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実物大の雌ブタのシミュレーション模型です。ブタの適切な人工授精と、分娩時のテク
ニックを教えるため最適です。
移動が簡単で、頑丈な構造なので、この模型の上に乗り、スタンディングヒートを確認
したり、人工授精のテクニックを再現したりできます。
また、付属の子豚を用い、正常及び位置異常の分娩をシミュレーションできます。

【付属品】
• スパイラル型カテーテル
• 透明なコルクスクリュー型の生殖器官（脱着可能）
• 透明なビニール製の分娩生殖器官（脱着可能）
• 子ブタ2匹
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

ブタの人工授精シミュレーション模型 1製品番号：LRW-01

ブタの全身模型製品番号：LRW-21

実際のブタの3分の1の大きさの模型です。
外観は、詳細な筋肉系を表現しています。
正中線で分離でき、消化器系や生殖器系など、
17箇所の臓器が取り外し可能です。
ブタの解剖学的構造が、理解できます。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 内部および、外部の解剖学的構造の断面図
• 取り外し可能な17の臓器
• プレゼンテーションスライド
• ポスター（50cmｘ76cm）
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約23kg
サイズ：縦101cmｘ横25cmｘ高さ48cm

【定価】540,000円（税別・送料込）

２

1

【仕様】
重量：約11kg
サイズ：縦56cmｘ横42cmｘ高さ71cm

【定価】595,000円（税別・送料込）



ブタの胎児解剖模型 ３製品番号：LRW-22

ブタの子宮模型製品番号：LRW-40

この模型は、内臓が取り外し可能で、ブタの胎児の解剖学的構造を学んだり、
剖術技術を教えたりすることができます。

【付属品】
• 模型は、台座に付着
• 取り外し可能な9部品
• 1年間のメーカー保証

実物大のブタの子宮模型です。

【付属品】
• 模型は、ディスプレイ用スタンドに取り付けられています
• 1年間のメーカー保証

ブタの胃模型製品番号：LRW-44

ブタの胃の理解が、深まります。

【付属品】
• 模型は、ディスプレイ用スタンドに
取り付けられています

• 胃の外部と、内部が見れる
• 1年間のメーカー保証

ブタの腎臓模型製品番号：LRW-46

ブタの腎臓の構造が、理解できます。

【付属品】
• 模型は、ディスプレイ用のスタンドに
取り付けられています

• 腎臓の外部と、内部の解剖学的構造を
示しています

• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約810g
サイズ：縦26cmｘ横19cmｘ高さ9cm

【定価】110,000円（税別・送料込）
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【仕様】
重量：約1kg
サイズ：縦27cmｘ横17cmｘ高さ38cm

【定価】110,000円（税別・送料込）

【仕様】
重量：約3.4kg
サイズ：縦48cmｘ横34cmｘ高さ14cm

【定価】180,000円（税別・送料込）

７1牛肉と豚肉の3Dポスター製品番号：LRW-48

牛肉と、豚肉の主要なカットを、写実的なフルカラーのディテールで表現しています。
牛肉と、豚肉の最も一般的な切り方を表した、プラスチック製の３Dポスターです。

【付属品】
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
サイズ：縦99cmｘ横73cmｘ高さ4.4cm

【仕様】
重量：約4kg
サイズ：縦78cmｘ横53cmｘ高さ6cm

【定価】
140,000円（税別・送料込）

【定価】145,000円（税別・送料込）



製品番号：LRW-16 ウシの解剖図3Dフリップチャート

移動が簡単な、キャスター付きのレリーフ（浮き彫り）解剖図です。
また、卓上に置いて使用することも可能です。
中央が分割されており、開くと「ウシの外観」「ウシの骨格」
「ウシの内臓と生殖器部」の3種類の解剖図が表示されます。

この解剖図は、実際のウシの６分の１程度の大きさで、
ホワイトボードの素材を用いてるため、ホワイトボード用のマーカーで、
書き込むことが可能です。
ウシの解剖学的構造や、器官を教えるのに適しています。

【付属品】
• 3種類のレリーフ解剖図
• 卓上用スタンド
• キャスター付き床置き用スタンド
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約15.8kg
サイズ：縦45cmｘ横81cmｘ高さ101cm

【定価】420,000円（税別・送料込）
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ウシの注射シミュレーション模型製品番号：LRW-08 3

ウシの頸静脈採血投与、IV、筋肉内注射、皮下注射、耳標の装着、成長促進剤の注射の練習
ができる、他に類のない教育模型です。実物大の模型で、練習できます。

【付属品】
• 実物大のウシの頭頸部
• 取り外し可能な頸部カバー（体に解剖学的なランドマークが描かれています）
• 静脈液
• パルス・フットポンプ（拍動再現用の足踏み式ポンプ）
• 交換用の耳（10組）
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約18kg
サイズ：縦81cmｘ横101cmｘ高さ172cm

【定価】
999,000円（税別・送料込）

製品番号：LRW-09 ウシの注射シミュレーション模型 交換用耳（10組）

この製品は、製品番号：LRW-08【ウシの注射シミュレーション模型】の消耗品です。
左右の耳、10組での販売です。
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【定価】60,000円（税別・送料込）



ウシの人工授精シミュレーション模型 5製品番号：LRW-02（茶単色）

製品番号：LRW-03（白黒2色）

ウシの人工授精のトレーニング、触診による妊娠診断を学べます。
本体カラーは茶色と、白黒から選べます。本体カバーを上げると、
生殖器官の内部を見ることができ、生殖器系のランドマークを学
んだり、人工授精のやり方を理解できます。実物大の模型ですが、
卓上で使用でき、また、折りたたんで収納ができます。
製品番号：LRW-07【ウシの人工授精トレーニングキット】の大
きな6種類の子宮頚管を、この模型に装着して使用することが可
能です。より実践的なトレーニングを、可能とします。

