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30年以上に亘って、豚の人工授精のため
の実用的で革新的なソリューションを提供
してきました

MAGAPOR

Magapor 企業カタログ。当社は、このカタログを修正する権利を留保します。無断複写・複製・転載を禁じます。
著作権者©Magapor, S.L.このドキュメントに記載されている製品、サービス、情報は、表示されているテキストや画像が変更お
よび/または修正されることがあります。

当社の起業家精神と革新的な精神が研究開発部門を牽引しています。当社は、生化学者、獣
医、エンジニア、コンピュータ科学者で構成される多分野にわたる専門家チームを擁しており、
製品の改良と、各分野の新しいソリューションの設計と開発に取り組んでいます。

•	 当社の顕著な特徴は、3つの主な特質と企業哲学を
基に成り立っています：

•	 豚繁殖の専門家
•	 他とは異なる独自の製品
•	 お客様の生産性を向上させるという明確な目標を満
たすための技術サービス
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Magapor
豚繁殖の専門家

Magaporの養豚専門家として
の業務は、長年に亘る養豚に特
化した取り組みによって構築さ
れてきました。

研究開発
他とは異なる独自の独創
的な製品とサービス

研究開発は、Magaporの基本的な
柱の1つであり、それによって市場
の実用的なソリューション導入を
促進することができます。

特化
お客様のための技術サー

ビス

常にお客様をサポートし、情
報をこの特定分野に移転する
という私たちの取り組みは、
当社の根幹を成すものです。

テクノロジー
トレーサビリティを備えた

ハイテク機器

当社のエンジニアとプログラマ
ーは、使用時のシンプルさとトレ
ーサビリティを前提としてすべて
の機器を開発しています。

信頼
厳格な品質管理

当社では、プラスチック製ブリスター
によるエクステンダー、RTC(生殖毒
性コントロール)コントロール、もしく
は生物学的接触コントロールの製
造における製品の品質を分析します

安全性
は、バイオセキュリティプロ
トコルを使用して作業を行

っています

当社のメイン工場以外の施設で行わ
れる修理などのすべての生産プロセ
スは、バイオセキュリティプロトコル
の下で行われます。
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GESIPOR 360
精液用量の生産の包括的な管理のための
最高のソフトウェア

ユーザーのニーズに完全に適応し、種
豚（ボアスタッド）のすべての生産パ
ラメーターを完全に制御できます。

•	 採精を予測およびスケジューリング
します。

•	 生産プロセス（分析、希釈、容器）を
標準化し、記録します。

•	 注文と納品書を管理します。
•	 精液用量生産の完全なトレーサビリ

ティを実現します。
•	 種豚ヘルスプランを監視し、制御し

ます。
•	 カスタマイズされたレポートを通じて

すべてのデータをご提供します。

精液用量の生産に
おけるトータルトレ

ーサビリティ

+ 分析モジュール

ソフトウェア

特徴:
•	 マルチユーザーとマルチセンター。
•	 機器との接続性（Magapor 統合シス

テム機能をご参照ください）。
•	 オンラインおよびオフラインモード。

利点:
•	 人為的エラーを回避します。
•	 使い易さ。
•	 ITおよびR＆D部門による継続的な

開発。

使い易く、
いつでもど
こからでも
生産を完
全に管理
し、データ

を確認でき
ます

容器未去勢雄豚 分析 トレーシング希釈 プランニング 遺伝学 オペレーター

パーソナライズされたレポート
センターレポート

生産性
採精モニタリング

+ 注文モジュール

注文
納品書

備品在庫
輸送データ

+ トラッキングモジュール

ヘルスプラン
トレーサビリティ

来場数
倉庫
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MAGAPOR統合システム

種豚の成果
を最大化

完全自動化：スケジューリング+採精+分析+希釈+容器封入

Gesiporは、Magapor統合システムの
作業コンセプトを使用して、採精から農
場までの正確なトレーサビリティを備え
た、採精生産に関連するすべてのプロ
セスの統合と自動化を可能にします。

