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松山犂講習会
（明治45年）

松山すきについて

10
師は賛成しなか

普及上の苦心

った。当時九州
馬耕の先生とい

松山原造は明治33年
（1900年）
、双用すきを完成させ、特許取得後
の明治35年
（1902年）
に
「専売特許

えば神様のよう

双用犂製作所」
を創立した。

に尊敬され、また権威を持っていたので参考出品としてさえ認められ
しかし発明に対する批判は初めから温かいものでなかった。当時

ないこととなった。松山は一案を講じ、近くの人に馬を借りにいったが、

のすきは使用方法が難しく、特殊技術を要するという観念が強く、ま

このような状態の中で馬を貸すなどという人は誰もいなかった。あちら

た使用方法が難しいものでなければすきではないように思われてい

こちらで断られ最後に行った家の主人は不在だったが、八十幾歳かの

た。そのため松山すきは｢あれは女や子供が使うもので一人前が使

老母が、彼の苦境を聞き同情して若駒を貸してくれた。早速試作田

う機械ではない｣などと言われた。競技会などでも、あまり使いやす

に行ってみると一面に紫雲英が作ってあった。当時紫雲英が作って

いので馬耕技術が向上しないと言って受け入れられないこともしばし

ある田は長床の単用すきで水を入れてからでなければ耕うんが難し
かった。さて松山すきで耕してみると水を必要とせずに紫雲英がサク

ばあった。
長野県の東筑摩郡

サクと調子よく切れて立派な平面耕ができた。その余りの鮮やかさに

において競犂会が催

競犂会場の観衆は一人、二人と集まり、いつの間にか全員が松山

され松山原造も参加

すきに集ってしまった。松山は内心快哉を叫んで顔のほころびるのを

しようとしたところ、郡

禁じ得なかった程嬉しかったそうである。

長は理解ある態度を

馬を貸してくれた家に戻って結果を報告すると老母が大変喜んで

示してくれたが、九州

くれ、また、松山すきを購入してくれた。その一台は百台のすきが売

から来ていた馬耕教

れたときよりも嬉しく、誠に百年の知己を得た思いであった。

144

信

上田

越

上田菅平IC

自
動
大屋
車

松山
記念館

道 東部湯の丸IC

小諸IC

田中
152

松山
本社

小諸
千
曲
川

長

152

野

254

新

幹

線
佐久平

発
行
／
ニ
プ
ロ
フ
レ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
事
務
局
●

〒
3
8
6
0
4
9
7
長
野
県
小
県
郡
丸
子
町
塩
川
5
1
5
5

-

石川県江沼郡 馬犂講習会（明治38年）

上

ニ
プ
ロ
ウ
ェ
ー
ブ
ｖ
ｏ
ｌ
・
10
︻
春
号
︼

しなの
鉄道

佐久IC

本
社：〒386-0497
物流センター：〒386-0497
北海道営業所：〒068-0111
旭 川 出 張 所：〒070-8431
帯 広 出 張 所：〒082-0004
東 北 営 業 所：〒989-6228
関 東 営 業 所：〒329-4411
長 野 営 業 所：〒386-0497
岡 山 営 業 所：〒708-1104
九 州 営 業 所：〒869-0416
南九州出張所：〒885-0074

松山株式会社ホームページ●URL http://www.niplo.co.jp

長野県小県郡丸子町塩川5155
長野県小県郡丸子町塩川2949
北海道空知郡栗沢町字由良194-5
北海道旭川市永山町8丁目32
北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
宮城県古川市清水3丁目石田24番11
栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3
長野県小県郡丸子町塩川2949
岡山県津山市綾部1764-2
熊本県宇土市松山町1134-10
宮崎県都城市甲斐元町3389-1

●E-mail nfc@niplo.co.jp

TEL.0268-42-7500
TEL.0268-36-4111
TEL.0126-45-4000
TEL.0166-46-2505
TEL.0155-62-5370
TEL.0229-26-5651
TEL.0282-45-1226
TEL.0268-35-0323
TEL.0868-29-1180
TEL.0964-24-5777
TEL.0986-24-6412

FAX.0268-42-7520
FAX.0268-36-3335
FAX.0126-45-4516
FAX.0166-46-2501
FAX.0155-62-5373
FAX.0229-26-5655
FAX.0282-44-0050
FAX.0268-36-3335
FAX.0868-29-1325
FAX.0964-22-6775
FAX.0986-25-7044

この印刷物は、大豆油インクおよび、古紙
配合率100％再生紙を使用しております。

あなたと

を結ぶ情報誌

ニプロウェーブ
vol.10【春号】
発行日／2004年3月1日

シ リ ー ズ

ゆめ、農業
愛知県安城市

こ
ん
に
ち
は
中
田
さ
ん

春号
vol.10
2004 Spring

これが今年の

新 製 品

■ウィングハロー WGS05/WGT05シリーズ
■リターンあぜぬり機
SZ-Ｒ/NZR/CZR/VZRシリーズ

あなたと

を結ぶ情報誌

シ リ ー ズ
vol.10

ニプロウェーブ

春号

2004●Spring

目次
1

シ リ ー ズ

4

ニュ

ゆめ、農業

こんにちは
中田さん

フェイス
ー

■ウィングハロー
WGS05/WGT05シリーズ

■リターンあぜぬり機
SZ-Ｒ/NZR/CZR/VZRシリーズ

11

NIPLO NEWS
ニプロ作業機講座 10

標準3点リンクと特殊3点リンクの違い
13

ニプロみんなの広場
INFORMATION

こ
ん
に
ち
は
中
田
さ
ん

ニプロニュース

■ブロードキャスター MP07シリーズ

12

ゆめ、農業

愛
知
県
安
城
市

今回ご紹介する中田晴久さんは43歳。ご両親、奥さん、
お子さん2人の家族構成です。
4年制大学を卒業してから就農しました。大学は農業と
関連のない学部だったため、再度岡崎市にある農業大
学校へ入学し農業を学びました。実践と学習を同時に
始めたわけです。

愛知県安城市では冬季に代かき作業がおこなわれてい
ると聞き、中田さんを訪ねました。

ご両親は専業農家ではなかったそうです。｢なぜ農業の
道を選ばれたのですか？｣の質問に｢いや…当時身近な
人から、これからは農業の時代だ。｣なんて騙されたよう
なものかな。笑いながらのお答え。
現在は米10ha、麦・大豆をそれぞれ20ha耕作されてい
ます。

安城市は明治用水の豊かな水にはぐくまれ「日本のデン
マーク」
と呼ばれるほど農業先進都市として発達した街
です。また、中部経済圏である名古屋市から30キロメー
トルと近く、豊田市などの内陸工業都市や衣浦臨海工
業都市に隣接する立地条件に恵まれ、急速に都市化が
進んだ、農・工・商業のバランスがとれた市です。

