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◆人体用一般医療機器 特定保守管理医療機器

無影灯 スタンドタイプ
Surgical light, stand type

電球にLEDを採用した無影灯です。世界トップレベルの国産医
療用LEDチップを使用しているので、色の再現性が高いです。
移動に便利なキャスターつきで、設置場所を選びません。電球
の寿命は約40,000時間です。

LED surgical light with high color reproducibility.
Caster provided. 
Bulb life is about 40,000hr.

コード番号
Code No. 07011000 07011100 07011200

型式
Type LA-10KX LA-20KX LA-40KX

灯数および灯径
Number of bulb

1灯 230mm
1light 230mm

2灯 580mm
2light 580mm

4灯 650mm
4light 650mm

光野径
Light field diameter 150mm 170mm 200mm

照度（距離 1,000mm）
Lux（Distance 1,000mm） 60,000LUX 100,000LUX 150,000LUX

照度切替
Stages of lux

照度切替ボリューム
Lightening switch volume

色温度
Color temperature 4,500°K　±5%

電源
Power source AC100V～240V　50/60Hz

質量
Weight 13kg 30kg 50kg

LA-10KX LA-20KX LA-40KX
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◆人体用一般医療機器 特定保守管理医療機器（設置管理医療機器）

無影灯 設置式
Ceiling surgical light

世界トップレベルの国産医療用LEDチップを使用しているの
で、色の再現性が高いです。4,500°K±5％の色温度で自然光
により近い色調です。電球の寿命は約40,000時間です。

High color reproducibility with LED exclusive for med-
ical use.
Color tone is close to natural light with color tem-
perature of 4,500°K ±5%.
Bulb life is about 40,000hr.

コード番号
Code No. 07011300 07011400 07011500 07011600

型式
Type LA-10 LA-20 LA-40 LA-20W

灯数および灯径
Number of bulb

1灯 230mm
1light 230mm

2灯 580mm
2light 580mm

4灯 650mm
4light 650mm

2灯 580mm
2light 580mm

設置場所
Installation location

天井
Ceiling 

カベ
Wall

光野径
Light field diameter 150mm 170mm 200mm 170mm

照度（距離 1,000mm）
Lux（Distance 1,000mm） 60,000LUX 100,000LUX 150,000LUX 100,000LUX

照度切替
Stages of lux

照度切替ボリューム
Lightening switch volume

色温度
Color temperature 4,200°K　±5%

電源
Power source AC100V～240V　50/60Hz

質量
Weight 33kg 38kg 50kg 18kg

LA-10

LA-20

LA-40

LA-20W
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中型動物（子牛や育成牛・豚）を対象にした機動性と機能性に
富む手術台です。
500kgまでの個体に対応可能です。別売品のサイドテーブル
を接続することで大きな動物にも対応できます。

Functional, movable operation table for middle size 
animal, such as calf, rearing cow, pig, etc.
Durable up to 500kg. By connecting the optional side 
table, it is applicable for larger size of animal.

コード番号
Code No. 07080100

型式
Type HLF-E500L

構成
Composition

本体　頭部保定台　保定器具×4
Main unit   Head table 
Restraining unitsx4

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

1,430×660×870mm　
 （テーブル：1,200×600mm）
1,430×660×870mm　
(Table：1,200×600mm)

テーブル高
Height 325～1195mm

リフト方式
Lift type

足踏油圧式
Stepping hydraulic base

質量
Weight

約110kg
110kg approx.

材質
Material 

テーブル：ステンレス　
リフター：スチール（塗装）
Table：Stainless　
Lifter：Steel (paint)

別売部品　Option
コード番号
Code No. 07080200

型式 HLF-S150　サイドテーブル
HLF-S150　Side table

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

950×400×800mm　
 （テーブル：720×400mm）
950×400×800mm　
(table：720×400mm)

テーブル高
Height 235～720mm

リフト方式
Lift type

足踏油圧式
Stepping hydraulic base

質量
Weight

約30kg
30kg approx.

材質
Material

テーブル：ステンレス　
リフター：スチール（塗装）
Table：Stainless　
Lifter：Steel (paint)

◆動物用一般医療機器

どこでもオペ
Movable operation table
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◆動物用一般医療機器

スネル空気圧式大動物手術台
Snell Pneumatic large animal operation table

大動物（馬、牛）の治療、手術に使用するエアーマット式、移動
もできる手術台です。
動物を横臥させ、エアーマットを専用のポンプで膨らませる
ことで術者の作業に合わせた任意の高さに調整ができます。

Operation table for large animal such as horse and cat-
tle. 
Lay the animal on air mat, then blow up the mat with 
exclusive pump to raise the height accoringly.

コード番号
Code No. 07052100 07052200

型式
Description・Specifications

スネル空気圧式大動物手術台 P150
Snell air cushion operation table P150

スネル空気圧式大動物手術台 P255
Snell air cushion operation table P255

構成
Composition

エアーマット　エアーポンプ
Air mat   Air pump

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 2,718×1,626×889mm

材質
Material

ポリウレタン
Polyurethane

● 別売品 専用マクラ、専用架台　Optionally　Exclusive pillow, Stand

P620

P355（仰臥）

P710P404（仰臥） P554（横臥）

P150 P255

エアーポンプ
Air pump

販売
中止

販売
中止
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牛、馬などの大動物の診療時に使用します。診療目
的、術者に合わせてテーブルを任意の高さと角度に
調整ができます。

◆動物用一般医療機器

大動物診療台
Examination table for large animal

コード番号
Code No. 07030100

型式
Type VF

診療台サイズ（mm）
Table size（mm） 4,010×3,010×2,010

昇降
Lift 0～800mm

最大積載荷重
Maximum load 1,000kg

電源
Power source

３相200V
３phase 200V

● 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. 
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解剖台
Dissecting table

A型は中動物用です。天板はステンレス製、排水
溝、排水口つきで血液等流しやすい構造になってい
ます。
B型は小動物用です。取り出した組織、臓器等を置
くことができます。

A type is for middle sized animal. Table board 
is made by stainless. Drain ditch, drain outlet 
port is provided for flushing blood, etc. B type 
is for small animal. To be used to place the 
dissected tissue and organ.