情報フローは、結果の完全な制御と
分析のために、Gesiporソフトウェア
を介して保存および管理されます。

ZEBRA プリンタ
Gesiporとリンクするサ
ーマルプリンター。

バーコードリーダー
Gesiporでの自動データ入力。

プレカットラベル
1000 ユニット
10 x ボックス

MAGAPOR
統合システム

MAGAPOR
統合システム

ソフトウェア
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53 Kg 
100 x 34 x 60 cm

50 Kg 
95 x 65 x 45 cm

ERGOS
採精ダミー

ERGOS ガード
起こり得る衝撃からオートコレクトを保
護するステンレス鋼ガード。

ERGOS エクステンション
大型の種豚用のエクステンダー。
ステンレス鋼製。

•	 汎用性：Autocollectによる手動採精
と自動採精の両方が可能。

•	 人間工学に基づいた設計：種豚にとっ
て快適で安全、地面に固定されている

ため、より安全にサポートされます。
•	 ステンレス鋼製で耐性があり、すばや

く簡単に清掃できます。

•	 種豚に最適：オプションのエクステン
ダーで高さを調整可能。

採精中の快適性、
耐性、

衛生を保証

採精
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Ergosダミー+ オートコレクトの利点
 
•	 種豚当たりの精液量生産が最大40％増加します。
•	 オペレーター1人で、2頭の種豚から同時に採精が可能です。
•	 オペレーター間の結果のばらつきを減らし、採精プロセスを

標準化します。

300
ユニット/ボックス

AUTOCOLLECT CERVIX 
快適で衛生的

•	 使い捨てで、完全なフィットを可能にし、刺激を改善し、種豚
の陰茎への損傷を保護および防止します。

•	 採精中の衛生状態を改善することにより、起こり得る汚染を
防ぎます。

種豚当たりの精
液量生産が最大

40％増加
Ergosダミー内に設置できるモバイルガイドと、
オートコレクト頸管と魔法瓶を取り付けるための
モバイルエレメントで構成されています。

•	 種豚の移動位置は固定または自由です。
•	 種豚は射精後ダミーから降ろします。
•	 その位置は種豚による打撃からコレクションサーモスを保

護します。

AUTOCOLLECT
射精の自動採精用システム

•	 すべての品種と施設に適しています。
•	 オペレーターの作業を容易にし、最適化します。
•	 衛生的：射精による細菌汚染のリスクを軽減します。

1 Kg 
35 x 23 x 25 cm

採精

https://magapor.com/en/portfolio-items/ergos-autocollect-dummy-sow-with-the-possibility-to-incorporate-our-system-for-automatic-collection/?portfolioCats=70
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21 Kg 
95 x 50 x 60 cm

19 Kg 
80 x 40 x 55 cm

15 Kg 
100 x 150 x 2 cm

ERGOS MOBILITY
可動型ダミー

新製品

ノンスリップマット 採精用魔法瓶

•	 持ち運びが簡単。
•	 種豚にとって快適。
•	 ステンレス鋼製で堅牢。
•	 衛生的で、手入れが簡単。

200 ユニット/ボックス20 パック 
50 ユニット/パック 400 ml Ø240 mmグラス フィルタ

採精
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Gesipor
WORKER
BOAR

GSP リーダー
オペレーターと種豚を瞬時に識別します。

GSP プリンタ
Bluetoothサーマルプリンタ。
ラベル 

GSP タグ
種豚識別用。

18 x ボックス

10ユニット

MAGAPOR
統合システム

MAGAPOR
統合システム

GSP キーリング
オペレーターの識別用。

MAGAPOR
統合システム

MAGAPOR
統合システム

採精
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MAGAVISION
精液の質を迅速かつ正確に評価する
CASAシステム

主な精液品質パラメーターの客
観的で標準化された分析を可能
にする、特に種豚精液の精液品質
評価のためのCASAシステム：

高速
シンプル
かつ正確

精子数計算盤
チャンバーごとに5つの分析

マイクロピペット
0,5μL ～  10μL

•	 運動性（バージョンに応じて、
個別または、複数個体）

•	 濃度
•	 形態異常

射精の完全かつ簡単な分析：:

•	 客観的かつ正確。
•	 迅速な分析; 2分未満。
•	 複数回の採精回数を提供します。
•	 運動性強度のパラメータ分析を実行します。
•	 すべてのデータはGesiporデータベースにア

ーカイブできます。

16,5 Kg 
52 x 52 x 52 cm

MAGAPOR
統合システム

25 ユニット

分析
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MAGASLIDE
加温器

•	 揺動を低減しながら、非常に正確な
温度制御とより緩やかな加熱を提
供するPIDレギュレーターを装備。

•	 レギュレーター精度0.1ºC。
•	 ステンレス鋼製。
•	 プレートの表面全体にわたる温度の

均一な分布。

MAGACELL
比色計

5,3 Kg 
36 x 35 x 21 cm

新製品

キュベット
標準の正方形断面のキュベット。
紫外線下で無色透明。

100 ユニット/
ボックス

3 Kg 
29 x 31 x 19 cm

採精回数の計算。
•	 瞬時の吸光度測定値または直接採精

量データ。
•	 LCDハイコントラストデジタルリー

ダー。
•	 採精回数を計算するときの速度と精

度。

4,5 Kg 
31 x 26 x 6,5 cm

分析



12

MASTER 3 単対物双眼顕微鏡
対物レンズ: 4X - 10X - 40X - 100X

9 Kg 
35 x 38 x 50 cm

イマージョンオイル EOSIN-NIGROSIN 染色法 BÜRKER 精子数計算盤25 ml

ピペット スライドおよびカバー マイクロピペットおよびピペットチップ

MASTER 5 三眼顕微鏡
位相コントラストを組み込む可能性を提供します。
対物レンズ: 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

13 Kg 
60 x 47 x 38 cm

顕微鏡
人間工学に基づいた、非常に堅牢で安定した、両側に同軸制御が
あり、マクロおよびマイクロメトリックの焦点合わせが可能です。

30 ml

分析
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高性能エクステンダー
Spermax, Duragen および Vitasem

優れた実績を持つ高性能
Spermax、Duragen、またはVitasem
は、最大限の保護を提供し、精液量の受
精能力を最大化し、養豚場の生産結果に
決定的に貢献します。

最高の生産性
と繁殖力成果

原材料

•	 原材料の技術仕様
•	 サプライヤーの選択
•	 受け取り：在庫の確認
•	 原材料の管理 

	– 原材料は、Ph Eur、BPおよび
USP（ヨーロッパ、イギリス、ア
メリカの薬局方）に準拠してい
ます。
	– 重金属分析
	– サンプルリポジトリ

生産

•	 クリーンルームでの生産
	– UNE-EN ISO 9001品質管理認証を
受けており、エクステンダーはGMP(
適性製造基準)規格に従って製造さ
れています。
	– 計量管理

•	 検疫
•	 最終製品の検証と管理

	– 感覚器官受容性管理
	– 物理化学分析
	– 微生物学的分析
	– 体外受精検証

•	 最終製品の分析

Magaporエクステンダーは動物性タンパク
質を含みません。

ポストプロダクション

•	 販売商品
•	 顧客満足度
•	 採精分析

	– 品質パラメータ
	– 9000 頭以上の種豚
	– 微生物学
	– 抗生物質

準拠

非準拠

準拠

非準拠

•	 サンプルリポジトリ
•	 フォーミュラの再検証テスト

	– フローサイトメトリーを使用し
た比較

Magaporは、高性能エクステンダーに対して最も厳密な品質管理を実装しています。
厳格な分化品質管理

エクステンダー

https://magapor.com/en/technical-news/nuestros-diluyentes-de-alto-rendimiento-para-porcino/


14

至適pH
6,9 - 7,5

安定時間
15 - 20 min

最適な浸透圧
290 - 320 (mOsm/Kg)

導電性
8,50 - 11

HIGH 
PERFORMANCE 

EXTENDERS

º BRIX

3,8 - 4,5

パッケージ寸法

1 リットル
5 リットル

100 リットル
利用可能なフ
ォーマット

25 エンベロプ
20 エンベロプ

-------

12 ケース
4 ケース

3 エンベロプ

ケース ボックス

1 リットル
5 リットル

100 リットル

11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg
20 x 30 x 16 cm - 4,6 Kg

