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自動管理システム

ベロスに任せて生産性向上
＆アニマルウェルフェア対応

母豚群管理妊豚給餌システム ネダップベロス
使用映像を
ご覧ください！

特 徴
発情検知器

※オプション
雄豚との接触時間や回
数などから計算し発情
を自動で発見できます。

※規模に合わせたレイアウトをご提案致します。

⚫ ICタグで個体管理

⚫ 自由歩行（筋力アップ、ストレス減など）

⚫ 分娩時の事故率低下

⚫ 産子数、離乳数の改善

※オプション
個体のチェック・仕分けができます。

※オプション
体重の自動計測を行い
ます。
体重ベースの給餌によ
り無駄餌減、給餌過多、
および過少を防止。

個体毎適時に適量給餌が行えます。
(最多50頭/台）

ＩＣタグ

体重モニタリングシステム

セパレーションユニット フィードステーション

個体データー、状況は
すべてパソコンで管理。
インターネット接続で
遠隔操作も可能です
（要ネット接続）。

パソコン/スマホでデーター管理
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⚫ ベロスフィードホッパー。アンテナ等のインフラのみ提供タイプです。

妊豚群給餌管理システム EASY ACCESS ESF

フリーアクセスストール アニマルウェルフェア対応

主な特徴

⚫ 交配・妊豚複合ユニット

⚫ 母豚にも人にも優しい機能性

⚫ トップヒンジ式リアゲートにより、母豚への容易な
アクセスを実現

⚫ 同じ立ち位置から３頭の母豚にアプローチ可能

⚫ 使い勝手の良いセントラルロックシステム

⚫ クローズドヘッドパーテーション
により、落ち着いて餌を食べ
られる環境

⚫ 各ストールに片手操作可能な
ロックシステム



使用映像を
ご覧ください！

肥育豚ソーティングシステム ネダップソーター

ネダップソーターは 200～500頭/台で
25ｋｇ～出荷までの大群飼育管理をお手伝いします

特 徴

⚫ トレーニングモード ：段階的に豚に教えます

⚫ 振り分けモード ：自動ですべての豚を計量し、左側（軽量な豚５０％）または
右側（重たい豚５０％）に自動で振り分けます

⚫ 出荷モード ：出荷設定した体重範囲内にいる豚を重たい豚から設定した頭数だけ
自動で選別します

尚、飼養管理データーはクラウド上に自動バックアップされます（要ネット接続）

※規模に合わせたレイアウトをご提案致します。

入口

出口

出口

出口

体重計ユニット

仕分けユニット

（3方向）

3

3WAYソーター

出荷エリア

餌場A 餌場B

休息エリア

隔離ペン
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ＩＣタグ

品種開発・飼料開発・検証におけるテストデータ収集作業ができます

発育能力を判定するためのフィーダー
ピッグパフォーマンステストフィーダー（PPT)

使用映像を
ご覧ください！

ＩＣタグ

豚が PPT を訪れるたびに、個別に豚を識別して
給餌量と豚の体重を測定してデータ収集します。

ICタグを使い、豚がパフォーマンステストフィーダー
へ餌を食べにくる度に体重・摂取量、フィーダー滞在
時間がリアルタイムで記録されます。

• 飼料要求率(合計飼料摂取量/合計体重増加量) 
• 飼料摂取量(合計飼料摂取量/システム内に居る期間)
• 発育 (合計体重増加/システム内に居る期間)
• 個体の計量データ（体重や餌摂取量）

グラフやランキングで確認できます。
＊精度９９パーセント

最多飼養頭数
15頭 （ペレットの場合）
12頭 （ミール及びその他の飼料の場合）

スケールサイズ（mm） 入口幅455（最大） x 全長1075

最大計量 400kg

必要豚房スペース
1.0㎡/頭 （全面スノコの場合）
1.2㎡/頭 （全面スノコ以外の場合）

分娩房・ストールにおける自動給餌管理システム
ネダップロケーションフィーディングシステム

ボディコンや産歴を考慮した最適な給餌量を
近年の高能力母豚の繁殖成績の向上に対応

した給餌管理で自動化できます

使用映像を
ご覧ください！

⚫ 一日最多24回分割給餌ができるようになります

⚫ 個体毎に給餌回数と一回の給餌量を設定できます

⚫ 給餌速度もコントロールできます

⚫ 分娩～離乳までの間、給餌曲線を使って給餌します

⚫ 基本的には全自動運転ですが、給餌開始は手動でもできます
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柵、及び関連商品

