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様々な栽培作物に活用できる
浅耕で高精度な反転耕起。

60～120馬力の大型トラクタに対応
水田作業で今後主流となるトラクタの大型化を見据え、様々な仕様を見直すことで120
馬力のトラクタにも対応できる剛性を獲得しました。5連のR125AACには、トラクタの拡
大更新に合わせて1連分を追加拡張できる「プラスワン機構」も備えています。

ワイドなオフセット量が作業の幅も広げます。
好評を頂いている油圧リンク式オフセット（パワフ
ルリンク）機構を採用。畦際や境界際から安定した
耕起作業が行えます。一台で丘曳きと溝曳きの作
業が行えるので、ホイルからハーフクローラ、フル
クローラなど複数のトラクタを有効に活用できま
す。また、キャビンからオフセット位置をリアルタイ
ムに確認できる「オフセット位置確認表示」を装
備。セッティング時の効率を大幅に向上します。

スガノ農機が1994年に発売した「水田用（田畑輪換）リバーシブルプラウ」は、当時の水田作業で主力だった30馬力前後のホイルトラクタでの作
業性を重視し、大きなけん引力を必要としないボトム（YTボトム）を採用しました。水田用に特化した反転耕起製品として注目を集めましたが、
低出力トラクタ向けであるYTボトムの特性から、作業時のほ場条件を選ぶという一面を持ち合わせていました。しかし、水田用リバーシブルプ
ラウは、土づくりに注力される多くの方々の目に留まり、挑戦的な取り組みからスタートした水稲作での反転耕起は、現在では特別なものでは
なくなっています。ヌカる、湿るが常態だった水田ほ場は、継続的な反転耕起によって乾田化が進むにつれ、ほ場の地耐力も向上し、数年前では
想像できなかった100馬力前後のホイル、ハーフ・フルクローラトラクタが作業する水田風景もめずらしいものでなくなっています。「浅耕リバー
シブルプラウ」は、そのようなトラクタの大型化、多様化に向けて開発されました。名前が示す通り、水田耕起だけでなく「浅耕での高精度な反転
耕起」を望まれる皆様にご活用いただける「浅耕リバーシブルプラウ」の誕生です。
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オフセット位置確認表示

丘曳き姿勢溝曳き姿勢 丘曳き姿勢溝曳き姿勢

浅耕での反転性能に優れるYPボトムを採用
高馬力トラクタと最適なマッチングが望める浅耕用のYPボトムを全シリーズに採用しま
した。12～18cmの浅起でもほ場条件や土質に関わらず優れた反転性能を発揮します。

粘土質や重い土壌で良好な残渣の鋤込みを
行うためには、モールドボード上で行う土壌
のせり上がりから放てきまでの反転過程が長
くなります。そのため、モールドボードは前後
に長くなり土壌を抱える時間も長くなるので
高いけん引力が必要になります。大型トラクタ
のマッチングが前提となりますが、ほ場条件に
左右されることなく幅広くご活用頂けます。

軽い土壌は、適切な作業スピードであれば、
モールドボード上のせり上がりから放てきま
での反転過程は円滑に行われるので、、短い
モールドボードでも充分な反転が望めます。
土壌を抱える時間も短いので小型トラクタと
のマッチングに最適です。ただし、ほ場条件
を選んだ作業が必要となります。

YPボトム
（高馬力向け）

YTボトム
（低馬力向け）

オフセット位置確認表示オフセット位置確認表示

耕幅12インチ（31cm）ボトムの種類
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 　　型　式 適応トラクタ重量（条件付） 参考馬力 標準耕幅 標準耕深 全長《作業時》×全幅《作業時》×全高 機体質量 標準作業速度 作業能率 装着装置の種類 丘曳き時適応 溝曳き時適正 オフセット可能 
 　  【kg】 【ps】 【cm】 【cm】 【mm】 【kg】 【km/h】 【min/10a】  履帯外幅【cm】 後輪内幅【cm】 最大後輪外幅【cm】

 R125AAC 2400～4500（3000以下） 60～90 153 12～18 3750《3630》×2010《2040》×1600 880 4.0～6.0 7～11 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 220以下 80～120 249
 R126AAC 2900～6100（4000以下） 80～120 183 12～18 4360《4230》×2220《2280》×1600 970 4.0～6.0 6～9 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 220以下 95～135 291

仕 様

12インチ5連《丘溝兼用》浅耕リバーシブル
作業幅：153cm・標準耕深：12～18cm

 　　 
型　式 カバーボード シェアナイフ カットナイフ ゲージホイル 油圧カプラ プラスワンユニット 公道走行対応セット

   （最終連）     

 R125AAC ● ● ● ● ●* R12AA-H・PL1 コンビライト4（LU・R125-126）
 R126AAC ● ● ● ● ●* － コンビライト4（LU・R125-126）