------

30 x 46 x 38 cm - 16 Kg
30 x 40 x 35 cm - 19 Kg

19 x 37 x 21 cm - 13,5 Kg

ケース ボックス

最高の成果を得るための
最大のパフォーマンス

VITASEM
Vitasemは、最初の高性能
エクステンダーでした。

これは、短期および中期のエクステン
ダーと比較して、量的および質的な飛
躍を表しています。Vitasemの成功は、
次のフォーミュラに基づいています：

•	 環境の変化から精子を保護します。
•	 抗酸化剤と膜保護剤が含まれてい

ます。
•	 採精用量の保存を確実にする抗生物

質の組み合わせがあります。

Vitasemは、採取精液の用
量を正しく保存します。

DURAGEN
Duragenは、最高の成果を得るために
重要な用量保護を提供します。

その処方は、以下の抗酸化物質と膜保
護剤のバランスのとれた組み合わせで
す。

•	 精子膜のリポ過酸化に対する追加の
保護を提供します。

•	 最も厳しい状況での精子の早期受精
能獲得を回避します。

•	 幅広い抗菌作用があり、保護を強化
します。

Duragenは、精子が受ける可能性のあ
る熱ストレスから保護します。これは、2
段階の希釈で用量を生成するための理
想的な増量剤です。

SPERMAX
SpermaxはMagaporが開発した最新
のエクステンダーです。

その革新的な処方には、抗酸化剤、膜保
護剤、最新世代のエネルギー前駆体が含
まれています。

•	 精子と雌豚の生殖管の相互作用に最
適な条件下でミトコンドリアの活動を
維持します。

•	 貯蔵と輸送中に精子を保護し、受精
時に最大の生命力を保証します。

•	 精子と精液の長期保護のために最大
のエネルギーを提供します。

•	 抗菌作用が向上しました。

Spermaxは、短距離および長距離での
保管および輸送中の安心を意味し、最良
の成果を保証します。

エクステンダー
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OPTIM-IA

BIO PIG

OPTIM-IA および BIOPIG
精液保存のためのMagaporエク
ステンダー

精液を保存するための専用Magapor 処方の生物学的ソリューション。その処方は、
抗菌力と緩衝能力を高め、結果として、生成される精液の安全レベルを高めます。

Magaporの品質基準に基づいて製造されています。

広域抗生物質保護による強化されたBTSエクステンダー。

Magaporの品質基準に基づいて製造されています。

至適pH
6,9 - 7,5

安定時間
15 - 20 min

最適な浸透圧
325 - 350 (mOsm/Kg)

導電性
5,50 - 8

º BRIX
4,2 - 4,9

パッケージ寸法

1 リットル
5 リットル

100 リットル利用可能なフ
ォーマット

25 エンベロプ
20 エンベロプ

-------

12 ケース
4 ケース

3 エンベロプ

ケース ボックス
1 リットル
5 リットル

100 リットル

11 x 28 x 12 cm - 1,4 Kg
20 x 30 x 16 cm - 5 Kg

 ------

30 x 46 x 38 cm - 17 Kg
30 x 40 x 35 cm - 21 Kg
19 x 37 x 21 cm - 15 Kg

ケース ボックス

エクステンダー
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DICOL
精液採取用エクステンダー

汚染への対処と汚染
防止のための効率的

なソリューション

Dicolは、汚染問題を解決するため
にMagaporによって処方された市
場で唯一のエクステンダーです。

これは、通常のMagaporエクステン
ダーで最終希釈する前に、射精液の
迅速な消毒を保証するとともに、細
菌汚染を制御する採精段階でのエ
クステンダーとして使用されます。

汚染問題のある種豚は、農場でDICOLを
使用することにより、良好な生産成果で作
業を続けることができました

利用可能フォーマット1リットル
25 エンベロプ x 12 ケース

ケース: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
ボックス 30 x 46 x 38 cm 17 Kg