【付属品】
• 取り外し可能な子宮頸部、生殖器官、および外皮カバー
• ラテックスフリーの長手袋（100パック）
• シース管付き、人工授精用注入器
• 3段階の黄体成長模型
• 2段階の胎児成長模型
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【色】
茶色（単色）
または、白黒（2色）

【仕様】
重量：約11kg
サイズ：縦81cmｘ横45cmｘ高さ71cm

【定価】各755,000円（税別・送料込）

製品番号：LRW-07 ウシの人工授精トレーニングキット

持ち運びが簡単な、9種類の子宮頸管模型です。若いウシから、年齢を重ねたウシ
まで、様々な年齢のウシの子宮頸管に対して、人工授精のトレーニングが可能です。
このキットのうち、大きな6種類の子宮頸管は、製品番号：LRW-02、または
LRW-03【ウシの人工授精シミュレーション模型】に装着することで、より実践的
なトレーニングが可能です。

【付属品】
• 9種類の子宮頸管模型（ゴム製）
• 3種類の小さな子宮頸管、6種類の大きな子宮頸管
• 専用収納ケース
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約1.2kg
ケースサイズ：縦43cmｘ横31cmｘ高さ9cm

【定価】230,000円（税別・送料込）
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子ウシのシミュレーション模型製品番号：LRW-12 7

製品番号：LRW-13 子ウシのシミュレーション模型 交換用耳（10組）

この製品は、製品番号：LRW-12【子ウシのシミュレーション模型】の消耗品です。
左右の耳、10組での販売です。

【定価】60,000円（税別・送料込）

実物大の子ウシのシミュレーション模型です。
子ウシの様々な取り扱いを、トレーニングできます。

【学習内容】
• 栄養チューブの挿管
• 耳標の装着
• 成長促進剤注射
• 点滴と皮下注射
• 尾からの採血
• 去勢トレーニング

【特徴】
• しなやかな耳
• 可動する口
• 頸部拍動
• 臍帯炎

【付属品】
• 栄養チューブと液体用袋
• 取り外し可能な睾丸
• 交換用の耳
• プラスチック製のメス
• 取扱説明書
• プレゼンテーションスライド
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約13.5kg
サイズ：縦116cmｘ横30cmｘ高さ101cm

【定価】980,000円（税別・送料込）
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ウシの搾乳シミュレーション模型製品番号：LRW-17 9

製品番号：LRW-33 ウシの乳房模型

この乳牛の搾乳シミュレーション模型は、適切な乳房のケア、
乳房疾患、感染症の治療と、予防を教えることができます。
また、カリフォルニア型乳房炎検査（CMT）の実施や、乳房
の構造を教えることもできます。
独立したボトル4本に液体を入れ、適切な搾乳を実際に体験させ
ることができます。

【付属品】
• 組立が簡単な後部折り畳み式のスタンド
• 搾乳用ボトル4本
• 搾乳用ボトルを保持するための袋
• ドリップトレイ（しずく受け）
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約19kg
サイズ：縦93cmｘ横73cmｘ高さ76cm

【定価】330,000円（税別・送料込）

フルカラーで、細部まで再現
された模型です。
ウシの乳房の解剖学的な構造
を示しています。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な1部品
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

製品番号：LRW-45 ウシの腎臓模型

ウシの蹄の解剖学的構造の理解に
役立ちます。樹脂製の模型です。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• ２分割可能
• 1年間のメーカー保証

10 ウシの蹄模型 11製品番号：LRW-31

【仕様】
重量：約6.8kg
サイズ：縦50cmｘ横43cmｘ高さ25cm

【定価】250,000円（税別・送料込）

【仕様】
重量：約2.3kg
サイズ：縦30cmｘ横20cmｘ高さ17cm

【定価】165,000円（税別・送料込）

ウシの腎臓の詳細な外観を示しています。
腎臓の前面の一部が取り外し可能なので、内部の詳細な
構造を学習できます。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な1部品
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約1.7kg
サイズ：縦39cmｘ横21cmｘ高さ15cm

【定価】120,000円（税別・送料込）

12 製品番号：LRW-38 ウシの子宮模型

雌ウシ生殖器部の実物大の模型
です。
2分割することが可能です。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 2分割可能
• プレゼンテーションスライド
• 1年間のメーカー保証
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【定価】150,000円（税別・送料込）

【仕様】
重量：約4.5kg
サイズ：縦80cmｘ横30cmｘ高さ23cm



ウシの全身模型製品番号：LRW-18 14

製品番号：LRW-19 ウシの全身模型 小 （5個セット）

実際のウシの６分の１程度の大きさで、雌ウシの外観や、生殖器系、
消化器系、乳房部などを含む、体内の構造を再現しています。
正中線で分離し、13種類の臓器を取り外すことが可能です。
ウシの体の構造が、よく理解できます。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 外側および、内側の解剖学的構造を示した断面図
• 取り外し可能な13の臓器
• ポスター（50cmｘ76cm）
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約20kg
サイズ：縦93cmｘ横53cmｘ高さ85cm

