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Company 
Profile

■	会社概要
 商号 　　

 商標

 代表者 取締役社長　坪井哲明
 設立 1944年6月16日
 資本金 100,000千円
 取引銀行 みずほ銀行 本郷支店
  三菱UFJ銀行 春日町支店

■	所在地
 富士平工業株式会社
 〒113-0033　東京都文京区本郷6丁目11番6号
 TEL：03-3812-2271（代表）
 FAX：03-3812-3663
 URL：http://www.fujihira.co.jp

 狭山工場
 〒350-1328　埼玉県狭山市広瀬台2丁目12番13号
 TEL：04-2969-5551（代表）

 研究所
 〒350-1328　埼玉県狭山市広瀬台2丁目12番13号
 TEL：04-2969-5553

	 北海道富士平工業株式会社
 〒001-0027　札幌市北区北27条西9丁目5番22号
 TEL：011-726-6576（代表）
 FAX：011-717-4406

 帯広支店
 〒080-0027　帯広市西17条南1丁目15番27号
 TEL：0155-58-1811（代表）
 FAX：0155-58-1815

■	沿革
 1944年6月
 会社設立/本社営業部を東京都文京区森川町131番
 地に設置、一般医科器械及び獣医畜産機器の製造販
 売を開始
 Company established
 1948年8月
 富士見台工場を開設
 1948年10月
 厚生省（当時）医療用具製造工場として登録される/農
 林省（当時）動物医療用具製造業登録第24号
 Registered as a manufacturer for medical and  
 veterinary equipment
 1948年10月
 動物用医療用具輸入販売業登録第5号/医療用具製造
 業登録第436号
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■ご注文について
 ●ご注文の際は、カタログ記載の製品名、コード番号、
  型式、数量を詳細にご確認の上、ご用命ください。
  慣用名だけ等のご注文は、類似品と混同しやすく、
  誤送等の事故原因となりますのでご注意ください。
 ● 外観、仕様は改良のため、予告なく変更することが
  ありますのでご了承ください。
 ●全国主要都市に、当社代理店、特約店があり、当社同
  様にご用命を承ります。
 ●製品は、寸法/重量等により梱包費、輸送費を別途
  ご負担いただく場合がございますのでご了承ください。
 ●「受注生産品」と記載の製品に関しては、納期をご確
  認ください。
 ●「在庫品限り」と記載の製品に関しては、注文時、
  在庫をご確認ください。
 ●修理品を送る際は、弊社HPの「お問い合わせ」より、
  修理依頼書をダウンロードいただき、必要事項を
  記載の上、商品と一緒にお送りください。

 ●取引銀行　
  みずほ銀行    本郷支店　  普通預金  1110316
  三菱UFJ銀行 春日町支店　普通預金  0000100

■Brief	Notice
 ●When you place order, please kindly give 
  full descriptions of commodity name, type,
  code number(Code No.), product number(No.),
  specifications and quantity.
 ●Prices are subject to change. 
  Please contact your local distributer.
 ●The expenses of package and transportation
  are not included in the price, but are separately
  invoiced.

1953年4月
研究所を設置し、農業用各種検査機器を開発、製造販
売を開始
Research center opened for agricultural
science equipment
1961年5月
厚生省の指導により食品の検査用機器、環境衛生検査
用機器の製造を開始
1964年7月
動物用医療用具の輸出入業務を開始
Started to import and export veterinary
products
1972年11月
坪井正雄社長（当時）畜産振興の功績により藍綬褒章
を授与される
1977年5月
資本金を1億円に増資
1978年5月
札幌市に営業所開設、北海道への営業活動を一層充実
Opened branch office in Hokkaido
1981年11月
坪井正雄社長（当時）勲五等に叙せられ、瑞宝章を授
与される
1986年4月
北海道富士平工業株式会社を設立
1989年10月
デンマーク王国より輸出促進への貢献をした旨によ
り、プリンスヘンリックスメダルを授与される
1990年6月
株式会社サンフジヒラを設立
1990年12月
株式会社フジヒラサビックスを設立
1993年6月
創立50周年を迎える
2000年9月
中国瀋陽富士平工業有限公司（現 瀋陽富士平生物技
術有限公司）を設立
2000年12月
坪井正規社長（当時）人工授精機器開発の功績によ
り、（社）農林水産技術情報協会理事長賞を授与される
2004年12月
販売効率向上のため「株式会社フジヒラサビックス」
を吸収合併する
2007年9月
工場を練馬区富士見台から埼玉県狭山市へ移転
2010年12月
生産効率向上のため「株式会社サンフジヒラ」を吸収
合併する
2010年12月
人工授精・受精卵移植用ブタ子宮深部注入カテーテル
の開発で、（社）農林水産技術情報協会理事長賞を受
賞、「匠」として製品化される
2020年6月
創立77周年を迎える
77year around from establishment
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■投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151
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■注射器・注射針　Syringes and injection needles	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157
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■防除機器　Disinfecting instruments	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191

■診断機器　Diagnostic equipment and instruments	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・195

■乳・肉検査機器　Milk and meat inspection instruments	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・217

■食品分析機器　Food analytical equipment・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237

■手入・管理器械　Grooming, dehorning and animal management	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245

■保定用器械　Restraining instruments	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257

■鶏卵検査用機器　Egg quality testing instruments	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263

■環境測定機器　Enviromental testing instruments	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267
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人工授精機器
Artificial insemination equipment and instruments

ストローマシン1本式 SFM-1/ストローマシン5本式 SFM-5　Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5 ･･ 8・9
ジェットプリンター MK-G1000SF　Printing machine for straw semen tube ････････････････････････････････ 10
ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL　Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL ･････････････････････ 11
擬牝台牛用 油圧式　Dummy cow, hydraulic type ････････････････････････････････････････････････････････ 12
擬牝台牛用 電動式　Dummy cow, electric type ･･････････････････････････････････････････････････････････ 12
精液低温処理装置 MH-3700　Constant temperature chamber for semen processing MH-3700 ･･････････ 13
精液二次希釈装置　Semen diluter with stirrer････････････････････････････････････････････････････････････ 13
シュロマット　Palm mat ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14
ストロー凍結用プログラムフリーザー　Programmable freezer for straw semen tubes ･･･････････････････････ 15
大型LN2 急速凍結器　Large LN2 freezer ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16
簡易急速凍結器　Simple quick freezer ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
温度記録計　Temperature recorder ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
人工腟 牛用　Articial vagina for bull ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 18
ゴム内筒 牛用　Rubber inner liner for artificial vagina ････････････････････････････････････････････････････ 19
人工腟保温カバー（改良型横取用）　Thermo jacket for 01014000 Improved type artificial vagina ･････････ 20
精液採取管　Semen collection vials ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
希釈用試験管　Glass vials for semen dilution ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 21
潤滑ゼリー　Lubrication jelly････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
マイクロウォームプレート　Microwarm plate ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 22
精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）
Sperm counter, Thoma (Common with blood cell counter), with pipettes ･･････････････････････････････ 23
精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）
Sperm counting plate, Thoma (Common with blood cell counting) ･････････････････････････････････････ 23
精液性状検査板　Semen exmination plate ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 24
精子運動解析装置　Sperm motility analysis system, SMAS ･･･････････････････････････････････････････････ 25
精液分注針　Needle pipette for semen dispensing ･･････････････････････････････････････････････････････ 26
ストローパウダー　Straw powder ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 26
精子密度計 牛用　Bovine sperm photometer ････････････････････････････････････････････････････････････ 27
ストロー注入器　AI/ET gun ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 28・29
シース管　Sheath tube for AI/ET gun ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 30
シース管カバー JEIDA　Sheath cover JEIDA  ･････････････････････････････････････････････････････････････ 31
AMカテーテル　Intrauterine insemination catheter "AM catheter" ･･･････････････････････････････････････ 31
ストロー嘴管　Sucker for insemination gun, Type A ･････････････････････････････････････････････････････ 32
ストロー注入器ケース　Case for AI/ET gun ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 32
シース管カバー キャップ付　Sheath protector  ････････････････････････････････････････････････････････････ 33
シース管ケース ソフトキャップ付　Case for sheath tube with cap ･･････････････････････････････････････････ 33
ストロー剪刀　Scissors for straw tube ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 34
ストローピンセット/ピンセット　Straw tweezers ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 34
ストロー融解器 L-2型 ヒーター付　Straw thawer with heater L-2 ･･･････････････････････････････････････････ 35
腟鏡 牛用　Vaginal speculum for cow ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 36
腟鏡 馬用Ⅱ　Vaginal speculum for horse ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 36
カウモデルⅣ　Training cow model Ⅳ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 37
牛子宮シミュレーター　Cow uterus simulator ････････････････････････････････････････････････････････････ 37
カーマヒート　Heat detection kit ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38
ポリテックス　Polyethylene gloves, Politex ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 38
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ストローマシン1本式
希釈精液をストロー精液管に1本ずつ搬送させ
ながら充填及び閉封する装置です。希釈精液を
定量充填するため、吸引圧力を時間制御しなが
ら充填し、超音波溶着で閉封します。

Single Straw Filling and Sealing Machine
This machine fills and seals the straw 
with diluted animal semen in one cycle.
Simple and user-friendly operation
Straw convey is controlled by electric ac-
tuator which gives precise positioning for 
filling and sealing.

ストローマシン1本式 SFM-1/ストローマシン5本式 SFM-5
Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5

構成　Accessories
品名
Description

数量
Qty

本体用電源コード
Power cable for main body (color：Black)

1本
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

超音波発振器用電源コード
Power cable for Ultrasonic oscillator (color; gray)

1本
1pc 

注入針
Injection Needle

5個
5pcs

エアー針
Suction Needle

1個
1pc

シリコンパッキン（注入針・エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

100個
100pcs

注入針用シリコンチューブ
Silicone tube for Injection Needle

5本
5pcs

エアー針用シリコンチューブ
Silicone tube for Suction Needle

1本
1pc

● 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. 
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。　Power consumption varies deperding on end input voltage. 

品名
Description

数量
Qty

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

真空瓶
Vacuum bottle

1個
1pc

フィルタ
Filter

1個
1pc

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1pc

重り
Weight for silicon tube

5個
5pcs

ストロー管受け箱
Receiver for straw tube

1組
1pc

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1000本
1000pcs

ストローマシン1本式　Single straw filling and sealing machine SFM-1
コード番号
Code No. 01156500 01156700 01156600

型式
Specification

SFM-1 0.5用 100V
SFM-1 for 0.5mL 100V

SFM-1 0.5用 220V
SFM-1 for 0.5mL 220V

SFM-1 0.25用 220V
SFM-1 for 0.25mL 220V

対応ストロー管
Straw size

ストロー精液管 0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管 0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 560×400×380mm

電源
Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz）　使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio 400W※ 300W※

質量
Weight

約40kg
40kg approx.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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ストローマシン5本式
希釈精液をストロー精液管に5本同時に充填及び閉
封する世界初の機能を搭載している装置です。本体
操作にタッチパネルを採用しており、操作性が簡単で
す。Auto5 Modeでは希釈精液量が少なくなると、
自動的に5本充填から1本充填に切り替わり、精液及
びストロー管の無駄を極力少なくすることが可能に
なりました（1本生産開始本数を設定）。

Pentagonal Straw Filling and 
Sealing Machine
5 straws are filled and sealed in one cycle. 
High work efficiency with front touch panel.

構成　Accessories
品名
Description

数量
Qty

本体用電源コード
Power code for Main unit

1本
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

超音波発振器用電源コード
Power cable for ultrasonic oscillaltor

1本
1pc

注入針
Injection Needle

5個
5sets

エアー針
Suction Needle

1個
1set

エアー針用カラー
Collar for Suction Needle

5個
5pcs

シリコンパッキン（注入針、エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

80個
80pcs

注入針用シリコンチューブ(5本入)
Silicone tube for Injection needle

15組
5pcs x 15sets

エアー針用シリコンチューブ(5本入)
Silicone tube for Suction needle 

3組
5pcs x 3sets

● 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.
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。　Power consumption varies deperding on end input voltage. 

品名
Description

数量
Qty

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

真空瓶
Vacuum bottle

1個
1pc

フィルタ
Filter

1個
1pc

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1set

注入パイプ
Injection pipe

5組
5pcs

ストロー管受け箱
Receiver for Straw tube

1個
1pc

シリコンオイル（0.5mL）
Silicone Oil 0.5mL

1個
1set

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1,000本
1,000pcs

ストローマシン5本式　Pentagonal straw filling and sealing machine SFM-5
コード番号
Code No. 01152000 01152100 01152200

型式
Specification

SFM-5 0.5用 100V
SFM-5 for 0.5 100V

SFM-5 0.5用 220V
SFM-5 for 0.5 220V

SFM-5 0.25用 220V
SFM-5 for 0.25 220V

対応ストロー管
Straw size

ストロー精液管0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 780×500×460mm

電源
Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz）　使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio 400W※ 300W※

質量
Weight

約60kg
60kg approx.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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0.5mLまたは0.25mLのストロー管に任意の文字が印刷できます。
印字データ登録数は500設定が可能。印字速度は1秒間2,525文字で
す。自動カレンダー機能を始め、任意時間ホールド印字等数多くの機
能を持っており、全ての操作はコンソール上のタッチパネルで実行でき
ます。有機溶剤中毒予防規則に含まれるメチルエチルケトン（MEK）を
使用していないため、安全に使用できます。
またオプションの「MKドッグ」と「バックアップ電源ユニット」を付属
させることにより、いつでも最適な状態で使用することができます。

ジェットプリンター MK-G1000SF
Printing machine for straw semen tube

コード番号　 01900232

型式 MK-G1000SF　

構成 インクジェット本体　ストロー搬送器　ストックケース

能力 2,349文字/秒

登録 500件

文字種類 英文字・数字・カタカナ・ひらがな・記号・漢字・ロゴマーク・バーコード

本体サイズ（W.D.H.） 465×388×499mm

質量 インクジェット：約31kg　搬送器：約14kg

電源 AC100V～240V 50/60Hz

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。

搬送器

別売部品

MKドッグ
不使 用時にヘッドを収
納しておけば、いつも最
適な状態に保ちます

バックアップ
電源ユニット

万が一電源が遮断され
ても簡易洗浄まで実施
します

● 受注生産品です。 
納期をご確認ください。

印字部

別売部品

MK-ドック

バックアップ電源ユニット

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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動物の精液や受精卵の保存容器として使用し、凍結保存もで
きます。
0.5mLと0.25mL用の2種類があります。

For preservation of animal semen, embryo, etc.
Selectable from volume 0.5mL and 0.25mL. Durable 
for cryopreservation.

◆動物用一般医療機器

ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL
Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL

コード番号
Code No.

色
Color

型式
Type

入数
Contents

サイズ
Size

材質
Material

01123100 無色
Clearness

0.5mL　133型
0.5mL　133mm

1,000本
1,000pcs φ2.8×133mm

ポリ塩化ビニール
PVC

01123200 青
Blue

01123300 紫
Purple

01123400 橙
Orange

01123500 クリーム
Cream

01123650 グレイ
Grey

01123700 緑
Green

01123800 桃
Pink

01123900 黄
Yellow

01123910 黄緑
Yellowgreen

01123920 赤
Red

01123930 茶
Brown

01128100 無色
Clearness 0.25mL 500本

500pcs φ2×133mm

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、油圧装置で高さ
の調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛
の安全にも考慮しています。

Dummy cow for safety semen collection.
The height is adjustable with hydraulic system.
Safety function for bull provided, which works 
to absorb the shock of bull mounting.

牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、電動式油圧装置で高
さの調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛の
安全にも考慮しています。

コード番号
Code No. 01001000

型式
Type

手動式
Manual type

乗駕台高
Height of dummy

約1,210～約990mm
Max. 1,210mm/
Low. 990mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 591×2,200×1,210mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 500×1,600mm

質量
Weight

約280kg
280kg approx.

● 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. 

コード番号
Code No. 01001500

型式
Type

電動式
Electric type

乗駕台高
Height of dummy

約1,360～ 約1,150mm
Max. 1,360mm/
Low. 1,150mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 720×2,200×1,360mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 500×1,600mm

電源
Power source

三相200/220V　50/60Hz
Three-phase
200/220V　50/60Hz

質量
Weight

約300kg
300kg approx.

● 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. 

擬牝台牛用 油圧式
Dummy cow, hydraulic type

擬牝台牛用 電動式
Dummy cow, electric type

別売部品　Option
コード
Code No. 01900911 01002000 01900816

型式
Type

擬牝台カバー
Cover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top 

先端皮カバー
Leather cover top

サイズ
Size 2,000×860mm 全長650mm

Length 650mm
全長750mm
Length 750mm

別売部品　Option
コード
Code No. 01900911 01002000 01900816

型式
Type

擬牝台カバー
Cover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top 

先端皮カバー
Leather cover top

サイズ
Size 2,000×860mm 全長650mm

Length 650mm
全長750mm
Length 750mm

別売部品　Option

先端皮カバー
Leather cover top

別売部品　Option

先端皮カバー
Leather cover top

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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精液低温処理装置 MH-3700
Constant temperature chamber for semen processing MH-3700

コード番号
Code No. 01038000

型式
Type MH-3700

庫内温度
Temp.control 0～10℃±2℃

コンセント
Electrical outlet

AC100V 15A 3P
防湿カバー付×2個
AC100V 15A 3P
with moisture-proof cover×2

● 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.
*Please ask for the other power source.

蛍光灯
Fluorescent lamp

冷蔵用LED照明器具
LED lighting for refrigeration

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：1,660×700×2,000mm　庫内：1,480×520×835mm
out：1,660×700×2,000mm　in：1,480×520×835mm

電源
Power source

三相200V　AC100V　50/60Hz
Three-phase 200V　AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約330kg
330kg approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

ストローマシン（P.8）、二次希釈装置（P.13）等の精液処
理器械が収納できるスペースと温度性能を持っています。
扉の開閉は上下開きを採用しています。

MH-3700 provides enough space to install our 
straw filling machine, semen diluter, etc. inside. 
Applied vertical opening door. 

精液処理時に撹拌を精度良く行い、均質に希釈することがで
きます。多数の個体別精液を同時に処理することができます。
●6個口それぞれ回転数調整可能　●従来品よりスターラー部
薄くなり、軽量化　●スターラー背面にて回転速度の微調整可
能（要－ドライバー等）

This device is used to stir and unify diluted semen.
Semen from different bulls can be processed simul-
taneously.　●Stirring speed for 6 flasks can be set in-
dividually.　●Structure of stirring base is thinner than 
former model. Light weight.　●Slight adjustment of 
stirring speed possible with knobs on backside (Screw 
driver required).

コード番号
Code No. 01137000

構成
Composition

蓋付ガートル×6　マグネット撹拌子×6
三角フラスコ200mL×6　チューブ×6
チューブコック×6
Irrigator with lid x 6　Magnet stirrer x 6
Flask 200mLd x 6　Tubed x 6
Tube cockd x 6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 453×330×485mm

質量
Wight

約7.1kg（スターラー＋架台）
Approx. 7.1kg (Stirrer + stand)

電源
Power source

AC100V 50/60Hz  1A 三芯プラグ
AC100V 50/60Hz  1A 

材質
Material

ステンレス
SUS

使用環境
Use conditions

温度4～37℃　湿度85%以内
Temp. 4-37℃　Humidity ≦85%

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

精液二次希釈装置フラスコ6個用
Semen diluter with stirrer for 6flasks

フラスコ6個用
Flask 6pcs

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01004000 01004500

サイズ（W.D.）
Size（W.D.） 900×2,700mm 2,700×2,700mm

材質
Material

コイヤーファイバー
Coconut fiber

シュロマット
Palm mat

精液採取場の擬牝台、枠場の周辺に敷いて、滑り防
止用として使用します。

For prevention of slipping of the bull in the 
semen collection field.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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精液を充填したストロー管を多本数凍結させるための凍結装
置です。任意のプログラム（最大3プログラム入力可能）で温度
を自動制御して冷却、凍結できます。凍結までのボンベ内温度
は内蔵されている記録計で記録されます。

Programmable freezer for large number of straw se-
men tubes. The temperature is automatically con-
trolled according to preliminary set program (up to 3 
program). The temperature in the tank is recorded by 
built-in recorder.

コード番号
Code No. 02900819 02900811

型式
Type TSM-210MS TSM-140MS

構成
Composition

本体　LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×48　
ストローカウンター100本用
Main unit　LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×48racks
Straw counter for 100pcs

本体　LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×36　
ストローカウンター100本用
Main unit　LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×36racks
Straw counter for 100pcs

ストロー収納数
Capacity of
straw

0.5mL　4,800本
0.5mL　4,800pcs

0.5mL　3,600本
0.5mL　3,600pcs

温度制御範囲
Temp.range

室温～-150℃
Room temperature～-150℃

記録計
Recorder

チノー製（チャート紙幅：180mm　記録媒体：SDカード）
Chino brand (Chart paper width：180mm　recording media：SDcard)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体外寸：1,300×1,100×1,250mm（扉開時：2,100mm）
本体内寸：700×600×500mm
Outer dimension：1,300×1,100×1,250mm (Open 2,100mm)
Inner dimension：700×600×500mm

本体外寸：1,100×925×1,215mm（扉開時：1,960mm）
本体内寸：700×500×400mm
Outer dimension：1,100×925×1,215mm (Open：1,960mm)
Inner dimension：700×500×400mm

質量
Weight

約300kg
300kg approx.

約200kg
200kg approx.

電源
Power source

AC100V　50/60Hz　電源ケーブル5m
AC100V　50/60Hz　power cable 5m

材質
Material

ステンレス
SUS

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

ストロー凍結用プログラムフリーザー
Programmable freezer for straw semen tubes
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精液を充填したストロー管を多本数の凍結させるための凍結
装置です。ボンベ内にあるLN2を内蔵の加温ヒーターでガス化
させ、安定した温度下降ができます。
横置きストローラックを使用することで均一な温度管理がで
き、効率の良い凍結作業ができます。

LN2 tank to freeze a large number of frozen semen 
straws at once. 
Horizontal straw rack allows freezing the semen straws 
in the even temperature.

大型LN2 急速凍結器
Large LN2 freezer

コード番号
Code No. 02002000 02003000 02004000

型式
Type DR-430W DR-250W DR-100W

構成
Composition

本体
ストローラック100本用×12
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×12
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック100本用×6
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×6
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック50本用×6
ストローカウンター50本用
Main unit
Straw rack for 50pcs×6
Straw counter for 50pcs

タンク容量
Tank capacity 430L 250L 100L

蒸発量
Power source

9.5L/回
9.5L/cycle

5L/回
5L/cycle

2.72L/回
2.72L/cycle

サイズ
Size φ1,110×1,100mm φ785×1,050mm φ605×940mm

電源
Power source AC200V　50/60Hz　5kW AC200V　50/60Hz　3kW

質量
Emp.Weight 300kg 170kg 110kg

質量（充填時）
Full Weight

約648kg
648kg approx.

約307kg
307kg approx.

約163kg
163kg approx.

別売部品　Option (for 0.5mL straws)
コード
Code No. 02090000 02090010 02090100 02090200

型式
Type

ストローラック 133mm
100本用
Straw rack for 100pcs

ストローラック 133mm
50本用
Straw rack for 50pcs 

ストローカウンター 133mm
100本用
Straw counter for 100pcs

ストローカウンター 133mm
50本用
Straw counter for 50pcs

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. Please ask for 0.25mL straws.

*Please ask for the other power source.

ストローラック 133mm 100本用
Straw rack for 100pcs

ストローラック 133mm 50本用
Straw rack for 50pcs

DR-430W

DR-250W

ストローカウンター 133mm 100本用
Straw counter for 100pcs

ストローカウンター 133mm 50本用
Straw counter for 50pcs

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード
Code No. 02007000 02007100 02007200 02007300

型式
Type

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

EH3000ペン式
EH3000 Pen Writing KR2S00 KR3S00

記録方式
Input Points

打点式
Dot Printing Type

ペン書式
Pen Writing Type

デジタルデータ
Digital

温度範囲
Temp.range

AI用 -200～50℃　ET用 -50～50℃
for AI -200～50℃   for ET -50～50℃

記録媒体
Recording system

紙：180mm（全幅200mm）×20m
Paper：180mm（total width 200mm）×20m

フラッシュメモリー（内部）　CFカード（外部）
Flash memory (internal) CF card (external)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 288×245×288mm 144×234×144mm 298×251×288mm

電源
Power source AC100～240V　50/60Hz

質量
Weight

約8.0kg
8.0kg approx.

約7.6～8.4kg
7.6～8.4kg approx.

約2.2kg
2.2kg approx.

約7.2kg
7.2kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date.

凍結層内に液体窒素を入れて精液を充填したストロー管を安
定した条件下で急速に凍結し生存性の高い凍結精液を容易に
製造します。
凍結に要する時間は約5分。操作は簡単、経費は僅小です。

After filling the tank with LN2, manually descend the 
bascket of semen straws toward LN2. 
Freezing cycle is completed in approx. 5min. Very 
simple and cost effective unit for cryopreservation.

コード番号
Code No. 02001000

ストロー管収納数
Straw tube

0.5mL×600本
0.5mL×600pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本　体：500×500×1,060～1,420mm
凍結層：φ258×410mm
Main unit：500×500×1,060～1,420mm
Inner tank ：φ258×410mm

質量
Weight

約53kg
53kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

簡易急速凍結器
Simple quick freezer

温度記録計
Temperature recorder

精液や受精卵凍結時の温度管理を、鮮明に連続記録
するために使用します。

For continuous monitoring of freezing tem-
perature for semen, embryo.

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

KR2S00
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牛の精液を、容易に採取することができます。
自然に近い状態で、射精させる構造になっています。

For easy collection of bull semen.
The structure naturally leads the bull to ejaculation.

◆動物用一般医療機器

人工腟 牛用
Articial vagina for bull

コード番号
Code No. 01014000 01017000 01018000

型式
Type

改良型横取用
Improved type

西川式横取用
Nisikawa-type

M式
M type

構成
Composition

人工腟
ゴム内筒改良横取A
ゴム内筒改良横取B
精液採取管15mL
加圧スポンジ
キャップ
送気球
保温カバー
Main unit
Improved lateral collection A
Improved lateral collection B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump
Thermo jacket

人工腟
ゴム内筒西川式A
ゴム内筒西川式B
精液採取管15mL
加圧スポンジ
キャップ
送気球
Main unit
Nishikawa-A-560
Nishikawa-B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump

人工腟
ゴム内筒M式A
ゴム内筒採取筒M式
Main unit
M-inner liner
M-collecting tube

サイズ（長さ）
Size（Length） 370mm 490mm 300mm

質量（人工腟のみ）
Weight（Only main unit） 395g 560g 660g

材質
Material

樹脂
Plastic

硬質ゴム
Hard Rubber

別売部品　Option
コード
Code No. 01014002 01020000

型式
Type

活栓　湯口付
Stopcock with sprue

加圧スポンジ
Pressure sponge

改良型横取用
Improved type

西川式横取用
Nisikawa-type

M式
M type

別売部品　Option

活栓　湯口付
Stopcock with sprue

加圧スポンジ
Pressure sponge
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西川式 A
Nishikawa-A

改良横取用 A
Improved type A

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common 
for Improved & M-type

西川式 A-560
Nishikawa-A-560

M式 A
M-inner liner

各種人工腟 牛用（P.18）と組み合わせて、精液採取時に使用し
ます。

To be used with artificial vagina for semen collection.

改良型横取（01014000）　Improved type（01014000）
コード
Code No. 01025000 01024100 01024200

型式
Type

改良横取用 B
Improved type B

改良横取用 A
Improved type A

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 240×97mm 470×95mm 450×90mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

M式（01018000）　M-Type（01018000）
コード
Code No. 01028600 01028000 01024200

型式
Type

採取筒M式
M-collecting tube

M式 A
M-inner liner

改良横取・M式　共通　A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 260×105mm 490×80mm 450×90mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

西川式横取用（01017000）　Nisikawa-Type（01017000）
コード
Code No. 01027000 01026000 01026100

型式
Type

西川式 B
Nishikawa-B

西川式 A
Nishikawa-A

西川式 A-560
Nishikawa-A-560

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 470×97mm 600×95mm 560×85mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

横取式（製造中止）　Lateral Type（discontinued）
コード
Code No. 01023000

型式
Type

横取式 B
Lateral collection B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 230×70mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

改良横取用 B
Improved type B

西川式 B
Nishikawa-B

採取筒M式
M-collecting tube

横取式 B
Lateral collection B

ゴム内筒 牛用
Rubber inner liner for artificial vagina
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コード番号
Code No. 01030000

サイズ
Size φ300×440mm

コード番号
Code No. 01031500

入数
Contents

10本
10pcs

容量
Capacity 15mL

人工腟保温カバー（改良型横取用）
Thermo jacket for 01014000 Improved type artificial vagina

精液採取管
Semen collection vials

人工腟牛用改良横取用の先端部に被せることで、採
取時に装着したゴム内筒の温度低下を防ぐことがで
きます。

This is the jacket to prevent temperature de-
screase during the semen collection with ar-
tificial vagina.

第一次希釈液を入れ、ゴム内筒Bの先端に装着します。

Fill the tube with extender and place it on 
the edge of the inner liner.
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コード番号
Code No. 01033200 01033400

型式
Type

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

クルーゼ　ゲル
KRUUSE gel

容量
Capacity 82g 250mL×18

潤滑ゼリー
Lubrication jelly

希釈用試験管
Glass vials for semen dilution

ゴム内筒塗布用潤滑剤です。
無菌ですので直腸用手袋（ポリテックス）や手術用手袋にも応
用できます。

Lubricating jelly for inner rubber liner. Germ-free. Ap-
plicable on the disposable gloves, too.

採取した精液を入れて希釈する時に使います。
そのまま低温庫内に保管できます。

To be used to dilute the collected semen. Possible to store as it 
is in the low-temperature chamber.

丸底透明
Clear,round bottom

共栓褐色
Brown, glass stopper

尖底透明
Clear

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

容量
Capacity

材質
Material

01101000 尖底透明
Clear,conical bottom

5本
5pcs

50mL
ガラス
Glass01105000 尖底褐色

Brown,conical bottom 

01109000 共栓褐色
Brown,glass stopper 100mL

01114000 尖底透明
Clear,conical bottom

10本
10pcs 10mL ガラス

Glass01117000 尖底褐色
Brown,conical bottom

01120000 丸底透明
Clear,round bottom

クルーゼ　ゲル
KRUUSE gel

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

販売
中止

販売
中止
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顕微鏡（実体・倒立・生物顕微鏡）観察時のサンプルを至適温
度に保ちます。
プレートの温度を高精度でコントロールします。

This plate keeps the sample at the optimum tempera-
ture when observing with a microscope (stereoscop-
ic, inverted, biological)
Temperature is controlled in high precision.

マイクロウォームプレート
Microwarm plate

コード番号
Code No. 01049500 01051000 01052000

型式
Type

普及型
Standard type

小型
Small size

大型
Large size

プレートサイズ（加温部）
Plate size（Heating part） 105×80.5mm（87×61mm） 145×115mm（115×85mm） 290×210mm（275×195mm）

温度設定
Operating range

室温～50℃（精度±0.3℃）
～50℃ Room temp. (Accuracy±0.3℃)

ヒーター容量
Heater capacity 15W 20W

電源
Power source AC100V　50/60Hz　40W AC100V　50/60Hz　45W

質量
Weight 455g 430g 780g
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◆人体用一般医療機器

精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）
Sperm counter, Thoma (Common with blood cell counter), with pipettes

◆人体用一般医療機器

精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）
Sperm counting plate, Thoma (Common with blood cell counting)

コード番号
Code No. 16218000

構成
Composition

計算盤　赤血球ピペット　白血球ピペット　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Pipette（RBC, WBC）1each   Cover glass 2pcs   Case with holder

コード番号
Code No. 16223000

構成
Composition

計算盤　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Cover glass 2pcs   Case with holder

希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡
下で精子数を数えることができます。

Put a fixed amount of diluted semen on this 
plate, and count the number of sperm with a 
microscope.

希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡
下で精子数を数えることができます。

Put a fixed amout of  diluted semen on this plate, 
and count the number of sperm with a micro-
scope.
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コード番号
Code No. 01042000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 75×25×2.5mm

材質
Material

硬質ガラス
Hard glass

採取した精液の、生存率、活力、濃度、運動力及び形
態等の概略を検査するために使用します。液槽の高
さが薄く（0.05mm）一定になる構造になっているの
で判定が容易にできます。

For examination of sperm survivability, vital-
ity, concentration, motility, and morphology. 
Thin and even height of liquid bath (0.05mm) 
makes easier to observe.

◆動物用一般医療機器

精液性状検査板
Semen exmination plate
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精子の数と運動量を解析する国産のCASAシステムです。高精細
なカメラで運動精子と不動精子を判別し、総量、濃度、運動率を
短時間で解析します。解析項目の表記は日本語です。
オプションで形態解析機能を用意しています。

Made-in-Japan sperm analysis system which covers 
motility and morphology analysis. A high-definition 
camera distinguishes motile and immobile sperm, 
and measures total count, concentration and motility 
in a short time. 
For morphology analysis, giemza cell staining method 
is applied.

コード番号
Code No. 01900718

型式
Type SMAS

構成
Composition

本体（運動解析ソフト含む）　液晶ディスプレイ　高精細デジタルカメラ　生物顕微鏡（BMレンズセット）　マクラ―チャンバー
Main unit (including motility software)   LCD High-definition digital camera   Mackler chamber

解析項目
Analysis item

運動精子数・不動精子数
精子濃度
総精子数
精子運動率
運動精子濃度・総運動精子数
直線速度（VSL）
Number of motile sperm/immotile sperm
Sperm concentration
Total sperm count
Sperm motility
Motile sperm concentration/total motile sperm count
Straight-line Velocity(VSL)

曲線速度（VCL）
平均速度（VAP）
直進性（LIN）
直線性（STR）
頭部振幅（ALH）
頭部振動数（BCF）
Curvilinear Velocity(VCL)
Average Path Velocity(VAP)
Linearity(LIN)
Straightness(STR)
Amplitude of lateral head displacement(ALH)
Beat-cross Frequency(BCF)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：350×310×95mm
Main unit：350×310×95mm

質量
Weight

本体：約6.3kg
Main unit：6.3kg approx.

● 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.

*Nikon microscope with BM lens optionally available. 

◆人体用一般医療機器

精子運動解析装置
Sperm motility analysis system, SMAS
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コード番号
Code No. 01141000

サイズ
Size

φ1.25×100mm（有効長）
φ1.25×100mm (effective length)

針基
Needle base

10基
Base10

精液分注針
Needle pipette for semen dispensing

ストローパウダー
Straw powder

採取した精液を希釈した後、ストロー精液管に分注
する時に使用します。

For dispensing the diluted semen into straw 
tube.

ストロー精液管の封印用として使用するパウダーです。
水分を吸収するとゼリー状に固まり封印ができます。

To seal the straw semen tube.
Once the powders absorb moisture, comes to be gel form.

コード番号
Code No.

色
Color

容量
Capacity

01128710 白
White

200g

01128720 青
Blue

01128730 紫
Purple

01128740 橙
Orange

01128750 緑
Green

01128760 桃
Pink

01128770 黄
Yellow

01128780 黄緑
Yellowgreen

01128790 赤
Red

01128800 茶
Brown
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採取した牛の精液をそのままの状態で測定できます。※

人工授精に使用する際の精子密度とストロー管の容量を入力
すると、希釈液量とストロー管本数を自動計算します。
※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。精子数を直接計測する方

法ではありません。

Take the collected semen as it is in the capillary tube. 
No need to dilute.
This device automatically calculates the volume of 
extender and straw quantity to be produced, once 
you set the target concentration.
*Semen concentration is estimated from the turbidity. This is not 
the direct cell counter.

