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給 水 器

飲みやすさとメンテナンスのしやすさを両立した
ＳＵＥＶＩＡ給水器

セビア1100
（上部配管のみ対応）

セビア1200
（上下配管に対応）

セビア12Ｐ
（上下配管に対応）

セビア340

ドレンプラグ

セビア130P

排水に便利なドレンプラグ付きです。
非常に柔軟な高品質プラスチック製。

鋳物ホーローカップとステンレスバルブ仕様で
耐久性抜群。

セビア20
（上部配管のみ対応）

乳牛には豊富な水量（２０L/分）

鋳物ホーローカップは耐久性抜群。

仔牛にお勧めフロートタイプ

非常に柔軟な高品質プラスチック製。
バルブは真鍮仕様。



セビア630（シングル） / 640（ダブル）

配管 3/4インチ下部配管

材質 ステンレス+高品質ポリエチレン

サイズ(mm) 760 x 770 x 490

特徴

マキシフロー(フロート）バルブ仕様40ℓ/min（-20℃まで）

オプション：24V80W x 2 ヒーティングエレメント
30～40頭対応2頭口。競争が起こらず2頭同時にゆっくり水を飲めます。設置
の際は、床面から10～20cm程度、コンクリートで嵩上げして設置してください。

断熱材

排水口

セビア630
（シングル）

セビア640
（ダブル）

用途 放牧場用

口数 1頭口（20頭） 2頭口（40頭）

給水方法 フロート式

材質 ポリエチレン製

※ 仔牛等、力が弱い家畜向けのボールフタ
無しタイプもご紹介できます。

フリーストール用断熱材入り不凍給水器
モデル6620

セビア600（シングル） セビア620（ダブル）

用途 フリーストール用

口数 1頭口（15～20頭対応） 2頭口（30～40頭対応）

給水方法 フロート式 50ℓ分（5kg/c㎡時）

材質 ステンレス製

※ オプションの凍結防止ヒーターで 可能です。

セビア600（シングル）/620（ダブル）

設置イメージ

断熱材で夏は冷たく冬は凍らず

セビア600 セビア620

断熱材

飲み口が深く目隠しとなり、周囲を気に
せずに牛がゆっくりと水を飲めます！

電力不要

使用例

－20℃まで対応

2

バルブカバーは
工具なしで開けられます
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ステンレス製大型水槽
ジェット排水トラフ （ １．４ｍ/１．９ｍ/２．３ｍ/特注２．８５ｍ/特注４．２（壁付け型）)

凍結防止バルブ
電気を必要とせずに、水を動
かすことで凍結対策が可能。

ヒーターパネル

24V180W～360W

寸法図

仕様 ステンレス 配管3/4インチ

脚 床脚のみ（高さ調節3段階）

マイナス２０℃まで対応

１２５φの排水口
トラフ底の傾斜と広い排水口により
一気に排水することが可能なので、
水の入替が素早くできます。

大容量フロートバルブ
フロート保護カバーも大き
く開きますので、メンテナ
ンス・掃除もしやすい。

ワンタッチホルダー
排水栓をしっかり固定、外す
時もワンタッチで簡単。

特注4.2M（壁付け型）が、
ラインナップに加わりました！
（注意：４．２Ｍは床足固定はできません）
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凍結防止給水器

