
繰り返し行う作業を自動化することで、
より多くの時間を別の作業に費やせる
ようになります。

Lely Juno はあらゆる種類の牛舎で餌寄
せを行い、牛舎から別の牛舎に移動する
こともできます。

餌寄せの頻度を上げることは、あなた
と牛に様々な利益を与えます。

02 0804賢く時間を使います 
様々な牛舎 
に導入可能健康的な牛乳の生産

餌寄せロボット
Lely Juno

www.lely.com

飼料摂取量の増加 
が容易になりました
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「�餌寄せの回数を倍増させ、
夜にも餌寄せを行うことで
牛たちの飼料摂取状況が
改善されました」

餌寄せの頻度を増やすことは、明らかにメリット
があります。昼と夜に頻繁に飼料を摂取すること
を促し、牛群の飼料摂取量を増加させます。これ
は乳牛の健康、繁殖、乳生産、そして経営にも良い
影響を与えます。

サイレージを一度に大量に摂取すると、pHレベルが極端に低下し、
副作用によってルーメンアシドーシスを引き起こす可能性がありま
す。ルーメンアシドーシスは、ルーメン壁を損傷します。飼料がルー
メンを速く通過しすぎると、粗繊維を発酵させるバクテリアが低い
pH値の環境では効果を発揮できません。 

Maxime Auffrais
シャトーブリアン、フランス

「2年前まで、私たちはブレード付きのトラ
クターを使い、毎朝、午後、夕方に餌寄せ
を行っていました。餌寄せロボット ジュノ
を導入したことで、餌寄せ頻度が2倍にな
り、牛を世話する時間が増えました。
夜中にも餌寄せができるので、牛たちは
よく飼料を食べるようになりました。ジ
ュノの音が、牛を飼槽に惹き付ける動機
にもなっていると思います。残餌が減少
し、搾乳ロボットの訪問回数も増えてい
ます。」

これにより飼料利用率は低下します。乳牛は、飼料をより効率的に
利用するために、良好で安定したpHレベルの下、飼料を24時間に
10〜14回に分けて摂取するべきです。
餌寄せ頻度を増加させると、牛が飼槽に来る回数が増え、ルーメン
が再び充填されることになります。この定期的に繰り返される作業
を自動化することで、労働力と光熱費を大幅に削減しながら、餌寄
せ頻度を増やすことができます。

餌寄せロボット レリー ジュノはあなたの一日をより柔軟に、給餌
プロセスをより効率的にし、ビジネスを成功に導きます。

スマートフィーディングには効果があります

あなたの給餌戦略は結果に大きな影響を与えます
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24時間週7日、 常に給餌が可能
全ての牛は、より低いランクの牛でさえも、ル
ーメンの健康、成長、生産を最適化させるた
めに必要な飼料を摂取することができます。
定期的に餌寄せを行うことにより、常に牛の
届く範囲内に飼料が置かれます。給餌と餌寄
せは、牛を飼槽に向かわせ、ルーメンを充足
させるように促します。

飼料摂取の最適化
給餌は牛が飼槽に向かうための最適な動機
になります。給餌車で給餌する場合、仕事量
と飼料摂取量との最適なバランスが得られ
るのは1日2〜3回の給餌です。つまり、1日に
6〜8回餌寄せする必要があるということで
す。

労働力削減
多くの場合、労働は、昼夜を問わず飼料を牛
の届く場所に保つための制限要因です。毎日
10分、3回の餌寄せ作業に対して、餌寄せロボ
ットは少なくとも1年間180時間節約します。
これは正規雇用者の月額賃金以上になりま
す。1日6回の餌寄せに切り替えると、効果は
倍になります！

柔軟性の向上
繰り返し行う餌寄せ作業を自動化すること
で、1日に複数回、他の作業を中断していたこ
とから解放されます。あなたの農業技術を他
の有益な作業に活用してください。草地の管
理、牛群の繁殖管理、または給餌量の調整、
飼料効率の最適化など。これは、自ら餌寄せ
する作業よりもずっと価値のある事です。

