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パーソナルクリーンシステム
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TAR–5140D／1,830W×880D×2,100H（2,485）
　　　　　　　　　　　  7列10段両面140ケージ収容

本装置は、ラックとケージによって構成されており、主に遺伝子改変動物の飼育を目的として開発した装置で、ケ

ージ単位での強制換気を実現した個別換気式飼育システムです。

このシステムは、HEPAフィルターにより浄化されたクラス100のクリーンな空気を、各ケージの給気口より低風速

でケージ内に供給することにより、ケージ内で発生する動物由来の空気を強制的に排気口に送ります。その後、排気

用のHEPAフィルターによって処理をした後で、排出される構造になっております。
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PARSONAL CLEAN SYSTEM
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給水ビンの作業効率

実験中の動物を常に浄化されたクリーンな空気で保護し
人にもやさしい環境を実現します。

9

一定風量1

耐熱仕様2

軽量化3

ケージ内の換気維持4

確実な排気構造5

室内飛散防止6

感染防止7

確実なケージストッパー8

特　　　長

標 準 仕 様
ブロワーユニット・本体：ステンレス製（SUS304)
フィルター：給排気HEPAフィルター・プレフィルター付
換気回数：50～70回/毎時　　電源：AC100Ｖ

型　　　式

TAR-5140D

TAR-5126D

TAR-5112D

TAR-5098D

TAR-5084D

TAR-5049Ｓ

TAR-5042Ｓ

収容ケージ数

140

126

112

98

84

49

42

列×段

７×10

７×９

７×８

７×７

７×６

７×７

７×６

両面/片面

両面

両面

両面

両面

両面

片面

片面

寸法（mm）

1,830

1,830

1,830

1,830

1,830

1,830

1,830

880

880

880

880

880

650

650

W D H

2,100(2,485）

1,920(2,305)

1,740(2,125)

1,560(1,945)

1,340(1,725)

1,560(1,945)

1,340(1,725)

※ご希望により寸法、列、段数を変更し設計製作いたします。 ※自動給水装置付きもオプションでご用意しております。

型　　　式

TAR-6042D

TAR-6036D

TAR-6030D

TAR-6042Ｓ

TAR-6036Ｓ

TAR-6030Ｓ

TAR-6025Ｓ

収容ケージ数

42

36

30

42

36

30

25

列×段

３×７

３×６

３×５

６×７

６×６

６×５

５×５

両面/片面

両面

両面

両面

片面

片面

片面

片面

寸法（mm）

1,870

1,870

1,870

2,020

2,020

2,020

1,730

750

750

750

650

650

650

650

W D H

1,930(2,315）

1,680(2,065)

1,430(1,810)

1,930(2,315)

1,680(2,065)

1,430(1,810)

1,430(1,810)

マウス用

ラット用

標 準 使 用

《規格》

◆マウス用ケージTP-110 サイズ（195W×325D×170H）mm

◆ラット用ケージTP-111 サイズ（270W×510D×240H）mm

（ ）内はブロアユニットを含む寸法

（ ）内はブロアユニットを含む寸法
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トランスジェニック アイソレーター
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本シリーズはDNA組換えマウス・ラット等トランスジェニック動物＜Tg動物＞飼育用

として開発された装置で、主にDNA組換え後の飼育繁殖維持に適しています。又、組

換え工程に用いられる交配用動物＜非Tg動物＞等の外部より導入されて来た動物の検

疫とSPF維持が可能です。 

標準仕様ケージ 

TP－109 マウスケージ 
サイズ（145W×290D×150H）mm

《仕　　様》 

TAR－250Tg（コンパクトモデル） 

寸　　　法 1,600W×680D×2,260H
本体・ステンレス SUS304製 
スライドドア、PVCクリア3.0t
給・排気HEPAフィルター付 
給・排気プレフィルター付 

材　　　質 

※オプションでチャコールフィルターも取付致します。 

《収容ケージ数》 
TP－109 
56ケージ収容（56～224匹） 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

給気ファン100W 62W 2台 
排気ファン100W 62W 1台 
AC100V

フ　ァ　ン 

電　　　源 

フィルター 

《仕　　様》 

TAR－350Tg

TAR－350Tg

寸　　　法 1,800W×680D×2,260H
本体・ステンレス SUS304製 
スライドドア、PVCクリア3.0t
給・排気HEPAフィルター付 
給・排気プレフィルター付 

材　　　質 

※オプションでチャコールフィルターも取付致します。 

《収容ケージ数》 
TP－109 
70ケージ収容（70～280匹） 

給気ファン100W 62W 2台 
排気ファン100W 62W 1台 
AC100V

フ　ァ　ン 

電　　　源 

フィルター 

本装置は左右二つの飼育エリアにより

構成されており、給気方式は左右別々

にHEPAフィルターを通り給気される

二系統方式です。 

その為、相互感染の防止を完全に実現

しており、又内部には二重扉を組込み

外扉を開放した場合も陽圧を維持致し

ます。 

尚、TP–109が70ケージ収容出来る為、

Tgマウス・ラット等の大量飼育が可

能なアイソレーターです。 

 
※1.陽圧仕様の場合 
※2.TAR–350Tgの場合 

※1

※2
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トランスジェニック アイソレーター
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本装置は給排気にHEPAフィルターを組

込むことにより給・排気が除菌されさら

に、4ブロック、二重扉構造により相互

感染の防止に効果を発揮致します。 

今までに無い小スペースかつ可動性のあ

るアイソレーターです。 

《仕　　様》 

TAR－150Tg

寸　　　法 1,500W×650D×2,100H
本体・ステンレス SUS304製 
スライドドア、PVCクリア3.0t
給・排気HEPAフィルター付 
給・排気プレフィルター付 

