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こんにちは石丸さん

ゆめ、農業
今回は茨城県古河市に石丸さんを訪ねてゆきました。古河市は茨城県の
県西地区、最西端に位置します。北は栃木県小山市、野木町と西は群馬県
館林市、埼玉県加須市と境を接し、関東平野のほぼ中央に位置しています。
標高は平均20mと丘陵状の地形となっており、面積は123.58㎢です。平成

茨 城 県
古河市

17年に隣接する総和町、三和町が合併して現在の古河市となりました。東京
への距離も約60kmと近く、また市内をJR宇都宮線（東北本線）が走り、
東北自動車道及び国道4号線が南北に、首都圏中央連絡自動車道及び
国道125号線、国道354号線が東西に走り、まさに交通の要所となっています。年間の平均気温は15.3℃と比較的
温暖な気候になります。
古代の古河市は、東京湾
が近くまで入り込んでいた

公園内には茨城県の江戸時代農家の家屋が移築
されており、昔の面影を見ることが出来ます。

ようであり、渡良瀬川、利根
川、思川の近くに人々は古
くから暮らしていたようです。
また万葉集の中にも
「許我」
（こが）の渡しを詠んだ歌が
あり、
平安時代の吾妻鏡にも
「古我」の地名が出てきて

飛田家
馬小屋のある
曲り屋

おり、歴史が古い土地だった
公方館跡の石碑

ことが伺われます。
室町時代、京都に幕府を

開いた将軍足利尊氏は、
その子基氏を鎌倉公方として

茨城県古河市

派遣します。
鎌倉公方4代目の持氏は幕府に反旗を翻し
ましたが敗れ、
自害します。持氏の子成氏が鎌倉公方に
就任しますが、再度幕府に再び反旗を翻し、1445年に

中山家
猿島地方にみられる
直屋（すぐや）

鎌倉を逃れ、
この古河に座を移しました。
その後5代130
余年にわたり、
「古河公方」
と称して東国一円に重要な
位置を占めるようになりました。
古河公方の別館があった「公方館跡」は現在古河
公方公園（古河総合公園）
となって、史跡探訪の地と
なっています。

中山家内部

1

シ リ ー ズ

ゆめ、農業
古河市内のあちこちで古河
御所沼

古河公方公園内には他にも見所があ

ことができます。古河城の出城
があった諏訪曲輪跡には現在

ります。
公方館跡を囲むように御所沼が広がっ

古河歴史博物館が建っており、
古代からの歴史を見ることが

ています。

干拓時の排水ポンプ

城があった時代の面影を見る

戦後食糧難の時代にはこの沼は干拓

出 来ます 。特に江 戸 幕 府の

が行われ、水田にされました。現在は復元

重要職であった古河藩主土井

されて公園のシンボルとなっています。

利厚・利位に仕えた家老の鷹見

25haある公園内には花桃の木が多数植えられており、
3月下旬から4月上旬にかけて花桃祭りが行われます。
◆
江戸時代、古河は徳川譜代大名の城下町になりま

泉石に関しての膨大な資料が展示され、幕末期に
古河藩が多大な貢献をしたことが伺われます。歴史
記念館向かいには鷹見泉石の住居であった鷹見泉石
記念館もあります。

した。古河城は徳川将軍が日光東照宮参拝する際の
宿泊場所になっていました。参拝の行列は栗橋から渡し
船で渡良瀬川を渡り、
古河城下に入るのが習わしでした。
このこともあり、古河は徳川幕府にとって重要な土地と
なっていました。古河城は明治期の廃城令により解体
されてしまいました。現在渡良瀬川の堤防上に本丸の
位置を示す杭が立てられています。
また当時の絵図と
写真看板が横にありますが、渡良瀬川の護岸工事で
すっかり城跡の面影がなくなってしまっています。
旧日光街道沿いには徳川将軍の日光参拝の際、

