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ローラを一新したスタブルカルチと
タインローラ（砕土整地機）を発表

新製品のお知らせ

2019年4月1日

スガノ農機株式会社（本社事務所：茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300 代表取締役社長：渡邊信夫）は、2019年4月より下記の製品を
発表いたしました。

新型スタブルカルチ（6タイプ・43製品）・2019年4月発売
「新型スタブルカルチ」は、耕起性能は、そのままに後端のローラを一新しました。ローラのパイプ部に捻りを加えることで、土詰まり
を大幅に抑制しながら、砕土性を向上させる2種類のパイプローラと、同時に鎮圧できるスパイラルローラの計3種類のローラを新開
発。作業幅190cm／6本爪（適応トラクタ：45馬力～）から作業幅370cm／12本爪（適応トラクタ：～150馬力）と3種類のローラを組み合
わせた43型式から最適な一台をお選びいただけます。

タインローラ（4タイプ・8製品）・2019年4月受注開始
「タインローラ」は、砕土用のスプリングタインと2種類のローラ（パッカーローラ・スパイラルローラ）を組み合わせたシンプルな砕
土整地機です。作業深度（0～10cm）を前提に、パワーハローの代替として使用することで、経済的（PTO不使用による燃料の節減）で高
速な作業を実現できます。後方3点ヒッチ付のタイプでは、ドリルシーダーとのコンビネーション作業が可能。PTO駆動の制限を受け
ることがありませんので、最高14km/hでの砕土整地同時播種が行え、作業効率が大幅に向上します。

店内で今井敏社長にお話しいただきました。

後方３点ヒッチ付 作業幅 240cmタイプ 作業幅 240cmタイプ

スパイラルローラ

畑用パイプローラ

水田用パイプローラ

アタッチメント（別売）を装着することで、ローラ
を跳ね上げて、ほ場の端から作業が可能です。



全機種ローラ油圧跳ね上げ
アタッチメント*対応。

畑 草地転作水田

スタブルカルチ

C3110EI（水田用パイプローラ）※別売のローラ油圧跳ね上げアタッチメント装着C3110EI（水田用パイプローラ）※別売のローラ油圧跳ね上げアタッチメント装着

STUBBLE CULTIVATOR新製品速報

2019年
4月発売

優れた耕起性能はそのままに、
土詰まりを軽減し、砕土性を向上させる
新設計パイプローラを全機種に採用。
さらに、スパイラルローラも選択可能です。

スパイラルローラ

畑用パイプローラ

水田用パイプローラ 「新型スタブルカルチ」は、耕起性能は、そのまま
に後端のローラを一新しました。ローラのパイ
プ部に捻りを加えることで、土詰まりを大幅に
抑制しながら、砕土性を向上させる2種類のパ
イプローラと、同時に鎮圧できるスパイラル

ローラの計3種類のローラを新開発。作業幅
190cm／6本爪（適応トラクタ：45馬力～）から作
業幅370cm／12本爪（適応トラクタ：～150馬力）
と3種類のローラを組み合わせた43型式から最
適な一台をお選びいただけます。

ほ場の端から作業が可能になります（別売）。

【新型ローラ】と【油圧跳ね上げアタッチメント】は一部を除く旧機種にも取付可能です。
　※対応機種についてはお問い合わせください。

油圧跳ね上げ無 油圧跳ね上げ付



＊写真及び仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ＊掲載写真、記事をスガノ農機の許可なく転載・複写・その他の複製をすることを禁じます。＊税込希望小売価格は、消費税率の改定により変動します。
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6本爪《標準》タイプ
作業幅：190cm・標準作業深：10～35cm

●3点直装モデル

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196EI《C196EB》
希望小売価格 ￥750,000（税別） ￥810,000（税込）

適応トラクタ重量：2800～4500kg（3200kg以下は条件による）
※参考馬力：65～85ps（48～63kw）

スリックPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C196EO《C196EC》
希望小売価格 ￥750,000（税別） ￥810,000（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196DI《C196DB》
希望小売価格 ￥710,000（税別） ￥766,800（税込）

