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個別換気式飼育システム

マイクロベント
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マイクロバリアケージ
個別換気式飼育システム
マウス用マイクロベント
Micro Environment

ケージレベルのバリア

“シャーレ効果”を基本コンセプトとして開発され、各

動物と人間、ケージとケージ間の相互汚染の防止に

ケージに理想的なミクロ的環境を提供するケージです。

効果的で、ケージレベルのバリアを形成維持致します。

●

●リテイナー
ポリサルホン製、132℃オートクレーブ可。
MBR7115HT、MBR1019HT

●フィルターメディア
ポリエステル製、 洗浄、 オートクレーブ可。
MBR7115HM、MBR1019HM

●

●

●フタ
SUS304製電解研磨仕上げ。
WBL7115、WBL1019

●ケージ本体

●

●

ポリサルホン製、
132℃オートクレーブ可。
PC7115HT、PC1019HT、
PC10198HT

マウス140ケージ用 7列×10段（両面型）
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●フィルタートップ
ポリサルホン製、
132℃オートクレーブ可。
MBT7115RH、
MBT1019HT

マイクロベントシステムのテクノロジー
マウス マイクロバリアケージ

マウス マイクロバリアケージ
“75JAG”
MBS75JRH
（ロートップ）

MBS7115RH
（ロートップ）

個別換気式飼育システムは、完全に換気式です。給気用プレフィルター及びHEPAフィ
ルターで浄化されたエアーを低風速で、マウス・ラット用個々のマイクロバリアケージ
の中に送り込み、ケージ内のエアーを強制的に置換・排気し、 排気用プレフィルター
及びHEPAフィルターで浄化されたエアーを室内に排気するシステムです。
排気プレナムを通り、
排気装置へ送られ
HEPAフィルター
で処理

外寸：W196×D306×H166mm

外寸 : W196×D306×H166mm

マウス マイクロバリアケージ

マウス マイクロバリアケージ

MBS7115HT
（ハイトップ）
“U型”

MBS10147MV
HEPAフィルター
で浄化された
エアーの給気

排気カラー

マイクロベント内気流略図

ケージ内気流の断面図

■個別換気式飼育システムは、マイクロバリアケージで構
成されたミクロ環境内のアンモニア及びCO 2上昇を防ぐ

外寸：W196×D306×H212mm

外寸：W294×D462×H205mm

に十分な一定の換気（マウス用平均60回/h±5）を保持

処理され、飼育室内に排気されます。又は建物の排気ダクト

致します。

に接続して飼育室外に排気されます。この“U型”の排気

マウス
（大型）マイクロバリアケージ

ラット マイクロバリアケージ

MBS10196HT
■個別換気式飼育システムは、
マイクロバリアケージの周囲か
ら排出されるエアーを吸引するように設計されております。

カラーはケージガイドの役目も致しております。

MBS10198HT

■ 個別換気式飼育システムは、マイクロバリア内の環境、そ
して飼育室内と管理者の両方を保護する装置です。

■ケージ内のエアーは、“U型”の排気カラーに吸引され飼
育室には直接放出されずに、水平排気プレナム、さらに
垂直排気プレナムを通り、排気装置のHEPAフィルターで

●マウス用マイクロベント
(基本収容数)

外寸：W273×D491×H225mm

■個別換気式飼育システムには“75JAG”ゲージと“標
準のマウスケージ”の両方とも御利用になれます。

1 6 0ケージ収容型

8列

10 段

両

面

1 4 0ケージ収容型

7列

10 段

両

面

1 1 2ケージ収容型

7列

8段

両

面

7 0ケージ収容型

7列

10 段

片

面

7：
列W273×D491×H273mm
8段
片
外寸

面

5 6ケージ収容型

※仕様については設計変更する場合がありますので、お問い合わせください。
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個別換気式飼育システム
個別換気式飼育システムの自動給水
ミクロ環境における自動給水について

