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給餌回数を増やすことは、牛の健康、
繁殖、そして乳生産に良い影響を与
えます。

自動給餌は、乳牛や肉牛の飼料効率
に好影響をもたらします。

牛のライフステージに合わせた
給餌を行うことは、多くのメリッ
トをもたらします。

頻回給餌のメリット
自動化による給餌の
向上

グループごとに給餌を
カスタマイズ

自動給餌があなたのもとに
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Fabio Cantù
Zevio、イタリア

「Vector を使い始めて1年以上になりますが、家畜
の給餌にかかる時間を1日3時間も節約できていま
す。Vectorは、飼料をより正確に積込み、計量し、よ
り頻繁に給餌することができます。飼料が新鮮で美
味しくなったことで、肉牛たちは落ち着き、増体率も
向上しました。また、燃料費も大幅に節約しています。
購入前は信頼性に疑問をもっていましたが、システ
ムは初日から完璧に機能しています。」

あなたの給餌計画は結果に大きな影響を与えます

「農場での他の活動に時間を
割けるようになりました。」

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。pHが低
すぎると、生きた繊維を発酵するバクテリアが不活化し、牧草がル
ーメンを早く通過するようになる結果、粗飼料の消化が悪くなって
しまいます。

理想的なシナリオは、牛が24時間に10～14回に分けて餌を食べる
ことです。これにより、適切で安定したpHレベルが維持され、最適
な飼料の使用が可能になります。給餌と餌寄せの両方の頻度を増
やすことで、乳牛は飼槽をより頻繁に訪れるようになります。

少量の飼料を与えることによって、牛が選び食いをする可能性が減
り、ルーメン内pHの安定に好影響をもたらします。さらに、新鮮で
おいしい飼料を飼槽でより頻繁に摂取できることを意味します。

この反復作業を自動化することで、定期的に給餌と餌寄せを行うこ
とができます。これにより、日常作業がより柔軟になり、給餌プロセ
スがより効率的になり、ビジネスはより成功するでしょう。

スマートフィーディングについて

給餌と餌寄せの回数を増やすこ
とは本当に効果的です。昼夜を
問わず、頻繁に飼料を摂取する
ことを促し、飼料採食量を向上
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。
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47牛群を対象とした調査によると、乳
量は最大13リットル/日・頭まで変動す
る可能性があります。この変動の56％
は、給餌頻度、餌寄せ、飼槽の長さな
どの要因に直接起因する可能性があり
ます。

常に新鮮な飼料を飼槽に
乳生産は牛の健康状態と密接に関係しており、1日に
10～14回摂食できることが健康のための基本的な要
件です。これが、頻回給餌が非常に重要であることの
理由です。さらに、給餌回数を増やすことは、常に新
鮮でおいしい飼料を供給することを意味し、選び食
いを減らし、飼料摂取量を増やします

飼料摂取の最適化
飼槽に常に新鮮な飼料があれば、牛は餌を食べたい
時を自分で決めることができます。ランクの低い牛を
含め、すべての牛は新鮮な飼料を受け取ることができ
ます。そうでなければ、低ランクの牛は飼槽で攻撃さ
れる可能性があるため、より少ない飼料をより早く食
べなければならない可能性があります。新鮮な飼料
を頻繁に摂取することはルーメンにとって良いことで
あり、牛をより活発にし、乳量を増やします。

適切なタイミングで給餌
より頻繁な給餌は、決まった時間に定期的に給餌す
ることではありません。飼槽の餌が多すぎたり少なす
ぎたりしないように、摂食量に基づいて適切なタイミ
ングで給餌することです。

通常とは違う食生活や放牧などにより、摂食率は変
動する可能性があります。放牧オプションのある牛
は、飼槽での採食量が少なくなります。給餌時間を調
整すると、残餌量と餌の風味の損失を減らすことが
できます。