至適pH
6,9 - 7,5

安定時間
15 - 20 min

最適な浸透圧
290 - 320 (mOsm/Kg)

導電性
8,5 - 11

º BRIX

3,8 - 4,5

Dicol処理済射精 汚染された射精

エクステンダー
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EXTENDERBOX 必要な温度で必要な量のエク
ステンダーを提供し、待機時間

なしで正確に再構成します再構成されたエクステンダーの
準備用機器

パフォーマンスと生産性:
•	 必要な水だけを加熱します。
•	 水とエクステンダーのコンスタントフ

ロー
•	 90 L / hの流量のエクステンダー。

技術的特性

230 V  -  50-60 Hz  -  2500w
最大流量 2 L/min
最大スケール容量 12 Kg
分解能 +/- 1gr

100 Kg 
70 x 65 x 55 cm

精度:
•	 正確な採精量（+/- 1gr）。

安全で衛生的:
•	 その閉回路は水の汚染のリスクを防

ぎます。

120 Kg 
80 x 60 x 90 cm

MAGAPOR
統合システム

希釈
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成されたエクステンダー用の浸透、
希釈および分配装置

水の浸透からエクステンダーの正確
な供給まで、再構成されたエクステ
ンダーの製造プロセスを完全に管理
し、導電率と温度を制御します。

衛生:
•	 機器の自動洗浄

速度:
•	 60リットルの希釈液を10分ごとに準

備します。

接続性:
•	 制御PCに接続して、リモートまたはそ

の場で操作できます。

単一のデバイス
での希釈プロセ

ス全体
NEXTEN 300

Nexten 300には以下が
装備されています：
•	 逆浸透装置。
•	 水タンク（300リットル）。
•	 連続フローヒーター。
•	 希釈タンク（60リットル）。
•	 プローブ（導電率と水温）。
•	 3紫外線ランプ。

新製品

希釈
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E-DISPENSER
最高精度の採精装置

内蔵の高流量蠕動ポンプと精密スケールのおかげで、
必要な量を高速かつ非常に正確に分注します。

接続性。
以下を介してジョブデータを入力できます:
•	 タッチスクリーン。
•	 イーサネット経由で接続されたPC。Gesipor 3.0を介した

作業指示の送信。
•	 バーコード読み取り。

50/60 Hz | 450W | 110/230 V
公称/最大流量10-15 
L / min(蒸留水)
最大スケール容量と分
解能 12 kg +/- 1gr

EASYDIL
再構成されたエクステンダーを準備
するためのタンク 最大100 Lの増量剤を加温および混合す

るために設計されたデバイス。

•	 すべてステンレス鋼製。
•	 マグネチックスターラーを装備。
•	 PIDタイプの温度コントローラーは、0.1℃未満のエラーマー

ジンで精密制御を実現します。
•	 液体を充填および空にするためのカバーのオリフィス。
•	 低消費電力。

技術的特性

230 V | 50/60 Hz
定格電力  750W
精度 +/- 0,1ºC 
攪拌速度 0-400 rpm
ウォームアップタイム：100
リットルで3-4 時間

60 Kg 
60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
Ø 58 x h 70 cm

技術的特性

37 Kg 
52 x 72 x 50 cm

55 Kg 
60 x 80 x 75 cm

MAGAPOR
統合システム

希釈
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OSMO6
逆浸透装置。

公共水道からの飲料水を使用してタイプ
II（ASTM）蒸留水を生成するデバイス。
•	 逆浸透ポンプ搭載（1日240Lから）。
•	 フィルターへのアクセスとそれらの交換を容易に行うための

簡単組み立て式ハウジング。
•	 3点での導電率の瞬時読み取り。
•	 RS232シリアルポート経由の接続。
•	 レベルセンサーと紫外線ランプを備えたステンレス鋼製タン

ク、100リットル（オプション）。

15 Kg 
52 x 30 x 50 cm

新製品

OSMO6は一連のフィルターとエ
レメントを使用しており、最高品
質の生成水を得るために定期的
に交換する必要があります。

•	 粒状活性炭前処理カートリッジ。
•	 樹脂カートリッジ。
•	 無菌カートリッジ。
•	 逆浸透膜。

生成された精製水の抵抗率は、25ºCで5MΩ.cm以上です。
生成される水は、ASTM、CAP、CLSI、およびISO 3696 / BS 3997の品質基準を満たすか、それを超えています。