材　　　質 

※1. オプションでチャコールフィルターも取付致します。 
※2. 室外排気の場合、排気VD100φ〈一次側〉にて排出。 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

給気ファン100W 62W 1台 
排気ファン100W 62W 1台 
AC100V 200Wコンセント 

フ　ァ　ン 

電　　　源 

フィルター 

《収容ケージ数》 

TP－107 サイズ（125W×200D×110H） 
45ケージ（48～96匹） 

TP－106 サイズ（175W×245D×125H） 
36ケージ（72～180匹） 

TP－109 サイズ（145W×290D×150H） 
48ケージ（48～192匹） 

TP－102 サイズ（215W×320D×140H） 
24ケージ（20～240匹） 

TP－105 サイズ（280W×440D×180H） 
12ケージ（60匹） 

TAR－150Tg
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アイソレーションボックス
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TAR－13 アイソレーションボックス（文部科学省癌特御採用品） 

《仕　　様》 
寸　　　法 1,700W×700D×2,000H

本体・ステンレス SUS304製 材　　　質 
単相100V　200W電　　　源 
1KW（オプション） ヒ ー タ ー  
プレフィルター、HEPAフィルター組込 
脱臭フィルター（オプション） フィルター 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

●SPF、ヌードマウス等の飼育に最適です。 

●送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99％以上

　捕集）を通して、無菌の状態でボックス内に送風し

　ボックス内を陽圧に保ち、動物の汚染を防止します。 

●動物から人間への汚染防止の為に扉がついており排

　気もHEPAフィルターを通した上、強制排気装置も

　ついておりますので安全です。 

●フィルター交換は前面上部にて容易に交換できます。 

●設置場所によりヒーター、脱臭フィルター等も取付

　可能です。 

●棚間隔はケージにより自由設定できます。 



TEL03（3930）9133（大代表）FAX03（3976）2056

アイソレーションボックス

7

TAR－20 アイソレーションボックス 

《仕　　様》 
寸　　　法 1,700W×670D×2,000H

本体・ステンレス SUS304製 材　　　質 
単相100V　200W電　　　源 
1KW（オプション） ヒ ー タ ー  
プレフィルター、HEPAフィルター組込 
脱臭フィルター（オプション） フィルター 

《仕　　様》 
寸　　　法 1,000W×670D×2,000H

本体・ステンレス SUS304製 材　　　質 
単相100V　200W電　　　源 
1KW（オプション） ヒ ー タ ー  
プレフィルター、HEPAフィルター組込 
脱臭フィルター（オプション） フィルター 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

●SPF、ヌードマウス等の飼育に最適です。 

●送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99

％以上捕集）を通して、無菌の状態でボッ

クス内に送風しボックス内を陽圧に保ち、

動物の汚染を防止します。 

●動物から人間への汚染防止の為に扉が

ついており排気もHEPAフィルターを通した

上、強制排気装置もついておりますので安

全です。 

●フィルター交換は前面上部にて容易に交

換できます。 

●設置場所によりヒーター、脱臭フィルター等

も取付可能です。 

●棚間隔はケージにより自由設定できます。 

TAR－20A TAR－20B
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アイソレーションボックス・エアコンボックス

●SPF、ヌードマウス等の飼育に最適です。 

●送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99％以上捕集）

を通して、無菌の状態でボックス内に送風しボックス内を

陽圧に保ち、動物の汚染を防止します。 

●動物から人間への汚染防止の為に扉がついており排気も

HEPAフィルターを通した上、強制排気装置もついており

ますので安全です。 

●フィルター交換は前面上部にて容易に交換できます。 

●設置場所によりヒーター、脱臭フィルター等も取付可能

です。 

●棚間隔はケージにより自由設定できます。　　 

TAR－19 
アイソレーションボックス 

●本装置はSPF動物及びヌードマウス、ラット等を均一な

　温度条件で飼育する装置です。 

●送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99％以上捕集）

　を使用していますので、無菌の状態でボックス内に送風し、

　ボックス内を常に陽圧に保ち又外扉の内部にスライドド

　アがありますので、扉の開閉による外気の侵入がありま

　せん。 

●飼育室と空調機を一体化したコンパクト設計ですので、

　スペースをとらず、手軽に研究室に設置できます。 

TAR－36 
エアコンボックス 

《仕　　様》 
寸　　　法 985W×670D×2,000H

本体・ステンレス SUS304製 材　　　質 
単相100V　200W電　　　源 
1KW（オプション） ヒ ー タ ー  
プレフィルター、HEPAフィルター組込 
脱臭フィルター（オプション） フィルター 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

《仕　　様》 
寸　　　法 850W×800D×1,900H

本体・ステンレス SUS304製 材　　　質 
単相　100V・200W電　　　源 
500Wヒ ー タ ー  
300W冷　凍　機 
23℃±1℃ 温 度 制 御  
プレフィルター、HEPAフィルター組入 フィルター 

　（使用周囲温度範囲　15℃～30℃） 

※ご希望により寸法の変更、陰圧用にも設計製作致します。 
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ユニコンシステム

TAR-90NP-C
飼育ユニット マウス用5列6段
サイズ（1,450W×650D×1,870H）
自動給水ノズル5列6段付き
標準使用ケージ　TP-102

TAR-90NP-DFU
脱臭ブロアユニット
サイズ（500W×650D×1,870H）
ブロア AC100V62W×2個
プレフィルター×2枚
HEPAフィルター×2個
光触媒フィルター×1個