【定価】520,000円（税別・送料込）

小型のウシの全身模型 5個セットです。ウシの解剖学的
構造の学習に重点を置いた、インタラクティブなグループ
学習を行うことができます。
実際のウシの10分の１サイズです。ウシの外側および、
内側の詳細な構造を表現しています。
正中線で分離でき、13種類の臓器を取り外して観察・学
習することができます。
教室では、製品番号：LWR-18【ウシの全身模型】を、教
師が用いて説明すると、学習効果がより高まります。

【付属品】
• 各模型に、1つずつのディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な13種類の臓器
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：各約2.8kg
サイズ：各 縦40cmｘ横15cmｘ高さ26cm

【定価】750,000円（税別・送料込）

製品番号：LRW-42 ウシの胃模型

【特徴】
フルカラーで塗装された、詳細な区画
正中線で分離可能

【仕様】
重量：約1kg
サイズ：縦28cmｘ横18cmｘ高さ35cm

15

16

ウシの4つの胃袋を、詳細に再現しました。実際の胃よりもやや小さく、正中線
で分離でき、内部構造が観察できます。反芻消化器系の理解が深まります。
3分割可能です。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な3部品
• 1年間のメーカー保証

7

【定価】110,000円（税別・送料込）



ウマの全身模型製品番号：LRW-20

製品番号：LRW-32 ウマの蹄模型

ウマの蹄の解剖学的構造を、学ぶのに役立つ模型です。
蹄の断面と、6種類の骨が取り外し可能です。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド（取り外し可能）
• 取り外し可能な6種類の骨
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約1.8kg
サイズ：縦30cmｘ横20cmｘ高さ18cm

【定価】165,000円（税別・送料込）

製品番号：LRW-39 ウマの子宮模型

ウマの子宮の実物大模型です。
ウマの子宮を、理解できます。

【付属品】
• プレゼンテーション用スライド
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約6.8kg
サイズ：縦78cmｘ横55cmｘ高さ7cm

【定価】155,000円（税別・送料込）

製品番号：LRW-43 ウマの胃模型

正中線で分離でき、内部構造と外部構造
が詳細に、カラーで表現されている模型
です。

【付属品】
• プレゼンテーション用スライド
• 1年間のメーカー保証
• 取り外し可能な1部品

【仕様】
重量：約1.6kg
サイズ：縦48cmｘ横22cmｘ高さ35cm

【定価】110,000円（税別・送料込）

2
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【仕様】
重量：約16kg
サイズ：縦60cmｘ横20cmｘ高さ69cm 【定価】490,000円（税別・送料込）

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な11種の臓器
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

実際のウマの6分の1の大きさです。
筋肉系、生殖器系、消化器系を含む、雌ウマの解剖学的構造が、よく
わかります。
外側は、筋肉系を再現し、正中線で分割でき、11種類の臓器を取り外
すことが可能です。

【特徴】
正中線で分割でき、外側および雌の生殖器部を含む、解剖学的構造を
観察できます。

8

１



イヌの全身模型（小型犬）製品番号：LRW-29

製品番号：LRW-30 イヌの全身模型（大型犬）

製品番号：LRW-41 イヌの子宮模型 製品番号：LRW-47 イヌの腎臓模型

１

小型犬の模型です。
外側、生殖器系や消化器系を含む内部の解剖学的構
造を、理解できます。
正中線で分離でき、8種類の臓器を、取り外し可能。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な8部品
• 取扱説明書
• プレゼンテーションスライド
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約3kg
サイズ：縦43cmｘ横20cmｘ高さ29cm

【定価】225,000円（税別・送料込）

雌の大型犬の模型です。
外側、生殖器系や消化器系を含む内部の解剖学的構
造を、理解できます。
正中線で分離でき、10種類の臓器の取り外しが可能。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な10部品
• 取扱説明書
• プレゼンテーションスライド
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約21kg
サイズ：縦68cmｘ横38cmｘ高さ76.2cm

【定価】520,000円（税別・送料込）

イヌの子宮のフルカラー模型です。
ディスプレイ用のスタンドに取り付け
られています。

【付属品】
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約4.5kg
サイズ：縦64cmｘ横34cmｘ高さ3cm

【定価】145,000円（税別・送料込）

イヌの腎臓を詳細に再現した
模型です。
正中で半分に分かれ、内部構
造を観察できます。
ディスプレイ用のスタンドに
取り付けられています。

【付属品】
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約740kg
サイズ：縦22cmｘ横19cmｘ高さ12cm

【定価】105,000円（税別・送料込）

2

3 4
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イヌの骨格模型（小型犬）製品番号：LRW-36

製品番号：LRW-35 イヌの骨格模型（大型犬）

5

小型犬の実物大の骨格模型です。樹脂製です。
ディスプレイ用のスタンドに、取り付けられています。

【付属品】
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約2.5kg
サイズ：縦43cmｘ横20cmｘ高さ29cm

【定価】130,000円（税別・送料込）

大型犬の実物大の骨格模型です。樹脂製です。
ディスプレイ用のスタンドに、取り付けられています。

【付属品】
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

ネコの全身骨格模型製品番号：LRW-37

製品番号：LRW-28 ネコの全身模型

１

【仕様】
重量：約2.5kg
サイズ：縦43cmｘ横20cmｘ高さ30cm

【定価】130,000円（税別・送料込）

雌ネコの解剖学的構造を、理解することができます。
正中線で分離でき、11種類の臓器を取り外して観察・学習することができます。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取り外し可能な11の臓器
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
重量：約3kg
サイズ：縦60cmｘ横18cmｘ高さ30cm

