
作業動画は
コチラ

管 理 機

高精度・高能率に播種作業を行いたい方にベストマッチ！

YK750MK-D,W(E)SIDA6/ W(E)SIDA7

セット内容

整地シーダー仕様

【同梱アタッチメント】

表面細土・整地・播種・鎮圧が同時にできる！

アタッチメント

YSS-60（標準ベルト付）（7S0108-39000)

製造元：(株)向井工業

【整地シーダー】

1点1粒播きで種子代を節約。間引きも不要で
省力化が図れます。また、播種ベルト交換で、
さまざまな種子に対応可能です。

追加でユニット1条分がセット内容
に含まれます。

表面耕起用爪軸（耕幅900ｍｍ）と整地板

付属のギヤを交換することにより、工具を使わず
全条同時に簡単に播種間隔が調節できます。
（40~100mm・8段階）

種子の繰り出しを確認しながら、６/7条の播種作業が可能！
表層だけを細土・整地でき播種深さが安定、発芽が揃う！
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フロントウェイト30ASY
（7S0065-15004)

製造元：佐藤鋳工(株)

7条セットの場合は

こんな
場面に!

希望小売価格（税込） ¥23,430
希望小売価格（税込） ¥537,020

¥918,390W（E）SIDA6（6条セット）
セルスタータ式（E仕様）

¥874,390リコイルスタータ式

¥969,870W（E）SIDA7（7条セット）
セルスタータ式（E仕様）

¥925,870リコイルスタータ式

希望小売価格（税込）

YK750MK-D,W(E)
〈幅広タイヤタイプ〉
WE※仕様：¥357,940（税込）
W仕様：¥313,940（税込）

※セルスタータ式（E仕
様）はキースイッチで
かんたんにエンジン
スタートができます。



YK750MK-D,W(E)SIDA6/W(E)SIDA7
整地シーダー
YSS-60

プロの農家のご要望にしっかり応える
性能がある汎用管理機。
YK750MK-D,W

■使いやすいハンドル。
作業に応じてハンドルと主変速レバーをカンタンに逆位置にする
ことができます。また、上下調節範囲が15段階（10度ごと）あり、オ
ペレーターの体格に合わせてきめ細かな調節ができます。

ハンドル回動 ハンドル上下調節

■重作業にも余裕のパワー。
排ガス規制対応の「新型エン
ジン」です。

■主要諸元

2021年7月作成② 01212-J00710 1909Ⓗ

ヤンマーアグリ株式会社
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

■播種ベルト一覧表
ベルトの穴径は、R1（φ2）～R4（φ8）まで0.25（0.5）きざみで用意しています。下表は、YSS-60に合う作物、使用ベルトを一覧にしたものです。

●オプションの中型コーレター（6cm幅溝切り：M314307100）の装着で、帯状播種も可能です（葉ねぎ・春菊）。

■播種間隔

は標準付属です。

■主要諸元

呼称
ベルトリンク配列
0→全部穴
1→1コおき
3→3コおき

リンク数
（コマ）

例えば、
カブ1粒を12cm間隔で、
播きたい場合
ベルト …… R1.25-1-28

名　称 整地シーダーYSS-60
商品コード 7S0108-39000

条　数 （条） 6
条　間 （mm） 150～ 170
ロータリー幅 （mm） 900
溝切り ダブルディスク型
ホッパー容量

播種間隔 ギヤ調整8段階
（40～ 100mm）

機体質量（重量） （kg） 約76

播種間隔（cm） 歯車の組合わせベルトリンク配列
0（全部穴） 1（1コおき穴） 3（3コおき穴） 前の歯数 後ろの歯数
10 20 40 37 23
9 18 36 35 25
8 16 32 33 27
7 14 28 31 29
6 12 24 29 31
5.5 11 22 27 33
4.5 9 18 25 35
4 8 16 23 37

作　物 呼　称〈穴径〉 種　数（粒） ベルト（注文品名） 商品コード（注文コード） 備　考

カブ R1.25 〈φ2.5/1穴〉 1 R1.25 -1-28

L1RBELT
※ベルト（注文品名）もあわせて
　お伝えください。

DR1.25 〈φ2.5/2穴〉 2 DR1.25 -1-28

コマツナ

R1.25 〈φ2.5/1穴〉 1 R1.25 -0-28 小粒
DR1.25 〈φ2.5/2穴〉 2 DR1.25 -0-28 小粒
R1.5 〈φ3/1穴〉 1 R1.5 -0-28
DR1.5 〈φ3/2穴〉 2 DR1.5 -0-28

ミズナ R1 〈φ2/1穴〉 1 R1 -0-28 小粒
R1.25 〈φ2.5/1穴〉 1 R1.25 -0-28

ほうれんそう Mサイズ R2.25 〈φ4.5/1穴〉 1 R2.25 -0-28 標準付属ベルト
Lサイズ R2.5 〈φ5/1穴〉 1 R2.5 -0-28 標準付属ベルト

にんじん R2.5 〈φ5/1穴〉 3～ 5 R2.5 -0-28
R3 〈φ6/1穴〉 1 R3 -0-28 ペレット種子

春菊 R3.5 〈φ7/1穴〉 5～ 6 R3.5 -0-28 条播

葉ねぎ R2.75 〈φ5.5/1穴〉 4～ 6 R2.75 -0-28 条播
R3 〈φ6/1穴〉 6～ 8 R3 -0-28 条播

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

販売型式名 YK750MK-D
区　分 L LE W WE

機
体
寸
法

全　長      （mm） 1540 1570 1540 1570
全　幅      （mm） 630
全　高  （mm） 1060 1065 1060

機体質量（重量） （kg） 80 83 82 85

エ
ン
ジ
ン

型式名 GB221LN GB221LL GB221LN GB221LL
種　類 空冷4サイクルOHVガソリン
総排気量  （L｛cc｝） 0.215{215}
出力/回転速度   （kW｛PS｝/rpm） 3.7{5.0}/1800
最大出力  （kW｛PS｝） 5.1{7.0}
使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量  （L） 2.3

始動方式 リコイルスタータ式
（iスタート） セルスタータ式 リコイルスタータ式

（iスタート） セルスタータ式

走
行
部

車　輪 タイヤ4.00-7 16×7.00-8
輪　距  （mm） 180～ 350 250 ～ 350
主クラッチ形式 ベルトテンション（ゆびクラッチ）
操向クラッチ形式 ボールクラッチ
ブレーキ形式 内部拡張式

走行速度
〈エンジン
定格回転
速度時〉

ハンドル
正位置時

変速段数  （mm） F6・R4
前　進  （km/h） 0.81 ～ 5.43 0.83 ～ 5.59
後　進  （km/h） 0.73 ～ 1.55 0.75 ～ 1.59

ハンドル
逆位置時

変速段数  （mm） F8・R4
前　進  （km/h） 0.73 ～ 3.73 0.75 ～ 3.84
後　進  （km/h） 0.81 ～ 1.72 0.83 ～ 1.77

車軸の形状・寸法  （mm） 六角対辺23
ホイルチューブの形状・寸法 （mm） 内外六角（内23・外32.6）

PTO回転速度   （rpm）  805/1050

●掲載価格は、消費税率10%の税込価格です。
安全に関するご注意

商品についてのご意見、ご質問は下記へ
● ご使用の際は、取扱説明書をよく
　 お読みのうえ、正しくお使いください。
● 無理な運転は商品の寿命を縮め、
　 故障・事故の原因となることがあります。
● 故障・事故を未然に防止するため、
　 定期点検は必ずおこなってください。
● 保証書は、ご購入の取扱い店で
　 必ずお受け取りください。


