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高精度な作業を自動で行う、
オートトラクター

衛星を利用した自動運転が、

経験と勘に頼っていた作業を高精度化。

長時間作業の疲労を軽減します。

トラクターに乗車することなく近距離監視のもと、

タブレットひとつで作業をコントロール。 

有人機と合わせることで、2つの作業を

ひとりで同時に行うことも可能になります。

乗らずに操作できる、
ロボットトラクター

ロボットテクノロジーが変え る、
農業の未来。

これまでより少ない人数で、より多くの農作業を。

精度を保つためのスキルも労力も必要としない。

そんな夢のような話がついに現実のものに。

―ヤンマーのロボットテクノロジー―。

100年先も持続可能な農業をつくるために、

新しい農業のカタチがはじまります。
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バックナンバーのご案内

営農情報誌「トンボプラス」の
バックナンバーをHPからご覧いただけます。

携帯からのアクセスはコチラ

https://www.yanmar.com/jp/
agri/knowledge/tombo.html

メーカー探訪
株式会社アグリアタッチ研究所
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トンボ・レポート
いま、東北の密苗が熱い！
2018密苗情報交換会㏌福島県西白河郡

リモートセンシング技術の
高精度化・多様化を目指して
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※掲載価格は消費税率 8％の内税表示です。

このマークのついた商品は、
2018年のベストマッチ商品です。
ベストマッチ商品とは、省力化や作業の効率アップ、
低コスト化など、お客様のニーズに応える「ベスト
マッチな農業機械」として、ヤンマーとトンボ会メー
カー各社が自信をもってオススメする商品です。

このこのこのこのこのこのこののコーコーコーコーコーコーコーナーナーナーナーナーナーナーナナ ではではではではではではでは、ト、ト、ト、ト、トトトラクラクラクラクラクラクラクターターターターターターター作業作業作業作業作業作業作業機か機か機か機か機か機か機かかか機 らららららららら
周辺周辺周辺周辺周辺周辺周辺辺辺辺周 機器機器機器機器機器機器器機器器機器機器器、、、、、、農業農業農業農業農業農業農業業農業設備設備設備設備設備設備設備設備設 ・施・施・施・施・施・施・施設ま設ま設ま設ま設ま設ま設までででででででで、、、、、、トントントントントントントントントンボ会ボ会ボ会ボ会ボ会ボ会ボ会会ボ会ボ会
メーメーメーメーメーメーメーカーカーカーカーカーカーカーカ 各社各社各社各社各社社各社各各社からからからからからからかかから届け届け届け届け届け届け届けられられられられられられられれらら た“た“た“た“た“た“た“た 新商新商新商新商新商新商新商新新 品”品品”品”品”品”品”品品 、、、、、、、
““““話題話題話題話題話題話題話題話話 の商の商の商の商の商の商の商商のの 品品品品品品品品”””””””などなどなどなどなどなどなど、こ、こ、こ、こ、こ、こ、ここここれはれはれはれはれはれはははれははれ いちいちいちいちいちいちいちちい 押押押押押押押ししししししし！！！！！とととととととと
いえいえいえいえいえいえいええい る商る商る商る商る商る商る商る 品を品を品を品を品を品を品ををご紹ご紹ご紹ご紹ご紹ご紹ご紹紹ご 介し介し介し介し介し介し介しますますますますますますますす。。。。。
皆様皆様皆様皆様皆様皆様皆様皆皆 のののののののの、、、、、、、今後今後今後今後今後今後今後後後の営の営の営の営の営の営の営営営農農農農農農農ビビビビビビビジジジジジジジジジョョョョョョンをンをンをンをンをンをンをン 考え考え考え考え考え考え考え考 ていていていていていていていてて くくくくくくくく
うえうえうえうえうえうえうええええでのでのでのでのでのでのでのののの参考参考参考参考参考参考参考考考参 にしにしにしにしにしにしにしてくてくてくてくてくてくてくださださださださださださださだだ い。い。い。い。い。いい

あざやか播種機 ANシリーズ

●ギヤ交換で、毎時300⇔400箱の切替え
が可能。播種量も簡単に調整できます。
●播種ホッパーは自在に移動可能。播種状
態の確認、後かん水、アタッチ（施薬装
置・施肥機）などの装着が簡単です。
●毎時300箱以上の機種は、全脚自在
キャスター標準装備で移動・収納がラク
に行えます。

オプションギヤでの
密苗対応が標準装備に！

密苗
対応！

※全長の〈　〉内は格納時の寸法です。 

苗箱のフチに乗った籾を
飛ばす！（毎時200箱の
機種はオプション）

排籾装置

大粒米・飼料米にも
強い「あざやかロール」

AN-402TK ※動画は、AN-200TCの
　密苗播種の様子です。

動画はコチラ

ウィングハロー WRZシリーズ

●可動式ソイルスライダーを採用。タイヤ跡へ確実に土を戻します
（追加発売の3.2/3.4mは固定式）。
●新開発、VGサイドレーキを採用。土をより均平にします。
●運転席で作業状態の確認ができます（専用アプリが必要です）。