取材日は2月3日。中田さんの田んぼには水が張られ、ニ
プロウィングハローHVS3800Bで代かき作業がおこなわれ
ていました。
安城地区では冬季に代かきをおこない、その後田んぼ
を乾かしてから直播をおこなう｢冬季代かき直播｣が5年
ほど前から普及・定着しています。｢冬季代かき直播｣と

作品募集中！
1

シ リ ー ズ

ゆめ、農業
は愛知県の農業総合試験場と農家・普及センターと共
同開発した栽培技術で大まかには下記の方法です。

代かき作業（1月下旬〜2月中旬）

▼
田んぼを乾かす

▼
米を乾田直播する
（4月）

▼
発芽（5月）

▼
田んぼに水を入れる
（6月）

▼
穂が出る

なぜ｢冬季代かき直播｣が安城地区で普及したのでし
ょう？中田さんにお聞きしました。
｢まず失敗が少ない。安定している。｣との事。収量・
品質とも慣行苗植えと変わらないか逆に良い時もある
そうです。また、パイプラインが引かれており蛇口を開
ければいつでも水が田んぼに入ることも普及の要因
です。
冬季代かきのメリットは農閑期に代かき作業がおこなえ
るため、多忙な作付け時期と重ならない事が挙げられ
ます。中田さんは前記のように水田10ha、麦・大豆20ha
を作付けしていますが、そのほとんどを一人でおこなっ
ています。慣行苗植えでは苗作り、代かき・田植え作業
と重なり規模拡大・労働力の軽減ができませんでした。
中田さんは水田10haの内1/3を冬季代かき直播でおこ
ない、2/3は苗植えと、労力の分散をおこなっています。
代かき後は乾田直播のため田んぼを乾かします。この
時、田んぼの水は用水路には流さず自然に水を地面
に染みこませ乾かします。下流には油ヶ淵という湖があ
り、漁業もおこなわれています。代かき後の濁った水を
下流に流さない。自然環境にやさしい農業を実践して
います。
気温の低い冬季間に代かきをおこなうため、乾田にな
ってからも雑草の発生が少ないことも挙げられます。ま
た前作の排水溝や収穫時のコンバインでできた圃場の

▼
収穫（9月）

凹凸がなくなると同時に、稲わらなど圃場の残さを土中
にすき込むため、播種精度が高まり出芽・苗立ちが安
定します。
乾田直播で問題にされる鳥害はどうでしょう？｢冬季代
かき直播｣で使われている播種機は愛知農業総合試
験場と地元の農機具会社、鋤柄農機株式会社とで共
同開発されたもので、V字形溝を作り播種・施肥をおこ
ないます。開口部が狭く、播種溝が5cmと深いため鳥
害はほとんどないそうです。また、コシヒカリなどの直播
は倒伏が心配されますが、5cmと播種深さがあるため
根の張りが深く倒伏の心配も少ないようです。実際に
中田さんもほとんどをコシヒカリで作られているとの事で
した。
播種後、乾田状態のまま発芽を待ち、2〜3葉期になっ
たら水を入れます。入水後の生育期間でも代かきをお
こなっているので漏水を防ぐことができます。
また、代かき後乾田にした圃場のために地が固くなって
いるので、収穫時の地耐力を確保するための中干しは
していないそうです。収穫まで湛水を保ったままでよく、
節水、省力管理ができます。

播種作業

2

播種溝

播種後50日目

播種後73日目

代かきが始まると、沢山の鳥たちが田んぼに降立ちま
す。この寒い時期、鳥たちにとっても餌を得ることがで
きる大きなチャンスなのでしょう。
水の豊かな街 安城。パイプラインから湧き出る水はま
るで飲料水のように澄んでいました。この農業先進都
市から、人と農業と自然が共存した新しい米づくりが始
まっていました。

＊今回の取材にあたり、JAあいち中央農機センターさん、鋤柄
農機株式会社さんにご協力をいただきました。ありがとうご
ざいます。また、播種作業・稲の生育写真は鋤柄農機さん
からお借りしたもので、中田さんの圃場ではありません。

播種後89日目
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新製品
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ウィングハロー
WGS05/WGT05シリーズ

高年齢者・女性にも扱いやすい｢可変翼｣機構が新発
想です。
可変翼の切り替えはピン1本の差し替えで簡単におこな
うことができます。
Variable Wing

新発想
新発想 標準3点リンク専用機WGTシリーズの追加

ウィングハローの折れ角度が180度で格納します。3分割

従来は標準3点リンク仕様と特殊3点リンク仕様のウィン

したハローの両サイドが180度回転し中央部の上に完全

グハローは同じ本体でつくられ、
トラクタとの接続部分（3

新発想
新発想 可変翼

に折りたたみます。全高の高さを抑え、コンパクトにバラ

点リンク取付け部）
のみを変えていました。特殊3点リン

ンス良く格納します。

クと標準3点リンクでは作業機を上げた場合の姿勢が
違います。特殊3点リンクはトラクタ側に近づき、標準3点

手動開閉タイプのウィングハローは、折れ角度が150度

リンクではあまりトラクタに近づきません。
（今回の作業機

と180度の2段階から選択できます。手動タイプの180度

講座で説明していますので参考にしてください。
）従来の

折りたたみでは、下から90度まで上げてからまた90度下

兼用機では標準3点リンク仕様では作業機が後方に伸

げなければならず、操作距離が長く重い操作になって

び前後バランスでは不利でした。

しまいます。

今回標準3点リンク専用機としてWGT05シリーズを追加

150度でしたら途中で止めることにより、操作距離も短く

し、折りたたむ部分をよりトラクタに近づけました。重い

軽い簡単な操作が可能です。

部分がトラクタ側になったため前後バランスがより一層

長距離移動や格納時にはバランスが良くコンパクトな

良くなりました。

180度の開閉で。頻繁に開閉する場合は操作の容易な

平成元年。業界初の折りたたみハロー「ウィングハロー」を発表し、

150度と、可変する翼のように折れ角度を選択できます。

遠い

近い

代かき作業の高能率化に大きな革命を起したニプロ。このたびウィ
ングハローWGSシリーズをモデルチェンジしWGS05シリーズに。
新たにWGT05シリーズを追加し、更なる進化をいたしました。