古河歴史博物館

古河城入場前に徳川将軍をもてなしたとされる、
お茶
本丸位置の杭

絵図

2

屋口跡の看板があり、
当時を偲ばせます。

お茶屋口看板

出城跡の碑

鷹見泉石記念館

古河文学館

永井路子旧宅

古河篆刻美術館

武家屋敷土塀

市内には歴史をしのばせる施設が幾つもあります。

は遊水地に水を逃がし、
渇水時には山中湖の水を利用

古河出身の文学者の様々な資料を集めた古河

する水瓶になっています。

文学館、全国的にも珍しい篆刻作品を展示した篆刻
美術館、
歴史小説で有名な永井路子旧宅があり、
見学
することが出来ます。
また市内通りには江戸時代を偲ば
せる旧武家屋敷の土塀を見ることが出来ます。
◆
古河市を流れる渡良瀬川は群馬・栃木県県境にある

す かい さん

皇 海 山（2,143m）
に源を発し、利根川に流れ込んで
います。幾たびか洪水を起こした為に、
この治水を目的で
渡良瀬遊水地が作られました。常時水を蓄える山中湖

谷中湖

現在渡良瀬川、思川、巴波川が渡良

は、低地にあった山中村を半ば強制的に廃村にして、

瀬遊水地に流れ込み、利根川の水量を

その地に作られた人造湖です。

調整し、都心に安定供給されています。

山中湖の周りに第一遊水地、第二遊水地、第三遊
水地が広がり、
総面積33㎢、
総貯水量2億㎥で、
洪水時

谷中湖周辺図
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ゆめ、農業

レタス畑

ハクサイ畑

石丸さんは古河市南間中橋（旧三和町）
で野菜作の
農業を営んでいます。就農は農業大学校卒業後すぐに
家業である農業に従事しました。現在31歳になります。

ションがメインとのことです。
平成8年に全農茨城県本部（当時は経済連）が
量販店、生協、業務用などの販売先ニーズに合わせた

就農についてはいろいろ迷うこともなく、当然のように就農

選別、包装加工等を行ない出荷するVF（ベジタブル・

したとのことです。 現在７haの畑でレタス、ハクサイ、

フルーツ）
事業を始めました。

ニンジン、ナスの栽培を主体に畑作農業を行っています。

現在「中央」
「県西」
「県南」の3つのステーションと

主体になるのはレタスとハクサイの露地栽培です。
レタスは春取り、秋取り合わせて2.6ha、ハクサイは
春秋合わせて7haの栽培になります。ニンジンは春取り
で1.3ha、なすは0.4haの栽培になります。
◆
石丸さんの野菜の出荷は、ほぼ100％契約栽培と
なっています。このことに関して「この地区は市場出し
を行っている人もいる。野菜相場が良い時は本当に
うらやましく思える時もあるが、契約栽培は作付と同時に
ほぼ収入がいくらになるかが見え、計画が立てやすい。
契約栽培は信用が大切なので、長い年月をかけて
信用をつかんできた。このことを大切にしてゆきたい。」
とのことでした。出荷先は全農茨城県本部のVFステー
4

全農茨城県西VFステーション

「青果集荷」
（生協から業務受託し、野菜等のパック
詰め機能をもつ）
「平和島」
（東京・大田区）
の5つの
ステーション体制となっています。
機能別には「中央」は量販店、スーパー、学校給食
向け、
「県西」は業務・加工用、
「県南」は地元産を
地元小売に卸す地産地消型となっています。
石丸さんは茨城県八千代町にある県西VFステーション
へ出荷しています。農産物は契約農家が直接持ち
込み、精算はそれぞれのJAを通じて行うようになって
おり、県本部と各JAの協調が取れています。VFステー
ションの能力から、決まった契約農家から決まった量を
受け入れる仕組みとなっているようです。
◆
石丸さんは平成29年7月に発売された、大型トラクタ用
グランドロータリー SKL2400-4Lをいち早く導入していた
だきました。77馬力のトラクタを導入する際、このSKLを

ならないくらいに良い。またロータリーへの土の付着も
少なくなった。」
と満足の言葉を頂きました。
雨が続き水分が多い圃場条件ですが、無理を言って
畑の耕うん風景を撮らせてもらいました。

