マニピュレーターなどの
組み合わせにより多様な作業用途、観察が可能になります。

For various applications with differential interference set, fluorescent phase contrast set, manipulator set, etc.

コード番号
Code No.

35012000

35013000

35014000

型式
Type

IX53-11PH

IX73P1-11PH

IX83P1-24FL/PH

組み合わせ仕様
Spec.

検査セット
Examination set

位相差ULWCDセット
Phase contrast set

蛍光・位相差長作動対物
Fluorescence・phase contrast

本体
Main body

IX53 1ポート本体
IX53 1port

IX73
IX73

IX83 1ポート本体
IX83 1port

ステージ
Stage

1ポート
1port

メカニカルステージ IX-MVR
Mechanical stage IX-MVR

接眼レンズ
Eyepiece lens

WHN10X/WHN10X-H

ロングハンドルステージ IX3-SVR
Manual stage IX3-SVR
WHN10X/WHN10X-H

コンデンサ
Condenser

プリセンタ式位相差スライダ
Differential inteference slider

超長作動距離コンデンサ
Hyper long working distance
condenser

電動超長作動距離コンデンサ
Electric hyper long working
distance condenser

対物レンズ
Objective lens

UPLFLN4XPH/CPL10XPH

CPL10XPH/LCACHN20XPH

UPLFLN4XPH/UPLFLN10X2PH
LUCPLFLN20XPH/LUCPLFLN40XPH

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

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.
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◆動物用一般医療機器

バイオカットホルダーセット
Biocut holder set
マイクロマニピュレーターに簡単に装着でき、受精卵
をシャープに分割できます。
To be mounted on micromanipulators to cut
the cells.
コード番号
Code No.

01265000

ホルダーサイズ
Holder Size

100×36×φ4mm

構成
Composition

ホルダー ブレイド715 ドライバー
Holder Blade715 Driver

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃

Available blades

コード番号
Code No.

01265101

01265201

型式
Type

ブレイド715
Blade715

ブレイド730
Blade730

刃角度
Edge angles

15°

30°

入数
Contents

5

マイレクスフィルターユニット
Millex filter unit

シリンジに取りつけ、加圧ろ過またはインラインフィ
ルターとして利用します。
滅菌済みのディスポタイプです。
To be used for pressurized filtration or in-line
filter.
Sterilized and disposable.
コード番号
Code No.

34205000

34207000

型式
Type

SLGVR 33 RS

SLHV 033 RS

入数
Contents

50個
50pcs

直径
Diameter

φ33mm

孔径
Hole
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φ0.22μm

φ0.45μm

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.
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上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i
Electronic balance FX300iWP/EW-1500i

高分解能、高精度、コンパクト、多機能、大型液晶表示。
双方向通信、プリンター接続が可能です。

High resolution, high precision, space saving design,
wide range of functions, large LCD display.
Bidirectional communication and printer connection
available.

EW-1500i

コード番号
Code No.

41000700

41001000

型式
Type

FX300iWP

EW-1500i

ひょう量
Capacity

320g

1,500g

最小表示
Readability

0.001g

0.1g

計量設定可能数
Number of samples

5、10、25、50、または100個
5, 10, 25, 50 or 100pcs

100％登録最小質量
Percent Mode,
Min. 100% Ref. Mass

0.100g

10g

パーセント最小表示
Percent Mode,
Min. 100% Display

0.01、0.1、1％（100％質量により自動切替）
0.01, 0.1, 1％ (100％auto change for the weight)

0.1%

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

193×263×86mm
193×263×86mm

190×218×53mm
190×218×53mm

電源
Power source
質量
Weight

計量皿：φ130mm
Weighing pan：φ130mm

計量皿：133×170mm
Weighing pan：133×170mm

ACアダプター/バッテリー（別売）
ACadaptor/battery (sold seperately)
約2.7kg
2.7kg approx.

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.

約1.5kg
1.5kg approx.
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