
コカ・フィーダー

餌と水の混ざりを
極力抑えて飼料腐敗を
抑制する

特長

�新型コカフィーダー�
従来品より性能UP！

■�より深くなったパンが餌こぼしを軽減
■�給餌スペースと給水スペースの間の仕切りが高くなり、�
餌と水が混ざりにくく餌が腐敗しにくい
■�結露やブリッジが発生しにくくなったホッパー
■�耐久性も向上
■�洗浄作業も簡単なステンレススチールと�
プラスチックのみを使用

各機種

設置例

PSN25

PSF28

シングルホッパー
肥育用

シングルホッパー
離乳用

ウェットアンドドライ給餌器
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仕様・寸法図

PSN25 PSF28

機種名 PSN25 PSF28

商品コード KO-PSN25 KO-PSF28

ホッパー シングル

飼育ステージ 離乳 肥育

パンの大きさ
縦×横（mm）

370 × 605 410 × 720

飼養頭数（頭） 40

適応豚サイズ (kg) 6~30 20~ 出荷

材質
【フレーム】4mm�ステンレススチール（SUS304）

【パン】ステンレススチール（SUS304）
【ウォーターパイプ】1/2"2.0mm�ステンレススチール（SUS304）

ホッパーの容量（L） 90

対応給水器
コカフィーダー用モノフロ給水器
（商品コード：D-MNF-1）

寸法（mm） A B C D E

PSN25
離乳用

124 906 1200 730 620

PSN28
肥育用

124 952 1230 835 733



ウェットアンドドライ給餌器

コカ・フィーダー

豚の各飼育ステージに
対応し、多頭飼育を
可能にしました

特長
■�離乳用、肥育用、�
ウィーン・トゥー・フィニッシュ用と、�
各ステージに対応
■�容量の大きなステンレス製。�
フィードパンはプレス一体型成形品
■�ムダ水、餌こぼしを最小限に抑えるパンデザイン
■�マッシュ、ペレットどちらにも対応

設置例

機種（シングル）

NSN25 NWF24NSF27 NDWF50 NDF50

機種（ダブル）
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機種名 NSN25 NWF24 NSF27 NDWF50 NDF50

商品コード KO-NSN25 KO-NWF24 KO-NWF27 KO-NDWF50 KO-NDF50

ホッパー シングル ダブル

用途 離乳 WtoF 用 * 肥育 WtoF 用 * 肥育

パンの大きさ
縦×横（mm）

410 × 620 480 × 615 530 × 675 480 × 1310

飼養頭数（頭） 50 80

適応豚サイズ
(kg)

6~30 6~ 出荷 20~ 出荷 6~ 出荷 20~ 出荷

材質
【フレーム】4mm ステンレススチール（SUS304）【パン】ステンレススチール（SUS304）

【ウォーターパイプ】1/2"2.0mm ステンレススチール（SUS304）
ホッパーの

容量（L）
90 180

対応給水器 コカフィーダー用モノフロ給水器（商品コード：D-MNF-1）

*WtoF= ウィーン・トゥー・フィニッシュ

仕様・寸法

寸法 (mm) A B C D E

NSN25
離乳用

121 74 1174 730 630

NWF24
WtoF 用

121 1159 1244 729 620

NWF27
肥育用

124 1161 1246 795 683

NDWF50
WtoF 用

95 1030 1295 1428 1320 

NDF50
肥育用 

95 1030 1295 1428 1320

NSN25（離乳用） NWF24（WtoF用）

NDWF50（WtoF用）NDF50（肥育用）

NSF27（肥育用）



餌と水を分離させたパン構造の丸型給餌器

コカ・オプティマイザー

餌と水の無駄を
削減する画期的な
給餌器

特長
■�パン�
餌と水を分離したパン構造により、�
餌こぼしの減少と節水の効果抜群�
�食べやすい構造であり、増体も抜群�
ステンレス製で清潔かつ耐久性抜群�
�
�
�
�
�

■�アクアマスターバルブ�
アクアマスターバルブ�
（真空バルブ・不断給水）により、�
豚の水遊びが激減�
使用水圧：1~3.2kgf/cm2�
青ホース：�外径 10mm�

( 内径 7mm)�
1.5m�
給水パイプ：1.5m

機種

TNN　離乳用 TNF　肥育用

特許 No. PCT/KR2008/00380

※�アクアマスターバルブ詳細はコカ・アクアマスターバルブを参照ください。
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仕様・寸法

寸法（mm） A B C

TNN（離乳用） 110 1115 550

TNF（肥育用） 155 1180 750

TNN　離乳用 TNF　肥育用

機種名 TNN TNF

商品名
オプティマイザー

離乳用
オプティマイザー

肥育用

商品コード KO-TNN KO-TNF

用途 離乳 肥育

飼養頭数（頭） 40 50

適応豚サイズ (kg) 6~30 25~ 出荷

ホッパー容量 (L) 95

対応給水器 ー ー

パンの口数 8 8



コカ・スナップフィーダー

取付や洗浄が簡単な、
仔豚用フィーダーの
決定版

特長
■�取り付け、取り外しが非常に簡単
■�フィーダーパンは、ステンレス・プレス加工
■�ラインアップは２種�
餌付用フィーダー、L型離乳用フィーダー

■�洗浄が簡単で高耐久性
■�低コスト

機種

設置例

仔豚用給餌器

餌付用 L型離乳用
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仕様

寸法

商品名
コカ・スナップフィーダー

餌付用
コカ・スナップフィーダー

L 型離乳用

商品コード KO-SF-S KO-SF-L

用途 給餌（仔豚） 給餌（仔豚）

利用豚舎 分娩舎 離乳舎

寸法 (mm) A B

コカ・スナップフィーダー餌付用 243 55

コカ・スナップフィーダー L型離乳用 420 65

取り付け方

コカ・スナップフィーダー　餌付用

コカ・スナップフィーダー　L型離乳用



清掃が簡単

使用時 清掃時

パン

ホルダー

パイプ

パイプを引き上げると
水を捨てられる
簡単お手入れ構造

真空バルブによって
水位を自由に設定
できる為、
水が飲みやすく清掃も
簡単です

特長
■�離乳用と育成用の２種展開
■�真空バルブ仕様により水位を自由に変えられます
■�カップの清掃はワンタッチでできます
■�カップ、パイプはステンレス製で高耐久です

節水
■�設定水位になると自動的に給水を停止します

コカ・ アップダウンカップ
真空バルブ付カップ給水器

特長
■�アクアマスターバルブ�
アクアマスターバルブ�
（真空バルブ・不断給水）により、�
豚の水遊びが激減�
使用水圧：1~3.2kgf/cm2�
青ホース：�外径 10mm�

( 内径 7mm)�
1.5m�
給水パイプ：1.5m
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商品名
コカ・アップダウンカップ

離乳用
コカ・アップダウンカップ

育成用

商品コード KO-UDCG KO-UDCN

寸法

A 403mm 480mm

B 435mm 522mm

C 67mm 86mm

D 387mm 447mm

パイプ長 120cm 120cm

頭数 30 頭 30 頭

適応豚サイズ 6~30kg 6~45kg

仕様・寸法

図解・各部品の構成一覧

アップダウンカップセット
 離乳用 育成用 
 KO-UDCN KO-UDCG 

アップダウンカップ単品
 離乳用 育成用 
 KO-AQC-N KO-AQC-G 

青ホース
KO-W�-�

バルブ部

バルブ部の詳細
 バルブのみセット (KO-W�-�)
 O リング (KO-W�-�)
 カッティングリング (KO-W�-�)
 ユニオンナット (KO-W�-�)



コカ・ アクアマスターバルブ

真空バルブによって、
水位を自由に
設定できるため
水が飲みやすく、
無駄が少ない

特長
■�コカ・オプティマイザー 2機種に取付可能
■�アップダウンカップに取付可能
■�適応水圧　0.1Mpa 〜 0.3Mpa　(1kgf/cm2 〜 3.2kgf/cm2)