ルーメンの健康のために
頻回給餌は、ルーメンのpH値を安定させ、ルーメンの
健康状態を改善します。牛は、必要なエネルギーの半
分以上を、発酵した炭水化物から残った脂肪酸から
得ます。ルーメンのpHレベルが低いと、これらの微生
物による効果が低くなります。1日に複数回、少量の飼
料を採食することでpHレベルが安定し、牛が飼料を
より効率的に活用することができます。

健康な蹄のために
頻回給餌は、蹄の健康にも良い影響を与えます。飼料
がすべての牛にとって近い距離ににあるため、牛たち
は飼料摂取のために身を伸ばす必要はありません。
これにより、前肢の蹄と首への負担が低下します。飼
料の供給が限られると、下位の牛は追い払われること
が増え、急旋回するなどの行動によって、蹄にも余分
な負担がかかってしまいます。

搾乳ロボットへの訪問回数の増加
給餌回数を増加すると、牛の活動レベルが刺激され
ます。搾乳ロボットを導入している場合、牛が頻繁に
搾乳ロボットを訪れるようになります。

給餌回数を増やすことは
お客様と牛の双方に
利益をもたらします

「 牛たちは新鮮な飼料が24時間提
供されることを知っているため、
飼槽での競争は完全に変化しま
した。」
 Claas Tiedemann、ドイツ

7.28 リットル
乳生産量は飼料計算や
遺伝などの他の要因に
も影響されます。

(原典： Dohme, 2008)
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ニーズに応じた給餌は、乳牛、肉牛問わず、すべての種類の
牛に利益をもたらします。さらに、牛はその発育段階に応じ
て飼料要件が異なります。

グループごとに給餌を
カスタマイズ

育成牛
子牛が理想的な体重に早く成長するほど、
授精と乳生産の準備が早く整います。子牛
のニーズに合わせた新鮮な飼料をより頻繁
に与えることにより、粗飼料の摂取量が増
加し、若牛はすぐにたくましい成牛に成長
します。研究によると、新鮮で調整された
飼料を1日に数回与えられた子牛は、従来
の方法で与えられた子牛よりも4～6週間早
く授精できるようになるとされています。

生涯生産乳量
+ 92%

牛が27か月ではなく
23か月で分娩する場合に

増加する生涯生産乳量

(原典: Van Amburgh, 2000)

肉牛
子牛への頻回給餌の利点は、肉用に飼育
されている子牛にも当てはまります。肉用
に飼育されている子牛は、従来の給餌方法
と比べ、給餌回数が多いほど体重増加が
早くなります。その結果、肉の生産量が大
幅に増加し、子牛の飼育と肥育にかけるコ
ストが削減されます。肥育農家も同様に、
頻回給餌によるメリットを受けることがで
きます。

搾乳牛
子牛が成長して搾乳牛になると、エネルギ
ーの必要性が変化し、乾物を摂取すること
が乳生産にとって非常に重要になります。
給餌回数を増加することで、牛は常に飼槽
で餌を食べることができるようになり、餌
もおいしく保たれます。飼料を小分けして与
えることで、酸化、加熱が防がれ、牛が飼料
を選び食いしなくなります。おいしくて新鮮
な飼料は、粗飼料の摂取量を増やし、高い
乳生産に必要なエネルギーを提供します。

乾乳牛
乾乳牛への給餌は給餌計画の中でも最も
重要な部分の1つです。この時期の栄養は
次の泌乳期に不可欠であるためです。移行
期の乾物摂取能力は、次の泌乳期開始時
の乾物摂取量を左右し、牛の健康状態や
乳量に直接影響します。給餌回数の増加に
よって、乾物摂取量を一定に保ち、摂取能
力を最大限に高められます。
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あなたの地域の搾乳と給餌の
専門家
お住まいの地域のレリー販売・サービス代理店は
農場の自動化についての現地窓口です。Lelyは長年
にわたり、専門家による包括的なネットワークを構
築してきました。これらの専門家は、自動化の経験
と地域特有の知識を兼ね備えています。彼らの最
大の目的は、お客様がLely製品の持つすべてのメリ
ットを享受できるようにすることです。