• 腐食・破損に強いPVC製パネルボード

• 汚れが付きにくく落としやすい洗浄性

• 中空パネルで防音効果

• 鋭い部分が無いので家畜に優しく安全

• レゴの原理で組立簡単(溶接不要）

• 多くの構造オプションで、様々な
レイアウトを作ることができます

中空パネル

• 非再生プラスチックを使用してお
り、耐久性が違います

• 仔豚の保温にポリマーコンクリー
ト製ヒーティングパネル

• 耐久性抜群の鋳物スノコ

• 架台は高品質グラスファイバー製
の自立型で、早期施工が可能

スノコ

ドア開閉機構

組み立て式の為、
溶接作業は不要です

ポリマーンクリート製
ヒーティングパネル

間仕切りボード フンキファイバーボード

※用途に合わせて各種あり。ご相談ください。

サイズ (mm) 600 x 850、450 x 450、850 x 1800

靴底消毒用マットです。
消毒用薬液をしみこませて使
用します。事務所入り口、畜
舎入り口、食品工場、部外者
の出入りの多い所等に設置し
ます。

消毒マット
エントランスマット

肉厚で丈夫なプラスチック
製。柵を跨いだ状態でバケツ
を保持できて、大変便利！
断尾、注射、抜歯、その他作
業時のモノ入れです。

ダブルバケット

バケツサイズ (mm) W410 x D310 x H240（裏面スリット幅40）

中空パネル＆スノコ フンキフレックス

⚫ 分娩柵/育成舎/肥育舎の間仕切りとして使えます

⚫ 空洞が無く表面は滑らかで品質が長持ちします

⚫ 様々なレイアウトを作ることができます

⚫ 洗浄性に優れています

厚さ１０ｍｍながら強度と耐久性に優れた
ファイバープレート素材

最大サイズ: 1300 x 4200 x 10mm
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50cm

160～180cm 240～270cm

100cm

35ｍｍ厚
中空ボード

寸法

高能力豚に対応した広いサイズ
フンキ分娩柵

仔豚が温度調節しやすい
広い開口部の保温箱

仔豚圧死防止機構
（オプション）

可動式リアドア
（除糞作業軽減機構付）

ソフトコーティングパイプで怪我防止
母豚に合わせて幅の調整も可能

開口部が広いので、仔豚達も
快適な環境を選べます。

※ご要望に合ったサイズ・レイアウトを、ご提案致します。

分割授乳システム自動扉（オプション）

後から産まれた仔豚や弱い仔豚が十分に授乳できる
ように、先に産まれた仔豚や強い仔豚を保温箱内に
一定時間閉じ込めておくシステムです。設定時間に
なると自動で出入口の扉が開きます。
（充電式バッテリー駆動）



材質 ポリプロピレン

本体サイズ H530x W230xD180

ホッパー容量 約9Ｌ （オプション：延長ホッパーあり）

給餌量 1プッシュ約100～125g（餌による）

不断給餌ホッパー iフィーダー

泌乳期の母豚は泌乳量をあげるためにできる
だけ食べさせたい。その問題解決へ、既存の
分娩柵母豚飼槽へ簡単に後づけできるiフィー
ダーを使用して不断で食べさせるようにでき
ます。

主な特徴

⚫ 餌量3段階調整機能付き

⚫ ペレット・マッシュ・クランブル対応可

⚫ 簡単な構造によりメンテナンスが容易

⚫ 様々な分娩柵に取付け可

7

お客様の声を
ご覧ください！

フリースタイル分娩柵 ウェルセーフ分娩柵

仔豚にワクチンなど作業時に母豚の柵を動かし
スペースを作ることもできます。
保温箱はシャッター型のフタ付きです。

母豚は動けることでストレスが減り従来式分娩
柵よりも離乳仔豚の体重が＋１ｋｇ増になると
いうデータも海外ではでています。

必要な時だけ母豚を
閉じ込めるタイプの分娩柵
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ポリコントラフ飼槽