セットして購入いただきました。購入の動機となったのは

この地域の一般的な耕うん方法は出来る限り深く

普段から付き合いのある農機店さんから「機能アップ

耕うんするとのことで、ゲージ輪をいっぱいに上げて、できる

されたロータリーが出る。」
と言う情報を聞いて迷うこと

限りの深耕しを行います。チェーンケースの土への入り

なくSKL2400を選択して頂いたとのことです。

方から見て、恐らく30cmは深耕しになっていると思われ

実際に使った感想を聞くと
「砕土は今までと比べ物に

ました。
5
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ゆめ、農業
最後に今後の抱負を聞きました。
「出来れば今の経
営の倍の面積をやってゆきたい。しかしこの周辺地区
では若手が農業を継いでおり、空いた農地がなかなか

-0108
44-1
〒306
間中橋
河市南
古
県
茨城

出てこない。つくば市や小山市には空いた農地がある
という話は聞くが、経営を考えるとそこまで行って農業を

一郎
石丸 雄

しても無駄になる。自分の経営のモットーはムダを省くこ
と。契約栽培だから利益を上げるためには経費をいか
に抑えるかにかかっている。肥料、農薬、堆肥投入全

TEL

てにおいてムダを削減したい。単純に面積の拡大はで

6-3822

0280-7

きない。」
とのこと。堅実な経営を目指されていることが
理解できました。

型式 ・ 区分
SKL2200-4L
SKL2200-2L
SKL2400-4L
SKL2400-2L
SKL2600-4L
SKL2600-2L
SKL2200D-4L
SKL2200D-2L
SKL2400D-4L
SKL2400D-2L
SKL2600D-4L
SKL2600D-2L

作業幅
cm
220

240

260

220

240

260

質量
kg

（注1）

630
640

適応馬力
kW（ps）
36.8～62.6
（50～85）

675
705
710

47.8～73.6
（65～100）

660

36.8～62.6
（50～85）

730
760

サイド
ディスク

装着方法

¥1,350,000

¥1,404,000

2点クイックヒッチ
標準12
最大15

¥1,447,200
¥1,404,000

¥1,458,000

2点クイックヒッチ

2点クイックヒッチ

cat2

JIS標準オート ヒッチⅠ・Ⅱ型（注3）
2点クイックヒッチ
付

¥1,609,200
¥1,566,000

（注1）質量にスタンド質量30kgは含みません。
（注2）標準組込のギアの回転数。オプションで156/170/185/284/310/338rpmのギアを用意しています。出荷時は202rpmです。
（注3）SKL2200及びSKL2200DはSカプラの対応も可能になっています。
＊ 4Lの場合セットカプラEL61/EL62の寸法は含みません。
＊希望小売価格は2018年現在の8％税込価格です。上記型式の他に3L/0Lがあります。3Lは4L-¥21,600、0Lは4L-¥97,200
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cat2

JIS標準オート ヒッチⅠ
・Ⅱ型

（注2）

標準12
最大18

cat2

JIS標準オート ヒッチⅠ
・Ⅱ型

なし
PTO
540
rpm時
202
220
239
261

¥1,555,200

¥1,501,200
47.8～73.6
（65～100）

耕うん軸
回転数
rpm

JIS標準オート ヒッチⅠ
・Ⅱ型（注3）

¥1,512,000

695
725

作業深さ
cm

¥1,393,200

¥1,447,200

740
650

希望小売価格
（税込）

cat2

JIS標準オート ヒッチⅠ
・Ⅱ型
2点クイックヒッチ

cat2

JIS標準オート ヒッチⅠ
・Ⅱ型
2点クイックヒッチ

cat2

の

話題
これが

品
製
新

N e w

P r o d u c t s

ウィングハロー
WRZシリーズ（30～60ps向け）新発売！！

WRZ4200N
国の政策もあり、また農家の高齢化から農地の担い手への集積が進
んできています。必然的に担い手の所有するトラクタは大型化になっ
てきていますが、湿田等の圃場条件から重量がある本格的な大型トラ
クタは適さない地区もかなりあります。また個人経営の水田経営でも