安心感
日々の生活の中で安心感は欠かせません。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。Lely Vector のバックグラウンドには信
頼できる組織があることを頭に入れておいてください。

認定サービス技術者
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。

地域に関する知識と経験
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。Vector 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。

畜産は私たちの血の中にあります
従業員の多くは農業のバックグラウンドを持っており、畜産農家が
直面している問題を理解しています。また、新規および既存のお客
様の両方をサポートできる、信頼できる専門家であることを保証す
るために、トレーニングとテストを実施しています。この分野の他の
システムでの豊富な経験によって、地域のサービス技術者とコンサ
ルタントはすべての事実をすぐに把握することができます。

酪農自動化の経験が豊富
酪農自動化に関しては、当社はマーケットリーダーです。また、自動
給餌と餌寄せの豊富な経験があります。2008年に 餌寄せロボット 
Lely Junoを導入し、2021年には、 1000台目のLely Vector 自動給
餌システムを販売しました。私たちは、長年培ってきた自動給餌の
知識を生かし、Lely Vectorを完成させました。
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耐久性の向上
Lely Vector MFRは、重要な部品に代替素材を使用することで、さら
に耐久性を高めています。例えば、ビンとオーガーはすべてステンレ
ス製です。

よりサービスフレンドリーに
多くの面でサービス性の高いデザインになっています。駆動部と電
気部品にも手が届きやすくなりました。これにより、システムのメン
テナンスがより速やかに、簡単になっています。

より安全に
バンパーは亜鉛メッキ加工をされており、安全性を高め、損傷のリ
スクを減らすために完全に再設計されています。

よりアニマルフレンドリーに
改善されたナイフ配分とオーガーの回転速度を一定にすることによ
り、安定して混ぜ合わされ、バランスの取れた飼料を作ることがで
きます。MFRにはマグネットが追加されており、飼料に含まれる金属
を取り除くことができます。

自動給餌は手の届くと
ころにあります
Lely Vectorは、自動給餌をさらに進化させました。2012年に導入されて
以来、当社が学んできたことをすべて盛り込み、進化し続けています。私
たちは牛を見て、お客様の声にも耳を傾けてきました。実績のある原則
に基づき、システムの多くの部分を改善しました。実績のある自動給餌の
原則と牛の健康に焦点を当て、信頼性、およびコストの効率に対する取
り組みが融合し、皆様に安心してお使いいただける自動給餌システムが
誕生しました。
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給餌回数の増加は、牛の健康、繁殖、乳生産に好影響
を与えるだけでなく、牛がより多くの飼料を得ることが
できるため、飼料効率を向上させることもできます。 
Lely Vectorによる自動給餌は、さらに一歩進んで、多く
の利点を提供します。

自動化による給餌の
改善

低ランニングコスト
従来の給餌システムと比較して、Lely Vector 
はエネルギーコストの面で非常に効率的で
す。飼料ワゴンを制御するために必要なトラ
クターが不要になるため、燃料費を節約で
きます。お客様は、年間最大5,500リットル
の軽油を節約できます。

フレキシブルな使い方
Lely Vectorは、あらゆる種類の飼料および
牛舎のデザインに合わせて開発されてお
り、敷地の複数の牛舎に牛がいる場合で
も、自動給餌システムはそれらの間を独立し
て運転することができます。Vector 用のソフ
トウェア 「Lely Horizo  n」を使用すると、飼
料の割り当てやグループの調整を簡単に行
うことができます。

5,500リットルの燃料を節約
トラクターによる給餌と比較して。

平均して年間416時間を節約
できます 
1日1回の給餌と、複数回の餌寄
せとの比較。.