長く使えて豚にも優しいラウンド形状。

TS30
（離乳仔豚/肥育用）

TS35
（肥育用）

産まれたばかりの仔豚を冷えから守るヒーターマット
ピギーヘルプマット

寸法 350x860x10mm

電源 200-240V 320W

温度 標準39℃ 調整範囲30～45℃

スタート/ストップ ディレイスタート設定可（タイマー機能あり）

ピギーヘルプマット未使用の場合、新生仔豚が最初に経験
する最低温度はおよそ11℃となります。
ピギーヘルプマット使用の場合、36～38℃となります
（最大45℃まで調整可）。新生仔豚にとって良いスタート
になり生存率が腹当り0.2頭向上すると示されています。

（重要：分娩使用後、マットは外してください。）

フィーダー床面の保護用プレート フロアプレート

仕様
10x670x1200mm

10x1200x1200mm

材質 LDPE(低密度ポリエチレン）

様々なフィーダーの下に敷いて使用できます。

スノコのすき間へ飼料が多く落ちてしまうことを
防ぎつつ、飼料や豚の唾液、爪などによる床材の
摩耗を保護します。

表面は滑り止めの凹凸模様になっています。

上記以外の形状やパーテーションもあります。御相談ください。



ヒ ー タ ー
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保温箱の全自動温度管理ヒーター
ウォッシャブルインテリヒーター （哺乳豚用・離乳仔豚用）

ハロゲンランプ仕様で長持ち

設置したまま高圧洗浄機で洗えるヒーター マスターヒーター

寸法 500x210mm

電源 単相100～230V150W 

温度 標準39℃ 調整範囲30～45℃

コントローラー
コンロトーラーダブル（2台を個別制御可）
コントローラーシングル（18台まで一括制御可）

一般的なヒートランプと比べて、保温箱内で熱の広がり
が広範囲で均一です。
電球式やガス式と比べて火災の危険性が低いです。
電熱棒式で長寿命です。

防水仕様
IP55

（高圧洗浄は不可）

ランプ ハロゲンランプ150W

主電源 単相220V（コード2m付、プラグ無し）

⚫ 単独使用型 スタンダードタイプ １５０W
スタンダードタイプです。出力切替機能はありません。

⚫ 単独使用型 マグネットでON/OFF/50％切替可能タイプ
磁石を近づけることでON/OFF/50％の出力切替が能な仕様で
す。保温箱を教える照明付きです。

⚫ インテリヒーター温度コントローラーと連動タイプ
仔豚の体表温度をセンサーで感知し、保温箱ルーフ内に溜まる
熱を有効活用して、日齢に合わせた最適温度へインテリヒー
ターが全自動温度コントロールするので、仔豚は体感温度が上
がり、電気の大幅節電も可能です。

持ち運び・移動が可能な簡易保温ルーフ モバイルネスト

軽量で持ち運び可能な保温ルーフ。

間仕切り（MAX 35mmまで）に挟ん
で置いて使用します。ルーフは開閉可。
ルーフ高さの調整も可能です。持ち運
びに便利な取っ手付きです。

サイズ 片側 125ｘ40cm

材質 ポリプロピレン（PP）

重量 約13kg

防水仕様
IPX9K
（高圧洗浄可）

ルーフ高さ
調整機能



豚 舎 洗 浄

豚舎洗浄ロボット プロクリーナー

⚫ 洗浄のために畜舎へ入る人数を減らすことは、病気を持ち込むリスクを
減らすことにつながります

⚫ 洗浄に費やす時間を省くことで、重要な仕事に時間を割り当てられます

⚫ ハードな洗浄作業の肉体疲労も軽減できます（労働環境の改善）

⚫ ロボット洗浄でこびり付いた汚れをふやかしておけば、人による仕上げ
洗浄が容易になります

⚫ 洗浄仕上がりは一定で、高い衛生が確保できます
（＝家畜の健康にもつながる）

⚫ アームの長さを変えることで使用場所に合わせることができます

⚫ 操作はタッチパネルで容易に行えます

⚫ 洗浄時移動可能距離55mまでです

豚舎洗浄作業の大幅な負担軽減ができます
豚舎新築、改造時には、是非ご検討ください

使用映像を
ご覧ください！

寸法 100x65x165cm

電源 単相 200V

重量 300kg

必要水圧 運転中140Bar (MAX 200barまで）

必要水量 Min20L/分～MAX40L/分（最適30L/分）

備考
洗浄ロボに水を供給する為の高圧ポンプが別途必要となります。
また、傾斜や段差があるところでの使用はできません。

複雑な機構を省き、正しい方向へ自走し、壁（障害物）に到達するとセンサーが反応して自動停止する安全装
置付き。特別に開発されたウォータージェットノズルは、5ｍの距離でもまだ水分子が結合しており非常に効果
的な洗浄を行います。移動スピード・ノズル動作・インターバル時間をプログラムで制御、稼働します。