更に作業効率をアップしたいというニーズもあります。このような
背景から、
トラクタメーカー様は中型トラクタを馬力アップさせた40
～60馬力のトラクタを開発してきております。このトラクタにベスト
マッチして、代かき作業の更なる効率化を図れるウィングハローとして、
WRZシリーズが昨年
（2017年）
10月から発売となっています。
作業幅3.6ｍ /3.9ｍ /4.2ｍの3機種で、それぞれ日農工標準3点
オートヒッチへの対応、及び日農工特殊3点オートヒッチ
（A1/A2/B）
への対応が図られています。特に4.2m はこのクラスのトラクタに
マッチングできるウィングハローとしては、業界最長作業幅であり、作業
能率向上に大きく貢献します。
トラクタの車輪跡を消してゆくソイル
スライダーは可動式を採用して、最近普及がなされている半履帯式
トラクタの、
広い車輪幅にも十分対応できます。新形状VGサイドレーキ
は隣接部をきれいに仕上げ、高い均平性能を実現します。加圧装置を
設けていますので、強粘土地の砕土性能をアップさせています。
お手持ちの iPhone、iPad で作業状態を確認できる
「ニプロビジョン」
も業界に先駆けて搭載しています。

可動式ソイルスライダー

iPhone
型式・区分

WRZ3600N

VGサイドレーキ

希望小売価格
（税込）

iPad

質量
kg

作業幅
cm

折りたたみ時
寸法
cm

¥1,220,400 475

360

222

WRZ3900N 0S/0L/A1/A2/B ¥1,339,200 495

390

222

WRZ4200N

420

237

¥1,458,000 515

適応馬力
kW
（ps）

22.1～44.1（30～60）
27.2～44.1（37～60）

作業速度
開閉
km/h

2～5

電動
油圧

＊装着方法は日農工標準3点オートヒッチS/Lカプラ、日農工特殊3点オートヒッチA1/A2/B。＊質量は0Sの質量です。
（注）希望小売価格は2018年現在の8％税込価格です。
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ウィングハロー
WLZシリーズ（80～145ps向け）新発売！！

担い手による農地の集約が進んでい
る中で、本格的な大型トラクタを活用
して作業の能率化を図られてきてい
ます。このような
本格的な大型トラ
クタに適応するウィ
ングハローとして
WLZ シリー ズ が
昨年（2017年）9
月より発売になっ
ています。
WLZ6100NX
作 業 幅 574cm、
格 納 幅 245cm の WLZ5700NX、
作業幅610cm、格納幅281cm の

WLZ6100NX、作業幅651cm、格納幅349cm の WLZ6500NW
の3機種があります。
トラクタ馬力と圃場条件
（移動も含む）
により選択頂けるシリーズ構成に
なっています。
開閉部はダブルロック構造とフレーム構造体となっており、大型トラクタの
馬力と牽引力に対応できる十分な強度を有しています。フローティング
シールを採用して、駆動部のメンテナンス性にも考慮しています。
大型トラクタの広い車輪跡を消してゆくソイルスライダーは可動式で、
前後調整も可能にし、
より高い均平性を実現します。作業能率と高い性能
更に高耐久性を有するプロ向けのシリーズになっています。

クロスウィング式

WLZ5700NX
パラレルウィング式

可動式ソイルスライダー

ダブルロック構造

WLZ6500NW
型式・区分

希望小売価格
（税込）

全幅
mm
（注1）

作業幅
cm

センター
作業幅
cm

WLZ5700NX-0L

¥2,872,800 5970（2450） 1080 574

218

WLZ6100NX-0L

¥3,078,000 6330（2810） 1140 610

254

WLZ6500NW-0L

¥3,272,400 6735（3490） 1195 651

322

（注1）
（ ）
内は折りたたみ時の寸法。
※希望小売価格は2018年現在の8％税込価格です。
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質量
kg