陽圧式

ブロアユニットから供給される清浄空気

は飼育ラックの背面から押し出され、飼

育ラック庫内を陽圧に維持しながら前扉

内両側のリターンダクト方向へ流れ、ブ

ロアユニットに戻る。その後HEPAフィ

ルターでろ過し、光触媒フィルターによ

り脱臭され装置外へ排出されます。

陰圧式

ブロアユニットの給排気ダクトホースを

逆に付け替え、排気風量数値を高めます。

ブロアユニットから供給される洗浄空気

は飼育ラックの前扉内両側の送風口から

供給され飼育ラック庫内を陰圧に維持し

ながら背面排気チャンバー方向へ流れ、

ブロアユニットに戻る。その後HEPAフ

ィルターでろ過し、光触媒フィルターに

より脱臭され装置外へ排出されます。

ユニコンシステム　陰陽圧兼用型クリーンラック（セパレートタイプ）
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自動水洗式アイソレーションラック

 自動水洗式アイソレーションラック 

《仕　　様》 《規　　格》 

材　　　質 
本体・ステンレス SUS304製、 
タイマーコントロール式水洗、自動給水付 TAR-77

サイズ（1,850W×650D×2,450H） 
（ラット・モルモット用5列4段） 
標準仕様ケージ：TH-75

TAR-78
サイズ（2,000W×860D×2,450H） 
（ウサギ用4列3段） 
標準仕様ケージ：TH-43

単相100V　500W電　　　源 
給排気HEPAフィルター組込 
排気脱臭フィルター付 フィルター 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

従来からの微生物制御飼育装置は、糞尿の処理方法がトレ

ー又はチップ式に依るものが殆どで、飼育管理に多大な労

力が必要とされ飼育管理の省力化の必要性が言われて参り

ました。本装置は、その必要性に答えるべく微生物制御飼

育装置にタイマーコントロール式水洗システムと自動給水

システムを組み合わせて作業の省力化を実現させたもので

す。 

TAR－78
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SPF動物用エアコンアイソレーター
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本装置はSPF動物及びヌードマウス、

ラット等を均一な温度・湿度条件で

飼育する装置です。 

送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、

99.99％以上捕集）を使用しています

ので、無菌の状態でボックス内に送

風し、ボックス内を常に陽圧に保ち

又外扉の内部にスライドドアがあり

ますので、扉の開閉による外気の侵

入がありません。 

又、飼育室と空調機を一体化したコ

ンパクト設計ですので、スペースを

とらず、手軽に研究室に設置できま

す。 
 
※ご希望により温湿度記録計、排気処理装
置も取り付けられます。 

《仕　　様》 

TAR－50

寸　　　法 1,650W×650D×1,800H
本体・ステンレス SUS304製　棚板3枚付 材　　　質 
3相　200V電　　　源 
2.3kWヒ ー タ ー  
0.6kW（空冷）室外機型 冷　凍　機 
0.11kW（純水が望ましい） 加　湿　器 
温度23℃±2℃、湿度55％±10％ 環 境 条 件  
プレフィルター、HEPAフィルター組入 フィルター 
マウスケージ　TP－102　20ケージ 

収　容　数 
ラットケージ　TP－105　16ケージ 

※ご希望により寸法の変更、陰圧用にも設計製作致します。 
　（使用周囲温度範囲　15℃～30℃） 

《仕　　様》 

TAR－60

寸　　　法 1,800W×850D×2,200H
本体・ステンレス SUS304製　棚板3枚付 材　　　質 
3相　200V電　　　源 
2.3kWヒ ー タ ー  
0.6kW（空冷）室外機型 冷　凍　機 
温度23℃±1℃、湿度55％±10％ 環 境 条 件  
プレフィルター、HEPAフィルター組入 フィルター 
マウスケージ　TP－102　24ケージ 

収　容　数 
ラットケージ　TP－105　20ケージ 

※ご希望により寸法の変更、陰圧用にも設計製作致します。 
　（使用周囲温度範囲　15℃～30℃） 

SPF動物用エアコンアイソレーター 

TAR—50
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SPF動物用エアコンアイソレーター

本装置はSPF動物を均一な温度・湿度条件で飼育する装置です。 

送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99％以上捕集）を使

用していますので、無菌の状態でボックス内に送風し、ボック

ス内を常に陽圧に保ち又外扉の内部にスライドドアがあります

ので、扉の開閉による外気の侵入がありません。 
 
※ご希望により温湿度記録計、排気処理装置も取り付けられます。 

《仕　　様》 

寸　　　法 2,800W×800D×2,285H

マウスケージ　TP-102　36ケージ 
ラットケージ　TP-105　25ケージ 

本体・ステンレス SUS304製、棚板4枚付 材　　　質 
3相　200V電　　　源 
2.3kWヒ ー タ ー  
0.6kW（空冷）室外機型 冷　凍　機 
温度23℃±0.5℃、湿度55％±10％ 環 境 条 件  
プレフィルター、HEPAフィルター組入 フィルター 

収　容　数 

※ご希望により寸法の変更、陰圧用にも設計製作致します。 
　（使用周囲温度範囲　15℃～30℃） 

TAR－70 
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SPF動物用エアコンアイソレーター

本装置はSPF動物を左右二箇所の飼育ボックス内で、均一な温

度・湿度条件で大量に飼育することが可能な装置です。 

送風はHEPAフィルター（0.3μ粒子、99.99％以上捕集）を使

用していますので、無菌の状態でボックス内に送風し、ボック

ス内を常に陽圧に保ち又外扉の内部にスライドドアがあります

ので、扉の開閉による外気の侵入がありません。 
 
※ご希望により温湿度記録計、排気処理装置も取り付けられます。 

《仕　　様》 

寸　　　法 4,500W×910D×2,285H

マウスケージ　TP-102　84ケージ 
ラットケージ　TP-105　60ケージ 

本体・ステンレス SUS304製、棚板8枚付 材　　　質 
3相　200V電　　　源 
2.3kWヒ ー タ ー  
0.6kW（空冷）室外機型 冷　凍　機 
温度23℃±0.5℃、湿度55％±10％ 環 境 条 件  
プレフィルター、HEPAフィルター組入 フィルター 