【定価】230,000円（税別・送料込）

6

2

【仕様】
重量：約7.2kg
サイズ：縦81cmｘ横24cmｘ高さ66cm

【定価】195,000円（税別・送料込）

実際のネコと、同じ大きさの複製模型です。樹脂製。
ネコの骨の構造についての理解が深まります。

【付属品】
• ディスプレイ用スタンド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

10



ヒツジの全身模型製品番号：LRW-23

製品番号：LRW-24 ヤギの全身模型

ニワトリの全身模型製品番号：LRW-25

製品番号：LRW-26 ウサギの全身模型

１

雌のヒツジの、2分の1の大きさの模型です。
外側はリアルな筋肉系を表現、内側は11種類の臓器が取り外し可能。

【付属品】
• ディスプレイ用のスタンド
• 取り外し可能な11種類の臓器
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【定価】520,000円（税別・送料込）

１

雌のヤギの、2分の1の大きさの模型です。
外側はリアルな筋肉系を示し、内側は11種類の臓器を取り外し可能。

【付属品】
• ディスプレイ用のスタンド
• 取り外し可能な11種類の臓器
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【定価】520,000円（税別・送料込）

１

雌のニワトリの実物大の模型です。
外側はリアルな筋肉系を示し、内側は7種類の臓器が取り外し可能。

【付属品】
• ディスプレイ用のスタンド
• 取り外し可能な7種類の臓器
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【定価】230,000円（税別・送料込）

１

雌のウサギの実物大の模型です。
外側はリアルな筋肉系を示し、内側は7種類の臓器が取り外し可能。

【付属品】
• ディスプレイ用のスタンド
• 取り外し可能な7つの部品
• プレゼンテーションスライド
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証 【定価】230,000円（税別・送料込）

11



サカナの内部構造がよく理解できる模型です。
4種類の臓器が取り外せるようになっています。

【付属品】
• ディスプレイ用のスタンド
• 取り外し可能な4種類の臓器
• 取扱説明書
• 1年間のメーカー保証

【定価】130,000円（税別・送料込）

【仕様】
重量：約2kg
サイズ：縦44cmｘ横26cmｘ高さ25cm

サカナの全身模型製品番号：LRW-27 １

皮下注射練習パッド（大）置き型タイプ製品番号：LRW-10

皮膚、皮下組織、筋肉の3つの層あるパッドです。
水泡や、腫れなどを学習できます。
血管はありません。
このパッドには、液体を注入できます。

【付属品】
• プラスチック製の保護材
• 取扱説明書
• 90日間のメーカー保証

【定価】60,000円（税別・送料込）

表面が人肌のように柔らかい素材の、ウェアラブルパッド
です。腕に巻き付けて使用します。
マジックテープ式のベルトが付いているので、
腕周りの長さを簡単に調整できます。
血管はありません。

【付属品】
• マジックテープ式ベルト
• プラスチック製の保護材
• 取扱説明書
• 90日間のメーカー保証

【定価】55,000円（税別・送料込）

皮下注射練習パッド（小）ウェアラブルタイプ製品番号：LRW-11

１

2
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双子葉植物の花模型製品番号：LRW-106

双子葉植物の花を、拡大した模型です。
花の特徴や構造を、理解できます。
胚珠の切断面から、内部を観察できます。

【付属品】
• 花びら、柱頭、花柱、雄しべ、花糸、

葯、花托、萼片、胚珠の切断面
• フルカラーでの着色
• 9ヶ所、取り外し可能
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
サイズ：縦17cmｘ横17cmｘ高さ48cm

【定価】145,000円（税別・送料込）

トウモロコシの茎模型製品番号：LRW-104

台座付きの茎模型です。
トウモロコシの茎の成長や、植物につく病気を
学生に教えることができます。
様々な病気のある8枚の葉と、
正常な6枚の葉が含まれています。

【付属品】
• 台座
• プレゼンテーションスライド

【仕様】
サイズ：縦101cmｘ横101cmｘ高さ228cm

【定価】290,000円（税別・送料込）

４

６
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双子葉植物の茎模型製品番号：LRW-105 5

【仕様】
サイズ：縦33cmｘ横35cmｘ高さ43cm

【定価】145,000円（税別・送料込）

双子葉植物の茎を、拡大した模型です。
茎の特徴や、構造を理解できます。
茎の切断面から、内部を観察できます。

【付属品】
• 双子葉植物の茎の構造、組織、

脈管束
• フルカラーでの着色
• 1年間のメーカー保証

トウモロコシの種子模型製品番号：LRW-103

トウモロコシの種子を、フルカラー
で拡大した模型です。

【付属品】
• 取り外し可能
• 取扱説明書

【仕様】
サイズ：縦34cmｘ横18cmｘ高さ15cm

【定価】120,000円（税別・送料込）

３

植物の構造模型セット製品番号：LRW-102 ２温室に発生する昆虫模型セット製品番号：LRW-101

温室に発生する昆虫8種類を、拡大した模型です。
付属のカードを使用して、幼虫と成虫を合致させて学びます。
また、昆虫が温室植物に与える被害について教え、一般的な
問題から温室植物を保護する方法を、理解させることができ
ます。

【付属品】
• フラッシュカード
• 8種類の昆虫（アブラムシ、
キノコバエ、ナミハダニ、
ハモグリバエ、ミギワバエ、
オンシツコナジラミ、
コナカイガラムシ、
アザミウマ）

