Garlic planting machine

ニンニク植付機 NU425

乗用にんにく植付機をご使用になる前に

事前準備チェックシート □

1.ほ場条件
(1) 畑に石はありませんか？

→ 石は必ず取り除いて下さい。

(2)畝作りはロータリーを十分にかけ、ほ場が乾いた状態で作業して下さい。

→ 水分を多く含んだ土で畝作りをすると、植付作業が
できなくなる場合があります。

(3) 平地、あるいは最大10度までの緩傾斜地ですか？
最大10°
（推奨5°以内）

8°

重労働な手植えから解放！
乗ってラクラク4条同時植付

2.畝作り

図1

傾斜地の場合、株間のズレなどが生じる可能性が

本体

標準15cm

標準100cm（95〜110cm）

無孔マルチ

→ あります。また、傾斜に沿った上畝作りが必要です。

図2

（13〜25cm）

115cm以内

畝間145cm以上

枕地3m

〈クローラー内巾 120cm〉

写真1

枕地3m

→

にんにく植付機

×

最低25cm

(1) マルチシートは無孔マルチを使用して下さい。

●
●
●
●

(標準 厚さ0.02mm)

(2) マルチシートの厚さは0.07mm以下を使用して下さい。

植付人数 2人
作業速度 210m/h(株間17cmの時）
作業能率10a 200〜240分
作業効率が手作業の約7倍！

(3) マルチシートの巾は1600mmを使用して下さい。
→ 図1 参照

(4) 畝の巾は上面巾95〜110cm、底辺115cm以内にして下さい。

○ 平高畝

(5) 畝は平高畝で、高さが13〜25cm以内(※)にして下さい。
※この範囲外でも作業はできますが、植付精度は下がります。

△ 中高畝

(6) 畝の出入口は平らにして下さい。

→ ※写真1のような盛土の多い畝の出入口は適しません。

(7) 枕地は最低３m、畝間は最低145cm必要です。

→ 図2 参照

3.植付け（4条同時に植付けます）
植付深さ 標準7cm

標準作業速度

条間 25cm

〜210m/時

（ダイヤル調整式） （株間17cmの時）

(5,6,7,8,9cm選択可能)

株間 15・16・17cm切替可
(ダイヤル調整式)

段差のある
水田転作のほ場や
高畝もOK!

畝高さ
13〜25cm

オプション 12,13,14,15,16,17cmから３通り選べます。

(1) マルチの上に水たまりはありませんか?

4.種子の大きさ

→
種子フィンガー
大粒用 2.5〜4cm
標準用 1.5〜3cm
小粒用 1〜2cm(オプション)

水たまりは拭き取って下さい。また、
雨天時は
使用できません。

←
コンテナ→

大

中

小

種子選別機（例）
大は大粒用
中は標準用
小は小粒用

(1) 種子は１片 10〜28g(巾1〜4cm)の大きさですか?
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！
高精度な植付けで高品質・高収益なにんにく栽培を！
イスに座ったまま種子供給 !

車速に応じて植付け位置をキープし、まっすぐ植付け

車速連動植付フレーム

マルチに穴を開けながら
4 条同時植付の高能率作業

植付フレームは車速に応じて植付が終わるまで植付位
置を保つことにより、種子をまっすぐに植付けするこ
とができるので、にんにくの品質・収量アップを図る
ことができます。

ニンニク植付機はマルチに穴を開けながら畝に沿って自動で
走行し、にんにくを一定の深さ・株間に植付けるので、作業

1

者は手元の目皿に種子を入れるだけで簡単に植付ができます。

ボタン一つで簡単設定

植付深さ5段階調整

種子とほ場条件に合わせ、植付
深さを5,6,7,8,9cmにボタン
１つで調整できます。

植付フレームが車速に連動し、
植付位置へ移動します。

スイッチで簡単切替
種のこぼれを軽減する

高耐久ばね鋼製

NEW

▼フィンガー

フィンガー

▼押込み部

植付株間3段階調整

▼種子巾
進行方向
植付フレーム

フィンガーがにんにくの種子をしっかりキャッチ
するので、こぼれを軽減します。また、ばね鋼製
で耐久性にも優れています。
左 ：大粒用（種子巾2.5〜4cm）
中央：標準用（種子巾1.5〜3cm）
右 ：小粒用（種子巾1〜2cm）
オプション

左：標準〜大粒用
（種子巾1.5〜4cm）
右：小粒用 オプション
（種子巾1〜2cm）

2

植付フレームは植付けが
終わるまでその位置をキープし、
まっすぐに種子を植付けます。

本体は進む

発芽の茎葉の向きを揃えて

つかみやすい

にんにくの品質アップ
種子ホルダーがにんにくをしっかりホールド。
目皿のゴムは切れにくく、耐久性に優れていま
す。また、目皿に入れる種子の向きを揃えると、
発芽後の葉の向きが揃います。

自動走行で作業に集中

自動直進畝センサー

広い足元スペース

種子は芽の出る方を
下にし、垂直に入れ
ます。

押込み部の清掃が簡単

●株間設定オプション

12,13,14,15,16,17cmから３通り選べます。

■ニンニク植付機

清掃モードスイッチ

押込み部に付着した土を簡単に清掃
できる、清掃スイッチを装備。

押込み部清掃時

型

主要諸元

NU425

式

全長×全巾×全高
機体質量
エンジン種類
エンジン出力
使用燃料
始動方式
走行部
輪 距
変速方式

希望小売価格(円)

(mm)
(kg)

(mm)

2250 × 2110（ステージ閉時1735) × 1265(移動時)
580
空冷４サイクルエンジン
定格 4.5PS(3.3kW)
自動車用無鉛ガソリン
セルモーター式
クローラ式
1380
HST方式

走行・作業バランスに優れる

手元への種子供給で作業効率アップ

広巾クローラー

広巾クローラーで安定した走行・植付
けができます。また、前後バランスにも
優れているので、畝センサーの位置を
都度調整する手間も軽減します。

種子供給装置（オプション）
メンテナンスしやすい

大きな点検窓を装備

保守点検やメンテナンスがしやすい、
大きな点検窓を装備。

走行部の土の付着も

洗車できれいに！

走行部などに泥等が付着した場合は、
洗車をすることができます。

約100m分の種子供給が可能。種子
送り速度は無段階調で安定供給が
でき、作業効率アップ。
型

式

希望小売価格(円)

使用マルチ
植付方式
植付条数
植付条間×株間
植付深さ
植付人数
作業速度
安全鑑定番号
ー

(cm)
(cm)
(m/h)

無孔マルチ
自動穴あけ自動押込み方式
4条同時植付
25×17（株間15・16・17選択可)
5,6,7,8,9（5段階調整）
2名
〜210（株間17cmの時）
33168/10
ー

¥3,080,000
¥2,800,000

(税込)
(税抜)

※青森県外の場合は運賃が別途必要となります。 ※受注生産です。

自動直進畝センサー(左右)

植付部仕様

足元が広いため、長時間の作業でも
疲れにくい快適設計。

進行方向

機械仕様

左右に装備した畝センサーが畝を感
知し、畝に沿って自動で走行するの
で、作業者は種子を目皿に供給する
ことだけに集中できます。

楽な姿勢で快適作業

操作パネルで15,16,17cmに植付株間を設定
できます。また、
移動・運搬時のトラブル防止、
植付部下がりストッパー付。

NC-20
¥184,800(税込)
¥168,000(税抜)

※希望小売価格(税込)の消費税率は10％です。