収　容　数 

※ご希望により寸法の変更、陰圧用にも設計製作致します。 
　（使用周囲温度範囲　15℃～30℃） 

TAR－80 
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クリーンラック

TAR－100

TAR－100A 
サイズ（1,050W×580D×1,800H） 
（マウス5匹用ケージ5列5段　25ケージ） 
 
TAR－100B 
サイズ（1,500W×580D×1,800H） 
（マウス5匹用ケージ7列5段　35ケージ） 

《仕　　様》 
材　　　質 本体・ステンレス SUS304製 
給気ファン 100V　70W　低騒音型 
給気フィルター 0,3μ99,97％捕集 

給気プレフィルター 300×300×20t
スライドドア アクリルクリア3,0t
風　　　速 0.3～0.6m／sec

高性能フィルターを組み込んだ独自の送風システムとラミ

ナーフローによりラック棚各段に均一な清浄空気を供給し

陽圧を保ちSPFマウス・ラット、Tgマウス・ラットに快

適な環境を与えます。 
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クリーンラック

TAR－200

《仕　　様》 

材　　質 
本体・ステンレスSUS304製 
スライドドア：PVCクリア3.0tまたはアクリルクリア3.0t 
飼育棚、6段（マウス）5段（ラット） 

集じん率 0.3μ以上の粒子99.99％以上 
送 風 機  1.9m3／min・2.3m3／min
電　　源 100VAC、50／60HZ
外　　寸 1,600W×650D×2,150H

※寸法はご希望により設計製作致します。 
※自動給水装置はオプションです。 

プレフィルターとHEPAフィルターの組合せに依り0.3μ粒

子99.99％以上捕集・無菌の状態で送風する飼育装置です。 
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本装置は、飼育室内へ供給される清浄空

気をラックの前扉から飼育ケージを通過、

背面上部の排気ダクトへと排出するシス

テム。 

ケージ、ラック内で発生する塵埃、雑菌

等をすべて背面に流れる一方向気流にて

排出し飼育室内と飼育環境のクリーン度

を維持する飼育装置です。 

一方向気流クリーンラック 
 

TAR—12M　マウス用５列６段 
サイズ（1,300W×600D×1,860H） 

標準使用ケージ　TP-102 
 
TAR—12R　ラット用４列５段 
サイズ（1,300W×650D×1,860H） 
標準使用ケージ　TP-105

※自動給水装置はオプションです。 

※ご希望により、使用ケージ・列・段数変更の設計制作が可能です。
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ラミナーフローラック

ラミナーフローラック 
無塵・無菌環境での動物管理が大変重要になっております。東大

医科学研究所実験動物研究施設の御指導により種々検討し、無塵・

無菌環境下での動物の飼育が可能な飼育棚ラミナーフローラック

を開発致しました。ラミナーフローラックはプレフィルターと高

性能フィルターを組合わせ、独自に開発した送風システム及び空

気層流システムに依って飼育棚の各段に平均に清浄化された空気

を送り、飼育棚上の前方600mmに延長した空間を無塵・無菌の状

態にする動物飼育装置です。飼育棚面に清浄化された空気は常に

水平形で層流（Laminar Flow）を保っております。 

《仕　　様》 
本　　　体 総デコラ製 
飼　育　棚 両面デコラ板7段 

プレフィルター 特殊ナイロン不織布 
メインフィルター 特殊エアーフィルター使用 
風　　　速 132m／min
風　　　量 800m3／hr
電　　　源 100VAC　50／60HZ
本 体 寸 法  1,500W×750D×2,200H

TAR－18 仕切板付（小部屋式） 

TAR－17 （規格品） 

※オプションで前面スライド扉付も製作致します。 
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TAR－79

《仕　　様》 

材　　質 
本体・ステンレスSUS304製 
前面扉・PVCクリア3.0tまたはアクリルクリア3.0t

集じん率 0.3μ以上の粒子99.99％以上 
送 風 機  1.9m3／min・2.3m3／min
電　　源 100VAC、50／60HZ
外　　寸 2,100W×650D×2,150H

※ご希望により陰圧仕様・寸法変更も承り設計製作致します。 

本装置はブロック別に、前面扉に上下スライド式抜き差し自在の扉を採用しており、またプレフィルターと

HEPAフィルターの組合せにより0.3μ粒子99.99以上捕集・無菌の状態で送風する飼育装置です。 
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TAR–21　マウス用6列5段 
サイズ（1,750W×600D×2,150H）mm 
標準使用ケージ　TP-102 

TAR–22　ラット・モルモット用4列5段 
サイズ（1,620W×650D×2,150H）mm 
標準使用ケージ　TP-105 

TAR–23　ウサギ用3列3段 
サイズ（1,700W×800D×2,200H）mm 
標準使用ケージ　TP-44・TP-45

ネガティブアイソレーター 
 
個別に仕切られた小部屋にケージを入れ、ケージ周囲の

浮遊物質（塵埃、細菌、臭気等）を強制吸引し外部に排

出、又は排気処理装置にて処理する。吸引量の調整は小

部屋のダンパーで行なう。尚、感染動物用ネガティブア

イソレーターの設置場所は、ある程度清浄化された空気

が供給されている部屋が望ましい。 

TAR–22
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マウス用アイソレートチャンバー 
サイズ（280W×400D×220H） 
標準使用ケージ　TP-102

バイオパック 
 
 
 