●スガノ2点オートヒッチモデル

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196EL《C196EG》
希望小売価格 ￥760,000（税別） ￥820,800（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196DL《C196DG》
希望小売価格 ￥720,000（税別） ￥777,600（税込）

スリックPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C196EJ
希望小売価格 ￥850,000（税別） ￥918,000（税込）

スチールPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C196DJ
希望小売価格 ￥810,000（税別） ￥874,800（税込）

6本爪《軽量》タイプ
作業幅：190cm・標準作業深：10～30cm（キャスタスタンド付属）

●スガノ2点オートヒッチモデル

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196EK《C196EA》
希望小売価格 ￥690,000（税別） ￥745,200（税込）

適応トラクタ重量：1900～4200kg（2600kg以下は条件による）
※参考馬力：45～60ps（33～44kw）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196DK《C196DA》
希望小売価格 ￥690,000（税別） ￥745,200（税込）

●オートヒッチモデル（日農工標準Sカプラ0.1形・Lカプラ1.2形）

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196EM《C196EE》
希望小売価格 ￥690,000（税別） ￥745,200（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C196DM《C196DE》
希望小売価格 ￥690,000（税別） ￥745,200（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／水田用パイプローラ
C196AK《C196AA》
希望小売価格 ￥667,000（税別） ￥720,360（税込）

8本爪《標準》タイプ
作業幅：250cm・標準作業深：10～35cm

●3点直装モデル

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C258EI《C258EB》
希望小売価格 ￥850,000（税別） ￥918,000（税込）

適応トラクタ重量：3200～4800kg（3700kg以下は条件による）
※参考馬力：70～90ps（48～63kw）

スリックPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C258EO《C258EC》
希望小売価格 ￥850,000（税別） ￥918,000（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C258DI《C258DB》
希望小売価格 ￥810,000（税別） ￥874,800（税込）

スチールPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C258DO《C258DC》
希望小売価格 ￥800,000（税別） ￥864,000（税込）

スリックPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C258EJ
希望小売価格 ￥960,000（税別） ￥1,036,800（税込）

スチールPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C258DJ
希望小売価格 ￥920,000（税別） ￥993,600（税込）

＊C228BO/C228BJは220cm

標準幅カットナイフ付チゼル／水田用パイプローラ
C258AI《C258AB》
希望小売価格 ￥770,000（税別） ￥831,600（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／スパイラルローラ
C258AJ
希望小売価格 ￥880,000（税別） ￥950,400（税込）

細幅カットナイフ付チゼル／畑用パイプローラ
C228BO《C228BC》
希望小売価格 ￥730,000（税別） ￥788,400（税込）

細幅カットナイフ付チゼル／スパイラルローラ
C228BJ
希望小売価格 ￥840,000（税別） ￥907,200（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／畑用パイプローラ
C258AO《C258AC》
希望小売価格 ￥770,000（税別） ￥831,600（税込）

8本爪《軽量》タイプ
作業幅：250cm・標準作業深：10～30cm（キャスタスタンド別売）

●スガノ2点オートヒッチモデル

スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C258EL《C258EG》
希望小売価格 ￥750,000（税別） ￥810,000（税込）

適応トラクタ重量：2400～4300kg（3100kg以下は条件による）
※参考馬力：50～70ps（37～51.5kw）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C258DL《C258DG》
希望小売価格 ￥700,000（税別） ￥756,000（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／水田用パイプローラ
C258AL《C258AG》
希望小売価格 ￥680,000（税別） ￥734,400（税込）

12本爪超混《標準》タイプ
作業幅：370cm・標準作業深：10～35cm

●3点直装モデル
スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C3712EI《C3712EB》
希望小売価格 ￥1,150,000（税別） ￥1,242,000（税込）