適応馬力
kW
（ps）

作業速度
km/h

装着方法

折りたたみ方式

開閉

日農工
クロスウィング 外部
58.9～106.6
標準3点
2.0～5.5
オートヒッチ
（80～145）
油圧
パラレルウィング
Ⅰ・Ⅱ型

話題の

これが

新製品

N e w

P r o d u c t s

ドライブハロー
HL30シリーズ（50～105ps向け）新発売！！

HL3430
稲作農業では規模拡大が進んできて
います。それに伴いトラクタも大型化
してきており、代かき作業も更なる高能率化が求められ、
弊社としてもウィングハロー
（折りたたみ式）
のシリーズの

充実を図ってきました。しかし片方で稲作のコスト低減
のニーズもあります。このニーズに応える為に大型トラ
クタ用のドライブハロー
（一本物）
をモデルチェンジして、
HL30シリーズとして昨年（2017年）12月より発売を
開始してきています。作業幅は3.2ｍ /3.4ｍ /3.6ｍ /
4.0ｍの4機種になります。大型トラクタの幅広の車輪
跡を消す可動式ソイルスライダー（外側）が標準装備と
なり、より均平な代かきが行えます。
（内側はオプション
設定）ウィングハローで採用された VG サイドレーキが
HL30シリーズにも採用されて、隣接部の均平性能が
上がっています。もちろん大型トラクタに対応した強度
とメンテナンス性を有しています。

内側ソイルスライダー
オプション

型式 ・ 区分

希望小売価格
（税込）

作業幅
cm

質量

HL3230-0L

¥870,480

322

480

HL3430-0L

¥894,240

343

505

HL3630-0L

¥924,480

363

520

HL4030-0L

¥1,040,040

399

555

適応馬力
kW（ps）

36.8～58.8
（50～80）
36.8 ～ 77.3
（50～105）

外側
ソイルスライダー

作業速度
km/h

装着方法

2.0～5.5

日農工
標準3点
オートヒッチ
Ⅰ・Ⅱ型

※希望小売価格は2018年現在の8％税込価格です。
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ロータリーの耕うん爪の話 ⑤
ニプロロータリーは標準で取り付けられている汎用爪の他に、お客様の圃場・土質に合わせて様々なオプション爪を用意しています。
オプション爪はその特性に特化するため、逆に短所も現れます。圃場や土質、作業目的に合った耕うん爪をお選びください。

爪の種類について
汎用爪（なた爪）

5
4
3

汎用性に優れた田畑兼用爪です。わら等の絡みが少な
く、反転・土離れが良く、低馬力です。現在のロータリー
の主流を占め、当社のロータリーにもこの爪を標準セッ
トしています。
（一部違う機種あり）
しかし石の多い地区
にはやや不向きです。

2
1
0

スーパーブラウン爪（オプション爪）
汎用爪（なた爪）
に比較して耐摩耗性と経済性を両立し
た爪です。
独自のリニアツイスト形状の採用と爪幅を広くすること
により、耐摩耗性は汎用爪の約1.5～1.6倍（当社テス
ト比）
です。しかし価格は1.1～1.2倍に抑えています。

5
4
3
2
5

プロフェッショナル爪（爪軸両端・タイヤ跡専用オプション爪）
一般的に爪が早く減る部分は、爪軸両端の側板につい
た土と摩耗する部分と、
トラクターの車輪後の硬くなっ
た部分です。プロフェッショナル爪は G 加工（溶着加工）
を基部まで長くした爪です。両端部分、タイヤ後部分に
プロフェッショナル爪を取付けることで硬い土の部分に
も高い耐久性を発揮します。
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4

1
0
ブラウン爪
A334Gのみ

3
2
1
0
ブラウン爪
A334Gのみ

必ずニプロ純正耕うん爪を
使用してください。
ニプロ純正耕うん爪以外を使用した場合、
保証の対象外となります。

S 爪（オプション爪）

5
4
3

S 爪は固く食いつきの悪い圃場に適しています。また
石などが多い圃場でも折れにくく、曲がりにくい爪です。
重粘土地ではやや抱き込む傾向があります。

2
1
0

シルバー爪（オプション爪）

5
4
3

大型トラクター用の田畑兼用の強力爪です。耐摩耗性
は汎用爪の2倍（当社テスト比）
で、石などの衝撃にも曲
がりにくく、折れにくい爪です。
湿田ではやや抱き込む傾向があります。