主に感染実験の為の動物飼育ドラフトとして、

実験者が感染の危険にさらされることなく、

安全に実験出来る様に、また実験動物が、

外部からの空気で汚染されることの無い様

に給気、排気のシステムを考慮した飼育装

置です。 

■特　長 
●飼育ケージを、それぞれ独立したアイソレートチャンバー

の中に入れるのでケージ間の相互汚染の心配がありません。 

●アイソレートチャンバーの扉はパッキン付のステンレスフ

レームに硝子がはめこまれており、扉を開閉することなく

内部の観察ができます。また、密閉ハンドルによりパッキ

ンを締めつけて内部をアイソレート状態にし、上部に取り

つけられた高性能フィルターパックを通して空気を取り入

れますので、外部からの汚染の心配がありません。 

●アイソレートチャンバーは、ワンタッチカプラーで個々に

排気管と接続されており、個別に取り外し可能ですので、

動物を外気にさらすことなく、所定の場所へ移送させるこ

とが可能等、アイソレートチャンバー単位で取扱いが出来

る利点があります。 

●ワンタッチカプラーには閉鎖弁がついており、アイソレー

トチャンバーを排気管から取り外しても、アイソレートチ

ャンバー内のエアーが外部に漏れる心配がありません。 

●排気処理装置にはHEPAフィルターが組み込まれており、

外部への汚染の恐れがありません。 

 

■オプション 
オートクレーブ対応型アイソレートチャンバーもあります。 

※用途に応じて設計製作致します。 

ラット用アイソレートチャンバー 
サイズ（340W×550D×330H） 
標準使用ケージ　TP-105

《仕　　様》 

型　式 

品　名 

寸　法 

収容数 

マウス用バイオパック 
（アイソレートチャンバー20個付） 

1,570W×500D×1,760H

4列×5段 

TAR－27

ラット用バイオパック 
（アイソレートチャンバー20個付） 

1,810W×690D×1,960H 400W×400D×1,060H

4列×4段 

TAR－28

排気処理装置 

TAR–28
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《仕　　様》 

型　式 

品　名 

寸　法 

収容数 

マウス用バイオパック 
（アイソレートチャンバー20個付） 

1,570W×500D×2,230H

4列×5段 

TAR－25

ラット用バイオパック 
（アイソレートチャンバー16個付） 

1,810W×690D×2,270H

4列×4段 

TAR－26

マウス用アイソレートチャンバー 
サイズ（280W×400D×220H） 
標準使用ケージ　TP-102

バイオパック 
 
 
 
主に感染実験の為の動物飼育ドラフトとして、実験者が感

染の危険にさらされることなく、安全に実験出来る様に、

また実験動物が、外部からの空気で汚染されることの無い

様に給気、排気のシステムを考慮した飼育装置です。 

■特　長 
●飼育ケージを、それぞれ独立したアイソレートチャン

バーの中に入れるのでケージ間の相互汚染の心配があ

りません。 

●アイソレートチャンバーの扉はパッキン付のステンレ

スフレームに硝子がはめこまれており、扉を開閉する

ことなく内部の観察ができます。また、密閉ハンドル

によりパッキンを締めつけて内部をアイソレート状態

にし、前面に取りつけられた高性能フィルターパック

を通して空気を取り入れますので、外部からの汚染の

心配がありません。 

●アイソレートチャンバーは、ワンタッチカプラーで個々

に排気管と接続されており、個別に取り外し可能です

ので、動物を外気にさらすことなく、所定の場所へ移

送させることが可能等、アイソレートチャンバー単位

で取扱いが出来る利点があります。 

●ワンタッチカプラーには閉鎖弁がついており、アイソ

レートチャンバーを排気管から取り外しても、アイソ

レートチャンバー内のエアーが外部に漏れる心配があ

りません。 

●排気処理装置にはHEPAフィルターが組み込まれてお

り、外部への汚染の恐れがありません。 

 

■オプション 
オートクレーブ対応型アイソレートチャンバーもありま

す。 

※用途に応じて設計製作致します。 

ラット用アイソレートチャンバー 
サイズ（340W×550D×330H） 
標準使用ケージ　TP-105
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洗浄システム 

給排気システム 

給水システム 

《機器仕様》 

 

洗 浄 ポン プ  
洗 浄 バ ルブ  
洗 浄 ノズ ル  
排水タンバー 
残 水 処 理 器  

揚程：110m　吐出量：24L／10sec 
電磁弁 
セラミックノズル 
口径：φ65mm　電動ダンバー 
吸水ブロアー：8m3／min　－3400mmH2O

屋 外 排 風 機  
本体ブロアー 
 
プレフィルター 
メインフィルター 
風 量 調 節 器  

ターボファン：24m3／min　90mmH2O 
シロッコファン：1.9m3／min　24mmH2O 
給気、排気各１台 
ボンデンエアーフィルター 
HEPA 0.3μ粒子　99.97％捕集 
バリタップ　1.5A　給気、排気各１個 