標準装備&アタッチメント《●は標準装備》

     品　番 型式・規格 価格〔税別〕 価格〔税込〕
   【円】 【円】

 EP000886 LU・R125-126 179,800 197,780

 　  品　番 型式・規格 価格〔税別〕 価格〔税込〕
   【円】 【円】

 EP000885 R12AA-H・PL1 320,000 352,000

リンク式油圧オフセット

カットナイフ&カバーボード

シェアナイフ（最終連）

ゲージホイル

R125AAC
適応トラクタ重量

2400～4500kg
＊3000kg以下は条件による

 参考馬力 60～90ps
希望小売価格 ￥2,350,000（税別）￥2,585,000（税込）

リンク式油圧オフセット

カットナイフ&カバーボード

シェアナイフ（最終連）

ゲージホイル

R126AAC
適応トラクタ重量

2900～6100kg
＊4000kg以下は条件による

 参考馬力 80～120ps
希望小売価格 ￥2,570,000（税別）￥2,827,000（税込）

12インチ6連《丘溝兼用》浅耕リバーシブル
作業幅：183cm・標準耕深：12～18cm

■プラスワンユニット
R125AACの後端に装着す
ることで、6連化する拡張ユ
ニット。標準耕幅を30cm拡
大できます。装着後の適応
トラクタは、R126AAC相当
となります。

■公道走行対応セット
改訂された道交法に対応
する灯火器、標識、取付ブラ
ケットのセット。灯火器に
は、㈱小糸製作所製のLED
ライトを使用しています。

コンビライト
4＋セット

適合公道走行セット
コンビライト
4＋セット

適合公道走行セット

＊1/2オス×4ケ

レベラーとの連携で、
高効率な均平作業を実現します。
土質を選ばない優れた反転性能。
土の移動が少ないから効率的なレベラー作業が可能。 &

《直装式》レーザーレベラー

L40XXAB
作業幅：400cm
適応出力：75～125ps
適応トラクタ質量：3400～7600kg
（4100kg以下は条件による）

レーザー発光器からの基準光や、GPS 衛星からの信号に
より、高低差 ±2.5cm の均平化を行えるレベラーシステム
は、移動する土量や表面の残渣状況により、作業時間が
大きく変化します。浅耕プラウで均平作業前の耕起を行う
と、表面の残渣は確実に埋没し、土の移動と高低差が抑
えられるので、均平作業が効率良く行えます。高精度に
均平化されたほ場では、春先の作業分散に最適な乾田直
播栽培や、無代掻き移植栽培が行え、西南暖地から関東
地域で大きな被害となっているジャンボタニシの食害に効
果的な浅水管理も可能になります。

プラスワン
ボトム対応
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STOP ジャンボタニシSTOP ジャンボタニシ

浅水管理

乾田直播
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＊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。

北海道支店
　道北エリア（上富良野営業所） 北海道空知郡上富良野町 TEL. 0167-45-3151
　道南エリア（千歳営業所） 北海道千歳市上長都 TEL. 0123-22-7733
　十勝エリア（芽室営業所） 北海道河西郡芽室町 TEL. 0155-62-1260
　道東エリア（美幌営業所） 北海道網走郡美幌町 TEL. 0152-73-3437
東北支店 岩手県北上市鬼柳町 TEL. 0197-72-7511
　秋田エリア(秋田駐在所） 秋田県秋田市大町 TEL. 018-838-7441

関東甲信越支店 茨城県稲敷郡美浦村 TEL. 029-886-0033
東海北陸支店 岐阜県羽島市小熊町 TEL. 058-394-1001
九州・中四国支店
　九州沖縄エリア 福岡県大野城市御笠川 TEL. 092-558-1680
　(福岡営業所）
　中四国エリア 岡山県倉敷市吉岡 TEL. 086-454-5678
　(岡山営業所）

本社事務所／〒300－0405 茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300

https://www.sugano-net.co.jp

ご注意
交通違反の取締対象となりますので、本製品をトラクタに取り付けて公道を走行する場合は、アタッチメント（別売）の「公道走行対応セット」を取り付けてください。
公道走行時の全幅が 1.7m以上 となる場合は、大型特殊自動車免許（農耕車限定含む）が必要となります。　公道走行時の全幅が 2.5m以上 となる場合は、「特殊車両通行許可」の申請が必要となります。
けん引式作業機を取り付けたトラクタで公道を走行する場合は、大型特殊免許（農耕車限定含む）の他に、けん引免許（農耕車限定含む）が必要です。