ラット用マイクロベント

近年トランスジェニック動物等、貴重で非常に高価な動物モデルが開発され使用されるようになってきました。
このような貴重な実験動物の健康を守り、理想的な飼育システムの実現を目的として、エデストロム社は研究
者のご要望に応え“ミクロ環境における自動給水システム”を開発してまいりました。
そのシステムのカギは“シールドバルブ”、“逆S字形マニホールド”及び“各ケージの接続方法”にあります。

A-160 シールドバルブ（マウス・ラット用）
●ラット用マイクロベント

(基本収容数)
●同じ架台内に置かれたケージ相互を隔離し、個別のケージごとの飼育環境

30ケージ収容型

5列

6段

片

面

36ケージ収容型

6列

6段

片

面

を維持する“マイクロバリアケージ”の為に独自に開発された“給水バルブ”
が“シールドバルブ”です。

●マイクロバリアケージでは、ケージ内に給水バルブを設置し、しかも動物の
※仕様については設計変更する場合がありますので、
お問い合わせください。
行動、
習性による水モレ事故等の問題をすべて解消した新しい 給水バルブです。

■特長
●動物がいつでも必要な時にクリーンで新鮮な水が飲めます。
●給水ビンを洗浄したり、充填したりする手間がいりません。

Q.D.プラグ付

シールドバルブの構造図

ラット36ケージ用 6列×6段

シールドバルブには、下記の構造図通り、ガード、シールド、ステム、

マウス・ラット兼用マイクロベント

ダイアフラム等それぞれのパーツが独自の機能をしております。

●ラットケージ、マウスケージ両方に使用できるデュアル式マイクロベントです。

ガード
●バルブカードにより、動物が
登ったりしてもステムは作動
ラットケージレベル
しません。
(H：275mm)

ステム、
ダイアフラム、O-リング

ケージレベル調整板

●ダイアフラムがステムヘッドをO-リ
●マウス・ラット兼用マイクロベ
ングに押しつける働きにより、確実
材 質
ントは
“ケージレベル調整板”
が
にシールされます。
●この確実な“水モレのない”シールが
●SUS316とシリ
左右一対取付けられており、
マウスケージレベル
シールド
エデストロムの給水バルブの“命”
コンゴム製です。
ラットケージ用、マウスケージ
(H：225mm)
です。
●シールドによりベディングがバルブ内に入り込まな
●動物の飲料水に用
用、
棚板の高さが調整できます。
●ダイアフラム内の8個の孔は常に
いようフレキシブルなバリアを形成しております。
いられる塩素や酸
●列ごと、段ごと、必要に合わせ
ステムを中心に保定させる働きを
●ガードの直ぐ後ろにあり、シリコンゴム製のシール
にも耐えられる材
マウス・ラット36ケージ用 6列×6段
します。
ドがステムを囲むように装着されております。
質。
てどのような組み合わせも可

●上記写真のラックは、左側3列はラットケージ用、右側3列はマウスケージ
用のレベルに調整し、それぞれのケージが設置されております。
7
3

能です。取付け位置の調整で2
種類のケージに対応できます。

High Capacity Micro Vent Rack System
シールドカップ／Q.D.方式
高密度収容 ラット用40/80マイクロベント

●フラップドアー付のグロメットだけがケージに取付けられており、シールド
バルブは自動給水パイプ（マニホールド）側に固定されております。ケージ
を差し込むことにより、背面のグロメットの開口部のフラップドアーが開き、
シールドバルブがケージ内に入り給水されます。

スペースの互換性

（Q.D使用）

●シールドバルブはワンタッチ

ケージ

●飼育室の同じスペースをマウス→ラット。
ラット→マウスに
シールドバルブ
利用でき、
使用動物の変化にも対応可能。

カプラを用いて、自由に取り

フラップ付
グロメット

●従来のマウスの70ケージラックとラットの40ケージラッ
クで、
同じ給気、
排気装置で風量処理は対応できます。
給気ポート

外しが可能なQ.D.方式です。
●必要に応じて、シールドバルブ
だけを取り外し、いつでも消
毒、 滅菌が可能です。

高機能な運転パフォーマンス
●42CFMの給気と68CFMの排気処理で現在のマイクロベン
トの標準とされている70ACHを運転維持します。

オンラインフラッシングマニホールド

●専用のブローワ－により60ワット以下の電力で70ACHパ
オンライン設計による パイプは水溜り、 Dead Legができないように“一筆書き”に設計されており、 又パイプの各コーナー
フォーマンスが可能。

