
Way Ahead

取扱商品のご案内

豚人工
授精

薬品
投与器

畜舎
設備

超音波
診断



精液採取
精液処理

【コレクティス】
自動精液採取

カテーテル
【ゴールデンシルク】
経産豚・未経産豚共通ジェル付

【ソフトゴールデンギルト】
未経産豚用スポンジカテーテル

【ユニックカテーテル】&【ゴールデン
ディプ】 深部注入カテーテル

その他

【グライドジェル】

潤滑剤

【コビクリップ】

精液注入用固定器

【連続注射器 STVインジェクター】

【擬牝台】

≪オプション≫ 防水カバー【イマーゴ.Ｓ】豚用超音波画像診

断装置 仕様: 

・306×265×71mm

・3.25 kg（バッテリー重量込）

・リチウムイオンバッテリー(着脱式）約5時間連続使用可能

イマーゴ／イマーゴS仕様:

・小型 220×145×73mm

・軽量 1.75 kg（バッテリー

重量込）

・リチウムイオンバッテリー

(着脱式）約5時間 連続使用

可能

・プローブを交換

することで各種

診断可能

【イマーゴ】動物用超音波画像診

断装置

・妊娠判断

【エクサーゴ】動物用超音波

画像診断装置

・プローブを交換することで

各種診断～肉質測定可能

・カラードップラー機能

 薬液瓶を注射器に取り付け充填する

薬液量ﾀｲﾌﾟ:

• 0.1~0.5mℓ
• 2mℓ
• 6mℓ

バリアブル ドローオフ

ポアオン ドレンチャー

投与器後方から

薬液を充填

 注射器に薬液瓶を繋いで薬液を

充填する薬液量ﾀｲﾌﾟ:

• 0.5mℓ
• 2mℓ
• 5mℓ

【経皮投薬器】 【経口投薬器】

授精

希釈材
【アクロマックス】 【 HCPSE】

精製水
粉体 粉体 調合済み
7日 7日 10日以上

【ニュートリ
エクセル】

豚人工授精
IMV TECHNOLOGIES (フランス） LANDATA (フランス） ZOITECH LAB (スペイン）

超音波画像診断装置
ECM (フランス）

薬品投与器
SIMCRO (ニュージーランド） MIT (カナダ）

0.5mℓワンピースボトルマウント5基

• 10基変換コンバーター付
• 煮沸消毒可能なバレル
• 注射器上部の接続部に薬瓶を
ワンプッシュするだけで取付け可能

【プレミアムインジェクタ】

（上部に
取り付け
タイプも有）

妊娠鑑定、繁殖（OPU) 、豚背脂肪＆ロース面積、 腱の診断、腹部、…

クイックタッチ
ボトルマウント

従来型
ボトルマウント

ワンタッチ
ボトルマウント

高圧で噴出される注射液で

皮膚を切開し

薬液を注入

する無針注射器

【アグロジェットⅢ】

ドレンチャー

精液パッケージング ゲディスコンセプト

GTBコンセプト
【ゲディスカテーテル】

ボトルとカテーテルがセット
された省力化AIシステム

【GTBバッグ】
ビニールバッグで
希釈精液保存

【GTB1000】

自動希釈

精液

充填機

【GTB250】

手動式希釈

精液充填機

【ゲディスフィリング
マシーン】

自動充填機・ゲディス
カテーテル用

【精液ボトル】

世界中から厳選！優れた機能・性能・仕様、使い易さを追求し、洗練



【ディスラプト】
ミネラルの働きで菌、

ウイルス、カビに対

して働きます。

100% ｵｰｶﾞﾆｯｸ

【有孔天井材】 【ガスヒーター】 【ファンヒーター

コントローラー】

【壁型ファン】 【ミキシングファン】 【チムニー】

【デルタ/ツインパイプ温水暖房】

【温水

コントローラー

ロボット】

【育成豚房】

【IC Vacumest】

スラリーシステム

【 NOOYEN 床材】 【 PORCON分娩クレート】

【フローボンド】

カビ毒吸着材・A飼料

畜産の健康を守り生産性を高める

原材料:ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ（HSCAS）

【長靴スキット】

自社開発！

HACCP理論を応用、汚れに対して

注意喚起を促す靴底をみせる収納

【フジロン】自社開発！

A飼料

離乳前後の子豚の健康維持飼料

・排出された糞中の有機物は

チタンアパタイトの光触媒作用により分解されます。

・薬品でもない抗生物質でもない健康維持飼料です。

【ドリコマット】 【マキシマート】 【離乳豚フィーダー】

【サニー

フード】

【バイプロリキッドフィーディングシステム】

デルタパイプ

ツインパイプ

空調設備
ITB, SLAATS, STIENEN (オランダ）

床材・柵/ フェンス/パネル
NOOYEN, PORCON, VAN OSCH, INTER CONTINENTAL (オランダ）

給餌・給水
KAMPLAN (オランダ） TIGSA (スペイン）

飼料関連
富士通研究所 (日本), BROOKSIDE AGRA (USA）

環境改善剤
BROOKSIDE AGRA (USA）

【ナノソーヤロック】国産

畜舎の脱臭、衛生環境の

改善、床面の乾燥と汚濁防止

されたデザインの製品を自信を持ってみなさまにお届けいたします。



会社名称 / Company name 株式会社フロンティアインターナショナル / FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.

代表者 / Director 代表取締役 大貫 勝彦 / Mr K. ONUKI

設立 / Established in 1990年

本社所在地 / Headquarter 〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目9-1

2-9-1 Gorikida, Asao-ku, Kawasaki-shi, 215-0025 Kanagawa-ken JAPAN

町田事務所 / Warehouse 〒194-0035 東京都町田市忠生3-1-50

3-1-50, Tadao, Machida-shi, 194-0035 Tokyo JAPAN

TEL
FAX
E-mail

+81 (0)44-980-2226
+81 (0)44-980-2270 
frontier@frontier-intl.co.jp

業務内容 / Business activities 畜産関連資材輸入・販売、種畜の輸入・販売・育種業務、畜産コンサルタント、HACCPワーク
ショップ主宰 / Import and sales of livestock equipment and breeding stocks - Livestock consultant - In 

charge of HACCP workshops 

資本金 / Capital 1000万円 / 10,000,000 JPY

従業員数 / Employees 12名 / 12 people

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●商品のデザインは変更する場合もあります。 ●平成28年6月

お問い合わせ・ご注文は

TEL 044-980-2226   FAX 044-980-2270

Email: frontier@frontier-intl.co.jp

インターネットの情報もご覧ください

株式会社フロンティアインターナショナル

Frontier International Co., Ltd

インフォメーション

・ 取扱商品以外も対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

ご注文方法

・まずはお気軽にご連絡ください。
・ＦＡＸまたはメールでお申し込みください。 弊社ホームページからも簡単にお申込みいただけます。
お申し込み受付後商品を発送致します。別途、翌日納品書・請求書を発行、郵便にて送付致します。

・ 商品送料は、お客様負担となります。

発送方法

・宅配便で発送致します。
大きなもの（サイズ160を超えるもの）は、宅配以外の配送になります。
設備・資材（床材、柵、フェンス、天井材、ガスヒーター他）、飼料（フローボンド）
衛生（ナノソーヤロック）など

お支払方法

・ 銀行振込。請求書に記載された期日までに指定の金融機関の口座にお振込ください。
・クレジットの可能性あり、
＊振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
＊はじめてご注文いただくお客様は、初回のみ前払いとさせていただいております。

会社概要 / Corporate profile

http://www.frontier-intl.co.jp