コード番号
Code No. 01043000

構成
Composition

本体　ホルダー　本体ホルダー挿入部用キャップ　キャピラリー250入　シーラント　掃除棒　ACアダプター
Main unit   Holder   Cap for holder   Capilary tube 250pcs/set   Sealant   Cleaning bar   AC adapter

電源
Power source

ACアダプターまたは電池（単三乾電池4本）
AC adaptor (accessory）or dry battery AA×4pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 190×138×46mm

質量
Weight 580g

別売部品　Consumables
コード番号
Code No. 01043001 01045502

型式
Type

キャピラリー250入
Capilary tube 250pcs/set

シーラント
Sealant

ホルダー
Holder

本体ホルダー挿入
部用キャップ

Cap for holder

キャピラリー250入
Capilary tube 
250pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプター
AC adapter

付属品　Accessories

◆動物用一般医療機器

精子密度計 牛用
Bovine sperm photometer
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牛の人工授精時や受精卵移植時にシース管（P.30）と組合せて
使用します。大型牛にも対応できる長型を揃えました。0.25mL
用は輸入精液、受精卵移植に使用します。
指掛け部と内芯ツマミ部の色は0.5mLが黒、0.25mLが白い樹
脂にしており、識別が容易にできます。
規格を注入管部にレーザー印刷しています。

Product lineup in different length.
The color of the finger hook: White is for 0.25mL 
straw, Black is for 0.5mL straw.
Model name printed by laser.

◆動物用一般医療機器

ストロー注入器
AI/ET gun

FHK A2 0.5-510 MADE IN JAPAN A011108

A1-450型　
0.5mL用
A1-450 type　
for 0.5mL

A2-510型　
0.5mL用
A2-510 type　
for 0.5mL

A3-550型　
0.5mL用
A3-550 type　
for 0.5mL

A4-450型  
0.25mL用
A4-450 type 
for 0.25mL

A5-510型　
0.25mL用
A5-510 type　
for 0.25mL

A6-550型　
0.25mL用
A6-550 type　
for 0.25mL

E1-510型　
0.25mL用
E1-510 type　
for 0.25mL

E2-550型　
0.25mL用
E2-550 type　
for 0.25mL

レーザー印刷で規格表示
Model name printed by laser

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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コード番号
Code No. 01241100 01241200

型式
Type

A1-450型　0.5mL用
A1-450 type for 0.5mL

A2-510型　0.5mL用
A2-510 type for 0.5mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×450mm φ4×510mm

適合シース管
Applicable sheath

01238000  シース管横穴式  A1/A4用  50本/袋
01238100  シース管横穴式  A1/A4（滅菌済） 50本/袋
01238000  Sheath tube side eyes for A1/A4  50pcs/pk
01238100  Sheath tube side eyes for A1/A4（sterilized）50pcs/pk

01243100  シース管横穴式  A2/A5用  50本/袋
01243200  シース管横穴式  A2/A5（滅菌済） 50本/袋
01243100  Shesath tube side eyes for A2/A5  50pcs/pk
01243200  Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01241300 01241400

型式
Type

A3-550型　0.5mL用
A3-550 type for 0.5mL

A4-450型  0.25mL用
A4-450 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×550mm φ4×450mm

適合シース管
Applicable sheath

01244100  シース管横穴式  A3/A6用  50本/袋
01244200  シース管横穴式  A3/A6（滅菌済）  50本/袋
01244100  Shesath tube side eyes for A3/A6  50pcs/pk
01244200  Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

01238000  シース管横穴式  A1/A4用  50本/袋
01238100  シース管横穴式  A1/A4（滅菌済）  50本/袋
01238000  Sheath tube side eyes for A1/A4　50pcs/pk
01238100  Sheath tube side eyes for  A1/A4（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01241500 01241600

型式
Type

A5-510型　0.25mL用
A5-510 type for 0.25mL

A6-550型　0.25mL用
A6-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ4×510mm φ4×550mm

適合シース管
Applicable sheath

01243100  シース管横穴式  A2/A5用  50本/袋
01243200  シース管横穴式  A2/A5（滅菌済） 50本/袋
01243100  Shesath tube side eyes for A2/A5  50pcs/pk
01243200  Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

01244100  シース管横穴式  A3/A6用  50本/袋
01244200  シース管横穴式  A3/A6（滅菌済） 50本/袋
01244100  Shesath tube side eyes for A3/A6  50pcs/pk
01244200  Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No. 01242100 01242200

型式
Type

E1-510型　0.25mL用
E1-510 type for 0.25mL

E2-550型　0.25mL用
E2-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length) φ3×510mm φ3×550mm

適合シース管
Applicable sheath

01245300  シース管横穴式　E1（滅菌済） 10本/袋
01245200  シース管カバーE　10本/袋
01245300  Sheath tube side eyesfor E1(sterilized)  10pcs/pk
01245200  Cover for Sheath tube for E  10pcs/pk

01245700  シース管横穴式　E2（滅菌済） 10本/袋
01245200  シース管カバーE　10本/袋
01245700  Sheath tube side eyes for E2（sterilized）  10pcs/pk
01245200  Cover for Sheath tube E  10pcs/pk

別売部品　Option
コード番号
Code No. 01241105 01241104 01235502 01241106 01241103 01242103

型式
Type

A１～A6 E1、E2用キャップ
Cap for A１～A6  E1,E2

A1～A6用レバー
Lever for
A1～A6

スプリング
Spring

A１～A6 E1、E2用
シースロック
Sheath rock for 
A１～A6  E1,E2

A1～A3用 指掛け
Finger hook for 
A1～A3

A4～A6 E1、E2用 指掛け
Finger hook for 
A4～A6  E1,E2
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横穴式 A1/A4用
Side eyes A1/A4

先端拡大
Tip

横穴式 A2/A5用
Side eyes A2/A5

横穴式　E2用
Side eyes E2

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E（E1/E2）

AI　人工授精用　For Artificial insemination
コード番号
Code No. 01238000 01238100 01243100 01243200 01244100 01244200

型式
Type

横穴式
A1/A4用
Side eyes
A1/A4

横穴式
A1/A4（滅菌済）
Side eyes
A1/A4（Sterilized）

横穴式
A2/A5用
Side eyes
A2/A5

横穴式
A2/A5（滅菌済）
Side eyes
A2/A5（Sterilized）

横穴式
A3/A6用
Side eyes
A3/A6

横穴式
A3/A6（滅菌済）
Side eyes
A3/A6（Sterilized）

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
Length φ4.7×447mm φ4.7×500mm φ4.7×540mm

ET　受精卵移植用　For Embryo transfer
コード番号
Code No. 01245300 01245700 01245200

型式
Type

横穴式E1（滅菌済）
Side eyes E1 (Sterilized)

横穴式E2（滅菌済）
Side eyes E2 (Sterilized)

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E (E1/E2)

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Length φ3.7×500mm φ3.7×540mm φ4.7×400mm

◆動物用一般医療機器

シース管
Sheath tube for AI/ET gun

牛の人工授精や受精卵移植に使用するストロー注入器（P.28）
用の外鞘として使用します。滅菌済みもあります。

For artificial insemination or embryo transfer for cows.
To be used with AI/ET guns. Disinfected sheath avail-
able, too.

人工授精機器　Artificial insemination equipment and instruments
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JEIDA470 JEIDA530 JEIDA570

コード番号
Code No. 01238200 01238300 01238400

型式
Type JEIDA470 JEIDA530 JEIDA570

入数
Contents

100枚
100pcs

80枚
80pcs

80枚
80pcs

サイズ
Size 470×25mm 530×25mm 570×25mm

材質
Material PVC

◆動物用一般医療機器

シース管カバー JEIDA
Sheath cover JEIDA

◆動物用一般医療機器

AMカテーテル
Intrauterine insemination catheter "AM catheter"

シース管（P.30）をセットしたストロー注入器（P.28
・29）に装着して使用するカバーです。装着すること
により、注入器を衛生的に子宮体まで挿入できます。
箱内にロール状に収納されており、1枚ずつ切り取り
使用します。

After setting the sheath tube onto AI gun, cov-
er it with this sheath cover, which allows to 
insert the  gun into the uterine body hygien-
ically. Stored in a roll. Cut one by one to use.

コード番号
Code No. 01247000

型式
Type AM-S1

構成
Composition

本体×20入　押し棒
20pcs   Push rod 1pc included

サイズ
Size

φ3.6×440mm（内筒チューブ長：150mm）
φ3.6×440mm (Inner tube length：150mm)

内筒全容積
Inner cylinder capacity 0.8mL

材質
Material

外筒：ステンレス　内筒：塩化ビニール　つば：ゴム　先端・コネクター：樹脂
Outer：SUS Inner：PVC   Brim：Rubber   Tip/Connector：Plastic

牛の人工授精時（0.5mLストロー管対応）に使用する器具で
す。内管先端に収納している内筒チューブを伸長させることに
より、精液を子宮深部まで注入させることができます。現場で
すぐに使用できるように滅菌してあります。
※別途シリンジ（容量1mL）が必要です。

This catheter is used with 0.5mL semen straw for cow 
intrauterine insemination. 
Sterilized for single use, on the spot.
*Separately 1mL syringe is necessary to be prepared.
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コード番号
Code No. 01231000 01232000

型式
Type

乳牛用
for daily cattle

未経産用
for heifer

サイズ
Size φ4.8×95mm φ４.0×95mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

乳牛用
for daily cattle

未経産用
for heifer

◆動物用一般医療機器

ストロー嘴管
Sucker for insemination gun, Type A

牛の人工授精用精液注入器（細型A）の先端に装着
する専用の先穴式の嘴管です。
※精液注入器（細型A）は生産中止です。

This sucker (point eye type) is to be used 
exclusively on the point of Insemination gun 
Type A. 
*Insemination gun Type A is discontinued.

ストロー注入器ケース
Case for AI/ET gun

ストロー注入器A1～A6、E1、E2 全タイプ（P.28）収
納可能型です。

All type of our AI/ET guns A1～A6, E1 and E2 
can be stored in the case.

コード番号
Code No. 01242500

サイズ
Size φ18×575mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene
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シース管ケース ソフトキャップ付
Case for sheath tube with cap

シース管（P.30）を装着したストロー注入器（P.28）
に装着することにより受精卵移植時に外陰部や腟壁
の雑菌類を、子宮内へ持ち込むことを防止します。

To be used for ET gun to prevent contamina-
tion by bacteria from external genitalia into 
reproducive organs.

シース管を衛生的に収納できる樹脂製のケースです。

Plastic case to store sheath tubes hygienically.

コード番号
Code No. 01207380

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
Size

φ6.5（先端：φ9）×300mm
φ6.5 (Tip：φ9)×300mm

コード番号
Code No. 01207300

収納本数
Capacity

50本
50pcs

サイズ
Size φ43×545mm

◆動物用一般医療機器

シース管カバー キャップ付
Sheath protector 
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ストロー剪刀
Scissors for straw tube

ストローピンセット/ピンセット
Straw tweezers

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。

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

LN2保存容器から、ストロー精液管を取り出す時に使用します。

To be used to take out the frozen straw tubes.
160mm

400mm

450mm

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 120mm

質量
Weight 50g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 01134000 01135000 01136000

サイズ
Size 160mm 400mm 450mm

質量
Weight 25g 210g 245g

材質
Material

ステンレス
SUS
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ストロー融解器 L-2型 ヒーター付
Straw thawer with heater L-2

ストロー融解器 WTA

凍結したストロー精液管の融解用として使用します。
電源は自動車のライターソケットからとります。

To be used to thaw the frozen semen straws. 
Take the power source from 12V sigarette lighter socket in a car.

ストロー管内に凍結した精液や受精卵を融解することに使用します。
電源はACコンセント、シガーライターソケット両方の電源コードが付
属しております。
ストロー融解時の融解時間を確認することに便利なタイマー機能を有
しています。

コード番号
Code No. 01215300

型式
Type

ヒーター付き
with heater

構成
Composition

本体　外蓋　ストロー管立て用中栓　コントローラー
Main unit   Cap   Straw container   Controller

サイズ
Size

本体：φ110×260mm　
ストロー管収納部：φ20×150mm　
コントローラー：120×100×45mm
Main unit：φ110×260mm   
Straw container：φ20×150mm   
Controller：120×100×45mm

設定温度
Preset temp.

30～40℃（0.1℃単位）
30～40℃ (at 0.1℃)

電源
Power source

DC12V カーバッテリー
DC12V Car battery

質量
Weight 1.5kg

コード番号 01215400

構成 本体　ストロー管立て用中栓　
電源コード2種（シガーソケット用、コンセント用）

サイズ 本体（W×D×H）：110×130×195mm
ストロー管収納部：φ51×150mm

設定温度 25～50℃（0.1℃単位）

電源 DC12V 　AC100～240V

質量 1.1㎏

外蓋
Cap

ストロー管立て用中栓
Straw container

コントローラー
Controller

北海道富士平工業株式会社　専売品

本体
Main unit

本体

電源コード
（シガーソケット用、コンセント用）

ストロー管立て中栓
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コード番号
Code No. 01217500 01218500 01219000

型式
Type

未経産牛用 大型
for heifer/horizontal 
open type（L）

未経産牛用 小型
horizontal 
open type（S）

乳牛用
for dairy/horizontal 
open type

サイズ A
Size A 280mm 255mm 300mm

サイズ B
Size B 115mm

サイズ C
Size C 45mm 40mm 45mm

サイズ D
Size D 37mm

質量
Weight 825g 935g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 01307000

型式
Type

馬用Ⅱ
for Horse

サイズ A
Size A 300mm

サイズ B
Size B 115mm

サイズ C
Size C 45mm

サイズ D
Size D 65mm

質量
Weight 1,000g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

腟鏡 牛用
Vaginal speculum for cow

◆動物用一般医療機器

腟鏡 馬用Ⅱ
Vaginal speculum for horse

牛の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使
用します。

To be used for examination or as supporting tool for 
artificial insemination for cow.

馬の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使
用します。

To be used as supporting tool for artificial insemina-
tion for horse, examination of vaginal conditions.

別売部品（馬用共通） Option
コード番号
Code No. 01216001 01216002

型式
Type

腟鏡牛用　開閉ネジ（共通）
Open/close screw

腟鏡牛用　支点ネジ（共通）
Support screw

未経産牛用 大
for cow/horizontal open type（L）

未経産牛用 小型
horizontal open type（S）

乳牛用
for cow/horizontal open type

腟鏡牛用　開閉ネジ（共通）
Open/close screw

別売部品　Option
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牛のFRP製模型で、実物の感触に似せた子宮シミュレーターが組み込まれて
います。また内部にヒーターと照明を装備しており、牛体背面と前面の２ヶ
所から内部の観察ができるので人工授精等の練習に最適です。
操作に必要なスイッチ類は牛体前面にまとめられて、操作が簡単です。

FRP-made cow model for AI training. Real-touch uterus simulator 
is installed inside.
Heater installed to recreate the body temperature. Turn on the 
light to observe internal organ from the front and top window.
All control switches are installed in front of the body for easier 
operation.

牛人工授精の手技を学習するための模型です。生体による実習の代
替として動物福祉の観点からも適していると考えられます。
実物の感触に似せた腟・頸管・子宮・卵巣を有しております。子宮頸
管の外壁は透明なので、注入器がどの位置にあるか等の確認ができ
ます。

An educational model for learning the artificial insemina-
tion. For animal welfare, this simulator is suitable as a 
substitute to practical training by living body.
The simulator includes vagina, cervical canal, uterus, and 
ovary which recreates the real touch. The cervical canal are 
partially   transparent to check where the injecting gun is.

コード番号
Code No. 01702200

構成
Composition

本体　練習用注入器　電源コード　台車
Main unit  Practice injection gun　Power cord　Trolley

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

685×860×1,450mm　輸送時：685×650×1,450mm
685×860×1,450mm  Min：685×650×1,450mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約51kg
51kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

*Please ask for the other power source.

コード番号
Code No. 01703100

サイズ
Size

430mm（子宮頸管：100mm）
430mm (cervical canal：100mm)

質量
Weight 475g

材質
Material

シリコン
Silicone

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

カウモデルⅣ
Training cow model Ⅳ

牛子宮シミュレーター
Cow uterus simulator
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産業動物の直腸検査、人工受精時及び受精卵移植時に、使
用する使い捨て手袋です。
腕部の幅をしぼりフィット感を向上させています。

Protection glove for rectal observation, artificial 
insemination, embryo transfer, etc.
Width of arm part was narrowed for better fit.

コード番号
Code No. 01257200

型式
Type

ポリテックス
Politex

入数
Spec.

100枚
100pcs

サイズ
Size

全長：約900mm   厚さ：0.03mm
Length：900mm   Thickness：0.03mm

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylane

● 大箱は20箱入りです。

カーマヒート
Heat detection kit

発情日が近い牛の背に貼り、朝晩2回牛の駕乗行動
による変色を見るだけで発情日がわかります。貼り付
け方法は、強力両面テープでワンタッチです。

Stick on the cow's back, which is close to es-
trus period, to check the color change twice 
a day by cow mounting behavior. The dou-
ble-sided tape makes easy to stick.

コード番号
Code No. 01249700

入数
Contents

40個
40pcs

◆動物用一般医療機器

ポリテックス
Polyethylene gloves, Politex

写真は変色後の状態です。
After color change as shown to the right.
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豚・緬山羊 人工授精機器
A.I. Instruments for pig/sheep/goat

擬牝台 豚用　Dummy sow ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 40
豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム　Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen ････････････････････････････ 40
精子密度計 豚用Ⅲ　Porcine sperm photometer type Ⅲ ･･････････････････････････････････････････････････ 41
恒温器　Incubator ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 42
広口保存瓶 茶　Semen collecting bottle, Brown ･････････････････････････････････････････････････････････ 42
ザーメンチューブ（豚精液ボトル）　Semen tube ････････････････････････････････････････････････････････････ 43
豚精液用ポリボトル　Poly bottle ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 43
豚ディスポAIカテーテル　Disposable AI catheter for pig ･･････････････････････････････････････････････････ 44
豚ディスポ深部注入IUIカテーテル　Disposable IUI catheter for pig ････････････････････････････････････････ 45
子宮深部注入用カテーテルセット匠"TAKUMI"（滅菌済）
"Takumi" IU catheter set for porcine embryo (Sterilized) ････････････････････････････････････････････････ 46
西川式 緬山羊の人工腟　Artificial vagina for sheep and goat, Nishikawa-type･････････････････････････････ 47
緬山羊ゴム内筒 A・B　Inner liner for Artificial vagina for sheep and goat ･････････････････････････････････ 47
冷蔵ショーケース　Refrigerated showcase ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 48
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豚の精液を安全に効率よく採取できます。
乗駕台は種豚の大きさに合わせ高さを自由に調節で
きます。
前脚用側板つき。

For safe collection of semen.
The height can be adjusted to the size of 
boar. Side board for front legs provided in 
both side.

人工腟豚用と組み合わせて使用します。豚の精液を
容易に採取できます。

To be used with artificial vagina for boar for 
easier collection of semen.

ゴム内筒
Inner line

採取ゴム
Funnel

擬牝台 豚用
Dummy sow

豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム
Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen

コード番号
Code No. 01407000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 800×1,300×820mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.） 350×1,200mm

質量
Weight

約67kg
67kg approx.

● 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. 

コード番号
Code No. 01405000 01406000

型式
Type

ゴム内筒
Inner liner

採取ゴム
Funnel

サイズ（L.W.）
Size（L.W.） 210×70mm 87×80mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber
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採取した豚の精液をそのままの状態で測定できます。※

人工授精に使用する際の精子密度と容器サイズを入力する
と、希釈液量とボトル本数を自動計算します。活力の夏/冬の
変化は、条件を入力することで正確な計算ができます。
※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。精子数を直接計測する方

法ではありません。また活力自動計算機能もありません。

No need to dilute the collected boar semen.　By in-
put the data of semen concentration and bottle size, 
the device automatically calculates the necessary ex-
tender volume and bottle numbers to be produced.
*This equipment does not directly measure the number of 
sperm. It estimates the semen concentration from turbidity.
New function : Relative semen vitality can be input depends on 
the seasonal conditions. Semen vitality cannot be calculated 
in this device.

◆動物用一般医療機器

精子密度計 豚用Ⅲ
Porcine sperm photometer type Ⅲ

コード番号
Code No. 01045600

構成
Composition

本体　ホルダー　本体ホルダー挿入部用キャップ　キャピラリー100本入　シーラント　掃除棒　ACアダプター
Main unit   Holder   Cap for holder   Capillary tube 100pcs/set   Sealant   Cleaning bar   AC adapter   

電源
Power source

ACアダプターまたは電池（単三乾電池4本）
AC adapte or drybattery AA×4pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 190×138×46mm

質量
Weight 580g

別売部品　Consumables
コード
Code No. 01045501 01045502

型式
Type

キャピラリー100入
Capilary tube 100pcs/set

シーラント
Sealant

ホルダー
Holder

本体ホルダー挿入
部用キャップ

Cap for holder

キャピラリー100本入
Capilary tube 
100pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプター
AC adapter

付属品　Accessories
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希釈液、精液の低温保存時に使用します。

For the preservation of extender and 
semen in low temperature.

希釈液、精液等を保存する時に使用する褐色瓶です。

Brown glass bottle for preservation of ex-
tender, semen, etc.

恒温器
Incubator

広口保存瓶 茶
Semen collecting bottle, Brown

コード番号
Code No. 34006000 34006100 34006200

型式
Type MIR-154-PJ MIR-154S-PJ MIR-H163-PJ

温度制御範囲（周辺温度）
Temperature control range
(Ambient temperature)

-10℃～60℃(5℃～35℃) 2℃～50℃(5℃～35℃)
室温+5℃～80℃（20℃～35℃）
Room temp+5℃～80℃
(20℃～35℃)

運転モード
Operation mode

任意設定可能
Can be set arbitrarily

最大3ステップ
Up to 3 steps ー

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：700×580×1,018mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×1,018mm

In：620×368×555mm

外寸：700×580×918mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×918mm

In：620×368×555mm

外寸：580×595×820mm
内寸：450×460×450mm
Out：580×595×820mm

In：450×460×450mm

容量
Capacity 123L 93L

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight 78kg 50kg 68kg

コード番号
Code No. 01411000

型式
Type

小
Small

容量
Capacity 250mL

材質
Material

ガラス
Glass

● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

MIR-H163-PJMIR-154-PJ
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精液保存用のボトルとして使用し、注入時には先端部をカテーテルに合わ
せてカットして使用します。

Bottle for preservation of semen.
Cut the point tip to connect with insemination catheter.

コード番号
Code No. 01427000

入数
Contents

50本
50pcs

容量
Capacity

約60mL
60mL approx.

材質
Material

軟質ポリエチレン
Soft Polyethylene

コード番号
Code No. 01428500 01428600 01428700 01428800

型式
Type

赤キャップ
Red

青キャップ
Blue

緑キャップ
Green

黄キャップ
Yellow

入数
Contents

500本
500pcs

容量
Capacity 100mL

材質
Material

ポリエチレン
polyethylene

豚の人工授精専用の精液容器として使用します。
各種カテーテルに直接接続します。

Boar semen container, connectable to in-
semination catheters directly.

◆動物用一般医療機器

ザーメンチューブ（豚精液ボトル）
Semen tube

◆動物用一般医療機器

豚精液用ポリボトル
Poly bottle

豚・緬山羊 人工授精機器　A.I. Instruments for pig/sheep/goat

43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.



◆動物用一般医療機器

豚ディスポAIカテーテル
Disposable AI catheter for pig

コード番号
Code No. 01425500 01425600 01425700

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

スパイラルタイプ
Spiral type

入数
Contents

500本
500pcs

サイズ
Size φ21×502mm φ17×502mm φ16×528mm

材質
Material

先端：EVA　管：PP　グリップエンド：PVC
Tip：EVA　Tube：PP   Glip end：PVC

先端、グリップエンド：PVC　管：PP
Tip, Glip end：PVC   Tube：PP

豚の人工授精時に使用する使い捨ての精液注入器用カテーテ
ルです。
経産用・未経産用の先端は柔らかく弾力性のある材質のため
頸管を傷つける心配はありません。スパイラルタイプは先端が
細くなっているため経産、未経産どちらの豚にも対応できま
す。また先端が白色のため注入後の汚れ等を視認しやすくなっ
ています。
グリップエンドは豚精液ポリボトル（P.43）の先端に最適な形
状です。

Disposable semen injection catheter for pig AI.
Tips are made from soft and elastic material, which 
does not damag uterine cervix.
The thin tip of spiral type fits both sow and gilt. The 
white color tip makes easy to check the contamina-
tion after the insemination.
Grip-end fits the shape of the tips of our poly-bottles 
(P.43).

未経産用
for Gilt

スパイラルタイプ
Spiral type

経産用
for Sow
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◆動物用一般医療機器

豚ディスポ深部注入IUIカテーテル
Disposable IUI catheter for pig

コード番号
Code No. 01424000 01424100

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

入数
Contents

100本
100pcs

サイズ
Size φ22×768mm φ19×768mm

材質
Material

（外筒）先端：EVA　管：PP　（内芯）先端：TPE管、ストッパー：PE　グリップエンド：PVC
(Outer)Tip：EVA　Tube：PP　(Inner)Tip：TPE, Stopper：PE　Grip end：PVC

豚の人工授精時に精液を子宮内まで注入することが可能で
す。内芯先端が柔軟性のある素材のため、子宮内を傷つけるこ
となく内芯を挿入できます。さらに内芯後端部分に先端からの
内芯突出長さを示す目盛りが11～17cmまで1cm間隔で記載
されているため初めて使用する場合も安心して使用できます。
経産用と未経産用の2種類あります。

Catheter set for porcine intrauterus insemination.
With the flexible tip, the inner core can be inserted 
without scratching the uterus.
There are the scales in the last half of inner core in 
1cm increments up to 17cm, which indicates the pro-
truded length of the core from the top.
Two types available, for sow or gilt.

未経産用
for Gilt

経産用
for Sow
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◆動物用一般医療機器

子宮深部注入用カテーテルセット匠"TAKUMI"（滅菌済）
"Takumi" IU catheter set for porcine embryo (Sterilized)

コード番号
Code No. 01428000

構成
Conposition

スパイラルガイド（外筒）×10　深部注入カテーテル（内芯）×10
Outer guide 10pcs   Inner core 10pcs

サイズ
Size

外筒：φ15×500ｍｍ　　内芯：φ3.5×1,220mm
Outer：φ15×500ｍｍ　Inner：φ3.5×1,220mm

材質
Material

ポリエチレン/ポリプロピレン
PE/PP

● ディスポーザブル製品　Disposable
● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

豚の子宮頚管まで挿入できるスパイラル型の外側ガイドカテー
テル（外筒）と、内側の横穴式子宮深部注入用カテーテル（内
芯）を組み合わせたカテーテルセットです。
麻酔や鎮静処置を必要とせず、受精卵を非外科的に移植する
ことができるので、生産現場で受精卵移植作業が確実に行え
ます。

Catheter set with a spiral outer guide and an inner 
core with side eyes.
Embryo can be transplanted non-surgically without 
anesthesia or sedation, ensuring ET operation at the 
production site.

内芯
Inner core

外筒
Outer guide

販売
中止

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

西川式 緬山羊の人工腟
Artificial vagina for sheep and goat, Nishikawa-type

コード番号
Code No. 01503100 01503200

型式
Type A B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

300×約80mm
300×80mm approx.

200×約20～70mm
200×20～70mm approx.

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

シリコン
Silicone

緬・山羊の精液を容易に採取することができます。
保温された腟筒内で精液が採取されますので、外気温
による影響が少なく、精子の性状保護ができます。

For the easier collection of sheep and goat 
semen.
Warmed cylinder prevents effect from outside 
temperature, and keeps the semen in good 
condition.

西川式緬山羊の人工腟と組み合わせて使用するゴム内筒です。 Rubber inner liner used in combination with the Nishi-
kawa-type artificial vagina for sheep and goat.

コード番号
Code No. 01502000

構成
Composition

内筒A　内筒B　人工腟筒
キャップA　キャップB　送気球
Inner linerA/B　Main unit
Cap A/B　Pressurizing balloon

サイズ
Length 207mm

質量
Weight 505g

材質
Material

樹脂
Plastic

A

人工腟筒
Main unit

キャップA
Cap A

キャップB
Cap B

内筒B
Inner linerB

内筒A
Inner linerA

送気球
Air bag

B

緬山羊ゴム内筒 A・B
Inner liner for Artificial vagina for sheep and goat
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希釈液や精液を保存するための冷蔵庫です。ノンフロン冷媒の
ため、フロン排出抑制法の対象外です。USBへ各種データの出
力が可能です。

Refrigerator for storing extender and semen. Since it 
uses non-CFC refrigerant, it is not subject to  the CFC 
emission control law. Data can be output to USB.

冷蔵ショーケース
Refrigerated showcase

コード番号
Code No. 34001000

型式
Type MPR-S150H-PJ

温度設定範囲
Temp. setting range

2℃～14℃（周辺温度：-5℃～35℃）
2℃～14℃(Ambient temperature：-5℃～35℃)

容量
Capacity 165L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：800×500×1,120mm　内寸：720×360×725mm
out：800×500×1,120mm　in：720×360×725mm

電源
Power source 100V　50/60Hz

質量
Weight 72kg

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.
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凍結保管容器
LN2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 DR型　LN2 tank, DR series ･･････････････････････････････････････････････････････････ 50・51
LN2 凍結保管器 SR型　LN2 tank, SR series ････････････････････････････････････････････････････････････････ 52
17シリーズ ストロー用十字仕切板　Cross partition for 17L LN2 tanks ･･･････････････････････････････････････ 53
全周底平板加工　Full flat plate processing for canister ･･････････････････････････････････････････････････ 53
DCサイホン（LN2 汲上装置）　LN2 drawing unit for DC series tank ････････････････････････････････････････ 53
LN2 凍結保管器 ドライシッパー型　LN2 tank, dry shipper type ･････････････････････････････････････････････ 54
LN2 凍結保管器 DR-30-6ET　LN2 tank DR-30-6ET for embryo ････････････････････････････････････････････ 55
LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小　Caster board for LN2 tank  ･･････････････････････････････････････････ 55
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LN2 凍結保管器 DR型
LN2 tank, DR series

容量、収納量の大小はもちろん、液体窒素の長期保存タイプや持
ち運び自由なハンディータイプなど、機能・形状・大きさの異な
る機種を豊富に揃え、多種多様な用途に対応します。
※キャニスターの底平加工についてはP.53を参照ください。

The variety of tank available according to capacity, 
preservation span of liquid nitrogen, etc. 
*Refer to P.53 for bottom machining of canisters.

ジャケット装着例（DR-17）

DR-10A

DR-17 DR-17A

DR-10NDR-2

DR-22 DR-30-6/30-10

DR-11A
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ストローキャニスター仕様　Straw canister specifications
コード番号
Code No. 02014000 02015000 02016600 02031400 02017000 02018000 02022000 02025000 02026000

型式
Type DR-2 DR-10N DR-10A DR-11A DR-17 DR-17A DR-22 DR-30-6 DR-30-10

構成
Composition

ボンベ　ストローキャニスター　ジャケット
Tank  Straw canister  Jacket

ボンベ　ストローキャニスター
 （十字仕切板付）　ジャケット
Tank  Straw canister (with 
cross-form partition)  Jacket

ボンベ　ストローキャニスター　ジャケット
Tank  Straw canister  Jacket

LN2容量
Capacity 2.0L 10.0L 10.5L 11.0L 17.4L 22.5L 31.8L

LN2保持日
※1、※2
Keep day's

12 48 75 53 86 110 50 68

再充てん期間
 （日）※3
Refill in days

7 30 46 33 52 68 30 42

サイズ（mm）
Size（mm） φ160×392 φ315×401 φ260×573 φ260×580 φ347×564 φ347×613 φ363×640 φ441×642

口径
Neck dia. 50.8mm 63.5mm 50.8mm 119.0mm

空質量
Emp.wt. 2.0kg 5.0kg 5.5kg 5.3kg 8.5kg 9.0kg 10.5kg 14.5kg

総質量 ※4
Full wt. 3.6kg 13.1kg 14.0kg 14.2kg 22.6kg 23.1kg 28.7kg 40.2kg

キャニスター本数
Canister 1 6 8 6 10

ストロー収納数
 （0.25mL）※5
Capacity of straw
 （0.25mL）

190 1,140 3,840 1,140 11,200 15,840 14,000

ストロー収納数
 （0.5mL）※5
Capacity of straw
 （0.5mL）

100 600 1,920 600 6,080 8,160 7,600

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

アンプルキャニスター仕様　Ampoule canister specifications
コード番号
Code No. 02016700 02031500 02017500 02018100 02022500 02025500 02026500

型式
Type DR-10A DR-11A DR-17 DR-17A DR-22 DR-30-6 DR-30-10

キャニスター本数
Canister 6 8 6 10

アンプル収納数
※6
Capacity of
ampoule

180 288 180 912 1,332 1,140

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

※１ LN2保持日は、キャニスターを装着していない静置状態における日数です。
※2 LN2保持日は公称値であり、設置場所や使用頻度により変化致します。
※3 再充てん期間は1日1回の容器開閉操作を基準としており、容器開閉操作が多い場合は再充てん期間も短くなります。
※4 総質量は、キャニスター・収納物質量は含みません。 
※5 ストロー収納数は、国産ストローを用いた時の参考値です。
※6 アンプル収納数は、外径12.4mm×高さ44mmのアンプルが6個装着可能な高さ292mmのアンプルケーン1本につき6個装着した時の値です。
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LN2 凍結保管器 SR型
LN2 tank, SR series

液体窒素蒸発損失量を大幅に減少させ、補給までの期間が一段
と長くなり、ランニングコスト面での費用削減を実現しました。
※キャニスターの底平加工についてはP.53を参照ください。

With minimized LN2 evaporation rate, the running 
cost is reduced.
*Refer to P.53 for full flat processing of canister

ストローキャニスター仕様　Straw canister specifications
コード番号
Code No. 02034000 02038000 02039000

型式
Type SR-17 SR-36-6 SR-36-10

構成
Composition

本体　ストローキャ
ニスター（十字仕切
板付）　ジャケット

本体　ストローキャニスター　ジャケット

LN2容量
Capacity 17.4L 36.2L

LN2保持日
※1、※2
Keep day's

136 100

再充てん期間
 （日）※3
Refill in days

85 62

サイズ（mm）
Size（mm） φ347×653 φ441×704

口径
Neck dia. 50.8mm 119.0mm

空質量
Emp.wt. 9.5kg 15.0kg

総質量 ※4
Full wt. 23.6kg 44.2kg

キャニスター本数
Canister 6 10

ストロー収納数
 （0.25mL）※5
Capacity of straw
 （0.25mL）

1,140 1,5840 14,000

ストロー収納数
 （0.5mL）※5
Capacity of straw
 （0.5mL）

600 8,160 7,600

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

アンプルキャニスター仕様
Ampoule canister specifications
コード番号
Code No. 02034100 02038500 02039500

型式
Type SR-17 SR-36-6 SR-36-10

キャニスター本数
Canister 6 10

アンプル収納数
※6
Capacity of
ampoule

180 1,332 1,140

ジャケット装着例（SR-17）SR-17 SR-36-6

※１ LN2保持日は、キャニスターを装着していない静置状態に
おける日数です。

※2 LN2保持日は公称値であり、設置場所や使用頻度により変
化致します。

※3 再充てん期間は1日1回の容器開閉操作を基準としており、
容器開閉操作が多い場合は再充てん期間も短くなります。

※4 総質量は、キャニスター・収納物質量は含みません。
※5 ストロー収納数は、国産ストローを用いた時の参考値です。
※6 アンプル収納数は、外径12.4mm×高さ44mmのアンプル

が6個装着可能な高さ292mmのアンプルケーン1本につき
6個装着した時の値です。
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コード番号
Code No. 02017006

サイズ
Size φ36×135mm

該当機種
Applicable model

DR-2　DR-10N　DR-10A　
DR-17　DR-17A　SR-17

17シリーズ ストロー用十字仕切板
Cross partition for 17L LN2 tanks

全周底平板加工
Full flat plate processing for canister

ストローキャニスター用の仕切り板です。キャニスタ
ー筒内に挿入することで筒内を4分割にすることがで
きます。
17シリーズ（DR-17、DR-17A、SR-17）には標準装備
されています。

Partition plate for straw canisters. Inside the 
canister can be divided into four parts by this 
plate.
17liter tanks (DR-17, DR-17A, SR-17) has this 
plate as standard accessory.