時間の節約
自分で給餌する必要がなくなるので、毎日貴
重な時間を節約できます。Lely Vector へ引
き継いだ瞬間から、毎日のスケジュールがよ
り柔軟になります。私たちのお客様は平均し
て週に約8時間程度節約しています。肉牛農
家はさらに時間を節約できます。この時間
を、注意が必要な他の重要なことにご利用
いただけます。農場でもプライベートでも。

精密な給餌
自動給餌では、すべてのグループの牛に適
切な量の飼料を確実に与えることができま
す。各グループのニーズに対しては、管理ソフ
トウェアにグループごとの割当量構成を入力
することで対応できます。これにより、飼料
摂取量を増やし、牛たちからの収益が増え
るようになります。また、従来の給餌と比較
して給餌効率が向上します。

給与量をコントロールする給餌
Lely Vectorは、制御された給与が不可欠な
場合にも理想的です。より正確な給与のた
めに、稼動中に給餌用ドアの開放を制限す
ることが可能です。これは、特に子牛や肉牛
に給餌する場合に付加価値となり、短い長
さの飼料を与える場合に有効です。ベクタ
ーが肉牛の要求に対し正確に給餌するよう
に、ペンあたりの給餌量を調整することもで
きます。
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スマートフォンのアプリを使用してマシンを

簡単に制御し、Lely Horizo  n管理プログラム

を使用して結果を監視および微調整するこ

とができます。

飼料を均一に混合するために、ミ

キシングの時間とカウンターナイ

フを、飼料ごとに設定することが

できます。

混合後、ミキシング＆フィーデ

ィングロボットは単独で牛舎

に移動し、適切な牛群に対し

正確に飼料を分配します。

フィードグラバーは、ブロック、ベー

ル、またはルーズな飼料を構成し

ます。タワーサイロや飼料タンクな

どの他のシステムからもロボット

に供給することができます。

Lely Vector 給餌システムの
機能について
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Lely Vectorは、これまでにない柔軟性を提供します。給餌を1日に複数回希望する場合で
も、さまざまな種類の飼料が必要とされる場合でも、グループごとに給餌方法が異なる場
合でも、いかなる給餌計画も実現できます。効果的な給餌計画は、牛の健康と生産の両方
を改善します。

Lely Vectorは、これまでにない柔軟性を提供します。給餌を1日に複数回希望する場合で

実証された柔軟性

フィードキッチンのしくみ
フィードキッチンは、飼料を保管、選別、ピックアップし、ミキシン
グ＆フィーディングロボットに投入する場所です。フィードキッチンに
設置したフィードグラバー付きのクレーンアセンブリは、飼料の上を
前後に移動し、必要に応じてピックアップします。フィードキッチン
では、さまざまな種類の飼料を簡単に分けて補充することができま
す。ミネラルディスペンサーや添加物を飼料に追加する必要がある
場合は、それらのためのスペースもあります。

気象条件やフィードキッチンの大きさにもよりますが、最大で3日分
の飼料を保存することができます。フィードキッチンには、必要な飼
料計画に対応できる十分なスペースがあり、農場の成長に合わせて
拡張することができます。

Lelyのテクニカルサービスサポートのコンサルタントが、畜産農家の
既存の場所をフィードキッチンに変更する方法をアドバイスします。

Lely BC サイレージカッター
Lely BCサイレージカッターは、フィードキッ
チンを充填するための実績のあるソリュー
ションです。サイレージカッターの切断能力
は高く、パッキングの深さのおかげで、Lely 
BCは飼料を簡単にフィードキッチンに置く
ことができます。

サイレージカッターのブレードは、乾燥し
た飼料と固形サイレージの両方の切断能
力を最大限に発揮し、円形と正方形の両方
のブロックを切断できます。Lely BCは、飼
料がどれほどコンパクトであっても、いつで
も要求に応えることができます。

タワーサイロ
Lely Vector は、非常に用途の広いシステムです。ミキシング＆フ
ィーディングロボットは、フィードグラバーまたはタワーサイロの
いずれかから餌を充填でき、あらゆる状況の畜産農家において
自動給餌を行うことができます。

「Lely BC 180 XL は、大きなブロックをカットし、飼
料の品質を向上させます。フィードキッチンへの充
填回数を減らすことができ、時間とお金を節約でき
ます。」