3.2～4.2ｍまで、ワイドな作業幅で作業能率大幅アップ！

※1：全長×全幅×全高の〈 〉内は、折りたたみ格納時スタンド付きの寸法です。
※2：機体質量は、スタンドなしの数値です。（4S/3Sの質量はOS＋25kg）
※作業幅3.6ｍ、3.9ｍ、4.2ｍもあります。3.6ｍ、3.9ｍ、4.2ｍにはOL仕様もあります。

動画はコチラ

型式 WRZ3200N-0S WRZ3400N-0S

適応トラクター (PS) 30～60

全長×全幅×全高※1 （mm）
1070〈1275〉×
3325〈2040〉×
900〈1385〉

1070〈1275〉×
3525〈2040〉×
900〈1385〉

機体質量※2 （kg） 450 465
作業幅 （cm） 320〈170〉 340〈170〉
メーカー希望小売価格 （税込） ¥1,177,200 ¥1,198,800

型式 AN-402TK

全長×全幅×全高 （mm）4830〈1170＋2140〉×520×1110～1210
動力 （W） 単相100V・播種部40 搬送部60
毎時能力 （箱/時） 300・400（ギヤ交換）
播種量（催芽籾） （g/箱） 80～400（無段階調節）
メーカー希望小売価格 （税込） ¥496,800

超耕速代かき機
マックスハローエース

MAX333DXA/373DXA（電動モデル）
MAX393HA/443HA/503HA

（油圧モデル）

最高速度5.5km/時！
作業幅はそのままで高能率・低コスト作業を実現！
●CK爪の「カットと叩きで砕土」することで驚きの砕土性を実現。
優れた反転性ですき込み性も大幅に向上しました。

●高耐久鍛造爪ホルダーは、大規模面積での高速作業に貢献。
また、高耐久化によりメンテナンスコストの削減を高めています。

※1：全幅の〈〉内は格納時の寸法です。　※2：作業速度は、ほ場条件により異なります。

www.sasaki-corp.co.jp株式会社ササキコーポレーション

型式
電動モデル 油圧モデル

MAX333DXA/373DXA MAX393HA/443HA/503HA

適応トラクター （PS） 35～60 50～135

全長×全幅×全高※1 （mm）
970×3430～

3830〈2260〉×870

930～1130×4020～
5230〈2400～2820〉×

910～1280
機体質量 （kg） 480～535 680～1080
作業速度※2 （km/時） 1.8～5.5
作業幅 （mm） 3300～3700 3900～5000
メーカー希望小売価格 （税込） ￥1,398,600～2,700,000

動画はコチラ

ほ場準備

密苗ワールド

www.isi-mfg.com株式会社石井製作所 www.niplo.co.jp松山株式会社

播種

密苗ワールド

ほ場準備

密苗ワールド

3.2ｍ／3.4ｍ追加発売！！
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育苗ローラー IR-W1250-50

型式 IR-W1250-50※1

ローラー
横幅 （mm） 1250
径 （mm） φ220

柄
長さ （mm） 2200
調整 5段階

機体質量 （kg） 17
メーカー希望小売価格 （税込） ￥37,800※2

※1：2019年7月以降はIR-W1250となります。
※2：2019年6月末までのキャンペーン価格です。

●徒長しやすく病気が発生しやすい
密苗・密播も丈夫に育てます。
●育苗箱、横2枚・縦4枚を1度で作業
できます。
●柄を左右に角度調整できるため、いろ
いろな用途に対応できます。
●柄の長さが2,200mmで、より遠くまで
作業できます。

最適なローラーで丈夫な苗をつくる！

密苗
対応！

苗箱並べ機 ベルノ BW-4A

●腰を曲げずに苗箱を機械にセットするだけで、機械が自動でバッ
クして苗箱を並べてくれるので、腰痛から解放されて快適に作業
が行えます。
●スピードは、安心してゆっくり始められる低速から能率重視の高
速まで、無段階に調整可能です。
●折りたたみ式で移動・収納が便利。ハウス間の移動もラクに
できます。

腰を曲げずにラクラク苗箱並べ！

型式 BW-4A

全長×全幅×全高 （mm）
使用時：2540×2500×840

コンベア折りたたみ時：1780×2500×840
機体質量 （kg） 220
作業能力（連続作業時） （箱/時） 900～1800
動力（直流モーター） DC12V 77W
メーカー希望小売価格 （税込） ¥803,520