通常のキャニスターは底面をメッシュにして液体窒素
が抜けるようにしていますが、液体窒素が抜けないよ
うに底面に平板を取り付ける加工もできます。
LN2凍結保管器の注文時にご指示ください。

Normally, staw canister has mesh bottom so 
that LN2 passesthrough. We can process the 
bottom part not to allow LN2 coming out, us-
ing a flat bottom plate. Please ask at your 
order.

コード番号
Code No. 02061500 02061000 02060000

型式
Type

DC-10用
for DC-10

DC-20用
for DC-20

DC-30用
for DC-30

● 保存容器は別売です。
LN2 storage tank is separately sold.

DCサイホン（LN2 汲上装置）
LN2 drawing unit for DC series tank

DC容器に取付けて液体窒素の取り出しに使用します。

To be used with DC series tank to draw out LN2.
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LN2 凍結保管器 ドライシッパー型
LN2 tank, dry shipper type

液体窒素を容器内部の特殊な吸収剤に吸収させることで、容器が倒れても液漏れ
しません。
専用ハードケース（オプション）との組み合わせで、より安全に、より安定した超低
温下で搬送できます。

No leak even falling the tank. A special absorbent used in the con-
tainer. Combination recommended with optional hard case, specially 
designed to enable transportation in safer and more stable ultra-low 
temperatures.

コード番号
Code No. 02043100 02045100 受注生産

Made-to-order

型式
Type DR-2DS DR-6DS DR-22DS

構成
Composition

本体　ストローキャニスター　ジャケット
Tank  Straw canister  Jacket

LN2容量
Capacity 2.0L 6.0L 22.5L

LN2保持日
Keep day's 4 15 18

サイズ
Size φ160×392mm φ260×437mm φ363×640mm

口径
Neck dia. 50.8mm 63.5mm 119.0mm

空質量
Emp.wt. 2.0kg 4.6kg 13.4kg

総質量
Full wt. 2.9kg 8.7kg 26.0kg

キャニスター本数
Canister 1

ストロー収納数
 （0.25mL）
Capacity of 
straw（0.25mL）

220 650 2,850

ストロー収納数
 （0.5mL）
Capacity of 
straw（0.5mL）

100 300 1,580

ハードケース　Hard case
コード番号
Code No. 02043200 02045200 受注生産

Made-to-order

型式
Type DR-2DS用HC DR-6DS用HC DR-22DS用HC

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 250×250×500mm 350×350×550mm 450×450×750mm

質量
Weight 4.5kg 7.0kg 14.5kg

DR-2DS

DR-6DS

ハードケース
Hard case

凍結保管容器　LN2 tanks for storage and shipping
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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。

DR-30-6ET contains 6pcs of quadrangular straw can-
isters.
One canister is divided into 16 rooms for easier man-
agement of ET straws.

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 x6    Jacket

LN2容量
Capacity 31.8L

LN2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　6本
80×135mm　6pcs

ストロー収納数
(0.25mL)
Straw capacity

3,456本
3,456pcs

● 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. 

コード番号
Code No. 02062000 02063000

型式
Type

小
Small

大
Large

サイズ
Size φ400mm φ500mm

該当機種
Applicable model DR-17　DR-17A　DR-22　SR-17 DR-30-6　DR-30-10　SR-36-6　SR-36-10

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

LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小
Caster board for LN2 tank

保存容器移動用の台車です。
容器の種類に応じ、2種類のキャスター台があります。

Caster board for transportation of LN2 tanks.
Two sizes available according to your LN2 tank size.
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LN2 貯蔵運搬器
LN2 transport and storage tank 

DC容器は、液体窒素の注入口径が大きく、スムーズに液体窒
素の注入、取り出しができます。充填時間や充填ロスも極めて
少なく経済的です。
DLS-B容器は、液取出弁を開けるだけで液体窒素の取り出しが
可能です。キャスターつきで移動も容易です。外装材質をステ
ンレス製にもできます。

DC series made with larger neck diameter for easier 
LN2 filling and drawing out.
With DLS-B series, simply open the valve to draw out 
LN2. Casters provided for easier transportation.

コード番号
Code No.

型式
Type

LN2容量
Capacity

サイズ（mm）
Size（mm）

空質量
Emp.wt. 

充填時質量
Full wt. 

LN2蒸発量
Evaporation

液供給量
Supply vol.

02057000 DC-10 10.5L 260×514 5kg 12.7kg 0.25L/日
0.25L/day

ー02056000 DC-20 20L φ347×575 8kg 24.2kg 0.28L/日
0.28L/day

02054000 DC-30 30L φ441×611 11kg 35.2kg 0.31L/日
0.31L/day

02053000 DLS-50B 50L φ455×840 40kg 74kg 1.5L/日
1.5L/day

10L/分
10L/min

02052000 DLS-120B 120L φ505×1,350 76kg 157kg 2.1L/日
2.1L/day

02051000 DLS-250B 250L φ656×1,525 133kg 303kg 2.5L/日
2.5L/day

02050000 DLS-500B 490L φ806×1,750 320kg 650kg 4.5L/日
4.5L/day

● DLS-500Bは受注生産品です。　DLS-500B is made-to-order.
● DLSタイプにはステンレス製もあります。　Stainless made DLS type is also available. Contact us for quotation.

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 A-1 A-2
種別・形状一覧　Canister forms

DC-10 DC-20 DC-30 DLS-50B DLS-120B

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E

A

B

C

上部ロッド

エポキシチューブ

下部ロッド

キャニスター筒

A

B

C キャップ

A

B

C

A

B

C

内筒

A D

B

C

E

把手

A

B

内筒把手

A

B

D

E
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凍結保管容器 キャニスター仕様一覧　Specifications of canisters

機種
Model 
No.

用途
Application

キャニス
ター
種別
Canister
model

キャニス
ター
収納数（本）
Capacity

キャニスターサイズ
Canister size

内筒サイズ
Inner canister

ストロー収納数
Straw capacity

アンプル
収納数

Ampoule 
capacity 付属品

Accessories
筒径A
Dia.A 
  （mm）

筒長B
Height 
B （mm）

全長C
Height
C （mm）

筒径D
Dia.D 
  （mm）

筒径E
Height 
E （mm）

0.25mL
 （本）
0.25mL
pcs

0.5mL
 （本）
0.5mL
pcs

1ｍL または
1.8mL（本）
1ｍL or
1.8mL pcs

DR-2

ストロー
Straw

S-1 1

37 135

290

ー ー

190 100 ー ー
DR-3

S-2

6

331

DR-10N 310

DR-15N 320

DR-10 ストロー
Straw S-3 37 135

456
190 190 ー キャップ

Cap

DR-17 アンプル
Ampoule A-1 39 272 ー ー 30 ー

DR-10A
DR-17A
SR-29A

ストロー
Straw S-3 37 135

511
190 100 ー キャップ

Cap

アンプル
Ampoule A-1 39 272 ー ー 30 ー

SR-17 ストロー
Straw S-3 37 135

559
190 100 ー キャップ

Cap

SR-29X アンプル
Ampoule A-1 39 272 － － 30 ー

DR-11A

ストロー
Straw S-4

48

272

522
46 145 640 320 ー

内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 48 ー

DR-31 ストロー
Straw S-4

531
46 145 640 320 ー

内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

SR-31 アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 48 ー

DR-22

ストロー
Straw S-4

8 71 509
68 145 1,400 760 ー

内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 144 ー

DR-30-6

ストロー
Straw S-4

6 96

507

92 145 2,640 1,360 ー
内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 222 ー

DR-36-
10

ストロー
Straw S-4

10 71
68 145 1,400 760 ー

内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 144 ー

SR-36-6 ストロー
Straw S-4

6 96

557

92 145 2,640 1,360 ー
内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

G48 アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 222 ー

SR-36-
10

ストロー
Straw S-4

10

71

68 145 1,400 760 ー
内筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder

アンプル
Ampoule A-1 ー ー － － 144 ー

大型DR

ストロー
Straw S-5

ー 292 ー

68 145 1,400 760 ー 内筒操作棒
外筒操作棒
Control bar for 
inner cylinder
Control bar for 
outer cylinder

アンプル
Ampoule A-2 ー ー － － 144
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LN2 凍結保管器 大型
Large LN2 tank

容器内温度は液相保存 -196℃、気相保存 -150℃以下で、安定
した長期保存ができます。
ふたの開閉、キャニスターやラックの取り出しによる温度変化
も少なく、一定の超低温下で大量保存ができます。

For long-term preservation at constant ultra-low tem-
perature. -196℃ with liquid phase, -150℃ with air 
phase. Minimized temperature change by door open-
ing, etc.

コード番号
Code No. 02027000 02028000 02028500 02028700 02029000 02030000 02030100

型式
Type DR-100 DR-245A DR-245B DR-250 DR-430 DR-760 DR-1000

LN2容量
Capacity 100L 245L 250L 430L 760L 1,000L

LN2保持日
Keep day's 37 82 50 105 122 135

サイズ（mm）
Size（mm） φ605×940 φ785×970 φ785×1,050 φ1,110×960 φ1,465×1,040 φ1,465×1,210

空質量
Emp.wt. 90kg 132kg 150kg 340kg 530kg 625kg

総質量
Full wt. 171kg 330kg 352kg 687kg 1,144kg 1,433kg

キャニスター数
 （外筒）
Canister
 （Outer）

26 57 52 61 120 208

キャニスター数
 （内筒）
Canister
 （Inner）

52 114 140 122 240 416

ストロー収納数
 （0.25mL）
Capacity of straw
 （0.25mL）

36,400 79,800 85,400 168,400 291,600

ストロー収納数
 （0.5mL）
Capacity of straw
 （0.5mL）

19760 43,320 46,360 91,200 158,080

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

DR-100

DR-430 DR-760

DR-245A DR-250

凍結保管容器　LN2 tanks for storage and shipping
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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 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 60
プログラムフリーザー ET-1N　Program freezer, ET-1N ･････････････････････････････････････････････････････ 61
自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用）　Automatic irrigator for embryo collection ･･････････････････････ 62
NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器）　Catheter for removing vaginal mucus (NJ Catheter) ････････････････ 62
セルコレクター　Embryo collector ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 63
移動式保定枠　Restraining stall ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 63
バルーンカテーテル　Balloon catheter, multieyes type ･･･････････････････････････････････････････････ 64・65
超音波卵胞内卵子経腟採取用機器　Ultrasound apparatus for ovum pick up ･･･････････････････････････ 66・67
卵胞卵採取用恒温器 FV-5　Incubator for OPU ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 68
卵胞卵採取用吸引器 FV-6　Aspirator for OPU ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 68
畜産用採卵針　Ovum pick up needle for cow ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 69
ストローキャップ YGF60（滅菌済）　Straw cap YGF60 for cow embryo vitrification, Sterilized ･････････････ 69
ストローラベラー BMPTM71　Straw label printer ････････････････････････････････････････････････････････ 70
LN2 凍結保管器 DR-30-6ET　LN2 tank DR-30-6ET for embryo ････････････････････････････････････････････ 71
F ストロー管 0.25mL　Straw tube for embryo, 0.25mL ･･････････････････････････････････････････････････ 71
ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済）　Straw tubeⅡ for embryo, 0.25mL, Sterilized ･･････････････････････････････ 72
ストローチップ（シリコン製）　Straw chip (Silicone) ･･･････････････････････････････････････････････････････ 72
細胞培養輸送器 Ⅱ型　Cell transporter Type Ⅱ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 73
子宮頸管拡張棒 杉江式　Dilating bougie for cow and heifer, Sugie-Type ･･････････････････････････････････ 74
子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式　Dilating bougie for cow and heifer, Yasutaka-Type ･･･････････････････････････ 74
ストロー剪刀　Scissors for straw tube ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 75
ミニマルチガスインキュベーター　Mini multi gas incubator ････････････････････････････････････････････････ 75
ミニCO2 インキュベーター　CO2 incubator minitype ･･････････････････････････････････････････････････････ 76
ズーム式実体顕微鏡　Stereo microscope, SZ series ･･････････････････････････････････････････････････････ 76
倒立型システム顕微鏡　Inverted microscope system ･････････････････････････････････････････････････････ 77
バイオカットホルダーセット　Biocut holder set ････････････････････････････････････････････････････････････ 78
マイレクスフィルターユニット　Millex filter unit ････････････････････････････････････････････････････････････ 78
上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i　Electronic balance FX300iWP/EW-1500i ･･････････････････････････ 79
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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。

Dry-type program freezer with Peltier device.Light 
weight (75% less compared to ET-1N) and energy-sav-
ing (about 88% compared to ET-1N.)
Within a few minutes after activation, this unit reach-
es 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   Dust cover

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　16桁 2行
LCD　16digits 2lines

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 216×342×366mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

消費電力
Power consumption

400W以下
400W or less

質量
Weight

約12kg
12kg approx.

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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.

凍結用ラック
Freezing rack

ストロー管立て(20穴)
Straw stand (for 20pcs)

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　20穴（オプション：40穴）
0.25mL　20pcs（option：40pcs)

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℃）　0.5～0.1℃/min.（-30～-40℃）

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　15A
AC100V (±10%)　50/60Hz　15A

消費電力
Power consumption 1.5KVA

質量
Weight

約45kg
45kg approx.

● 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.

販売
中止

販売
中止

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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 pres-
sure 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　50/60Hz　4A　　

質量
Weight 6.5kg

● 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 col-
lection rate of embryo.

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 ー

サイズ
Size ー φ6×400mm φ4×425mm

質量
Weight 170g 40g 50g

NJカテーテル
Catheter

内芯
Steel core

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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セルコレクター
Embryo collector

移動式保定枠
Restraining stall

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 sep-
arated.

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 possi-
ble 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. 01267000

入数
Contents

10個
10pcs

サイズ
Size φ80×53mm

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
With stanchion

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 1,300×2,120×1,800mm 1,300×2,120×1,900mm

質量
Weight

約125kg
125kg approx.

約135kg
135kg approx.

● 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.

スタンチョン付
With stanchion

販売
中止

販売
中止

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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◆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.

専用コネクター
Connector

Y字コネクター
Y-shape connector

16Fr　多孔式
16Fr　Multi eyes

18F

20Fr　多孔式
20Fr　Multi eyes

スタイレット
Stylet

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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　多孔式
16Fr　Multi eyes 18Fr 20Fr　多孔式

20Fr　Multi eyes

サイズ
Size φ5.3×550mm φ6.0×550mm φ6.7×550mm

該当スタイレット
Applicable stylet

スタイレット2.0
stylet 2.0

スタイレット2.3
stylet 2.3

材質
Material

シリコンゴム
Silicone rubber

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

ステンレス
SUS

スタイレット　Stylet
コード番号
Code No. 01207520 01207521

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

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

該当バルーン
Applicable catheter 16Fr ・ 18Fr 20Fr

材質
Material

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

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. 01207522

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

サイズ
Size

50mm（連結時）
50mm at connected

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)

スタイレット用ネジ　Screw for stylet
コード番号
Code No. 01207523

サイズ
Size φ11.5～20×25mm

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

黄銅
Brass

Y字コネクター　Y-shape connector
コード番号
Code No. 01207507

サイズ
Size φ6.8×53mm

材質
Material

樹脂
PP

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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, aspira-
tion 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

採卵用 シリコン栓
Silicon cap for OPU
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採卵用プローブ　OPU probe
コード番号
Code No. 01289600 16502500

型式
Type HCV-4710MV HCV-7710MV

構成
Composition

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

周波数
Frequency 3.0/2.0/1.5MHz

半径（センサ部）
Radius 10R

採卵用 シリコン栓　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. 

超音波画像診断装置 本体　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
ID　Date　Time　Probe type　Image direction　Range

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　50/60Hz

質量
Weight

約11kg
11kg approx.

約3kg
3kg approx.
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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

◆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）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。

To be used to keep constant temperature for collect-
ed ovum. For 5 centrifugal tubes (50mL).
It is used in combination with an OPU probe, collec-
tion needle and 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 com-
bination 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. 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　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. 

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　50/60Hz

質量
Weight

約3.6kg
3.6kg approx.

● 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. 

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
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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

◆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

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。

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 ob-
served accurately through ultrasound apparatus by  
"Echo-mark" processing.

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.

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

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

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

キャップ栓
Cap stopper

別売部品　Option
コード番号
Code No. 01061001

型式
Type

凍結補助容器
Freezing container

サイズ
Size 400mm

コード番号
Code No. 01061000

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

サイズ
Size φ6×130mm
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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

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。
グラフィックや記号を豊富に搭載。

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． 
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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

LN2容量
Capacity 31.8L

LN2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　6本
80×135mm　6pcs

ストロー収納数（0.25mL）
Straw capacity

3,456本
3,456pcs

● 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. 

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。

DR-30-6ET contains 6pcs of quadrangular straw can-
isters.
One canister is divided into 16 rooms for easier man-
agement of ET straws.

◆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, em-
bryo, and the other cells.

コード番号
Code No. 01128100

型式
Type

0.25mL　極細
0.25mL　mini

入数
Contents

500本
500pcs

色
Color

無色
Clear

材質
Material

塩化ビニール
PVC
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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 pres-
ervation.
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

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

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.

※注射器は含まれていません。
*Syringe not included
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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.

別売部品　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

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.） 370×210×210mm

電源
Power source

バッテリー DC12V
Battery DC12V

質量
Weight 6kg 7kg

材質
Material

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

ストロー管用
for straw tube type

チューブ用
for tube type

バッテリー充電器
Battery charger

バッテリー
Battery

別売部品　Option
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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

◆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。

To expand cervical canal at the time of AI 
or embryo collection for easier insertion of 
tools.

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 suit-
able to use for heifer too, to prevent damage 
or breeding from the cervical canal.

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

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
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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

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

CO2調整範囲
CO2 Control range 0～19.9％ 0～20％

O2調整範囲
O2 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 AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約30kg
30kg approx. 46kg

● 減圧弁はオプションです。　Pressure reducing valve is sold seperately.

ストロー剪刀
Scissors for straw tube

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

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。

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

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

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

温度、CO2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 Tempera-
ture setting and CO2 concentration.

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 ex-
tension. The base is SZ-2ST type.

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℃

CO2調整範囲
CO2  Control range 0～19.9％　±0.1％ 0～20％

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 AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約30kg
30kg approx. 45kg

● 減圧弁はオプションです。　Pressure reducing valve is an optional accessory.

コード番号
Code No. 35010000 35011000 35011100

型式
Type SZ61-C-SET SZ61TRC-C-SET SZ61-SZ2-ILA-LED-

SET

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 5kg

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

BL-43CD
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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 interfer-
ence set, fluorescent phase contrast set, manipula-
tor 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　1ポート
IX73　1port

IX83 1ポート本体
IX83 1port

ステージ
Stage

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

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

接眼レンズ
Eyepiece lens WHN10X/WHN10X-H 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.

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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

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 φ0.22μm φ0.45μm

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.

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

胚採取・移植用機器　E.T. instruments
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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.

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　計量皿：φ130mm
193×263×86mm　Weighing pan：φ130mm

190×218×53mm　計量皿：133×170mm
190×218×53mm　Weighing pan：133×170mm

電源
Power source

ACアダプター/バッテリー（別売）
ACadaptor/battery (sold seperately)

質量
Weight

約2.7kg
2.7kg approx.

約1.5kg
1.5kg approx.

EW-1500i

胚採取・移植用機器　E.T. instruments

79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.



80



繁殖障害器械
Reproductive disorder treatment instruments

子宮頸管鉗子 3爪　Uterocervical forceps ････････････････････････････････････････････････････････････････ 82
腟洗浄ポンプ 一本管式　Vaginal Flushing pump for cow ･････････････････････････････････････････････････ 82
子宮洗浄管 馬用　Uterine flushing cannula for mare ･････････････････････････････････････････････････････ 83
子宮内薬液注入器 中原式　Intrauterine injector for cow, Nakahara-Type ･･････････････････････････････････ 83
子宮内薬液注入器Ⅱ　Intrauterine injectorⅡ for cow ･････････････････････････････････････････････････････ 84
卵巣注射器　Ovarian parenchyma injector for cow ･････････････････････････････････････････････････････ 85
シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入　Sheath injector tube for cow ･････････････････････････････････ 85
メトリブラシセット 牛用　Mucus sampler for cow ････････････････････････････････････････････････････････ 86
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◆動物用一般医療機器

子宮頸管鉗子 3爪
Uterocervical forceps

◆動物用一般医療機器

腟洗浄ポンプ 一本管式
Vaginal Flushing pump for cow

牛の子宮頸腟部を挟んで経腟部を引き寄せること
に使用します。
また、人工授精（頸管鉗子法）の補助具としても使
用できます。

Bind the cow uterus cervix to pull.
Used as a supporting tool for artificial in-
semination (cervical forceps method).

牛、馬の子宮及び腟洗浄に用いる洗浄液液送ポンプとして使用し
ます。

Vaginal flushing pump for cow and mare.

コード番号
Code No. 03021000 03021100

型式
Type

3爪
3 claws EM

サイズ
Size

全長：490mm（爪幅：11mm）
Length：490mm (Width：11mm)

全長：525mm（爪幅：12mm）
Length：525mm (Width：12mm)

質量
Weight 210g 340g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 03025500

構成
Composition

ポンプ　専用ゴムホース
Pump　Exculsive rubber horse

サイズ
Size

ポンプ：φ26×415mm　ホース長：2,000mm
Pump：φ26×415mm  Hose length：2,000mm

材質
Material

ポンプ：黄銅、メッキ　ホース：合成ゴム
Main part：Brass, plated   Hose：Synthetic rubber

先端爪部

3爪
3 claws

11mm

12mm

EM

3爪
3 claws

EM

繁殖障害器械　Reproductive disorder treatment instruments
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◆動物用一般医療機器

子宮洗浄管 馬用
Uterine flushing cannula for mare

◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器 中原式
Intrauterine injector for cow, Nakahara-Type

馬専用の子宮洗浄用器具として使用します。
イルリガートル、ゴム管等を接続します。

Uterine flushing cannula, exclusive for mare.
Connect the illrigator , rubber cap etc. to use.

牛、馬の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。
挿入しやすく、粘膜を損傷することが少ない注入口になってい
ます。

Injection tube for injecting liquid medicine into the 
uterus of cow and mare.
The injector end is designed for easier insersion and 
less damage to membrane.

コード番号
Code No. 03028000

サイズ
Size φ16×230mm

質量
Weight 40g

材質
Material

エボナイト
Ebonite

コード番号
Code No. 03039000

構成
Composition

本体   消毒ケース   10先50基変換アダプター
Main unit　Disinfection case　 Conversion adapter

サイズ
Size

本体：φ5×480mm（10基）　ケース：φ13×570mm
Main：φ5×480mm (10base)   Case：φ13×570mm

質量
Weight 180g

材質
Material

本体：黄銅、メッキ　ケース：エラストマー
Main：Brass/Plating   Case：Elastomer

繁殖障害器械　Reproductive disorder treatment instruments
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◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器Ⅱ
Intrauterine injectorⅡ for cow

牛の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。
5先注射器を接続して使用してください。
シース管（P.30）を装着するので安全、衛生的に使用できます。

To be used to inject liquid medicine to cow uterus. 
Connect with syringe.
Exclusive cover provides hygiene condition.

コード番号
Code No. 03038000 03038100 03038200

型式
Type

450型
450 type

510型
510 type

550型
550 type

サイズ
Size

約467mm
467mm approx.

約520mm
520mm approx.

約560mm
560mm approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

550型
550 type

510型
510 type

450型
450 type

繁殖障害器械　Reproductive disorder treatment instruments
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◆動物用一般医療機器

卵巣注射器
Ovarian parenchyma injector for cow

牛の卵巣内に直接性腺刺激ホルモン剤等を注射して、疾患の
治療に使用します。

To be used for direct injection of gonadotropins or 
other drugs into cow ovaries for diseases treatment.

コード番号
Code No. 03034000

構成
Composition

本体 専用注射針×12本
Main unit　Injection needle×12

サイズ
Size 460mm

質量
Weight 160g

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass/Plating

別売部品　Option
コード番号
Code No. 03035100

型式
Type

専用注射針 5基
Needles 5base

入数
Contents

12本
1dozen

サイズ
Size φ0.8×35mm

質量
Weight 20g

牛、豚の子宮内薬液注入、膀胱からの排尿に使用します。内芯
付きです。
5先注射器に直接接続ができます。10先注射器はシリコンチュ
ーブを使用して接続します。

Inject medicinal solution into ovaries, or urinate from 
the bladder of cow and pig. 
Inner core included. Connectable to injector.

コード番号
Code No. 03042000

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

シース管：φ4.5×500mm　内芯：φ3.5×550mm
Sheath tube：φ4.5×500mm　Core：φ3.5×550mm

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

◆動物用一般医療機器

シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入
Sheath injector tube for cow

繁殖障害器械　Reproductive disorder treatment instruments
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◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用
Mucus sampler for cow

牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子
宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納する
ことができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入で
きます。

コード番号
Code No. 16133300

構成
Composition

外筒　内芯×10　保持器
Outer cylinder   Inner core×10   Grip

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm　内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ）　保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm   Core：611mm (Brush：25mm)   Grip：φ20×33mm

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16133301 16133302 16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core 

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数
Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外筒
Outer cylinder

内芯
Inner core

内芯保持器
Inner core grip

別売部品　Option

For endometrinal cytology examination of cow. Use 
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible 
to insert to the uterus without contamination.
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外科・解剖器械
Surgical and dissecting instruments

替刃メスハンドル（フェザー）　Handle for replaceable blade scalpel ･･････････････････････････････････････ 88
替刃メス（フェザー）　Blade for replaceable blade scalpel ･･･････････････････････････････････････････････ 88
外科剪刀　Operating scissors ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 89
替刃剪刀（フェザー）　Replaceable blade scissors ･･･････････････････････････････････････････････････････ 90
毛刈剪刀　Shearing scissors ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 91
外科ピンセット　Operating forceps, stainless ････････････････････････････････････････････････････････････ 91
歯科ピンセット　Dental forceps, stainless ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 92
タオル鉗子　Towel forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 92
ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子　Hemostatic forceps ･････････････････････････････････････････････････ 93
ペアン鉗子　Pean's hemostatic forceps ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
コッヘル単鈎　Kocher's retractor ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
持針器マッチュ　Mathew's needle holder ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 95
動物用縫合針　Suture needle ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 96
動物用縫合針　Suture needle ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 97
動物用縫合針（腟脱針）　Suture needle ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 98
動物用穿刺針（硬膜外針）　Puncture needle for veterinary ･･･････････････････････････････････････････････ 98
ビューナー針　Jorvet Buhner needle ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
絹製縫合糸　Silk suture, hard ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
合成吸収糸 シンセソーブ　Synthetic absorbable suture, SyntheSorb ･････････････････････････････････････ 100
縫合針消毒ケース　Suture needle sterilizing case ･･･････････････････････････････････････････････････････ 100
ウテラス鉗子　Uterus forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 101
胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）　Rumen retractor forceps with hook ･･････････････････････････ 101
套管針 樹脂柄　Trocars, with plastic grip ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 102
尿石用套管針　Trocars for urolithiasis ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 102
套管針 金柄 10基　Trocars, Metal handle ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 103
套管針 金柄 小外科用　Trocars, Metal handle, for minor surgery ････････････････････････････････････････ 103
両頭鋭匙　Curettes, double ended ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
ゴムスポイト　Rubber syringe ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
検蹄器　Hoof testing forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 105
手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付　Surgical wear, separate, with cap ･･････････････････････････････ 105
手術衣ニュータフター20　Surgical operating gown ･･････････････････････････････････････････････････････ 106
手術用インナーシャツ/インナーパンツ　Surgical wear, underwear ･････････････････････････････････････････ 106
ベテリナリーウェア　Veterinary wear ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 107
クリーンガード防護服　Cleanguard protective wear ･････････････････････････････････････････････････････ 107
プロテクガード ライトワークウェア　Protecguard light work wear･････････････････････････････････････････ 108
ブーツカバー　Boots cover ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 108
手術用帽子　Surgeons cap ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 109
手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー　Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular ･･････････････････ 109
ウェルソー（電動鋸）　Electric saw, Wellsaw ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 110
替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）　Exchangeable blade for brain surgery, dissection ･･･････････････････････ 110
替刃式 解剖メス（フェザー）　Dissection forceps with exchangeable blade ･･･････････････････････････････111
板鋸 ワイス式　Wei's amputating saw ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････111
解剖剪刀　Dissecting scissors, SUS ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
腸剪刀　Enterotomy scissors ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
解剖器械 鶏用　Dissecting instruments set for fowl ･････････････････････････････････････････････････････ 113
解剖刀 鶏用　Dissecting knife for fowl ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 113
骨剪刀 鶏用　Bone cutting scissors for fowl ････････････････････････････････････････････････････････････ 114
腸剪刀 鶏用　Enterotomy scissors for fowl ･････････････････････････････････････････････････････････････ 114
鶏解剖用スケール　Scale for dissected tissues of fowl ･･････････････････････････････････････････････････ 115
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◆人体用一般医療機器

替刃メスハンドル（フェザー）
Handle for replaceable blade scalpel

◆人体用管理医療機器

替刃メス（フェザー）
Blade for replaceable blade scalpel

フェザー製替刃メスを装着するハンドルです。替刃の着脱も安
全にできます。
ステンレス製で扱い易く耐久性に優れており、経済的です。

Various types are available to meet diverse needs. 
Easy and safe to load or replace the blade.
Stainless made. Durable and economical.

超精密刃付けで作られた刃先は、シャープで安定した切れ味と
耐久性を保証します。
すべて滅菌済みです。

Extremely sharp, durable blades, satisfies a wide 
range of demands.
Sterilized.

コード番号
Code No. 04018000 04019000 04019050

仕様
Type No.3 No.4 No.7

サイズ
Size 125mm 135mm 160mm

材質
Material

ステンレス
SUS

No.3 No.4 No.7

No.10

No.11

No.12

No.14

No.15

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

適用柄
Handle

材質
Material

04019100 No.10

20枚
20pcs

No.3, No.7

ステンレス
SUS

04019200 No.11

04019300 No.12

04019400 No.14

04019500 No.15

04019600 No.20

No.4

04020000 No.21

04020500 No.22

04021000 No.23

04021100 No.24

04021200 No.25
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◆動物用一般医療機器

外科剪刀
Operating scissors

外科手術時の組織、縫合糸等の切断に使用します。

For cutting the suture or tissues during the surgery.

コード番号
Code No.

型式
Type

サイズ
Size

質量
Weight

材質
Material

04023500 直型 両鈍
Both obtuse, Straight

145mm

50g

ステンレス
SUS

04024500 直型 両鋭
Both acute, Straight

40g
04025500 反型 両鋭

Both acute, Curved

04026500 反型 両鈍
Both obtuse, Curved 50g

04027500 直型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Straight 45g

04028500 反型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Curved 45g

直型 両鈍
Both obtuse, straight

反型 両鋭
Both acute, Curved

直型 両鋭
Both acute, Straight

反型 両鈍
Both obtuse, Curved

直型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Straight

反型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Curved

販売
中止

販売
中止

販売
中止

販売中止

販売中止

販売中止

在庫品限り

在庫品限り

在庫品限り
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本体　Main unit
コード番号
Code No. 04022000 04022100 04022200

型式
Type

替刃剪刀 両尖
Both acute

替刃剪刀 両鈍
Both obtuse

替刃剪刀 片尖
Oneside acute

構成
Composition

本体　両尖
Double
sharpeness

本体　両鈍
Double
blunt

本体　片尖
Side
sharpeness

サイズ
Size

145mm（本体＋刃）
145mm (unit +blade)

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃　Blades
コード番号
Code No. 04022300 04022400 04022500

型式
Type

替刃 両尖
Both acute

替刃 両鈍　
Both obtuse

替刃 片尖 
One side
acute

入数
Contents

5枚
5pcs

サイズ
Size 48mm

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃剪刀（フェザー）
Replaceable blade scissors

研磨が不要な替刃式のハサミです。3種の替刃が同じ本体で使
えます。
安全で着脱が簡単な、替刃アタッチメントつきです。

The revolutionary disposable blade design eliminates 
the trouble of resharpening.
The same handle can be used for three different 
blade types.

替刃剪刀 両尖
Both acute

替刃 両鈍
Both obtuse

替刃 片尖
One side acute

替刃 両尖
Both acute

替刃　Blades
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コード番号
Code No. 04031000

サイズ
Size 175mm

質量
Weight 78g

材質
Material

ステンレス
SUS

毛刈剪刀 巧
“Takumi” shearing scissors

先端部が鈍角で、刃部は弯曲しています。動物の
部分毛刈、細毛の毛刈用として使用できます。

Scissors with obtuse point and curved blade. 
To be used for shearing before animal sur-
gery.

◆人体用一般医療機器

外科ピンセット
Operating forceps, stainless

外科的処置や手術の際、皮膚や組織の異物の除去で使
用します。

To be used to remove foreign substances on 
the skin or tissues during treatment or surgery.

コード番号
Code No.

先端形状
Type

サイズ
Contents

材質
Material

04034000 無鈎
Without Teeth

13cm

ステンレス

04035000 有鈎
With Teeth

04036000 無鈎
Without Teeth

15cm
04037000 有鈎

With Teeth

04038000 無鈎
Without Teeth

23cm
04039000 有鈎

With Teeth

04040000 無鈎
Without Teeth 30cm

無鈎
Without Teeth

有鈎
With Teeth

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments

91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.



コード番号
Code No. 04041000

先端形状
Type

無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 160mm

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 04070000

サイズ
Size 90mm

材質
Material

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

歯科ピンセット
Dental forceps, stainless

◆動物用一般医療機器

タオル鉗子　 在庫品限り
Towel forceps

歯の診察や治療時に使用します。
作業の際、視野を妨げないように先端部は屈曲した
形状になっています。

For dental treatment.
Point is curved not to disturb the field of view.

手術用のシーツ等を留めるために使用します。

Hold the surgery sheets, etc during surgery.
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ペアン鉗子　Pean forceps
コード番号
Code No. 04046100 04046200 04046300

型式
Type CF1610-14 CF1610-16 CF1610-18

先端形状
Spec

直型 無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm 185mm

グリル鉗子　Grill forceps
コード番号
Code No. 04046700 04046800

型式
Type CF1572-14 CF1572-16

先端形状
Spec

直型 無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm

● 製造元：ドイツ カムフリー社（人体用）
Manufacture：Comefree (Germany) 

コッヘル鉗子　Kocher forceps
コード番号
Code No. 04046400 04046500 04046600

型式
Type CF1612-14 CF1612-16 CF1612-18

先端形状
Spec

直型 有鈎
With Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm 185mm

◆人体用一般医療機器

ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子
Hemostatic forceps

手術時の血管止血、組織、皮膚縫合時の創縁保持に使用し
ます。

To be used to stop vascular bleeding during the oper-
ation or hold the tissue, skin during suture.

CF1610-18

CF1612-18

CF1572-16
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コード番号
Code No. 04114000

型式
Type

鋭
Sharp

サイズ
Size 230mm

質量
Weight 120g

材質
Material

鈎先：炭素鋼　握柄：黄銅鋳物
Point ：Carbon steel　Grip：Brass

◆人体用一般医療機器

コッヘル単鈎
Kocher's retractor

動物の一般外科手術時に各種組織のけん引、創口の
拡大に使用します。

To be used to retract various tissues, or to 
expand the section during surgery.

コード番号
Code No. 04053000 04054000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size 150mm 130mm

質量
Weight 40g 30g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

ペアン鉗子
Pean's hemostatic forceps

手術時の止血鉗子として使用します。

Used as a hemostatic forceps during surgery.