• 1年間のメーカー保証

【定価】230,000円（税別・送料込）

１

【仕様】
ケース重量：約2.2kg
ケースサイズ：縦40cmｘ横53cmｘ高さ18cm

興味を持たせ、楽しみながら、植物や花の構造を教えるための
補足ツールです。拡大した植物の葉と、植物の細胞模型を使っ
て、植物の構造や、用語を教えられます。

【付属品】
• 双子葉植物の葉の模型
• 植物細胞模型
• プレゼンテーションスライド
• 縦76cm x 横50cmのポスター4枚
1. 葉、根、茎の部位の解説
2. 植物の特徴と識別-形状
3. 植物の特徴と識別-脈相
4. 花の部位
• 植物に関する豆知識カード
• 1年間のメーカー保証

【定価】200,000円（税別・送料込）



【仕様】
全体サイズ：縦38cmｘ横78cmｘ高さ188cm
棚のスペース（植物が育つスペース）：
下：50cm、中：30cm 上：30cm
タンク容量：26リッター
重量：約45kg
各棚にファン2個付き
電力：120V、60Hz

【定価】600,000円（税別・送料込）

Fast Company 主催、2020 年“世界を変えるアイデア賞”特別賞を、受賞した製品です。

3つの棚は、それぞれ水源に接続されており、棚ごとに、栄養を与えたり、
成長のタイミングをコントロールしたりすることを可能にします。
この水耕栽培教育システムは、教室内での植物の栽培を可能とします。

※ご注意※
この製品は、組立てた状態で納品されます。
納品にはユニック車等の手配が必要になるので、
別途送料が必要です。ご了承ください。

【付属品】
• システムコントロールパネル
• 監視センサー
• LEDグローライト
• ファン
• ウォーターポンプ
• 26リッターの水タンク
• 再利用可能な植木鉢
• 発芽トレイ
• 種子
• 石綿
• 1年間のメーカー保証

育成用：水耕栽培教育システム製品番号：LRW-107

実験用：水耕栽培教育システム製品番号：LRW-108

Fast Company 主催、2020 年“世界を変えるアイデア賞”特別賞を、受賞。

3つの棚は、それぞれ水源に接続されており、異なる植物、水分量、栄養を
それぞれ実験することが可能です。この水耕栽培教育システムは、教室内
で植物の成長に関する実験が行えます。

※ご注意※
この製品は、組立てた状態で納品されます。納品にはユニック車等の手配
が必要になるので、別途送料が必要です。ご了承ください。

【付属品】
• LEDグローライト
• ファン
• ウォーターポンプ
• 各棚に7.5リッターの水タンク
• 再利用可能な植木鉢
• 発芽トレイ
• 種子
• 石綿
• 1年間のメーカー保証

【仕様】
全体サイズ：縦38cmｘ横71cmｘ高さ142cm
棚のスペース（植物が育つスペース）：各棚25cm
タンク容量：7.5リッターｘ3
重量：約33kg
各棚にファン1個付き
電力：120V、60Hz
【定価】410,000円（税別・送料込）

７

８
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TEL: 042-578-9725 FAX: 042-578-9726
〒205-0011 東京都羽村市五ノ神4-14-5 サンシティビル3F

営業時間 平日：09：30～18：00 Email： office@lustertech.jp

株式会社ラスターテック

http://www.lustertech.jp

Presentation プレゼンテーション

デジタル教材 Eラーニング

映像制作 シェーマ作成

翻訳

テープ起こし（和・英）

学術翻訳文章（英和・和英）

映像翻訳（英和・和英）

知的所有権交渉（英）

コンサルタントビジネス

輸出入業務

海外企業との連絡・交渉

私達は医学・歯学・獣医学の分野で「よくわかる・役立つこと」を、ご提供します

画像解析装置開発

映像システム開発

Hardware

Lustertech,Inc.

ハードウェア

模型の開発
模型の試作
模型の製造販売
模型の輸入販売

模型

イヌの去勢手術シミュレーション模型

Translation
Modeling

イヌの下顎模型

縫合パッドアドバンス腸吻合トレーニング模型イヌの避妊手術シミュレーション模型

イヌ頭蓋骨カラー模型

ラスターテックは、模型の自社開発・製造・販売をしております。全て、東京にある自社で作られています。

特徴としては、切る、縫う、削ることができる模型を、ご提供できます。青枠内は、当社製品の一例です。

ラスターテックが輸入販売店をしている、カナダのVSI社の獣医向け大型模型です。当社が輸入販売、メンテナンスをします。

ウマのシミュレーション模型 ウシのシミュレーション模型 イヌの口腔シミュレーション模型 子ウシのシミュレーション模型

お問合せ先

Consultant 
Business



株式会社 ラスターテック

http://www.lustertech.jp

2019年 模型製品カタログ

VETERINARY CATALOGUE

腸吻合トレーニング模型

＜腸吻合トレーニング模型＞

腸吻合を練習するために開発された、特殊シリコン製の模型です。粘膜層と筋肉層に色分けされており、鈍性分離が可能です。
本物のような柔らかな質感で、腸吻合のスキルアップに最適です。

D : 30mm

L :180mm

Made in TOKYO

Enteroanastomosis Training Model

Weight:42g

Enteroanastomosis Training Model

製品番号：LMP-05 販売価格：5,000円（税別）

ウシ切開・縫合トレーニングパッド
Incision & Suture Training Pad for Bovine

製品番号：LMP-04

＜ウシ切開・縫合トレーニングパッド＞
◆標準付属品

（木製台座は、使い回します。）
外皮ｘ1、筋肉層ｘ1、
補修キット（A液ｘ1、B液ｘ1、カップｘ3、スプーンｘ3)