適応トラクタ重量：4500～8200kg（4900kg以下は条件による）
※参考馬力：120～150ps（88～110kw）

スリックPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C3712EO《C3712EC》
希望小売価格 ￥1,150,000（税別） ￥1,242,000（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C3712DI《C3712DB》
希望小売価格 ￥1,110,000（税別） ￥1,198,800（税込）

スチールPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C3712DO《C3712DC》
希望小売価格 ￥1,100,000（税別） ￥1,188,000（税込）

＊C3412BOのみ340cm

標準幅カットナイフ付チゼル／水田用パイプローラ
C3712AI《C3712AB》
希望小売価格 ￥1,070,000（税別） ￥1,155,600（税込）

細幅カットナイフ付チゼル／畑用パイプローラ
C3412BO《C3412BC》
希望小売価格 ￥1,030,000（税別） ￥1,112,400（税込）

10本爪《標準》タイプ
作業幅：310cm・標準作業深：10～35cm

●3点直装モデル
スリックPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C3110EI《C3110EB》
希望小売価格 ￥1,000,000（税別） ￥1,080,000（税込）

適応トラクタ重量：3200～7300kg（4100kg以下は条件による）
※参考馬力：90～120ps（66～88kw）

スリックPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C3110EO《C3110EC》
希望小売価格 ￥1,000,000（税別） ￥1,080,000（税込）

スチールPチゼル／畑用パイプローラ／サイドカバー
C3110DO《C3110DC》
希望小売価格 ￥950,000（税別） ￥1,026,000（税込）

スチールPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C3110DJ
希望小売価格 ￥1,110,000（税別） ￥1,198,800（税込）

スリックPチゼル／スパイラルローラ／サイドカバー
C3110EJ
希望小売価格 ￥1,150,000（税別） ￥1,242,000（税込）

スチールPチゼル／水田用パイプローラ／サイドカバー
C3110DI《C3110DB》
希望小売価格 ￥960,000（税別） ￥1,036,800（税込）

＊C2810BO/C2810BJは280cm

標準幅カットナイフ付チゼル／水田用パイプローラ
C3110AI《C3110AB》
希望小売価格 ￥920,000（税別） ￥993,600（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／畑用パイプローラ
C3110AO《C3110AC》
希望小売価格 ￥920,000（税別） ￥993,600（税込）

標準幅カットナイフ付チゼル／スパイラルローラ
C3110AJ
希望小売価格 ￥1,070,000（税別） ￥1,155,600（税込）

細幅カットナイフ付チゼル／畑用パイプローラ
C2810BO《C2810BC》
希望小売価格 ￥880,000（税別） ￥950,400（税込）

細幅カットナイフ付チゼル／スパイラルローラ
C2810BJ
希望小売価格 ￥1,030,000（税別） ￥1,112,400（税込）

対応タイプ 型式・規格品番 価格〔税別〕（円）価格〔税込〕（円）
6・8本爪《軽量》タイプ E9001136 KUSM・1-38 240,000 259,200 
6本爪《標準》タイプ E9001137 KUS・1-38 265,000 286,200
8・10・12本爪《標準》タイプ E9001138 KUS・2-12 270,000 291,600

●ローラ油圧跳ね上げアタッチメント（別売）

対応タイプ 型式・規格品番 価格〔税別〕（円）価格〔税込〕（円）
  6本爪《軽量》水田用 E9001146 KAMSC6・6 140,000 151,200
  8本爪《軽量》水田用 E9001147 KAMSC8・6 160,000 172,800
  6本爪《標準》水田用 E9001148 KASC6・6 220,000 237,600
  8本爪《標準》水田用 E9001149 KASC8・6 235,000 253,800
10本爪《標準》水田用 E9001150 KASC10・6 260,000 280,800
12本爪《標準》水田用 E9001151 KASC12・6 265,000 286,200
  6本爪《標準》畑用 E9001152 KASCH6・8 220,000 237,600
  8本爪《標準》畑用 E9001153 KASCH8・8 235,000 253,800
10本爪《標準》畑用 E9001154 KASCH10・8 260,000 280,800
12本爪《標準》畑用 E9001155 KASCH12・8 265,000 286,200
  6本爪《標準》スパイラル E9001156 SASC・6 310,000 334,800
  8本爪《標準》スパイラル E9001157 SASC・8 345,000 372,600
10本爪《標準》スパイラル E9001158 SASC・10 410,000 442,800