小
Small

販売
中止

販売
中止
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コード番号
Code No. 04101000 04102000 04103000 04103500

型式
Type

3枚合わせ
Triple joint

2枚合わせ
Double joint

3枚合わせ
Triple joint

持針部超鋼付
Needle holder
with carbide

サイズ
Size 160mm 170mm 190mm 200mm

質量
Weight 50g 70g 90g

材質
Material

ステンレス
SUS

ステンレス/超鋼付
SUS/Carbide

◆動物用一般医療機器　◆人体用一般医療機器（コード番号：04101000　サイズ160mmのみ）

持針器マッチュ
Mathew's needle holder

皮膚の縫合、軟部組織の縫合時の縫合針把持器として使用し
ます。
超鋼付は針持部に超鋼チップが取りつけてあり、縫合針が滑
りにくいです。
3枚合わせは部品ごとに分解して洗浄ができます。

To be used as needle holder for skin or soft tissues 
suture.
The holder with carbide type tightly holds the nee-
dles not to slip.
Triple joint type can be disassembled to wash.

3枚合わせ
Triple joint

2枚合わせ
Double joint
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◆動物用一般医療機器

動物用縫合針
Suture needle

中、大動物用の手術時に使用します。先端は角針で槍状にな
っており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適しています。強弯（1/2
、180°）、弱弯（3/8、135°）、先曲の3種類があります。
バネ孔になっているため糸を通すのが簡単です。

For surgery of middle or large animals.
Suitable for muscle layer, subcutaneous, and skin su-
ture with lancet point and square needle on top.
Three types available：Strong curve(1/2, 180°), Slight 
curve(3/8, 135°), and Point curve.
Easy to thread with spring eye.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04119100 I-45 強弯 大
1/2circle large

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

ステンレス
SUS

04119200 J-38 強弯 中
1/2circle medium 10本

10pcs

約60mm
60mm approx.

04119300 K-32 強弯 小
1/2circle small

約50mm
50mm approx.

04119400 L-54 弱弯 大
3/8circle large

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

04119500 M-48 弱弯 中
3/8circle medium 10本

10pcs

約60mm
60mm approx.

04119600 N-41 弱弯 小
3/8circle small

約50mm
50mm approx.

04119700 O-67 先曲
Point curved

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

I-45

J-38

L-54

K-32

M-48

N-41

O-67

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle バネ孔

Spring eye
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※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

◆動物用一般医療機器

動物用縫合針
Suture needle

中、大動物用の手術時の縫合針として使用します。
角針の先端は槍状になっており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適し
ており、丸針は主に血管や腸管等の縫合に適してします。

Suture needle for surgery of large and middle animals.
The square needle on top is suitable for muscle, sub-
cutaneous, and skin suture. and the round needle is 
for blood vessels and intestine suture, etc.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

孔形
Eye

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04120100 A-35 強弯 丸針
1/2circle round

バネ孔
Spring eye

5本
5pcs

約55mm
55mm approx.

ステンレス
SUS

04120200 B-35 強弯 角針
1/2circle square

04120300 C-59 弱弯 角針
3/8circle square 約70mm

70mm approx.
04120400 D-45 強弯 丸針

1/2circle round

並孔
Regular eye

04120500 E-48 弱弯 丸針
3/8circle round

約60mm
60mm approx.

04120700 G-53 弱弯 丸針
3/8circle round

約65mm
65mm approx.

04120800 H-19 強弯 丸針
1/2circle round

約30mm
30mm approx.

A-35

B-35

D-45

C-59

E-48

G-53

H-19

並孔
Nomal eye

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle

バネ孔
Spring eye
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◆動物用一般医療機器

動物用縫合針（腟脱針）
Suture needle

牛、豚の尿腟、子宮脱整復用の縫合針として使用します。 To be used as suture needle in treatment for the vag-
inosis and uterine reduction of cow and pig.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

孔形
Eye

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04281000 R-60 弱弯 角針
3/8circle　cutting edge

バネ孔
Spring eye 5本

5pcs

80mm

ステンレス
SUS

04282000 Q-77 100mm

04283000 P-115 中弯 角針
7/16circle　cutting edge

並孔
Regular eye 160mm

P-115

Q-77

R-60

コード番号
Code No. 11146100 11146200

入数
Contents

25本
25pcs

サイズ
Size 130mm (18G) 150mm (18G)

牛の第四胃変位等の手術時に実施する腰椎硬膜外
麻酔法に使用します。長さが2種類あるので、牛の体
格に合わせて選択できます。さらに針の刺入距離を
確認できるよう10mm間隔（70～120mmの範囲で
は5mm間隔）で目盛を記載し、使い勝手を良くして
います。

It is used for epidural anesthesia works for 
abomasum displacement surgery for cattle. 
Two types of length available. The scales 
marked at 10mm intervals (5mm intervals in 
the range of 70 to 120mm) so that you can 
check the needle insertion distance.

◆動物用一般医療機器

動物用穿刺針（硬膜外針）
Puncture needle for veterinary

※写真は原寸大です。
*Photo at actual size

並孔
Nomal eye

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle

バネ孔
Spring eye
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コード番号
Code No. 04205100

型式
Type JorVet

サイズ
Size

300mm（穿刺有効長：196mm）
300mm (Puncture：196mm)

材質
Material

ステンレス
SUS

大動物の腟脱整復手術に使用します。

For vaginal reduction surgery in large animal.

◆動物用一般医療機器

絹製縫合糸
Silk suture, hard

◆動物用一般医療機器

ビューナー針
Jorvet Buhner needle

手術用の縫合糸です。硬質で長さ約8mの未減菌品です。

Suture for surgery. Hard type and non-sterile prod-
uct with 8m length.

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

サイズ
Size

04141000 No.1

10本
10pcs

φ0.10～0.15mm

04142000 No.2 φ0.15～0.20mm

04143000 No.3 φ0.20～0.27mm

04144000 No.4 φ0.27～0.34mm

04145000 No.5 φ0.34～0.41mm

04146000 No.6 φ0.41～0.48mm

04147000 No.7 φ0.48～0.56mm

04148000 No.8 φ0.56～0.64mm

04149000 No.9 φ0.64～0.74mm

04150000 No.10 φ0.74～0.86mm
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コード番号
Code No. 04170000

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 94×75×16mm

質量
Weight 110g

材質
Material

ステンレス
SUS

縫合針消毒ケース
Suture needle sterilizing case

縫合針、注射針兼用消毒ケースです。

Case for both suture needle and injection 
needle.

◆動物用管理医療機器

合成吸収糸 シンセソーブ
Synthetic absorbable suture, SyntheSorb

合成吸収糸は一般的な軟組織の接合、結紮に使用し、生体反応が最少です。
編糸は確実な結節と結節保持に優れています。吸収後の色素残留がありませ
ん。EOG滅菌済みです。

Minimize biological reaction with synthetic absorbable suture, which 
is used for general soft tissue ligation. Excellent for knotting and 
holding the knot. No dye residue after absorption. EOG sterilized.

コード番号
Code No.

型式
Type

糸号数
USP

サイズ
Size

材質
Material

04151100 SBC-50 5/0 φ0.100～0.149mm×25m

ポリグリコール酸
PGA

04151200 SBC-40 4/0 φ0.150～0.199mm×25m

04151300 SBC-30 3/0 φ0.200～0.249mm×25m

04151400 SBC-20 2/0 φ0.300～0.339mm×25m

04151500 SBC-00 0 φ0.350～0.399mm×25m

04151600 SBC-01 1 φ0.400～0.499mm×25m

04151700 SBC-02 2 φ0.500～0.599mm×25m

04151800 SBC-34 3-4 φ0.600～0.699mm×25m

04151900 SBC-05 5 φ0.700～0.799mm×25m

04152000 SBC-06 6 φ0.800～0.899mm×25m
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コード番号
Code No. 04180000

サイズ
Size 280mm

質量
Weight 170g

材質
Material

ステンレス　合成ゴム
SUS  Synthetic rubber

コード番号
Code No. 04184000

サイズ
Size 240mm

質量
Weight 90g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

ウテラス鉗子
Uterus forceps

◆動物用一般医療機器

胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）
Rumen retractor forceps with hook

大動物の第4胃、帝王切開手術時に、胃壁、子宮壁等
の保持に使用します。

To hold the uterine, gastric wall during abo-
musum operatioin or caesarian operation for 
large animal.

第一胃切開時に胃壁をつかむ鉗子です。

Forceps to retract the stomach wall during 
ruminal incision.
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コード番号
Code No. 04201000

型式
Type

太
Large

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ7×200mm（挿入部：φ7×90mm）
φ7×200mm (Tube：φ7×90mm)

質量
Weight 70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：樹脂
Needle：SUS　Grip：Plastic

コード番号
Code No. 04287001 04287003

型式
Type 350mm 520mm

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars  Needle  Cap

サイズ
Size

挿入部：φ7×350mm
Tube：φ7×350mm

挿入部：φ7×520mm
Tube：φ7×520mm

質量
Weight 180g 210g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：樹脂
Needle：SUS　Grip：Plastic

◆動物用一般医療機器

套管針 樹脂柄
Trocars, with plastic grip

◆動物用一般医療機器

尿石用套管針
Trocars for urolithiasis

動物の穿刺術、穿胸術用器具として使用します。

For puncture and thoracotomy of animal.

大動物の泌尿生殖器の治療、診断に使用する穿刺用
の套管針です。尿結石の診断、膀胱洗滌、膣脱整復時
の導尿等に使用できます。

A puncture trocar for the treatment and diag-
nosis of urogenital organs in large animal. It 
can be used for diagnosis of urinary stones, 
bladder washing, and urination for vaginal re-
duction.
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コード番号
Code No. 04204000

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ5×164mm（挿入部：φ5×78mm）
φ5×164mm (Tube φ5×78mm)

質量
Weight 70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS　Grip：Steel, plated

コード番号
Code No. 04205000

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ4.5×140mm（挿入部：φ4.5×64mm）
φ4.5×140mm (Tube：φ4.5×64mm)

質量
Weight 35g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス 柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS　Grip：Steel, plated

◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 10基
Trocars, Metal handle

◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 小外科用
Trocars, Metal handle, for minor surgery

動物の胸腔内貯留液の診断および排除に使用します。
管基が10基のため、10先注射筒、ゴム管の接続ができ
ます。

For diagnosis and dranage from thoracic cav-
ity.
Syringe (needle base size 10) and rubber tube 
connectable.

小中動物の体内ガス抜き、排液または投薬に使用し
ます。
ゴム管の接続ができます。

For removing gas, draining fluid, and administrat-
ing medicine for small or medium size animal.
Rubber tube connectable.
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コード番号
Code No. 04215000

サイズ
Size 165mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

両頭鋭匙
Curettes, double ended

外科手術時に組織を掻き取る時に使用します。

For scraping tissues off during surgery.

コード番号
Code No. 04228000 04229000 04230000

型式
Type

大
Large

中
Middle

小
Small

サイズ
Size 160mm 140mm 120mm

ゴムスポイト
Rubber syringe

傷洗い用として使用します。

For wound cleaning use.
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◆動物用一般医療機器

検蹄器
Hoof testing forceps

コード番号
Code No. 04276000

型式
Type

検蹄器
Hoof testing forceps

サイズ
Size 265mm

材質
Material

炭素鋼/クロム、メッキ
Carbon steel/Chrom, plated

コード番号
Code No. 04248200 04248100 04248000

型式
Type M L LL

着丈
Length 750mm 790mm 810mm

胴回り
Waist 1,160mm 1,240mm 1,320mm

ズボン丈
Pants length 1,010mm 1,070mm 1,130mm

股下
Under crotch 680mm 730mm 780mm

ウエスト
Waist 1,000mm 1,100mm 1,200mm

● 材質/ナイロン　Material/Nylon
● 色/モスグリーン　Color/Moss green

手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付
Surgical wear, separate, with cap

馬の蹄患部を探すために使用します。

For determination of the wound part of horse 
hoof.

軽量、完全防水。汚れは簡単に落とせ乾燥も迅速です。

Light-weight and water-proof. Easy to clearn and dry.
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コード番号
Code No. 04252500 04251500 04250500 04249500

型式
Type S M L LL

着丈　A-B
Length　A-B 1,330mm 1,380mm 1,430mm 1,480mm

袖丈　C-D
Sleeve length　C-D 450mm 470mm 485mm 500mm

胸囲　E-F
Chest measurement　E-F 990mm 1,050mm 1,110mm 1,170mm

● 材質/ナイロン　Material/Nylon
● 色/ライトグリーン　Color/Light green

手術用インナーシャツ（男女兼用）　Inner shirt
コード番号
Code No. 04800100 04800200 04800300 04800400 04800500

型式
Type

S半袖
short sleeve

M半袖
short sleeve

L半袖
short sleeve

LL半袖
short sleeve

BL半袖
short sleeve

着丈
Upper length 630mm 650mm 670mm 690mm

胸囲
Chest 1,020mm 1,060mm 1,120mm 1,200mm 1,280mm

肩幅
Shoulder length 440mm 460mm 490mm 520mm 540mm

袖丈
Sleeve length 190mm 200mm 210mm 220mm

手術用インナーパンツ（男子用）　Inner trousers
コード番号
Code No. 04800600 04800700 04800800 04800900

型式
Type M L LL BL

腰回り
Waist 1,070mm 1,130mm 1,190mm 1,270mm

股下
Under crotch 690mm 730mm 750mm

● 材質/ポリエステル65%　綿35%(制電糸入り)　Material/Polyester65%　Cotton35%(Anti-static thread)
● 色/ネイビー　Color/Navy

手術用インナーシャツ/インナーパンツ
Surgical wear, underwear

手術衣ニュータフター20
Surgical operating gown

胸元が開きすぎないように、肩にドットボタン開きをつけました。男女兼用で幅広く
着用できます。制菌加工、制電・吸水効果を施しています。

Buttons are provided on shoulder. Unisex type.
Anti-bacteria, anti-static processing and water absorption effect pro-
vided.

防水性に優れた短袖手術衣です。肩部にはポリテックス（直検用ポリテ袋）等を留
められるクリップつきです。

Short-sleeved surgical gown with excellent waterproofness.
With a clip on the shoulder to hold polyethylene glove.
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コード番号
Code No. 04801000 04801100 04801200 04801300 04801400

型式
Type S M L LL BL

着丈
Upper length 720mm 740mm 770mm 800mm 780mm

胸囲
Chest 1,040mm 1,080mm 1,120mm 1,180mm 1,300mm

肩幅
Shoulder length 440mm 460mm 480mm 500mm 520mm

袖丈
Sleeve length 240mm 250mm 260mm 270mm

● 材質/ポリエステル85%　綿15%(制電糸入り)　
Material/Polyester85%　Cotton15%(Anti-static thread)

● 色/ミストグリーン
Color/Mist green

コード番号
Code No. 04267100 04267000 04266000

型式
Type L LL LLL

入数
Contents

24枚
24pcs

身長
Length 1,680～1,740mm 1,740～1,800mm 1,800～1,860mm

胸囲
Chest 900～980mm 940～1,020mm 960～1,040mm

● 材質/PP不織布　PEフィルム　
Material/Poly propylene nonwoven fabric　Polyethylene film

● 色/白
Color/White

ベテリナリーウェア
Veterinary wear

クリーンガード防護服
Cleanguard protective wear

バックスタイルにサイドベンツを取り入れ、ジャケット風にしています。シワになり
にくい素材です。制菌加工、制電・吸水・防汚・透け防止効果を施しています。

Side vents provided in the back half, like jacket style. Wrinkle-resistant 
material. Anti-bacterial, antistatic antifouling processing, and water 
absorption effect provided. Not transparent.

さまざまな環境で作業者を防護します。
通気性があり、粉体バリア性能に優れた3層構造の不織布製防護服です。前ファス
ナー式で袖と裾にゴムが入っています。

For protection from various environment.
Superior in powder barrier with 3 layers non-woven fabric. Breathable 
material. 
Front slide fastener type. Elastic sleeve and bottom.
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コード番号
Code No. 04268100 04268200 04268300

型式
Type L XL XXL

入数
Contents

50着
50pcs

身長
Length 1,760～1,820mm 1,820～1,880mm 1,880～1,940mm

胸囲
Chest 1,000～1,080mm 1,080～1,160mm 1,160～1,240mm

● 材質/PP　
Material/PP

● 色/白
Color/White

プロテクガード ライトワークウェア
Protecguard light work wear

やわらかい生地で作業がしやすく、1層構造のため通気性がよく軽量で動きやすく
なっています。安価で日常の軽作業時にぴったりです。バリアー性はクリーンガード
より低下します（低暴露、低水圧、常温等の場所で使用してください）。

Soft, light-weight and breathing fabric, for smooth movement. Suitable 
for daily work at a reasonable price. Barrier function is not as much 
as Cleanguard. Use in low exposure, low water pressure place with 
normal temperature, etc.

コード番号
Code No. 28010000 28012000 04267300

型式
Type

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic boot

ブーツカバー
Boot cover

入数
Spec.

50枚
50pcs

100足
100pairs

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylene

不織布
Nonwoven fabric

ブーツカバー
Boots cover

ポリブーツは長靴、短靴の上から被せて使用するポリエチレン製、防
水性のカバーです。上部がひも状になり、結べます。
JEポリブーツは、上部にゴムバンドがついていて使いやすくなってい
ます。
ブーツカバーは上部にゴム入り、足首部にヒモが付いているため足に
しっかりフィットさせることができます。
各種、防護服と組み合わせて使用することをお勧めします。

Poly boots cover your shoes, made of polyethylene, and 
waterproof. With a string to tie up.
JE poly boots has elastic ankle for smooth wearing. 
Boots cover has elastic ankle and a string to fit firmly to 
your foot.
Recommended to use with the other kind of protective 
wears.

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic boot

ブーツカバー
Boot cover

販売
中止

販売
中止

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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手術用帽子
Surgeons cap

シンプルタイプで、後ヒモ留め式になっています。

Simple type cap to fasten strings in backside.

コード番号
Code No. 04262000

入数
Contents

1枚
1pcs

材質
Material

綿100%
Cotton 100％

● 色/白
Color/White

滅菌済　Sterilized
コード番号
Code No. 04264500 04264600 04264700 04264800 04264900

型式
Type No. 6.5 No. 7.0 No. 7.5 No. 8.0 No. 8.5

入数
Contents

20双
20pairs

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

◆人体用管理医療機器

手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー
Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular

指先厚さ0.23mmの標準的な厚さで手術、病理、解剖等に幅広く使用できま
す。滅菌済みです。

With a standard thickness of 0.23mm, it can be widely used for 
surgery, pathology, anatomy, etc. Sterilized.

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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替刃　Blade
コード番号
Code No. 18260100

型式
Type

補強型用替刃　400mm
Reinforced type　400mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

ウェルソー（電動鋸）
Electric saw, Wellsaw

家畜の解剖、解体時に使用する電動式鋸で、骨等も切断が可
能。安全に使用できます。

Electric saw for dissection of livestock. Possible to 
cut the bone, too.

コード番号
Code No. 18260000

型式
Type

404-16型　補強型
404-16　Reinforced type

刃ストローク
Blade strokes

8,000回/分　28.5mm
8,000/min.　28.5mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

電源
Power AC100～115V 50/60Hz

質量
Weight 4.1kg

コード番号
Code No. 04322600 04322700 04322800 04322900

型式
Type

共用ハンドル　F-100
Common handle   F-100

解剖刀 替刃　No.100
Dissection blade   No.100

解剖刀 替刃　No.170
Dissection blade   No.170

脳刀 替刃　No.325
Blade for brain   No.325

入数
Contents

1本
1pc

5枚
5pcs

サイズ
Size 165mm

222mm（刃長：100mm）
222mm
(Blade length：100mm)

292mm（刃長：170mm）
292mm
(Blade length：170mm)

450mm（刃長：325mm）
450mm
(Blade length：325mm)

材質
Material

樹脂製
Plastic

ステンレス
SUS

替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）
Exchangeable blade for brain surgery, dissection

3種類の替刃は、Ｆ100ハンドルに共通して使用できます。
ハンドルは特殊プラスチック製で、オートクレーブ滅菌が可能
です。

Three kinds of exchangeable blade fit the handle 
F100. The handle is made of special plastic and au-
toclavable.

共用ハンドル　F-100
Common handle　F-100

解剖刀 替刃　No.100
Dissection blade　No.100

解剖刀 替刃　No.170
Dissection blade　No.170

脳刀 替刃　No.325
Blade for brain　No.325

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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コード番号
Code No. 04320600 04320700 04320800

型式
Type

共用ハンドル　 F-60
Common handle　F-60

解剖メス 替刃　No.61
Dissection forceps　No.61

解剖メス 替刃　No.62
Dissection forceps　No.62

入数
Contents

1本
1pc

20枚
20pcs

サイズ
Size 145mm 77mm（刃長：60mm）

77mm (Blade length：60mm)

材質
Material

樹脂製
Plastic

ステンレス
SUS

替刃式 解剖メス（フェザー）
Dissection forceps with exchangeable blade

板鋸 ワイス式
Wei's amputating saw

ハンドルは2種類の替刃がワンタッチで装着できる特殊プラス
チック製で、オートクレーブ滅菌が可能です。

2 kinds of blade fits the handle. Handle is made of 
special plastic and autoclavable.

大、中動物の解剖に使用する鋸で、骨組織等の硬部
組織を切断する時に使用します。

Saw for dissection of large and medium size 
animal, for cutting hard tissue such as born.

コード番号
Code No. 04319000

サイズ
Size

300mm（刃長：240mm）
300mm (Blade length：240mm)

質量
Weight 300g

材質
Material

刃：炭素鋼　柄：黄銅、メッキ
Blade：Carbon steel   Grip：Brass, plated

共用ハンドル　 F-60
Common handle　F-60

解剖メス 替刃　No.61
Dissection forceps　No.61

解剖メス 替刃　No.62
Dissection forceps　No.62

販売
中止

販売
中止

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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解剖剪刀
Dissecting scissors, SUS

標準型、両尖型解剖剪刀です。

Standard type (both edge pointed) scissors.

コード番号
Code No. 04320500

サイズ
Size 160mm

質量
Weight 50g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 04325500

サイズ
Size 210mm

質量
Weight 100g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

腸剪刀
Enterotomy scissors

大動物の開腹手術に使用するハサミで、胃、腸等の切
開に使用します。
先端部形状が肉厚、鈍角になっています。

Scissors to be used for laparotomy of large 
animal, incision of stomach, intestines, etc.
The edge is thick and obtuse.

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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解剖器械 鶏用
Dissecting instruments set for fowl

解剖刀 鶏用
Dissecting knife for fowl

鶏の解剖時に使用する、ハサミと刀のセットです。

A set of forceps and scissors to be used for 
dissection of fowl.

皮、手羽元、骨間筋肉、肉等の分離、切断に使用し
ます。

Double edged type. For cutting skin, meat, 
muscle between bones, etc. of fowl.

コード番号
Code No. 04314000

構成
Composition

骨剪刀鶏用　
解剖刀鶏用　
腸剪刀鶏用　
外科ピンセット13cm　
鶏解剖用スケール　
革ケース
Bone cutting scissors for fowl
Dissecting knife for fowl
Enterotomy scissors for fowl
Operating forceps
Scale for dissected fowl
Leather case

質量
Weight

約480g
480g approx.

コード番号
Code No. 04318100

サイズ
Size

200mm（刃長：90mm）
200mm (Blade size：90mm)

材質
Material

刃：ステンレス　柄：樹脂製
Blade：SUS   Grip：Plastic

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments

113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.



コード番号
Code No. 04324100

サイズ
Size 195mm

質量
Weight 190g

材質
Material

炭素鋼、メッキ
Carbon steel, plated

コード番号
Code No. 04326500

サイズ
Size 150mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

骨剪刀 鶏用
Bone cutting scissors for fowl

羽、手羽先、骨等の切断に使用します。
刃部片側はギザ型で滑らない形状になっています。

For cutting fowl bones, chicken wing. One 
side of scissors is with ridges not to slip.

腸剪刀 鶏用
Enterotomy scissors for fowl

軟体組織、臓器、腸等を切断するハサミです。

Scissors to cut the soft tissue, internal organ, 
etc. of fowl.

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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鶏解剖用スケール
Scale for dissected tissues of fowl

分離した組織、臓器等の大きさを測るために使用し
ます。

Measure the size of dissected tissues or or-
gans.

コード番号
Code No. 04331000

サイズ
Size 150mm

材質
Material

ステンレス
SUS

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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歯科器械
Dental instruments

歯ろ 馬用　Tooth rasp for horse ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 118
開口器 牛用　Mouth opener for cattle ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 119
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コード番号
Code No. 05007000 05007500

型式
Type

直型
Straight

弯曲型
Curved

全長
Length 520mm 400mm

質量
Weight

約500g
500g approx.

約450g
450g approx.

材質
Material

共通替刃：鋼鉄　柄：樹脂製、ステンレス 
Blade：Steel   Grip：Plastic, SUS

◆動物用一般医療機器

歯ろ 馬用
Tooth rasp for horse

馬の整歯（やすりで歯の表面を削る）に使用します。
軽量で操作しやすい替刃式の歯やすりです。

For tooth treatment (grinding the surface) for horse
Lightweight and easy to use with exchangeable blades.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 05007002

型式
Type

替刃
Blade

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 82×25×17mm

材質
Material

鋼鉄
Steel

直型
Straight

弯曲型
Curved

共通替刃
Blade

別売部品　Option

歯科器械　Dental instruments
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◆動物用一般医療機器

開口器 牛用
Mouth opener for cattle

牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテ
ル挿入および薬液投与等の処理を安全に行います。

Safely keep the mouth open for oral treat-
ment, catheter insertion, or drug administra-
tion etc.

コード番号
Code No. 05003200

サイズ
Size 240×90mm

質量
Weight 380g

材質
Material

アルミニウム
Aluminium

歯科器械　Dental instruments
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去勢器械
Castrating instruments

去勢鉗子　Castration forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 122
去勢鉗子 ザンド固定用　Castration forceps for holding spermatic cord ･･････････････････････････････････ 122
無血去勢器 バリメックスⅡ　Bloodless castrator, BalimexⅡ ･･････････････････････････････････････････････ 123
捻転式去勢器 243式　Torsion castorator 243 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 123
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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)

去勢器械　Castrating instruments
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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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治療用設備機器
Treatment/examination equipment

無影灯 スタンドタイプ　Surgical light, stand type ････････････････････････････････････････････････････････ 126
無影灯 設置式　Ceiling surgical light ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 127
どこでもオペ　Movable operation table ････････････････････････････････････････････････････････････････ 128
スネル空気圧式大動物手術台　Snell Pneumatic large animal operation table ･････････････････････････････ 129
大動物診療台　Examination table for large animal ･････････････････････････････････････････････････････ 130
解剖台　Dissecting table ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 131
大動物用 解剖台　Dissecting table for large animal ･････････････････････････････････････････････････････ 132
平打縄　Flat rope ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 133
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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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産科器械
Obstetrical instruments

キューン産科挺　Kuhn's obstetrical crutch (without grip) ････････････････････････････････････････････････ 136
胎児推退器　Repeller ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 136
長鋭鈎　Long sharp hook ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 137
導縄器　Rope introducer ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 137
長柄截胎刀　Long cutting hook ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 138
ツギ柄（共通把柄）　Common grip ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 138
開閉産鈎 ショットラー　Schottler obstetric claw hook ･･･････････････････････････････････････････････････ 139
短産鈎　Obstetric short hook ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 139
助産器 牛用（ワイヤー式）Ⅱ　Calf puller, wire type Ⅱ ････････････････････････････････････････････････････ 140
カーフセーバー（牛用）　Calf puller ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 141
チゲーゼン截胎器　Wire saw embryotome. Thygesens ･････････････････････････････････････････････････ 142
線鋸　Wire saw ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 142
助産器 豚用　Piglet puller ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 143
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◆動物用一般医療機器

キューン産科挺
Kuhn's obstetrical crutch（without grip）

◆動物用一般医療機器

胎児推退器
Repeller

大動物の産科手術に使用します。
ツギ柄（共通把柄）に取りつけて、Ｕ字部先端穴に産科縄を装
着して使用します。
胎子を推退する場合に、子宮内に挿入してU字部を頭位、関節
等に固定でき、挺がはずれにくいため整復、牽引、推退に使用
します。

ツギ柄（共通把柄）に取りつけて、胎子を子宮内に推退する時
に使用します。

For the obstetrical surgery of large animal.
Connect this crutch to the common grip. Insert into 
uterus, and use to tract or repose the unborn calf, 
hooking the U-part on its head or joints.

Connect the common grip. To be used to tract the 
unborn calf from uterus.

コード番号
Code No. 08005000

サイズ
Size 400mm

質量
Weight 265g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 08006000

サイズ
Size 260mm

質量
Weight 165g

材質
Material

ステンレス
SUS
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◆動物用一般医療機器

長鋭鈎
Long sharp hook

◆動物用一般医療機器

導縄器
Rope introducer

ツギ柄（共通握柄）に取りつけて、胎子が手等で抽出が困難な
場合に、鈎を眼窩、口角、頸筋等にかけて、抽出する時に使用
します。

胎子に手が届かず直接縄をかけることが困難な場合に、ツギ柄
 （共通握柄）に取りつけて、先端部穴に産科縄を装着して、子宮
内に挿入して縄を誘導する時に使用します。

To be connected to the common grip. Hook it on the 
unborn calf mouth or neck muscle to pull out, when 
it is difficult to pull by hands.

Connect the common grip. To be used when it is diffi-
cult to directly bind the calf. It is inserted into uterus, 
fitting the rope into the point hole.

コード番号
Code No. 08007000

サイズ
Size 265mm

質量
Weight 160g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 08009000

サイズ
Size 250mm

質量
Weight 145g

材質
Material

ステンレス
SUS
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◆動物用一般医療機器

長柄截胎刀
Long cutting hook

胎子の抽出が困難な場合、ツギ柄（共通握柄）に取りつけ、胎
子を切断するために使用します。

Connect the common grip. To be used to cut the un-
born calf, when it is difficult to pull out.

コード番号
Code No. 08010000

サイズ
Size 270mm

質量
Weight 125g

材質
Material

鋼鉄、メッキ
Steel, plated

● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

コード番号
Code No. 08011000

サイズ
Size 410mm

質量
Weight 360g

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

ツギ柄（共通把柄）
Common grip

各種産科用器具（キューン産科挺・胎児推退器・長鋭鈎・導縄
器・長柄截胎刀）に取りつけて使用する共通の把柄です。

Common handgrip to be used with various obstetri-
cal tools such as Kuhn's obstetrical crutch, Repeller, 
Long sharp hook, Rope introducer, and Long cutting 
hook.
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◆動物用一般医療機器

開閉産鈎 ショットラー
Schottler obstetric claw hook

◆動物用一般医療機器

短産鈎
Obstetric short hook

難産時の整復、死産等の場合に、先端鈎部を開閉して胎子に
かけてロープやクサリ等を用いて牽引、抽出する時に使用し
ます。

大動物の産科手術時に小孔部に縄等を結び付けて
使用します。
胎児が手または綱で整復、摘出が困難な場合に鈎部
を胎児に引っかけて牽引します。

To be used with rope on its hole at obstetri-
cal surgery for large animal.
Hook on the unborn calf to retract.

To be used to tract or pull out the calf, using rope or 
chain, in case of hard delivery or still birth.

コード番号
Code No. 08012000

サイズ
Size 170mm

質量
Weight 100g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 08018100 08018200

型式
Type

JK　鋭
JK　Sharp

JK　鈍
JK　Blunt

サイズ
Size 80×32mm 80×35mm

材質
Material

ステンレス
SUS

JK　鋭
JK　Sharp

JK　鈍
JK　Blunt
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コード番号
Code No. 08025800

サイズ
Size

約1,000mm
1,000mm approx.

質量
Weight 285g

材質
Material

ステンレス
SUS

助産器 牛用（ワイヤー式）Ⅱ
Calf puller, wire type Ⅱ

牛の難産、分娩時に使用します。軟質ワイヤー製なので
容易に挿入ができます。
胎児の各部位にかけて牽引、娩出します。

To be used in the hard delivery of calf. Soft wire 
is easy to insert, and tract the parts of calf.
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カーフセーバー（牛用）
Calf puller

牛の難産、分娩時に使用します。
ロープを胎子の肢左右に掛けて、尻当て部を母牛尻部に固定
をして、ラチェットを前後させることで容易に胎子を牽引するこ
とが可能です。

For hard delivery of calf.
Tie the calf by rope, fix the round part of puller to 
buttocks. Operate the rachet forward or backward 
to tract the calf.

コード番号
Code No. 08025400 08025700

型式
Type HK2020 HK2060

仕様
Spec.

牽引調節固定
Fixed traction

牽引調節装置付
Attached with a traction modelator

サイズ
Size

約1,800mm
1,800mm approx.

質量
Weight

約4.5kg
4.5kg approx.

約6kg
6kg approx.

牽引調節固定
Traction adjustment

牽引調節装置付
Attached with a traction modelator

別売部品　Option
コード番号
Code No. 08025402

型式
Type

カーフセーバー用ロープ
Ropes

構成
Composition

2本入
2pcs

サイズ
Size

約760mm
760mm approx.  

カーフセーバー用ロープ
Ropes

別売部品　Option
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◆動物用一般医療機器

チゲーゼン截胎器
Wire saw embryotome. Thygesens

切胎術を行うための器具です。截胎器の内管に線鋸
を通し、線鋸の末端2本に握柄を取りつけて使用しま
す。截胎器を子宮内に挿入し、胎子体部に圧定して切
断します。

For embryotomy.
Thread the wire saw into the inner tube. 
Then, install grips to both end of wire saw. 
Introduce into uterus for embryotome.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 08013002

型式
Type

線鋸用握柄
Grip for wire saw

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated  

コード番号
Code No. 08013000

構成
Composition

本体　線鋸　線鋸用握柄
Main unit　Wire saw　Grip for wire saw

サイズ
Size 715mm

質量
Weight 1,045g

材質
Material

本体、握柄：黄銅、メッキ　線鋸：ステンレス
Main unit,  Grip for wire saw：Brass, plated   Wire saw：SUS

◆動物用一般医療機器

線鋸
Wire saw

細い鋼線を撚り合わせた鋸で、末端に握柄を取りつけて胎児
の各組織を切断するために使用します。チゲーゼン截胎器に
装着して使用します。

Twisted thin wires to make saw. To be used for em-
bryotome, installing 2grips in the both end of wire. 
Install on Thygesens embryotome.

コード番号
Code No. 08014000 08014500

型式
Type

線鋸
Wire saw

ボビベット線鋸
Bovivet wire saw

サイズ
Size

約2,600mm
2,600mm approx.

約10,000mm
10,000mm approx.

刃長
Blade length

約1,200mm
1,200mm approx.

約10,000mm
full length

質量
Weight 15g 約70g

70g approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

ボビベット線鋸
Bovivet wire saw

線鋸
Wire saw
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コード番号
Code No. 08026000

サイズ A
Size A

約460mm
460mm approx.

質量
Weight 310g

材質
Material

ワイヤー：ステンレス　柄：鋼鉄、メッキ
Wire：SUS　 Grip：Steel, plated

助産器 豚用
Piglet puller

豚の難産、分娩時に使用します。
容易に挿入できるように柄がついています。胎子を短
時間で娩出できます。

For hard delivery of piglets.
Easy to insert and pull them out in a short 
time.
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乳房治療用器械
Teat treatment instruments

Aチューブ（滅菌済）　A-tube indwelling teat cannula, sterilized ･････････････････････････････････････････ 146
導乳管 N　中　Milking tube N, Metal ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 146
乳頭切開器 SI式　Teat slitter, SI type ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 147
乳頭鋭匙　Tissues scraper for clogged teat ････････････････････････････････････････････････････････････ 147
乳頭套管針　Teat trocar ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 148
乳房炎治療用ペニシリン針　Teat injection cannula for penicillin ･････････････････････････････････････････ 148
乳房炎治療管　Infusion catheter for teat disease ･･･････････････････････････････････････････････････････ 149
サブヒール ジョイナー付　Teat protection ring Sub-heel ･････････････････････････････････････････････････ 149
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◆動物用一般医療機器

Aチューブ（滅菌済）
A-tube indwelling teat cannula, sterilized

◆動物用一般医療機器

導乳管 N　中
Milking tube N, Metal

牛の各種乳頭病変の排乳障害（乳頭口狭窄、乳漏
等）の治療に使用します。
衛生的で、挿入棒を使用することで容易に挿入がで
きます。
電子線滅菌されておりますので単回使用です。

For treatment of milking disorder (stenosis, 
milk leakage etc.).
Hygienic and easy to insert the tube with en-
closed stick.
Sterilized by electron beam irradiation. For 
single use.