動画はコチラ

乗用溝切機（ミニカルチ） NTH-1

●ハンドルが切れるため、ほ場内で乗ったまま旋
回できます。
●作業中の乗り降り・歩行移動・持ち上げが不
要になり、作業効率が格段にアップします。
●地表の乾きが良くなり、コンバインの収穫作業
がラクに行えます。

まっすぐに深く安定した、
きれいな溝を切ることが可能！

型式 NTH-1

仕様 JS（標準型） JK（超湿田用）

全長×全幅×全高 （mm） 1340×510×995 1365×510×995
機体質量 （kg） 22.5 22.6
溝の大きさ（幅×深） （mm） 210×110 240×120
作業速度 （m/秒） 0.8
作業能率 （a/時） 60
メーカー希望小売価格 （税込） ¥216,000 ¥222,480

ステアリング
切れ角30°

動画はコチラ

静電ノズル フロリア フロリアシリーズ

型式 AES-03B  AES-04B  AES-05B 

ノズル全長 (mm) 1280 1530 2250～2840 
機体質量（電源ボックス含む） （kg） 1.2 1.5 1.8
ノズル （頭口） 3 4 5
使用圧力 （MPa） 1.0～3.0
流量（Ｄ1.0） （L/分） 2.3～4.0 3.1～5.3 3.8～6.6
バッテリ（付属品） 単三電池4本※1

メーカー希望小売価格 （税込） ¥105,840 ¥122,040 ¥129,600

●従来は散布が難しかった葉の裏や密集作物も、
ラクに散布が行えます。
●静電が付加された噴霧粒子は、粒子の方から作
物に吸い寄せられるため、付着力がアップします。
●細かい場所に散布しやすく、上向き散布も可能。キュ
ウリ・トマト・ナスなど、立体作物の防除に最適です。

静電のチカラで葉の裏まで届く！

AES-04B

※1：エコモードで約15時間、ターボモードで約8時間稼動します。

型式 AES-03B  AES-04B  AES-05B 

ノズル全長 (mm) 1280 1530 2250～2840 
機体質量（電源ボックス含む） （kg） 1.2 1.5 1.8
ノズル （頭口） 3 4 5
使用圧力 （MPa） 1.0～3.0
流量（Ｄ1.0） （L/分） 2.3～4.0 3.1～5.3 3.8～6.6
バッテリ（付属品） 単三電池4本※1

メーカー希望小売価格 （税込） ¥105,840 ¥122,040 ¥129,600

動画はコチラ

密集作物も、

方から作
ます。
キュ

！

AES

ステレオスプレーヤ SSA-V1002CT-DX

型式 SSA-V1002CT-DX

全長×全幅×全高 （mm） 4290 ×1450×1370
走行変速段数 無段変速（HST）副変速2段
噴霧ポンプ吐出量 （L/min） 115
送風機使用時風量  （m3/min） 700
機体最外側最小旋回半径 （ｍ） 3.1
メーカー希望小売価格 （税込） ¥8,586,000

上級装置を満載し、
快適性に磨きをかけたDXキャビンモデル！
●視界性に優れた新型キャビンを採用し、快適な室内空間を確保
しました。
●大型カラー液晶タッチパネルを搭載。自動調圧機能も標準装備
しています。
●走行はラクラク操作のHSTを採用しています。

乗用草刈機 BM21S

●大小2連ナイフと電動オフセット機構により、幹周り・枝下の草刈
りがラクにできます。
●刈取デッキと走行の操作をレバーひとつで行えます。
●リアステアのため、大きな車体でも小回り性能が良好です。
●刈取部はローリング＆フローティング機構を備え、ほ場の凸凹に
追従し、きれいに仕上げます。

乗ってラクラク楽しく草刈り!

型式 BM21S

全長×全幅×全高 （mm） 2830×1445×930
装備質量 （kg） 459
刈幅 （mm） 1200
刈高さ （mm） 20～65（4段階）
作業能率 （a/時） 72～123
メーカー希望小売価格 （税込） ¥1,304,640

動画はコチラ

エコーバッテリー刈払機 BSR56 VUシリーズ

イナズマ馬力！ 50Vバッテリーで高出力！
●モーター駆動低振動。作業の負担を大幅に軽減します。
●50Vハイパワーバッテリーで、エンジン刈払機並みの「粘り強さ」
を発揮。10インチの刈刃でも余裕で作業できます。
●ロックアウト付トリガーレバーを装備。不意に刈刃が回ることを防
ぎます。

BSR56VU/200

※1：ISO11806に基づき、バッテリー・刈刃・肩掛けバンド・飛散防護カバーを含みません。
※2：連続作動時間は満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。

