
ミルキーウィーンフィーダー ユーザーガイド 
         （グローバルピッグファーム・生産サービス） 

 
ミルキーウィーンフィーダーは 1 台で 15～30 頭ほどの子豚に使えます（海外ではもっと多い）。 

哺乳期の母豚の事故や発育が遅れた小さな子豚を一度に集めて育てる母豚ナースフィーダーです。

ユニークな豚の生理を良く理解したフィーダーです。おもなポイントは①餌が傷まない②時間給

餌③お湯でリキッド④音で知らせる⑤下痢をしないなどです。しかし使用上、さまざまな注意が

必要ですので説明書をよく読んで設置組立運用を行いご愛用ください。 

 

一般的な使用パターンは二つ： 

① 生後 7 日令前後から通常の離乳日令までのナースで増体を期待します。 

② 授乳期後半の母豚の負担軽減として哺乳中盤で寄せ集めてナースします。 

 

本機は水で溶かした飼料を給餌するフィーダーではありません。ホッパーにはミルク、クリープな

どの乾いた飼料を投入し、設定時間だけオーガーが回ってお湯（水）を出すとともに、同時にホッ

パーの餌が混ざって給餌皿に出てきます。皿にあるセンサーで餌レベルがストップしますが、豚が

食べればレベルまで給餌され 1 日 24 時間働きます。授乳中の母豚の生理に合わせて 1 時間に適

時音（声）を出して子豚に給餌を知らせます。給餌量を増やすには簡単にダイアルを回す（オーガ

ー回転時間が長くなる） 

離乳子豚を安定的に増体させることができるので、ナース母豚への負担も軽減し、最終的には母豚

数も減らせる、多産系母豚の時代にマッチした、画期的な補助的自動リキッドフィーダーです。 

 

  内容 

   ＊コントロールボックス：ピンク色 

   ＊ねじなどの袋２（①留めねじ、ミキサーパドル、②ホースつなぎ口とヒューズ） 

   ＊フィーダー本体とホッパー、給餌皿などは一体化しています。 

   ＊黒プラ板 

 

        

オーガとナイフ 

 



（組み立て図）  寸法：H1100ｍｍ×W430ｍｍ×D600ｍｍ 

 

コントロールユニット 

オーガー 

D バー 

黒プラ板 

パドルミキサー 

 
部品図は細かな部品も載っていますので実際には組み立てられた状態で納品されています。この図

はパーツ希望の際などにご利用ください。 

 



設置 

 組み立て図（上図）を見ながら正しく組み立てます。 

 基本的に哺乳子豚に適切な環境に設置します。特設ナース小屋あるいは分娩クレートを撤去

して設置する人もいます。 

 温度、換気などに注意。28～30℃くらいがベスト。ほとんど無風。 

 豚環境の補足手段として保温箱、ケネル＋コルツヒーターが推奨されます。 

 寒冷地では設置場所によっては結露が出る場合があります。モーターが水をかぶって

しまうと故障の原因になるためコントローラーを温めるなど温度対策をしましょう。 

 ペンのほぼ中央などに付属の黒いプラ板の上に乗せて床面にナット固定します。 

 電源：200V の電源を使用します。メーカーのイギリス電気事情と異なるため同梱包の変圧器

（トランスフォーマー）を経由して農場の通常コンセントを利用することをお勧めします。

また 100V→230V の変圧器を利用すれば 100V の電源の農場でも使用可能です。 

 水は通常の給水ホースをつなぎます。メーカー推奨水圧は 0.2M パスカル～0.6M パスカルで

すが、水圧が低すぎると、餌が詰まって問題が出る可能性があります。 

 

飼料の準備 

 開始日令に応じて飼料の種類が変わります 

飼料の種類 開始日令 備考 

代用乳* 0 日～ 初乳は必ず与えてください 

ＧＰビオミルク (5)～20 日令まで 弊社推奨のミルク（血しょうたん白配合）

ＧＰビオクリープ 20 日令～28 日令 弊社推奨クリープ（血しょうたん白配合）

＊代用乳としてはラクトセーフ、バースデーミルク、ＮＴミルクが推奨されます。 

・これらの餌の切り替え時は当然適度に混ぜて使用します。 

・通常使用されるミルクの嗜好性を高めるために血しょうたん白製剤（例：とんとん拍子）

を混ぜると効果的です。 

・ホッパーに投入する前にバケツなどでよく混ぜるとよいでしょう。 

 