セビア130PH

サーモ内蔵ヒーター

配管内部の水を動かして循環（ループ）させることで、配管内の水
が凍らないようにする為のヒーター付き循環ポンプ！

戻り水が設定温度を下回ると自動で加温します。

サーモチューブ

サーモ内蔵

セビア12PHK （上下配管対応）

セビア４１ （下配管のみ） セビア４３Ａ （下配管のみ） セビア４６ （上下配管対応）

セビア３０３ （ヒーター付き循環ポンプ）

フロート

フロート

断熱材

家畜の安全を考慮した２４V仕様
凍結防止ヒーター付き給水器

セビアのヒーター付き給水器のヒーター機能
を利用する場合、２４V変換トランスとサー
モが別途必要となります。

非常に柔軟な
高品質プラスチック製

 MAX全長２００ｍまで（断熱材を巻いた水道配管）
 使用水圧範囲１～４kgf/cm2
 電源２３０V（±１０％）・５０/６０HZ
 ループ配管必須

－25℃
まで対応

－20℃
まで対応

－20℃
まで対応

－10℃
まで対応

－15℃
まで対応
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給水器関連部品

水道パイプへ接続

水道配管へ接続

水道パイプへ接続

②アダプター
オス

③アダプター
メス ③アダプター

メス

①水道ホース

①水道ホース ①水道
ホース

④T字
コネクター

ステンレススチール1/2”
オス、オス

• ５０ｃｍ
• ７５ｃｍ
• １００ｃｍ

ステンレススチール1/2”
メス、オス

• ５０ｃｍ
• ７５ｃｍ
• １００ｃｍ

体重（kg） 乳量（kg/日）
平均飲水量

（Ｌ/頭/日<気温5℃>)
平均飲水量

（Ｌ/頭/日<気温29℃>） 給水カップ設置高さ（cm）

仔牛
90

180 - 8
14

13
23 46-60

肉牛 350 - 25 40 60-70

乾乳 630 - 40 60 60-90

搾乳 - 27
45

85
125

105
180 70-100

• このリストに示された取付高さは標準値です。
• 個体や種類、使用目的に注意して飲水の世話をする必要があります。
• 飲水量は常に周囲の環境温度によって変わります。

カップ式給水器の選定と設置について

乳牛には、毎分約20ℓ（5kg/c㎡時）豊富な水量を出せる「セビア1100」「セビア1200」がお薦め！

セビア1100/セビア1200/セビア20用
固定用Ｕボルト（ズレ防止爪付）

セビア12P用
固定用Ｕボルト（ズレ防止爪付）

① 水道ホースφ１０ｍｍ
② ホースアダプターオス
③ ホースアダプターメス
④ ホースアダプターT字コネクター

これは便利 差し込むだけ

（水道ホースKit使用例）

水道ホースKit

ネジ切加工済み

ステンレス水道パイプ（1/2“）
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個体識別給餌ドア

CALAN SYSTEM
ドアフィーダー

 牛が首にぶら下げた個体識別用IDタグにより、
個々の牛に指定されたドアーのみロック解除

 個別に調整した餌を食べさせることができます

ティートクイッククリーナーMAXI

使用映像を
ご覧ください！

 搾乳前の洗浄、マッサージ、消毒、乾拭を約
15～18秒/頭程度

 乳頭刺激を高め、搾乳時間を短縮
 作業人の違いによる作業格差無し
 使用水量は200ｃｃ/頭程度
 各タイプのミルキングパーラーに取付可能
 大量の乳頭用タオルの洗濯・折り畳み片づけ作

業は大幅に軽減

搾乳準備作業の一貫性向上と時間短縮

スクラバーの３つの
ブラシと２方向から
出る薬液で、乳頭を
洗浄マッサージ！

乳頭洗浄マッサージ機

• 単相２２０V
• スクラバー24Vモーター
• 使用水圧範囲2～4kg/c㎡
• 使用水温約30度（要温水）
• スクラバー2本標準装備

仕 様

スクラバー

MAXIは、スクラバー２本付です
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マ ッ ト

快適な牛床作りと怪我の予防に威力を発揮

搾乳時の足腰負担と寒さを軽減

スーパーソフト グリーンマット

パーラーマット

（※写真は個別タイプです。
このグリーンマットはカットしています）

 ゴムとEVAの絶妙なコンビネーションにより、従来からあるゴムマットには無い牛が滑らない
適度な弾力と軽さを実現！

 個別タイプと連結タイプの２タイプをご用意！（連結タイプは1830ｍｍ側が両サイドインター
ロック式となります。）

 家畜運搬用トラック荷台の下敷きや壁の保護などとしても使用可！

個別タイプ 連結タイプ

サイズ(mm) 1830 x 1165 x 28

重量 約20kg

軽くてインターロックで設置も簡単。
コンクリート上に敷くことで、足腰の
負担を軽減し、暖かさも感じます。
水は吸収しません。
ゴミも残らず、衛生的です。

寸法(m)・重量 1 x 1 ・ 約2.5kg

材質 EVA

厚さ(mm) 22

カラー 黄・橙・赤・紫・青・緑・灰・黒

ブラックマット

寸法(m)・重量 1220x1800 ・ 約10kg

材質 EVA/PEコンパウンド

厚さ(mm) 22

カラー 黒

表/裏
断 面

床面に敷けば足腰の負担や床面からの冷気も軽減。
水も一切吸収せず衛生的です。
必要なサイズにカットしてご使用ください。
（注意：ブラックマットは牛用ではありません。）