型式 BSR56VU/100 BSR56VU/200

全長×全幅×全高 （mm） 1818×535×490
本体乾燥質量※1 （kg） 3.2
モーター形式 DCブラシレスモータ
バッテリー形式 リチウムイオンバッテリー
バッテリー連続作動時間※2 （分） 約30 約60
充電器電源 AC100V 50/60Hz
メーカー希望小売価格 （税込） ¥90,720 ¥100,440

オフセットモアー OMF150シリーズ

待望のKOBASHI「オフセットモアー」登場！
●オフセットチェン駆動方式を採用。格納状態から草刈り作業が可
能になりました。
●クラストップ接近性。トラクターと作業機の距離が近いため、マッ
チングバランス、飛び石被害の防止など安全に配慮しています。

keibuntech.com株式会社啓文社製作所 www.otake-ss.co.jp株式会社大竹製作所

www.taisho1.co.jp株式会社タイショー www.arimitsu.co.jp有光工業株式会社 www.yamabiko-corp.co.jp株式会社やまびこ

www.maruyama.co.jp株式会社丸山製作所 www.wadosng.jp和同産業株式会社

www.kobashikogyo.com小橋工業株式会社

OMF150

育苗

密苗ワールド

育苗

密苗ワールド

溝切り

密苗ワールド

防除

防除ワールド

防除

防除ワールド

草刈り

防除ワールド

草刈り

防除ワールド

草刈り

防除ワールド

品名 OMF150シリーズ

適応トラクター （PS） 34～60（キャビン付に限る）
作業幅 （cm） 150
最大オフセット量
（トラクター中心から）  （mm）

右方向 2240

最大傾斜角度 （度） 上方 70～下方 55
作業能率 （分/10a） 11～27
メーカー希望小売価格 （税込） ￥1,026,000～1,134,000



※掲載価格は消費税率 8％の内税表示です。
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GPS車速連動サンソワー Xsシリーズ

●GPS自動調整により、ムダ・ムラのない肥料・薬剤散布ができます。
●根こぶ病対策に効果がある薬剤（フロンサイド等）が散布可能です。
●うね立て、マルチ張りなどの複合作業時に、肥料や薬剤散布に
気をとられることなく、安心して作業が行えます。

GPSで「楽・得・エコ」な薬剤散布が可能！

※GPS非対応もあります。
※Fはフロント、Rはリヤに取付けるタイプです。

Xs-R8G

クリーンソワー AFTシリーズ

●車輪駆動だから、取付け・取扱いが簡単です。
●肥料の種類に応じた適切な散布が可能です。
●石灰の大量散布から化成肥料の少量散布まで、適切に散布で
きます。

石灰・化学肥料・土壌改良剤を均一散布！
AFT1550K AFT550KD

品名 AFT-1200K AFT-1200KD AFT-1550K AFT-1550KD
全幅×奥行×全高 （mm）1481×670×1210 1481×1309×1210 1859×670×1210 1859×1309×1210
適応トラクター （PS） 10～15 15～24
ホッパー容量 （L） 170 220
散布幅 （cm） 120 155
装置方法 3点直装 ドローバー牽引 3点直装 ドローバー牽引
駆動方式 車輪駆動
メーカー希望
小売価格 （税込） ¥214,920 ¥272,160

サイドリッジャー　

品名 サイドリッジャー　

商品コードNO 7T7531～・7TU202～
メーカー希望小売価格 （税込） ¥43,416～69,552

たまねぎや、各種野菜のうね立て、ベッドづくりに好適！
●標準ロータリーに装着が可能で、平高うねづくりに優れた性能を
発揮します。

●播種機との複合作業で、一層の省力化を実現。排水性改善で
発芽率が向上し、二度まきの手間が省けます。

●あぜ際からロータリー耕うんと同時に完成うねがつくれます（うね
形状1）。または片側のみを使用し、往復耕で広幅うねが整形で
きます（うね形状2）。

■うね形状1 ■うね形状2

58°
10～
16cm

ロータリー耕うん幅

10～30cm58°

ロータリー耕うん幅

10～
16cm10～30cm

※片側のみの価格です。

づく

スーパーミニローダ ML2032Aシリーズ

●新型バルブの採用で、簡易レべリング（平行昇降）操作が可能
になりました。
●フローティング機能により、整地や除雪作業がラクに行えます。
●バケットに付着した土や雪を落とすショックダンプができる増速
ダンプ機能を採用しています。
●ストップバルブが内蔵され、バルブ回りがスッキリしました。

※1：アタッチ重量を含む。　※2：バケット装着時。

コンパクトなのに、
本格的なローダ作業！

GPS ナビキャスタ MGC-PN/WNシリーズ

●リモートセンシングからの施肥マップデータを、USBメモリ※から
ナビゲータへと入力することで、マップ情報にそった可変施肥が
可能。生育の均一化や散布量の低減が図れます。
●GPS速度情報およびGPS位置情報を取込んで、適正な散布量
になるよう、シャッタを自動開閉します。
●経路誘導は「隣接散布」「外周作業後内工程作業散布」の2パ
ターンから選択できます。

