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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
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テープメジャー Tape measure
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体重推定尺

Weighing tape
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黒毛和種テイラー（畜試式） The Wagyu Tailor
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ツルーテスト

Tru-Test

160

計量台（ツルーテスト用） Weighing platform for Tru-Test
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WOW！ 歩行通過型計量機

WOW! Indicator for walk through type weighing unit
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キャトルロード FK1000家畜用歩行通過型計量機
Cattle road FK1000 Walk-through weighing scale for livestock
家畜生体肉質測定システム

162

HS-2100V

Ultrasonic apparatus for meat quality measurement system HS-2100V
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Measuring and identification instruments

牛体測定器/骨盤計
Stable gauge / Pelvismeter

大、
中動物の体測
（体高、
体長・胸幅・臗幅、
尻長 等）
に使用します。

For measurement of body（Height, Length, Width, etc）.

NFK60

NFK66

コード番号 Code No.

12002000

12004200

12005000

12006000

製品番号 No.

NFK60

NFK64

NFK66

NFK65

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

測長 Measuring length

2,000mm

2,000mm

900mm

1,100mm

全国和牛登録協会
制定品
Habu-Type
引出式 lengthen use

羽部式
和牛登録協会
制定品
Habu-Type

2本継ぎ
joint type

仕様 Spec.

日本ホルスタイン
登録協会制定品
体高、幅を測定
measurement body
height/width
3本継ぎ 3joint type

質量 Weight

2.4kg

2kg

1.57kg

1.6kg

収納時サイズ Enclosed size

700mm

1,200mm

680mm

650mm

● 納期ご確認ください。 Please ask us for delivery date.
● 12004000

NFK62

和牛用牛体測定器は製造中止です。

中動物用体尺計 Medium animal
gauge（sheep and goats）

測定・登録機器

Measuring and identification instruments

テープメジャー
Tape measure

大、
中動物の体側
（胸囲、
管囲等）
に使用します。
To be used for measuring the abdomen of large and medium size
animal.

体重推定尺
Weighing tape

コード番号 Code No.

12036000

製品番号 No.

NFK85

計測 Measuring

3,000mm

牛衡機がないところでも、
容易に体重推測ができます。
This tape helps to estimate the weight of animal, when there is no weighing machine.

※ケースが変更になりました。

NFK70

NFK71

コード番号 Code No.

12007000

12009000

製品番号 No.

NFK70

NFK71

型式 Type

乳牛用A for Dairy cow A

和牛用A for Wagyu A

用途 for use

ホルスタイン雌 Holstein（female）

肥育牛 Fattening cattle

測定範囲（体重 /全長） Measuring reng

895kg / 2,300mm

雌989kg、雄1,024kg/2,300mm

質量 Weight

119g

119g

黒毛和種テイラー（畜試式）

（黒毛和種去勢育牛
The Wagyu Tailer

体重・養分要求量推定尺）

胸囲判定値から体重と養分要求量、
給与量を簡易に推定できます。
テープには、1日あたりの可消化養分総量（TDN）kg、濃厚飼料
給与量（kg）の目安も表示されています。

Weight, nutrient requirement volume and feeding volume
can be estimated on the basis of abdomen size. The tape
indicates the total digestive nutrient/day（ TDN）kg and
concentrate feed volume（kg）, too.

製造中止

コード番号 Code No.

12014000

製品番号 No.

NFK77

仕様 Spec.

体重推定 Body weight（kg）
濃厚飼料給与量（kg）

サイズ Size

φ65×35mm

質量 Weight

約170g

● 在庫品のみの販売となります。 Until stock run out.
畜産設備・器材一覧

総合カタログ
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ツルーテスト
Tru-Test

イージーウェイ5は、
操作が簡単です。
ロードバーを接続してスイッチ
を押すだけで、
正確な体重が3秒以内に表示されます。
オートゼロ
機能、
詳細計量が可能なファインモード等、
充実した機能つきです。
大型で見やすいディスプレイの操作性は抜群。100％防水防塵
処理、厳しい環境での使用に最適です。
イージーウェイ6は、
5の機能に加え、
50メモリーと10,000個の記録が
可能。
USBケーブルでPCと通信ができ、
メモリーされた計量データ
から数量・平均値・合計・最小値の統計データを見ることができます。

Ez-Weigh 5 is very simple to use.Connect the load bar and
just press switch. Then, accurate weight appears within
3sec. In addition, enhanced function available, such as
auto -zero, ﬁne mode for minute weighing. Large size
user-friendly display 100% water and dust proof.
Ez-Weigh 6 is provided with memory for 10,000 records, in
addition to the functions for Ez-Weigh 6. And, communication
by USB to PC is available. Statistical data can be checked
from the recorded data, such as average, total, minimum, etc.