タッチパネルで農場に合わせた洗浄プログラ
ムにカスタマイズしてご使用いただけます

通路幅が広い場合や
オープンエリアには

合わせて別売りオプションの
レールを使用します
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餌 箱

シングル（100L） ダブル（200L）

仔豚用 肥育用 仔豚用 肥育用

対応豚体重 5～35kgまで 30kg～出荷 5～35kgまで 30kg～出荷

対応頭数 50頭/台 80頭/台 70頭/台

対応餌 自動給餌機で送れる餌ならば可。（ペレット・マッシュ・クランブル）

サイズ(mm) シングル＝W 695 x H1503 ダブル＝W1225 x H1503

多頭数用
ダブルタイプもあります

振り子が特徴 フンキマット3

振り子により、餌の出るスピードが豚に合わせて最適化され
餌こぼしによる餌無駄が無くなります

オプションのトラフフット
（自立固定が可能になります）

広い開口部（フタ付）
なので添加剤などを
手で入れられます

両サイドの
柵＆水道パイプは
ステンレス製です

筒の中の餌が見えます

肥育用と仔豚用の
仕様があります

オプションの
水道ホースセット

ホッパー容量100L

豚に壊されにくい構造

水場と餌出口の距離が
離れているので、

豚の唾液や湿気による
餌詰りがありません

餌量多段階調節が可能

振り子なので、餌覚えが
早いです。また、豚が
食べるスピードに合った
餌量を出します！

掃除がしやすいように
振り子を外せる

ロックプロテクション付

11
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４ｋｇからの虚弱な離乳仔豚を助ける
ベイビーフィーダー

飼槽内が空になるとセンサーが感知し自動で給餌
移動時立ち上がりでの使用も効果的

（寸法）

水道配管 8mmホース3m付

水圧 推奨 2.5bar

電源 単相110V/240V

センサーが感知して自動で餌が出ます。

水と餌がトラフ内で混合されます。

離乳後の最良スタート

⚫ 飼料・水摂取量の増加

⚫ 餌摂取・飲水の促進

⚫ 最良発育の確保

⚫ センサーによる自動餌補充

⚫ 新鮮な餌と水の常時給与

⚫ 掃除がし易い

⚫ 使い易い

⚫ 休止時間調整可

⚫ 水量調整可

⚫ 最多60頭

ケーブル長 4.5m標準装備

対応餌 マッシュ（粉餌）のみ

ホッパー容量 約80L
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給 水 器

セビア・カップ給水器 （使用可能水圧：1～5kg/c㎡）

水量調整

豚の成長ステージに併せて
お選び下さい

実績豊富で多くの農場で
ご使用いただいています

セビア96
（母豚・種豚用）

セビア74
（肥育用）

セビア76
（母豚・種豚用）

セビア90
（生後～15kgまで）

セビア92R
（生後～35kgまで）

セビア93
（7～45kgまで）

セビア95S
（肥育用）

セビア20
（母豚・仔豚兼用/種豚）

分娩柵において仔豚が母豚の動きを観察してカップ
へ近づき水飲みを覚えます。母豚も寝転んだまま飲
める位置なので、母豚の夏バテ時にも効果的です。

モデルNO. 90 92R 93 95S 96 20 74 76

材質
鋳物
エナメル
コーティング

鋳物エナメルコーティング
（バルブSUS仕様）

SUS

配管
サイズ

1/2 インチ・上部配管
オスネジ

1/2 インチ・上部配管
メスネジ

水量調節 × ○（無段階） 3段階

設置推奨高さ(mm)

（床～カップ縁まで）
50～70 60～80 100～120 150～200 150～180 150～200

ワンポイントアドバイス ：カップ式給水器は水を少し溜めておけるので、家畜が早く水飲みを覚えます。また、ニップル式は
カップ式に比べ無駄水が30％～40％多いと言われています。カップ式をお勧めします。