乾田直播の作業体系① 良好な発芽～生育に向けた鉄壁の排水対策

乾田直播の作業体系② 良土づくりと均平作業を最適化するための反転耕起

表面排水の水みちを確保し、圃場表面の滞留水を除去

残渣有機物を地力向上に活用し、均平作業に向け埋没

播種と管理の品質を高める±2.5cmの高精度均平

肥料混和～種籾播種を同時に行うコンビネーション

地表面の余剰水や、溝壁面からの横浸透水を集積して排水 暗渠までの水みちを確保するために、補助暗渠を敷設

リバーシブルプラウリバーシブルプラウ

均平作業の前処理としても最適なプラウ耕は、
乾田直播に不可欠。
残渣を確実に埋没できるプラウ耕なら高精度な均平作
業を行うことができます。
代掻き、田植え無しだから、
根の伸長を促す深い作土の確保が可能。
反転された下層の土でも、標準施肥で、生育時の必要な
栄養分が不足することはありません。
輪作する場合は、栽培作物に合わせた作付け面を計画。
プラウ耕は毎年実施が基本。耕起時の下層と上層にⒶ、
Ⓑと名付け、地表側の作付け履歴を記録し、輪作時には、
水稲・麦・大豆を同じ面で連作しないことで、雑草抑制や、
病害虫への対策になります。
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4年目 5年目

作土心土

乾田直播の作業体系③ 乾直ほ場の播種床づくりに不可欠な高精度均平

苗立ち向上と漏水対策にも効果的な表層鎮圧

乾田直播の作業体系⑤ 土と種子の密着で良好な発芽を促進

乾田直播の作業体系④ チャンスを逃さないための高速播種

圃場の均平精度は、作業性だけでなく、収量にも影響。 トラクタを選ばない「けん引式」と、性能に優れる「直装式」。

レーザーレベラーレーザーレベラー

播種から出芽まで
停滞水があり
苗立ち不良
苗立本数：71本/㎡
収量：332㎏/10a

播種から出芽まで
停滞水がなく
苗立ち良好
苗立本数：208本/㎡
収量：632㎏/10a

前進作業のみで
四隅の均平は不可

前後進作業ができ
四隅の均平が可能

けん引

直装

●2cm程度、播種床に刺さるように、トップリンクとトラ
クタで耕深を調整します。
●床の乾燥が不十分な場合は、耕深を深くするほど、湿っ
た土が表面に上がり、砕土性が低下します。
●ローラーに踏ん張りを効かせ、耕起部分を上下できる
ようにローラーの高さを調整します。

耕起深度調整のポイントと注意点（バーチカルハロー側）
●播種前には、必ずキャリブレーション（播種量調整）を
確実に行います。

●両機を連結させるシーダヒッチのトップリンクで播種
深度が調整できます。トップリンクを縮めると、進行方
向に対して前傾となり、播種深度が浅くなります。
●播種後の鎮圧により、5～10㎜程度、播種深が深くなり
ます。
●尾輪が必ず接地していることを確認します。

播種機調整のポイントと注意点（ドリルシーダー側）

土壌水分と天候を考慮して計画的に実施。

乾田直播だけでなく、麦などの穀類を播種できるコンビネーションシーダー。米、麦、大豆の輪作体系の播種に1台で対応できます。

乾田
直播の
作業体系

●播種後の鎮圧は、２工程行ってください。
●朝夕の播種直後など、土壌水分多い圃場では、圃場表
面の乾燥を待ってから作業を始めてください。
●鎮圧前の降雨は、苗立ちを低下させます。
●播種よりも鎮圧の方が作業効率が低くなります。播種
は、鎮圧作業に合わせて計画的に行ってください。
●ドリルシーダー単独で播種の場合は、床を締めるため
に播種前耕起後に鎮圧する必要があります。回数は、
圃場状態より変わります。

ハーフソイラ モミサブロー溝掘り機 ハーフソイラ モミサブロー溝掘り機

低い

均平

バーチカルハロー＋ドリルシーダーバーチカルハロー＋ドリルシーダー

ケンブリッジローラーケンブリッジローラー

収 穫

反転耕起

均 平

基肥散布

除草剤

入 水

心土破砕

溝掘り

播種前耕起
播 種

鎮 圧

乾田直播技術関連資料リンク

北海道 空知総合振興局
空知農業改良普及センター
直播栽培テキスト
直まき１０俵どり 指南書

農研機構 東北農業研究センター
乾田直播栽培技術マニュアル
プラウ耕鎮圧体系


