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JOZ develops and supplies technologically 
high quality products for every barn.

We feel very strongly about innovation. Our 
solutions are always specific and require 
special experience and specialization. JOZ 
has a solution for every barn. Because of the 
high demands in terms of animal welfare, 
worldwide ammonia emission standards and 
labor savings, JOZ is a pioneer in the agricul-
tural sector.

JOZ unburdens the dairy farmer, even when 
the stable has specific requirements.
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JOZ DRUM DRIVE
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スラリーロボット

バーンスクレーパー

フィードプッシャー

ロイヤルマット

コントロールボックス

周波数調整モジュール（FRM）

電源コントロールユニット（PCU）

レシーバー（オプション）

リモコン（オプション）

本社：〒920-0211　石川県金沢市湊3丁目22

☎ 076-238-5911  fax :076-238-9063

http://hondass.com/

支店営業所：帯広/中標津/道北/仙台/栃木/

　　　　　　　　 金沢/津山/熊本



Cow Comfort and security
Cow comfort is an important economic parameter in the 
farmers business. Cow comfort, animal welfare and livestock 
hygiene cannot be considered as three separate issues. They 
largely influence each other and have to form part of an 
overall solution. The MSC control panel creates an accurate 
cow security.

JOZ MSC control panel
The Drum drives are controlled, using a JOZ MSC control 
panel and distinguishes itself by communicating with a preci-
sion sensor on the drive motor. As a result, the control panel 
always knows the position of the scraper in the manure alley. 
Many settings are possible and that allows the JOZ manure 
scraper to be adapted perfectly to your wishes. 

The control panel is available with a frequency inventor (one 
phase – 220V) or Power Control Unit (three phases – 380V). 

Additionally this system provides unique cow protection. 
The JOZ cow protection is always tailored optimally for the 
animals. Whether the scraper is empty or filled with manure. 
The sensitivity of the cow protection is electronically adapted.

Why a Drum drive with MSC control panel? 
The MSC control panel is a user-friendly panel equipped 
as standard with an automatic restart function after power 
failure and a programmable parking position. Optional is the 
frost protection so it will never freeze stuck and a remote 
control.

Advantages of the 
MSC controlpanel

• Special programmable position of 
the manure scraper at chosen times

• Phased discharge movements of the 
manure scraper in the cross channel

• Automatically opening of JOZ lifting 
hatches on cross channel

• Heavy duty cycle
• Partitioning of the slurry alley
• Cable break detection
• Scraper position indicator
• Speed reduction under fences or 

doors
• Programmable speed
• First section of alley not scraped at 

night (dry cows)
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MSC control panel Remote control

JOZ provides 
‘The Drum drive’ 
for manure 
scrapers pulled 
by coated steel 
cable or rope

The Drum drive has a narrow drum with a large 
diameter that can be used for rope or plastic 
coated cable. The scraper installations always 
contains 2 drive units. When one of the drive 
units is winding the rope, the other one will 
release the rope at the same time. Therefore it is 
not necessary to tension the system, shortening 
of chain or replacement of sprocket wheels. 

The Drum drive is available in ground set-up (outside the 
reach of cows) or on a console inside or outside the barn.  
Because of the large diameter and the heavy-duty 0.75 kW 
gear motor the drive can be used in barns with long alleys.

Application
• 8 mm plastic coated cable max. 150 m (slurry) alley length
• 10 mm plastic coated cable max. 125 m (slurry) alley length
• 10 mm Dyneema rope max. 125 m (slurry) alley length
• 16 mm Polytex rope max. 38 m (slurry) alley length

Benefits plastic coated cable
• Unique livestock protection
• Prevents hoof damage
• Long alley lengths possible
• Avoids pieces of steel wire in 

manure

Benefits Rope
• Animal friendly
• Easy repairing of the rope
• Ultra strong Dyneema rope

Transmitter

FULLY HOT DIP GALVANI-

ZED, 

DIRECT DRIVES NO BELTS
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新MSCコントロールパネル