適所・適量施肥でムラやコストの課題を解決！

※USBメモリは付属していませんのでご用意ください。

動画はコチラ

＋

バイブロスーパーソイラー SV3シリーズ

●スーパーソイラーが土を抱えて上下振動し、畑全面を全層深耕！
排水性・透水性を大幅に改善します。
●アタッチメントの交換で、さまざまな収穫作業にも威力を発揮します
（だいこん、薬草、アスパラなど）。

広幅耕盤破砕・弾丸暗きょで排水性を大幅改善！

アタッチメント交換で、根・茎菜類収穫に対応。

型式 SV3シリーズ

全長×全幅×全高 （mm） 1210×1700×1320
適応トラクター （PS） 40～60
機体質量 （kg） 295

メーカー希望小売価格 （税込）
￥625,320～723,600

￥687,960～791,640（北海道）

積込バケットマニア DM-1500R

型式 DM-1500R

全長×全幅×全高 （mm） 835～885×1640×770
適応トラクター （kW｛PS｝） 14.7～22.1（20～30）
散布幅  （mｍ） 1500
最大積載質量 （kg） 150

装着方法 
日農工特殊オートヒッチ(A-Ⅰ,A-Ⅱ,B) 
日農工特殊3点リンク直装

メーカー希望小売価格 （税込） ¥399,600

●コンパクトな機体はハウスや果樹園などでの作業に最適です。
●バックするだけでラクラク積込み。トラクターに乗ったまま散布量
の調整ができます。
●日農工特殊オートヒッチなので、トラクターへの着脱が簡単です。

堆肥の積込み・運搬・散布がこれ1台！

動画はコチラ

型式 Xs-F4G Xs-R4G Xs-F8G Xs-R8G

適応散布幅 （mm） 300～1100 1200～2000
ホッパー容量 （L） 40 80

適応資材 
粒状（化成肥料）・砂状（土壌改良剤等）

微粒剤（バスアミド等）・粒状薬剤（ネビジンなど）
メーカー希望小売価格 （税込） ¥294,840～437,400

スタブルカルチ C165EF

●軽量5本爪タイプにPチゼルを装着。反転性を格段に向上させま
した。
●スタブルカルチの施工により、有機物は土壌との粗混和で微生
物が活性し、腐植が促進されます。

粗耕起で表層が乾き、有機物の腐植を促進！

型式 C165EF

全長×全幅×全高 （mm） 1800×1820×1390
適応トラクター （PS） 30～50
作業幅  （cm） 160
標準作業深 （cm） 10～30
作業能率 （分/10a） 7～13
作業速度 （km/時） 4.0～7.0
メーカー希望小売価格 （税込） ¥529,200

き 有機物の腐植を促進！

土づくり
転作・畑作ワールド

土づくり
転作・畑作ワールド

www.kawabenoken.co.jp川辺農研産業株式会社

www.delica-kk.co.jp株式会社デリカ

www.sanyokiki.co.jp三陽機器株式会社

www.ihi.co.jp/iat株式会社 IHI アグリテック

www.jonishi.co.jp株式会社ジョーニシ

www.sugano-net.co.jpスガノ農機株式会社

www.agritecno.co.jpアグリテクノ矢崎株式会社

www.ogawanoogu.co.jp株式会社小川農具製作所

土づくり

転作・畑作ワールド

土づくり

転作・畑作ワールド

土づくり

転作・畑作ワールド

土づくり

転作・畑作ワールド

土づくり

転作・畑作ワールド

うね立て・整形

転作・畑作ワールド

型式 MGC-PNシリーズ MGC-WNシリーズ

適応トラクター （PS） 13～120 45～120
ホッパー容量 （L） 200～1200 600～1200

作業幅 （ｍ） 粒状：7～12　砂状5～7 
粉状：3.5～5（小型のみ）

粒状：14・18・22 
　砂状：8・10

能力 （a/時）
粒状：170～720
砂状120～420 

粉状：80～300（小型のみ）

粒状：340～1300 
　砂状：190～600

メーカー希望小売価格 （税込） ￥687,960～1,315,440

型式 ML2032A

持上げ制限荷重 （N｛kgf｝） 2940{300}※1

持上げ高さ （ｍm） 1940
ダンピングクリアランス  （mm） 1550※2

ダンプ角 （度） 39※2

スクイ角 （度） 31※2

メーカー希望小売価格 （税込） ￥548,424～660,744



※掲載価格は消費税率 8％の内税表示です。
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うね立て・整形

