
令和5年4月現在

設　置　形　態 製　造　国 販　売　元 認定又は承認年月日

(1)
電子ミルクメーター
(型式ＭＣ-6-Ｂ)

パイプライン 日本 オリオン機械（株） 昭和59年1月認定

(2)
サージ
ウエイトジャー

ジャー アメリカ 東邦貿易（株） 昭和59年3月承認

(3)
ｺｰﾆﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽ ﾜｰｸｽ
ﾌﾙｳｯﾄﾞ ﾊﾟｲﾚｯｸｽ計量ｼﾞｬｰ

ジャー イギリス （株）トーチク 〃

(4)
セニア（SAC）
レコーダージャー

ジャー デンマーク （株）コーンズ・エージー 〃

(5) サーボ・レコーダー パイプライン スウェーデン デラバル（株） 〃

(6)
Tru-Test
Auto sampler

パイプライン ニュージーランド （株）ＩＤＥＣ 平成3年4月承認

(7)
SAE Afikim
Afikim (Fullflow)

ミルキングパーラー イスラエル （株）コーンズ･エージー 平成5年5月承認

〃 〃 〃 （株）トーチク 平成16年3月承認

(8) Afimilk Ltd ミルキングパーラー イスラエル （株）コーンズ･エージー 令和2年4月承認

(9)
Westfalia
Metatron

ミルキングパーラー ドイツ ｵﾘｵﾝｳｴｽﾄﾌｧﾘｱｻｰｼﾞ（株） 平成5年5月承認

(10)
Westfalia
レコーディングジャー

ジャー ドイツ ｵﾘｵﾝｳｴｽﾄﾌｧﾘｱｻｰｼﾞ（株） 〃

(11)
Gascoigne Melotte
MR-2000

ミルキングパーラー オランダ （株）本多製作所 平成8年3月承認

(12)
Bou-Matic
モデルＭミルクメーター

ミルキングパーラー アメリカ （株）野澤組 〃

(13)
DeLaval
Milko-Scope ＭＫⅡ

パイプライン スウェーデン デラバル（株） 〃

(14)
DeLaval
FloMaster2000/FloMasterPro

ミルキングパーラー スウェーデン デラバル（株） 〃

(15)
Tru-Test
ミルクメーターＦＶ型

パイプライン ニュージーランド （株）ＩＤＥＣ 〃

(16)
Tru-Test
ミルクメーターＨＩ型

パイプライン ニュージーランド （株）ＩＤＥＣ 〃

(17)
Tru-Test
ミルクメーターＦ型

パイプライン ニュージーランド （株）ＩＤＥＣ 〃

(18)
Waikato
ミルクメーターＭＫ5型

パイプライン ニュージーランド （株）協同インターナショナル 平成9年3月承認

〃 〃 〃 サージミヤワキ（株） 〃

〃 〃 〃 デラバル（株） 平成21年3月承認

(19)
Waikato
SPEEDSAMPLER

自動サンプリング装置 ニュージーランド サージミヤワキ（株） 平成19年3月承認

(20)
Bou-Matic
Perfection 3000

ミルキングパーラー アメリカ （株）野澤組 平成12年3月承認

(21)
Nedap-Agri BV
Level Milkmeter

ミルキングパーラー
搾乳ロボット

オランダ （株）コーンズ･エージー 〃

国内で認定又は使用承認を受けている検定用器具一覧

製 造 元 ／ 機 種 名
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(22)
Meltec Maschinen GmbH
MEMOLAC2-METER

ミルキングパーラー ドイツ （株）土谷特殊農機具製作所 〃

(23)
Lely Industries NV
Shuttle

搾乳ロボット
自動サンプリング装置

オランダ （株）コーンズ･エージー 〃

〃 〃 〃 （株）本多製作所 平成18年3月承認

(24)
SCR Engineers
Free-Flow (FloMasterFF)