150°開閉

4

180°開閉

WGS05-4S

WGT05-4S

5
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■3WAYオペレーション機構

親切設計
親切設計 電動リモコン仕様
WGS05BE/WGT05BE

と3つの作業体系が選べ、変形田、狭い出入り
充実装備

口に威力を発揮します。

■コーンドック

センター幅はワイドな1850ｍｍですのでセンター作

センター部の動力を確実に両

業時にもトラクタの車幅を十分にカバーできます。

サイドに伝えます。駆動爪は
代かき爪の作用をしますので
全体作業

連結部の残耕を軽減します。
駆動爪には特殊合金を溶着
リモコン仕様の開閉は電動ミニモーションを採用し、スム

加工したＧ爪を採用し、より

ーズに静かな開閉がおこなえます。またミニモーションで

耐磨耗性が向上しました。
（Ｇ

は開閉時間が長くなる傾向がありますが、リンク、シリンダ

加工1.6〜1.8倍）

ストローク量などを工夫し開閉時間の短縮をしています。

サイドブラケット
コーンドック

操作ボックスは絵で操作表示をし、わかりやすく、誤操

センター代かき軸両端にブラ

作を防ぎます。また、電源を切り忘れた場合でも8時間

ケットを装備しましたのでさら

センター
作業

し、バッテリー上がりを防ぎます。
■新2段スプリングレーキ

しいったん電源が切れ、5〜10秒後には復帰する安全

レーキと均平板にスプリングレーキを装備しました。レー

設計です。

キ側のスプリングレー
キは従来に比べ径を

電動リモコン仕様ではウィングの開閉、土引き操作、延

太くし、本数を増やし

長レーキの開閉がトラクタに乗ったままおこなう事ができ

ましたので耐久性と

ます。

埋め込み性が向上し
ました。

6

片側作業

全幅
mm

質量 適応トラクタ 作業幅 装着装置
全高 kg kW（ｐｓ） mm
種類
mm

2930（1915）
2840 標準3P
714,000 680,000
380
20.6〜36.8
3130 オートヒッチ
745,500 710,000 890 3210（1915）995 395
（28〜50）
3440（1915）
3355 0.1形
777,000 740,000
405

WGS2805B
WGS3105B A1
WGS3405B

2930（1915）
2840
714,000 680,000
375
20.6〜36.8
3130
745,500 710,000 840 3210（1915）920 390
（28〜50）
3440（1915）
3355
777,000 740,000
400

日農工
特殊3P
A1形

2930（1915）
2840
714,000 680,000
375
20.6〜36.8
3130
745,500 710,000 845 3210（1915）945 390
（28〜50）
3440（1915）
3355
777,000 740,000
400

日農工
特殊3P
A2形

2930（1915）
2840
714,000 680,000
370
20.6〜36.8
3130
745,500 710,000 840 3210（1915）920 385
（28〜50）
3440（1915）
3355
777,000 740,000
395

日農工
特殊3P
B形

WGS2805B
WGS3105B A2
WGS3405B

手
動

B

WGS2805BE
WGS3105BE 0S
WGS3405BE

2930（1915）
2840 標準3P
882,000 840,000
400
20.6〜36.8
3130 オートヒッチ
913,000 870,000 890 3210（1915）995 420
（28〜50）
3440（1915）
3355 0.1形
945,000 900,000
430

WGS2805BE
WGS3105BE A1
WGS3405BE

2930（1915）
2840
882,000 840,000
395
20.6〜36.8
3130
913,000 870,000 840 3210（1915）920 415
（28〜50）
3440（1915）
3355
945,000 900,000
425

日農工
特殊3P
A1形

2930（1915）
2840
882,000 840,000
395
20.6〜36.8
3130
913,000 870,000 845 3210（1915）945 415
（28〜50）
3440（1915）
3355
945,000 900,000
425

日農工
特殊3P
A2形

2930（1915）
2840
882,000 840,000
390
20.6〜36.8
3130
913,000 870,000 840 3210（1915）920 410
（28〜50）
3440（1915）
3355
945,000 900,000
420

日農工
特殊3P
B形

WGS2805BE
WGS3105BE B
WGS3405BE

規定以上の負荷がかかった場合ではブレーカーが作動

機体寸法

WGS2805B
WGS3105B 0S
WGS3405B

WGS2805BE
WGS3105BE A2
WGS3405BE

駆動爪

に耐久性が向上しました。

開
閉 希望小売価格（円）
全長
操
作 （税込） （税抜） mm

型式・区分

WGS2805B
WGS3105B
WGS3405B

G加工

■ブラケットの採用

後には自動的に電源が切れるオートパワーオフを採用

■ウィングハローWGS05/WGT05シリーズ仕様と価格

好評の3WAYオペレーション機構を採用しました。
開いてワイドに高能率。片側作業。センター作業

フェイス
ー

電
動

2930（1915）
2840 標準3P
882,000 840,000
400
WGT2805BE
電
20.6〜36.8
3130 オートヒッチ
913,000 870,000 890 3210（1915）995 420
WGT3105BE 0S
動
（28〜50）
3440（1915）
3355 0.1形
945,000 900,000
430
WGT3405BE
●全幅（

）
は格納時・質量はスタンド無し＊3Sは0Sの45,000円高・4Sは0Sの65,000円高

新型ウィングハローWGS05/WGT05シリーズ。
展示会・実演会等でじっくりご確認ください。
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新製品
登場