フラッシング

は“曲げ加工”されており、フラッシングの効率を高め、常に新鮮な水を動物に供給いたします。
S

オートフラッシュ用電磁弁

リコイルホース

EDSTROM社製 Q.D.ソケット

高密度収容
40/80ベントラック

EDSTROM社製 Q.D.プラグ

ラット用マイクロバリアケージ
室内給水配管

高密度収容 & 省スペース

R加工

オフセット加工

●薄形のフィルタートップの開発によりラック内のケージ
収容能力をアップ。
●片面で40ケージ、
両面で80ケージを従来の飼育スペース
より少ないスペースで収容可能。
80ケージ片側プレナム型
ティージョイン
ト

O-リングジョイント

給水バルブ
又は、
パイプに直接溶接

オンラインフラッシングのシステム略図、詳細はEdstrom社にお問い合わせ下さい。

●仕様寸法 & 飼育スペース表
仕

様

80ケージ両側プレナム型
ドレンベンバルブ

(単位mm)

間口(A) 奥行(C) 高さ(B)*

40ケージ

5列×8段

片面 1676.4 593.7 2052.6 背面プレナム

80ケージ

5列×8段

両面 1919.3 914.4 2052.6 両側プレナム

80ケージ

5列×8段

両面 1849.4 914.4 2052.6 片側プレナム

40ケージ背面プレナム型

給 水 ビ ン

＊ブローワーユニット含まず。
＊寸法は予告なしに変更する場合がありますので、
あらかじめ御了承ください。

実験目的によっては、給水ビンもご利用頂けます。
容

量

15/17オンス(425/480cc)

(平面図：設置スペース)
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マイクロベント
ワンタッチ式ケージロック機構
●個別換気式飼育システムでは、ケージ本体が常に一定の位
置に装着され、給気・給水が簡単に、しかも確実に接続され
るための機構が、"ワンタッチ式ケージロック機構"です。
●ケージの前面右側にバネ式でロックされます。
●ケージガイドにそって、ケージを差し込み、給気口、給水
バルブが接続される位置で、パチンと音がして固定され
ロックされます。
●ケージを差し込むにも、又ケージを取り出すにも両手で
ケージを持ったまま、ロック、又はアンロック出来ます。
●ケージが定位置にセットされていないと、 前方から確認
出来る赤色のサインが表示される機構になっております。
ケージを両手で持ったまま、 ワンタッチでロック、 アンロック操作が可能。

スプリットプラットホーム式棚板
●スプリツトプラットホーム式の棚板は 1 ケージずつ独立し
た、レール状の1.2mm厚ステンレス製棚板が左右 1 対取
付けられ、ケージを保持します。ケージの出し入れも容易
で、ケージ内の観察も容易にでき、架台の全体重量を軽減
致します。

給 気 装 置
● 給気装置はH E P Aフィルターで浄化された (0.3ミクロン粒
子を9 9 . 9 9 ％以上除去) エアーを個別換気式飼育システム
にセットされたケージ内に給気する装置です。
● 軽 量 アルミ 製 の 本 体 キャビ ネット に は 、プ レフィル タ ー、
HEPAフィルター、送風機、マイコンによる制御装置、特殊
エアーフローセンサーが装備されております。

● 液晶ディスプレイにより常時運転状況を表示し、フィルターの目詰まり、モーターブロ
アーの不具合等のアラームを表示致します。
● 給気装置はラック上部搭載式と壁掛式が可能です。
タッチスクリーン