「�ジュノが動き始めると、
牛たちはその音を聞いて
やって来ます。」

Jérôme�Auffrais、フランス
搾乳牛120頭、子牛400頭

餌寄せの頻度を上げる 
ことは、あなたと牛に 
様々な利益を与えます。
餌寄せ自動化の利点
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搾乳ロボットの利用頻度増加
搾乳ロボットと組み合わせることで、レリー ジュノは、
搾乳ロボットの訪問率を向上させることが証明されて
います。ロボットへの訪問回数が増えると、特に牛群内
のランクが低い牛の乳生産量が増加します。さらに、
搾乳ロボットの利用効率が向上し、搾乳のためにロボ
ットに連れてくる必要のある頭数が減少します。

ストレスの減少
牛は餌を食べ、横になり、グループで移動します。
飼槽でのストレスと他の個体からの攻撃は、飼料
が限られている場合や飼料へのアクセスが困難な
場合に発生します。群内のランクが低い牛は、メイ
ングループが休息するまで待ちます。彼らはより早
く餌を食べ、摂取量が少ない場合もあります。そ
の結果、より問題のある個体が生じます。嗜好性
が高い飼料が常にあれば、給餌場所が少なすぎる
場合でも影響を抑制することができます。

給餌の選別と残餌
頻繁に餌寄せをすると飼料摂取量が増加し、残餌量が
減少します。牛は餌を選別する機会が少なくなり、摂食
量は給餌量にほぼ等しくなります。新たに給餌を行う
前に、残餌が3〜5％になることを目指してください。5
〜10％の残餌を牛が食べるのを待っている場合は、飼
料の混合品質や嗜好に問題がある可能性があります。
まずい残餌は無駄であり、廃棄すべきです。

乳牛の健康改善
乳牛のエネルギー必要量の50〜70％は、炭水化物の発
酵による残留物である揮発性脂肪酸に由来します。粗
繊維を発酵させる微生物は、低いpHの元では活性化
されません。少量多回給餌は、乳牛が摂取する飼料を
より良く利用できるように、より高く安定したpHをもた
らします。頻繁な餌寄せは、乳牛の摂食をより頻繁に
刺激し、飼料を最大限に活用するのに役立ちます。

餌寄せ自動化のさらなる利点
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安心感
安心感は、日々の活動において最
も重要です。 
これは、従業員、機械、そして機器
の保守とサポートにおいて安定し
たパートナーに頼ることができると
いうことです。レリー ジュノの背景
には信頼できる組織があることを
知って頂ければと思います。

認定技術者
地域のサービス代理店を通じてレ
リーの認定技術者に連絡できま
す。彼らは申し分ない設置を保証
し、希望されたルートを設定し、
適切なサービスを提供することで、
トラブルのない長寿命を実現しま
す。

搾乳と給餌の専門家が
あなたの地域にいます
お住まいの地域のレリー サービス代理店は酪農自動機器の信頼できるパートナーで
す。長年にわたり、レリー社は酪農自動化の経験と各地域の知識を組み合わせた包 
括的な専門家ネットワークを構築しています。彼らの主な目標は、お客様がレリー 
の商品からあらゆるメリットを得られるようにすることです。

「�我々はサービスエンジニアから�
とても明確な説明を受けています」

Wim�Wijnhout、オランダ�–�搾乳牛200頭

地域の知識と経験
また、お近くのサービス代理店のファ
ームマネジメントアドバイザーからの
知識、支援、サポートを受けることも
できます。ジュノは、農場の生産性と
収益性を最適化する役割を果たして
います。

酪農は私たちの血の中にあります
レリーの職員の多くは農業経験があります。彼
らは農家の仕組みを理解しており、毎年訓練を
受け、知識に基づいてテストしています。新規顧
客と既存顧客の両方を支援する信頼性と専門
知識を持っています。地域の技術者とアドバイ
ザーは、皆様の地域に設置されている他のシス
テムでも多くの経験を積んでいるため、周知さ
れています。