餌の投入と水の管理 

 ホッパー内に投入する餌は上記を参照に空回りしないように注意してください。特に長時間

にわたる空回りは故障の原因になります。 

 餌に対する水分量を減らしていくと固まってパドルミキサーの回転が悪くなり故障の原因に

なります。水圧、水分量は一定量の確保が必要です。 

 

コントローラーの操作（運転） 

 餌（まずは 5kg）を投入し、コントローラーのスイッチを上（お湯設定）に入れます。 

 タイマーを 0 と 10 の間の 5 にセットすれば、1 時間で 5 分間を 大にオーガーが回ります。

初はここに設定して試運転を始めてみます。残りの 55 分は休止状態としてモーターは回

りません（詳しくは次のページの右側の動作性の図を参照）。設定時間に回る時をオンタイ

ム、設定外の時間で回らない時をオフタイムと呼びます。 

 お湯設定にすると水温が 50 度に達するのに十数秒かかることがあります。その後ピーという



音とともにオーガーが回って水とともに餌が撒き散らすように皿に出てきます。餌が給餌

されるときは緑のランプが点灯します。 

 豚は慣れてくるまで 初はなかなか寄ってきませんが、おそらく好奇心の強い豚から（空腹

の豚ほど必死で食い付きます）寄ってきて、1～2時間のうちに他の豚も習って食べ始めま

す。全頭が慣れるのに時間がかかりますが、突っかかりはスプーン等で口に放り込んでや

ると早く慣れるようです。 

 観察しているとすぐに 初の 5 分間は回りっぱなしになりますが、センサーで餌が止まれば

それ以降の 55 分の間は何も起こりません。したがって必ずしも 5 分間目一杯回りません。

特に子豚が小さい時は餌が余ってしまいます。60 分経てば時間設定はリセットされます。

そこでメインスイッチを切ってまた入れるとリセットされて再び 5 分設定で回り始めます。

モーターが回る時は緑の点灯があり、5分以降のオフタイム時は緑の点滅があります。 

 下皿にたまった餌をオフタイムの間に豚がなめてきれいにするくらいが適切な設定時間です。

これは当然ながら豚の大きさ、数、日令で異なります。管理者として体得するのにはしば

らく時間がかかると思いますが、一日 2～3回は様子を見て設定の確認をすることをお勧め

します。 

 特に若令子豚で試験をしている時は、オーガーからの水が餌を固まるなどミルクの質で詰ま

りやすくなります。パドルミキサーがスムーズに回らなり餌がきれいに混ざらなくなった

時は、まずはオーガーの詰まりも含めてクリーニングしてみます。 

 投入する飼料は毎日新鮮なものを適量投入します。一度にホッパー上部までたっぷりと投入

することは避けましょう。たとえ水に溶かしていなくても餌の質が悪くなります。 

 豚をその都度選んで混ぜるのは喧嘩もするし、いつまでも高価なミルクを与える必要

もあり経済的ではありません。 

 作動性のチェックあるいはクリーニングの際は、必ず電源をはずして行います。 

 

 

 
 
 
 

 

 

＊コントローラーＢＯＸ正面 

 

   

 

 

 

 

 

＊コントローラーＢＯＸ背面 

水量調整ノブ 

引いて左右に回す。水量が低い方が問題。 

＋増、－減（水量は真ん中から始める） 

Ｄバースイッチ 

上に上げると ON 

写真は OFF の状態 

電源スイッチ 

Warm（上：お湯）、真ん中ＯＦＦ、Cold(下：水) 