5

排 気 装 置
●排気装置はケージ排気エアーを集約し浄化して排気する装置です。
●軽量アルミ製の本体キャビネットには、プレフィルター、 HEPA
フィルター、送風機が内蔵されております。
●フローセーフ機能により給気装置が停止した時、又は、フィル
ターの目詰まりにより給気が停止した時は、排気装置を停止さ
せます。
●排気装置もラックの上部に塔載式と壁掛式が可能です。

壁掛式エアーフローパターン

ラック上部搭載式(ラックマウント)
●給気/排気装置とも架台上部に設置する方式です。
●排気側は、シンプルコネクト方式により建物の排気ダクト
に接続をすることも可能です。

壁掛式(ウォールマウント)
●給気装置、排気装置をラックの上部ではなく飼育室の壁
面に設置する方式です。
●給気 / 排気装置からの騒音や振動を出来るだけ少なくす
る為に理想的な方法です。
●ラックの洗浄移動の際、ラック本体だけの移動によるだ
けで、飼育管理作業は非常に簡単に出来ます。

飼育室外への排気
●給気・排気装置を壁掛式に
することにより、マイクロ
ベントからの排気を建物の
排気ダクトに直接接続する
ことが容易になり、飼育室
シンプルコネクト方式ダクト接続方法例

内をより良い環境に維持す
ることが出来ます。

壁掛式

給気/排気装置の設置例

マウス用両面式ラック

ラット用片面式ラック

両面式ラックの場合、飼育室の壁面に対して、90°に櫛型に

片面式ラックの場合、飼育室の壁面を背にして、飼育室の

設置するようにし、 飼育スペースを効率良く使用する。

両側に設置する。

室外排気ダクトへ接続

排気装置
給気装置

（正

排気装置

排気装置

面

図）

（側

面

図）

（側

面

図）

排気装置

室外排気ダクトへ
接続

給気装置

（正

面

図）
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個別換気式飼育システム
個別換気式飼育システムの自動給水
ミクロ環境における自動給水について

ラット用マイクロベント

近年トランスジェニック動物等、貴重で非常に高価な動物モデルが開発され使用されるようになってきました。
このような貴重な実験動物の健康を守り、理想的な飼育システムの実現を目的として、エデストロム社は研究
者のご要望に応え“ミクロ環境における自動給水システム”を開発してまいりました。
そのシステムのカギは“シールドバルブ”、“逆S字形マニホールド”及び“各ケージの接続方法”にあります。

A-160 シールドバルブ（マウス・ラット用）
●ラット用マイクロベント

(基本収容数)
●同じ架台内に置かれたケージ相互を隔離し、個別のケージごとの飼育環境

30ケージ収容型

5列

6段

片

面

36ケージ収容型

6列

6段

片

面

を維持する“マイクロバリアケージ”の為に独自に開発された“給水バルブ”
が“シールドバルブ”です。

●マイクロバリアケージでは、ケージ内に給水バルブを設置し、しかも動物の
※仕様については設計変更する場合がありますので、
お問い合わせください。
行動、
習性による水モレ事故等の問題をすべて解消した新しい 給水バルブです。

■特長
●動物がいつでも必要な時にクリーンで新鮮な水が飲めます。
●給水ビンを洗浄したり、充填したりする手間がいりません。

Q.D.プラグ付

シールドバルブの構造図

ラット36ケージ用 6列×6段

シールドバルブには、下記の構造図通り、ガード、シールド、ステム、

マウス・ラット兼用マイクロベント

ダイアフラム等それぞれのパーツが独自の機能をしております。

●ラットケージ、マウスケージ両方に使用できるデュアル式マイクロベントです。

ガード
●バルブカードにより、動物が
登ったりしてもステムは作動
ラットケージレベル
しません。
(H：275mm)

