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コード番号
Code No. 06001100 06004100

型式
Type

大動物用
Large animal

子豚用
Piglet

サイズ
Size

全長：310mm（切断部：55mm）
Length：310mm　Cutting part：55mm

全長：190mm（切断部：25mm）
Length：190mm　Cutting part：25mm

質量
Weight 600g 170g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

去勢鉗子
Castration forceps

◆動物用一般医療機器

去勢鉗子 ザンド固定用
Castration forceps for holding spermatic cord

大動物用は、馬、牛の観血去勢に使用する鉗子で、精
索を伸長させて去勢用鉗子ザンド固定用で固定して
精索を挫切します。
子豚用も同様に観血去勢に使用します。精索を挫切
し精巣（睾丸）を除去します。

Large size is for horse and cattle castration. 
Extend the spermatic cord and hold it with 
the castration forceps for holding the cord.
For piglet, use the smaller forceps to crush 
the spermatic cord as well.

馬、牛の観血去勢時に精索を伸長させて固定する鉗
子で、去勢鉗子を使用して精索を挫切します。

This is to hold the spermatic cord of horse 
and cattle. Then use the castration forceps 
to crush it.

大動物用
Large animal

子豚用
Piglet

コード番号
Code No. 06005100

型式
Type

大
Large

サイズ
Size 310mm

質量
Weight 630g

材質
Material

ステンレス
SUS

去勢器械　Castrating instruments
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◆動物用一般医療機器

無血去勢器 バリメックスⅡ
Bloodless castrator, BalimexⅡ

◆動物用一般医療機器

捻転式去勢器 243式
Torsion castorator 243

牛、馬の無血去勢に使用する器具で、精索を挫滅させるこ
とで睾丸を萎縮させます。膝当つき。

Bloodless castrator for horse and cattle. Crush 
the spermatic cord to atrophy the testicles.  
A knee-pad attached.

馬、牛の観血去勢に使用し、短時間で容易に実施できます。電
動ドリルに接続して使用することで先端フックに保持した精
索を捻転させて引きちぎり、精巣の摘出が簡単にできます。
8か月齢程度までの子牛に対応しています。

Easy castration for cattle and horse in a short time.
Connect a screw power drill to this castrator and 
retain the spermatic cord. Then, twist it to tear off. 
Applicable to calves up to 8 months old.

コード番号
Code No. 06015600

型式
Type

大型
Large

サイズ
Size

全長：470mm（鉗合部：80mm）
Length：470mm (Blade length：80mm)

質量
Weight 2.9kg

材質
Material

柄：樹脂　本体：ステンレス
Grip：Plastic　Main unit：SUS

コード番号
Code No. 06001400

サイズ
Size 220×20.5mm

接続部
Connction part

六角シャンク径6.5mm　差込長30mm
Hex shank dia 6.5mm   Insertion L 30mm

質量
Weight 55g

材質
Material

ステンレス（SCS13）
SUS (SCS13)
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去勢器械　Castrating instruments

コード番号
Code No. 06001200 06001300

型式
Type

牛用
Cattle

馬用
Horse

サイズ 挟込部
先 端幅×全長
( 開 口 時 )
Holding edge 
width 
x full length
(when opened)

22×230mm(64×216mm) 25×230mm(76×214mm)

接続部
Connction part

六角シャンク径9.5mm 差込長20mm
Hex shank dia 9.5mm Insertion L 20mm

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

ヘンダーソン去勢鉗子
Henderson Castrator

馬、牛へのヘンダーソン式観血去勢術に使用します。
片側の把握部根元が電動ドリル(別売)と接続可能と
なっており、電動ドリルでの回転により保持した精索
の捻転により引きちぎれ、精巣が摘出できます。

Castrator for horse and cow. The grip is pos-
sible to be connected to electric drill (Not in-
cluded). Spermatic code is twisted by drill to 
cut off, and then the testicle is possible to be 
extracted. 

馬用
Horse
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