酪農自動化において最も豊富な 
経験
レリーは酪農自動化のマーケットリーダー
です。餌寄せの自動化については、ジュノに
よる10年以上の経験と、 ベクター自動給餌
システムの5年間の経験があります。この知
識はすべてこの第3世代のジュノを開発す
るために使われました。
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動作方法
レリー ジュノは飼槽フェンスに従い、飼槽に
沿って自動走行します。機械の下部のスカー
ト部が飼槽に向かって餌を押し込みます。重
い鉄製のブロックが餌寄せロボットの本体を
形成し、ジュノに十分な質量を持たせること
で、餌を押し出すことができます。

省エネルギー
飼槽の壁または床に取り付け可能な充電ステーション
は、各給餌経路の出発点および到着点として機能しま
す。ジュノは速やかにかつ簡単に充電でき、エネルギー
効率が非常に高いモーターは年間 102 kWh しか消費
しません。トラクターやショベルと比較しても、燃料費
を大幅に節約し、牛舎内のCO2排出量に好影響をもた
らします。

Lely Juno
飼料摂取量の増加は容易
になりました

お客様自身による餌寄せは、今や過去の
ことです。レリー ジュノを使用すると、餌
寄せの頻度を増やし、労力とエネルギー
コストを削減できます。

安全性
レリー ジュノは給餌通路を走行しており、牛舎
内で簡単にアクセス可能です。したがって、安
全性が最も重要です。その結果、餌寄せロボッ
トは衝突検出器を特徴としています。餌寄せロ
ボットは障害物に当たるとすぐに停止します。

あらゆるタイプの牛舎に向けられた 
デザイン
レリー ジュノはスタンドアローンタイプの機械
なので、牛舎の改築はほとんど必要なく、様々
なタイプの牛舎で使用できます。レリー ジュノ
はあらゆる種類の飼槽に対して容易に対応で
き、様々な牛舎に(小さな飼槽しかない牛舎で
も)適しています。
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超音波センサー
レリー ジュノは超音波センサーを使
用し、牛舎の壁に従って走行し、ルー
トを変更せずにフェンスとの距離を保
って走行できます。

金属性ガイドストリップ
レリー ジュノは誘導センサーを使用し、
充電ステーションや、場合によっては他の
牛舎に向かって走行する時に、金属のガ
イドストリップに従って走行します。

クリーニングルート
ジュノはまた、例えば給餌時間の1時間前
に走行し、飼槽をきれいにすることもでき
ます。クリーニングルートは給餌通路の外
側から始まり、飼槽に向かってすべて押し
込みます。

夜も昼も働き続ける 
希望するあらゆる距離で様々な
ルートを、24時間いつでも走ら
せることができます
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レリー コント
ロールプラス
レリー ジュノは、ブルートゥース接続を介し
て 「レリー コントロール プラス」アプリで制
御できます。つまり、1台または複数のスマ
ートフォンからレリー ジュノを操作できると
いうことです。ルートの作成と調整は、あら
かじめ設定された操作方法で簡単に行うこ
とができ、指一本で画面上からジュノを操る
ことができます。給餌通路ごとに、1つのル
ート内で、複数の給餌ルートと飼槽からの
距離を入力することができます。

レリー�コントロール�プラスは、Google�Play�
マーケットプレイスとApp�Storeで利用で
き、除糞ロボット�ディスカバリー�や給餌ロ
ボット　ベクターも制御できます。（注�ディ
スカバリーは日本国外のみ供給商品です）

ダイナミックプッシング

飼料は、飼槽全体にわたって均等に
分配されることはありません。スマ
ートなソフトウェアによって、これは
問題ではなくなりました。各ルート
について、グループごとに、飼槽か
らの距離、餌寄せ回数、飼料タイプ
まで設定できます。このデータに基
づいて、ソフトウェアは正しい抵抗