ステム、
ダイアフラム、O-リング

ケージレベル調整板

●ダイアフラムがステムヘッドをO-リ
●マウス・ラット兼用マイクロベ
ングに押しつける働きにより、確実
材 質
ントは
“ケージレベル調整板”
が
にシールされます。
●この確実な“水モレのない”シールが
●SUS316とシリ
左右一対取付けられており、
マウスケージレベル
シールド
エデストロムの給水バルブの“命”
コンゴム製です。
ラットケージ用、マウスケージ
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です。
●シールドによりベディングがバルブ内に入り込まな
●動物の飲料水に用
用、
棚板の高さが調整できます。
●ダイアフラム内の8個の孔は常に
いようフレキシブルなバリアを形成しております。
いられる塩素や酸
●列ごと、段ごと、必要に合わせ
ステムを中心に保定させる働きを
●ガードの直ぐ後ろにあり、シリコンゴム製のシール
にも耐えられる材
マウス・ラット36ケージ用 6列×6段
します。
ドがステムを囲むように装着されております。
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てどのような組み合わせも可

●上記写真のラックは、左側3列はラットケージ用、右側3列はマウスケージ
用のレベルに調整し、それぞれのケージが設置されております。
7
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能です。取付け位置の調整で2
種類のケージに対応できます。

High Capacity Micro Vent Rack System
シールドカップ／Q.D.方式
高密度収容 ラット用40/80マイクロベント

●フラップドアー付のグロメットだけがケージに取付けられており、シールド
バルブは自動給水パイプ（マニホールド）側に固定されております。ケージ
を差し込むことにより、背面のグロメットの開口部のフラップドアーが開き、
シールドバルブがケージ内に入り給水されます。

スペースの互換性

（Q.D使用）

●シールドバルブはワンタッチ

ケージ

●飼育室の同じスペースをマウス→ラット。
ラット→マウスに
シールドバルブ
利用でき、
使用動物の変化にも対応可能。

カプラを用いて、自由に取り

フラップ付
グロメット

●従来のマウスの70ケージラックとラットの40ケージラッ
クで、
同じ給気、
排気装置で風量処理は対応できます。
給気ポート

外しが可能なQ.D.方式です。
●必要に応じて、シールドバルブ
だけを取り外し、いつでも消
毒、 滅菌が可能です。

高機能な運転パフォーマンス
●42CFMの給気と68CFMの排気処理で現在のマイクロベン
トの標準とされている70ACHを運転維持します。

オンラインフラッシングマニホールド

●専用のブローワ－により60ワット以下の電力で70ACHパ
オンライン設計による パイプは水溜り、 Dead Legができないように“一筆書き”に設計されており、 又パイプの各コーナー
フォーマンスが可能。

フラッシング

は“曲げ加工”されており、フラッシングの効率を高め、常に新鮮な水を動物に供給いたします。
S

オートフラッシュ用電磁弁

リコイルホース

EDSTROM社製 Q.D.ソケット

高密度収容
40/80ベントラック

EDSTROM社製 Q.D.プラグ

ラット用マイクロバリアケージ
室内給水配管

高密度収容 & 省スペース

R加工

オフセット加工

●薄形のフィルタートップの開発によりラック内のケージ
収容能力をアップ。
●片面で40ケージ、
両面で80ケージを従来の飼育スペース
より少ないスペースで収容可能。
80ケージ片側プレナム型
ティージョイン
ト

O-リングジョイント

給水バルブ
又は、
パイプに直接溶接

オンラインフラッシングのシステム略図、詳細はEdstrom社にお問い合わせ下さい。

●仕様寸法 & 飼育スペース表
仕

様

80ケージ両側プレナム型
ドレンベンバルブ

(単位mm)

間口(A) 奥行(C) 高さ(B)*

40ケージ

5列×8段

片面 1676.4 593.7 2052.6 背面プレナム

80ケージ

5列×8段

両面 1919.3 914.4 2052.6 両側プレナム

80ケージ

5列×8段

両面 1849.4 914.4 2052.6 片側プレナム

40ケージ背面プレナム型

給 水 ビ ン

＊ブローワーユニット含まず。
＊寸法は予告なしに変更する場合がありますので、
あらかじめ御了承ください。

実験目的によっては、給水ビンもご利用頂けます。
容

量

15/17オンス(425/480cc)