2
1
0

この他にも畑用なた爪、花形爪、Ｍ爪、
Ｌ爪なども準備しています。
詳しいお問い合わせは、本社営業部または、各営業所にお問い合わせ下さい。

新製品

ＳＸ１０シリーズ用

ブラウン爪 A334G

ブラウン爪
A334G
プロフェッショナル爪
A334PG

スー パ ーブラウン爪 の 耐久性と低馬力を備 えたブラウン爪
A334G が発売されました。
またプロフェッショナル爪 A334PGも同時発売です。ニプロロー
タリー SX10シリーズをご使用のお客様、爪交換時には是非とも
ご検討ください。
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岡 田 光 司
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氏

有限会社岡田フォトオフィス代表取締役

長野県上田市在住の風景写真家。
企業の広告、カレンダー、雑誌などの
仕事多数。
数年前から、海外遠征にも精力的に
取り組 んでおり、国内外 の新たな
大自然の素顔を撮り続けている。
有限会社岡田フォトオフィス
http://www.okada-photo.com
（岡田光司氏プロフィール）
1967年生まれ
1990年新潟大学経済学部卒業
生命保険会社入社
同年退社 フリーカメラマンとなる
清流出版より写真集 夢の記憶、水への手紙、
風の中のI love youを出版
2012年〜山と溪谷社より『カレンダー小さな
幸せ』を毎年出版している

池塘と穂 高連峰
（上高地田代池付近で撮影）
12

河童橋と穂高連峰

信州松本

上高地

ニプロ
周辺MAP

今回は、松本市の西部の安曇地区、中部山岳国立公園内
にある日本を代表する山岳景勝地として知られる上高地の
魅力の一端を紹介します。

清らかな川の流れや神々しく聳える山々
を望むこの地は、古くは神垣内、神合地、
神河内また、神が降り立つ地（神降地）
な
どと称されたことから転訛して上高地と呼ば
れるようになったとも言われています。 特に
春の雪解けから芽吹きの季節は、木々の
鮮やかな新緑と残雪をまとった山々とのコン
トラストに魅了されます。

13

1915（大正4）
年、焼岳の大噴火で噴出した泥流で梓川が堰き止めら

上高地の中でも比較的人影がすくない原生林の中を歩いていると突如

れて出来た大正池の神秘的な風景や、河童橋からの穂高連峰、梓川の

として湿原が広がります。そこが田代池です。 箱庭のような美しい風景

清流、新緑のケショウヤナギが織りなすその景観は、日本の山岳風景を

が癒しを与えてくれます。

代表する景観のひとつです。

河童橋から梓川沿いを1時間ほど歩くと、穂高神社奥宮のある明神池
があります。背後に高く聳える明神岳からの伏流水が湧き出す水面には、
清流に生息するイワナの姿も見られます。毎年10月8日には穂高神社奥
宮例大祭
（お船祭り）
が行われます。

明神池

大正池と焼岳

自然保護のため通年マイカー規制を行っており、
自家用車は乗り入れ禁止となっています。沢渡
駐車場、平湯駐車場にて、バスやタクシーを
ご利用ください。また、各地からの直通バスも
運行しています。

明神からさらに奥に進むと、広々と開けた草原地に。上高地の奥座敷
と称される徳沢です。ニリンソウの群生地としても知られ、多くの花々と、
眼前に迫る穂高の峰々に魅了されます。また、井上靖著「氷壁」に登場
する徳沢小屋（徳沢園）
には、氏直筆の
手紙も飾られています。
横尾

穂高連峰
明神池
徳沢

ウエストン碑

梓川
河童橋

明神橋

穂高橋・田代橋
明神

焼岳
上高地バスターミナル

大正池

六百山

田代池
霞沢岳

上高地トンネル
釜トンネル
安房トンネル
至高山（平湯駐車場）
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至松本市街（沢渡駐車場）