17 Kg 
34 x 60 x 60 cm

希釈
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瓶とフラスコバッグ 
3 リットルおよび5リットル用。

SAVOGERM
pH中性石けん。

染料
採精マーキング用。

手袋
使い捨てビニールまたはラテックス手袋。

蒸留水
タイプ2蒸留水。

100L バッグ
100 リットル使い捨てプラスチックバッグ。

新製品
BM 20
ウォーターバス

•	 全体がステンレス鋼製。
•	 容量 20 リットル。
•	 高精度レギュレーターを備えたデジタル温度制御、0.1ºCま

での精度。
•	 温度範囲、30～40ºC.

13 Kg 
60 x 40 x 28 cm

20 ml
5L
4 x ボックス

5L
4 x ボックス

12 Kg 
55 x 38 x 22 cm

希釈
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BAGMATIC
精液の自動パッケージングおよびラベル表示、
950ユニット/時

より速く
より多様で
より直感的

迅速かつ正確なパッケージング:
•	 950ユニット/時間のパッケージング

能力。
•	 スケールで作業する場合の高い注入

精度+/- 1 g。

ソフトウェアと接続性:
•	 迅速なインシデント診断のための自動

チェック機能。
•	 PCから独立して操作可能。

お手入れが簡単:
•	 ステンレス鋼および陽極酸化アルミニ

ウム製。
•	 デバイス内に収納されたラベラー。取

り外し可能なトレイからアクセスでき、
水しぶきを防ぎます。

技術的特性

110/230 V -  50/60 Hz  -  200 W
作動圧力 6-8 bar

97 Kg 
60 x 80 x 93 cm

85 Kg 
135 x 75 x 50 cm

使い勝手の良さとイージーメンテナンス:
•	 低メンテナンスのメカニズム。
•	 バッグ存在検知器を装備。
•	 ロールの最初と最後のバッグを使

用。

» 使い捨て充填チューブで操作できま
す。

精液バッグ(最大90 mL)とスモールバッ
グ(最大45 mL)の両方で動作します

オプション:
補助クランプ
体重計

MAGAPOR
統合システム

パッケージング用装置
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SIMPLYMATIC
精液量の自動パッケージング
900ユニット/時間

迅速、シンプル、そして耐性:
•	 クリーニング作業を容易にするアルミ

ニウムおよびステンレス鋼プロファイ
ルの堅牢な構造。

パッケージングプロセスを
自動化するためのシンプル
で直感的なソリューション

SIMPLYBAG
精液量の簡単なパッケージング

•	 手動クランプで密閉。
•	 6つのブリスターとブリスターロール

の手動サポート。
•	 アルミ構造。

6 Kg 
50 x 40 x 16 cm

5 Kg 
95 x 20 x 32 cm

HYGITUBE 
BagmaticおよびSimplybag用の使い捨て充填チューブ

希釈した精液を最適な衛生状態で確実に送り出し、汚染事故を回避するように設
計されています。
•	 交差汚染のリスクを排除します。
•	 推奨される最大使用：採精1500 回。

5 units / 0,6 Kg 
28 x 26 x 7 cm
100 units / 14 Kg 
60 x 40 x 55 cm

64 Kg 
60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
120 x 65 x 35 cm

技術的特性
110/230 V -  50/60 Hz  -  180 W
作動圧力 6-8 bar
1250 バッグロール

•	 インタラクティブな制御とデバイスの
ステータスに関する情報を提供するタ
ッチスクリーン。

パッケージング用装置
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SEMENBAG & SMALLBAG
生殖毒性制御（RTC）を備えた精液用量パッ
ケージングバッグ 