リターンあぜぬり機 SZ-Ｒ/NZR/CZR/VZRシリーズ
14〜60psまでシリーズ充実ラインアップ
あぜ塗り作業は機械化により大幅に軽減されてきま

フェイス
ー

クロスアップカットロータリ

したが、四隅ではトラクタ＋作業機の長さ分は塗るこ

元あぜ切り刃は十字配列したクロスア

とができず、手作業が必要でした。今回登場したリ

ップカットロータリを採用しました。抵抗

ターンあぜぬり機では四隅のあぜ塗りがおこなえ、
さらなる省力化が可能になりました。

リターン作業では前進作業に比べオフセット量が大きく

が少なく元あぜを切り、土をディスクに送ります。またトラ

なっています。前進作業時では未耕地部分をトラクタは

クタに作業機が近づき前後バランスが優れています。

走りますが、後進作業ではあぜ切り刃でできた溝の横

NZR

を走行します。前進と同じオフセットですと溝にタイヤが

パラレルリターン（CZR/VZRシリーズに装備）

落ちてハンドルが切れなくなるため、オフセット量を大き

リターンの動きは平行移動してから回転するパラレルリター

くし、溝からタイヤを逃がしていますので後進作業での

ンを採用しました。センター部まではほぼ平行でスライドし、

舵取りが容易におこなえます。

最後に回転してリターンします。トラクタからできるだけ離れ

ウィングディスク

に近い位置での動きのため前後バランスが良く、バック作

あぜ成形は好評をいただいていますウィングディスク方

業時の操作性にも優れています。

式です。振動が少なく低馬力で締まったあぜを成形し

また、リターンをしても前進作業と後進作業の作業姿勢が変

ます。ウィングディスクは強制回転しますのであぜ表面に

わらないため、ロータリ部の深さ調整が必要ありません。リタ

土膜をつくり強い力で塗り込みます。6分割のウィングデ

ーン操作後、調整なしでそのまま後進作業がおこなえます。

ない位置での動きを…との思いからの機構です。トラクタ

ィスクは段差により強弱をつけながら回転しますのであ
CZR

ではリターンあぜ塗り機の作業をご説明
します。
①前進作業であぜを塗ります。四隅で
は矢印部分のあぜが塗れません。

①あぜに
ぶつかる

②トラクタを
Uターン

③あぜぬり機を
リターン

④バック作業で
隅のあぜ塗り

ぜ全体をしっかり締めます。SZ-R/NZRシリーズは均一

上面削りロータリ（NZR/CZR/VZRシリーズに装備）

段差。CZR/VZRシリーズはスペーサーにより交互段差

あぜの上面の雑草を削る上面削りロータリを装備しまし

でたたき効果が得られます。このスぺーサーは取り外し

た。雑物を取り除きますので上面への圧着がさらに向

が可能ですので均一段差にも対応できます。水分量が

上し、締まったあぜに仕上げます。

元あぜ

多い時に効果を発揮します。
安全移動
移動時にはあぜ塗り機をト

②トラクタをUターンします。

ラクタのセンター位置にしま

③あぜ塗り機をリターンします。

す。狭い農道でのすれ違

④バック作業で残ったあぜを塗ります。

いなどもスムーズにおこなえ
ます。
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■リターンあぜぬり機
タイヤ外幅mm
CZR
VZR

②
①
1240〜1380 1380〜1560
1480〜1600 1600〜1780

オフセット量調節が可能（CZR/VZRシリーズに装備）
トラクタの大きさが変わると車幅も大きく変わってしまいます。適
応馬力が広いCZR/VZRシリーズはオフセット量が2段階に変え
られます。トラクタに合った作業位置が選べるため、あぜ塗り作
業が容易におこなえます。
シャーボルト採用（CZR/VZRシリーズに装備）
トラクタ馬力が大きくなると作業機への負担が大きくなります。
石などの衝撃があっても高馬力トラクタでは構わず作業を続け
ます。大きな負荷がかかった場合には、あぜぬり機に内蔵され
たシャーボルトにより作業機の損傷を防ぎます。
また、条件に合わせ各種オプションを準備しています。
型式

リターン方式 上面
手動 電動 削り

SZ300R
NZR300
CZR300
CZR300E
VZR300E
VZR350E

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

耕深調節

オフセット

移動時
センター

手動
○
手動
○
手動
○2段階調節
手動（電動オプション） ○2段階調節
手動（電動オプション） ○2段階調節
手動（電動オプション） ○2段階調節

○
○
○
○
○
○

型式・区分
SZ300R-1S
SZ300R-A1
SZ300R-A2
NZR300-0S
NZR300-1S
NZR300-A1
NZR300-A2
NZE300-B
CZR300-0S
CZR300-1S
CZR300-A1
CZR300-A2
CZR300-B
CZR300E-0S
CZR300E-1S
CZR300E-A1
CZR300E-A2
CZR300E-B
VZR300E-0S
VZR300E-0L
VZR300E-1S
VZR350E-0S
VZR350E-0L
VZR350E-1S

リ
タ
ー
ン
操
作

手
動

電
動

NIPLO NEWS

仕様と価格

希望小売価格（円） 適応トラクタ
kW（ｐｓ）
（税込） （税抜）
519,750 495,000
10.3〜14.7
509,250 485,000
（14〜20）
509,250 485,000
609,000 580,000
619,500 590,000
14.7〜18.4
619,500 590,000
（20〜25）
619,500 590,000
619,500 590,000
732,900 698,000
743,400 708,000
18.4〜29.4
743,400 708,000
（25〜40）
743,400 708,000
743,400 708,000
811,650 773,000
822,150 783,000
22.1〜29.4
822,150 783,000
（30〜40）
822,150 783,000
822,150 783,000
871,500 830,000
871,500 830,000
882,000 840,000 29.4〜44.1
871,500 830,000 （40〜60）
871,500 830,000
882,000 840,000

あぜ高さ ディスク径
cm
mm
18〜25
最大30

750

18〜25
最大30

750

18〜25
最大30

750

18〜25
最大30

750

18〜25
最大30
25〜30
最大35

750

850

装着方法
標準3P 直装
A1
日農工
A2
特殊3P
日農工標準3P
標準3P 直装
A1
日農工
A2
特殊3P
B
日農工標準3P
標準3P 直装
A1
日農工
A2
特殊3P
B
日農工標準3P
標準3P 直装
A1
日農工
A2
特殊3P
B
日農工標準3P
日農工標準3P
標準3P 直装
日農工標準3P
日農工標準3P
標準3P 直装

●3Sは0Sの45,000円高・4Sは0Sの65,000円高

オプション
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ニプロニュース

お求め易い（安い）価格になって新登場
ブロードキャスター

MP揺動式

MP07シリーズ
ニプロブロードキャスターMPシリーズが高機能は
そのままに、価格を大幅に値下げしました。
MP307
揺動角度と散布巾

理想的な
均一散布パターン
常に左右等しい「二等辺三角形」の
散布パターンでオーバーラップさ
せることで、均一散布ができます。
他社に例を見ないブロードキャスター専用の大規模実験棟と、コンピ
ューター連動で瞬時に計測できるシステムを所有。散布精度、耐久
性、など厳しい判断基準によって製品つくりを行っています。
■価格比較表（消費税抜き）

●散水装置

●耕深調節キット

●ローラー・中あぜ部品

ディスクに土が付着しあぜ塗り作業が困
難な場合、ディスク部に散水することによ

元あぜ切りロータリの深さがリモコン操作
でおこなえます。電動リモコンリターン仕

あぜの形に合わせて、最適な条件が選べます。

り土の付着を防ぎます。

様タイプに装着できます。

新型07シリーズ

旧型06シリーズ

価格差

適応馬力

装着方法
標準3P
0.1形

直装

日農工
標準3P

0セット

MP207

¥228,000

MP206

¥267,000

-¥39,000

MP207-0S

¥243,000

MP206-0S

¥267,000

-¥24,000

MP207-A1/A2/B

¥260,000

MP206-A1/A2/B

¥332,000

-¥72,000

日農工
特殊3P

A1/A2/B

MP307

¥252,000

MP306

¥281,000

-¥29,000

標準3P
0.1形

直装

MP307-0S

¥267,000

MP306-0S

¥281,000

-¥14,000

日農工
標準3P

0セット

MP307-A1/A2/B

¥284,000

MP306-A1/A2/B

¥346,000

-¥62,000

日農工
特殊3P

A1/A2/B

13〜

20〜
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ニプロ作業機講座 10

標準3点リンクと特殊3点リンクの違い
トラクタに作業機を装着するときは、3点支持装置（3
点リンク）
で取付けます。これは2種類あり、日本工業
規格（JIS）
で定められ世界的にも互換性がある標準3
点リンクと、日本独自の特殊3点リンクがあります。