転作・畑作ワールド

YK750MK-D,
WFRH15YSC

ハッスル平高うね
コンパクトマルチセット仕様

型式 YK750MK-D
区分 WFRH15YSC

セット内容

汎用管理機：YK750MK-D,NT＋
 ワイドタイヤWTIRE-M,SRA
ハッスル平高うねロータリー：FRH150YS
ハッスル平高うねコンパクトマルチ：CHM180R2
フロントウエイト：25ASY

メーカー希望小売価格 （税込） ￥635,472

汎用管理機＋平高うねロータリー＋
コンパクトマルチのセットで、
プロの野菜づくりを応援！
●アーム部の低いコンパクト
マルチで、格納やハウスで
の旋回がラクに行えます。
●ハッスル平高うねロータリー
は、土壌条件に合わせて、
調深ハンドルで簡単に土量
のコントロールができます。

450～1050

630～1200

100・150・200・
250・300

適応マルチシート幅
950～1500

■うね形状（mm）

動画はコチラ

自走式肥料散布機まきっこ MR101

型式 MR101

全長×全幅×全高 （mm） 1600×1300×1040
エンジン出力 （kW｛PS}） ｝1.3｛3.2
エンジン型式 三菱GB131LN
タンク容量 （L） 90
散布幅 （mm） 600～1400
メーカー希望小売価格 （税込） ¥645,840

●600～1400㎜の適正散布により肥料のムダをカットできます。
●サイドクラッチ付きで、小回りのきく散布機です。
●散布部もカンタン脱着でメンテナンスもラクラク行えます。

ハウス内や狭い場所などの
粉体肥料や有機肥料の散布に最適!

動画はコチラ

平高整形機
平高整形マルチ PHA14H（M）

水田・畑・ハウスのうね立て作業に！

■うね形状（cm）

20～ 30
3

105～ 145

適応ロータリー幅

13～ 30

70～ 110

品名 平高整形機 平高整形マルチ

型式 PHA14H PHA14HM

仕様 SKBH MLCH

適応トラクター （PS） 15～28 15～28
適応ロータリー幅 （cm） 130～170 130～170
適応フィルム幅 （cm） ―※1 135～180
メーカー希望小売価格 （税込） ¥144,720 ¥228,960

PHA14H PHA14HM

※1：マルチ部品PHA-M,MLCHを購入していただきますと、平高マルチとして使用
　   できます。

ワイドアポロ培土器Ｂプラス

●プラスチック製の培土板は土の付着が少なく、土の流れが良好
です。
●尾輪付きで全長が短いので操作しやすく、安定した作業が行え
ます。
●本機との取付サポートの交換が容易なので、他機種への付け替
えも簡単です。

溝幅21cmで作業がしやすい！ 歩きやすい！

■うね形状（mm）

品名 ワイドアポロ培土器Ｂプラス

適応本機 管理機全般（型式により取付サポートが異なる）
メーカー希望小売価格 （税込） ￥16,524～17,496

うね幅 650～ 870

うね高さ
150～ 200

溝幅 190～ 210

動画はコチラ

アグリカ用可変式
うね立て整形ロータリー AGRシリーズ

乗用型に装着することで、作業負担がかからずラク！
●トラクターよりも小型で、ハウスや狭いほ場での作業も可能です。
●可変式レバーで土量調整もラクに行えます。
●オプションのハイマルチや、かん水チューブを装着すれば、3つ
の作業が同時にできます。

※別途、変速ケースが必要です（C-A10,RB）

品名
小うね 平うね 平高うね
AGR-B3C AGR-F15C AGR-F18CNA AGR-E15C AGR-E18C

適応マルチシート  （mm） 75～110 95～150 135～180 85～150 135～180
うね高さ （mm） 20～32 5～20 5～20 10～30 10～30
うね肩幅
※小うねはうね裾幅

 （mm） 40～60 50～120 70～150 50～115 95～145

メーカー希望
小売価格 （税込）¥204,660 ¥200,772 ¥213,408 ¥223,560 ¥235,116

動画はコチラ

AGR-F15C

だい地くん タイプRF STR3CDR/DRM

●粘土質のほ場でも、キレイなうねを立てられます。
●うね寸法の調整範囲が広く、多くの野菜に対応できます。　
●交換時期がひと目で分かる「センサー爪」を採用しました。　
●施肥機や播種機など、オプションの併用で同時作業が可能。  
省力化に貢献します。

粘土質・稲刈り後の水田での作業性が向上！

動画はコチラ

灌水ホース巻取機 MM35HA

※1：ホースリールにより別売オプションが必要になります。

●大型車輪付きなので機械の移動もラクに行えます。
●巻取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので簡単です。