ウシの皮膚切開・縫合の練習用として、特殊シリコンを用い特別に開発されたパッド。様々な切開・縫合の練習後、

ご自身で修復して、複数回使用できるよう、補修キットを付属しました。

初回購入時で、約３～４回のトレーニングが可能（4人が1回ずつ使用した場合、１人当り約5,000円）です。

以降は、別売の交換パーツをご購入すれば、 同じく約３～４回のトレーニングが可能（１人当り3,250円）です。

＜別売交換パーツ＞

木枠に張り替えるための外皮と
筋肉層、補修材一式が含まれて
います。
補修は2～3回可能です。
補修液をつけると、約25分で
接着します。

外皮と、筋肉層を、簡単に交換可能です。

補修材も、簡単にご使用になれます。

製品番号：LMP-04-OP 販売価格：13,000円（税別）

H: 50mm
（台座込み）

W:183mm

L :298mm

皮膚と真皮との縫合が練習

できるよう、2層に改良しました。

皮膚のテンションを、お好みに調整することが可能です。

Made in TOKYO

外皮ｘ1、筋肉層ｘ1、木枠付き台座ｘ1

補修キット（A液ｘ1、B液ｘ1、カップｘ3、スプーンｘ3）

販売価格：20,000円（税別）

Incision & Suture Training Pad for Bovine

＜ウシ切開・縫合トレーニングパッド＞
◆別売交換パーツ

Optional products for Incision & Suture 
Training Pad for Bovine

（2層構造を再現）



イヌのバンテージ・トレーニング模型

授業等でイヌのバンテージトレーニングを効率良く行うために、カナダのカルガリー大学 獣医学部が協力し開発した模型です。
イヌの肢の解剖学的な特徴を再現しながら、バンテージがしやすいように工夫された専用の模型です。
前肢、後肢とに分かれています。どちらか片方だけを、購入することも可能です。

