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陰　圧 陽　圧

スプリング内蔵式排気ポート

給気ビュレット

陰圧・陽圧の気流説明図 （イメージ図）

ブロワーの種類

Allentown 社が開発した NexGen システムは、軽量化、扱いやすさ等を改めて考慮し、設計 /
デザインされた個別換気式飼育装置です。そして、この飼育装置には、様々な先進のアイデアが
採用されています。更に、信頼性と細部に対してまでこだわりが込められています。
この飼育装置は、給気装置上に取り付けられたタッチスクリーンを操作することでラック全体を陽圧
式又は陰圧式に簡単に切り替えることが可能です。給気・排気空気共に、HEPA フィルターによっ
て浄化されるため、飼育動物、飼育室内の作業者を保護 ( 防御 ) することが出来る飼育装置です。

NexGen 70ケージ用（7列×10段）ラック

ラック搭載式ブロワー タワーブロワー

NexGen ラット 900 35ケージ用（5列×7段）ラック
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Allentown 社の個別換気飼育装置では、給気装置内の HEPA フィルターによって浄化された空気が、ケージの底部後方
に取り付けられた独自の給気“ビュレット”を経由してケージ内にゆっくりした速度で拡散 / 供給されます。その後、床敷き
沿いを流れ、ケージトップ上に設置された排気ポートから排出され、その後、水平排気プレナム、垂直排気プレナムを経由し、
排気ブロワー内のHEPAフィルターによって再度浄化された後、室内、又は建物側の排気システムに排出されます。
物理の法則と Allentown 社の技術を組み合わせて考えられたこのシステムは、ケージ内床敷きの乾燥効果、ケージ内の
アンモニアとCO2レベルの上昇を抑えることが出来ます。
排気ポートと給気グロメットには、スプリングが内蔵されているため、ラックからケージを引き抜くと、自動的に閉鎖されます。

ケージ内気流について

ケージ装着、取り外し：
＊ケージにはスプリング内蔵された“排気ポート”と“給気チャンネル”が装着されております。
＊この排気ポート、給気チャンネルはケージが外されたときは閉鎖されます。

P/NC：陰圧・陽圧式ラックの給気、排気、接続のメカニズム

スプリング内蔵の
排気ポート

（閉：ケージ離脱)

スプリング内蔵の
排気ポート

（開：ケージ装着）

自動閉鎖式
給気ポート用
チャンネル

（閉：ケージ離脱）

自動閉鎖式
給気ポート用
チャンネル

（開：ケージ装着）

ケージ装着前 ケージ装着後

ラックからのケージ取り出しと
動物の健康状態管理を更に容易に
行うことが可能に

ケージをスライドさせるだ
けで、簡単にケージの取り
出しを行うことが可能です。
これによって、動物に対する

ストレス発生率
は低減されてい
ます。また、同じ
作業を繰り返し
実施する、飼育

スタッフへのストレス発生
率も低減されています。こ
れは、NexGenシステムに
は、革新的なプラスチック製
ランナーが採用されている

からです。そのため、ラックからケージをスライドさせる
だけで、ケージ内動物の確認が可能です。最大、ケージの
3/4部分をスライドさせても、ラックから落ちる心配があ
りません。ラックからケージを完全に取り出す必要が無い
ため、動物観察を今までよりも簡単で素早く実施するこ
とが可能です。

作動音を確認することさえ困難な
革新的なブロワーシステム
NexGenシステムに使用されるブロワーは、Allentown
社が製造してきたブロワーの中で、最もエネルギー効率が
良く、扱いやすく、静かなブロワーです。ECMモーターと
Allentown社の熟練した技術を結集させることで、革新
的なブロワーシ
ステムが完成し
ました。

最上の機能性と
取り扱い性
従来のラックと比較
して、より軽量、小型
化されたことによって、今まで以上に移動、取り扱いを容易
に行うことが出来るようになりました。従来のAllentown
社製品と同様に、長い間安心して使用することが出来ます。

更なる研究成果の向上へ
NexGenシステムには、実験動物業界内でAllentown社
が培ってきた様々な技術が結集されています。そのため、
取り扱いを容易に行うことが出来、多岐に渡る研究に耐え
ることも出来ます。
研究者及び施設で
働くスタッフにとっ
ても安全で信頼で
きるIVCシステム
です。

様々な金網蓋に対応
NexGenシステムでは、ケージの全面を覆うタイプの金網蓋
が標準装備されています。また、オプションとしてケージの
半面を覆う金網蓋を選択することができます（NexGen、
NexGenラット900）。更に、マウス用では、オプションとしてプラ
スチック製フィーダー
トレーの選択が可能
です。飼育要求に合
致できるよう、様々な
選択が可能です。