今まで重労働だった
かん水ホースの巻き取り作業をラクに素早く！

動画はコチラ

長ねぎ根切り機+皮むき機+
葉切り機

BK-3+
SBM-8D+LC-17

ねぎの調製作業をシステム化！
●ねぎ調製機器の組合せで、ねぎの調製作業をシステム化。１人
でラクに作業ができます。
●システム化することで、「根切り」→「皮むき」→「葉切り（採寸）」
までの作業がラクに簡単に行えます。

動画はコチラ

葉切り機 SBM-8

ねぎの調製作業をシステム化！

動そろえんべぇ
LC-17

スーパーむくべぇ
SBM-8D

きるべぇ
BK-3

型式 STR3CDR STR3CDRM

全長×全幅×全高 （mm）
1065×1530～
2120×1020

1850×1700～
2400×1020

機体質量 （kg） 260 300
適応トラクター （PS） 20～32
爪の種類 土寄爪
メーカー希望小売価格 （税込）￥760,320～789,588 ￥882,684～911,952

※作業能力は作業者の熟練度及び作物の状況により変わります。

●うね上面板がスプリング加圧方式で、土の持ち回りが少なくな
り、うね面の仕上がりがきれい。水田など、崩れやすい土質でのう
ね立てに適しています。

（スミレイン®40、スミサンスイ®は住化農業資材(株)の、キリコ®は三菱ケミカル
アグリドリーム(株)の登録商標です）

www.sukigara.co.jp鋤柄農機株式会社 www.k-sasaoka.co.jp株式会社ササオカ

www.fujikiag.co.jp株式会社藤木農機製作所

noeisha.co.jp株式会社岡山農栄社

www.kanryu.comカンリウ工業株式会社

kyokuyo-kkc.co.jp旭陽工業株式会社

www.tiger-k.co.jp株式会社タイガーカワシマwww.agri-attach.co.jp株式会社アグリアタッチ研究所

うね立て・整形

転作・畑作ワールド

うね立て・整形

転作・畑作ワールド

かん水

転作・畑作ワールド

うね立て・整形

転作・畑作ワールド

うね立て・整形

転作・畑作ワールド

培土・揚土

転作・畑作ワールド

中耕・除草

転作・畑作ワールド

調製

転作・畑作ワールド

型式 MM35HA

エンジン 4サイクル/35cc
クラッチ 遠心クラッチ
スロットルレバー 固定式

対象ホース
スミレイン®40　スミサンスイ®※1

キリコ®※1

メーカー希望小売価格 （税込） ¥199,800

型式 BK-3 SBM-8D LC-17

全長×全幅×全高 （mm）500×275×275 705×990×780～1025 880×935×920～1020
所要動力 （V/W） 100/10 100/10 100/65
適応コンプレッサー 圧力0.4～0.7MPa 三相200V/2.2kW以上 ー
作業能力 60本/分 500本/時（5馬力） 1020本/時

備考
フィルターレギュレーター 
替え刃/ダスターガン付

フィルターレギュレーター 
ホース10m付

切り幅調整 
370～630mm

メーカー希望小売価格 （税込） ¥228,960 ¥351,000 ¥345,600

※灌水ホースとリールは商品に含まれません。



※掲載価格は消費税率 8％の内税表示です。
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播種プラント H805

●播種能力は、高速700・800箱/時。2段階切替えが可能です。
●播種量はデジタル表示を見ながらダイヤルで簡単に調整できます。
●床土部、播種部、覆土部は苗箱通過時にのみ作動します。
●床土のスミを取る、前後スミトリ装置を標準装備しています。

大規模農家・農業法人向けの高能力播種プラント！

型式 H805

全長×全幅×全高 （mm） 7210×530×1270
播種能力 （箱/時） 700・800（2段階切替）

播種量 （g/箱）
700箱/時：80～325 
800箱/時：70～285

電源 （V） 単相100
メーカー希望小売価格 （税込） ¥1,836,000

コイン精米機 RCS-4000/4000G/4000HG

●お客さまをお待たせしない！精米スピード業界No.1のコイン精米機です。
●投入口シャッタとLED照明を採用し、清潔空間を実現しました。
●メンテナンス時間の短縮で、日常管理の手間を大幅に削減できます。

「スピード精米」「清潔・安心」「らくらく管理」！

型式 RCS-4000 
（ぬか室一体型）

RCS-4000G 
（ぬか室一体型） RCS-4000HG

全長×全幅×全高 （mm） 4300×2230×2700
機体質量 （ｋｇ） 1550
摘要 玄米用 籾・玄米用
最小搗精量 （ｋｇ） 3
電気200V 4.73 6.233
電気100V 74 174
使用可能なお金 100円 10・50・100・500円
メーカー希望小売価格 （税込） ¥4,514,400 ¥4,687,200 ¥5,389,200

キッチン精米器 CE1700

おウチで精米！ちょっと大きい「1升」タイプ。
●3分づきから白米まで、お好みで精米調節ができます。
●古い白米の鮮度がよみがえる「白米クリーニング」機能付きです。
●精米部は工具無しで脱着が行え、メンテナンスが簡単です。