標準3点リンクと特殊3点

標準3点リンク

リンクの作業機の上がり
方は右図の軌道を描き
ます。
標準3点リンクではややト
ラクタが近づきながら上

標準3点リンク

がりますが、特殊3点リン

特殊3点リンク

クでは極端にトラクタ側

トップリンク

トップリンク

に近づきます。

特殊3点リンク

トップリンク
ブランケット

リフト
ロッド

リフトロッド
左ロワーリンク

ロアリング

右ロワーリンク

トップリンクは両側にターンバックル
が付いた長い物です。

トップリンクは片側にしかターンバッ
クルが付いていない短い物です。

今回新型ウィングハローで標準3点リンク専用機WGT05シリーズ
標準3点リンクのトップリンクは長さの調整ができ、作業機の姿勢を

を追加しました。従来の兼用機では一番近づく特殊3点リンク

変えられるためロータリーをはじめ、スキ・掘取機・サブソイラーなど

でトラクタと干渉しない位置で設計されていたため、標準3点リ

の牽引作業機・あぜ塗り機・肥料散布機など、ほとんどの作業機

ンクではトラクタから離れてしまいました。新型ウィングハロー

に対応できます。

WGT05シリーズは標準3点リンク専用機にしたため、トラクタ側

特殊3点リンクは小型トラクタの普及が著しく、水田耕が多い日本独

に近づき一層前後バランスが有利になりました。

自で開発されました。狭い圃場では枕地をできるだけ狭くしたいた

遠い

近い

め、
トラクタに作業機を近づけ、あぜにぶつからないように尻上がり
で作業機が上がります。
特殊3点リンクはトップリンクが短く長さ調節ができないため作業姿
勢の調節はできませんので、取り付けできる作業機は限られてい
ます。また、取り付けできる作業機の姿勢調節ができないため、思
ったような作業ができない場合があります。
（作用機側で姿勢調整
機構が付いている機種もあります。
）
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WGS05-4S

WGT05-4S

たくさんのお便りありがとうございました。皆様のご意見、ご感想楽しく読まさせていただいています。紙面の都合で載せる
ことができなかった皆様には悪しからずご了承いただき、お詫び申し上げます。
（事務局）
■私のところに、ニプロ製品が6台もありました。
L X - 2 0 0 0、S X M 2 0 0 0 H、ドライブハロー
HL3201Bやら、いつの間にか増えています。去
年はあぜぬり機を購入しました。非常に良い製
品です。以前は他社の物を使っていましたが、壊
れやすく、5年程で大修理をしてみましたが、やめ
ました。ニプロ開発研究陣は、農業者が何を求
めているかを見極めて、丈夫で良い物を作ってく
ださい。
（北海道 稲津様）
■私は北海道で、8.2haの水稲農家です。私
の所は、北海道でも1.5m〜2.0mの豪雪で春
の融雪散布10当20kgが7袋と大変な作業で
す。今回ニプロウェーブ春号で肥料散布機が
載っていましたが、ライムソワーでシバれた雪の上
を、けん引で散布できないだろうかと思っていま
す。なぜけん引かと言うと、それはトラクター3点
で吊ると、雪上のためバランスが、ライムソワー
の下に、散布に支障にならないところに。PTO
取付は他の作業に使用するため、そのままでラ
イムソワーのサイドより歯車をつけてけん引する
と回るようになると思っていますが、松山株式会
社で考えてみてください。
（北海道 岡野様）
■ロータリーL A 1 8 0 0 Aとドライブハロー
HR2805Bを使用していましたが、平成15年春
から新しくニプロロータリーSX2008Hとウィング
ハローHVS3800BR-0Lをクボタグランドマック
ス60にセットして使用することになりました。春
作業が待ち遠しいです。心配していること2点。
①ロータリーの尾輪がトラクターの車輪幅と同じ
ですので、ロータリーが深く入る気がしてなりませ
ん。②ロータリーの内側にステンが張られて土
が付かず大変良いと思います。ただ、後ろのカ
バーにも私共の地方は粘土質の土なので、後
ろのカバーにたくさん土が付くのです。ニプロウ
ェーブ毎回楽しみにしております。
（青森県 奈良様）
事務局：ロータリーの尾輪
（ゲージ輪）
はトラクタ

ーの車輪幅と同じ位置が基本になっています。
タイヤ跡は硬くなるため、ゲージ輪が沈み込まず
深さが安定しやすいからです。大型ロータリーは
ゲージ輪がスライドしトレッド幅に合わせられる
装備がついています。
■先般お願いのロータリーの下にゴムに金具を
取り付けていただいて本当にありがとうございま
した。鎌田さんに一方ならぬお世話になり心よ
り感謝しています。私近所にもニプロ機械の良
品を使用して現在勤めております。蒲田さんの
ような若者はめったにいません。約束事は必ず
守る、これがセールスマンのこれからの人間と私
は思っております。私はいつまでもニプロを愛情
もってお使いいたします。長野県に行ったら、寄
らせていただきます。
（青森県 蛯名様）
■前略 いつもニプロウェーブを送付いただき
ありがとうございます。楽しみにしております。今
年から圃場も1画1haの田んぼに完成し、今ま
で他のパワーハロー2.4mを使用しておりました
が、今年からニプロウィングハローを購入し、使
用してみて、創業100年の歴史のあることを感じ
ました。ニプロインプルメントシステムには目を見
張るものがありました。これからも農家のために
作業機の開発をし、良い製品を作って下されま
すよう、お願いいたします。 （宮城県 森様）
■前略 いつもニプロウェーブを送付いただき
ありがとうございます。また、この情報誌を拝読
することを大変楽しみにしております。私は農家
の長男として農業高校を卒業し、土地改良区
に勤務し、兼業農家をしております。仕事上、
担い手育成を考慮にした圃場整備事業が全国
的に進んでおりますが、私もそんな大区画圃場
整備を担当しております。事業推進・話題の教
本として活用させていただいております。どうぞ
今後も低コスト農業・ニーズに応えた農機具の
開発・改良をご期待いたします。頑張れ日本！
頑張れ担い手農家！
！ （山形県 安部様）