特 徴 ⚫ 鋳物エナメルコーティング仕様で
強度・耐久性に優れています

⚫ バルブの部品交換が容易です

センターに
セットされた
バルブは

飲みやすさUP

カップ内糞汚れ防止形状

バルブがSUS
になりました
（S-90以外）

オフセット
された
バルブは
耐久性UP

水を覚えさせる機能付き
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ワンポイントアドバイス ：カップ式はMAX10～12頭/個、ニップルはMAX10頭/個を推奨します。

ノズルの穴

ゴミ

モデルNO. 50 70 100 293 323 324

配管サイズ
1/2インチ
オスネジ

セビア50
（仔豚用）

セビア70
（肥育・母豚用）

セビア100
（種豚用）

セビア293
（肥育・母豚用）

セビア323
（仔豚用）

セビア324
（肥育・母豚用）

セビア530
（ウェット用）

セビア895
（仔豚用）

セビア890
（肥育・母豚用）

3518
（肥育・母豚用）

3515
（仔豚用）

3502
（ウェット用）

ニップル式給水器

※１
セビア293・890・895は、
先端の赤いキャップの

位置で5段階の
水量調節が可能です。

モデルNO. 530 895 890 3518 3515 3519 3502 3509

水量調整 ×
キャップの位置で、
5段階調節可※１

ディスクの穴位置で
3段階調節可

配管サイズ
1/2インチ
オスネジ

1/2インチ
メスネジ

1/2インチ
オスネジ

特徴 真鍮製 オールSUS
ピンの先端
から水が出
ます

容量
10Ｌ

セビア99
（投薬器）

使用可能水圧：1～5kg/c㎡
推奨設置角度：30度

キャップ
位置で
5段階調
節可※１

スクリュー
ネジで

無段階調可

床からニップルまでの推奨設置高さ

30Kgまで 30～40㎝

30～50Kg 40～60㎝

50～100Kg 60～75㎝

100Kg以上 75～90㎝

＊豚の背中の高さ＋10㎝が目安です

寸法図・分解図
はこちらから

3509
（仔豚用）

3519
（ウェット用）
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水道配管材 水道パイプ＆ブラケット

夏バテ防止に最適！

サイフォン型給水器 バキュームバルブ

仔豚用分娩母豚

Point 1

本製品は、水圧の力を利用して、家畜が飲んだ分だけの水を補充してお
けます。常に一定の水が張っていることで夏バテ防止や、仔豚の成長に
重要な水分補給を促すことができます。

飲んだ分だけ水が補充されます！

Point 2

• 分娩舎母豚の餌箱

• 妊娠ストールの餌槽

• 離乳仔豚舎 など

様々な場所に水を張れるため
活用できる用途が多様です。

活用できる用途が多様です！

母豚と仔豚兼用給水器
セビア20にもご利用も可！

本製品において、
使用可能水圧（1～5kg/c㎡）
を守ることは非常に重要です。

設置の際の水道設計に
ご注意ください。

メスネジ

オスネジ

オスネジ

オスネジ

オスネジ

メスネジ

給水器設置の際に必要なパイプ＆ブラケットのご紹介です。

給水器とセットでのご購入をお勧めしています。

ストレート ダブルブラケット

用途 配管パイプ

配管
サイズ

1/2インチ
t=2mm

長さ 1000 mm

材質 オールステンレス

種類
オスネジ-オスネジ
オスネジ-メスネジ

用途 高さ機能付き

配管
サイズ

1/2インチ
t=2mm

長さ 900 mm

材質 オールステンレス
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セビア96
（母豚・種豚用）

セビア74
（肥育用）

セビア76
（母豚・種豚用）

セビア90
（生後～15kgまで）

セビア92R
（生後～35kgまで）

セビア93
（7～45kgまで）

セビア95S
（肥育用）

セビア20
（母豚・仔豚兼用/種豚）

セビア99
（投薬器）

セビア100
（種豚用）

セビア293
（肥育・母豚用）

セビア70
（肥育・母豚用）

セビア50
（仔豚用）

セビア530
（ウェット用）

セビア895
（仔豚用）

セビア890
（肥育・母豚用）

給水器 寸法図
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バネの一定の力を利用して断尾する新しい
タイプの断尾器です。
誰が作業しても最適スピードで切れます。