レベルと餌寄せに必要な力を決定
します。ある場所での餌の量に基づ
き、ジュノは自動的に飼槽までの最
適な距離を補正します。これにより、
どのような状況においても、ジュノ
が給餌通路の全長に渡って正しく
餌寄せすることができます。
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多くの牧場では時間が経つにつれて規模拡大し、異な
る牛舎で牛群を飼養しています。ジュノは、あらゆる種
類の牛舎レイアウトや飼槽で機能することをお忘れな
く。ただし、ジュノが複数の牛舎で餌寄せする場合は、
次のオプションを使用してカスタマイズできます。

フレックスパッケージ
フレックスパッケージには、電動ドアを開閉する牛舎ドア制御機能を除くす
べてのオプションが含まれています。オプションを個別に注文することも、イ
ンストール後に追加することもできます。

レリージュノの製造工程に組み込まれた一連のオプションをご希望される
場合は、フレックスパッケージをご注文ください。ただし、豊富なオプション
から選択したい場合は、レリージュノのインストール時に最寄りのレリーセ
ンターによって組み込むことができます。

スカートリフター
スカートリフターによって、ジュノは床にあるレール
のような小さな障害物を通過できます。また、傾斜角
15％以下を走行する場合、十分な地上からの高さを
確保します。スカートに泥や糞尿がつかないように地
面からのクリアランスを保ち、飼料を汚染しないよう
にします。

左右の粗飼料の餌寄せ
両方向餌寄せ機能により、キャパシティが大幅に増大
しました。両方向壁トラッキング機能により、ジュノ
は給餌通路や小道の左右両方の壁をトラッキングす
ることができます

牛舎ドア制御
牛舎のドア制御装置と組み合わせて、ジュノはある牛
舎から別の目的地まで移動する際に、自動的に電動
式のドアを開閉することができます。

LEDライト
オプションで組み込むことができるLEDライトによっ
て、暗闇の中でもジュノが見えやすくなります。夜間で
も、ある牛舎から別の牛舎にジュノを走行させる際
に、安全性を向上させます。

電動バンパー保護機能
電動バンパー保護は、バンパー部に取り付けられた
電気パルスを備えた金属のストリップです。このパル
スは牛や人間には害を与えませんが、バンパーに触れ
た際にジュノが止まることで牛との衝突を防ぎます。

技術仕様 ジュノ

直径�(cm) 110

高さ�(cm) 110�-�177

重量�(kg) 620

餌寄せスカート部の高さ�(cm) 63�–�67�

駆動方式 電気モーター

速度 12�(m/分)

バッテリー 12V/55Ah

移動方向の決定 ジャイロスコープと超
音波

最大勾配 15%�(8.5°)

最小給餌通路幅 1.25�m�+�給餌幅

充電完了後の最長運転時間 1�時間

最大走行距離 1�km

許容作業温度 -20�～�50°C

ダイナミックプッシング 標準

左右の餌寄せ オプション

電動バンパー保護 オプション

LEDライト オプション

ドア制御 オプション

スカートリフティング オプション

スカートの傾斜 オプション

自分だけのジュノ
を作りましょう
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レリー ジュノと連動するスマートフィーディング
昼夜問わず頻繁に餌寄せを行うことで、牛群の乾物摂取量を増加させること
ができます。これにより、ルーメンの健康状態、飼料効率および生産性が最
適化されます。この反復作業を自動化することで、あなたの生活をより快適
にして、生産を効率的にして、より成功するビジネスが実現できます。
スマートフィーディングの詳細はwww.lely.com/feedingをご覧ください。

明るい農業はあなたの選択次第です。

お近くのレリー代理店とともに 
スマートフィーディングを始めてみませんか？

「私は、餌寄せよりも、牛の世話に多く
の時間を費やしたいと考えています。」

Maxime�Auffrais、フランス
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国があります。また、供給される製品が写真と異なる場合があります。本書のいずれの部分も、Lely社の書面による許可を
事前に得ることなく印刷、コピー、マイクロフィルム、またはその他の処理を施した形で複写または発行できません。本書
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