中型犬の大きさの前肢、後肢模型。黒い部分は、耐久性の
ある軟質のシリコン樹脂で成形され、内部に関節部分が動
くよう骨格が設計されています。

前肢、後肢ともに、足指が分離されています。

テーピングしやすいよう、ラバースリーブつきです。

当社は、日本の正規販売店です。＜イヌのバンテージ・トレーニング模型
前・後肢部セット＞

＜イヌのバンテージ・トレーニング模型 前肢部＞

＜イヌのバンテージ・トレーニング模型 後肢部＞

ウマの前肢・触診・放射線検査トレーニング模型

当社は、日本の正規販売店です。

カナダのカルガリー大学 獣医学部が協力し開発した、ウマの右前
肢膝下部の精密模型です。

右前肢 膝下部の精密模型。全ての部位の関節を再現。放射線撮影

が可能、骨の材料は、放射線不透過性を採用。手根骨と、蹴爪関節

は動作可能です。触診に最適な柔らかい皮膚として、シリコン樹脂

を使用。浅屈腱、深屈腱の起始部、付着部を触診可能。

懸垂器官、冠関節のランドマークの触診が可能。

橈骨手根関節、蹴爪関節、蹄関節の触診が可能。

＜ウマの前肢 触診・放射線検査トレーニング模型＞

この模型は、
ウマの触診・結腸シミュレーション模型
製品番号：LVE-02の右肢に取付可能です。

＊詳細は、当社の別カタログをご覧ください。

Canine Limb Bandage Training Model

Equine Palpation Radiology Training Model

卓上固定スタンド付き

製品番号：LVCA-02 販売価格：219,000円（税別）

製品番号：LVCA-01 販売価格：219,000円（税別）

Canine Forelimb Bandage Training Model

Canine Hindlimb Bandage Training Model

Canine Forelimb & Hindlimb Bandage 
Training Model

製品番号：LVCA-03 販売価格：368,000円（税別）

Equine Palpation Radiology Training Model

製品番号：LVE-05 販売価格：547,000円（税別）



切開・縫合を練習するための全てシリコン製のパッドです。３層に色分けされていますので、切開の練習に最適です。

パッドのサイズは、パッド大と、パッド小（パッド大の1/3サイズ）がございます。

Made in TOKYO

定価 15,000円（税別）

H: 7mm
W: 95mm

Weight:148g

L :180mm

切開・縫合トレーニングパッド
Incision & Suture Training Pad

H: 7mm
W:180mm

Weight:466g

L :285mm

定価 6,000円（税別）

Incision & Suture Training Pad 
Large Size

＜切開・縫合トレーニング パッド 大＞

Incision & Suture Training Pad 
Small Size

＜切開・縫合トレーニング パッド 小＞

全てシリコン製の3層式パッド 全てシリコン製の3層式パッド

（3層構造）

製品番号： LMP-01 製品番号： LMP-02

＜イヌの椎間板ヘルニア手術シミュレーション模型＞

イヌの椎間板ヘルニア手術シミュレーション模型

イヌの椎間板ヘルニアの手術を、マスターするためのシミュレーション模型です。皮膚切開、縫合、骨のドリリングや、

椎間板の除去までの流れを学ぶために開発されました。

Canine Disc Herniation Surgery Simulation Model  

台座付き

L :134mm

W:128mm

H:68mm

Weight:549g

台座無し

L :110mm

W:110mm

H:55mm

Weight:349g

Made in TOKYO

切開・ドリル・縫合が可能

＜イヌの椎間板ヘルニア手術シミュレーション模型
台座付き＞

（中型犬のT13、L1、L2、L3を再現）

（専用台座に装着した状態）

（表皮）

（側面）

（腹側面）

Canine Disc Herniation Surgery Simulation Model with pedestal  

製品番号：LMSS-04 販売価格：43,000円（税別）

Canine Disc Herniation Surgery Simulation Model

製品番号：LMSS-04 販売価格：40,000円（税別）



H:87mm

Weight:236g

L:159mm
W:92mm

2 pieces separated

Made in TOKYO

H:87mm

Weight:236g

L:159mm
W:92mm

2 pieces separated

H:49mm

Weight:74g

L:94mm
W:74mm

2 pieces separated

Made in TOKYOMade in TOKYO

Feline Cranial Bone Model

成犬
全歯有り
中型犬
頭蓋骨模型
飾り台付

成猫
全歯有り
頭蓋骨模型
飾り台付

Canine Cranial Bone Model

定価 23,000円（税別）

＜イヌ頭蓋骨カラー模型＞ Color Canine Cranial Bone Model

小動物頭蓋骨模型シリーズ
Small Animal Cranial Bone Model Series

実際のイヌの頭蓋骨を、マスターとして作成された、精度の高い、日本製の模型です。個々の骨を色別し、頭蓋骨の骨構造を
観察できます。上顎と、下顎の咬合面や、顎関節の観察、授業等や、インフォームドコンセントに適しています。
診察室や、デスク等に飾れるよう、専用のアクリル製の飾り台を、お付けしました。

定価 １6,000円（税別） 定価 １5,000円（税別）

＜イヌ頭蓋骨模型＞ ＜ネコ頭蓋骨模型＞

製品番号： LMB-C01

製品番号： LMB-01 製品番号： LMB-02

＜チワワ頭蓋骨模型＞ Chihuahua Cranial Bone Model

H:50mm

Weight:88g

2 pieces separated

L:100mm

W:70mm

チワワ成犬
全歯有り
不正咬合
小型犬
頭蓋骨模型
飾り台付

実際のチワワの頭蓋骨をマスターとして
作成された、精度の高い模型です。

Made in TOKYO
製品番号： LMB-06 定価 １5,000円（税別）

成犬
全歯有り
中型犬
頭蓋骨模型
飾り台付



Weight:652g

実際のイヌの前肢・後肢の骨格を、マスターとして作成された精度の高い、日本製の樹脂模型です。
イヌの前肢・後肢の骨折等のインフォームドコンセントに、ご使用できます。
診察室や、デスク等に飾れるよう、左右分割した専用のアクリル製の飾り台つきです。骨を自由に、取り外すことができます。