自動給水システム 
アクアフィルター 

 
5μ→1μ→0.45μ 

TAR－33 JITS型アイソレーターユニット 

異なった研究目的の研究者が共同で

利用する実験動物飼育室において、

理想的な飼育システムは動物相互間

の汚染防止とバイオハザート対策を

兼ね備えた、個別型微生物制御飼育

装置であるとされてきました。本装

置は個別型微生物制御飼育装置に、

高圧給水ポンプ、洗浄ノズル、残水

処理装置を組み合わせて糞尿処理の

自動洗浄化を計り、排気系統及び排

水系統も定期的に自動洗浄すること

により作業の大幅な省力化を実現し

たものです。 

■特　長 
●動物飼育部の構造は、扉に密閉ハンドルとパッキンを

備えた、それぞれ独立した密閉ボックスより構成され

ており、動物間の相互汚染の心配がなく、また外部か

らの汚染の心配もありません。 

●糞尿の処理は各密閉ボックスに設けられた洗浄ノズル

にタイマーコントロールで高圧水が高圧給水ポンプよ

り供給され、自動的に洗浄されます。 

●装置の背面に設けられた排気ダクト及び排水管は定期

的に自動洗浄されますので、毛や糞尿などの付着によ

る汚染の心配はありません。 

●残水処理機により洗浄排水を強制排水しますので、抜

け毛などによる排水系統の目詰まり事故の発生を防止

できます。 

●空気の流れは送風機によりHEPAフィルターを通過し

た洗浄空気が各密閉ボックスの上部に設けられた給気

管から密閉ボックス内へ供給され、密閉ボックス背面

の排気ダクトを通って排気用HEPAフィルターを通過し

て屋外へ排気されます。 

●常に密閉ボックス内圧が外気に比べて陰圧になっている

かチェックするためのネガティブメーターを備えており、

密閉ボックス内圧が－2～3mmAqに保たれるように送

風機の回転を制御するコントローラーが付いております。 
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 本　体 SUS304 

 扉 フレームSUS304、観察窓透明塩ビ3ｔ 

 給気部 HEPA（0.3μ99.99％捕集）、ファン1.9m3／min 

 排気部 シャワーリングユニット（消毒液槽付）、ファン4m3／min 

 内外圧差圧計 -100Pa～0～100Pa 

 ヒ－タ－部 デジタル温度調節器、ヒーター1KW、測温抵抗体センンサー、サイリスター 

 排水部 塩ビ製Uトラップ65A、開閉バルブ塩ビ製65A 

 照　明 レフランプ30W×1灯、プログラムタイマー1個 

 給　水 タンク式自動給水式 

 給餌器 ステンレス製　　　 

《機器仕様》 

 

写真チャンバー寸法　W1,095×D650×H744 
※仕様・寸法はご要望に応じて設計製作いたします。 

TAR－39 ニワトリアイソレーター 

本装置はクラスIII以下の病原菌を用

いた感染実験試験、及びワクチン検

定試験等に使用されます。使用目的

に応じて、飼育チャンバー内部気圧を、

陰圧、陽圧どちらにも設定可能です。

チャンバー内部気圧は内外圧差圧計

にて現在内圧値を読み取り可能です

ので、チャンバー内部からの外部汚

染又は外部からのチャンバー内部へ

の汚染予防が可能です。 

■特　長 
●飼育チャンバーの構造は本体材質ステンレス製（SUS304)

で扉は密閉ハンドル式、排水部は排水トラップによる

密閉構造となっております。 

●空気のチャンバーに対する流れは、HEPAフィルター

を通してクリーンエアーをチャンバー内部に供給し、

排気はシャワーリング後消毒液槽を通過させて外部へ

排気致しますので外部への汚染はありません。 

●内部温度はPID（比例制御）方式により外気温～40℃

まで調節可能です。 

●内部照明はウィークリータイマーにより照明時間を制御。 

●糞尿処理は実験終了後、前面の洗浄用小扉を開けてホ

ッパー内部をホースにより洗浄して排水ホースから排水。 

●飲料水供給は自動給水方式。 

●エサの供給はチャンバー上部のエサ投入部より供給。 

（写真はニ連式です） 
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イヌアイソレーター

《機器仕様》 

 

※ご希望により寸法の変更、陰圧仕様にも設計製作致します。 

TAR－53 イヌアイソレーター 

本装置の上下飼育スペースにはそれぞれ独立した給、排

気装置が付いています。給気はHEPAフィルターを通し

て無菌の状態で内部に送風し、排気にもHEPAフィルター

を組込むことにより周囲への二次感染の防止を実現して

います。各飼育スペースにはデジタル温度調整による温

度調節器や前面の観察窓に動物がぶつからない様に内扉

を設けている為、安心して飼育管理が行えます。 

 寸　法 1,700W×960D×1,960H 

 
材　質

 本体・ステンレスSUS304製 
  観察窓・硝子3ｔ 
  内扉・ステンレスSUS304製丸棒 

 

操作盤

 HEPA差圧計　2個 
  風量コントロール　2個 
  運転SW　2個 
  温度調節器　1個 
  ヒーターSW　1個 

 環境条件 温度25℃±5℃ 

 フィルター 給、排気HEPAフィルター付    
  給、排気プレフィルター付 

 ファン 給気ファン100W62W　2台    
  排気ファン100W62W　2台 

 ヒーター 500W 

 電　源 AC100V30A 
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アイソレーター

飼育室内へ供給される清浄空気をチャンバー

の前面から飼育ケージを通過、背面へ通過

後、HEPAフィルターBOXを経由し、ダ

クトにて室外排出するシステム。ケージ、

チャンバー内で発生する塵埃、雑菌等をす

べて後面のHEPAフィルターBOXでろ過

し室外へと排出し、バイオハザードを防御

管理する飼育装置です。 

TAR－55 サル陰圧アイソレーター 

TX－23 飼育用アイソレーター 

《仕　　様》 

1,000W×1,020D×1,100H 

1,000W×1,020D×2,200H 

580W×700D×820H 

 

TAR-55 

TAR-55（2段） 

標準仕様サルケージ 

 
寸　法 

※ご希望によりサイズの変更の設計製作が可能です。 

イヌ用 

陰圧式感染アイソレーターとしての使用目

的の他、陽圧型多目的アイソレーターとし

ての使用も可能です。 

 

■特　長 
●スノコ飼育型 

●陰陽圧調節切替型 

●内圧監視差圧計付 

●内部手洗式洗浄ホース付（ワンタッチ脱着式） 

●糞尿排水トラップ付 

《仕　　様》 

900W×600D×800H（十架台700H） 

SUS304製 

強化硝子 

寸　法 

本　体 

観察窓 

※オプション 
　ヒーター温度調節ユニット 
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アイソレーター