牛の各種乳頭病変の排乳障害等の治療に使用します。
挿入部先端に孔が2ヵ所、基部に埋没防止のツバがつ
いています。

For treatment of milking disorder.
There are 2 holes on the point edge. A brim 
prevents the tube being buried in teat.

コード番号
Code No. 09019300

構成
Composition

Aチューブ　 差込栓×24　カバー　 挿入棒
A tube　Insertion plug×24　A tube cover　 Insertion stick

材質
Material

Aチューブ：シリコン　差込栓：ポリカーボネート　カバー：ポリエチレン　挿入棒：ポリカーボネート
A tube：Silicon　Insertion plug：Polycarbonate　A tube cover：Polyethylene　Insertion stick：Polycarbonate

コード番号
Code No. 09012400

型式
Type

中
Medium

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size φ3×72mm

材質
Material

ステンレス
SUS
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◆動物用一般医療機器

乳頭切開器 SI式
Teat slitter, SI type

◆動物用一般医療機器

乳頭鋭匙
Tissues scraper for clogged teat

乳管狭窄、乳頭硬化、乳管炎等の治療時に乳管内の
肥厚部組織を取り除きます。

Remove intramammal thickened tissues in 
the case of lactiferous duct stenosis, galac-
tophoritis, etc.

乳頭狭窄時に乳頭管内膜の肥厚部組織、付着している異物等
の除去を先端匙部で除去します。

Remove the thickened tissue or adhering substance 
in case of clogged teat.

コード番号
Code No. 09025000

サイズ
Size

φ4×158mm（挿入部：90mm）
φ4×158mm (Insert length：90mm)

刃長
Blade length 10mm

質量
Weight 15g

材質
Material

刃部：ステンレス　 本体：黄銅、メッキ
Blade：SUS
Main part：Brass, plated

コード番号
Code No. 09028000 09029000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

160mm（挿入部：125mm）
160mm (Insert length：125mm)

匙部幅
Tip width 3mm 2.5mm

質量
Weight 19g 18g

材質
Material

挿入部：ステンレス　柄：黄銅、メッキ
Insert part：SUS Grip：Brass, plated

大
Large

小
Small

※先端拡大写真
*Enlarged photo of tip

販売
中止

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

乳頭套管針
Teat trocar

乳頭管内膜が癒着、閉鎖して鋭匙の挿入が困難な場合に、乳
頭管中央部を穿刺して拡張します。

乳房炎治療用の抗生物質、治療薬液を乳管内に注射注入する
場合に使用します。

When it is difficult to insert the scraper due to adhe-
sion of intramammal tissue, pierce and enhance the 
route by this trocar.

For injection of antibiotics, liquid medicine for teat 
treatment.

コード番号
Code No. 09030000

サイズ
Size

套管部：φ2×135mm　穿刺部：φ1.5×160mm
Outer cylinder：φ2×135mm　Needle：φ1.5×160mm

挿入部
Insert length

105mm（刃長：14mm）
105mm (Blade：14mm)

質量
Weight 20g

材質
Material

柄：黄銅、メッキ　外筒、穿刺部：ステンレス
Grip：Brass, plated   Outer cylinder, Needle：SUS

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療用ペニシリン針
Teat injection cannula for penicillin

コード番号
Code No. 09034000

型式
Type

細　10基
Small   10Base

入数
Contents

12本
1dozen

サイズ
Size φ2×55mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated
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乳頭口の狭窄時、乳漏等に使用します。
注射筒10先、ゴム管等を接続して薬液、油剤等を注入できます。

For treatment of lactiferous duct stenosis, milk leak-
age, etc. Connect with syringe (point 10), rubber tube, 
etc. for administration of liquid medicine.

◆動物用一般医療機器

乳房炎治療管
Infusion catheter for teat disease

コード番号
Code No. 09035000

型式
Type

太
Large

サイズ
Size φ3×60mm

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

コード番号
Code No. 09043000

構成
Composition

本体×2　ジョイナー×8
Main part×2　Joiner×8

サイズ
Size（Outside.Innerside.Thickness） φ190×φ80×23mm

質量
Weight

約100g
100g approx.

材質
Material

ポリウレタン
Polyurethane

サブヒール ジョイナー付
Teat protection ring Sub-heel

乳牛の乳房踏傷防止のため、左右後脚に取りつけて使用
します。
分娩後約10日から泌乳期2～3ヵ月まで装着することをお
勧めします。

For prevention of damaging teat by stepping on it. 
To be installed in both hind legs.
Recommended to use from 10days to 2-3months 
after delivery.
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投薬・浣腸用器械
Dosing and irrigation instruments

投薬カテーテル　Dosing catheter ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 152
鼓脹症用カテーテル（太 牛用）　Stomach catheter for bovine bloat ･･･････････････････････････････････････ 152
胃カテーテル　Stomach catheter ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 153
尿道カテーテル　Urethral catheter ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 153
イルリガートル　Irrigator ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154
イルリガートル台　Irrigator stand ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154
ストマックチューブⅡ　Stomach tubeⅡ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 155
哺乳瓶　Plastic nursing bottle for calf ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 155
投薬器 子馬用　Dosing syringe for colt  ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 156
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◆動物用一般医療機器

投薬カテーテル
Dosing catheter

◆動物用一般医療機器

鼓脹症用カテーテル（太 牛用）
Stomach catheter for bovine bloat

牛、馬用の経鼻投薬に使用するカテーテルで、鼻孔内から挿入
し薬液はガートル等を使用して送液します。

Dosing catheter for cattle and horse. Insert it from 
nostril to apply liquid medicine.

牛の第1胃（急性鼓脹症）に使用するカテーテルで、
鼻孔内から挿入して使用します。先端形状は横穴（2
穴）式です。

Catheter for the treatment of rumen (acute 
bloat) of cattle. To be inserted from nostril.
Two side holes in the end of catheter.

コード番号
Code No. 10005000 10008000

型式
Type

中、横穴
Medium/side hole

中、先穴
Medium/point hole

サイズ
Size

φ12.5×1,300mm（内径：φ6.5mm）
φ12.5×1,300mm (Inside：φ6.5mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

コード番号
Code No. 10010000

サイズ
Size

φ14×2,000mm（内径：φ7mm）
φ14×2,000mm (inside：φ7mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

中、先穴
Medium/point hole

横穴
Side hole

先穴
Point hole

横穴
Side hole

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments
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◆動物用一般医療機器

尿道カテーテル
Urethral catheter

◆動物用一般医療機器

胃カテーテル
Stomach catheter

牛、馬の尿閉、尿結石、膀胱洗浄、尿検査の採尿等に使用します。

For bladder stones treatment, bladder washing and urine 
collection, etc. for cattle and horse.

急性胃拡張等、胃の内容物排出や胃洗浄に使用し
ます。

For gastric evacuation or lavage due to acute 
gastric dilatation, etc.

コード番号
Code No. 10020000 10021000

サイズ
Size

φ7×900mm（内径：φ4mm）
φ7×900mm (inside：φ4mm)

φ7×1,500mm（内径：φ4mm）
φ7×1,500mm (inside：φ4mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

コード番号
Code No. 10012000

サイズ
Size

φ22×2,000mm（内径：φ15mm）
φ22×2,000mm (inside：φ15mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

横穴
Side hole

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments
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◆動物用一般医療機器

イルリガートル
Irrigator

リンゲル液、生理食塩水の点滴、洗浄液を大量に送液する場
合、カテーテル等に接続して使用します。

For irrigation of Ringer solution, physiological saline, 
etc.

コード番号
Code No. 10035000 10036000

サイズ
Size

樹脂製　2L
Plastic　2L

樹脂製　1L
Plastic　1L

構成
Composition

本体　シリコン管1.5m　ピンチコック
Main unit   Silicone tube 1.5m   Pinch cock

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10037000 10038000

型式
Type

シリコン管　1.5m
Silicone tube 1.5m

ピンチコック
Pinch cock

樹脂製　2L
Plastic　2L

イルリガートル台
Irrigator stand

イルリガートル、輸液バック等を2個吊り下げるため
に使用します。伸縮式でキャスターが付属している
ため、移動も簡単です。

Hung two irrigators, or infusion bags, etc.
Casters provided. Height adjustable.

コード番号
Code No. 10040000

サイズ
Size

高さ1,200～1,800mm
H：1,200～1,800mm

質量
Weight

約4kg
4kg approx.

シリコン管　1.5m
Silicon tube 1.5m

ピンチコック
Pinch cock

別売部品　Option

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments
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接続具
Connector

◆動物用一般医療機器

ストマックチューブⅡ
Stomach tubeⅡ

子牛への初乳・補液・薬剤等の経口投与が簡単確実にできま
す。液送管と継ぎ管がワンタッチで接続できるようになり、従
来品と比較して使い勝手が向上しました。

For oral intake of fluid feeding and medicine for calf. 
Improved efficiency with easy connection of tubes.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10070001 10070002 10070003 10070004

型式
Type

薬液バック
Fluid vessel

投与管
Dosing tube

チューブコック
Tube cock

接続具
Connector

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

ポリプロピレン
PP

ポリアセタール
Polyacetal

ポリカーボネート
Polycarbonate

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10050101

型式
Type

哺乳瓶用乳首
Nipple

哺乳瓶
Plastic nursing bottle for calf

ポリエチレン瓶にゴム乳首がついています。子牛の補乳、補液
等に使用します。

Rubber nipple provided.
For nursing of calves with milk, etc.

コード番号
Code No. 10070000

構成
Composition

薬液バック（液送管付属）　投与管（継ぎ管付属）
チューブコック　接続具 
Fluid vessel 　Fluid tube 　Dosing tube

サイズ
Size

チューブ：1,650mm（投与管：420mm）　
薬液バック：550×210mm（容量：2L）
Tube：1,650mm (Dosing tube：420mm) 
Fluid vessel：550×210mm (Capacity：2L)

質量
Weight

約220g
220g approx.

チューブコック
Tube cock

投与管先端部
End of dosing tube

コード番号
Code No. 10050100

構成
Composition

哺乳瓶（容量2L）　乳首
Bottle (Capacity2L)　Nipple

サイズ
Size

φ125×350mm（乳首：φ22×90mm）
φ125×350mm (Nipple：φ22×90mm)

質量
Weight 190g

材質
Material

容器：ポリエチレン　乳首：天然ゴム
Bottle：Polyethylene　Nipple：Natural rubber

哺乳瓶用乳首
Nipple

別売部品　Option

別売部品　Option

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments
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◆動物用一般医療機器

投薬器 子馬用
Dosing syringe for colt

水溶性薬物を容易に、口腔内に直接投薬ができるように
金属製ノズルがついています。

Metal nozzle provided for direct dosing of liquid 
soluble medicine into mouth.

コード番号
Code No. 10060000

構成
Composition

先端ノズル　専用ポンプ（50mL） 
Nozzle  Pump

サイズ
Size

160mm（先端ノズル：φ11.5×115mm）
160mm (Nozzle：φ11.5×115mm)

材質
Material

ポンプ：PP　ノズル：黄銅、メッキ
Pump：PP　Nozzle：Brass, plated

別売部品　Option
コード番号
Code No. 10060001 10060002

型式
Type

子馬用ポンプ
Pump

子馬用Oリング
O-ring

材質
Material

ポリプロピレン
PP

合成ゴム
Synthetic rubber

投薬・浣腸用器械　Dosing and irrigation instruments
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注射器・注射針
Syringes and injection needles

マイエル注射器（金属製）　Metal Syringe ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 158
動物用注射器（ガラス製）　Glass Syringe  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 158
プレキシシリンジ　Plastic Syringe  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 159
ピスター1A　Automatic syringe, Pistor 1A  ･････････････････････････････････････････････････････････････ 159
日生研式連続注射器　Automatic syringe, Nisseiken-Type  ･･･････････････････････････････････････････････ 160
連続注射器 N-Ⅲ型　Automatic syringe, N-Ⅲ type ･･････････････････････････････････････････････････････ 160
シュンター N/シュンター SⅡN　Automatic syringe, Shunter N/Shunter SⅡN ･･････････････････････････････ 161
アクアピスターⅢ　Automatic syringe for fishery, Aquapister ････････････････････････････････････････････ 161
TSK動物用滅菌済採血コンテナー　TSK Blood container with needle ･････････････････････････････････････ 162
動物用注射針　Injection needle for veterinary  ･･････････････････････････････････････････････････････ 163・164
注射針規格表　Needle gauge standard table  ･･････････････････････････････････････････････････････････ 163
クイッカー　Fluid transfer adapter, Quicker ････････････････････････････････････････････････････････････ 165
アダプター　Adaptor for syringe and needle ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 165
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コード番号
Code No. 11001100 11003000 11004000 11005000

容量
Capacity 1mL 5mL 10mL 20mL

目盛
Scale 0.1mL 0.5mL 1mL 2mL

針先
Needle point

5先
5point

10先
10point

Ⅱ型 10先
TypeⅡ 10point

質量
Weight 105g 145g 220g 265g

● 各部品は、部品表でご確認ください。　
Please contact us for the spare parts list.

コード番号
Code No. 11013001 11017100 11013500 11013400 11021000

容量
Capacity 10mL 20mL 50mL 100mL

目盛
Scale 0.5mL 1mL 2mL

針先
Needle point

10先 横口
10point  side outlet

50先 横口
50point  side outlet

10先 横口
10point  side outle

50先 横口
50point  side outlet

質量
Weight 40g 100g 220g 365g 340g

材質
Material

耐熱・耐薬品ガラス
Borosilicate glass

◆動物用一般医療機器

マイエル注射器（金属製）
Metal Syringe

◆動物用一般医療機器

動物用注射器（ガラス製）
Glass Syringe

動物に使用する専用の注射器です。外筒は金属製、内筒（注射
液吸引部）はガラス製です。堅牢、使いやすい構造になってい
ます。
Ⅱ型は注射先部を回すだけで、注射針を簡単に固定、脱着でき
る構造になっています。
※Ⅱ型は、針先（10先）と外筒が一体構造になっていて、分解できません。

動物用注射針の装着は、針先・基同一規格品のみ接続可能
です。

Injector exclusive for animal. Outer cylinder is made 
of metal, inner cylinder (suction part) is made of 
glass. Durable and easy handling.
Type II has a structure for easier fixing of needle by 
simply rotating the top part of injector.
*Outer cylinder of Type II is incorporated with needle point, and 
not detachable.

Please confirm the needle basis size to connect to 
the syringe.

1mL 5mL

10mL

20mL

20mL 50mL 100mL 100mL10mL

注射器・注射針　Syringes and injection needles
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コード番号
Code No. 11010500 11010600

容量
Capacity 10mL 20mL

目盛
Scale 2mL 5mL

針先
Needle point

10/5先
10/5point

質量
Weight 90g 95g

材質
Material

ポリカーボネート
Polycarbonate

コード番号
Code No. 11032800

構成
Composition

本体　シリコン管　吸引針
Main unit  Silicon tube  
Suction needle

容量
Capacity 1.0mL

目盛
Scale 0.2mL

針先
Needle point

5先
5point

質量
Weight 160g

◆動物用一般医療機器

プレキシシリンジ
Plastic Syringe

◆動物用一般医療機器

ピスター1A
Automatic syringe, Pistor 1A

ポリカーボネート樹脂製で、破損しづらく、煮沸消毒
が可能です。
10基、5基注射針の接続が可能です。

Made from polycarbonate plastic.
Durable, can be disinfected by boiling. 2 
needle base size included (point 10, point 5).

薬液瓶と吸引口をシリコンチューブで接続し注射液
量を調節した後、レバー操作を繰り返すことで、連続
注射（吐出）ができます。

For automatic injection by pulling trigger af-
ter connecting the vial with silicon tube and 
adjusting the injection volume.

10mL

20mL

注射器・注射針　Syringes and injection needles
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コード番号
Code No. 11031000

容量
Capacity 0.3mL

目盛
Scale 0.02mL

針先
Needle point

5先
5point

質量
Weight 135g

コード番号
Code No. 11060100 11060200

容量
Capacity 10mL 30mL

目盛
Scale 0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0mL 

針先
Needle point

10先
10point

質量
Weight 430g 480g

◆動物用一般医療機器

日生研式連続注射器
Automatic syringe, Nisseiken-Type

◆動物用一般医療機器

連続注射器 N-Ⅲ型
Automatic syringe, N-Ⅲ type

鶏用のワクチン接種に使用する金属製注射器です。
薬液瓶と吸引口をシリコンチューブで接続し注射液
量を調節した後、レバー操作を繰り返すことで連続注
射（吐出）ができます。

Metal syringe for poultry vaccination.
For automatic injection by pulling trigger af-
ter connecting the vial with silicon tube and 
adjusting the injection volume.

針先より薬液を吸引し注射液量ダイヤルを回転して調整した後、レバ
ー操作を繰り返すことで連続注射（吐出）ができます。

Suction liquid medicine from the needlepoint and adjust 
injection volume by dial rotation. Automatic injection by 
pulling the trigger.

10mL

30mL

注射器・注射針　Syringes and injection needles
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コード番号
Code No. 11045000 11046000

型式
Type

シュンターN
Shunter N

シュンターSⅡN
Shunter SⅡN

容量
Capacity 1mL 2mL 

目盛
Scale 0.2mL 0.5mL

針先
Needle point

10先
10point

10先※
TypeS 10point*

薬液バイアル
Drugbottle 30mL 100mL

質量
Weight 340g 420g

※SⅡN型は針先とバレルカバーが一体構造になっています。
*Shunter SⅡN has a needle tip and barrel cover that are integrated.

コード番号
Code No. 11038100 11038200

型式
Type

i.p　腹腔内接種用
intraperitoneal (i.p)

i.m　筋肉内接種用
intramuscular (i.m)

容量
Capacity 0.2mL 

目盛
Scale 0.02mL

針先
Needle point

5先
5point

質量
Weight 135g 140g

◆動物用一般医療機器

シュンター N/シュンター SⅡN
Automatic syringe, Shunter N/Shunter SⅡN

◆動物用一般医療機器

アクアピスターⅢ
Automatic syringe for fishery, Aquapister

薬液瓶を瓶ホルダーに装着して、注射薬液量を調整した後、レバー
操作を繰り返すことで、連続注射（吐出）ができます。

Mount the vial to the holder, adjust the injection volume, 
then it is ready for automatic injection.

水産用ワクチン接種の注射器として使用します。薬液瓶と吸引口を
シリコンチューブで接続して注射液量を調整すれば、連続して定量を
注射できます。
腹腔内接種用（i.p）と筋肉内接種用（i.m）の2種類があります。

Vaccination syringe for fishery. 
Connect the vial by silicon tube and adjust the injection 
volume. Then it works as an automatic syringe. Two types 
available, for intraperitoneal vaccination (i.p) and intra-
muscular vaccination (i.m).

シュンターN
Shunter N

シュンターSⅡN
Shunter SⅡN

i.p　腹腔内接種用
intraperitoneal (i.p)

i.m　筋肉内接種用
intramuscular (i.m)

注射器・注射針　Syringes and injection needles
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コード番号
Code No. 11150000 11151000

型式
Type

7cm採血針付
7cm with blood sampling needle

10cm採血針付
10cm with blood sampling needle

入数
Contents

150本
150pcs

容量
Capacity 10mL

採血針
Blood needle φ1.1×70mm φ1.1×100mm

◆動物用一般医療機器

TSK動物用滅菌済採血コンテナー
TSK Blood container with needle

馬、牛、豚の採血に使用します。
注射針と注射筒が、滅菌袋にセットされているので衛
生的に使用できます。採血後は、付属のゴム栓をして
遠心分離機にかけることができます。

For blood sampling from horse, cow and pig.
Needle and syringe provided in sterilization 
bag. After blood sampling, put the enclosed 
rubber cap for centrifugation.

注射器・注射針　Syringes and injection needles
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◆動物用一般医療機器

動物用注射針
Injection needle for veterinary

Injection needle for veterinary with met-
al or plastic needle base. For needle ba-
sis size is 1, 5 or 10.

動物用金属基、樹脂基注射針です。使用目的に合
わせた規格をそろえています。注射器との接続は
針先と針基が同一規格に対応しています。（1基
＝1先、5基＝5先、10基=10先）

1.0×7mm

0.5×4mm 0.7×12mm

2.2×40mm

1.6×40mm 1.6×20mm

1.8×25mm 1.8×17mm

0.7×11mm 0.5/0.8
×13mm

コード番号
Code No.

品名
Model

型式
Type

サイズ（外径×長さ）
Size φ×Length

針基
Needle
base

ゲージ
Gauge

単位
Unit

11102100
動物用注射針5基針
Needle, base 5

1.0×7mm

5

19

1ダース
1dozen

11102200 1.0×10mm

11102300 1.0×12mm

11102400
動物用注射針炭疽針
Anthrax 
intradermal needle

0.7×11mm 22

11102500
動物用注射針
二段針5基針
Double needle, 
base 5

0.5/0.8×13mm 25/21

11122600
動物用注射針樹脂基針
滅菌済 TB用 1基
TB needle with 
plastic base, base 1

TB用
for TB 1

11122800
動物用注射針樹脂基針
滅菌済 TB用 5基
TB needle with
plastic base 5 

TB用
for TB 0.5×4mm

5

25
1グロス
1gross

11122900
動物用注射針樹脂基針
Needle with
plastic base 5

鶏用
for poultry 0.7×12mm

22

11119000 動物用注射針5基針
Needle, base 5

日生研
for
Nisseiken

0.7×20mm

1ダース
1dozen

11102900

動物用注射針10基針
Needle, base 10

2.2×40mm

10

11103000 極太
extra thick 1.8×40mm

15

11103100 1.8×27mm

11103200 1.8×25mm

11103500
極太短
extra thick
short

1.8×20mm

11103600 1.8×17mm

11104000 太
thick 1.6×40mm

16
11104300 1.6×25mm

11104500 太短
thick short 1.6×20mm

11104600 1.6×15mm

11104700 1.5×25mm

11105500 1.4×20mm 17

径　φmm 0.51 0.55 0.63 0.71 0.81 0.88 1.06 1.26 1.48 1.61 1.81 2.11 2.41 2.76 

ゲージ　No. 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

注射針規格表（外径 Outer diameter）
Needle gauge standard table

※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

販売中止
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◆動物用一般医療機器

動物用注射針
Injection needle for veterinary

Injection needle for veterinary with metal 
or plastic needle base. For needle basis 
size 1, 5 or 10.

動物用金属基、樹脂基注射針です。使用目的に合
わせた規格をそろえています。注射器との接続は
針先と針基が同一規格に対応しています。（1基＝1
先、5基＝5先、10基=10先）

コード番号
Code No.

品名
Model

型式
Type

サイズ（外径×長さ）
Size φ×Length

針基
Needle
base

ゲージ
Gauge

単位
Unit

11106000

動物用注射針10基針
Needle, base 10

細
thin 1.2×40mm

10

18

1ダース
1dozen

11106100 1.2×15mm

11106300 1.0×12mm
19

11106400 1.0×10mm

11110000 動物用注射針豚針
Veterinary 
injection 
needle for swine

太
thick 1.8×30mm 15

11111000 細
thin 1.6×30mm 16

11112100 子豚針
Piglet needle

A 1.2×25mm 18

11112300 C 1.0×15mm 19

11115000
動物用注射針狂犬針
Rabid dogs needle

太
thick 1.2×20mm 18

11116000 細
thin 1.0×20mm 19

11123000 動物用注射針筋肉針
Intramusclar
injection needle

太
thick 1.6×75mm 16

11124000 細
thin 1.2×75mm 18

11125000

採血針
Blood collection 
needle

太
thick 2.2×50mm

11126000 細
thin 1.8×50mm 15

11131000
ルンバル針
runbal
needle

1.2×100mm

18

11131500
ルンバル針 太
runbal
needle

1.2×120mm

11134500

セーフティ針
Safety needle

中豚用 中短
for pig
mid short

1.6×20mm 16

10入
10pcs

11132000 成豚用 太
for pig thick

1.8×30mm
15

11133000 1.8×38mm

11134000
仔豚用 細
for piglet
thin

1.2×20mm 18

11160000

水産用注射針
for Fisheres needle

0.4×3mm

5

27

11161000 0.5×4mm
25

11162000 0.5×5mm

11163000 0.7×6mm
22

11164000 0.7×7mm

1.2×15mm

2.2×50mm

0.5×4mm

1.2×25mm

1.8×30mm

0.4×3mm

0.5×5mm

※写真は原寸大です。
*Photo at actual size
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アダプター
Adaptor for syringe and needle

クイッカー
Fluid transfer adapter, Quicker

各種注射器の針先変換アダプターとして使用できます。 Adaptor to connect the syringe with different size of 
needle basis.

両側に針がついていて凍結乾燥製剤の溶解時に使用します。
金属製なので滅菌ができます。

The adapter with needles both side to be used for 
dissolving the freeze-dried vaccine. Autoclavable.

コード番号
Code No. 11138000 11139000 11140000 11140100 11140200 11140400

型式
Type

10基 10先 普通
10base 10point

10基 10先 ロック
Luer lock
10base 10point

50基 10先
Luer lock
50base 10point

10基 5先 普通
10base 5point

10基 5先 ロック
Luer lock
10base 5point

5基 10先 ロック
Luer lock
5base 10point

針基
Base

10基 普通
10point

10基 ロック
10point

50基 ロック
50point

10基 普通
10point

10基 ロック
10point

5基 ロック
5point

針先
Point 10 5 10

材質
Material

黄銅、メッキ
Brass, plated

● コード番号11140100につきましては、在庫品のみの販売です。　Code No11140100 While the stock lasts.

コード番号
Code No. 11135000

型式
Type

金属製
Metal

サイズ
Size

φ23×35mm (針長：12.0～12.5mm)
φ23×35mm (Needle length：12.0～12.5mm)

質量
Weight 45g

10基 5先 ロック
luer lock 10base 5point

10基 5先 普通
10base 5point

5基 10先 ロック
Luer lock 5base 10point

50基 10先
Luer lock 50base 10point

10基 10先 ロック
Luer lock 10base 10point

10基 10先 普通
10base 10point
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測定・登録機器
Measuring and identification instruments

牛体測定器/骨盤計　Stable gauge/Pelvismeter for cattle  ･･････････････････････････････････････････････ 168
テープメジャー　Tape measure ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 169
体重推定尺　Weighing tape for cattle ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 169
KM式黒毛和種子牛体重推定尺　Weighing tape for calf of Japanese Black, KM type ･････････････････････ 170
WOW！2 歩行通過型計量機　WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit ･････････････････････ 171
ツルーテスト　Weighing scale, Tru-Test  ････････････････････････････････････････････････････････････････ 172
計量台（ツルーテスト用）　Weighing platform for Tru-Test ････････････････････････････････････････････････ 173
個体識別体重計測システム　Cattle identification & weighing system ･････････････････････････････････････ 174
超音波家畜生体肉質測定装置　Ultrasound apparatus for meat quality measurement  ･････････････････････ 175
デジタル豚背脂肪厚計　Digital backfat meter for pig ････････････････････････････････････････････････････ 176
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牛体測定器/骨盤計
Stable gauge/Pelvismeter for cattle

牛の体測（体高、体長・胸幅・臗幅、尻長等）に使用します。

For measurement of cattle body（Height, body length, width, etc.）.

コード番号
Code No. 12002000 12004200 12005000

型式
Type

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle

和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計
Pelvismeter for wagyu

構成
Composition

測定棒（3本継ぎ）　固定定規
移動定規　収納ケース
Measuring rod (3pieces)
Moving ruler   Fixed ruler
Storage case

長尺（引出式）　Tカーソル定規
移動カーソル　収納ケース
Measuring rod   T-shape cursor ruler
Moving cursor   Storage case

本体　収納ケース
Main body   Storage case

サイズ（収納ケース）
Enclosed size 760mm 1,200mm 710mm

計測長
Measurable length 2,000mm 900mm

質量
Weight 2.4kg 2kg 1.57kg

仕様 日本ホルスタイン 登録協会制定品 全国和牛登録協会 制定品 全国和牛登録協会 制定品

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

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle

和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計
Pelvismeter for wagyu

測定・登録機器　Measuring and identification instruments
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コード番号
Code No. 12036000

計測長
Measurable length 3,000mm

質量
Weight 40g

テープメジャー
Tape measure

体重推定尺
Weighing tape for cattle

大、中動物の体側（胸囲、管囲等）に使用します。

For measuring abdomen of large and medi-
um size animal.

牛衡機がないところでも、容易に体重推測ができます。
乳牛用Aは胸囲を計測し、和牛用Aは胸囲、管囲、斜体長
を計測して推定体重を算出します。

Easy to estimate the weight of animals, without 
weighing machine.
Calculate each weight from the chest measure-
ment for “Dairy A”, from the chest, surrounding, 
and diagonal length for “Wagyu A”.

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

コード番号
Code No. 12007000 12009000

型式
Type

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

用途（推定体重）
Purpose
(Estimated weight)

ホルスタイン雌（43～1,056kg）
Holstein female (43～1,056kg)

肥育牛（雌：43～989kg　雄：43～1,024kg）
Fattening cattle
(Female：43～989kg   Bull：43～1,024kg)

計測長
Measurable length 0～2,700mm

質量
Weight 90g
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コード番号
Code No. 12008000

用途（推定体重）
Purpose

生後～10ヶ月程度の子牛（35～328kg）
Up to 10months calf (35～328kg)

計測長
Measurable length 0～1,600mm

質量
Weight 80g

KM式黒毛和種子牛体重推定尺
Weighing tape for calf of Japanese Black, KM type

子牛の胸囲を測定して体重推定に使用します。黒毛和種の
雌雄を問わず測定できます。

For estimation of the calf weight from the chest 
measurement.
For both male and female.
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コード番号 ロードバー（12027200）/インジケーター（12029002）/計量台（12029003）

型式 牛用

構成 ロードバー×2　インジケーター　計量台

サイズ ロードバー：全長600mm　インジケーター：205×220×74mm　計量台：2,500×780×900mm

質量 ロードバー：約12.4kg　インジケーター：約1.1kg　計量台：約150kg

バッテリー 最大15時間

温度範囲 操作時：－10～40℃　保管時：－20～35℃

測定精度 ±3%

● 受注生産品です。納期ご確認ください。

WOW！2 歩行通過型計量機
WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit

WOW!2は酪農大国ニュージーランドにて設計、製造された
「歩行通過型計量機」です。計量台に牛を歩行通過させること
で、体重を計測することができます。
ロードバーは完全防水で、厳しい作業環境にも対応できます。
インジケーターにメモリー機能があり、30,000データ記録で
きます。その他多彩な機能（平均、個体管理、合計、最小、最大
など）があります。

計量台

インジケーター

ロードバー
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コード番号
Code No. 12021000 12021100 12021200

型式
Type

S3‐600 子牛/豚用
for calf/pig

S3‐800 牛/馬用
for cattle/horse

S3-1010N 牛用
for cattle

構成
Composition

S3インジケーター　ロードバー×2
A set of indicator and load bar (2pcs)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 615×75×93mm 815×75×93mm 1,040×75×97mm

最大秤量
Max Weighing 2,000kg 3,000kg

最小表示
Min indication 0.5kg

● イージーウェイ7i のセット構成もあります。　Easy way 7i set is also available.

ロードバー（単位 1本）　Loadbar
コード番号
Code No. 12027200 12027300 12027800

型式
Type

ロードバー600
Load bar 600

ロードバー800
Load bar 800

ロードバー1010 HD5T
Load bar1010

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 615×75×93mm 815×75×93mm 1,040×75×97mm

質量
Weight 6.2kg 7.6kg 17.7kg

インジケーター　Indicator
コード番号
Code No. 12021001 12028701

型式
Type

S3インジケーター
S3 indicator

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator

構成
Composition

本体　ブラケット　USBケーブル
Main unit　Bracket　USB cable

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 177×50×128mm 204×73×241mm

電源
Power source

AC100V/ACアダプター（充電式）
AC100V/AC Adapter (Rechargeable)

質量
Weight 0.55kg 1.6kg

ツルーテスト
Weighing scale, Tru-Test

S3インジケーターは操作が簡単です。ロードバーを接続して電源を入れる
だけで、体重が3秒以内に表示されます。オートゼロ機能つきです。大型で
見やすいディスプレイそのままで本体は約半分の大きさになり、持ち運び
に便利です。防水防塵処理で過酷な環境に最適です。
イージーウェイ7iインジケーターは内部に100メモリーと15,000個の記
録ができます。USBケーブルでPCと通信でき、記録された測定データから
測定数・平均値・合計・最小値の統計データを確認することができます。

S3 indicator is simple to use, easy to read and accurate. Con-
nect with load bar and turn on the power. Then possible to 
weigh within 3 seconds. Fully portable weigh scale indicator. 
Auto-zero function provided. Rugged IP67 enclosure to with-
stand the toughest environments
EZweigh 7i indicator stores up to 100 weighing sessions and 
15,000 records. Connectable to the PC by USB cable to con-
firm statistical data such as average, total, minimum value 
from the recorded data.

ロードバー1010 HD5T
Loadbar1010

ロードバー800
Loadbar 800

ロードバー600
Loadbar 600

S3インジケーター
S3 indicator

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator
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コード番号
Code No. 12033060 ※特注　 12033010

型式
Type

S3-600用
for S3‐600

S3-800用
for S3-800

S3-1010N用
for S3-1010

仕様
Spec.

子牛/豚用
for calf/pig

牛/馬用
for cattle/Horse

牛用
for cattle

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 650×1,450×900mm ー 1,100×2,000×800mm

質量（車輪付き）
Weight（with wheels） 73.5kg (75kg) ー 123.5kg (125kg)

● 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. 

計量台（ツルーテスト用）
Weighing platform for Tru-Test

ツルーテスト（P.172）に使用する計量台です。子牛/豚用、牛/
馬用、牛用があります。
S3-800（牛/馬用）は特注対応です。その他特殊サイズも承り
ます。

A weighting platform for Tru-test.  S3-800 (for cattle/
horse) is custom made.
Other special sizes are also available.

※車輪はオプションです。
*Wheels are optional

S3-1010N用
for S3-1010

S3-600用
for S3‐600
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個体識別体重計測システム
Cattle identification & weighing system

牛に装着した個体識別標識をアンテナで読取り、牛の体重デー
タを管理するシステムです。専用の解析ソフトで各個体の体重
増減を日々確認できます。さらにアラート設定することで設定
時間内に個体識別標識が読取れていない牛の個体情報を通知
し、牛の体調不良を早期発見することに役立ちます。
※設置場所は1頭分隔離ができる場所に限定されます。

コード番号
Code No. ー

構成
Composition

体重計測インターフェース装置　個体識別アンテナ装置　体重計測装置（TRU-TESTイージーウェイ）　電子耳標
データ登録用ハンドリーダー　赤外線センサー　個体識別体重管理用専用解析ソフト
Weight measurement interface device   Individual identification antenna device
Weight measuring device (TRU-TEST Ez-Weigh)   Electronic ear tags   Hand reader for data registration
Infrared sensor   Dedicated analysis software

電源
Power source AC100V　50/60Hz

● 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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◆動物用一般医療機器

超音波家畜生体肉質測定装置
Ultrasound apparatus for meat quality measurement 

Visualize the properties of livestock meat in vivo by 
ultrasonund apparatus.
In combination with the exclusive probes, rib-eye 
area and murbling can be evaluated for fattening 
cow. Backfat measurement for female cow. rib-eye 
area and subcutaneous fat thickness measurement 
for pig.
The HS-2200V is a full-digital device with 12.1-inch 
color LCD monitor to get clear images.
The HS-1600V is a portable device, incorporates with 
battery.