EVA素材の汎用マット

クッション性抜群
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仔牛用ヒーターマット

もうもうマット

サイズ(mm) 650 x 1200 x 8

消費電力 電源投入時 約300W 安定時 約85W
電源電圧 ＡC100Ｖ（200Ｖも製作可）

表面温度 30℃～35℃
重量 約10kg

1. 抜群の経済性
子牛の最適温度になると消費電力量が激減す
る特殊な設計仕様です。

2. 水に強い耐久性
ガラス繊維入り強化プラスチック（FRP）に
より一体成形しています。洗浄用の水・汚水
等がかかったり牛に噛まれても漏電の心配は
ありません。

3. 高い安全性
特殊な発熱体設計とバックアップにサーモス
タット・ヒューズを用いた2重安全構造により
火災等の心配はありません。

4. 均一発熱
表面温度が均一であるため、遠赤外線効果に
より子牛の体の芯まで暖めます。

5. 簡単な取付け・取扱い
もうもうマットに設けられた6ヵ所の穴を利用
して針金等で固定できます。

仔牛用電気ヒーターマット

ブラッシュツイスター （吊下げタイプ） イージークリーナー （電動タイプ）

サイズ(mm) 960 x 830x 780

モーター容量 230V 50HZ

電源電圧 370W

回転数 34rpm/分

重量 約67kg

電気不要タイプ

痒いところにブラシが届く 牛もストレス発散が必要です

サイズ
アーム長さ 120cm
ブラシ長さ 75cm

成牛だけでなく、仔牛や
山羊や馬にも使えます！

カウブラシ
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カーフハッチ

セビア・カーフハッチ

高品質ＵＶ耐性ポリエチレン製で、割れません

MAXI MIDI MINI
飼養期間 生後～8週齢まで 生後～6週齢まで

材質 高品質ポリエチレン

オプション オプション多数

（オプションの一例）

牧草ホルダー バケツドリンカー
柵付けたまま移動もできます。
（※ハンドリフトはオプションです）

柵を跳ね上げできます。
（※柵はオプションです）

MINI

MIDI

MAXI
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ウルトラフレックスペン

酪農小物関係・その他

エントランスマット

ミニ エントランス
マット

エントランス
マット

エントランス
マット （大）

材質 PVC

サイズ(mm) 450 x 450 x 25 600 x 850 x 31 850 x 1800 x 31

薬液容量 3.5ℓ 8ℓ 25ℓ

＜消毒液の補充＞ 補充頻度や交換時期の指定は特にありません。必要に応じて補充してください。

靴底消毒の徹底を

モデル サイズ LｘWｘH （ｃｍ）

AGRI-7017
７フィートモデル

外寸： 244 x 122 x 114
内寸： 208 x 117 x 114

AGRI-7016
6フィートモデル

外寸： 213 x 122 x 114
内寸： 178 x 117 x 114

AGRI-7015
5フィートモデル

外寸： 183 x 122 x 114
内寸： 147 x 117 x 114

・背面パネル開閉可
・簡単ロック
・バケツリングバケツ２個標準装備
（以下、別売りオプション）
・ほ乳ボトル＆ボトルホルダー
・ハウジングバー

連結可能・組立簡単

単独で小屋になる「スタートキット」。「追加キット」をつなげることで部屋を増設可。背面は牛舎の壁を利
用する「ウォールマウントタイプ」。グループ飼育時用ハウジングバーを利用すると２部屋の中間柵を無くし
て部屋を広くすることも可能です。

スタートキット 追加キット ウォールマウントタイプ

ハウジングバー
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スピーディーフィーダー（２．５ℓ/４ℓ）
イージーフィーダー（２．５ℓ）

 各メーカーのティートカッ
プに接続可能

 柔らかいラバーチューブが
搾乳中の牛の動きを吸収

 安定感と使いやすさを実現
 キャップが大きく洗浄しや

すい構造

クォーターミルカー8ℓ

2.5ℓ

ティートからミルクがＶ字に出ます。ミルク
が頬にワンクッションしてから飲みこめる為
むせにくいです。また、ティートのゴム質は
堅めに作られており、噛む動作が多くなるこ
とで唾液の分泌を促し食欲増進する工夫が凝
らされた逆流防止弁付ティートです。