3日間
フィードキッチンを充填
するための平均日数。
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高精度のグラバー
Lely Vectorを導入する前に、フィードグラバーを備えたクレーン
アセンブリをフィードキッチンに設置します。この装置は、サイ
レージや飼料の適切なブロックに自動的に移動し、適切な飼
料を計量・混合することができます。フィードグラバーは、レー
ザーで飼料の高さをスキャンして、最高点からつかみ取ります。
自己学習型の管理ソフトウェアによって、目的の重量をピックア
ップするために必要なフィードグラバーが伸びる深さを決定す
ることができます。

絶妙な混合
フィードグラバーが動くたびに異なる種類の飼料をつかむため、ミキシング＆フィ
ーディングロボットの中で飼料原料はすでにかなり混ぜ合わされています。これに
より、完全にミキシングするために必要な時間とエネルギーが削減されます。飼料
を均一に混合するために、ミキシング時間とカウンターブレードは飼料ごとに設定
することができます。

ショートフィード用のフィードオーガー
肉牛は主に短い切断長の飼料を与えられているため、Vector にはショートフィード
用のオーガーとセカンドドージングアームを装備できます。　これにより、肉牛用
の飼料を準備するために必要な、1メートルあたりの飼料の均等な分配が可能にな
ります。

98%
Vectorシステムで達成可能な

飼料積載の精度
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摂取に基づいて
いつ、どこで飼料が必要かをシステムが把握
しています。

飼料を適切な場所に運ぶ
ミキシング後、ミキシング＆フィーディング
ロボットは単独で牛舎に移動し、飼料をコ
ントロールしながら給与します。牛舎では、
ロボットが飼槽や壁に沿って移動します。
牛舎の外では、ロボットは地面の金属プレ
ートをたどることによって経路を走行しま
す。天候に左右されることなく、Vectorは目
的の場所に向けて単独で走行し、すべての
牛に新鮮な飼料を供給します。

ドアの開閉
天候は、乳牛、肉牛、子牛など、あらゆる
種類の畜産農家にとって重要です。牛舎
内の空調を最適に保つために、Vectorは
Bluetoothを介してさまざまな電動ドアを
開けたり、プッシュセットで扉やフラップを
開けることができます。

餌寄せ、測定、および給餌
餌寄せ中に、Vector はフィードハイトセン
サーを使用して飼槽の前の餌の量を測定し
ます。平均的な飼料の高さが事前に設定さ
れたレベルを下回った場合、Vectorは必要
な飼料を積載し、新鮮な飼料を必要とする
場所に届けます。給餌時間ではなく給餌す
る餌の高さに基づいて給餌することで、飼
槽での餌の過不足を防ぐことができます。

簡単な操作
Lely Vector は、ブルートゥース接続によ
り Lely Controlアプリで制御できます。つ
まり、1台以上のスマートフォンから Lely 
Vector を操作できるということです。この
ユーザーフレンドリーなアプリケーション経
由ですべてを制御できます。

20 21
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肉牛用フィーディングテーブル
肉牛の開発は体重増加を目的としています。それに合
わせて1日の給餌量を調整しなければなりません。Lely 
Vectorでは、肉牛のグループごとに給餌計画を入力する
ことが簡単にできます。グループが異なる飼料に切り替
わった場合、Lely Vectorは飼料を調整し、牛に適切な飼
料を適切な量で与えることができます。

Lely Vectorを使用した自動給餌により、給餌計画の効率についてより
深く知ることができます。Lely Horizo  n管理システムは、個体とグルー
プレベルでの平均飼料摂取量を表示します。

給餌に関するその他の洞察

正しい判断をするために
Lely Horizonは、搾乳と給餌における世界初の完全な業務管理シス
テムであり、Lely の各種機器と接続可能です。農家の方々には、自分
の農場をトータルに把握してもらうことができます。Lely Control と 
Lely Horizo  n は、デバイスの設定や、群のモニタリング、分析などの
データも提供します。正しいデータに基づいて、正しい判断をするた
めのサポートをしてくれます。

給餌計画
Lely Horizo  nは、計画的な設定と長期的な分析を明確なレポートに
要約し、給餌システムの効率と管理を評価するのに役立ちます。こ
れらは、従業員やコンサルタントと給餌計画について話し合い、プラ
ンを作るときに役立ちます。