給餌ダイアル（5 分オンタイム/55 分オフタイム）

水量ホースツナギ口 

ホース径 8ｍｍ、14ｍｍ 2 種類（選択） 



参考データ（ナースとしての収容頭数 20～30 頭での給餌タイマー） 

 1 日目：10 分設定（1 時間に対して） 
 2 日目：10 分設定（1 時間に対して） 
 3 日目：15 分設定（1 時間に対して） 
 4 日目：20 分設定（1 時間に対して） 
 5 日目：25 分設定（1 時間に対して） 
 6 日目：30 分設定（1 時間に対して） 

※なお、給餌投入量はこまめに（オフタイムの時に皿がきれいに舐められていて、子豚がそろ

って寝ている状態が理想）投入します。したがって投入量の推奨レベルはありません。 
「オンタイム」「オフタイム」 

 オーガーが回る時間帯をオンタイム（緑のランプ点灯）、回らない時間帯をオフタイムと言い

ます（緑のランプ点滅）。 
 セッティング時間は毎日チェックし、必要に応じて長くしていきます。 大 1 時間（60 分）

まで給餌時間延長することができます（不断給餌状態）。「オンタイム」中でもセンサーが

感知している時はオーがーは回りません。設定時間内でもオーガーが回らない時はオフタ

イムと同じく緑のランプが点滅します。 
 オンタイム中でオーガーが回って餌が出るときは母豚のように音（ピー）で子豚に給餌タイ

ムを知らせます。これを聞いて豚が争うようによってくるのを見ると安心です。 
 オフタイム中に、下皿の餌が豚によってきれいに舐められる程度のタイマー設定が理想です。

当然豚の数と日令で変わります。 

 

D バーモード 

 豚が小さい時は Dバーモードを切っておきます（下向き：鼻であげられないため）。豚が大き

くなれば鼻で D バーを上げることでできるので、これがスイッチとなってオーガーが作動

します。しかしあくまでもタイマー設定が優先されます。 

 豚が大きくなって力がついてきたら（おおよそ 2 週令を目安とします）D バースイッチに切

り替えます。給餌ダイアルを回して給餌時間を増やします。 
 餌が足りない場合には餌を補充するか、給餌タイマーを長く設定します（ 大 60 分まで）。

ある程度の休息時間がある方が機械の作動上推奨されます。これくらいになれば餌が不足

しがちですのでドライフィーダーを追加投入しましょう。 
 餌も十分量投入されているにもかかわらず間欠モード（下記）になれば、いよいよ終了しな

ければ壊されてしまいます。段取り良く離乳舎などに移動します。 
＊豚の体重が、8 ㎏以上あるいは多少小さくても 20 頭以上つけている場合は、 
 フィーダーが壊れてしまう可能性がありますのでご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 



 

ミルキーウィーンフィーダー本体正面簡略図 
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0. ヒューズボックス 
1. 本体電源スイッチ兼温水冷水切替スイッチ 下：水  上：お湯 
2. タイマー設定ダイヤル    5 から 60 分 
3. D バースイッチ    下：オフ 上：オン 
間欠運転モード 

 豚が大きくなり 10 分以上食べ続けるとフィーダーは間欠モードに入ります。間欠モードにな

ると 30 秒毎に運転、停止を繰り返します。豚は 10 分食べ続けても食欲が満たされないた

め追加の餌箱が必要か、収容豚数が多すぎるので調整が必要です。 
 

通常使用モードと間欠モードの違い（基本的な作動性） 

本体電源を入れ、暫らくするとビープ音（ピー・ピー・ピー・ピー・ピー）が鳴り、オーガーが回

転します。同時にタイマーがカウントされ始めます。（液面センサーに触れるか、設定時間が経過する

まで。）1 時間経過でタイマーはリセットされ、タイマー繰り越しはありません。したがって 1時間設

定が常に優先され、設定タイムが 大作動時間となります。 

 
タイマー設定：30 分 D バー          タイマー設定：15 分 D バー： 

 （豚が 10 分以上食べ続ける時） 
                緑ランプ 点灯  
                 

緑ランプ 点滅 
30 秒の赤ランプ間欠        ←連続 10 分以上経過で 

               赤ランプ点灯 
      （※30 秒間間欠モード） 

オンタイム 10 分 

オンタイム 3 分 

オフタイム 45 分 

 

