
ハウス用スプリンクラー

育苗散水システム

オプション

全自動散水装置「らくらく散水くん」

小規模から大規模の育苗ハウスに適した散水装置です。コントローラーで
自動散水も可能です。頭上モノレール方式なのでハウス内を広く使えます。
作物に合わせてノズルの高さを調整できます。

電池式コントローラー

散水曜日・開始時間・散水時間・
散水回数が設定できるコントロー
ラーです。乾電池で作動するため
電源は不要です。

GT-6101-25
口径：φ25mm  44,660円（税込）
※ 他の口径についてはお問い合わせください。

ディスクフィルター

円盤型のフィルターでろ過します。
分解・清掃が簡単な構造です。水量
や用途に合わせて、口径・メッシュ
サイズを組み合わせて選べます。

FA-1311
口径：φ25mm  17,600円（税込）
※ 他の口径についてはお問い合わせください。

液肥混入器

水圧や水量の変化に関わらず混入
倍率を一定に保ちます。倍率の設定
も簡単に行えます。水が本体を通過
することで作動し電源が不要です。

D-3GL
口径：φ20mm  102,850円（税込）
※ 他の口径についてはお問い合わせください。

エンジンポンプ

散水設備の規模や散水方法に適
した性能のエンジンポンプを
選定します。
詳しくはご相談ください。

※ 価格についてはお問い合わせください。

モノレール式散水装置

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）
名　称 仕　様 数　量

らくらく散水くんASO-40

標準工事費

標準型 1式

1式

※ 標準工事費含む

メーカー希望小売価格（税込） 1,160,000円

● 設置・散水イメージ

製造元：三和サービス株式会社

密苗にも
ベストマッチ

みつ なえ〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

ヤンマーアグリジャパン株式会社

2022年3月作成② 01140-J00030 2003Ⓝ

注1） 仕様によっては在庫に限りある場合があります。詳しくは営業社員にお尋ねください。
注2） 仕様・メーカー希望小売価格（10％の税込価格）は、改良などにより予告なく変更することがあります。
注3） 掲載している写真・希望小売価格・掲載仕様とは異なる場合があります。

安全に関するご注意

● 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。

● 掲載価格は、消費税率10％の税込価格です。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



使い方に合わせて選べる
育苗散水システム
ハウスでの育苗や野菜栽培において、収量の確保・品質向上のためには均一な潅水がとても重要です。

しかし手作業での潅水作業では、ムラが出やすく重いホースを引きながらの作業は重労働です。

そんなお客様にヤンマーがおすすめしたいのが育苗散水システム。

露地でも使いたい、他の作業時に邪魔にならないものがいいなど、お客様の希望に合わせたシステムをご提案いたします。

立ち上げ式スプリンクラー アグリロッドセット

ポリエチレンパイプに穴をあけ、クイックコネクターを
差し込むだけで簡単に設置できる定置潅水に対応
した散水システムです。クイックコネクターにより着脱
可能で、移動や収納も簡単に行えます。
また、アグリロッド（支柱）は作物の高さに応じて、
75cm・150cmから選べます。

露地も
OK!

果樹園も
OK!

ミストエースS54

ハウス内の両サイドに設置したチューブから水滴が
霧状に分散し、ハウス内を均一にやさしく潅水します。
低圧・低水量タイプのため、広範囲の散水が可能です。

両サイド設置式チューブ

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）
名　称 仕　様 数　量

アグリロッドセットSR-601-00S
ディスクフィルター
バルブ類（スタート/排水）
ポリエチレンパイプ
継手類

75cm
φ25mm

φ25/φ20mm
φ32mm-90m

30 セット
1台
2個
1巻
1式

メーカー希望小売価格（税込） 110,000円

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）
名　称 仕　様 数　量

ハンガーセットSHS-601S-050-X
ディスクフィルター
バルブ類（スタート/排水）
ポリエチレンパイプ
継手類

50cm
φ25mm

φ25/φ20mm
φ32mm-90m

30 セット
1台
2個
1巻
1式

メーカー希望小売価格（税込） 110,000円

● 設置・散水イメージ

両サイド設置式スプリンクラー 散水亭 半円楽

ハウス内の両サイドに設置するので、作業の邪魔になり
ません。散水の均等性も高く、均一な育苗が望めます。
風にも強いので、露地での使用も可能です。ユニオン
継手付きホースで設置や移動が簡単です。

吊り下げ式スプリンクラー ハンガーセット

ハウス内頭上潅水に対応した散水システムです。
ハンガーセットの吊り下げチューブの長さは各サイズ
から選ぶことができるので、お好みの高さにスプリン
クラーを設置できます。配管はすべて棚やハウスの
直管パイプ上に配管するので埋設の必要がなく作業の
邪魔になりません。

● 設置・散水イメージ

スタンダード
タイプ
（ライザー付き
  30cm）

ショートタイプ
（ライザーなし）

アグリロッドセット
４本立てセット（間口5.2m×奥行8m）
P-20-MDSR-SET-1
 29,370円（税込）

アグリロッド（支柱）
SH-601-00S
ショートタイプ 75cm

ノズル（マイクロスプリンクラー）
MD-601（立ち上げ/吊り下げ用）
水量：0.7～2.7L/分
散水直径：5.5～6.5ｍ
※ 立ち上げ ノズル高25cm時

ミストエースS54 

基本セット（スタンダードタイプ）
SUMP2K
 22,869円（税込）
6m延長キット（スタンダードタイプ）
SUMP2K-E
 9,988円（税込）

100m巻（2巻／箱）
WB8932
 49,500円／箱（税込）

スミサンスイR育苗

間口5.4ｍのハウスに使用する場合は、ハウス中央に
1本設置するだけで簡単に全面の散水が可能です。
散水角度が45度以上あるので、高うねの作物に使用
できます。

中央設置式チューブチューブハンガー
SHS-601S-050-X

ノズル（マイクロスプリンクラー）
MD-601（立ち上げ/吊り下げ用）
水量：1.2～2.0L/分
散水直径：5.0～5.2ｍ
※ 吊り下げ時

ハンガーセット

（1本）1,441円（税込）

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）
名　称 仕　様 数　量

ミストエースS54
ディスクフィルター
スクリューニップル
ワンタッチストッパー
パッカー式吊具・他

100m巻
φ25mm

1箱
1台
2個
2個
1式

● 設置・散水イメージ

露地も
OK!

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）

散水亭 半円楽　基本セット
（スタンダードタイプ）

散水亭 半円楽　6m延長キット
（スタンダードタイプ）

ディスクフィルター
継手類

名　称 仕　様 数　量

φ25mm

1セット

20 セット

1台
1式

メーカー希望小売価格（税込） 247,000円

メーカー希望小売価格（税込） 101,000円

● 参考価格（間口5.4m×奥行60m）
名　称 仕　様 数　量

スミサンスイR育苗
ディスクフィルター
スクリューニップル
ワンタッチストッパー
その他配管類

100m巻
φ25mm

1箱
1台
1個
1個
1式

メーカー希望小売価格（税込） 73,000円

● 設置・散水イメージ
散水亭 半円楽

スミサンスイR育苗

100m巻（2巻／箱）
WB8190
 49,500円／箱（税込）

● 設置・散水イメージ

製造元：株式会社イリテック・プラス

製造元：株式会社イリテック・プラス

製造元：株式会社サンホープ

製造元：住化農業資材株式会社

製造元：住化農業資材株式会社