①ケージ挿入前：
ケージが設置されていない場合

インジケーターは表示されません

②ケージ挿入中：
ケージ挿入中は、

インジケーターが表示されます

③ケージ挿入後：
ケージが正しく設置されると、

インジケーターは表示されません

ケージロックインジケーターについて

水平給気プレナム

給気グロメット
（給気ビュレット）

水平排気プレナム

： 清浄空気の流れ
： 汚れた空気の流れ

気流の流れ
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NexGen
ラット1800ケージとラック

NexGenラット900
ケージとラック

マウス用NexGenケージ

NexGen
ラット900、1800ケージと
コンボラック

Positive/Negative control IVC system

NexGen システムは、オプションである WiVarium(WiVarium Plus) というタブレット専用アプリケーションに
対応しています。このアプリケーションを使用する際は、通常、ブロワーにタッチスクリーンを必要としません。
1 台のタブレットのみで、複数台のブロワー操作、モニタリングを行うことが可能です。Wi-Fi、Bluetooth 技
術を採用しているため、データの閲覧、アラー
ム情報の通知を離れた場所で実施することが
可能です。
更に、WiVarium Plus というアプリケーショ
ンソフトウェアを使用することで、各種アラー
ム発生時の通知、最大 14 日分のデータ管理・
レポート作成を行うことも可能です。
タブレットの便利さに、新たな価値が追加さ
れました。

次世代のブロワー操作

•陽圧飼育、陰圧飼育の両方に対応
•ケージ収容数：最大 160 ケージ ( マウス用 )、
　　　　　　　　最大 70 ケージ ( ラット 900 用 )、
　　　　　　　　最大 30 ケージ（ラット 1800 用）
•全部品オートクレーブ対応 (ブロワーを除く )
•プラスチック製 (ポリサルフォン製 )ケージサポートラ

ンナーには、インジケーター付きのケージロックを採用
•ケージロックの解除は、指1本で実施可能
•水平給排気プレナムと吊り下げ式のシリコン製エンド

キャップの採用により、プレナム内の清掃及び確認を容
易に実施可能

•キャスターの材質は、ポリプロピレン製（PP製）で、5
インチサイズを標準採用。

　（マウス用ラックでは、オプションとして3.5インチサ
イズの選択も可能）

•各キャスターには、ブレーキを装備

•垂直給排気プレナムは、片面ラックでは背面、両面ラッ
クでは同側面に装備

•各プレナムのダクトホース接続部分は、直径4インチで、
後方と底部にはアクセス用のドアを装備

•ラックフレームの材質は、SUS304製
•米国エデストロム社製自動給水対応（オプション）
•ラックから部品等を取り外すことなく、洗浄、オートク

レーブを実施可能
•ブロワーの搭載方法は、ラックマウント、ウォールマウ

ント、タワー式から選択可能
•ケージ内換気回数：1時間当たり約50回（マウス用）

約60回（ラット900用）
約60回（ラット1800用）

•WiVarium Plus、センチネルモニタリングシステム対
応（オプション）

•取り外し式ブロワーランナーとプレナムキャップの採用

◆ラックの機能と特徴

•ケージの床面積：約 500cm2（マウス用）、
 約 916cm2（ラット 900 用）、
 約 1800cm2（ラット 1800 用）
 ＊各国、各地域の基準に対応
•クリアポリサルフォン製 (オートクレーブ対応 )
•ガスケットは、ケージの蓋側に装備
•ソリッドトップ（給水ビンをケージ内に設置）、EBTトッ

プ（給水ビンを外側に設置）のいずれかから選択可能
•EBTトップ使用時は、給水ビンへのアクセスが容易
　（マウス用ラックでは、ラックからケージを取り出すこ

となく給水ビンにアクセスが可能）
•マウス用ケージでは、オプションとしてエッジケージ（床

面積を増床したケージ）の選択も可能

•NexGenラット1800ケージ内では、ラットが直立姿勢
を行うことが可能

•フリップアップ式のカードホルダーに対応しているた
め、ケージ内の動物確認を容易に実施することが可能

•ヒンジ式フィルターリテーナーの採用により、フィル
ター交換を容易に実施可能

•積み重ねがコンパクトなため、効率的にオートクレーブ
の実施が可能

•ロックの有無、各種金網蓋の選択も可能
•オプションとして、軽量なプラスチック製トレーを使用

することも可能 (マウス用のみ )
•ラット900用ケージには、オプションとしてマウス飼育

用金網蓋を選択することが可能

◆ケージの機能と特徴
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〒343ー0824  埼玉県越谷市流通団地3ー1ー13 
TEL.048－986－8521  FAX.048－986－8585

ラック寸法一覧

※仕様、寸法等は変更する場合があります。ここに記載されている配列以外のラックも選択可能です。詳細はお問い合わせください。

◆マウス用NexGen

片面

片面

片面

両面

両面

両面

60
70
80

120
140
160

Size
配  列

622

622

622

889

889

889

奥行き

mm

1,313

1,518

1,722

1,418

1,624

1,828

幅

mm

2,059

2,059

2,059

2,059

2,059

2,059

高さ

mm

6

7

8

6

7

8

列数

10

10

10

10

10

10

段数

◆ラット900用NexGen

5
5
5
5

6
7
6
7

片面
片面
両面
両面

30
35
60
70

Size
配  列

622
622
889
889

奥行き

mm
1,653
1,653
1,759
1,759

幅

mm
1,738
1,990
1,738
1,990

高さ

mm 列数 段数

◆ラット1800用NexGen

2
3
2
3

5
5
5
5

片面
片面
両面
両面

10
15
20
30

Size
配  列

622
622
889
889

奥行き

mm

1,283
1,882
1,389
1,988

幅

mm

1,726
1,726
1,726
1,726

高さ

mm 列数 段数

◆ラット  コンボ用NexGen

3
3

5
5

片面
両面

15
30

Size
配  列

622
889

奥行き

mm
1,607
1,700

幅

mm
1,720
1,739

高さ

mm 列数 段数