ニリンソウ

上高地を語るうえで欠かせない人物のひとり、この地
の名を広めた功労者、イギリス人宣教師ウォルター・
ウェストンは、
「日本近代登山の父」
として知られていま
す。 梓川の広場にはその栄誉を称えた碑（レリーフ）
が
日本山岳会により1937
（昭和12）
年に設置され、1947
（昭和22）年から毎年6月の第一日曜日には、レリーフ
前でその功績を称えウェストン祭が開かれています。
上高地の魅力はまだまだありますが、今回はその代表的なものを紹介し
ました。目的に応じた楽しみ方ができるこの地に是非とも訪れてみてはい
かがでしょうか。

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）
■いつも大変有難う御座います。私も80才になり ■パンフレッ
ト送って頂きましてありがとうございます。 事が大好きで古い農具の写真等見るとワクワクし
ましたが、頑張っています。北海道農業も少子高
齢化で後継者ほとんど無く、現在農業している人
のほとんどが70才代になります。貴社の様に新
型の作業機が発売される事は、人手不足の現在
大変に有難い事です。今後も貴社の発展を祈
念致します。トラクターも100馬力が主体になりま
した。今後も頑張って下さい。
（北海道 丸山様）
■毎度ニプロ製品の情報御送りいただき有難く
思っています。貴社の製品は色・デザイン極めて
良好であります。昨今、稲作より畑の作物の作
付けが多く、農家も大変です。しかしそれに追い
ついていかねばなりません。例えば畑の作付け収
穫の機械、ナタネ、
トウキビ、大豆、小豆これ等に
ついての機械化が急務です。
（北海道 稗田様）
■昨年4月に、アッパーローターBUR2410を購
入しました。購入時、
フォード6600で使えるか心配
（79psで40年前に購入した古いトラクターで）
し
ていましたが、なんとか使えて作業が早くなりました。
（玉葱農家）
（北海道 湯谷様）
■ニプロウェーブを毎回送付ありがとうございます。
春にLXR2410の中古ロータリーを購入いたしま
した。チェーンケース側と反対側の爪のボルトの
2個穴
（ナット）
の種類は同じものでしょうか？又、P
爪について価格をお知らせ下さい。
（北海道 佐藤様）
■ニプロロータリーを大小3台使用。岩見沢市栗
沢町が近いので部品を買いに行くのが近くて助か
ります。営業所の皆さんが親切でうれしいです。
（北海道 久源様）
■深耕ロータリーはありませんか？作業深さ40〜
50cmぐらいのロータリーが欲しいですね。
（北海道 矢田様）

（青森県

森様） ています。又、新製品の紹介等を読ませて頂くと、

■いつもありがとうございます。私はヰセキトラクター
につけてニプロドライブハロー使っています。作
業が早く仕上がりが良く助かっております。今後
共宜しくお願い致します。 （青森県 西村様）
■今回もニプロウェーブ誌を見させて戴きありがと
うございます。当地青森県津軽地方の田園地帯
も経営体育成基盤整備事業に取り組み安定し
た稲作作りを目指しています。今後の若い人達
に農地を守ってもらうため、新しい商品が開発され
ましたら教えて下さい。
（青森県 奈良様）
■性能が良く助かって居ります。
（青森県 若松様）
■フレールモア FNC1402を導入し、休耕田の
除草が格段に楽になりました。わずか40アール
の水田ですが、乾燥まで自家対応で、天候に合
わせてマイペースで作業しております。山間部の
小規模農家では、次世代への引継ぎは困難です。
省力化できる機械をできるだけコストを掛けずに導
入できるよう、よろしくお願いします。
（岩手県 中嶋様）
■情報誌ありがとうございます。最終ページに俳句、
川柳、短歌のコーナーがあってびっくりしました。で
も、最新の大型農機をつかっていても農業は自然
と大地の上で生きているので、風情はつきもので、
とてもうれしいコーナーでした。
（岩手県 畠山様）
■毎年ニプロウェーブ送って戴き有難う御座居ま
す。高齢化農業 春85才になりましたが、33馬力
のトラクターに乗って働いています。ドライブハロー
で３町２反、水田畑１反歩程耕作しています。
「ゆ
め農業 こんにちは篠本営農組合さん」楽しく読ま
せて戴きました。これが話題の新製品も見させて
戴きました。若い時は馬で松山馬耕で田打ちをし
た。
「大地を耕す」も、なつかしいです。