対応パイプ各種

対応機種
■�コカ・オプティマイザー�
・TNN離乳用（KO-TNN）�
・TNF 肥育用（KO-TNF）
■�コカ・アップダウンカップ�
・離乳用（KO-AQC-N）�
・肥育用（KO-AQC-G）
■�アジャスタブルサウドリンカーセット�
・分娩母豚用

TNF 用
KO-F7-12

TNN 用
KO-F7-11

アクアマスターバルブ
アップダウンカップ共用

KO-W1-2

1,200 1,200 1,200

915

110

180

835

110

255

真空バルブ
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図解・各部品の構成一覧



コカ・給水器

ステンレス製のため、
高耐久性かつ洗浄が簡単

コカ・カップ
■�カップ式給水器
■�カップはステンレス・プレス加工のため洗浄が簡単、�
高耐久でコストも安価
■�ラインアップは２種�
離乳用、ウィーン・トゥー・フィニッシュ用
■�パイプもステンレス製。�
長さ 90 センチ、直径は 1/2 インチ

コカ・アップダウンブラケット
■高さ調整式パイプ＋給水器
■�パイプはステンレス、ブラケットは亜鉛メッキ製
■�ラインアップは２種�
A 型、C型

■�取り付ける給水器は離乳用、肥育用

カップ式／アップダウンブラケット

離乳用 ウィーン・トゥー・フィニッシュ用

C型A型
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材質 オールステンレス製
ネジ式 雌ネジ式（1/2 インチ）

材質 オールステンレス製
ネジ式 雄ネジ式（1/2 インチ）

対応機種 対応機種

対応機種
対応機種

コカ・カップ　寸法図

給水器各種

離乳用 ウィーン・トゥ・フィニッシュ用

147mm 218mm115mm 140mm

100mm

80mm

90mm

90mm

22
0m

m 32
5m

m

● コカ・フィーダー 
・NSN25 シングル離乳用（KO-NSN25） 
・NWF24 シングル WF 用（KO-NWF24） 
・NSF27 シングル肥育用（KO-NSF27） 
・PSF28 シングル肥育用（KO-PSF28） 
・PSN25 シングル離乳用（KO-PSN25） 
・NDWF50 ダブル WF 用（KO-NDWF50） 
・NDF50 ダブル肥育用（KO-NDF50）

● コカ・カップ 
・離乳用（KO-CN2） 
・WTF 用（KO-CNW2）

コカ・フィーダー用
D-MNF-1

離乳用
KO-SNRNIP

肥育用
KO-SFRNIP

コカ・カップ用
KO-CMON

材質 オールステンレス製
ネジ式 雄ネジ式（1/2 インチ）

● ラウンドフィーダー 
・NSNR 離乳用（KO-NSNR）

● アップダウンブラケット 
・A タイプ（KO-UDB-A） 
・C タイプ（KO-UDB-B）

● ラウンドフィーダー 
・NSFR 肥育用（KO-NSFR）

● アップダウンブラケット 
・A タイプ（KO-UDB-A） 
・C タイプ（KO-UDB-B）

材質 オールステンレス製
ネジ式 雄ネジ式（1/2 インチ）
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丸型給餌器

コカ・ラウンドフィーダー

離乳用と肥育用に対応した
丸型給餌器の決定版

特長・仕様
■�離乳用、肥育用に対応
■��餌のブリッジを防ぐホッパー型式
■�主要パーツはステンレス製。�
プレス一体型成型のフィードパン
■�ムダ水、餌こぼしを最小限に抑えるパンデザイン

寸法

NSNR　離乳用 NSFR　肥育用

機種名 NSNR NSFR

商品名 ラウンドフィーダー離乳用 ラウンドフィーダー肥育用

商品コード KO-NSNR KO-NSFR

飼養頭数（頭） 40 50

適応豚サイズ (kg) 6~30 30~ 出荷

ホッパー容量 (L) 95 95

対応給水器
給水器　離乳用

（商品コード：KO-SNRNIP）
給水器　 肥育用

（商品コード：KO-SFRNIP）
パンの口数 8 8

給水器の数 4 4

寸法（mm） A B C D E

NSNR（離乳用） 125 295 1110 620 1175

NSFR（肥育用） 145 505 1245 730 1260