超音波を用いて家畜生体内の形状、性状を可視化できます。肉
質測定プローブ（別売）を使用することで飼育牛ではロース芯
面積の測定、サシの判定。繁殖雌牛では背脂肪等各部位の厚さ
測定に使用します。また豚ではロース芯面積の測定、皮下脂肪
厚測定に使用します。
HS-2200Vはフルデジタルシステム、12.1型カラー液晶モニタ
ーを採用しており、鮮明でクリアーな画像が得られます。
HS-1600Vはコンパクトボディにバッテリー駆動のため、持ち
運びを容易にし、電源のない場所でも測定ができます。

超音波家畜生体肉質測定装置 本体　
Ultrasound apparatus for meat quality measurement Main part

コード番号
Code No. 12070300 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　エコーゼリー
Main unit   AC adapter
Charger   Battery pack
Shoulder strap   Jelly

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 sistem

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 4 stage   Recever Dynamic

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
ID　Date　Time　Probe type　Image direction　Range

計測機能
Function

距離　周囲長　面積　体積　ヒストグラム
Distance  Area  Perimeter  volume  Tendon%  Histogram

Gestational age  Speed  LV measurement

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　50/60Hz

質量
Weight

約11kg
11kg approx.

約3kg
3kg approx.

肉質測定用プローブ　
Meat quality probe

コード番号
Code No. 12071100 12072000

型式
Type HLV-4212M HLV-7212M

周波数
Frequency 3.0/2.0/1.5MHz

視野幅
Width 120mm

HS-2200V

HS-1600V

肉質測定用プローブ
Meat quality probe

別売部品　Option

測定・登録機器　Measuring and identification instruments
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デジタル豚背脂肪厚計
Digital backfat meter for pig

豚のボディコンディションを把握するための背脂肪厚を測定す
ることに使用します。測定データを999データまで本体に保存
できるため、台帳等に記載する手間が省けます。
6時間の充電時間で30時間駆動できます。

Measure the backfat thickness to understand the 
body condition of pigs.
Recordable up to 999 data in main unit. 
30 hours drive with 6 hours battery charging.

コード番号
Code No. 12066000

型式
Type DBI-1188

構成
Composition

本体　先端プローブ　専用ケーブル　充電ケーブル　キャリブレーション用テスター　アームベルト
Main unit   Probe   Connecting cable   Charging cable   Calibration tester   Arm belt

測定範囲
Measuring range 4～45mm

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：80×50×20mm　ケーブル：1,000mm
Main part：80×50×20mm   Cable：1,000mm

質量
Weight 70g

別売部品　Option
コード番号
Code No. 12066001 12066002 12066003 12066004 12066005

型式
Type

先端プローブ
Probe

専用ケーブル
Connecting cable

アームベルト
Arm belt

充電ケーブル
Charging cable

キャリブレーション用テスター
Calibration tester

測定・登録機器　Measuring and identification instruments
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耳標・標識
Eartags

オーエスキー耳標　Aujeszky's disease ear tag ･･････････････････････････････････････････････････････････ 178
カラータッグ/タッグパンチ　Color tag ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 178
PAタッグⅡ/装着パンチ　PA tag Ⅱ/Tag applicator ･･･････････････････････････････････････････････････････ 179
オージータッグ/装着パンチ　Aussie tag/Tag applicator ･･････････････････････････････････････････････････ 179
耳刻器　Ear notcher ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 180
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コード番号
Code No. 13021000 13022000

色
Color

緑
Green

黄
Yellow

サイズ
Size φ22×21mm

● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

オーエスキー耳標
Aujeszky's disease ear tag

カラータッグ/タッグパンチ
Color tag

オーエスキー病のワクチン接種豚を識別するために
装着します。

For recognition of vaccinated pigs for Aujesz-
ky's disease.

小型軽量の樹脂製の標識です。中小動物の個体識別
に使用します。専用のパンチで装着します。

Plastic compact and light weight tag for mid-
dle and small size animal. Applied with an 
exclusive applicator.

カラータッグ　Color Tag
コード番号
Code No. 12801000

型式
Type

丸型　豚/牛用
rounded　for pig/cattle

色
Color

赤　茶　青
Red  Blown  Blue

サイズ
Size φ22mm

装着パンチ　Applicator
コード番号
Code No. 12043000

型式
Type

タッグパンチ
Applicator

サイズ
Size 240mm

質量
Weight 480g

● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

耳標・標識　Eartags

178 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.



PAタッグⅡ　PA tag Ⅱ
コード番号
Code No. 12800600 12800700 12800800 12800400

型式
Type

登録用
FMセット　白
For egistration
FMset   White

登録用
FMセット　緑
For egistration
FMset   Green

登録用
FMセット　赤
For registration
FMset   Red

登録用
FMセット　青
For registration
FMset   Blue

● 印字は各種あります。お問い合わせください。　
There are various types of printing. Please contact us.

装着パンチ(オージータッグタッガーⅡ)
Applicator(Aussie tag tagger Ⅱ)

コード番号
Code No. 12090300

サイズ
Size

約250mm
250mm approx.

質量
Weight 375g

材質
Material

アルミニウム製
Aluminum

装着パンチ(オージータッグタッガーⅡ)
Applicator(Aussie tag tagger Ⅱ)

コード番号
Code No. 12090300

サイズ
Size

約250mm
250mm approx.

質量
Weight 375g

材質
Material

アルミニウム製
Aluminum

PAタッグⅡ/装着パンチ
PA tag Ⅱ/Tag applicator

オージータッグ/装着パンチ
Aussie tag/Tag applicator

（社）日本養豚協会指定品。豚の登録、証明用として使用します。

家畜の大きさによって使い分けができるように大きさが3種類
あり、各4色あります（注文時に色を選択してください）。印字
は熱箔押しで、汚れても個体識別が容易にできます。
専用のアプリケーター（オージータッグタッガーⅡ）で装着し
ます。

3 different size available according to animal size.
Numbers are printed with thermal foil, and easy to 
recognize even if the tag is getting dirt. 
Applied with an exclusive applicator.

Designated tag by Japan pork producers association. 
To be used for registration or certification of pigs.

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

色
Color

23875000 LM1　無番
LM1　Without number

50個
50pcs

白　黄　橙　緑
White  Yellow
Orange  Green

23877300 F1＋LM1 無番
F1＋LM1 Without number

23877400 F1＋LM1 有番
F1＋LM1 With number

23881200 F2＋LM1 無番
F2＋LM1 Without number

23881300 F2＋LM1 有番
F2＋LM1 With number

23881600 F3＋LM1 無番
F3＋LM1 Without number

23881700 F3＋LM1 有番
F3＋LM1 With number

● 在庫品のみの販売です。　While the stock lasts.

LM1 F2 F3

オージータッグタッガーⅡ
Aussie tag tagger Ⅱ

PAタッグⅡ
PA tag Ⅱ

耳標・標識　Eartags
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耳刻器
Ear notcher

豚を識別するために目的にあわせ耳部位に耳切をする器具です。
ストン型中は調整機能があるため、深さの調整ができます。

Easy to use to notch the pig ear for identification.
Stone M type has an adjustment function, the depth can 
be adjusted.

コード番号
Code No. 23060000 23061000 23062000

型式
Type

ストン型 中　U字
Stone M, U-shape

ストン型 中　V字
Stone M, V-shape

ストン型 小　V字
Stone S, V-shape

サイズ
Size 190mm 130mm

質量
Weight 200g 95g

切り口図
Cut ends

ストン型 中　U字
Stone type M, U

ストン型 中　V字
Stone type M, V

ストン型 小　V字
Stone type S, V

ストン型 中　U字
Stone type M, U

ストン型 中　V字
Stone type M, V

ストン型 小　V字
Stone type S, V

耳標・標識　Eartags
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消毒機器
Sterilizing equipment and instruments

FHK除菌革命生成装置　FHK water generator with bactericidal effect ･･･････････････････････････････････ 182
FHK除菌革命　FHK sterilization revolution ･････････････････････････････････････････････････････････････ 182
FHK除菌革命用噴霧器　Atomizer for FHK sterilization revolution ････････････････････････････････････････ 183
オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700　Autoclave ･････････････････････････ 184・185
ショーレックス滅菌袋　Disposable disinfection bags for EOG sterilizer ･･････････････････････････････････ 186
煮沸消毒器 携帯用　Portable boiling sterilizer ･･････････････････････････････････････････････････････････ 187
消毒貯槽（丸カスト）　Dressing drum ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 187
消毒盤　Sterilizing tray ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 188
消毒盤台　Sterilizing tray cart ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 188
指頭消毒器　Finger sterilizing antiseptic cotton case ･･･････････････････････････････････････････････････ 189
手洗鉢台/手洗鉢　Washing basin stand/Washing basin ････････････････････････････････････････････････ 189
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コード番号
Code No. 07100500

型式
Type NFF-100

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 300×155×430mm

除菌水供給流量
Supply flow rate

6.5L/分
6.5L/min

設定塩素濃度
Chlorine concentration 0～400ppm

質量
Weight 10.2kg

材質
Material

筐体：ステンレス
Case：SUS

● 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. 
● 炭酸ガス及びレギュレーターは別途ご用意ください。　Please prepare carbon dioxide and regulator separately. 

コード番号
Code No. 07100800 07100101 07100102

型式
Type

スプレーボトル（2本入）
Spray bottle (2pcs)

テナー
Box

容量
Capacity 300mL×2 10L 20L

塩素濃度
Chlorine
concentration

100ppm

● 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. 

別売部品　Option
コード番号
Code No. 07100501 07100502 07100503

型式
Type

専用レギュレーター
Dedicated regulator

専用原液
Undiluted solution

ガスボンベスタンド5kg用
Gas cylinder stand for 5kg

FHK除菌革命生成装置
FHK water generator with bactericidal effect

FHK除菌革命
FHK sterilization revolution

「FHK除菌革命」を生成する装置です。次亜塩素酸ナトリウムに二
酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた
除菌水の生成ができます。
電源不要なので、電源が確保できない場所にも設置ができます。

次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させ
ることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水で
す。使いやすいスプレータイプと大量に使用する場合
のテナータイプの2タイプがあります。

スプレーボトル
Spray bottle

テナー
Box

消毒機器　Sterilizing equipment and instruments
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コード番号
Code No. 07100600 07100206

型式
Type MX-200 AG-500S

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 215×175×327mm 470×2410×330mm

霧化量
Atomization amount

約300mL/時
300mL/h approx.

約4,200mL/時
4,200mL/h approx.

適用床面積
Applicable floor area

～約22m2

～22m2 approx.
～約300m2

～300m2 approx.

給水方式
Water supply system

タンク式（約4,000mL）
Tank type (4,000mL approx.)

外部タンク式（自動水位調整）
External tank type (automatic water level adjustment)

質量
Weight

約2kg（満水時約6kg）
2kg approx. (6kg when full) 12kg

● 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. 

別売部品　Option
コード番号
Code No. ー 07100201 07100202 07100203

型式
Type

AG-500S用タンクキット
Tank kit for AG-500S

AG-500S用延長ダクト
Extension duct for AG-500S

構成
Conposition

20Lタンク　接続ホース
20L tank Connection hose 0.5m 1ｍ 1.5ｍ

● 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. 

FHK除菌革命用噴霧器
Atomizer for FHK sterilization revolution 

FHK除菌革命等の弱酸性次亜塩素酸除菌水を超音
波振動子でミスト状にして空間へ放出します。各部品
は耐塩素仕様のため耐久性に問題はありません。
対象とする空間により2種類の規格から選ぶことがで
きます。

MX-200

AG-500S

消毒機器　Sterilizing equipment and instruments
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高圧蒸気を用いて器具などを短時間で滅菌します。滅菌
モードプログラムが内蔵されている（ESシリーズは3コー
ス、LSX・LBSシリーズは5コース）ため最適な滅菌コースを選択
できます。滅菌中は動作状態を操作パネルでリアルタイムに確
認できます。
空たきを防止するため滅菌用水の微小電解質を通して水位を
検出する安全装置を備えています。また缶体内温度が設定温
度+5℃以上になった場合や圧力が過圧状態となった場合はす
べての機能が停止し、同時にエラー表示するため安心して使用
できます。

High pressure steam sterilizer for surgical tools etc.
Sterilization programs installed. (3 in ES series,  5 in 
LSX/LBS series). Realtime operating conditions can be 
checked on the display.
A safety device is equipped to detect the water level 
to prevent empty heating.
All functions will be stopped and the error message 
appears on display if the chamber temperaure in-
creases more than 5℃ from the setting temp or the 
inner pressure exceeds the setting.

◆人体用管理医療機器（メディカル用は特定保守管理医療機器）

オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700
Autoclave

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

消毒機器　Sterilizing equipment and instruments
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コード番号
Code No. 14100100 14100200 14100300 14100400

型式
Type

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

構成
Composition

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

容量
Capacity 53L 22L 53L 22L

サイズ（W.D.H.）
Size of main unit（W.D.H.）

490×560×1,090mm
 （内寸：φ312×635mm）
490×560×1,090mm
(Cylinder：φ312×635mm)

400×460×920mm
 （内寸：φ236×450mm）
400×460×920mm
(Cylinder：φ236×450mm)

490×560×1,090mm
 （内寸：φ312×635mm）
490×560×1,090mm
(Cylinder：φ312×635mm)

400×460×920mm
 （内寸：φ236×450mm)
400×460×920mm
(Cylinder：φ236×450mm)

滅菌温度範囲
Temperature range 105～132℃ 105～123℃ 105～132℃ 105～123℃

最高使用圧力
Max. applicable pressure 216kPa 147kPa 216kPa 147kPa

電源
Power source AC100V  50/60Hz  20A AC100V  50/60Hz  15A AC100V  50/60Hz  20A AC100V  50/60Hz  15A

質量
Weight 80kg 50kg 80kg 50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

22200BZX00312000 ※ 22200BZX00310000 ※ ー

コード番号
Code No. 34900101 34900902 34900703

型式
Type

LSX-700　ラボ用
LSX-700　for lab

LSX-500　ラボ用
LSX-500　for lab

LSX-300　ラボ用
LSX-300　for lab

構成
Composition

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit　SUS backet×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit   SUSs 
backet×1

容量
Capacity 79L 58L 44L

サイズ（W.D.H.）
Size of main unit（W.D.H.）

470×528×1,003mm
 （内寸：φ360×675mm）
470×528×1,003mm
(Cylinder：φ360×675mm)

410×477×970mm
 （内寸：φ236×638mm）
410×477×970mm
(Cylinder：φ236×638mm)

410×477×970mm
 （内寸：φ315×458mm）
410×477×970mm
(Cylinder：φ315×458mm)

滅菌温度範囲
Temperature range 105～135℃

最高使用圧力
Max. applicable pressure 250kPa 263kPa

電源
Power source AC200V  50/60Hz  15A AC100V  50/60Hz  20A AC200V  50/60Hz  15A

質量
Weight 72kg 60kg 50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

ー

● メディカル用…医療機器　ラボ用…理化学機器
for Medical…Medical equipment　for Labo…Laboratory equipment

※ 特定保守管理医療機器に該当するオートクレーブを販売するためには、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可が必要です。
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ショーレックス滅菌袋
Disposable disinfection bags for EOG sterilizer

EOガス滅菌時に滅菌物を入れる専用の滅菌袋で
す。袋形状とロール巻き形状の2種類があります。ロ
ール巻きは必要な長さに切って使用します。
紙製滅菌バッグの外包装用として使用すると、滅菌
効果が促進できます。

Disinfection bag, exclusive for EOG sterilizer. 
2 types available, bag type and roll. Cut the 
roll to use according to the necessary size for 
disinfection.

ショーレックス滅菌袋　Sholex
コード番号
Code No. 14066100 14066200 14066300 14066400 14066500

型式
Type

1号
No.1

3号
No.3

4号
No.4

5号
No.5

6号
No.6

入数
Contents

500枚
500Sheets

300枚
300Sheets

200枚
200Sheets

サイズ（W.L.）
Size（W.L.） 7.5×28cm 15×30cm 20×30cm 30×40cm 40×60cm

ショーレックスロール巻き　Sholex roll
コード番号
Code No. 14067100 14067200 14067400 14067500 14067600

型式
Type

ロール巻1
Roll No.1

ロール巻2
Roll No.2

ロール巻4
Roll No.4

ロール巻5
Roll No.5

ロール巻6
Roll No.6

入数
Contents

2巻
2rolls

1巻
1rolls

サイズ（W.L.）
Size（W.L.） 5cm×200m 7.5cm×200m 15cm×200m 30cm×200m 45cm×200m

●  「ロール巻6」のみ2巻からの受注生産品です。 納期ご確認ください。
Roll No.6:Made-to-order from 2rolls. Please ask us for delivery date.
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手術用器具等を収納して、蒸気滅菌器にかけ、取り出
した貯槽を貯槽台にかけることで、器具を衛生的に
保つことができます。
貯槽台には足踏み開閉装置が付属されています。

Hang the sterilizing drum after steam auto-
clave for hygienic storage of surgical tools. 
Sterilizing drum stands with Foot opener.

◆人体用一般医療機器

煮沸消毒器 携帯用
Portable boiling sterilizer

◆人体用一般医療機器

消毒貯槽（丸カスト）
Dressing drum

現場で手術用器具等を、ガスコンロ等で直火にかける簡易型
消毒器です。

Simple type sterilizer, to be directly put on open fire 
to disinfect surgical tools on the spot.

コード番号
Code No. 14018000 14019000

型式
Type

大型
Large

中型
Middium

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 260×125×65mm 240×85×65mm

消毒貯槽　Sterilizing drum
コード番号
Code No. 14022000 14023000

型式
Type

大
L

小
S

サイズ
Size φ270mm φ180mm

消毒貯槽台　Sterilizing drum stand
コード番号
Code No. 14024000 14025000

型式
Type

φ270mm対応
For φ270mm

φ180mm対応
For φ180mm

大
L

φ270mm対応
For φ270mm
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コード番号
Code No. 14021000

構成
Composition

本体　消毒盤×2
Main unit  Sterilizing tray×2

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 750×445×800mm

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No.

サイズ
Size

14033000 210×150×40mm

14034000 240×180×40mm

14035000 270×210×40mm

14036000 300×240×40mm

14037000 330×270×40mm

14038000 360×300×40mm

消毒盤
Sterilizing tray

消毒盤台
Sterilizing tray cart

手術時に使用する器具や消毒した手術用器具を衛生
的に収納することができます。

For hygienic storage of surgical tools after 
disinfection.

消毒盤に手術用器具等を置き、下棚板に治療用器具
等を載せて、容易に移動ができます。

For easy transport of surgical tools on the 
cart. It is also possible to put the other devic-
es for treatment on the lower shelf.
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指頭消毒器
Finger sterilizing antiseptic cotton case

手洗鉢台/手洗鉢
Washing basin stand/Washing basin

コード番号
Code No. 14029500 14030500 14032000

型式
Type

鉢1個付
with 1 Basin

鉢2個付
with 2 Basin

手洗鉢
Washing basin

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 14027000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 90×70×20mm

質量
Weight 125g

消毒用アルコール綿を収納します。

For storage of antiseptic cotton.

クレゾール石鹸液等の消毒液を入れて、手洗消毒に使用しま
す。キャスター付きのため容易に移動ができます。

For hand washing using antiseptic solution. Casters 
provided.

鉢1個付
with 1 Basin

消毒機器　Sterilizing equipment and instruments
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防除機器
Disinfecting instruments

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム　Hot water & high pressure steam cleaner ････････････････････････ 192・193
アブキャップ　Horsefly catcher AbuCap  ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 194

191



コード番号
Code No. 15160200 15160300

型式
Type PWH1511 PWH2017

構成
Composition

本体　清水ノズル　ジェットランス　ガン　吐出ホース（10m）　多段ニップル　ホースバンド
Main unit 　Clean water nozzle　Jet gun   Jet hose (10m)　Multi-stage connecter   Hose band

吐出温度
Discharge temp

コールド：常温　ホット：80℃　スチーム：120℃
Cold：Room temp　Hot：80℃　Steam：120℃

コールド：常温　ホット：80℃　スチーム：140℃
Cold：Room temp　Hot：80℃　Steam：140℃

取水方式
Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料
Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosene

燃料タンク容量
Fuel tank capacity 15L 20L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity 2.5L 21L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 630×860×870m 670×1,080×950mm

電源
Power source

3相200V
Three-phase 200V

電源コード長
Power cord length 5,000mm 5,500mm

質量
Weight 107kg 144kg

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム
Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌
にも効果を発揮します。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式
に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているた
め、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pres-
sure stream.
The boiler was changed from thermostat control to 
electrical control. In case with burning failure, the ma-
chine is automatically shut off.

PWH1511 PWH2017
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コード番号
Code No. 15160100

型式
Type PWH2016D

構成
Composition

本体　清水ノズル　ジェットランス　ガン　吐出ホース（10m）　多段ニップル　ホースバンド
Main unit   Water nozzle   Jet gan   Jet hose (10m)   Multi-stage connecter   Hose band

吐出温度
Discharge temp

コールド：常温　ホット：99℃　スチーム：140℃
Cold：Room temperature　Hot：99℃　Steam：140℃

取水方式
Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料
Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosen

燃料タンク容量
Fuel tank capacity 25L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity 16L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 770×1,100×900mm

電源
Power source

3相200V
Three-phase 200V

電源コード長
Power cord length 5,000mm

質量
Weight 172kg

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム
Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌
にも効果を発揮します。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式
に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているた
め、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。
40mコイル採用で20MPaでも99℃の高温水吐出ができます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pres-
sure stream.
The boiler was changed from thermostat control to 
electrical control. In case with burning failure, the ma-
chine is automatically shut off.
40m coil adopted to discharge 99℃ high-pressure 
stream with even 20MPa.

PWH2016D
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コード番号
Code No. 15032000

構成
Composition

ボール　傘　捕獲筒　支柱
Ball   Umbrella   Cyllinder catcher   Prop  

サイズ（W.H.）
Size（W.H.）

1,120（傘部：900）×2,470（地上部：1,950）mm
1,120 (Umbrella：900)×2,470 (Over ground height：1,950)mm

質量
Weight 13.4kg

材質
Material

ボール部：ゴム　支柱：鉄（亜鉛メッキ）
Ball：Rubber　Prop：Iron (Zinc plated)

アブキャップ
Horsefly catcher AbuCap

アブの捕獲・駆除に使用します。電気や薬剤は不要で日光の
熱で暖められたボール部がアブをおびき寄せて上部の筒で捕
獲します。筒はアブが入ると出られない構造になっています。

Capture horseflies at the farm. No electricity or chem-
ical required. The heated ball by sunlight attracts 
horseflies and catch them in the upper cylinder.
The cylinder is designed not to release flies once they 
come in.

防除機器　Disinfecting instruments

194 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.



診断機器
Diagnostic equipment and instruments

動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-1600V  ･････････････････････････････････････････ 196
動物用超音波画像診断装置 HS-2200V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-2200V ･････････････････････････････････････････ 197
エコーゼリー　Lubricating jelly ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 198
動物用超音波画像診断装置 HS-102V 豚用　Ultrasond diagnostic scanner, HS-102V for pig  ････････････････ 199
動物用超音波画像診断装置 HS-102V 牛用　Ultrasound diagnostic scanner, HS-102V for cow  ･･････････････ 200
聴診器ダブル　Stethoscope, Double ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 201
白金耳ホルダー付　Inoculating loop with grip  ･･････････････････････････････････････････････････････････ 201
濾過器 肝蛭用　Filter for fecal sample  ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 202
遠心管（ビーズ法用）　Centrifuge tube for Beads method ･･･････････････････････････････････････････････ 202
糞便秤量リング　Feces scale ring  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 203
EPG計算板　EPG counting chamber ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 203
胃汁採取器　Gastric juice sampler ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 204
ルミナー胃汁採取器　Luminar gastric juice sampler ･････････････････････････････････････････････････････ 204
ヘマトクリット遠心機　Hematocrit centrifuge ･･････････････････････････････････････････････････････････ 205
ガラス毛細管　Glass capillary tube  ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 206
血球計算器セット　Hemocytometer set  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 206
血球計算盤　Cell counting chamber ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 207
血球計算用ピペット　Pipette for hemocytometer ･･････････････････････････････････････････････････････ 207
血球計算用カバーグラス　Cover glass for hemocytometer ･････････････････････････････････････････････ 208
電子式白血球分類計算器 F410N　Digital white blood cell counter, F410N ･･･････････････････････････････ 208
ゲルパンチャー　Agar puncher ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 209
手持屈折計 D型　Handy refractometer, D-type ･････････････････････････････････････････････････････････ 209
デジタル臨床屈折計 SU-301　Digital clinical refractometer, SU-301 ･････････････････････････････････････ 210
急速凝集反応板　Agglutination plate for pullorum disease ･････････････････････････････････････････････ 210
ビタミンA簡易測定装置 A-クイック　Vitamin A checker in cattle blood sample, A-Quick ･････････････････ 211
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-1600V

高性能で軽量コンパクト設計の超音波画像診断装置です。重さ
3kg（プローブ除く）と軽量な本体は持ち運びを容易にし、往
診や屋外での検診時に使用者の負担を少なくします。各種プロ
ーブがあり診断目的により選択でき、経直腸用プローブ（HLV-
875M）等ドップラー機能を搭載したプローブもあります。
バッテリー、AC電源の両方で使用可能です。豊富な計測機能が
あり、簡単操作で画像の保存ができます。

Easy to carry light compact body of approx.3kg, and 
reduce user's physical strains during scanning in house 
visit and outdoors. Various probes available according 
to your purpose. Some of them, such as rectal probe 
HLV-875M, have dopper functions.
Both battery and AC power usable.

動物用超音波画像診断装置 本体　Diagnostic scanner for animal
コード番号
Code No. 16502000

型式
Type HS-1600V

構成
Composition

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　エコーゼリー
Main unit   AC adapter   charger   battery pack
Shoulder strap   Jelly

モニター
Monitor

8.4型カラー液晶　広視野角（水平：170° 垂直：170°）
8.4-inch color LCD wide viewing angle 
(horizontal：170° vertical：170°)

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/M、 M、 B/Z

レンジ
Range

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ可変）　
5.0MHz以上：20～160mm（10mmステップ可変）
3.5MHz 0-2-24cm (1cm step variable)
5.0MHz 0-2-16cm (1cm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス　受信：ダイナミックフォーカス
Transmit：4-stage focus   Reception：Dynamic focus

画像記録
Data Storage

100画像
100 image

表示機能
Display function

ID　日付　時間　プローブタイプ　レンジ他
ID  Date  Time  Probe-type  Range etc.

計測機能
Measurements
function

距離　面積　体積　周囲長　ヒストグラム　Tendon%
妊娠週数　速度　LV計測
Distance  Area  volume  Perimeter  Histogram  
Tendon%  Gestational age  Speed  LV measurement

インターフェース
Interface

DVI出力端子　USB端子
DVI output terminal  USB terminal

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 220×69×308mm

電源
Power source

ACアダプタ接続時　100V～240V 50/60Hz　
バッテリー　14.8V 5000mAh
With AC adapter connected  100V-240V 50/60Hz
battery 14.8V 5000mAh

質量
Weight

約3kg（プローブを除く/バッテリー含む）
3kg approx. (without probe/with battery)

経直腸用プローブ　Rectal Probe
コード番号
Code No. 16502200

型式
Type HLV-875M

周波数
Frequency 10.0/7.5/5.0MHz

視野幅
Width 50mm

別売部品　Option
コード番号
Code No.

型式
Type

16502001 専用バッテリー
Battery pack

16502002 専用保護カバー
Protective cover

16502003 専用キャリーバッグ
Carry bag

HLV-875M

経直腸用プローブ
Rectal Probe
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-2200V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-2200V

超音波診断装置に必要な機能をコンパクトにまとめ
たポータブルタイプです。大型タイプと同レベルの優
れた操作性を実現しました。正確で高速なデジタル
信号処理による画像の見易さ、高精度なダイナミック
受信フォーカスによる鮮明さでレベルの高い画質が
得られます。診断目的によって各種プローブが接続可
能です。

HS-2200V is a portable, high resolution, ul-
trasound imaging sysgem incorporating the 
latest technologies. All necessary functions 
come in one compact unit. High density, 
multi-frequency transducers provide exellent 
image quality. Various probes available ac-
cording to your purpose.

動物用超音波画像診断装置 本体　Diagnostic scanner for animal
コード番号
Code No. 16500900

型式
Type HS-2200V

構成
Composition

本体　電源コード　プローブホルダー　エコーゼリー
Main unit   Power cable  Probe holder  Jelly

モニター
Monitor

12.1型カラー液晶　広視野角（水平：170°垂直：170°）
12.1inch Color LCD

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

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ）
5MHz以上：20～160mm（10mmステップ）
3.5MHz 20-240mm (10mm step variable)
5.0MHz 20-160mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス　受信：ダイナミックフォーカス
Transmit：4-stage focus  Reception：Dynamic focus

画像記録
Date storage

100画像
100 images

表示機能
Display function

ID　日付　時間　プローブタイプ　方向　レンジ他
ID  Date  Time  Probe type  Direction  Range  etc.

計測機能
Measurements function

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

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2　USB端子
Video output×2  USB memory port

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）

電源
Power source AC100V 50/60Hz

質量
Weight

約11kg
11kg approx.

直検用プローブ　Rectal Probe
コード番号
Code No. 16500500

型式
Type HLV-575M

周波数
Frequency 10.0/7.5/5.0MHz

視野幅
Width 50mm

HLV-575M

直検用プローブ
Rectal Probe
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コード番号
Code No. 16305300 16305600

型式
Type

エコーゼリー 
GEL-SCAN-C※ FHK アニマルエコーゲル

容量
Capacity 2kg×4袋 250g

エコーゼリー/FHK アニマルエコーゲル
Lubricating jelly/FHK Animal echo gel

超音波画像診断装置使用時にプローブを当てる部位
へ塗布することで、プローブの密着性を良くして鮮明
な画像を得ることができます。
安定性試験、安全試験を実施していますので、安心し
て使用することができます。

Apply this jelly to target part to get a clear 
image by ultrasound probe.
Product stability and safety tested.

250g

※ 空ボトル2本付（300g）
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-102V 豚用
Ultrasond diagnostic scanner, HS-102V for pig

コンベックスプローブが接続された携帯に便利なショルダーベ
ルト付きで畜産現場に適した超音波画像診断装置です。モニタ
ーに高輝度・ボンディング液晶を採用したため、視認性の向上
および結露を防止します。
初心者も使い易いシンプルなボタン配置。オートゲイン機能に
より、面倒な画像調整が不要です。専用の小型バッテリーで約
2時間の連続動作が可能です。プローブにカールコードを採用
したため、作業中のコードの煩わしさが解消されています。
60枚の静止画像を本体に保存でき、市販のUSBメモリで本体
から画像を移動・保存することができます。

Portability with shoulder belt allows total freedom 
of movement. Convex probe is connected. Thanks 
to simple button design, operation is easy. Auto gain 
function eliminates tedious work adjusting image. 
Approx. 2 hour battery operation allows continuous 
scanning anywhere, anytime. Convenient coil cord 
helps speed up scanning process. 60 still images can 
be stored, and memory function allows review of the 
stored pregnancy images. 
USB port is provided.

コード番号
Code No. 16401100

構成
Composition

本体(HCS-136C付属)　ショルダーベルト　ACアダプター　電源コード　充電器　バッテリーパック　エコーゼリー
Main unit (included HCS-136C)   Shoulder belt   AC adapter   Power cable   Battery charger
Battery pack   Jelly

プローブ
Probe

HCS-136C　3.5MHz　60Rコンベックス
HCS-136C   3.5MHz   60R Convex

モニター
Monitor

5.7型高輝度QVGA LCD（ボンディング加工）
5.7 type high brightness QVGA LCD（bonding processed）

レンジ
Range

60～240mm（20mmステップ）
60～240mm (20mm step)

画像調整
Image adjustment

オートゲインコントロール　ゲイン：16段階　STC：8段階
Auto gain control  gain：16stages (adjustable in menu）STC：8stages（adjustable in menu）

画像記録
Image record

60画像
60images

電源
Power source

バッテリー動作（リチウムイオンポリマー電池：2000mAh）※フル充電で2時間使用可能（使用条件により変化）
Battery (lithium ion polymer：2000mAh) *2 hours continuous work with full charge (depends on environment)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 184×62×270mm

質量
Weight

2.0kg（プローブ、バッテリーパック含む）
2.0kg (include prove, battery pack)

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16401001 16508000

型式
Type

専用保護カバー
Protection cover

専用バッテリー
Battery pack

プローブ
Probe

本体
Main unit

保護カバー
Protection cover

別売部品　Option
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◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-102V 牛用
Ultrasound diagnostic scanner, HS-102V for cow

経直腸用プローブが接続された携帯に便利なショルダーベルト
付きで畜産現場に適した超音波画像診断装置です。モニターに
高輝度・ボンディング液晶を採用したため、視認性の向上およ
び結露を防止します。
初心者も使い易いシンプルなボタン配置。オートゲイン機能に
より、面倒な画像調整が不要です。専用の小型バッテリーで約
2時間の連続動作が可能です。
60枚の静止画像を本体に保存でき、市販のUSBメモリで本体
から画像を移動・保存することができます。

Portability with shoulder belt allows total freedom 
of movement. Convex probe is connected. Thanks 
to simple button design, operation is easy. Auto gain 
function eliminates tedious work adjusting image. 
Approx. 2 hour battery operation allows continuous 
scanning anywhere, anytime. Convenient coil cord 
helps speed up scanning process. 60 still images can 
be stored, and memory function allows review of the 
stored pregnancy images. 
USB port is provided.

コード番号
Code No. 16507700

構成
Composition

本体（HLV-155付属）　ショルダーベルト　ACアダプター　電源コード　充電器　バッテリーパック×2　保護カバー　
キャリングケース　エコーゼリー
Main unit (included HLV-155)   Shoulder belt   AC adapter   Power cable   Battery charger
Battery pack×2   Protective cover  Carry bag  Jelly

プローブ
Probe

HLV-155　5.0MHz　50mmリニア
HLV-155   5.0MHz   50mm linear

モニター
Monitor

5.7型高輝度QVGA LCD（ボンディング加工）
5.7 type high brightness QVGA LCD (bonding processed)

レンジ
Range

60～160mm（20mmステップ）
60～160mm (20mm steps)

画像調整
Image adjustment

オートゲインコントロール　ゲイン：16段階　STC：8段階
auto gain control   gain：16stages (adjust in menu)   STC：8stages (adjust in menu)

画像記録
Image record

60画像
60 images

電源
Power source

バッテリー動作（リチウムイオンポリマー電池：2000mAh）※フル充電で2時間使用可能（使用条件により変化）
Battery (lithium ion polymer：2000mAh) *2 hours continual work with full charge (Depends on environment)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 184×62×270mm

質量
Weight

2.0kg（プローブ、バッテリーパック含む）
2.0kg (include prove, battery pack)

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16401001 16508000

型式
Type

専用保護カバー
Protection cover

専用バッテリー
Battery pack

プローブ
Probe

本体
Main unit

保護カバー
Protection cover

別売部品　Option

販売
中止

販売
中止

販売
中止
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◆人体用一般医療機器

聴診器ダブル
Stethoscope, Double

大中動物に使用できるように、Ｙチューブの長さが1,100mmになってい
ます。

Length of Y tube is 1,100mm to use for both large and middle 
size animal.