の利点

✔ 設定時間内のみスクレーパーの特定位置へのプロ

　 グラムが可能

✔ 除糞通路上での中央ピットへの対応が可能

　 例：長い通路でクロスチャンネル使用可

✔ クロスチャンネル上のJOZリフティングハッ

 　チを自動開放

✔ ヘビーデューティーサイクル

　（1回のサイクルを強化。）

　 ストール内敷料をひいた後などに利用

✔ 除糞通路上を区分化する

✔ チェーンとケーブル切断事故検知にて直ちに停止

✔ フェンスやドアの下で減速可

✔ 設定可能な速度調整 (4～6m/分)

✔ １つの除糞通路で最初の区域を除糞せず、後

 　方の区域のみ稼働させることが可能

　 （例：乾乳牛区域では夜、稼働させない）

✔ スクレイパー位置測定器にて位置表示

✔ スクレイパーを安全な状態にして待機させ、

　 個体の蹄の損傷を防ぐ

✔ 自動再起動　（停電等から復旧後）

ドライブユニットはグランドセットアップ（個体に届かない通路

外）もしくはコンソール上で舎内もしくは舎外に設置することが

可能です。大きい直径そしてヘビーデューティ（高耐久性）の、

0.55kw、0.75kw、1.5ｋｗ駆動ギアモーターを舎内で使用するた

め、長い通路でも使用することが可能です。

各牛舎に合わせた駆動ギアモーターを推奨させていただきます。

新型のドライブユニットになり、ソフトウエア面（機能）、安全

面、ハードウエア（技術面）そして、清潔面に優れたドライブ

ユニットになり、この新型ドライブユニットは酪農家、そして

技術者にとっても便利で使い勝手の良い商品として生まれ

変わり、牛舎に貢献します！

　　

適用通路

ソフトウエア面

・多機能で、牧場にあった設定が可能（右参照）

ハードウエア面

・技術者が1人でもメンテナンスが可能

・メンテナンス間隔通知機能有

安全面

・ドライブユニットのチェーンが全て外部から見えず

・個体を傷つけない安全

清潔面　

・ドライブユニット→糞尿が漏れることがない

・通路幅にあわせたスクレイパーなので、隅々まで

　かきとることが出来る

・通路→敷料をひいた後のパローアップ機能付

カウコンフォート　＆　セキュリティ
カウコンフォートは、酪農家にとって非常に重要な経済上の

パラメーターです。カウコンフォートそして、アニマルウェ

ルフェア（家畜の幸福）そして衛生面、この３つのテーマは

決して分離できません。この非常に大きい各テーマは其々影

響しあっており、全体的な解決策の一部を形成します。そし

て、MSCコントロールパネルが正確な個体のセキュリティーを

創り出します。

JOZ　MSC コントロールパネル
JOZ MSCコントロールパネルが、ドライブモーターに備えら

れている正確なセンサーと通信し、識別を行い、ドライブユ

ニットを、制御しています。その結果としてコントロールパ

ネルは常に通路内のスクレイパーの位置を把握しています。

多くの機能設定があるので、JOZバーンスクレイパーを酪農

家のあなたの希望に確実に合わせて使用していただけます。

MSC コントロールパネル リモートコントロール（オプション） トランスミッター（オプション）

MSCコントロールパネルは、周波数レギュレーター（１相220V)

もしくはパワーコントロールユニット（3相200V）が利用可能

です。

更に、特殊な個体プロテクションを備えています。JOZ個体プ

ロテクションは常に個体へ最適な順応をします。個体プロテ

クションは、過負荷時（非常に糞尿が多い場合や個体を押し

ている）ときや軽負荷（糞尿が無い状態）を認識します。電

子的に個体プロテクションの感度が順応します。

JOZドライブユニットをMSCコントロールパネルと併用
MSCコントロールパネルは、非常に使いやすいパネルを標準

装備として供給します。停電や停止位置をプログラムした後

に自動再起動機能が備えられています。凍結防止装置をオプ

ションで使用可能です。凍結防止を使うことにより凍結し動

かなくなることを防ぎ、リモートコントローラーの凍結もあ

りません。