■平成9年春、夕暮れ時トラクターで市道を帰
宅中、追突され道路下に転落。私は頭部打撲
で救急車。トラクターは大破。翌日、育苗器の
苗出しと、安全第一を痛感。トラクターは大特
のキャビンとし、12年使用のドライブハローもウ
ィングハローにし、以来、道路を安心して走行で
きるようになりました。あぜぬり機も更新時期、
上面削り、リターン、期待しています。私は耐火
物メーカーで独自の方法で物作り、海外にも輸
出され、皆さんが毎日ご覧になっている家電製
品を作るパーツとなっていますが、今年定年を迎
えます。今後はよりよい食料品作りに励みたい
と思っております。
（福島県 大田原様）
■私はニプロさんのハローを使って2年です。今
度はあぜぬり機
（AZK350）
を使って畦塗りをして
みましたが、大変よいと思います。近くで他メー
カーのコバシ・ササキ等を使っている人がいます
が、ニプロさんの方が私は良いと思います。2〜
3年の内にウィングハローWGSシリーズに買い
替えを予定していますので、米の価格が下がる
中で、大変です。機械の価格も下げてくだされ
ば、ますますニプロさんの製品を使っていきたい
と思います。ひとつ宜しくお願いします。
（福島県 道中内様）
■私は葉タバコ耕作者ですが、葉タバコは元肥
や草木灰その他を10a当たり200kg以上も条
播します。そこで混合しながら、条播出来る機械
が安価で手に入ればと思っています。例はMM
シリーズに集合管とタイヤを付けて小馬力でも
使えるようにするとか。 （福島県 田村様）
■今年4月4日に新しいトラクタ34psが加わり、
計3台になりました。サラリーマンだった息子が
就農して、半年になります。アタッチメントもひと
つずつ購入して農作業の充実を図っていきた
い。私は畑中心ですので、砕土破壊機や肥料
散布機はなくてはなりません。ちなみにブロード
キャスターはニプロです。 （福島県 松本様）
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■ニプロウェーブをお送りいただきありがとうござ
います。参考にしたいと思います。今年、
トラク
ター更新のため、ハローとロータリーも更新しま
した。ハローはウィングハローにしました。代かき
作業の能率が上がり、良かったです。毎年、あ
ぜぬり機であぜぬりをしている為、大きくなってい
るので、あぜけずり機があればと思います。
（福島県 圓谷様）
■平成13年度にMT46を購入した機会にウィン
グハローWAS-3000Bを導入しました。今まで
の作業機と比較してみて、その高性能ぶりに感
心してしまいました。また、平成14年度にはブロ
ードキャスターを導入。大変重宝しております。
これからも新製品を開発して、農家のために頑
張ってください。また、平成14年8月に御社を見
学させてもらいまして、ありがとうございました。敬
具
（茨城県 杉本様）
■2003年4月ウィングハローWGS3401ＢEを購
入しました。トラクタ本機に取り付け試運転作
業へと運転作業しますところ、サイドキット
（ならし
板）
左右の操作をするとリモコン右をボタン押す
と左キットが出ます。左ボタンを押すと右サイド
キットが出ます。運転作業するのに当初は錯覚
しました。おや？と思いました。運転進行を向い
て右を押すと右が出て、左を押すと左が出ると
良いのですが、非常に不服です。満足しません。
（茨城県 小林様）
事務局：大変申し訳ございません。WGS01シ
リーズは安全のため振り返り周囲を確認してい
ただきながら操作できるよう、左右が逆になって
います。しかし配線を差し替えますと進行方向
に対して左右になります。
■昨年、ヤンマーU535を購入し、ロータリー
（08
シリーズ）
、Ｗハロー
（WBS3000）
、ライムソワー
（FT1800）
をニプロで揃えました。中でもＷハロ
ーは3mの幅があるので、作業も短時間で出来、
仕上がりもとてもきれいで大満足です。これから
も貴社よりすばらしい製品が登場することを期
待しています。
（茨城県 黒澤様）
■前略 ニプロウェーブの送付ありがとうござい
ます。送付頂く度に新製品が出来、楽しみにし
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ております。私はニプロ製品を愛用しております
がロータリー作業で1回耕起なのですが、
「栗山
さん、2回耕起で早いですね」
などと言われます。
ニプロの爪の返しが良いのだと思います。我が
家では高校生の息子がいます。トラクター作業
など手伝ってくれます。ちなみに1反500円でア
ルバイトです。農業の楽しさ、良さを少しでも分
かってくれればと思っているのですが、当の本人
はお金が欲しいみたいですね。これからも良い
製品を期待します。
（茨城県 栗山様）
■畑・水田まで行くのに道路が狭いのでウィン
グハローのように折り畳みが出来るロータリーが
あるととても便利だと思います。現在ウィング式
があるのですか。開発する予定があるのですか。
出来ればウィング式アッパーロータリーが欲しい
と思ってます。
（茨城県 飯塚様）
■私も67歳になりました。若い時は、松山すき
を使用して田や畑を耕しました。今はもうトラク
ターでニプロを使用しています。また、肥料はブ
ロードキャスターで楽になりました。10年ぐらい
使用していますが、ブロードキャスターも変ったと
思います。
（茨城県 倉持様）
■vol.9春号の肥料散布方法が大変役に立ち
ました。昨年ブロードキャスターMPシリーズを購
入しましたが、均等に散布できず苦労していたと
ころです。ドライブハロー・あぜぬり機・ロータリー
等を購入、利用しています（
。埼玉県 佐藤様）
■今年、田植え前にブロードキャスターを12人
共同で購入しました。各人肥料散布機を持って
いましたが、ニプロのMP206をJA菖蒲農機セン
ターに相談して購入したところ、約11町位の肥
料散布があっという間に終わり、みんなで大変
喜んで、田植えも約1週間で終わり、一息つい
ているところです。今後あぜぬり機を皆さんで相
談しようと思っています。 （埼玉県 高橋様）
■前略 小生も2002年11月にトラクターの取
替えを機に、貴社ロータリーを再度、CXから
SX1708に取替え使用していきます。改良点の
多さに驚いています。ゲージ輪にゴム焼付・ステ
ンレスカバー取付
（均平板にも）
。安全・メンテ
ナンスでは、ハンドルストッパー・ストップピン・ゲ

ージ輪止めピンの改良などには感心しました。
尚、
ドライブハローHR2000Ｂを数年来使用して
いますが、耕法を教えてください。
（埼玉県 石橋様）
■今回もニプロウェーブを送っていただきありが
とうございます。ニプロの開発部の方に提案し
たいのですが、我が家ではあぜぬり機をニプロ
UZEで2台目なのですが、畦ばたが広くなってき
て、ロータリーで削ってもうまくいかず、前に重機
を持っていき、土を削ったことがあるのですが、ロ
ータリーにサイドカッターを付けるのではなく
（溝
掘機のような感じのPTOを使って削る）
ロータリ
ー用の付属品が作れないものかと今回提案し
たいのですが。
（あぜを半分くらい削るような、削
った土を内側に入れる、ロータリーをしながら削
り使わないときには格納できるような）
次回のニ
プロウェーブ楽しみにしております。
（千葉県 満田様）
■ロータリー兼ハローの開発をお願いします（
。メ
ーカー側から言えば反目することになる？）
ロータ
リーモアの良い機種があったら教えてください。
リターンあぜぬり機が出来たことは大変良かっ
たと思います。ますますの改善改良を。あぜぬ
り機によって、春作業の重労働から解放された。
画期的です。
（千葉県 東様）
■私はこんにゃく農家です。この度、ライムソワ
ーFT2006で作業を行い大変楽な思いをしまし
た。
（ボタン操作のため肩が痛くならない）
今まで
スガノのサブソイラー2本引を使用していたので
すが、ナイフが減り始めています。ヤンマートラク
ター35馬力でソイルリフターの3本引が可能で
しょうか。
（群馬県 後藤様）
■共に農業に生きよう。素晴らしい機械が農業
の担い手だ。製品開発に努力してください。農
業にも省力化が必要なのです。
（新潟県 石田様）
■農協のリース事業によりニプロさんの機械を
使用し、1年が経ちました。もうすぐ今年の田打
ちがはじまります。昨年は農協さんからの機械の
説明もなく、説明書もなく、使用に四苦八苦し
ていた主人でしたが、ニプロさんに問い合わせ、