コード番号
Code No. 07031000 07032000

型式
Type

A型
Type A

B型
Type B

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 1,500×1,000×635mm 1,000×700×800mm

材質
Material

ステンレス
SUS

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

A型
Type A

B型
Type B
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大動物用 解剖台
Dissecting table for large animal

大動物が解剖できる大きさの解剖台です。天板をリフターで上
下動できるため任意の高さで作業することができます。凹型構
造のため使用者に負担をかけずに作業することができます。
またキャスター仕様のため移動が簡単にできます。

Dissecting table to cover large size animal, too. Table 
board is lifted up-down for optimal height. The con-
cave structure allows higher work efficiency for users. 
Casters provided.

コード番号
Code No. 07032100

型式
Type

解剖台凹型
Dissecting table concave type

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 2,000×2,000×530～1,573mm

材質
Material 

テーブル：ステンレス　リフター：スチール（塗装）
Table：stainless   Lifter：steel (paint)
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平打縄
Flat rope

ロープ
Rope

馬、牛の診察、治療に保定枠場を利用する場合、馬、牛を枠場内に誘導するロ
ープとして使い、誘導してから前後柱に縛り、前進、後進を阻むために使用し
ます。
目的により、腹、肩、胸等を縛り固定するロープとして使用します。

Use as a rope to guide a horse or cattle into restraining stall for 
medical examination or treatment.
Tie up to front and back poles to hold their movement back and 
forward. 
Possible to use as a restraining rope for abdomen, shoulder, etc., 
too.

畜産現場で使用する各種ロープです。ロープの加工も可能なの
で、ご相談ください。

Various ropes used at livestock farms. Please contact 
us for custom-order.

コード番号
Code No. 07036500 07036600 07036700

型式
Type

手編、特大
Hand braid, ex-L

手編、大
Hand braid, L

手編、中
Hand braid, M

幅
Width

約65mm
65mm approx.

約60mm
60mm approx.

約54mm
54mm approx.

織長
Woven

約3,500mm
3,500mm  approx.

約2,600mm
2,600mm approx.

約2,200mm
2,200mm approx.

全長
Full length

約5,500mm
5,500mm approx.

約3,800mm
3,800mm approx.

約3,500mm
3,500mm approx.

材質
Material 

クレモナ
Synthetic fiber

コード番号
Code No. 07038100 07038200 07038300 07038400

型式
Type

HZロープ
HZ rope

ハイラインロープ
High Line Rope

クレポリロープ
Kurepoly Rope

ビニロンロープ
Vinylon Rope

サイズ
Size φ8mm×200M　φ9mm×200M　φ10×200M

材質
Material PE PP ビニロン、PE

Vinylon, PE
ビニロン
Vinylon

HZロープ
HZ rope

ハイラインロープ
High Line Rope

クレポリロープ
Kurepoly Rope

ビニロンロープ
Vinylon Rope
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器械戸棚
Instrument cabinet

手術、解剖、治療用具を衛生的に保管する収納戸棚です。 Storing cabinet for operation, dissection, treatment 
tools in hygienic conditions.

両開戸　Swing door
コード番号
Code No. 07023600 07023610 07023620 07023630 07023640 07023650

型式
Type

SUS90型　4面ガラス
SUS90　4-side glass

SUS120型　4面ガラス
SUS120　4-side glass

構成
Composition

本体　棚板×4
Main unit　Shelf board×4

本体　棚板×5
Main unit
Shelf board×5

本体　棚板×4
Main unit　Shelf board×4

本体　棚板×5
Main unit　
Shelf board×5

収納
Storage

ロッカー
Locker

ロッカー/引出し
Locker/drawers ー ロッカー

Locker
ロッカー/引出し
Locker/drawers ー

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 900×360×1,700mm 1,200×450×1,700mm

材質
Material 

本体：ステンレス　棚板：ガラス
Main unit：SUS　Shelf board：Glass

引き戸　Sliding door
コード番号
Code No. 07023660 07023670 07023680 07023690 07023700 07023710

型式
Type

SUS90型　4面ガラス
SUS90　4-side glass

SUS120型　4面ガラス
SUS120　4-side glass

3面ステンレス
3-side stainless

構成
Composition

本体　棚板×4
Main unit　Shelf board×4

本体　棚板×5
Main unit
Shelf board×5

本体　棚板×4
Main unit　Shelf board×4

本体　棚板×5
Main unit　
Shelf board×5

収納
Storage

ロッカー
Locker

ロッカー/引出し
Locker/drawers ー ロッカー

Locker
ロッカー/引出し
Locker/drawers ー

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 900×360×1,700mm 1,200×450×1,700mm

材質
Material 

本体：ステンレス　棚板：ガラス
Main unit：SUS　Shelf board：Glass

● 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. 

両開戸  SUS90型  4面ガラス
Swing door  SUS90  4-side glass

両開戸  SUS120型  4面ガラス
Swing door  SUS120  4-side glass

引き戸  SUS120型  4面ガラス
Sliding door  SUS120  4-side glass
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