デイリーユース
Lely Control を併用することで、Lely Horizo  n は飼料管理を日常的
にコントロールし、飼料の指定や製造、フィードキッチンの充填、ま
たはミキシング＆フィーディングロボットのルート変更等を行うこと
ができます。重要業績評価指標（KPI）は、牛群内のさまざまなグルー
プの乾物摂取量や飼料量をリアルタイムで把握することができ、毎
日の条件に合わせて給餌計画を調整できます。

飼料効率
管理ソフトウェアは、飼料効率レポートを作成することもできます。
これらのレポートは、提供された飼料と生産量の関係を明確に示し
ています。システムに各飼料タイプのコストを入力することにより、
重量ではなくマージンに基づいて飼料を最適化できます。

各グループに適した配給
各グループの牛が適切な飼料を与えられるように、Horizo  nを簡単に
設定できます。つまり、飼料の基本的な設定を変更せずにグループ
間で牛を移動することができ、簡単な操作だけで適切なグループに
適切な飼料を選択することができます。
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手順 1 手順 2 手順 3 手順 5 手順 6

手順 4

従来の給餌からLely Vectorを使用した自動給餌へ切り替えることで、
日々の繰り返し作業をロボットとそれを制御するソフトウェアに任せる
という意味で、大きな一歩と言えます。これが簡単な決断ではないこ
とは、私たちLelyは十分に理解しています。お客様のスタートアップを
サポートするために、標準的な段階的なプランを用意しました。

6ヶ月間、農場経営コンサルタントと一緒に、実際のスタートアップの
前、中、後に、事前に決められた手順と行動に沿って行われます。こ
の期間中に6回、お客様の日常作業、Lely Horizo  n管理システム、給
餌などの様々な話題について話し合うために集まります。

訪問ごとに、デジタルレポートと関連するファクトカードを受け取る
ことができます。これにより、自分のペースでアクションポイントと
情報を確認することができます。

マネジメント 
まず、ファームマネジメントサポートをについて。この6か月間、お互
いに何を期待していますか？あなたの目標は何ですか？牛たちの健
康、給餌、農場での日常生活などのテーマを、自動給餌と組み合わ
せて説明します。

Lely Horizon とその準備 
Horizon管理システムの仕組みをご説明し、スタートアップの日に必
要な準備を時系列でご説明します。

最終チェック 
スタートアップの日時が決定しました。すべての準備が整っているか
どうかを一緒に確認し、質問にも答えます。そうすれば、準備は万端
です。

スタートアップ日 
一緒に最終チェックを行い、給餌ロボットのルーティンを確認して、
給餌を開始します。

Lely Vectorの管理
牛達はすぐにVectorに慣れます。一緒に、Horizo  n管理プログラムを
微調整し、すべてのルーティンを確認します。

進捗と満足度 
農場を見てまわり、Lely Horizonを確認し、現状について話し合いま
す。さらに、あなたの日常生活や利用可能なすべてのツールを確認し
ます。ご満足いただけたか、目標を達成できたか、ご質問はないか
などをお聞きします。

最適化
次のステップは、スタートアップ期間が終了した後、お客様に連絡を
取り、お客様の農場の最適化について一緒に検討し、お客様が選択
したレベルのサービスサポートを提供します。

スタート
アップ

15週間前

スタート
アップ

4週間前

スタート
アップ

1週間前

スタートアップ
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1週間後
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12週間後

Lely ファームマネジメントサポートは、農場の自動化に関する経験に基づいて作成したガイドラインとプロ
トコルを使用して、徐々にお客様をサポートしています。このフェーズでは、適切な情報を適切なタイミング
で提供します。関連するすべてのトピックが検討され、トレーニングコースを受講することもできます。これ
により、自動給餌への移行がスムーズになり、あらゆる面でストレスが減少されるようになります。

適切なタイミングで
適切なステップを
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「牛群に餌を頻繁に与えるよう
になってから、体重の増加が