●一台で無菌ボックス・ドライボックスに

使えます。 

●開口部が大きく顕微鏡や各種機器の出し

入れも安心です。 

●DX型はゲルマン社製のヘパカプセルフィ

ルター（集塵効率99.96％、0.3μ）とシ

リカゲルや活性炭などを入れられるアク

リルハウジングを通して、常に乾燥した

無菌エアーが循環する装置が付いていま

す。 

●扉は鍵付ですので安心して作業が行えま

す。 

TXB－19 無菌ボックス 

マウス・ラット用 
サイズ（1,200W×500D×600H） 
PAT.887885　PAT.887886　PAT.940670 

塩化ビニール樹脂製チャンバー 

送風機1台、フィルター2個 

透明で硬質の塩化ビニール使用で、安全

性が高く、耐久性に富んでいます。 

なお、樹脂チャンバーを使用し、特殊ア

イソレーターの製作も可能です。 

※規格外品も承ります。 

TX－20 飼育用アイソレーター 

《仕　　様》 
外 径 寸 法  800W×550D×500H

1双 無 菌 手 袋  
1式 無菌エアー循環装置 
1式 窒素ガス充　装置 

球取替式・100V、10W　1組 殺菌灯・蛍光灯 
2連式　1組 内部コンセント 

200W×200D×200H　1組 パスボックス 

※規格外品も承ります。 
※ヘパカプセルはエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 
　（ゲルマンヘパカプセル、＃12127） 
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アイソレーター

マウス・ラット用 
サイズ（1,200W×500D×600H） 
PAT.887885　 

PAT.887886　 

PAT.940670 

ビニールチャンバー 

送風機　1台、フィルター　2個 

柔軟性に富み、使いやすくなって

います。 

※規格外品も承ります。 

TX－21 
飼育用アイソレーター 

サイズ（1,200W×500D×600H） 
PAT.887885　PAT.887886　 

PAT.940670 

軟質ナイロンビニール製チャンバー 

送風機　1台、フィルター　2個 

手術用として使用します。 

※規格外品も承ります。 

TX－22 
手術用アイソレーター 
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アイソレーター部品・小型高圧蒸気滅菌器

TX－1 滅菌缶（φ320×600）
PAT.964187 

ステンレスSUS304製 

飼料、床敷、水等の滅菌に使用

します。 

TX－3 飼料滅菌枠 
6段式ステンレスSUS304製 

飼料滅菌に使用します。 

TX－7 
防毒マスク（過酢酸用） 
アイソレーター内の消

毒時に使用します。 

TX－6 コンプレッサー 

TX－5　フィルターメデア 
巾600mm×30m巻 

TX－8　ビニールテープ 
巾25mm×20m 100巻入 

TX－9　フィラメントテープ 
巾19mm 

TX－10　マイラーテープ 
巾500mmTX－4A スプレーガン 

TX－4B ポリエチレンタンク 
アイソレーター内の消毒に使用

します。 

TX－14 
小型高圧蒸気滅菌器 
（オートクレーブ） 
弊社プラスチックケージ各 

種、滅菌ができる缶体寸法 

です。 

TX－11 グローブ 

《仕　　様》 

外 径 寸 法  570W×850D×1,470H 
330W×740D×330H缶 体 寸 法  

※卓上型も各種ございます。 
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安全キャビネット

危険な病原体や微生物・遺伝子組換え実験等

において、これらの生物材料の拡散を防止す

るとともに実験者への感染防止をするバイオ

ハザード対策は現代の実験室で重要な条件で

す。バイオハザード対策の中心をなす安全キ

ャビネットはこれからの実験室では欠かすこ

とのできない機器ですが日本では国単位の安

全規格がありません。アステック／フォーマ

安全キャビネットは米国公的機関NSF

（NATIONAL SANITATION FOUNDATION）

規格♯49に認定された安全性と信頼度の高い

機器です。 

■クラス別タイプA/B3 NSF規格♯49 

米国NSF規格はクラスII安全キャビネットの

構造や性能を厳しく規定しています。♯49に

適合した製品にはNSFマークがつけられてい

ます。クラスIIA/B3はセミオープン方式で

給気・排気ともにHEPAフィルターで処理さ

れ汚染プレナムは陰圧構造になっています。

循環空気量の屋外排気によりIIAタイプから

IIB3に切替えることができます。 

 

■キャビネットエア比率（％） 

安全キャビネット 

ASC－137 
サイズ（1,370W×800D×2,350H） 

ASC－198 
サイズ（1,980W×800D×2,350H） 

クラス II 循環気率 

タイプA 70

タイプB3 70

室内排気率 室外排気率 最低流速 

30 0 75FPM

0 30 100FPM

■安全キャビネットクラス分類 

クラス クラス I クラス II クラス II

構　造 

危険度 P1～P3レベル P4レベル 

性能との 
特徴比較 

主　　要 
試験項目 

●作業者へ気流の逆流が少ないので
　感染防止性が良い。 
●ワークエリア内に外部雑菌が混入
　するので無菌操作には適さない。 

風速・風流試験 
HEPA効率試験 

フレオンリーク試験 
HEPA効率試験 

●作業者への感染防止とキャビネッ
　ト内清浄の性能を合せ持つ。 
●無菌操作が行えるので利用範囲が
　非常に広い。 

（NSF規格） 
細菌試験、フレオンリーク試験 
風速・風量試験、HEPA効率試験 

●最高危険度の生物材料を取扱うこ
　とができるキャビネットである。 
●完全密閉型なので操作性がかなり
　制限される。 
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バイオクリーンベンチ
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AH－100 
AH－130 
AH－160