生殖毒性制
御付き容器

SEMENBAG 手動

3 ロール x 
500 ユニット

SEMENBAG 自動 SMALLBAG 自動

9,3 Kg 
60 x 40 x 28 cm

1 ロール x 
1250 ユニット 

6,5 Kg 
43 x 43 x 30 cm

1 ロール x 
1250 ユニット

6,5 Kg 
43 x 43 x 30 cm

厳格な品質管理の下で製造された
精液バッグとスモールバッグは、最
高の条件下で内容物を保存します。
種豚の採精処理を快適に進
めるために開発されたパッケ
ージングとフォーマット。

•	 自動処理用精液バッグとスモールバッ
グは1250ユニットがロールで提供さ
れ、ロールを交換するときに時間を節
約できます。

•	 スペースを節約し、ロールの交換時に
より実用的になるように設計された
外装パッケージング。

プレカット

容器
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RTC

RTCは、Magaporが化学的および生物学的レベルで、サラ
ゴサ大学と協力して”安全な繁殖”製品を提供するためにパ
ッケージングで実行する品質管理ツールのセットです。

この厳密なプロセスにより、採精への移行によって
生殖毒性効果の発生を促す恐れのあるフタル酸エス
テル、ビスフェノールA、バッジ、環状ラクトン、PVC
の存在が制御された製品が保証されます。

生殖毒性管理

原材料

•	 原材料仕様 10/2011CE
•	 サプライヤーの評価と選定
•	 原料受入の管理
•	 サンプルリポジトリ
•	 検疫
•	 原材料の再現性分析

	– 分子制御。

生産

•	 製造工程
	– 自社施設
	– 計量管理
	– 製品のトレーサビリティ

•	 検疫
•	 品質管理  最終製品

	– 精子機能試験。
	– 体外受精試験。

ポストプロダクション

•	 販売商品
	– お客様の声

準拠

非準拠

準拠

非準拠

容器
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精液クーラー

31 Kg 
57 x 60 x 88 cm

29 Kg 
55 x 60 x 84 cm

Z-300

•	 公称容量：286 リットル。
•	 最適なSemenbag用量：450
•	 定格電力125 W

Z-450

•	 公称容量：344 リットル
•	 最適なSemenbag用量：650
•	 定格電力270 W

Z-100

•	 公称容量：130 リットル
•	 最適なSemenbag用量：200
•	 定格電力65 W

51 Kg 
64 x 69 x 156 cm

48 Kg 
64 x 68 x 151 cm

72 Kg 
72 x 76 x 190 cm

70 Kg 
60 x 74 x 185 cm

新製品

精液用量を維持し、熱ショックを回避し、用量を最適な状態に保つための機器。

•	 エネルギー消費量を減らし、コンプレッサーの寿命を延ばすニュートラルゾーンを備えた温度調節。
•	 完全にバランスの取れた温度を保つための空気再循環。
•	 アラーム付きサーモスタット。
•	 温度分解能0.1ºC。
•	 温度範囲、15～40ºC.

クーラー
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COOL BOX

7,4 Kg 
48 x 32 x 36 cm

7 Kg 
44 x 33 x 29 cm

11,2 Kg 
58 x 40 x 49 cm

10 Kg 
54 x 36 x 46 cm

NT-30 および NT-15 

•	 ペルチェセル熱電加熱および冷却。
•	 分解能0.1ºCのデジタルレギュレーター
•	 ボックスの消費電力を削減し、その耐用年数を延ばすビル

トインニュートラルゾーン。
•	 エネルギー消費を25％削減するA +格付け
•	 定格電力75 / 65-80 W.
•	 電圧: 220 VAC/12-24 DC.
•	 周波数: 50/60 Hz.
•	 消費電流: 4 A.
•	 公称容量：NT-30 34 L - NT-15: 14L
•	 最適なSemenbag用量：NT-30 120 - NT-15: 60

NT-110

•	 ガス圧縮回路による加熱と冷却
•	 分解能0.1ºCのデジタルレギュレーター
•	 ボックスの消費電力を削減し、その耐用年数を延ばすビル

トインニュートラルゾーン。
•	 フロンフリーの冷却エレメント
•	 エネルギー消費を25％削減するA +格付け
•	 定格電力220/75 W。
•	 電圧: 100-240 VAC/12-24 DC。
•	 周波数: 50/60 Hz.
•	 消費電流: 10 A.
•	 公称容量：95 リットル。
•	 最適なSemenbag用量：435