NFK53-2
（1,010mm）
NFK52-2
（800mm）
NFK51-2
（600mm）
NFK51-1

NFK54-1

※イージーウェイ6は、
2017年12月1日をもちまして販売終了となります。

コード番号 Code No.

12028100

12028200

12028300

製品番号 No.

NFK51

NFK52

NFK53

型式 Type

EW5‐600 子牛/豚用 for calf/pig

EW5‐800 牛/馬用 for cattle/horse

EW5-1010 牛用 for cattle

インジケーター5 /ロードバー セット Indicator / Loadbars set

構成 Composition
ロードバー サイズ Loadbar size

600mm

800mm

1,010mm

最大秤量 Max Weighing

2,000kg

3,000kg

3,000kg

最小表示 Min indication

0.2kg（ 最小モードでは0.1kg）

0.2kg（ 最小モードでは0.1kg）

0.2kg（ 最小モードでは0.1kg）

● イージーウェイ6のセット構成もあります。

インジケーター Indicator
コード番号 Code No.

12028101

12028401

製品番号 No.

NFK51-1

NFK54-1

型式 Type

イージーウェイ5 インジケーター Ez-Weigh5 indicator

イージーウェイ6 インジケーター Ez-Weigh6 indicator

電源 Power source

AC100V/ACアダプター（充電式）

AC100V/ACアダプター（充電式）

サイズ Size（W.H.D.）

204×241×73mm

204×241×73mm

質量 Weight

1.6kg

1.6kg

ロードバー

Loadbar （単位 1本）

コード番号 Code No.

12027200

12027300

12027400

製品番号 No.

NFK51-2

NFK52-2

NFK53-2

型式 Type

ロードバー600 Loadbar 600

ロードバー800 Loadbar 800

ロードバー1010 Loadbar 1010

サイズ Size

600mm

800mm

1,010mm

質量 Weight

6.2kg

7.6kg

10.2kg

測定・登録機器
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計量台（ツルーテスト用）
Weighing platform for Tru-Test

ツルーテストに使用する計量台です。
牛用、
子牛・豚用があります。
ロードバーは600mm、
1,010mmです。
8 0 0 mm型も特 注で対応いたします。特 殊サイズも承ります。
お問い合わせください。

Weighing platform for Tru-Test. Selectable for cow or
calf/pig. Load bar is 600mm or 1,010mm. 800mm type is
made-to-order.

NFK45
※ 車輪はオプションです。

NFK46

コード番号 Code No.

12033060

※特注

12033010

製品番号 No.

NFK46

option

NFK45

型式 Type

EW5‐600用

EW5-800用

EW5-1010用

仕様 Spec.

子牛/ 豚用 for calf/pig

サイズ Size

約650×1,450mm

牛用 for cattle
800mm

約1,100×2,000mm

WOW！ 歩行通過型計量機

WOW! Indicator for walk through type weighing unit
歩行通過型計量台に対応する、インジケーター
（計量器）
です。
2,200mm以上の長さの計量台と組み合わせ使用してください 。
注：大型牛等は2,500mm以上程度の長さが理想です。計量台が短すぎる
場合、正確に歩行通過計量ができない場合があります。

専用アルミニウム製WOW！プラットフォームがあります。
歩行面は
特殊加工で滑りにくく、構造は動物を中心位置で歩行させる様
になっています。長さは2,500mmで、総質量は43kgと軽量で移
動時も便利です。

This is the indicator, applicable for walk through type
weighing platform, more than 2,200mm in length（Note:
.
For
the large size cow, it is recommendable to have 2,500mm or
longer platform. If the platform is too short, accurate weighing
could be diﬃcult.）Available an exclusive aluminum Wow!
platform, too. Non-slip speciﬁc processing for the surface.
Structure to walk through the animal in the center of
platform. Length 2,500mm, Gross weight 43kg - light weight !