コード番号
Code No. 16008000

型式
Type

ダブル
Double

サイズ
Tube size

Yチューブ：1,100mm
1,100mm

質量
Size（W.D.H.） 125g

材質
Weight

チェストピース：アルミニュウム合金
Yチューブ、イヤーチップ：塩化ビニール
耳管：真鍮、クロームメッキ
振動板：テトロン繊維入りエポキシ、樹脂
バネ：鋼
Chest piece：Aluminum
Y tube, Ear Tip：Vinyl chloride
Eustachian tube：Brass plated
Diaphragm：Tetron fiber-containing epoxy, resin
Spring：Steel

コード番号
Code No. 16165000

サイズ
Size

柄：210mm　先端：80mm
Grip：210mm　Tip：80mm

白金耳ホルダー付
Inoculating loop with grip

ループ（ニクロム線）を白金耳ホルダーに取りつけて
細菌検査の塗布等で使用します。

Nichrome wire loop with holder to be used 
to smear the sample for bacteria test, etc.
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※バラ売りとなります。
*Sold separately

◆動物用一般医療機器

濾過器 肝蛭用
Filter for fecal sample

糞便検査の沈殿法に使用する濾過器です。ビーカー
 （500mL・300ｍL）に濾過器をのせて糞便を濾過します。

Filter for sedimentation test of animal feces. To be 
placed on 500mL or 300ｍL beaker.

枠　Frame
コード番号
Code No. 16106000

サイズ
Size φ120×35mm

質量
Weight 100g

材質
Material

黄銅メッキ
Brass plated

コード番号
Code No. 16111710

入数
Contents

12本
12pcs

容量
Capacity 60mL

サイズ
Size φ35×110mm

金網 100メッシュ　Mesh
コード番号
Code No. 16107000

サイズ
Size φ73×50mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

遠心管（ビーズ法用）
Centrifuge tube for Beads method

糞便検査のビーズ法に使用する回収用遠心管です。

For animal fecal test of Beads method.

販売
中止

販売
中止 販売

中止

販売
中止
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コード番号
Code No. 16111800

仕様
Spec.

5本
5pcs

サイズ
Size 125mm

質量
Weight

30g/本
30g/pc

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 16112000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 75×25×5.5mm

材質
Material

ガラス
Glass

◆動物用一般医療機器

EPG計算板
EPG counting chamber

糞便中の寄生虫卵検査用の器具として使用しま
す。0.15mLの区画が2室あります。

For the test of parasite eggs in feces. Two 
squares of 0.15mL.

糞便秤量リング
Feces scale ring

糞便採取1g用の柄つき秤量升です。
先端形状が穴あき4本と穴なし1本の組み合わせです。

Animal feces sampling scale for 1g. 
5pcs/set（4pcs with hole, 1pc without hole）.
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◆動物用一般医療機器

胃汁採取器
Gastric juice sampler

◆動物用一般医療機器

ルミナー胃汁採取器
Luminar gastric juice sampler

牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用ゴムカテ
ーテルを鼻孔内から挿入して使用します。採取弁に採取用容器（別
途ご用意ください）とカテーテル、ガラスポンプを接続して、採取用
容器内をガラスポンプで陰圧にすることで採取します。

A set of tools to take gastric juice from rumen.
Insert the rubber catheter from nostril. Connect the cath-
eter to valve and glass syringe to collect the juice.

牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用
金属製ゾンデを口腔から挿入して使用します。吸引ポンプに
採取用容器（別途ご用意ください）とゾンデを接続し、採取
用容器内を吸引ポンプで陰圧にして採取します。
ゾンデは柔軟なステンレススプリング形状です。

A set of tools to collect gastric juice from rumen.
Insert the metal probe from mouth. Connect suc-
tion pump to probe to take the juice. 
Probe is made of flexible stainless steel spring.

コード番号
Code No. 16130000

構成
Composition

胃汁採取カテーテル　吸引ポンプ（50先100mL）
採取弁（ゴム栓付き）　ビニール管　ゴムチューブ
接続金具（50基）　アルミケース
Gastric juice sampler   Glass syringe(100mL)
Valve(with rubber cock)　Aluminum case

質量
Weight

約3.2kg
3.2kg approx.

材質
Material

胃汁採取カテーテル：天然ゴム　吸引ポンプ：ガラス　
採取弁（ゴム栓付き）：黄銅、メッキ、合成ゴム　
接続金具：黄銅、メッキ
Catheter：Natural rubber   Glass syringe：Glass
Valve：Brass plated,rubber
Connection fittings：Brass plated

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

コード番号
Code No. 16132000

構成
Composition

ルミナーゾンデ　吸引ポンプ
ゴム栓　ビニール管　アルミケース
Stomach evacuator　Pump
Rubber valve　Vinyl tube
Aluminium case

材質
Material

ルミナーゾンデ：ステンレス
ポンプ：黄銅、メッキ
Metal gastric tube：SUS  
Pump：Brass, plated

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

カテーテル　Catheter
コード番号
Code No. 16131000

型式
Type

胃汁採取用カテーテル
Catheter for gastric juice sampling

サイズ
Size φ14×2,500mm

質量
Weight 450g

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

ゾンデ　Metal tube
コード番号
Code No. 16132002

型式
Type

ルミナー用ゾンデ
Metal tube for Lumenar

サイズ
Size

採取口：φ35×140mm　ゾンデ：φ17×1,800mm
Collection port：φ35×140mm  Metal tube：φ17×1,800mm

質量
Weight 2kg

材質
Material

黄銅、メッキ　ステンレス
Brass, plated  SUS
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◆人体用一般医療機器

ヘマトクリット遠心機
Hematocrit centrifuge

ヘマトクリット値（赤血球容積）を測定する遠心機です。
毛細管専用ローターと毛細管と採血管チューブ兼用ローターの
2種類があります。

Centrifuge to measure the hematocrit value.
There are two types of rotors, one for the capillary 
tube only, and the other for the capillary tube and the 
blood collection tube.

コード番号
Code No. 16213300 16213400

型式
Type

H-1200F　F30Mローター付
H-1200F　F30M Rotor

H-1200F　F20Gローター付
H-1200F　F20G Rotor

容量
Capacity

毛細管×30本
capillary tube×30pcs

毛細管×20本　15mLチューブ×4本
capillary tube×20pcs　15mL tube×4pcs

最高回転数
Max.rpm. 12,000rpm

最大遠心力
Max.force 15,000×g

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 280×346×300mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz　5A

質量
Weight

約15kg
15kg approx.

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

ローター　F30M
Rotor F30M

H-1200F

ローター　F20G
Rotor F20G
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コード番号
Code No. 16218000 16219000 16220000 16221000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

構成
Composition

計算盤　赤血球ピペット　白血球ピペット　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Pipette (Red, White) 1pc each   Cover glass 2pcs   Case

プレイン（青）
Distilled water (Blue)

ヘバリン処理済（赤）
Heparized (Red)

コード番号
Code No. 16214200 16215100

型式
Type

ヘバリン処理済（赤）
Heparinized (Red)

プレイン（青）
Not heparinized (Blue)

入数
Contents

100本
100pcs

サイズ
Size φ1.1～1.2×75mm φ1.1～1.2×75mm

ガラス毛細管
Glass capillary tube

ヘマトクリット値測定用のガラスチューブでヘパリン処理の有
無はカラーラベルで判別できます。シールには専用のパテを使
用します。

Capillary tube for hematocrit measurement. Sealing 
putty shall be used to seal.

◆人体用一般医療機器

血球計算器セット
Hemocytometer set

血球計算盤、カバーガラス、血球用ピペット（赤・
白）の構成になります。
一定の空間に定量の細胞が入り、細胞をカウントする
ことで細胞数を算定できます。
赤血球、精子数、胞子などの測定に使用できます。

Cell counting chamber, cover glass, pipette 
for blood cell (red, white）included. Applica-
ble for red blood cell, sperm, spore, etc.
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コード番号
Code No. 16223000 16224000 16225000 16226000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

構成
Composition

計算盤　カバーガラス×2　止め金具付きケース
Counting chamber   Cover glass×2   Case

コード番号
Code No. 16228000 16229000

型式
Type

赤血球用
Heparize (Red)

白血球用
Distilled water (Blue)

目盛
Scale 0.5 ・ 1 ・ 101 0.5 ・ 1 ・ 11

球部容量
Sphere part volume 1.0mL 0.3mL

血球計算用ピペット
Pipette for hemocytometer

血球計算に使用する、希釈目盛つきピペットです。 Pipette to be used for cell counting, provided with scales for 
dilution.

◆人体用一般医療機器

血球計算盤
Cell counting chamber

計算盤のみの構成です。 Only the counting chamber is included.

赤血球用
Heparize (Red)

白血球用
Distilled water (Blue)
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血球計算用カバーグラス
Cover glass for hemocytometer

コード番号
Code No. 16235500

標準設定項目
Registration capacity

12項目（BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY）
12elements (BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

120×230×50mm（ホルダー部分を除く）
120×230×50mm (Excluding holder)

電源
Power source AC100V/220V　50/60Hz

質量
Weight 500g

コード番号
Code No. 16230000 16231000 16232000 16233000

型式
Type 16×22mm 22×22mm 22×24mm 24×24mm

厚さ
Thickness 0.12～0.17mm

電子式白血球分類計算器 F410N
Digital white blood cell counter, F410N

目的に応じ、登録項目の中から任意に12項目を選択
できます。
プリンター内蔵のコンパクト設計です。

Selectable 12 elements from preliminary reg-
istered elements depends on your needs. 
Compact unit with printer incorporated.
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コード番号
Code No. 16243000

測定範囲（最小目盛）
Measurable range (Minimum scale)

血清蛋白：0～12g/dL（0.2g/dL）　尿比重：1.000～1.040（0.002）
Serum protein：0～12g/dL (0.2g/dL)   Urine specific gravity：1.000～1.040 (0.002)

サイズ
Size 170mm

質量
Weight 350g

コード番号
Code No. 16242000

仕様
Spec.

φ4.6mm 7穴　3.4mm間隔
φ4.6mm 7holes 3.4mm interval

材質
Capacity

ステンレス
SUS

ゲルパンチャー
Agar puncher

寒天ゲル内沈降反応検査の寒天ゲルに、一定間隔の
穴を開ける器具です。

This is to punch some holes in certain inter-
vals in agar for precipitation test.

◆人体用一般医療機器

手持屈折計 D型
Handy refractometer, D-type

直読式で、屈折率を測定することで血清中の蛋白量
と尿比重が１～2滴の検体で検査できます。
蛋白濃度は、17.5℃設定。

Direct reading method. Just 1-2 drops of sam-
ple is required for protein and urine specific 
gravity test. Recommended for daily check. 
Protein concentration is set at 17.5 degrees C.
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◆人体用一般医療機器

デジタル臨床屈折計 SU-301
Digital clinical refractometer, SU-301

尿比重と血清総蛋白量の測定が少量のサンプル量
 （約0.1mL）で短時間（約1秒）にできます。
防水型で、多湿、水気が多い場所でも安心して使用
できます。

Urine specific gravity and total serum pro-
tein can be measured in a short time (about 
1 second) with a small amount of sample  
(about 0.1mL).
Waterproofed body can be used in highly-hu-
mid environment.

コード番号
Code No. 16247000

サイズ
Size 275×275mm

質量
Weight

約1kg
1kg approx.

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

コード番号
Code No. 16244600

型式
Type SU-301

測定範囲
Measureable range

尿比重：1.000～1.080　血清総蛋白：0.0～12.0g/dl
Gravity of urine：1.000～1.080   Total protein in serum　0.0～12.0g/dl

電源
Power source

リチウム電池（充電式）3.7V 480mAh 100V ACアダプター
Lithium battery (rechargeable) 3.7V 480mAh 100V AC adapter

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 117×61×30mm

質量
Weight

本体 165g（ACアダプター 61.4g）
165g (AC adapter 61.4g)

急速凝集反応板
Agglutination plate for pullorum disease

ひな白痢（全血急速凝集反応）検査用に使用する
100分画（25×25mm×100）ガラス反応板です。

Agglutination plate for pullorum disease, 
with 100 fractions (25×25mm×100).
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◆動物用一般医療機器

ビタミンA簡易測定装置 A-クイック
Vitamin A checker in cattle blood sample, A-Quick

牛血中のビタミンA濃度とβカロテンを含む総カロテノイドを
その場で同時に測定できます。

For measurement in bovine blood of vitamin A con-
centration and total carotenoid including β-carotene.

コード番号
Code No. 16245000

型式
Type FLT-21

構成
Composition

本体　測定セル×2　プリンタ用紙×2巻　電源コード
Main unit　Measure cell×2　Printing roll×2pcs　Power supply

測定範囲
Measurable range

ビタミンA：20～200IU/dL　総カロテノイド：20～1,000μg/dL
Vitamin A：20～200IU/dL   Total caroenoid：20～1,000μg/dL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 164×250×118mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

質量
Weight

約1.1kg
1.1kg approx.
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◆動物用一般医療機器

開口器 牛用
Mouth opener for cattle

◆動物用一般医療機器

プロバングⅡ
Probang Ⅱ for FMD test

牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテ
ル挿入および薬液投与等の処理を安全に行います。

Safely keep the mouth open for oral treat-
ment, catheter insertion and drug adminis-
tration, etc.

口蹄疫検査時の食道咽頭粘液を採取することに使用
します。検体採取容量が50mL（大）と25mL（小）の
2種類があります。

To be used to collect esophageal mucus for 
FMD test.
Two types of sampling volume, 50mL (large) 
and 25mL (small) available.

コード番号
Code No. 05003200

サイズ
Size 240×90mm

質量
Weight 380g

材質
Material

アルミニウム
Aluminium

コード番号
Code No. 16133100 16133200

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

φ56×880mm（鎖部除く）
φ56×880mm (excluding chain)

φ44×780mm（鎖部除く）
φ44×780mm (excluding chain)

材質
Material

ステンレス
SUS

ステンレス
SUS

● 型式 大につきましては、在庫品のみの販売です。　 While the stock last for large type. 

販売
中止
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◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用
Mucus sampler for cow

牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子
宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納する
ことができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入で
きます。

For endometrinal cytology examination of cow. Use 
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible 
to insert to the uterus without contamination.

コード番号
Code No. 16133300

構成
Composition

外筒　内芯×10　保持器
Outer cylinder   Inner core×10   Grip

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm　内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ）　保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm   Core：611mm (Brush：25mm)   Grip：φ20×33mm

別売部品　Option
コード番号
Code No. 16133301 16133302 16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core 

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数
Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外筒
Outer cylinder

内芯
Inner core

内芯保持器
Inner core grip

別売部品　Option
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コード番号
Code No. 01704000

構成
Composition

本体   肋骨   肺   胃   腸   乳房   尾   採血練習用チューブ×2   子宮体モデル   卵巣×4   第四胃変位モデル（オプション、左右）
Main unit   Rib bone   Lung   Stomach   Intestine, Udder   Tail   Blood collection training tube×2
Uterus model   Ovaries×4   Abomasum displacement (Option)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,800×500×1,520mm　台（キャスター含む）：1,830×930×110mm
Main body：2,800×500×1,520mm   Caster board：1,830×930×110mm

質量
Weight

約127kg
127kg approx.

● 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. 

コード番号
Code No. 01704100

構成
Composition

本体　肋骨　腸　子宮体モデル　卵巣×4　採血練習用ポリビン×6
Main unit   Rib   Intestine   Uterus   Ovary×4   Blood collection training bottle×6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：1,930×560×840mm　台（キャスター含む）：1,480×510×110mm
Main body：1,930×560×840mm   Caster board：1,480×510×110mm

質量
Weight

約60kg
60kg approx.

● 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. 

牛レプリカモデル
Replica model for cow

豚レプリカモデル
Replica model for pig

ホルスタイン雌牛の等身大模型です。生体診断に先立って本商品
で訓練ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の取
り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握　②頚静脈採血の練習　③直腸検査
で子宮と4種類の卵巣形態の把握　④超音波画像診断装置によ
り、子宮内部にある胎子の雌雄判別の学習

Life-size model of Holstein cow. This product can be 
used prior to practice with real animal. Recommended 
for animal welfare. Internal organs can be removed.
① Understand the positional relationship of organs 
② Practice blood collection from the jugular vein ③ 
Recognize the morphology of uterus and four different 
types of ovary ④ Learning the pregnant detection and 
sexual difference of fetus inside the uterus using an ul-
trasound apparatus

豚の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練ができるた
め、動物福祉に合致しています。臓器の取り外し等ができるため主に下
記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握　②頚静脈採血の練習　③子宮動脈位置の
把握　④直腸検査による卵巣の触診　

Life-size model of sow can be used prior to practice with real 
animal. Recommended for animal welfare. 
Useful for following study; 
①Understand the positional relationship of organs ② Prac-
tice jugular vein blood sampling ③ Recognize the position 
of uterine artery ④ Palpation of ovary by rectal examination
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コード番号
Code No. 01704200

構成
Composition

本体　肺　脾臓　腎臓　食道/胃　肝臓　尾　子宮体モデル
Main unit   Lung   Spleen   Kidney   Esophagus/stomach   Liver   Tail  Uterus

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,500×1,800×420mm　台（キャスター含む）：1,800×780×100mm
Main body：2,500×1,800×420mm   Caster board：1,800×780×100mm

質量
Weight 175.5kg

● 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. 

馬レプリカモデル
Replica model for horse

馬の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練
ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の
取り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができま
す。
①臓器の位置関係を把握　②経鼻によるカテーテル投
薬及び胃洗浄の練習　③直腸検査で妊娠鑑定の練習

Life-size model of mare. Recommended for an-
imal welfare. Internal organs can be removed. 
Suitable for following study: 
①Understand the positional relationship of or-
gans ②Practice intranasal catheter administra-
tion and gastric lavage ③Practice of pregnancy 
detection by rectal palpation
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乳・肉検査機器
Milk and meat inspection instruments

牛乳脂肪検査用ピペット　Milk pipettes  ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 218
ピペットブラシ　Pipette brush ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 218
アルコールテスター　Alcohol tester for milk freshness  ･･････････････････････････････････････････････････ 219
比重計 牛乳用　Milk specific gravity tester ･････････････････････････････････････････････････････････････ 219
比重計硫酸用/比重計アルコール用　Sulfuric acid specifc gravity tester/Alcohol specific gravity tester ･････ 220
酒精計　Alcohol meter ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 220
比重用円筒　Specific gravity test cylinder ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 221
誘導板　Slide glass for bacteria count in milk  ･････････････････････････････････････････････････････････ 221
マイクロピペット/塗抹針　Micropipettes/Smear needle  ･･････････････････････････････････････････････････ 222
サンプル瓶キャップ付/キャップ　Milk sample bottle with cap ････････････････････････････････････････････ 222
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サンプリングストロー（滅菌済）　Sampling straws, Sterilized ････････････････････････････････････････････ 224
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デルボテスト SP-NT　Antibiotics residue tester, Delvotest SP-NT ･･･････････････････････････････････････ 225
ワイカトミルクメーター（ワンタッチブラケット付）　Milk meter with Snap on Bracket ･･････････････････････ 225
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酪農前掛　Dairy apron ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 227
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LEDハンディライト　LED handy light for meat color  ････････････････････････････････････････････････････ 229
板鋸　Saw ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 229
骨切弓鋸 樹脂柄　Hack saw  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 230
検査鈎　Inspection hook ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 230
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阪型サバキ　Dressing knife ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 231
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コード番号
Code No. 17032000 17033000

型式
Type

牛乳用ピペットブラシ
Brush for milk pipette

乳脂計ブラシ
Brush for gerber butyrometer

ゲルベル法　Gerber method
コード番号
Code No. 17023000 17024000 17025000

型式
Type

牛乳用ピペット
Milk pipette

硫酸用ピペット
Sulfuric acid pipette

アミルアルコール用ピペット
Amyl alcohol pipette

サイズ
Size 325mm 325mm 305mm

容量
Capacity 11mL 10mL 1mL

バブコック法　Babcock method
コード番号
Code No. 17026000 17028000

型式
Type

硫酸用ピペット
Sulfuric asid pipette

硫酸用シリンダー
Sulfuric acid cylinder

サイズ
Size 335mm 165mm

容量
Capacity 17.5mL 17.5mL

牛乳脂肪検査用ピペット
Milk pipettes

ピペットブラシ
Pipette brush

牛乳脂肪検査（ゲルベル法、バブコック法）に使用する計量用
ピペットです。

牛乳脂肪検査に使用する計量用ピペットを清掃するブラシです。

Pipette to be used for milk fat test content test（Ger-
ber method, Babcock method).

Brushes for cleaning the milk pipettes.

乳脂計ブラシ
Brush for gerber butyrometer

アミルアルコール用ピペット
Amyl alcohol pipette

牛乳用ピペット
Milk pipette

硫酸用ピペット
Sulfuric acid pipette
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匙
Test spoon

コード番号
Code No. 17103000 17106000 17107000

型式
Type

アルコールテスター
Alcohol tester

シャーレ
Test plate

匙
Test spoon

構成
Composition

本体　シャーレ×4　匙1mL×2
Main unit　Test plate×4  Spoon 1mL×2

シャーレ
Test plate

匙　1mL
Test spoon 1mL

サイズ
Size

本体：260×127×20mm
Main：260×127×20mm φ45×17.5mm 345mm

コード番号
Code No. 17108000 17109000

型式
Type

温度計なし
Without thermometer

温度計付
With thermometer

仕様
Spec.

乳調度　15～40（先頭に1.0が省略されています）
Milk preparation   15～40 (1.0 at the beginning omitted)

サイズ
Size 220mm 320mm

アルコールテスター
Alcohol tester for milk freshness

比重計 牛乳用
Milk specific gravity tester

生乳、牛乳の新鮮度や熱抵抗性の判定（アルコール法）に使用
します。

生乳、牛乳の比重が正常範囲である1.028～1.034であること
を確認します。15℃に加温した牛乳を測定します。それ以外の
温度の場合は温度換算表で補正します。

For evaluation of freshness and heat resistance (alco-
hol test method) of milk.

To be used to confirm that the milk gravity is in appro-
priate range of 1.028 to 1.034. 
Measure with the warmed milk at 15C.
For other temperature, use the conversion table to 
compensate.

シャーレ
Test plate

本体
Main unit  

温度計なし
Without thermometer

温度計付
With thermometer
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コード番号
Code No. 17110000 17111000

型式
Type

硫酸用ボーメ度　0～72
Sulfuric acid baume scale  0-72

アルコール用酒精度　60～100
Alcohol scale  60-100

サイズ
Size 300mm 230mm

質量
Weight 35g 40g

コード番号
Code No. 17112000

型式
Type

3本組
Set of 3testers

構成
Composition

収納ケース　比重計（0～30％）　比重計（30～60％）　比重計（60～100％）
Storage case   Alcohol meter (0～30％)   Alcohol meter (30～60％)   Alcohol meter (60～100％)

サイズ
Size 210mm

比重計硫酸用/比重計アルコール用
Sulfuric acid specifc gravity tester/Alcohol specific gravity tester

酒精計
Alcohol meter

生乳、牛乳の脂肪検査時に使用する硫酸およびアル
コール濃度測定用です。

For sulfuric acid or alcohol concentration 
measurement to be used for milk fat test.

アルコール濃度（容量％）測定用です。

For alcohol concentration (volume%) measurement.

硫酸用ボーメ度　0～72
Sulfuric acid baume scale  0-72
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コード番号
Code No. 17113000 17114000

型式
Type

目盛付
With scale

目盛なし
Without scale

容量
Capacity 200mL

サイズ
Size φ41×275mm

コード番号
Code No. 17125000 17126000

型式
Type

4画
4squares

2画
2squares

比重用円筒
Specific gravity test cylinder

誘導板
Slide glass for bacteria count in milk

各種比重計の比重測定に使用できます。

For specific gravity test with various gravity 
meter.

生乳、牛乳の総菌数検査法（ブリード法）に使用しま
す。誘導板上に塗抹されたスライドグラスを置いて使
用します。１画が10mm平方に印刷されており、4画
と2画の2種類があります。

To be used for bacteria count (Breed meth-
od) in milk.
Smear milk sample on this slide glass.
10mm x 10mm squares are printed.  4 square 
type and 2 square type are available.

目盛なし
Without scale

2画
2 squares
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コード番号
Code No. 17127000 17129000

型式
Type

マイクロピペット
Micropipette

塗抹針
Smear needle

構成
Composition

本体　ガラスケース
Main unit   Glass case

本体
Main unit

容量
Capasity 0.01mL ー

サイズ
Size 155mm 160mm（針部30mm）

160mm (needle30mm)

コード番号
Code No. 19135000 19135100 19135200 19135300 19135400 19135500

型式
Type

白
White

青
Blue

橙
Orange

緑
Green

黄
Yellow

ワイン
Wine

構成
Composition

サンプル瓶　キャップ（白）
Sample bottle   Cap (White)

容量
Capasity 30mL

サイズ
Size φ30×60mm

材質
Material

ポリプロピレン 
Polypropylene

マイクロピペット/塗抹針
Micropipettes/Smear needle

サンプル瓶キャップ付/キャップ
Milk sample bottle with cap

生乳、牛乳の総菌数検査法（ブリード法）に使用する定量用のマ
イクロピペットと、スライドグラスに塗抹する塗抹針です。

生乳検査用サンプル瓶で、各種生乳測定装置に使用
することができます。

Sample bottles to be used for raw milk anal-
ysis. Applicable in various models of equip-
ment.

Micropippet for sample determination in Breed meth-
od, and smear needle.

マイクロピペット
Micropipette

ガラスケース
Glass case

塗抹針
Smear needle

青
Blue

白
White

サンプル瓶キャップ
Sample bottle cap

コード番号
Code No. 19135003 19135102

型式
Type

白
White

青
Blue

仕様
Spec.

ベロ付
With opening

材質
Material

ポリエチレン 
Polyethylene
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コード番号
Code No. 19153060 19153070

型式
Type

50本用
for 50pcs

28本用
for 28pcs

サイズ
Size 360×182×50mm 255×145×50mm

サンプル瓶ラック
Sample bottle rack

生乳検査用30mLサンプル瓶（P.222）専用です。

Exclusive rack for 30mL Milk sample bottles.

50本用
for 50pcs

28本用
for 28pcs
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コード番号
Code No. 19141200 19141300

入数
Spec.

10本
10Sheets 

サイズ
Size φ6×800mm φ6×500mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene

コード番号
Code No. 01207300

容量（収納本数）
Capacity

20本
20pcs

サイズ
Size φ43×545mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene

サンプリングストロー（滅菌済）
Sampling straws, Sterilized

サンプリングストローケース
Case for sampling straws

バルククーラー内の生乳を、検査用として、衛生的にサ
ンプリングできます。

For hygienic sampling of raw milk in the bulk 
cooler.

サンプリングストロー（P.224 19141300）を収納するケ
ースです。持ち運びに便利です。

Carry case for "19141300"sampling straws.
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コード番号
Code No. 17164000

型式
Type SP-NT

構成
Composition

寒天培地入りアンプル25×4ブロック
ディスポピペットチップ×100本
Ample with agar 25×4 blocks
Disposal pippette tipsx100pcs

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

コード番号
Code No. 17156500

型式
Type

ワンタッチブラケット付
With one-touch blacket.

測定範囲
Measurable range 0～30kg

測定精度
Accuracy ±2％

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

デルボテスト SP-NT
Antibiotics residue tester, Delvotest SP-NT

ワイカトミルクメーター（ワンタッチブラケット付）
Milk meter with Snap on Bracket

生乳の残留抗生物質、特にペニシリンとサルファ剤の
残留を迅速、正確に測定するキットです。検体数によ
り分離して使用できます。測定には別途恒温器が必要
です。

ICAR認定品です。固体ごとの乳量を精度高く計測でき
ます。

Approved by ICAR. Measure milk volume ac-
curately per individual cow.
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コード番号
Code No. 18001500 18003500

型式
Type

40kg缶
40kg pail 

20kg缶
20kg pail

容量
Capacity 36L 18L

サイズ
Size φ300×700mm φ260×520mm

質量
Weight 7.7kg 3.3kg

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 18004000 18005000

型式
Type

大 16kg
Large 16kg 

小 12kg
Small 12kg

材質
Material

ステンレス
SUS

牛乳輸送缶
Milk transportation pail

搾乳バケツ
Milking bucket

牛乳を衛生的に保管し、輸送することができます。

For hygienic storage and transportation of milk.

ステンレス製のテーパーつき搾乳バケツです。

Stainless made milk bucket with taper.

40kg缶
40kg pail

小 12kg
Small 12kg

20kg缶
20kg pail
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コード番号
Code No. 18008000 18010000 18011000

型式
Type

A　前割
A  front slit B B

色
Color

白
White

白
White

紺
Navy

● 18008000は在庫品のみの販売です。
18008000 is stock only.

酪農前掛
Dairy apron

特殊スプリング入りで、腰にワンタッチで着脱できます。

Easy to wear and remove with incorporated special spring.

B 紺
B navy

A 前割
A  front slit
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オプション
Option

● The unscrambler®（1年間保証と無料バージョンアップ付）/日本語取扱説明書　● リファレンス用白板　● 検量線作成
● 専用リチウムイオンバッテリー
● The unscrambler® (1 year assurance and free version up) ● White board reference
● Service for making calibration curves  ● Exclusive lithium ion battery 

コード番号
Code No. 17305000

型式
Type S-7041

構成
Composition

収納ケース　本体（専用オプティカルファイバー）　肩掛けベルト　リチウムイオンバッテリー
充電用ACアダプター　リファレンス用白板
Storage case   main unit with exclusive optical fiber   Shoulder belt   Lithium ion battery  
AC adapter for recharge   Reference

測定項目（出荷時）
Measurement items
(default)

①オレイン酸　②飽和脂肪酸　③一価不飽和脂肪酸
※検量線作成により他項目の測定可能
①Oleic-acid　②Unsaturated fat acid　③MUFA 
*Other items maybe possible by making the calibration curves.

測定波長範囲
Wave area 700～1,050nm

測定時間
Measurement time

2～3秒/1回測定
2～3sec/1measurement

ファイバー
Fiver

全長 1,050mm
1,050mm full length

光源
Light source

平均寿命　40,000時間
average life span　40,000 hours

ソフトウェア
Software

食肉脂質測定プログラム
Meat fat analyzer program

PC OS Windows XP Embedded

インターフェース
Interface USB　2.0

電源
Power source

専用リチウムイオンバッテリー
Exclusive lithium battery

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.） 320×233×126mm

重量
Weight 4.5kg

食肉脂質測定装置
Meat fat analyzer

食肉の脂肪酸組成（オレイン酸、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪
酸、他）が、枝肉冷蔵庫内で測定可能です。専用の充電式リチウ
ムイオンバッテリーを搭載しており、枝肉冷蔵庫内で最長約4
時間駆動を実現しています（充電時間約10時間）。装置起動時
に残量ランプが点灯します。
従来品と比較してオプチカルファイバーを強化したので使い勝
手が向上しています。

This analyzer is for measuring fatty acid such as ole-
ic-acid, MUFA, etc. to be used in carcass refrigerator. 
Rechargeable battery for 4 hour continuous opera-
tion. Charging lead time is approx.10 hours.  Battery 
lamp informs the residual.
*For overseas market, it is necessary to make your calibration 
curves to install on the analyzer.
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別売部品　Option
コード番号
Code No. 17312101 17312102 17312103

型式
Type

フード
Hood

リアキャップ
Rear cap

ストラップ
Strap

コード番号
Code No. 18201000

サイズ
Size 450mm (18inch)

LEDハンディライト
LED handy light for meat color

板鋸
Saw

枝肉の脂肪や肉の色沢を確認するときに使用する太陽光に近
い光を照射するLEDを用いたハンディライトです。先端レンズ
は見たい部分を鮮明に照らすことができる形状です。
ヘッド部位は3段階の角度調整ができます。

牛や豚の解体用に使用します。肉と骨を一緒に解体し
ます。
※刃の交換はできません

For dissection of slaughtered animal. Possi-
ble to cut the meat and bones together.
*Blade is not replaceable.

LED handy light to be used to check the color of car-
casses, laster of fat. This light is close to sunlight. The 
shape of lens is suitable to clearly illuminate the part 
you want to focus.
The head angle can be adjusted in 3 stages.

コード番号
Code No. 17312100

構成
Composition

本体　保護キャップ　ショルダーベルト 
Main unit　Protective cap  Shoulder belt

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

φ63×240mm（ヘッド曲げ時：63×95×206mm）
φ63×240mm (Head bending：63×95×206mm)

電源
Power source

AC100V
 （リチウムイオン充電池　6.5時間充電）
AC100V
(Lithium ion rechargeable battery 6.5 hours charge)

質量
Weight 250g

写真はイメージです
The photograph is an image
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コード番号
Code No. 18207000

サイズ
Size 500mm

骨切弓鋸 樹脂柄
Hack saw

検査鈎
Inspection hook

牛や豚の解体用に使用します。肉と骨を一緒に解体
します。

For dissection of slaughtered animal. Cutting 
meat and bones together.

枝肉や、大きな食肉を引っかけて使用します。

To be used to hang the carcass or lump of meat.

コード番号
Code No. 18209000

サイズ
Size 310mm 

質量
Weight 170g
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コード番号
Code No. 18213000

サイズ
Size 310mm

刃長
Blade 170mm

質量
Weight 130g

コード番号
Code No. 18215000

サイズ
Size 270mm

刃長
Blade 150mm

質量
Weight 160g

材質
material

刃：炭素鋼　柄：黒合板
Blade：carbon steel
Handle：black ply wood

剥皮刀
Skinning knife

阪型サバキ
Dressing knife

解体時に皮をはがす時に使用します。

To be used to peel off meat skin in dissection.

肉と骨を切り離す時に使用します。

To be used to cut the meat off the bone.
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コード番号
Code No. 18216000

サイズ
Size 370mm

刃長
Blade 260mm

質量
Weight 180g

材質
material

刃：炭素鋼　柄：黒合板
Blade：carbon steel
Handle：black ply wood

コード番号
Code No. 18217000

サイズ
Size 360mm

刃長
Blade 240mm

質量
Weight 200g

材質
material

刃：炭素鋼　柄：黒合板
Blade：carbon steel  
Grip：black plywood

骨スキ刀
Deboning knife

筋ヒキ刀
Sinewing knife

肉と骨を切り離す時に使用します。

To be used to cut the meat off the bone.

筋引刀。肉のブロック解体時に筋を切り分けます。

Cut the muscle off the meat in dissection.
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コード番号
Code No. 18219000 18220000 18221000

サイズ
Size 360mm 400mm 440mm

刃長
Blade 240mm 270mm 300mm

質量
Weight 200g 240g 285g

材質
material

刃：炭素鋼　柄：黒合板
Blade：carbon steel
Grip：black plywood

平切刀（肉切）
Butcher knife

肉を切り分けたりと様々な用途に使用します。

For various use like cutting meat out or etc.

400mm

360mm

棒ヤスリ
File

包丁で肉を切っていると、刃先に脂肪が付着して切れ
味が悪くなります。刃先の脂肪を取り除く道具です。

To be used to remove the fat, sticked to the 
blade.

コード番号
Code No. 18226000

サイズ
Size 470mm 

質量
Weight 390g
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コード番号
Code No. 18241000

構成
Composition

柄　ボーントリマーワイヤー ×5
Handle　Bone trimmer wires 5pcs

サイズ
Size

柄：120×15×75mm
ボーントリマーワイヤー：320mm
Handle：120×15×75mm
Bone trimmer wire：320mm

質量
Weight 100g

ボーントリマー
Bone trimmer

カット肉を傷つけることなくバラボネを効率よく抜き
とる簡易肉そぎ器です。

To be used to pick the rib bones efficiently 
without damage on meat.

ボーントリマーワイヤー　Bone trimmer wires
コード番号
Code No. 18241001

入数
Contents

5本
5pcs 

質量
Weight 10g

ボーントリマーワイヤー
Bone trimmer wire

コード番号
Code No. 17315000 17317000

型式
Type

ジョーズクリップ
Jaws clip

ハンドローダー
Handrodder

入数
Contents.