W:540mm
H:200mm

SET Size

Made in TOKYO

膝蓋骨内方脱臼整復術手術のシミュレーションを行うために

開発されたイヌの後肢模型です。

滑車、腓腹筋頭種子骨、膝蓋骨等の硬組織を、解剖学的に

忠実に再現した精密模型。軟組織部は特殊なシリコン樹脂で

切開、縫合の練習ができ、硬組織部は滑車への造溝が可能。

特に、外側腓腹筋頭種子骨と、関節面に支持糸をかける術技

を修得することに配慮された、シミュレーション模型です。

練習後、飾れるように、専用スタンド付きです。

定価 22,000円（税別）

上腕骨、橈骨、尺骨の模型と
専用飾り台のセットです。

Canine Hindlimb Bone Model

大腿骨、脛骨、腓骨の模型と
専用飾り台のセットです。

＜イヌの後肢骨格模型＞

定価 12,000円（税別） 定価 12,000円（税別）

Canine Forelimb ＆ Hindlimb Bone Model SET＜イヌの前肢と後肢骨格模型セット＞

Made in TOKYO

Made in TOKYO

定価 58,000円（税別）

Model Body Size

H:215mm

Weight:865g

D:70mm

W:150mm

Stand Size

H:215mm

Weight:585g

D:145mm

W:150mm

イヌの前肢と後肢骨格模型
Canine Forelimb ＆ Hindlimb Bone Model

H:200mm

W:290mm

Weight:324g

H:200mm
W:290mm

Weight:328g

イヌの膝蓋関節手術シミュレーション模型
Canine Patellar Joint Surgery Simulation Model  

イヌの前肢骨格模型と、イヌの後肢骨格模型のセット
同時購入でお得です。

Made in TOKYO

＜イヌの前肢骨格模型＞
Canine Forelimb Bone Model

製品番号： LMB-03 製品番号： LMB-04

製品番号： LMB-05

製品番号： LMSS-01

（内部構造）

（膝蓋関節部）



Made in TOKYO定価 20,000円（税別）

イヌの去勢手術シミュレーション模型
Canine Neuter Surgery Simulation Model

Made in TOKYO

定価 32,000円（税別）

H:   88mm
W:118mm

Weight:524g

L :118mm

H:   63mm
W:125mm

Weight:1,327g

L :294mm

イヌの避妊手術シミュレーション模型
Canine Spay Surgery Simulation Model  

イヌの、去勢手術をマスターするためのシミュレーション模型です。

皮膚切開、鞘膜切開、精管と、動静脈の結紮、切断、縫合までを学習することが、可能な模型です。

製品番号： LMSS-02

（内部構造）（鞘膜内部構造）

イヌの避妊手術をマスターするためのシミュレーション模型です。

皮膚切開、腹膜切開、結紮、切断、縫合まで学習可能。

肋骨、剣状突起、恥骨、正中白線等の解剖学的に重要だと思われる部位が、模型の中に表現されています。

模型台座を再使用可能とし、コストの軽減を実現したモデルです。

◆初回、1人分のトレーニングが可能です。（１人当り32,000円）

◆以降は、別売の交換パーツ（１人分）をご購入すれば、 １人当り15,000円でトレーニングできます。

皮膚セット×1、膀胱ｘ1、生殖器x1、中台座ｘ1、ケースｘ1 製品番号： LMSS-03

製品番号： LMSS-03-OP 定価 15,000円（税別）

別売交換パーツの内容

生殖器を簡単に、取付できます。 皮膚も簡単に、取付が可能。

（正中白線部）（生殖器部）（子宮頸管部）

（卵巣実質）

＜イヌの避妊手術シミュレーション模型＞◆別売交換パーツ

皮膚セット×1、
膀胱ｘ1、生殖器x1

Optional products for Canine Spay Surgery
Simulation Model  

Canine Spay Surgery Simulation Model  

＜イヌの避妊手術シミュレーション模型＞◆標準付属品

（卵巣部）

（外観）

（外観）



Y字、S字、直線の形状を模した血管に、注射の練習が可能です。血管の内腔は、約1ｍｍです。

血管内に空気や水等を入れて練習することにより、上手な注射が打てる感覚を学べます。

Made in TOKYO 定価 8,500円（税別）

H:   10mm
W:110mm

Weight:178g

L :140mm

注射トレーニングパッド
Injection Training Pad

製品番号： LMP-03

（血管内腔）

イヌの口腔シミュレーション模型

気管挿管・歯肉切開・歯肉縫合・抜歯・歯石除去・歯磨き指導・放射線撮影トレーニング用
イヌの口腔ケアを学ぶために必要な機能を追求し、開発された模型です。歯の解剖学的構造を教えたり、歯磨きの指導が可能。

また、イヌの歯牙の抜歯を本格的にトレーニングしたり、歯肉切開・縫合も可能です。更に、麻酔をかけるための気管挿管の練

習、放射線撮影の練習も可能です。上顎、下顎を交換することで、何回も練習できるよう配慮されています。

歯と骨、柔らかいゴム製の歯肉
骨膜と歯周靭帯つきで、本物に
近い歯肉切開・縫合・抜歯・歯石除
去のシミュレーションが可能です。

Canine Dental Simulator

用途に合わせ3種の上下顎を
簡単に交換可能

顎の中の歯根及び歯牙の状態を解

説するための、透明な上下顎ｘ1ケ

麻酔等での気管挿管の練習に役立つ

解剖学的に正確な模型を実現。

舌、喉頭蓋、気管を再現しました。

正常な歯が全て抜歯でき、

歯肉切開・縫合が可能

骨の材料に、放射線不透過性物質

を採用しているので、放射線撮影

が可能。正常な歯牙と歯肉を呈し

た上下顎ｘ3ケ

当社は、日本の正規販売店です。

放射線撮影が可能

全歯抜歯・歯肉切開・縫合が可能な上下顎

柔軟な特殊シリコンを採用

抜歯シミュレーション
及び放射線撮影用 上下顎

歯牙解説用 上下顎

気管挿管練習用

上下顎内の歯牙構造の観察・解説用

全ての歯の抜歯が可能

＜イヌの口腔シミュレーション模型＞
Canine Dental Simulator 製品番号：LVCA-04 販売価格：999,000円（税別）

＜注射トレーニングパッド＞

Injection Training Pad



イヌの橈側皮静脈注射トレーニング模型
Injection Training Model of Canine’s Vena cephalica

前肢本体×1、外皮×1枚、血管×1本、ワイヤー1本、
チューブストッパー×2、注液用シリンジ×1式
交換用外皮ｘ1枚、 交換用血管×1本

製品番号：LMI-01 販売価格：32,000円（税別）

シリンジに水を入れ、押子（プランジャ）を押すことにより、血管に圧をかけることが可能。

リズミカルに押子（プランジャ）を押すと、拍動のような感じ（怒張）が再現できます。

また、チューブに付いているストッパーを押すと、チューブを閉め加圧することができます。

手首を曲げることができます。

保定する人がいる2人での練習も、また1人で練習することも可能な模型です。

L :300mm
W:50mm
H:65mm
Weight:512g

＜イヌの橈側皮静脈注射トレーニング模型
◆別売交換パーツ ＞

初回購入時で血管が2本付属しているので、

2人分のトレーニングが可能（１人当り16,000円）。

以降は、別売の交換パーツ（10人分）をご購入戴ければ、

（１人当り1,000円）でトレーニングできます。

（別売交換パーツ）

Made in TOKYO

外皮を、簡単に脱着交換可能。血管はシリコン樹脂でコーティングされており、

両端にあるコネクタで簡単に交換できます。

血管交換時、外皮を開いたところ

TEL: 042-578-9725 FAX: 042-578-9726
〒205-0011 東京都羽村市五ノ神4-14-5 サンシティビル3F

営業時間 平日：09：30～18：00

株式会社ラスターテック

http://www.lustertech.jp

企画→撮影→編集→DVD作成と販売（手術DVD制作など）

英語動画→英文タイプ→日英翻訳（日本語版DVD制作など）

海外知的所有権（版権）交渉・海外貿易交渉

シェーマ画像の作成・画像処理作業

オーダーメイド模型の作成（教材開発など）

株式会社 ラスターテック 業務内容のご案内

お気軽にご相談ください。

Injection Training Model of Canine’s Vena cephalica

＜イヌの橈側皮静脈注射トレーニング模型＞
◆標準付属品

交換用外皮×1枚、交換用血管×10本 （10人分）

製品番号：LMI-01-OP 販売価格：10,000円（税別）

Optional products for Injection Training Model of 
Canine’s Vena cephalica