コード番号 Code No.

12029000

製品番号 No.

NFK35

インジケーター 型式 Indicator type

XR3000

仕様 Spec.

豚用 for pig 牛用 for cattle

秤量 Weighing capacity

2,000kg

記録 Records

50,000件

最小表示 Min. indication

1kg

サイズ Size

270×190×71mm

質量 Weight

1.6kg

電源 Power sours

AC100V→DC12V（コンバーター付）

専用計量台 サイズ Weighing base size

L.2,500×Ｗ.720×Ｈ.180mm（柵なし）

専用計量台 歩行面幅 Walk range widht

W.510mm

専用計量台 総質量 Ⓒ weight

43kg
畜産設備・器材一覧
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キャトルロード FK1000家畜用歩行通過型計量機
Cattle road FK1000 Walk-through weighing scale for livestock
計量台に家畜を歩行通過させて、
正確、
安定した体重を計測する
ことができます。
家畜の走り抜け、
跳躍を防ぐため体型に合わせて
柵の幅を変更することができます。移動用車輪、前後ステップ台
も備えています。

This is for accurate and stable walk-through weighing unit
of the animal. To prevent the animal running through, or
jumping on platform, it is possible to change the width of
side stall. Caster to move, and front and back stairs to
platform are provided, too.

コード番号 Code No.

12029500

製品番号 No.

NFK30

計量方式 Scale method

ロードセル4点支持式 4point supported road cell

秤量 Weighing Cpacity

1,000kg

最小表示 Min.indication

1kg

計量台 サイズ Weighing base size（W.D.H.）

3,200×800×150mm

通路幅（可変） Passage width

470〜550mm

計量台 質量 Weighing base weight

約280kg

柵 サイズ Fence size（L.H.）

3,200×715mm

傾斜踏台 サイズ Slope board size（W.D.H.）

1,200×800×150mm

傾斜踏台 質量 Slope board weight

80kg

電源 Power source

AC100V 50/60Hz 50W

● 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.
● 写真のコントローラーは製品と異なります。 The controller on the photo is diﬀerent from the actual product.

測定・登録機器

Measuring and identification instruments
管理

家畜生体肉質測定システム

HS-2100V

Ultrasonic apparatus for meat quality measurement system HS-2100V
フルデジタルシステム、10.4インチ液晶モニターを採用。
鮮明でクリアーな画像が得られます。
●
●
●

飼育牛への利用

： ロース芯面積の測定、サシの判定

豚への利用

： ロース芯面積の測定、皮下脂肪厚測定

繁殖雌牛への利用： 背脂肪、各部位の脂肪厚測定

Full digital system, 10.4inch LCD monitor with accurate
image.
● For fattening cow : Measurement of rib eye
area,evaluation of marble.
● For breeding cow : Measurement of back fat, fat
thickness of each part.
● For pigs : Measurement of rib eye area, thickness of
subcutaneous fat.

HLV-4212M

コード番号 Code No.

12070200

製品番号 No.

NFK101

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

モニター Monitor

10.4 型（モノクロ256階調） 10.4 Type（256 grayscales）

レンジ Range

240、180、150、120、90、60mm

フォーカス方式 Focus system

送信 /4段フォーカス Transmitter 4 stage
受信 /ダイナミックフォーカス Recever Dynamic

画像記録 Image store

100画像 100 images

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

計測機能 Function

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

インターフェース Interface

出力×2 入力×1 Output×2 Input×1

電源 Power source

AC100V 50/60Hz

サイズ Size（W.D.H.）

335×200×380mm（キーボード閉時） 335×500×380mm（キーボード開時）

質量 Weight

約11kg

付属品 Accessories

電源コード プローブホルダー Power code Probe holder

プローブ Probe（ 別売 option）

HLV-4212M 1.5、2.0、3.0MHz 視野幅 120mm

Image direction

畜産設備・器材一覧
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