本当に改善されました。」
Fabio Cantù、イタリア

Lely Vectorと連動するスマートフィーディング
昼夜を問わず、頻繁に給餌と餌寄せを行うことで、牛群の乾物摂取を刺激します。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。

明るい酪農は、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？
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Lely Importer Cornes AG branch office in Japan

1 コーンズ・エージー本社
北海道恵庭市北柏木町3丁目104-1
TEL:(0123)32-1452 FAX:(0123)32-7052

コーンズ・エージー 札幌支店
北海道恵庭市北柏木町3丁目104-1
TEL:(0123)34-8711 Fax No (0123)34-8801

2 コーンズ・エージー 豊富支店
北海道天塩郡豊富町大通り12丁目
TEL:(0162)82-1439 FAX:(0162)82-3072

3 コーンズ・エージー 浜頓別支店
北海道枝幸郡浜頓別町大通6丁目2番地
TEL:(01634)8-7011 FAX:(01634)8-7771

4 コーンズ・エージー 興部支店
北海道紋別郡興部町字興部85番地7
TEL:(0158)82-2056 FAX:(0158)82-4090

5 コーンズ・エージー 遠軽支店
北海道紋別郡遠軽町大通北10丁目1番地23
TEL:(0158)46-3626 FAX:(0158)46-3780

6 コーンズ・エージー 北見支店
北海道常呂郡訓子府町穂波67番地6
TEL:(0157)47-4780 FAX:(0157)47-4788

7 コーンズ・エージー 中標津支店
北海道標津郡中標津町桜ヶ丘2丁目53番地
TEL:(0153)72-3251 FAX:(0153)72-9652

8 コーンズ・エージー 標茶支店
北海道川上郡標茶町平和9丁目3番地
TEL:(015)485-1170 FAX:(015)485-1396

9 コーンズ・エージー 釧路支店
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目2番地61
TEL:01547-6-0777 FAX:01547-6-0778

10 コーンズ・エージー 帯広支店
北海道河西郡芽室町東芽室北1線14番1
TEL:(0155)62-5588 FAX:(0155)62-5713

11 コーンズ・エージー 大樹支店
北海道広尾郡大樹町字振別2番地2
TEL:(01558)9-6160 FAX:(01558)9-6168

12 コーンズ・エージー 八雲営業所
北海道二海郡八雲町立岩55番地16
TEL:(0137)62-2600 FAX:(0137)62-2613

13 コーンズ・エージー 東北支店
岩手県滝沢市鵜飼八人打29番1
TEL:(019)699-3535 FAX:(019)699-3537

14 コーンズ・エージー 栃木支店
栃木県那須塩原市東赤田387番地2
TEL:(0287)53-7201 FAX:(0287)53-7202

15 コーンズ・エージー 高崎支店
群馬県高崎市下之城町493番地1
TEL:(027)325-3667 FAX:(027)323-2733

16 コーンズ・エージー 九州支店
熊本県熊本市東区小山7丁目4番15号
TEL:(096)389-1065 FAX:(096)389-1096

17 コーンズ・エージー 南九州支店
宮崎県都城市年見町5号5番
TEL:(0986)46-6690 FAX:(0986)23-1898
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コーンズ・エージー 北見支店
北海道北見市豊地69番地4
TEL:(0157)57-1201     FAX:(0157)57-1203

28

www.lely.com

本書に記載されている情報は、情報提供のみを目的としており、販売を目的としたものではありません。国によっては入手
できない製品があり、供給される製品が図示されたものと異なる場合があります。Lely Holding B.V.の書面による事前の
許可なしに、印刷、コピー、マイクロフィルム、その他のいかなる方法によっても、本出版物のいかなる部分も複製または出
版することはできません。本出版物の内容は細心の注意を払って編集されていますが、Lelyは本出版物の誤りや脱落から
生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。

独占的使用権の詳細については、www.lely.com の商標表示をご参照ください。

Copyright © 2021 Lely Holding B.V. 　無断複写・転載を禁じます。