4ℓ

柵を跨いだ状態でバケツを保
持できて、作業時のモノ入れ
に大変便利。

肉厚で丈夫なプラスチック製。

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）

Waikato ミルクメーター
30・42kg

 IcAR認定商品
 非常に精度の高い計量が可能
 個体ごとの乳量管理が正確で簡単。

フラスコ容量30kgと42kg取り付け
金具各種、およびスペア部品を揃え
ています。

環境改善剤 クリーンセック

 瞬間水分吸収力2000mℓ/kg
 牛床の湿度コントロール
 アンモニアの揮散やバクテリ

アの繁殖を抑制
 100％天然素材使用のため人

畜無害

材料
100％天然成分
（珪藻土・海産原料・エッセン
シャルオイル）

耐摩耗性および耐薬品
性に優れたポリマーコ
ンクリート製飼槽です。
非透水性が高いので衛
生を保ち、掃除もし易
いです。寸法精度が高
く短時間で簡単に取り
付け出来ます。

※形状・サイズ各種
あります。

リプラウッドパネル

様々な用途で使用いただけるリサイクルプラス
チックボード。サイズ各種あります。

ポリコントラフ

ティートに特徴あり

牛舎の飼槽
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材質 EVA
サイズ(mm)・重量 1830 x 1170 x 28 / 20kg

スーパーソフト エクイマット

 敷き藁（寝具）の使用量削減
 飛節腫や関節痛への負担軽減
 コンクリート摩擦からの保護
 床・壁面の断熱効果
 馬及び馬房の保護
 馬房清掃するスタッフの労力軽減

常に一定量の水がカップ内に溜まっているフロート
タイプ。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ
底にはドレンプラグ付きで排水も簡単です。凍結防
止ヒーター付きのセビア130PHはサーモ内蔵。

鋳物ホーローカップとステン
レスカバーにより、耐久性に
優れています。カップ右側か
らの配管が可能です。
水位の調節も簡単に行えます。

給水カップとしての基本性能
はそのままに、本体にプラス
チックを採用してコストを抑
えたタイプです。

土管（サーモチューブ）設置
型の凍結防止ヒーター付き鋳
物ホーローカップ。常に一定
量の水がカップ内に溜まって
いるフロートタイプ。

セビア12P セビア130P & 130PH

セビア340 セビア４３A

材質
高品質
プラスチック

水道配管
サイズ

上下部配管
1/2インチ

材質 鋳物ホーロー＋ステンレススチール

水道配管サイズ 右側配管 1/2インチ

給水方法 フロート式

材質 鋳物ホーロー

水道配管サイズ 下部配管 1/2インチ

給水方法 フロート式

ホースフィーダー

 ペレット飼料を２４時間タイマーで自動給餌
 給餌量と給餌時間の設定が可能

ペレット飼料の自動給餌

電源 120V 
サイズ(mm)・容量 H540xW250xD190 / 5.5kg
使用可能ペレット
最大目安サイズ(mm) T6.5xL19

動物園関係

動物園の給水なら

フロート

フロート

－10℃
まで対応

－20℃
まで対応

馬 関 係
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バイオガス関連機器

スラリータンク＆醗酵槽

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

 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。

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。

各種用途利用例は
下記ホームページ
にてご確認下さい。

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

ガスホルダー

トップマウントダブルメンブレン

水封式安全弁 超音波レベルセンサー
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 家畜スラリー用タンクカバー
 約95－99%のカバー率でアンモニアガス・汚臭の

蒸散軽減

詳細はお問合せください。

従来型の攪拌ミキサー。
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。

撹拌機
Landia ガスミキシングシステム

 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

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（内容物による）
 メンテナンスはタンクの外側ででき

るので容易

LJM ミキサー（プロペラ式）＆水中ポンプ

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

バイオガスプラントシステムを支える主要機器も取扱しています。

http://www.kyodo-inc.co.jp/machinery/glass-lining-tank/index.html

チョッパーポンプ
スカム固形物を吸い込み細かく砕いて吐出移送する能力をもったポンプ。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。



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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