AH－130W 
AH－160W

循環方式（片面）AH-100・AH-130・AH-160 
ワイドな側面ガラスで快適作業空間 

循環方式（片面）AH-130W・AH-160W 
コンパクトな両面タイプと一寸大きめの両面タイプ 

《仕　　様》 
型　　　　　式 AH-100 AH-130 AH-160
外　形　寸　法 1,000W×750D×1,900H 1,300W×750D×1,900H
作　業　台　寸　法 
蛍　　光　　灯 
殺　　菌　　灯 

排気用フィルター 305W×305H×65D 低圧損設計　圧力損失10mmH2O 規定風量2.2m/min 
風　　　　　速 0.4m/sec以上（初期値） 
集　塵　効　率 99.99％以上（0.3μ粒子） 
外　　　　　装 ボンデ鋼板ハンマートン焼付塗装仕上 
内　　　　　装 作業面SUS304ステンレス鋼板 
ガ　ス　バ　ー　ナ　ー 1　　　個 1　　　個 1　　　個 
吸　　引　　口 1　箇　所 2　箇　所 1　箇　所 
送　風　フ　ァ　ン 1　　　基 
電　　　　　源 

サーキットブレーカー 8A 8A 8A
重　　　　　量 200kg 265kg 300kg

AC100V 50/60HZ

負　荷　電　力 
400VA 

サービスコンセント1ヶ5A
400VA 

サービスコンセント1ヶ5A
400VA 

サービスコンセント2ヶ5A

1　　　基 1　　　基 

主　フ　ィ　ル　タ　ー 

940W×600D×650H
20W×4本 
15W×1本 

915W×65D×610H 低圧損設計 
圧力損失10mmH2O 規定風量15.3m/min 

1,219W×65D×610H 低圧損設計 
圧力損失10mmH2O 規定風量20.6m/min 

762W×65D×610H 2枚低圧損設計 
圧力損失10mmH2O 規定風量25.4m/min 

920W×600D×650H
20W×4本 
15W×2本 

1,600W×750D×1,900H
950W×600D×650H

20W×6本 
15W×2本 

AH-130W AH-160W
1,300W×750D×1,750H

305W×305H×65D 低圧損設計　圧力損失10mmH2O 規定風量2.2m/min 
0.4m/sec以上（初期値） 
99.99％以上（0.3μ粒子） 

ボンデ鋼板ハンマートン焼付塗装仕上 
作業面SUS304ステンレス鋼板 

1　　　個 1　　　個 
1　箇　所 1　箇　所 
1　　　基 

8A 8A
230kg 270kg

AC100V 50/60HZ
400VA 

サービスコンセント1ヶ5A
400VA 

サービスコンセント1ヶ5A

1　　　基 

915W×65D×610H 低圧損設計 
圧力損失10mmH2O 規定風量15.3m/min 

1,219W×65D×610H 低圧損設計 
圧力損失10mmH2O 規定風量20.6m/min 

1,025W×690D×650H
20W×4本 
15W×1本 

1,600W×750D×1,750H
1,325W×690D×650H

20W×4本 
15W×1本 

《仕　　様》 
型　　　　　式 
外　形　寸　法 
作　業　台　寸　法 
蛍　　光　　灯 
殺　　菌　　灯 

排気用フィルター 
風　　　　　速 
集　塵　効　率 
外　　　　　装 
内　　　　　装 
ガ　ス　バ　ー　ナ　ー 
吸　　引　　口 
送　風　フ　ァ　ン 
電　　　　　源 

サーキットブレーカー 
重　　　　　量 

負　荷　電　力 

主　フ　ィ　ル　タ　ー 
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動物飼育用排気処理装置・フィルターキャップ
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動物飼育機器等からの塵埃、細菌、臭気等を吸

引し、殺菌灯、プレフィルター、活性炭フィル

ター、高性能フィルターを通過させ、清浄空気

に還元して外部に排出する装置です。 

ケージ内外部からの感染や有害な影響を最小限にと

どめますので、理想的な動物実験が行えます。とく

に、落下菌の感染防止にすぐれています。なお、特

殊フィルターを使用しているため、アンモニア類の

汚染はありません。 

オートクレーブ使用可能なフィルターキャップもあ

ります。 

TAR－30 
排気処理装置 

TFC－1 フィルターキャップ［Aタイプ］窓付 
［Bタイプ］窓ナシ（オートクレーブ可能） 

［Aタイプ］ ［Bタイプ］ 

《標準品表》 
［Aタイプ］窓付 
［Bタイプ］窓ナシ（オートクレーブ可能） 

※その他のケージ用も御希望によ 
　り、特別製作致します。 

TPｰ73 
TPｰ107 
TPｰ102 
TPｰ106 
TPｰ105 
TPｰ109 
TPｰ110 
TPｰ111 
TPｰ112

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

《仕　　様》 

寸　　　法 720W×640D×1,600H
15W×2本付（オプション） 殺　菌　灯 
プレフィルター、チャコール 
フィルター、HEPAフィルター 
（集塵率99.99％） 

フィルター 

シロッコファン　各1個付 フ　ァ　ン 
100V　200W　2.5A電　　　源 
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代理店

※本カタログの規格、デザイン等は改良により予告なく変更する場合があります。

実験動物施設設備機器

実験動物施設〈設計管理・改造・改修〉

実験動物飼育管理機器

理化学機器

実験研究施設〈設計管理・改造・改修〉

医療機器

介護機器

営業品目

皆さまのご要望にお応えできますよう、万全の態勢
を整えておりますので、遠慮なくお申しつけ下さい。
ご用命をお待ち申し上げております。
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