即、説明書を送っていただき、対応の早さに感
心しておりました。今年の新製品拝見しました。
あぜぬり機もあったらいいなぁ。でも、先立つも
のが無いので諦めています。稲作だけを少々や
っている我が家にとって、機械にかけられる金額
はおのずと限られてしまいます。しかし、カタログ
を拝見し、いつか手に入れようという希望だけは
捨てません。顧客に対する対応の早さはニプロ
さんの仕事に対する前向きな姿勢そのものだと
思います。また、分からない所があったら問い合
わせます。
（新潟県 佐藤様）
■前略 いつもありがとうございます。さて、今
回の案内で、ちょっと考えてみたら、あぜぬり機
です！私は富士の2段たたきを使用。あぜぬり機
は押さえが甘く、また後日ひび割れが出てくる。
田植から80日間ほど水漏れはダメ。塗機が回転
しながら上下の振動でたたく動きがあっては？た
たくということは富士さんと関係があるのかな？リ
ターン作業が出来るのは大ヒットです。頑張って
くださいね。
（富山県 堀様）
■7年前に圃場整備を行い、連続6年間、水田
代は自重7tのブルドーザーで行っています。トラ
クターで行う代とは異なり、水もち＋肥料もち＋
農薬の効きが良く、規定量の60％で済みます。
しかしながら、移動に苦慮し、昨年トラクター
42psとWGS-3100B、SX-1808、ＭＭ散布機
を購入しました。他のメーカーと比べ、松山製
品の良さは信じていますが、代の土の攪拌は充
分でしょうか？他の農業従事者も分かっている
と思いますが、例えば肥料の多い箇所の水稲
の穂高は他に比べ凸となっていますよね。ブル
代ですと出穂は見事なくらい平らになります。秋、
春耕うんはロータリーによる掘り返しが必要にな
りますが、代はハロー以外の方式でも
（トラクタ
ーを有効利用しアタッチメントできる）
できる新製
品を考えて下さい。ポイントは土をより多く攪拌
し、平に仕上げることだと思います。
（山梨県 井上様）
■ニプロの農業機械は、私達の石の多い耕作
地には耐久性に優れています。今までにスキ・サ
ブソイラー・ロータリー・ドライブハロー等購入し

ましたが、ほとんど故障がありません。以前、
トラ
クターについていたロータリーはチェーンが切れ
たり、シャフトが折れたりして大変でした。今年
の秋にトラクター26馬力購入の予定ですが、石
間に強く土が細かくなるロータリーの機種品番
等教えてください。
（長野県 井出様）
■ロータリーSX-2005とウィングハローHT2900Bを43PSのトラクターに取り付けています。
ロータリーは約900時間ほど使用していますが、
とても丈夫で気に入っています。1回軸のベア
リングを交換しましたが、まだまだ充分使えます。
石の多いところでも壊れないのはさすがです。以
前のトラクターについていた純正のロータリーは
すぐにカバーがぼこぼこになりました。ハローは
中古で購入しましたが、代かきの仕上がりがとて
もいいので、大変満足しています。あっちこっち
磨り減ってガタガタになってきたので新型のハロ
ーが欲しいのですが、高くてなかなか買えません。
今年も修理して使います。修理はいつも自分で
やっています。
（愛知県 林様）
■2003年2月23日浜松展示会でリターンあぜ
ぬり機SZ300Rを注文、4月18日納品、19日試
験運転、以降約10km施工、上々の出来、周
囲地域で評価され、本年は水漏れ、もぐら・ザリ
ガニ被害はいまだ出現されておりません。水稲
は水持ち、用水管理の上からも大変重宝してお
ります。来季は一層周囲の目を惹きそうです。
（愛知県 西尾様）
■ニプロウェーブ春号の送付ありがとうございま
す。今までハローHSY-2405Bを使っていました
が、この春よりWGS-3101BE-A2に変更を致し
ました。もとより、ハローの仕上がり等には満足
しているところですが、道路等の問題で使えな
かったところがあって苦労をしていたが、今年は
楽しみです。ちなみに、ソイルリフターについて意
見を言わせていただくなら、他社
（プラソイラ）
の
ようにパイプローラーのような整地機能等がつ
けられないものでしょうか？ヤンマー試運転機を
借りテストをしたが、秋すきであれば使えるとの確
信を持ちましたが、当地区のような粘土質では
春には無理との結論になりました。スリップして