(平面図：設置スペース)
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マイクロバリアケージ
個別換気式飼育システム
マウス用マイクロベント
Micro Environment

ケージレベルのバリア

“シャーレ効果”を基本コンセプトとして開発され、各

動物と人間、ケージとケージ間の相互汚染の防止に

ケージに理想的なミクロ的環境を提供するケージです。

効果的で、ケージレベルのバリアを形成維持致します。

●

●リテイナー
ポリサルホン製、132℃オートクレーブ可。
MBR7115HT、MBR1019HT

●フィルターメディア
ポリエステル製、 洗浄、 オートクレーブ可。
MBR7115HM、MBR1019HM

●

●

●フタ
SUS304製電解研磨仕上げ。
WBL7115、WBL1019

●ケージ本体

●

●

ポリサルホン製、
132℃オートクレーブ可。
PC7115HT、PC1019HT、
PC10198HT

マウス140ケージ用 7列×10段（両面型）

19

●フィルタートップ
ポリサルホン製、
132℃オートクレーブ可。
MBT7115RH、
MBT1019HT

マイクロベントシステムのテクノロジー
マウス マイクロバリアケージ

マウス マイクロバリアケージ
“75JAG”
MBS75JRH
（ロートップ）

MBS7115RH
（ロートップ）

個別換気式飼育システムは、完全に換気式です。給気用プレフィルター及びHEPAフィ
ルターで浄化されたエアーを低風速で、マウス・ラット用個々のマイクロバリアケージ
の中に送り込み、ケージ内のエアーを強制的に置換・排気し、 排気用プレフィルター
及びHEPAフィルターで浄化されたエアーを室内に排気するシステムです。
排気プレナムを通り、
排気装置へ送られ
HEPAフィルター
で処理

外寸：W196×D306×H166mm

外寸 : W196×D306×H166mm

マウス マイクロバリアケージ

マウス マイクロバリアケージ

MBS7115HT
（ハイトップ）
“U型”

MBS10147MV
HEPAフィルター
で浄化された
エアーの給気

排気カラー

マイクロベント内気流略図

ケージ内気流の断面図

■個別換気式飼育システムは、マイクロバリアケージで構
成されたミクロ環境内のアンモニア及びCO 2上昇を防ぐ

外寸：W196×D306×H212mm

外寸：W294×D462×H205mm

に十分な一定の換気（マウス用平均60回/h±5）を保持

処理され、飼育室内に排気されます。又は建物の排気ダクト

致します。

に接続して飼育室外に排気されます。この“U型”の排気

マウス
（大型）マイクロバリアケージ

ラット マイクロバリアケージ

MBS10196HT
■個別換気式飼育システムは、
マイクロバリアケージの周囲か
ら排出されるエアーを吸引するように設計されております。

カラーはケージガイドの役目も致しております。

MBS10198HT

■ 個別換気式飼育システムは、マイクロバリア内の環境、そ
して飼育室内と管理者の両方を保護する装置です。

■ケージ内のエアーは、“U型”の排気カラーに吸引され飼
育室には直接放出されずに、水平排気プレナム、さらに
垂直排気プレナムを通り、排気装置のHEPAフィルターで

●マウス用マイクロベント
(基本収容数)

外寸：W273×D491×H225mm

■個別換気式飼育システムには“75JAG”ゲージと“標
準のマウスケージ”の両方とも御利用になれます。

1 6 0ケージ収容型

8列

10 段

両

面

1 4 0ケージ収容型

7列

10 段

両

面

1 1 2ケージ収容型

7列

8段

両

面

7 0ケージ収容型

7列

10 段

片

面

7：
列W273×D491×H273mm
8段
片
外寸

面

5 6ケージ収容型

※仕様については設計変更する場合がありますので、お問い合わせください。
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輸入販売元

Avidity Science 株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂2-22-24
TEL : 03-6277-8440 / FAX : 03-6277-8444
E-mail : jp.Info@Avidityscience.com