※1：速度は条件により異なります。

型式 CE1700

全長×全幅×全高 （mm） 400×220×380
機体質量 （kg） 約9
作業能率 1合（150g）: 約1分/1升（1700g）: 約9分※1

搭載モータ （kg） 単相100V　200Ｗモータ
ホッパー容量 1升（玄米1700g）
メーカー希望小売価格 （税込） ¥45,360

熱風乾燥機 ドライゴン SSE-GL30（F）K
～50（F）K

速くて安心。しかも、省エネ！
●「乾燥速度監視システム」を搭載。
乾燥温度・速度を制御しながら安
心かつ安全な乾燥運転を維持し
ます。
●籾（ウルチ）・麦に加え、ソバ・もち
米・酒米モードを用意しました。

※1：560kg/m3時　※2：680kg/m3時　※3：据付工事費込みです。

型式 SSE-GL50K

全長×全幅×全高 （mm） 3118×1559×5064
処理量 （kg） 籾：800～5000※1　小麦：950×6000※2

毎時乾減率 （%/時） 籾・小麦：0.6～0.7
メーカー希望小売価格 （税込） ¥2,131,920※3

SSE-GL50K

動画はコチラ

穀物遠赤外線乾燥機
NEWレボリューション KWC350-XN5/XN6

●遠赤の力に、全粒照射方式＋横が
け8層交差流下方式をプラス。「速
い・旨い・省エネ・静か・安心」の乾
燥を実現します。

●本体最下部や下部コンベアの引
出し口に点検口を設置。掃除・点
検がラクにできます。

●オリジナルバケットで、ハイスピード
に張り込みできます。

※〈　〉内は、昇降機後面仕様の値です。
※1：560kg/m3時　※2：680kg/m3時　※3：据付工事費込みです。

型式 KWC350-XN5/XN6

全長×全幅×全高 （mm） 3390〈3370〉×1505×4107
処理量 （kg）籾：800～3500※1 ・ 小麦：960～4200※2

毎時乾減率 （%/時） 籾：1.0～1.2 ・ 小麦：0.8～1.0
メーカー希望小売価格 （税込） ¥2,245,320※3

動画はコチラ

野菜類袋詰め機 VF800

型式 VF800

全長×全幅×全高 （mm） 670×500×930
適応袋寸法 （mm） 幅180～280※1・長さ280～450
袋セット数 （枚） 最大200
作業効率 （袋/時） 800（実作業600）
メーカー希望小売価格 （税込） ¥561,600

葉物・軟弱野菜の
袋詰めをさらに
スピードアップ。
●ほうれんそう、小松菜などの袋詰め作業が容易にできます。
●袋サイズの適応範囲が広いため、作業の幅が広がります。
●洗浄した水濡れ野菜に、標準対応しています。
●袋への投入深さが、ワンタッチで設定できます。

※1：袋幅180～200mmの場合、専用シュートが必要になります。

動画はコチラ

オートラップマシーン WM1120

より使いやすさを追求！全自動モードの選択で作業を省力化！
●ロールベールは「たておろし」でベールグラブでの運搬がラクラクです。
●全自動モードは位置決め後の工程がボタンひとつで行えます。
●ラップフィルムを4本搭載できるフィルムチェンジャーを採用しま
した。
●オプションとして便利なリモコンアタッチ、バックモニタアタッチを
用意しています。

型式 WM1120 

全長×全幅×全高 （mm） 1890×1680×2080
機体質量 （ｋｇ） 480
許容ベールサイズ  （ｃｍ） φ85～115×幅85～100 
適応トラクター （kW｛PS｝） 22.1～44.1{30～60} 
装着方法 3P直装カテゴリ（Ⅰ・Ⅱ） 
メーカー希望小売価格 （税込） ¥1,890,000

www.kanekokk.co.jp金子農機株式会社www.k-taiyo.co.jp株式会社太陽

www.takakita-net.co.jp株式会社タカキタ www.shizuoka-seiki.co.jp静岡製機株式会社 www.hosokawa-w.co.jp株式会社細川製作所

www.suzutec.co.jp株式会社スズテック

yanmar.comヤンマーアグリ株式会社

www.yamamoto-ss.co.jp製造元：株式会社山本製作所

調製

転作・畑作ワールド

飼料作関連

転作・畑作ワールド

稲作関連［穀物乾燥（籾・麦）］

乾燥機簡易診断推進

高品質な仕上がり！
営農プロ仕様の乾燥機。

稲作関連［乾燥］

乾燥機簡易診断推進

稲作関連［育苗用播種］

その他

稲作関連［精米］

その他

稲作関連［コイン精米］

その他