 

モーター作動時間＝計 13 分 

休止時間＝47 分（＞45 分） 

設定 15 分は最大で 15 分回る 

オフタイム 2 分 

 

30 秒の赤ランプ間欠 

合計 1 時間 

 
 
 

 

オンタイム 10 分 

連続運転 

オフタイム 

オンタイム 5 分 

オンタイム 10 分 

連続運転 



（警告モード）               
 
※通常モード（右上）：例えば 15 分設定した場合、計算上 大で 15 分間はオンタイムとなりますが、豚が必要以上に

餌が出てしまえば、作動時間の合算が 13 分しかないケースも出てきます。豚がどんどん餌を食べれば一杯の 15 分回る

ので、頭数、調子によってはいつまでも餌が皿に残っていることはあります。次の作動時間になっても皿にかなり残っ

ている時は若干短い設定にしなければいけません。逆に設定は短すぎる場合は、子豚が空腹で箱から出てきます。オー

ガーが回る前にこれが見られる時は、設定を長くする必要があります。 

 
※間欠運転モード（左上）：連続運転で 10 分以上経過すると、赤いランプを点滅しながら 30 秒間停止→30 秒間運転を

繰り返します。液面センサーに触れ、停止した場合は止まります。これが頻繁に繰り返される時には何らかの対処が必

要です。すなわち豚の数が多くて食べ方も激しく、たちまち設定時間を費やしてしまうからです。そのうえ空腹を満た

せないために 30 秒ごとの間欠作動に移行するのです。設定時間を長くすること、追加の餌箱を設置するなどが対処で

す。すでに離乳舎へ移動すべき時がすでに来たしるしとも言えるでしょう。 

 
ヒーターおよび加温セッティング（ミルキーウィーンフィーダーは切り替え可能） 

 加温セッティング（上にスイッチ）はこの機の特徴です。嗜好性が高くなるのでお勧めです。 
 コントロールボックス自体にヒーターがあり、スイッチが作動しても約十数秒間待機し、温

度が上昇してからオーガーが回転します。オーガーがすぐに回らないのは 初から温かい

お湯が出だしたいがためです。豚が大きくなり、季節も良いのでヒーターを切るメインス

イッチを下（cold）にしても大丈夫です。温度は 50 度に達するので直接お湯に触れると危

険です。やけどに気を付けてください。なお温度調整はできません。 
 

洗浄およびメンテナンスについて 

 特にオーガー、パドルミキサー部分はこまめに洗浄し、つまりがないように清潔にした方が

良いです。 

 パドルミキサーが変形したり、うまく回らなかったり異音がするのを放置すると故障の原因

となるので、そうした場合はすぐに連絡し対応してください。 

 コントロールボックスは決して直接洗わないで、雑巾などで拭き取る程度にしましょう。 

 コントロールボックスさえ取り外せば、立たせたまま、ブラケットおよび枠など本体は圧力

洗浄可能です。 
 再度取り付ける際の注意 シャフトが曲がったり、ナイフが折れないように十分注意し、コ

ントロールボックスにオーガーを付けてからホッパー内に装着した方が良いです。 
 洗浄後は必ず乾燥させ、特にホッパーが完全に乾いたことを確認して餌を投入します。 

  餌が湿っていたりボックスから水が垂れれば、つまりの原因となりすぐにトラブルを起こ

します。洗いの後、ロットの 初は必ず念のために作動性を確認しましょう。 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

※故障の際、あるいは何か不具合が生じた場合は、直ちにご連絡ください。また使用上のミ

スが原因で故障した場合は保証が適用されない場合があることを承知おきください。 

（輸入販売代理店）グローバルピッグファーム株式会社 
 農場コンサルサービス部／生産サービス 
 TEL:0279-52-2906／FAX:0279-52-2996 
 e-mail:  consult@gpf.co.jp (山口、下田) 
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