ミルキングパーラー スウェーデン デラバル（株） 平成13年3月承認

(25)
SAE Afikim
AFIFLO2000

ミルキングパーラー イスラエル （株）コーンズ･エージー 平成15年3月承認

〃 〃 〃 （株）トーチク 平成16年3月承認

〃 〃 〃 デラバル（株） 平成17年3月承認

〃 〃 〃 （株）ピュアライン 令和元年11月承認

(26)
SAE Afikim
AFI-LITE

ミルキングパーラー イスラエル （株）コーンズ･エージー 平成15年3月承認

〃 〃 〃 （株）トーチク 平成16年3月承認

〃 〃 〃 デラバル（株） 平成17年3月承認

(27)
Tru-Test
Electronic Milk Meter

携帯型 ニュージーランド （株）ＩＤＥＣ 平成15年3月承認

(28)
GERMANIA
ACCUWEIGH

ジャー アメリカ （株）コーンズ･エージー 〃

(29) Pulsameter2 ミルキングパーラー ドイツ （株）ピュアライン 平成16年3月承認

〃 ミルキングパーラー 〃 （株）本多製作所 平成18年3月承認

　　〃
(Milkline MEL1000）

ミルキングパーラー 〃 （株）コーンズ･エージー 平成25年3月承認

　　〃
(M37 LED）

ミルキングパーラー
ドイツ
（イタリア）

ラクトシステム（株） 平成28年3月承認

Pulsameter2 搾乳ロボット ドイツ （株）本多製作所 平成23年3月承認

〃 搾乳ロボット 〃 （株）ビコンジャパン 平成19年3月承認

(30) Dairy Master Weighall ミルキングパーラー アイルランド （株）コーンズ･エージー 平成16年3月承認

(31) JM100 ミルキングパーラー スウェーデン デラバル（株） 〃

(32) AFIFLO9000 ミルキングパーラー イスラエル （株）トーチク 〃

(33)
Voluntary Milking System
 (VMS)

搾乳ロボット
自動サンプリング装置

スウェーデン デラバル（株） 〃
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(34) Lactocorder
ミルキングパーラー
携帯型

スイス （株）本多製作所 平成18年3月承認

〃 〃 〃 ラクトシステム（株） 平成21年3月承認

(35)
Lactocorder-s
（ラクトコーダT-T)

〃 〃 ラクトシステム（株） 令和元年11月承認

(36) Flomaster Pro 搾乳ロボット スウェーデン デラバル（株） 平成18年3月承認

(37) DeLaval DelPro MU480 パイプライン スウェーデン デラバル（株） 平成20年3月承認

(38) Dematron 70 ミルキングパーラー ドイツ ｵﾘｵﾝｳｪｽﾄﾌｧﾘｱｻｰｼﾞ(株) 〃

(39) MDS Saccomatic IDC3 ミルキングパーラー デンマーク （株）コーンズ･エージー 平成23年3月承認

(40) Lely MWS 搾乳ロボット オランダ （株）コーンズ･エージー 平成25年3月承認

(41)
Boumatic Smart Control
Meter /Prefection Metrix 3000

ミルキングパーラー アメリカ （株）野澤組 〃

(42)
Free-Flow meter MM27
 (ﾃﾞﾗﾊﾞﾙﾐﾙｸﾒｰﾀMM27BC)

ミルキングパーラー スウェーデン デラバル（株） 平成26年3月承認

(43) DeLaval DelPro MU486 パイプライン スウェーデン デラバル（株） 平成26年3月承認

(44)
GEA Farm Tecnologies Gmbh
Mione Automatic Milking
System

搾乳ロボット ドイツ GEAｵﾘｵﾝﾌｧｰﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株) 平成27年3月承認

(45) ＭＭＤ５００ パイプライン 日本 オリオン機械（株） 平成28年7月承認

(46) ＭＥＴ５００ パイプライン 日本 オリオン機械（株） 令和2年8月承認

(47)
Ori-Collector autosampling
system

搾乳ロボット
自動サンプリング装置

フランス （株）ピュアライン 令和4年10月承認

〃
搾乳ロボット
自動サンプリング装置

オランダ （株）本多製作所 令和4年10月承認

(48)
InterPuls S.p.A
ｲﾝﾀｰﾊﾟﾙｽ MMVﾐﾙｸﾒｰﾀｰ

ミルキングパーラー イタリア （同）アグサプライ 令和3年3月承認

(49)
Nedap SmartFlow milk meter
with SAC Sampler

ミルキングパーラー オランダ （株）土谷特殊農機具製作所 令和5年3月承認

(50)
バルククーラー自記温度計
ＢＲＴＲ

搾乳時刻記録タイマー 日本 オリオン機械(株） 平成20年3月承認

(51)
バルククーラー自記温度計
ＴＷＫ

〃 日本 デラバル(株） 〃

(52)
バルククーラー自記温度計
ＰＭＣ

〃 日本 （株）コーンズ･エージー 〃

(53)
バルククーラー自記温度計
ＰＭＣ０１

〃 日本 （株）コーンズ･エージー 〃

(54)
バルククーラー自記温度計
ＴＤＴ０２

〃 日本 （株）土谷特殊農機具製作所 〃

(55)
搾乳時刻記録タイマー
ＭＴＬ

〃 日本 サージミヤワキ(株） 〃

(56)
バルククーラー自記温度計
ＢＲＴＲＡ

〃 日本 オリオン機械(株） 平成31年3月承認
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