●ローラアタッチメント（別売）

C258EL

C196EK C3110DJ



畑 草地転作水田
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タインローラ

TYNE ROLLER新製品速報

2019年
4月受注開始

高能率で経済的な動力不要の砕土整地機。
後方３点ヒッチ付タイプは、ドリルとの
コンビネーションで、砕土整地と播種を
14km/h*で同時作業が可能です。

「タインローラ」は、砕土用のスプリングタイ
ンと2種類のローラ（パッカーローラ・スパイ
ラルローラ）を組み合わせたシンプルな砕土
整地機です。
作業深度（0～10cm）を前提に、パワーハロー
の代替として使用することで、経済的（PTO
不使用による燃料の節減）で高速な作業を実
現できます。
後方3点ヒッチ付のタイプでは、ドリルシー
ダーとのコンビネーション作業が可能。PTO
駆動の制限を受けることがありませんので、
最高14km/hでの砕土整地同時播種が行え、
作業効率が大幅に向上します。

 パワーハロー 使用機 タインローラ
   

 6～8 作業速度（km/h） 6～14

 55 作業効率（%） 60

 256 苗立本数（本/㎡） 192

 49.3 苗立率（%） 37.0

 676 穂数（本） 826

 580 収量（kg/10a） 707

 97.8 1.95mm上（%） 98.9 

ドリルシーダーとのコンビネーションでの生育比較
（水稲乾田直播の場合）

後方３点ヒッチ付 作業幅 240cmタイプ
標準作業深：0～10cm

T25SW

タイン・スパイラルローラ・後方３点ヒッチ
T25SW
希望小売価格￥1,450,000（税別）￥1,566,000（税込）

タイン・パッカーローラ・後方３点ヒッチ
T25PW
希望小売価格￥1,650,000（税別）￥1,782,000（税込）

作業幅 240cmタイプ
標準作業深：0～10cm

T25SN

タイン・スパイラルローラ
T25SN
希望小売価格￥1,250,000（税別）￥1,350,000（税込）

タイン・パッカーローラ
T25PN
希望小売価格￥1,460,000（税別）￥1,576,800（税込）

適応トラクタ重量

4500kg～
適応トラクタ重量

2700kg～
※参考馬力
100～ps （73.5kw～）

＊作業速度は条件によります。

（写真は試作機です）

※参考馬力
60ps～ （44kw～）

適応トラクタ ： 重量4700kg～ ※参考馬力115ps～（84.5kw～） 適応トラクタ ： 重量3000kg～ ※参考馬力70ps～（51.5kw～）

後方３点ヒッチ付 作業幅 290cmタイプ
標準作業深：0～10cm

タイン・スパイラルローラ・後方３点ヒッチ
T30SW
希望小売価格￥1,540,000（税別）￥1,663,200（税込）

T30SW

タイン・パッカーローラ・後方３点ヒッチ
T30PW
希望小売価格￥1,780,000（税別）￥1,922,400（税込）

作業幅 290cmタイプ
標準作業深：0～10cm

タイン・スパイラルローラ
T30SN
希望小売価格￥1,340,000（税別）￥1,447,200（税込）

タイン・パッカーローラ
T30PN
希望小売価格￥1,580,000（税別）￥1,706,400（税込）

※北海道岩見沢市にて比較（自社調査データ）

スパイラルローラ
中層を鎮圧します。ローラの溝が風
害を抑え、傾斜地では水の流れに強
く表土流出しません。

パッカーローラ
表層を細かく砕土し、かつ平らに鎮
圧します。表面の残渣を押し込むの
で、水稲の乾田直播に適しています。