38 Kg 
100 x 58 x 53 cm

33 Kg 
96 x 53 x 47 cm

DATALOGGER USB 
温度の読み取りと保存

DATAPAD
直接読み取りおよび構成用。

輸送
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イエロースパイラルカテーテル

18 Kg 
40 x 60 x 45 cm

1000 ユニット/ボックス

オレンジスパイラルカテーテル

20 Kg 
40 x 60 x 45 cm

1000 ユニット/ボックス

GILT フォームカテーテル

7 Kg 
40 x 60 x 26 cm

500 ユニット/ボックス

フォームカテーテル
アダプタ付き/なし

11 Kg 
40 x 60 x 46 cm

アダプタ付き：800 ユニット/ボックス
アダプターなし：1000 ユニット/ボックス

iGREEN CATHETER
エコカテーテル

ブタの人工授精のための生分解性チ
ューブを備えた最初のカテーテル

6 Kg 
40 x 80 x 35 cm

500 ユニット/ボックス

新製品

受精
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740mm   Ø 3,7mm

780mm   Ø 4,6mm

680mm   Ø 3,2mm

1340mm   Ø 3,7mm

MAGAPLUS

•	 ガイディングカテーテルの使用
は必要ありません。

MAGAPLUS S

•	 授精が容易で雌ブタに無害な設計と柔軟性。

MAGAPLUS N

•	 未経産雌ブタ用の特定の長さと
直径。

MAGAPLUS DD

•	 深部子宮内受精のための二重沈着プローブ。

9 Kg 
20 x 82 x 25 cm

1000 ユニット/ボックス

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 ユニット/ボックス

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 ユニット/ボックス

2,4 Kg 
Ø 13 x h 150 cm100 ユニット/ボックス

子宮頸部人工授精用カテーテル
20年以上の子宮頸部人工授精の経験と実績

受精
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RACCORD カテーテル
自動受精用 
•	 長さ: 490 mm

HIGIPAL
衛生ワイプ

150 ワイプ/パック
24 ワイプ/ボックス

AI GEL
潤滑ジェル

超音波ジェル
ディスペンサー付き

5 リットル
4 ユニット/ボックス

5 リットル
4 ユニット/ボックス

1000 
ワイプ/タブ型容器

1000 ユニット/ボックス

新製品MAGASCAN
Wi-Fi 超音波マシン

•	 深さ: 100-180Mm アジャスタブル
•	 モバイルデバイス(タブレットまたはスマートフォン)への送信
•	 距離、面積および産科測定。
•	 防水プローブとタブレット。
•	 高品質画像。
•	 7インチのタブレットと保護ケースが含まれています。
•	 キャリーケース付き。

2,7 Kg 
40 x 31 x 12 cm

15 Kg 
52 x 31 x 60 cm

受精
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ESPERMAPLUS
種豚専用の栄養補助食品

種豚の精子産生を最大化するために
必要な必須微量栄養素、ビタミン、
アミノ酸の最適な供給を確保する
ように特別に設計されています。

種豚は常に
最適な状態

3 kg
25 kg

栄養補助食品
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MAGAPOR アプリケーション
養豚専門家向けにナレッジベースがリアルタイムで更新されます

APP

新製品

パラメータ
種豚の主要な精液品質パラメーターを、リ
アルタイムで更新された9000匹を超える
種豚のデータベースと比較できます。

調査結果情報
豚の繁殖に関するさまざまな問題を参考にして、
過去の回答と比較して、傾向の変化や世界中の
さまざまな対処方法を確認してください。

刊行物
豚の繁殖に影響を与える最も関連性
の高いトピックに関する技術出版物
のライブラリにアクセスして、常に最
新の情報を得ることができます。

その他数多くの情報...
エクステンダーのバッチ検証レポート、
ニュース、写真など...すべての情報に18
か国語ですぐにアクセスできます！

Download it 
now from the
App Store

Download it 
now from
Google Play



www.magapor.com
Magapor S.L.
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