市販のライター用ガスを利用可能です。
消耗部品である刃の交換も簡単にできます。

中空で軽量であり、女性
にも扱い易い家畜移動用
ボードです。音を出すパ
ドルタイプもあります。

パネル (mm) 460 x 750、910 x 750、1220 x 750

パドル (mm) L=1190

（460x750） （910x750） （1220x750） （パドル 1190 ）

養豚小物関係

断尾器 セルフカッター2

家畜移動用パネル＆パドル
作業負担軽減

ミニホッパーパン ステンレスフィーダー スナップフィーダー

固定方法 スノコに引っ掛け固定タイプ

トラフサイズ(mm) 直径 270 ｘ 高さ 50 直径 250 ｘ 高さ 40 直径 240 ｘ 高さ 70

材質 プラスチック ステンレス ポリエチレン

特徴
容量6Lのホッパー付で、餌量調節も
可能です。

洗い易い形状。軽くて丈夫です。 軽くて丈夫。餌こぼれが少ないです。

ミニホッパーパン ステンレスフィーダー スナップフィーダー

餌付けフィーダー

離乳仔豚用 プラスチックパン

主な特徴
⚫ スノコに引っ掛け固定タイプ

⚫ 直径 39ｃｍ

⚫ ポリエチレン

⚫ 軽くて丈夫。
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材料 100％天然成分（鉱物・植物・海産原料）

容量 25kg/袋

分娩前クリープエリアに予め撒いたり、または分娩直後に
仔豚の濡れた身体に直接まぶしてすばやく乾燥させること
で体温低下を防ぎ、活性高く初乳を飲ませられ、下痢予防
にもなります。

また、パウダーでにおいを同一化することにより喧嘩も減
らせます。

環境改善剤 クリーンセック

今、お使いの商品と吸水力を比べてください

クリーンセック(左）と他社同等品（右）
の水分吸収比較

• 優れた水分吸収力（2000ml/kg）および床面の温
度湿度をコントロールします。

• アンモニア揮散、バクテリア繁殖の抑制（酸性、
エッセンシャルオイル）します。

注） 有害なリンは一切は使われておりません。

使える場所はさまざまです。
特に環境衛生性を高めたい場所にご使用下さい。

鉄 剤 飼 料

専用プレイフィーダー
（喰い口の角度2段階調節可能）

生後2週齢まで常に鉄剤にありつける環境を作ってあげることが重要なポイントです。
目安は生後2週齢までに3回給与(1回1頭当り約3g)

袋入り20kg
(2500頭分)

容器入り5kg
(500頭分)

仔豚にやさしい 仔豚用混合飼料（B飼料）

（原材料）
ペプチド鉄、フマル酸第一鉄、硫酸鉄、ホエイ粉末、ラクトース、馬齢しょうでん粉、フルーツパルプ、でん粉かす

鉄剤 グッドスタート

鉄注射のデメリット（鉄中毒・関節炎・投与過多による抵抗
力の低下など）が無くなります。

自然界同様に仔豚自身が必要に応じて自然に口から摂取しま
すので、余分な量は自然に排出されます。

早期に食べることを覚えるので、固形飼料への移行がし易く
なります。

既に10年以上の実績があり、血中ヘモグロビン濃度の測定
により、実証済みです。

仔豚が成長に合わせてみずから摂取
理に適った最良の鉄剤給与方法です

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4



バイオガス関連機器

醗酵槽＆消化液槽
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ボルトとパネルの組み立て式ガラスコーティングタンク

各種用途利用例
はホームページで
ご確認ください

⚫ ガラスとスチールの融合結合パネル
コンクリート・スチール鋼板・エポキシ樹脂によるタ
ンクと比べて、耐久性で大きなメリットがえられます。

⚫ ボルト締め構造のモジュラー式
従来のコンクリート槽の建設工事と比較すると、短期
施工が可能です。また、コンパクトな梱包で運送費・
現場搬入経費・設置費用も削減できます。

⚫ ルーフ
鋼板、PVC、アルミ、用途に応じたルーフも提供可能
です

材質 鋼板 + シリカベースのガラスライニングパネル

サイズ 最小13.1㎥～最大20000㎥以上まで、幅広く対応可能。

特徴
英国ガラスライニングタンクメーカーPermastore社製。多種多様な用途に使用可能。ルーフなどのオプションもあり。畜産の糞尿汚
水処理やバイオガス醗酵槽に限らず、下水処理・工業排水処理・民間工業排水処理・固形物の貯蔵・飲料水の貯蔵など、幅広い用
途に対応。