1,000個
1,000pcs

1本
1set

サイズ
Size

幅 45mm
Width 45mm

全長 790mm
Length 790mm

質量
Weight ー 525g

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

ジョーズクリップ/ハンドローダー
Jaws clip/Handrodder

牛、緬山羊をと畜場で解体処理する時に胃の内容物で
枝肉が汚染されることを防ぐため食道を閉鎖（結紮）
する樹脂製のワンタッチ式クリップです。
ハンドローダーを使用することにより効率よく装着で
きます。

Clip for closing the weasand to prevent con-
tamination by the gastric content during car-
cass process. Efficient installation by using a 
hand rodder. ジョーズクリップ

Jaws clip

ハンドローダー
Handrodder
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コード番号
Code No. 17307500

構成
Composition

本体　専用スポンジ　キャップ　中栓
Main unit   Exclusive sponge
Cap   Inner plug

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 130×260×30mm

質量
Weight 100g

検肉スタンプパッド
Stamp pad

検肉スタンプインク（P.235）用インク吸着台です。

Stamp ink pad for processed meat inspec-
tion.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 17308000

型式
Type

検肉スタンプパッド用スポンジ
Sponge

500mL

検肉スタンプパッド用スポンジ
Sponge

検印スタンプインク
Meat inspection stamp ink

食肉処理場で枝肉の検印用に使用するインクです。
インク成分は食安発第0512001号に基づいて製造
している紫色のインクです。

Use for dressed carcass in slaughters house.
This purple ink is made from the components 
according to No.0512001 Article of Depart-
ment Food Safety.

コード番号
Code No. 17307000 17307100

容量
Capacity 500mL 5L

サイズ
Size 68×68×170mm φ170×350mm
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コード番号
Code No. 18250100

型式
Type ST-EC-2-1

構成
Composition

本体　鉗子　ゴム手袋　ワイヤーブラシ
Main unit　Forceps　Rubber gloves　Wire brush

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

本体：約570×180×330mm　鉗子：約930×280mm（ケーブル長：2～7m）
Main unit：570×180×330mm approx.   Forceps：930×280mm approx. (cable length：2～7m)

電源
Power source AC110V/230V　45-60Hz　1.3A-3.0A

質量
Weight

本体：約17.8kg　鉗子：4.1kg
Main unit：17.8kg approx.   Forceps：4.1kg

家畜電気と畜装置 ST-EC-2-1
Stunning equipment for livestock animal, ST-EC-2-1

牛豚などの疫病動物を安全に確実に処理できます。対象動物
により加電圧を250Vまたは350Vに変更して使用します。限
定的な頭数に対応しているため、一時的な多頭数処理には適し
ておりません。操作者の安全性、装置の保護等の機能も装備さ
れています。

販売
中止

販売
中止
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食品分析機器
Food analytical equipment

乳成分測定装置 DairySpec FT　Dairy analyzer, DairySpec FT ･･･････････････････････････････････････････ 238
生乳体細胞数/乳成分測定装置 Dairy Spec FT Combi　Dairy analyzer, Dairy Spec FT Combi ･････････････ 239
生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi　Dairy analyzer, Bentley FTS Combi  ･･･････････････････ 240
生乳体細胞数測定装置 Somacount FC　Dairy analyzer, Somacount FC ･･････････････････････････････････ 241
生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置 Bacto Count IBCm　Dairy analyzer, Bacto Count IBCm ･･･････････････ 241
生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC　Dairy analyzer, Bacto Count IBC ････････････････････････････････ 242
生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2　Somatic cell counter, ADAM SCC2  ････････････････････････････････ 242
恒温水槽 牛乳加温器　Shaking water bath for milk sample  ･･･････････････････････････････････････････････ 243
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乳成分測定装置 DairySpec FT
Dairy analyzer, DairySpec FT

フーリエ変換分光光度計の原理により、生乳・乳製品中の脂
肪、たんぱく質、乳糖、SNF、TS、氷点、尿素の測定を行えま
す。自動リンス、自動ゼロ点、サンプル加温等の機能を搭載して
います。
他の測定項目もオプションとして用意してありますのでお問い
合わせください。

コード番号
Code No. 19500300

型式
Type DairySpec FT

サンプル量
Sample amount 6～8mL

サンプル温度
Sample temp. 4～42℃

測定成分
Measuring component

脂肪　たんぱく質　乳糖　SNF　TS　氷点　尿素
Fat   Protein   Lactose   SNF   TS   freezing point   Urea

測定範囲
Measurable range

0～40％　全ての測定項目
0～40％　for all items

サンプル・タイプ
Sample type

牛　山羊　羊　水牛
Cow   Goat   Sheep   Baffalo

精度（Cv）
Accuracy（Cv）

Cv＞1％　全ての測定項目
Cv＞1％ for all items

繰り返し精度（Cv）
Repeating accuracy（Cv）

Cv＞0.5％　全ての測定項目
Cv＞0.5％ for all items

キャリーオーバー
Carry Over ＜1.0％

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 660×610×394mm

電源
Power source AC110/220V　50/60Hz

重量
Weight 45.4kg

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

食品分析機器　Food analytical equipment

238 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.



生乳体細胞数/乳成分測定装置 Dairy Spec FT Combi
Dairy analyzer, Dairy Spec FT Combi

Dairy Spec FT（P.238）とSomacount FC（P.241）をコンビ
化した装置です。
1時間あたりの測定数は、100/150/200/250/300を用意し
ています。

乳成分測定装置　DairySpec FT
コード番号
Code No. 19500300

型式
Type DairySpec FT

サンプル量
Sample amount 6～8mL

サンプル温度
Sample temp. 4～42℃

測定成分
Measuring component

脂肪　たんぱく質　乳糖　SNF　TS　氷点　尿素
Fat   Protein   Lactose   SNF   TS
Freezing point   Urea

測定範囲
Measurable range

0～40％　全ての測定項目
0～40％　for all items

サンプル・タイプ
Sample type

牛　山羊　羊　水牛
Cow  Goat  Sheep  Baffalo

精度（Cv）
Accuracy（Cv）

Cv＞1％　全ての測定項目
Cv＞1％　for all items

繰り返し精度（Cv）
Repeating accuracy（Cv）

Cv＞0.5％　全ての測定項目
Cv＞0.5％ for all items

キャリーオーバー
Carry Over ＜1.0％

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 660×610×394mm

電源
Power source AC110/220V　50/60Hz

重量
Weight 45.4kg

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

生乳体細胞数測定装置　
Somacount FC

コード番号
Code No. 19502400

型式
Type Somacount FC

測定サンプル数
Sample number

150検体/時間
 （オートサンプラー使用時）
150samples/hour
(with Auto sampler)

サンプル量
Sample amount ＜5mL

サンプル温度
Sample temp. 38～42℃

電源
Power source

AC110～120V/200～240V、
50/60Hz

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.
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生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi
Dairy analyzer, Bentley FTS Combi

Bentley FTS Combiは、1時間当たり600/500/400検体の測
定を行います。生乳・体細胞数測定装置（Somacount FCM）と
生乳・乳製品成分測定装置（Bentley FTS）を連動し、コンベア
ーに乗せたサンプルの測定を行います。
また、同時にバーコードによるサンプル管理をすることができま
す。FCMは、フローサイトメトリー技術を用いて体細胞数を測定
します。また、FTSは、フーリエ変換分光光度計の原理により乳
中の脂肪、たんぱく質、乳糖、SNF、TS、氷点、尿素の測定を行
います。
他の測定項目もオプションとして用意してありますのでお問い合
わせください。FCM・FTSそれぞれ単体でも販売しています。

コード番号
Code No. 19500200

構成
Composition Somacount FCM Bentley FTS

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

830×600×380mm（本体のみ）
830×600×380mm (Main unit only)

電源
Power source AC115/220V　50/60Hz

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.
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生乳体細胞数測定装置 Somacount FC
Dairy analyzer, Somacount FC

生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置 Bacto Count IBCm
Dairy analyzer, Bacto Count IBCm

Somacount FCは、高い精度を備えた体細胞数測定
装置です。高い信頼性、簡単な操作、正確な測定がで
きるように設計されています。体細胞数測定の分析機
として理想的な機能を備えております。

フローサイトメトリー技術を用いた、卓上型、生乳中の
細菌数測定装置です。
オプションで体細胞数の測定もできるため、体細胞数
測定装置としても使用できます。

コード番号
Code No. 19502400

型式
Type Somacount FC

測定サンプル数
Measured amount

150検体/時間
 （オートサンプラー使用時）
150samples/hour
(with Auto sampler)

サンプル量
Sample amount ＜5mL

サンプル温度
Sample temp. 38～42℃

電源
Power source

AC110～120V/200～240V、
50/60Hz

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

コード番号
Code No. 19501000

型式
Type Bacto Count IBCm

測定成分
Measurable
component

細菌数　体細胞数（オプション）
Bacteria
Somatic cells in raw milk

測定時間
Measuring time

最初のサンプルは10分、
以降連続は約2分
10 min for first sample
2 min for later continuous.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 580×470×380mm

電源
Power source AC115/220V　50/60Hz

質量
Weight 30kg

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.
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生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC
Dairy analyzer, Bacto Count IBC

生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2
Somatic cell counter, ADAM SCC2

オートサンプラーおよびコンベアーを備えた、全自動
型細菌数測定装置です。フローサイトメトリー技術を
用いて測定を行います。測定サンプル数により3種類
のタイプを用意しています。

生乳中の体細胞数を自動的に測定します。人為的測定誤差が少なく
精度の高い体細胞数測定が可能で、約20秒で測定結果が表示され
ます（最大4検体）。

コード番号
Code No. 19501200

型式
Type Bacto Count IBC

測定成分
Measuring 
component

細菌数
Number of bacteria

測定サンプル数
Measuring time

Model A（50検体/時間）
Model B（100検体/時間）
Model C（150検体/時間）
Model A, B, C

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 1,524×610×1,219mm

電源
Power source AC115/220V　50/60Hz

質量
Weight 115kg

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

コード番号
Code No. 19602100

型式
Type ADAM SCC2

構成
Composition

本体　試薬キット400検体分（4検体×100枚）
テンキー　バーコードリーダー
Main unit   Reagent kit for 400 specimens
(4specimens×100sheets)
Numeric keypad   Bar code reader

測定範囲
Measurable range

0.05～1.15×106個/mL
0.05～1.15×106/mL

測定サンプル量
Loading volume 13μL

測定時間
Measuring time

約20秒
20 sec approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 276×277×270mm

電源
Power source AC100/220V　50/60Hz

質量
Weight 7kg

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

ADAM SCC2
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恒温水槽 牛乳加温器
Shaking water bath for milk sample

牛脂肪の測定には、試料を充分に混和させ、加温により脂肪を
溶解させる必要があります。本器は40～50℃の適温と振盪装
置により、試料を同時に各個解混合しますので牛乳脂肪の測
定を一層効率化します。

To measure milk fat, it is necessary to mix the sample 
well and warm it to dissolve the fat. This water bath 
is to warm up the sample to 40-50℃. Oscillation func-
tion provided.

コード番号
Code No. 19065000 19065500

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：1,000×520×720mm　内寸：885×440×180mm
out：1,000×520×720mm  in：885×440×180mm

外寸：585×485×170mm　内寸：420×420×120mm
out：585×485×170mm  in：420×420×120mm

電源
Power source AC100V　50/60Hz

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

小
Small
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手入・管理器械
Grooming, dehorning and animal management

テールスパッター（断尾器）　Tail docker, gas heated type  ･････････････････････････････････････････････････ 246
電気バリカン 牛用 Model 510　Electric clipper for cattle, Model 510 ･･････････････････････････････････････ 246
電気バリカン 緬山羊用 SH-21　Electric clipper for sheep and goat, SH-21 ･･････････････････････････････････ 247
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  ････････････ 247
ブラックショッカー　Black shocker for livestock driving ････････････････････････････････････････････････････ 248
種豚プレート　Breeding information board for boar ･･･････････････････････････････････････････････････････ 248
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 ･･････････････････ 249
ぽかぽかーふ　Calf jacket, Pokapo Calf  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 250
削蹄具 牛用　Hoof trimming tools for cow  ･････････････････････････････････････････････････････････････････251
削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型　Apron for hoof work/Apron for hoof work, special type ･･････････････････････251
電気削蹄器　Electric hoof trimmer ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 252
剪鉗 牛用Ⅱ　Hoof nipper for cattleⅡ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 252
剪鉗 馬用　Hoof nipper for stallion  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 253
刮削刀　Drawing knife ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 253
鎌型蹄刀　Hoof sickle ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 254
ナタ型蹄刀　Hoof hatchet  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 254
削蹄槌　Hoof hammer ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 255
蹄ヤスリ　Hoof rasp  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 255
牛爪切剪鉗 HK型　Hoof nipper for cattle, HK type  ･･･････････････････････････････････････････････････････ 256
動物用ニッパー　Veterinary nipper  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 256

245



◆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

手入・管理器械　Grooming, dehorning and animal management
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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

手入・管理器械　Grooming, dehorning and animal management
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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

手入・管理器械　Grooming, dehorning and animal management
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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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252 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.



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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保定用器械
Restraining instruments

移動式保定枠　Restraining stall ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 258
鼻捻器 クサリ付　Nose twitch for horse ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 258
ノーズキャッチャーⅡ　Nose catcher Ⅱ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 259
牛鼻穿孔器　Bull ring punch ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 259
牛鼻環　Bull ring ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 260
セイケンリング　Bull ring, Seiken-ring ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 260
ナス環　Tie snap ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 261
ノンキークランプⅡ型 牛用　Non kick clamp for cattle, TypeⅡ ･･･････････････････････････････････････････ 261
豚保定器ワイヤー式　Hog catcher, Wire type ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 262
豚保定器　Hog catcher, Improved type ････････････････････････････････････････････････････････････････ 262
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移動式保定枠
Restraining stall

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。
受精卵採卵、起立で診察を行う場合に前後、左右に平打縄等のロープを縛
ることが容易にできます。
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 possi-
ble to tie up the cow right and left or back and forward. 
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
With stanchion

サイズ
Size 1,300×2,120×1,800mm 1,300×2,120×1,900mm

質量
Weight

約125kg
125kg approx.

約135kg
135kg approx.

● 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.

スタンチョン付
With stanchion

鼻捻器 クサリ付
Nose twitch for horse

主に馬の診療に使用する簡易鼻保定具です。 To be used mainly for examination of horse.

コード番号
Code No. 22005000

型式
Type 45cm

サイズ
Size 450mm

質量
Weight 550g

販売
中止

販売
中止
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ノーズキャッチャーⅡ
Nose catcher Ⅱ

牛鼻穿孔器
Bull ring punch

牛鼻環が装着されていない場合に使用する簡易保定器で、先
端を牛の鼻部にかけてクサリで固定します。頭部を上に吊り上
げ、柱等に縛り保定します。

鼻環の装着の際、鼻孔に穴を開けることが容易にで
きます。

Punch the nose to wear bull ring.

Nose catcher to be used when the cattle does not 
have bull ring. Catch the nose and pull the chain. 
Then, fix the chain to the poles over cattle head, etc.

コード番号
Code No. 22006600

サイズ
Size 220mm

質量
Weight 530g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 22008000

型式
Type

鋭
Sharp

サイズ
Size 270mm

質量
Weight 420g

材質
Material

鋼鉄、メッキ
Steel, plated
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牛鼻環
Bull ring

セイケンリング
Bull ring, Seiken-ring

牛鼻穿孔器で穿孔してから装着します。

After using the bull ring punch, wear this on 
cow nose.

牛鼻穿孔器で穿孔してから装着します。色は黄色のみです。

After using the bull ring punch, wear this on the nose. 
Yellow color.

コード番号
Code No. 22010000 22012000

型式
Type

特大
XL

中
M

サイズ
 （外径×全長）
Size
 （outer×length）

φ11×101mm φ7.5×85mm

質量
Weight 230g 85g

材質
Material

黄銅
Brass

コード番号
Code No. 22013500

色
Color

黄
Yellow

サイズ
Size

装着時直径100mm 太さ8mm
Dia.100mm (When installed)  Thickness 8mm

質量
Weight 20g

入数
Contents

10個
10pcs

材質
Material

ナイロン　樹脂
Nylon　Plasti

中
M

特大
XL
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ノンキークランプⅡ型 牛用
Non kick clamp for cattle, TypeⅡ

牛の蹴り防止器です。長さを自由に調節できるので体格の異な
る牛にも使えます。

This is to avoid to be kicked by cattle. Flexible adjust-
ment of the width for different size of cattle.

コード番号
Code No. 22025500

サイズ A
Size A 330～540mm

質量
Weight 1.8kg

ナス環
Tie snap

コード番号
Code No. 22020500 22020600

型式
Type

アメリカ式
American type

アメリカ式　特大
American type、XL

サイズ
Size 105mm 125mm

質量
Weight 170g 220g

アメリカ式
American type

アメリカ式　特大
American type、XL

A
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豚保定器ワイヤー式
Hog catcher, Wire type

豚保定器
Hog catcher, Improved type

豚の検温、注射等を行う場合に使用する簡易保定器です。ワイ
ヤーを口角にかけて強く引くことで、豚の動きを制御すること
ができます。

持柄つきワイヤー式保定器で、締め込んだワイヤーを
自動的に固定ができてレバー操作で緩め、外せる構
造になっています。

Wire-type retainer with a handle, Structured 
as fix the screwed wire automatically and 
lose it with the lever to remove.

Hog catcher to be used for temperature check, vac-
cinations, etc. Hook the wire to the mouth and pull it 
strongly to hold the movement of hog.

コード番号
Code No. 22040000

構成
Composition

握り柄　ワイヤー太　ワイヤー細　フック棒 
Handle 　Wire Thick　Wire Thin　Hook stick 

サイズ
Size
 （Thicness×Length）

ワイヤー太 φ3×650mm　ワイヤー細 φ2×500mm
Wire Thick φ3×650mm   Wire Thin φ2×500mm

質量
Weight

約220g
220g approx.

別売部品　Option
コード番号
Code No. 22040001 22040002 22040003

型式
Type

握り柄
Grip

ワイヤー太
Wire Thick

ワイヤー細
Wire Thin

コード番号
Code No. 22041000 22041500

型式
Type

標準型
for pig

大型（種豚用）
for large pig

サイズ
Size 645mm

ワイヤー長
Wire length 440mm 540mm

質量
Weight 1.7kg 1.8kg

ワイヤー長
Wire length

645mm
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鶏卵検査用機器
Egg quality testing instruments

卵殻厚さ計　Eggshell thickness gauge ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 264
卵質計（卵白高測定器）/卵質測定台　Egg quality gauge/Egg quality measurement stand ･････････････････ 264
卵形係数測定器　Egg form coefficient measuring instrument  ･･･････････････････････････････････････････ 265
卵質計算尺 ハウユニット換算尺　Egg conditioning counting ruler  ･･････････････････････････････････････････ 265
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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
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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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環境測定機器
Enviromental testing instruments

コンポテスター（堆肥熟度判定器）　Compost maturity tester, Compotester ･･････････････････････････････ 268
かぐやひめ（農畜試式） 小型堆肥化実験装置
Small scale composter, KAGUYAHIME (Livestock Experimental Station Method) ･･････････････････････ 269
堆肥用サーモラベル　Thermo label for compost ････････････････････････････････････････････････････････ 270
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コード番号
Code No. 33004000

構成
Composition

本体　堆肥ポット×2　ミニスコップ　電源コード
Main part   Compost pod×2   Mini shovel   Power code

使用環境
Environment to use

屋内 15～30℃
Indoor 15～30℃

出力端子
Output RS232C

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 330×210×230mm

電源
Power source AC100V 50/60Hz

質量
Weight

約10kg
10kg approx.

コンポテスター（堆肥熟度判定器）
Compost maturity tester, Compotester

堆肥の水分を調整し、秤量してセットするだけで、熟成具合を
数値で判定できます。測定結果は堆肥1gが1分間に消費する酸
素消費量を整数値で表示します。
酸素消費量は堆肥内の易分解性有機物を好気性微生物が分解
する呼吸作用を酸素センサーで測定して推定しています。

By simply adjusting moisture of the compost and 
weighing it, the machine judges the compost matu-
rity. The machine measures the respiration amount 
of degradable organic matter by oxygen sensor, and 
relatively estimates compost maturity.
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コード番号
Code No. 33001000

構成
Composition

本体　保温箱　温度記録計　温度センサー　ポンプユニット　エアー送風管　電源コード　
Main unit   Temperature sensor   Pump unit   Air blower   Power cable

温度記録計
Thermograph

-40～110℃/通信ケーブル付
-40～110℃/with communication cable

ポンプユニット
Pump

0～2L/分　AC100V 50/60Hz
0～2L/min　AC100V 50/60Hz

本体
Main body

保温箱
Box

容量
Capacity

約12.3L
12.3L approx. ー

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

約φ260×700mm（排気管除）
φ260×700mm (without drain tube) approx.

約500×500×940mm
500×500×940mm approx.

質量
Weight

約9kg
9kg approx.

約25kg
25kg approx.

かぐやひめ（農畜試式） 小型堆肥化実験装置
Small scale composter, KAGUYAHIME (Livestock Experimental Station Method)

少量の試料で堆肥化過程の各種発酵条件を再現できる実験用
試験装置です。内部の発酵温度を連続記録と実験状況に応じ
た通気量の調整ができます。排気ガスの採集もできるため、臭
気分析の実験装置としても使用できます。

An experimental test device which reproduces vari-
ous fermentation conditions in the composting pro-
cess with a small amount of sample. You can con-
tinuously record the fermentation temperature inside 
and adjust the aeration rate according to the experi-
mental situation. Since this unit collects exhaust gas, 
it can be used as an experimental device for odor 
analysis, too.
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コード番号
Code No. 33002200

型式
Type U-50

構成
Composition

遠沈管50mL　シールラベル×3
Centrifuge tube 50mL　Sealing label×3

サイズ
Size

遠沈管：φ30×114mm　シールラベル：15×43mm　示温部：φ3mm
Centrifuge tube：φ30×114mm   Sealing label：15×43mm Indicator：φ3mm

測定温度
Measurment temperature

50～70℃（5℃間隔）
50～70℃ (5℃intervals)

材質(遠沈管)
Material

本体：PP　キャップ：HDPE
Main part：PP　Cap：HDPE

堆肥用サーモラベル
Thermo label for compost

堆肥の発酵温度を測定するために使用します。温度
上昇により変色するシールラベルの示温部は変色す
ると色が戻らないため、最高到達温度を確実に検知
できます。

Measure the compost fermentation tempera-
ture.
The sealing label which changes the color 
according to increasing temperature, does 
not return to the original color. So it is possi-
ble to detect the highest temperature.

遠沈管50mL
Centrifuge tube 50mL

シールラベル
Sealing label
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アクアピスターⅢ …………………………………………… 161
アダプター ・・ ………………………………………………… 165
アブキャップ ………………………………………………… 194
アルコールテスター ・・ ……………………………………… 219

い

ET-1N プログラムフリーザー ………………………………・・ 61
EPG計算板  ・ ………………………………………………… 203
胃カテーテル ・・ ……………………………………………… 153
胃汁採取器 ・ ………………………………………………… 204
胃吊出し鉗子 ホック付 （ウェインガート式）・ ……………… 101
移動式保定枠 ・ ………………………………………… 63･258
イルリガートル ……………………………………………… 154
イルリガートル台 …………………………………………… 154
インキュベーター各種 …………………………………… 75･76

う

ウェルソー （電動鋸） ・・ ……………………………………… 110
牛子宮シミュレーター ………………………………………・・ 37　
牛爪切剪鉗 HK型 …………………………………………… 256
牛レプリカモデル …………………………………………… 214
ウテラス鉗子 ・・ ……………………………………………… 101
馬レプリカモデル ・・ ………………………………………… 215
上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i  …………………・・ 79　

え

A-クイック ビタミンA簡易測定装置 ……………………… 211
AMカテーテル ………………………………………………・・31　
HS-102V 動物用超音波画像診断装置（牛用） …………… 200
HS-102V 動物用超音波画像診断装置（豚用） …………… 199
HS-1600V 動物用超音波画像診断装置　　　　　　　　　　

（牛・馬・豚・犬・猫用） ………………………………………… 196
HS-2200V 動物用超音波画像診断装置　　　　　　　　　　

（牛・馬・豚・犬・猫用） ………………………………………… 197

Aチューブ（滅菌済） ………………………………………… 146
鋭匙 両頭 ・ …………………………………………………… 104
エコーゼリー ………………………………………………… 198
NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器）・ ……………………・・ 62　
FHK除菌革命 ・・ ……………………………………………… 182
FHK除菌革命生成装置 ・・ …………………………………… 182
FHK除菌革命用噴霧器 …………………………………… 183
F ストロー管 0.25mL ………………………………………・・ 71
FV-5 卵胞卵採取用恒温器 …………………………………・・ 68　
FV-6 卵胞卵採取用吸引器 …………………………………・・ 68　
LEDハンディライト ・・ ……………………………………… 229
LN2 貯蔵運搬器  ・・ ……………………………………… 56・57
LN2 凍結保管器 SR型 ………………………………………・・ 52
LN2 凍結保管器 大型 ………………………………………・・ 58　
LN2 凍結保管器 DR-30-6ET ・・ ………………………… 55・71
LN2 凍結保管器 DR型 ・・ ………………………………… 50・51
LN2 凍結保管器 ドライシッパー型 ・・ ………………………・・ 54　
LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小 ・・ …………………・・ 55　
遠心管（ビーズ法用）・・ ……………………………………… 202

お

オーエスキー耳標 ・・ ………………………………………… 178
大型LN2 急速凍結器 ・・ ……………………………………・・ 16　
オージータッグ/装着パンチ ・・ ……………………………… 179
オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700 …・・ 184・185
オートクレーブ各種 …………………………………・・ 184・185
温度記録計 ・・ …………………………………………………・・ 17　

か

カーフセーバー（牛用）・・ …………………………………… 141
カーマヒート …………………………………………………・・ 38　
開口器 牛用 …………………………………………・ 119・212　
開閉産鈎 ショットラー ……………………………………… 139
解剖器械 鶏用 ・ ……………………………………………… 113
解剖剪刀 ・・ …………………………………………………… 112
解剖台 ・・ ……………………………………………………… 131
解剖台 大動物用 …………………………………………… 132
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解剖刀 鶏用 ………………………………………………… 113
解剖メス替刃式（フェザー） ………………………………… 111
カウモデルⅣ …………………………………………………・・ 37　
替刃式 解剖メス（フェザー）・ ……………………………… 111
替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー） …………………………… 110
替刃剪刀（フェザー） …………………………………………・・90　
替刃メス（フェザー） …………………………………………・・88　
替刃メスハンドル（フェザー） ………………………………・・88　
かぐやひめ（農畜試式） 小型堆肥化実験装置 ・ ………… 269
家畜電気と畜装置 ST-EC-2-1 ・・ …………………………… 236
刮削刀  ・・ ……………………………………………………… 253
カテーテル 胃用 ・ …………………………………………… 153
カテーテル 鼓脹症用（太 牛用） …………………………… 152
カテーテル 投薬用 ・ ………………………………………… 152
カテーテル 尿道用 ・ ………………………………………… 153
カテーテル（ディスポ豚AI用）・・ ……………………………・・ 44　
カテーテル（ディスポ豚深部注入用） ………………………・・ 45　
鎌型蹄刀 ・・ …………………………………………………… 254
カラータッグ/タッグパンチ ………………………………… 178
ガラス製動物用注射器 ・・ …………………………………… 158
ガラス毛細管 ・・ ……………………………………………… 206
簡易急速凍結器 ・・ ……………………………………………・・ 17　

き

器械戸棚 ・・ …………………………………………………… 134
希釈用試験管 ・・ ………………………………………………・・21　
絹製縫合糸 ・・ …………………………………………………・・99　
擬牝台牛用 電動式 …………………………………………・・12　
擬牝台牛用 油圧式 …………………………………………・・12　
擬牝台 豚用 ・ …………………………………………………・・40　
キャップ付シース管カバー …………………………………・・33　
急速凝集反応板 ・・ …………………………………………… 210
急速凍結器 大型LN2 ・・ ……………………………………・・16　
牛体測定器/骨盤計 ………………………………………… 168
牛乳脂肪検査用ピペット …………………………………… 218
牛乳輸送缶 ・・ ………………………………………………… 226
牛鼻環 ・・ ……………………………………………………… 260
牛鼻穿孔器 ・・ ………………………………………………… 259
キューン産科挺 ・・ …………………………………………… 136
去勢鉗子 ・・ …………………………………………………… 122

去勢鉗子 ザンド固定用 ・ …………………………………… 122

く

クイッカー …………………………………………………… 165
クリーンガード防護服 ……………………………………… 107
グリル鉗子/ぺアン鉗子/コッヘル鉗子 ……………………・・ 93　
クルーゼ ゲル  ・ ………………………………………………・・ 21　

け

KM式黒毛和種子牛体重推定尺 …………………………… 170
計量台（ツルーテスト用） …………………………………… 173
K-Y ルブリケーティングゼリー ……………………………・・ 21　
外科剪刀 ・ ……………………………………………………・・ 89　
外科ピンセット ………………………………………………・・ 91　
毛刈剪刀 ・・ ……………………………………………………・・ 91　
血球計算器セット …………………………………………… 206
血球計算盤  ・・ ………………………………………………… 207
血球計算用カバーグラス  ・・ ………………………………… 208
血球計算用ピペット ………………………………………… 207
ゲルパンチャー  ・・ …………………………………………… 209
検印スタンプインク ………………………………………… 235
検査鈎  ・ ……………………………………………………… 230
検蹄器  ・ ……………………………………………………… 105
検肉スタンプパッド ………………………………………… 235
顕微鏡 各種 ……………………………………………… 76･77

こ

恒温器  ・ ………………………………………………………・・ 42　
高温水高圧洗浄機 ホットスチーム ・・ ………………・・ 192・193　
恒温水槽 牛乳加温器 ……………………………………… 243
合成吸収糸 シンセソーブ ・・ ……………………………… 100
小型堆肥化実験装置 かぐやひめ（農畜試式）・ ………… 269
個体識別体重計測システム ・・ ……………………………… 174
鼓脹症用カテーテル（太 牛用）・ ………………………… 152
骨剪刀 鶏用 ・ ………………………………………………… 114
骨盤計/牛体測定器 ………………………………………… 168
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コッヘル鉗子/ぺアン鉗子/グリル鉗子 ……………………・・ 93　
コッヘル単鈎 …………………………………………………・・ 94　
ゴムスポイト ………………………………………………… 104
ゴム内筒 緬山羊用 A･B ……………………………………・・ 47　
ゴム内筒 牛用 …………………………………………………19
ゴム内筒豚用/採取ゴム豚用 ・ ……………………………・・40　
コンポテスター（堆肥熟度判定器） ………………………… 268

さ

ザーメンチューブ（豚精液ボトル）・ …………………………・・43　
採血コンテナー TSK動物用（滅菌済）・・ …………………… 162
細胞培養輸送器 Ⅱ型 ・ ………………………………………・・73　
採卵針 畜産用 ………………………………………………・・69　
阪型サバキ ・ ………………………………………………… 231
削蹄器 電気式 ……………………………………………… 252
削蹄具 牛用 ………………………………………………… 251
削蹄槌 ・ ……………………………………………………… 255
削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型 ・ ・ …………………………… 251
搾乳バケツ ・・ ………………………………………………… 226
サブヒール ジョイナー付 ・・ ………………………………… 149
サンプリングストロー（滅菌済）・ …………………………… 224
サンプリングストローケース ・ ……………………………… 224
サンプル瓶キャップ付/キャップ …………………………… 222
サンプル瓶ラック …………………………………………… 223

し

シース管 ・・……………………………………………………・・30　
シース管カバー キャップ付 …………………………………・・33　
シース管カバー JEIDA ・・ ……………………………………・・31　
シース管ケース ソフトキャップ付 ・ …………………………・・ 33　
シース薬液注入管（子宮内薬液注入器） 10入 ……………・・ 85　
ジェットプリンター MK-G1000SF ・・ ………………………・・ 10　
歯科ピンセット ………………………………………………・・ 92　
子宮頸管拡張棒 杉江式 ……………………………………・・ 74　
子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式 ………………………………・・ 74　
子宮頸管鉗子 3爪 ・…………………………………………・・ 82　
子宮シミュレーター 牛用   ・・ …………………………………・・ 37　
子宮深部注入用カテーテルセット匠”TAKUMI”（滅菌済） ・・ 46　

子宮洗浄管 馬用 ……………………………………………・・ 83　
子宮内薬液注入器Ⅱ …………………………………………・・ 84　
子宮内薬液注入器 中原式 ・ …………………………………・・ 83　
耳刻器 ・ ……………………………………………………… 180
持針器マッチュ ………………………………………………・・ 95　
自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用） ・ ………………・・ 62　
指頭消毒器 ・ ………………………………………………… 189
煮沸消毒器 携帯用 ・ ………………………………………… 187
17シリーズ ストロー用十字仕切板 ・ ………………………・・53　
手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付 ………………… 105
手術衣ニュータフター20 ・・ ………………………………… 106
手術用インナーシャツ/インナーパンツ …………………… 106
手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー ・ ……… 109
手術用帽子 ・・ ………………………………………………… 109
酒精計 ・・……………………………………………………… 220
種豚プレート ………………………………………………… 248
シュロマット …………………………………………………・・14　
潤滑ゼリー ・・ …………………………………………………・・ 21　
シュンター N/シュンター SⅡN ・ …………………………… 161
消毒貯槽（丸カスト） ………………………………………… 187
消毒盤 ・・ ……………………………………………………… 188
消毒盤台 ・・ …………………………………………………… 188
ジョーズクリップ/ハンドローダー ………………………… 234
ショーレックス滅菌袋 ・ ……………………………………… 186
食肉脂質測定装置 ・ ………………………………………… 228
助産器 牛用（ワイヤー式）Ⅱ ・・ ……………………………… 140
助産器 豚用 ・ ………………………………………………… 143
ショットラ―開閉産鈎 ……………………………………… 139
歯ろ 馬用 ・ …………………………………………………… 118
人工腟 西川式 緬山羊用 ……………………………………・・ 47　
人工腟 牛用 …………………………………………………・・ 18　
人工腟保温カバー（改良型横取用）・・ ………………………・・ 20　
シンセソープ（合成吸収糸） ………………………………… 100
診療台 大動物用 ・ …………………………………………… 130

す

ズーム式実体顕微鏡 ・ ………………………………………・・ 76　
筋ヒキ刀 ・・ …………………………………………………… 232
ストマックチューブⅡ ………………………………………… 155
ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済）・ …………………………・・ 72　
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ストローキャップ YGF60（滅菌済）・ ………………………・・ 69　
ストロー嘴管 …………………………………………………・・ 32　
ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL ・ …………・・ 11　
ストロー剪刀 ……………………………………………・・ 34・75　
ストローチップ（シリコン製）・・ ……………………………・・ 72　
ストロー注入器 …………………………………………… 28・29
ストロー注入器ケース ………………………………………・・32　
ストロー凍結用プログラムフリーザー ……………………・・15　
ストローパウダー ……………………………………………・・26　
ストローピンセット/ピンセット  ・ ……………………………・・34　
ストローマシン1本式 SFM-1/ 　　　　　　　　　　　　　
ストローマシン5本式 SFM-5  ・・ …………………………… 8・9
ストロー融解器 L-2型 ヒーター付  ・・ ………………………・・35　
ストローラベラー BMPTM71  ・ ……………………………・・70　
スネル空気圧式大動物手術台  ・・ …………………………… 129

せ

精液二次希釈装置  ・ …………………………………………・・13　
精液採取管 …………………………………………………・・20　
精液性状検査板  ・ ……………………………………………・・24　
精液低温処理装置 MH-3700  ・・ …………………………・・13　
精液分注針 …………………………………………………・・26　
セイケンリング ……………………………………………… 260
精子運動解析装置  ・・ …………………………………………・・25　
精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）  ・ ………………・・23　
精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）  ・ ………………・・23　
精子密度計 牛用 ……………………………………………・・27　
精子密度計 豚用Ⅲ …………………………………………・・41　
生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置　 　　　　　　　　　　
Bacto Count IBCm  ・ ……………………………………… 241
生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC ………………… 242
生乳体細胞数/乳成分測定装置  　　　　　　　　　　　　　
Dairy Spec FT Combi …………………………………… 239
生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi … 240
生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2 …………………… 242
生乳体細胞数測定装置 Somacount FC ………………… 241
背脂肪厚計豚用  ・・ …………………………………………… 176
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