動けない。トラクター34馬力でも。今後もよりよ
い情報をお知らせください。楽しみにしておりま
す。
（滋賀県 北川様）
■私は、男子2人、女子1人の4人で受託田
40haと作業受託20haを経営しています。今ま
で、変形田ではHRG1800B、圃場整備田では
HR-2000BKとハローを使い分けていましたが、
去年よりWGS2800BE-BBを使用しました。大
変作業がはかどり、嬉しく思っています。また、あ
ぜぬり機ですが、vol.9春号にありました通り、
ト
ラクター＋作業機分をスコップで直していました
が、リターン機があることは、機械屋さんより聞い
ていましたが、実演とかお願いできませんか。こ
れからも良い製品を生み出してください。ご期待
申し上げます。
（滋賀県 瀬川様）
■あぜぬり機AZ701Hを使っています。今思うと
早く購入しすぎたかな？リターンまで来ましたか。
WGS2800のカタログ受け取りましたが、今春
購入して使用してます。とても楽しく代かき作業
が出来ました。フレールモアと不耕起直播機と
の組み合わせで、大豆の播種が、雑草対策とし
て利用できました。特にローラが整地と鎮圧を
行うので播種が楽でした。ロータリーカルチは、
大豆への利用は？ロータリーSX2008もスプリン
グゲージ輪で楽してます。 （広島県 藤井様）
■前略 梅雨空が続く今日この頃ですが、貴
社ますますご清栄の段、心からお喜び申し上げ
ます。さて、ニプロウェーブ、毎回送っていただき
ありがとうございます。我が家で活躍しているニ
プロ製品はMR78ですが、本当に重宝していま
す。手引きのすきに比べると本当に楽ちんです。
小形管理機
（マメトラ）
に装着して使うと畔際も
キレイに反転されてグー！時代の先端を行く大型
農機だけではなく見過ごされそうな小型農機に
もニプロの心配りが嬉しいです。一度本社工
場を見学したいです。
（香川県 森田様）
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■5年前2m代かきハロー購入後、3mそして去 ないといけないわけで、
なかなか踏み切れません。
年3〜4ｍの代かきハローを買いました。代か しかし、私の地区でも、新しく購入するならばも
き作業が非常に早く完了するメリットを生かし う共同で買いましょうとの考えが大方で、クイッ
て、規模拡大に努め、現在16ha耕作していま クカプラが必要となり、クイックカプラを使用で
す。今後も価値ある作業機作りを宜しくお願 きるように作業機の部品を替えてみたりの作業
いします。
（山口県 池本様） が必要となってきました。前に進もうとすればあ
■ニプロみんなの広場の皆様の意見多数掲載 っちに引っかかり、こっちにも引っかかり、なかな
楽しく読ませていただいています。
「ニプロウェー か難しいです。今回大豆・麦兼用の土入れ機
ブの作業機講座」
と
「これが今年の新製品」
を を購入しました。土入れの作業に早く便利なこ
興味深く拝見しています。秋冬はヤンマー・ヰセ とは言うまでもありませんが、畦の上にも結構土
キ・クボタ等の展示会実演会の催しがあります を跳ね上げてくれますので、細く貧弱になってい
が、必ずニプロの作業機が展示してありいろい た畦畔も何年か続けていけばしっかり太ってくれ
ろな説明とベストの使用方法など聞かせてもら るのではないかと思わぬ効果を期待しています。
っています。また、パンフレット等も頂いて帰りま （あぜぬり機が今回紹介してありますが）
愚痴っ
す。農作業が出来ない時にパンフレット等を見 ぽいことばかりで申し訳ありません。今後ますま
るのが楽しみです。またのニプロウェーブを楽し すの貴社のご発展をお祈りいたします。
みに待っています。頑張ってください。
（佐賀県 横田様）
（福岡県 大庭様） ■従来トラクターのロータリーを使用し、田植え
■毎年ニプロウェーブを送っていただき、ありが 前の荒かき、代かきを行っておりました。2年前
とうございます。私はドライブハローHR-2608B に貴社のドライブハローHRG2008BKAを購入
を使用していますが、大変効率がよく、いい製品 し、使用しました。結果、タイヤの凹みもなく、麦
であると実感しております。しかし、最近交通量 わらくずの浮きも減り、田植えを効率的にできる
の多い道路、狭い農道を行く時等は大変苦労 ようになりました。そのため、補植も簡単にすむ
しています。今度買い替えする時は3分割をと思 ようになりました。また、確実なデータに基づくも
っております。また、水田農業機械の大型化に のではないのですが、肥料や水の無駄も少ない
より土壌が硬く、排水も悪くなり、裏作の麦・大 感じがします。今後大切に使用していきたいと
豆の時に困っています。今回、春号製品でソイ 考えております。最後に貴社のますますのご発
ルリフターに大変興味を持ったところでございま 展をご祈念申し上げます。（佐賀県 小川様）
す。他に天地返し、排水対策等に良い機種が ■今度あぜぬり機を買い入れました。田地圃場
あれば送ってください。アドバイスも宜しくお願い 整備にて田地広いためあぜぬり作業に苦労し
致します。
（佐賀県 森山様） ていましたが、あぜぬり機を買い入れてから楽に
■今回送っていただき本当にありがとうございま なりました。近代農業は機械にて作業、仕事は
す。私の住む町は99％兼業農家、1区画30a 楽になりましたが、金がいり、農家も苦労してい
の整備は出来ていますが、山あいで1戸平均耕 ます。松山株式会社、ますますのご繁栄を祈り
作面積は70〜80a程度です。近年、後継者が ます。近所農家にも知られます。良好です。
なく高齢でやむなく耕作が続けられなくなる人が
（熊本県 西村様）
増えるのは間違いありませんが、兼農ゆえに引き ■私は68歳で田を4町5反、夫婦で耕作してい
受ける人は少なく心配されます。もう少し、米・ るものでございます。今まで田植え時期になると
麦・大豆価格が上がれば、少々の無理をしても 代かき時に麦わらがあって大変時間がかかって
やってみようかと思う人も出てくるのではないかと いました。そんなことがあって、大分クボタ展示
は思いますが。面積が増えれば機械も大きくし 会で営業マンに話していたところ、まだハローを
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使っていないのかと笑われ、ハローが良いと、ハ
ローを買うならニプロ製品に限ると薦められ、使
ってみて、田は今までよりも早く均平に仕上がり、
非常に喜んでおります。これからも良い製品を作
ってください。宜しくお願い致します。
（大分県 安東様）
■平成13年にトラクタを買い替え、ニプロのロ
ータリーを購入しました。以前のはゲージ輪に土
が付着し、深耕にばらつきがありました。今回の
08ロータリーはゲージ輪にゴム製で出来ている
ため、土の付着がなく安定した耕うんが出来て
良好です。ロータリーの内側にステンレスを装着
してありますが、理屈から言うと、土が付着する
はずがないと考えるが、土が付着するようです。
（鹿児島県 山下様）
■ニプロウェーブの情報誌を送付していただき、
ありがとうございました。今年の春のY農機店で
農業機械や作業機の展示会があり、実演会場
ではニプロさんのリターンあぜぬり機やソイルリ
フターの実演が行われていました。中でもあぜ
ぬり機が今まで塗れなかった枕地のあぜぬりが
可能になったことにビックリしました。少しでも、
人の労力が軽減されることは良いことです。高
く評価いたします。今年の田植えも昨年に続き
早く終わることが出来ました。肥料散布や代か
き機は松山さんの作業機を持っていましたので、
楽に仕事が出来ました。これからも、より良い作
業機を開発していただきますよう、宜しくお願い
申し上げます。次の情報誌を待ってます。頑張
ってください。
（鹿児島県 山崎様）
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I

O
締切り

N
平成16年6月15日

郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番
応募方法 号、お分かりになれば会員番号をお
書きの上、下記までお送り下さい。

風景写真、作業写真
俳句や川柳、短歌
我が家の自慢料理
など

レシピのみでも、
写真やイラスト付きでも
OKです。

採用は誌面にて行います。

〒386-0497
長野県小県郡丸子町塩川5155
松山（株）

ニプロフレンズクラブ事務局

応募して頂きました写真や原稿などは、原則として

●添付のはがきをご利用ください。
（お手持ちのはがきでも結構です）

お返しいたしませんのでご了承ください。

●E-mailでも受付けています。

誌面の都合上、文章などを一部変更させて頂くこと

アドレス

nfc@niplo.co.jp

もございます。
採用させて頂いた方には記念品を贈らせて頂きます。

ご応募お待ちしています！
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