ガスホルダー

トップマウントダブルメンブレン

全天候型・メンテナンスフリー。

エアブロアーにより安定した圧の供給と超音波レベルセンサーにより内部ガスの貯留量を管理。

トップマウントも設計可能。シングルメンブレンタイプも可能。

仕様 メンブレン2重構造

材質 高強度ポリエステル製



バイオガスプラントシステムを支える主要機器

撹拌機 Landia ガスミキシングシステム

従来からあるプロペラ撹拌機は･･･
• 設置するタンク屋根の補強が必要
• メンテ時に高所での作業になる
• ハッチが必要
• タンクはコスト増になる
• メンテコストもかかる
• タンク内で稼働するので壊れやすい
• スカムを分解するのに時間がかかる

ガスミキシングは・・・
⚫ タンクの補強は必要なし
⚫ ミキシングモーターの容量が大きい
ので余裕がある

⚫ メンテナンスはタンクの外側ででき
るので容易(短期・低コスト)である

チョッパーポンプ
スカムや固形物を吸い込み細かく砕いて吐出移送するポンプ。醗酵槽だけでなく
原料槽でも使用可。細かく破砕することで、各機器への負荷を減らせます。

LJM ミキサー（プロペラ式）＆水中ポンプ

スチール・コンクリートタンク、原料槽・発酵槽・消化液
槽などに使用されています。
2.2kW～18.5kWの能力の機種まで、用途に応じてご相談
ください。

LJM ピストンポンプ
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液体スラリーをポンピングするための理想的なソリューション

LJMのピストンポンプは、スラリーを長距離にわたって効率的にポンプ
で送る必要がある家畜施設に適しています。

⚫ 液体スラリーを長距離にわたって効果的に汲み上げます

⚫ 従来のポンプに比べて低消費電力

⚫ 最小限の摩耗

⚫ 大量の砂を含む肥料に適したソリューション

シリンダースペック

モーター 7.5kW

オイル流量 30L/分

ポンプ圧 160bar

ポンプ能力とサイズ

流量 22㎥/h (360L/分）

高さ 3.11m

幅 0.6m

電源
400Vもしくは220V 50Hz

（60Hz仕様は特注）



Armatec ロングシャフト撹拌機 （3.0M）
ミックスコンパクト

⚫ 消化液用タンクカバー
⚫ 約95－99%のカバー率でアンモニアガス・汚臭等
の蒸散軽減

⚫ 流動性のある液体にも使えます

詳細はお問合せください。

⚫ モーター直結型

⚫ コンパクトかつ省エネタイプのポンプ

⚫ 高粘度から低粘度まで固形物の有無にかかわらず
幅広い用途で使用可能

⚫ 二分割ステータと脱着式ローターによりメンテナ
ンス簡単

C-Nox 余剰ガス燃焼装置

ANDRIZ 破砕機

SEEPEX BNポンプ

ヘキサカバー

⚫ 燃焼はカバーに覆われ安全

⚫ UVセンターによる火炎監視

⚫ バーナーは統合制御

⚫ 回転式排出カバー

⚫ コンパクト設計

⚫ 部品交換が簡単

⚫ 詰りを防ぐ最適化され
た形状

http://www.kyodo-inc.co.jp/machinery/glass-lining-tank/index.html
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⚫ タンク上面または側面壁（斜刺し）へ設置する
タイプの攪拌機

⚫ 水中設置型撹拌機に比べメンテナンスが容易

⚫ ATEX II 3G Ex h IIA T1 Gc, (Drive: II 3G Ex 
nA IIB T3 Gc)防爆認証

⚫ モーター7.5kw,100rpm及び15kw,200rpm ヘ
リカルギアドライブ



母豚群管理妊豚給餌システム ｢ネダップべロス｣

肥育豚自動仕分けシステム ｢オートソーティング｣

新時代の

アニマルウェルフェア基準到来

お問合せは・・・

〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-10-9
TEL : 044-854-1976
FAX : 044-860-1772
URL : http://www.kyodo-inc.co.jp 
MAIL : kikai@kyodo-inc.co.jp 
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