あっ今度こういうのが発売されたんだと感激してい
ます。次のVOL.30には何が掲載されて来るんだ
ろう？とお待ちしています。又送って下さいネ！
（宮城県 横山様）
■数十年前からニプロ製品を使用していますが、
今回のニプロウェーブを見て、基本は変わらず、
進歩しているように思いました。又、今年春に購
入したライムソワーについては、化学肥料を考え
た作りのように思い使用していますが、特別な肥
料散布の場合、容量が少なくかさ上げ等の製品
があればと思っています。 （秋田県 齊藤様）
■大変ためになる記事ばかりでした。特に「こん
にちは篠本営農組合さんの記事」は読みごたえ
がありました。
（山形県 野口様）
■ニプロの作業機は仕事がキレイで長持ちする
ので最高です。私は稲作農家ですが、直播の作
業機を開発してもらえるとありがたいです。
（山形県 菅原様）
■ニプロウェーブを送っていただき感謝申し上げ
ます。ここ庄内は秋の収穫
（稲刈り）
の真っ最中
です。春以来、ニプロの農業機械が活躍してくれ
ました。貴社の益々のご発展を庄内からお祈りし
ています。
（山形県 五十嵐様）
■シーズン終了後にウィングハローを購入しました。

1年間飾っておく事になりました。早く使ってみた
いです。
（山形県 菅井様）
■販売店で知らない製品等も有りますので、総合
カタログ送付願いますか。また今後取り組み製品
情報等もお知らせ願えれば重ねてお願い致します。
（福島県 大和田様）
■ニプロ製品を購入した中でいずれもハズレ無し。
ニプロ「ガンバレ」
（福島県 志賀様）
■ニプロウェーブ送付ありがとうございます。使用
■ニプロウェーブご送付ありがとうございます。新
（岩手県 木村様） してから3年になりますが、仕上がりがきれいに出
商品も参考になり、次回購入のためにも勉強にな ■いつも楽しく拝見させてもらっています。貴社 来てとても良いです。
（福島県 齊藤様）
ります。
（青森県 田守様） の歴史から現在の新製品まで、私も古い歴史の
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■ニプロウェーブを送付有難うございます。スライ ドロータリーを使用したいと思いますが、どの製品 ています。
ドモア TDC1200を33ps に取付けていました。 がいいのか教えて下さい。
（茨城県
45psトラクタ購入してロータリーSX1910と共に

（茨城県

片倉様）

小松崎様） ■ニプロウィングハロー９月発売、常陸大宮市

■いつも「ニプロウェーブ 」楽しみにしています。 横山農機より求める事にしました。WRZ4200N

使用しています。新製品あぜぬりカタログ有りまし 私は貴社のロータリー
（2台）
、
ドライブハロー、ライ （4.2m）
12月納入。
たらお願いします。
（福島県 門馬様） ムソワー
（FT2006H）
、犂
（MR44）
を使用してい

（茨城県

飛田様）

■工場見学を兼ね、信州松本を散策したいです。 ます。特に犂は馬耕時代からテイラーで引く犂ま ■思っていたよりも仕上がりがきれいですね。
又、グランドロータリー大変気に入っています。

で使用しています。小さな土地を耕す時、ワラ等

SKS2000にして良かった。（茨城県

横田様）

（福島県 山内様） のスキ込みには重宝しています。現在使用してい ■現在、仕事も退職し年金生活、でも農業は努
■ロータリーの爪の取付の場合、ボルト取付になっ る犂は
（MR44）
で古くなったので犂先はないかも 力し真面目に行えば、それだけ収穫が返って来ま
ていますが、ボルトの摩耗によりゆるめるのが大 知れませんが、
もしあったら購入したいと思っていま す。農機具も退職金でほとんど買い替え、ニプロ
変です。爪の交換をするのに半日位かかります。 す。最後になりますが、これからもニプロ製品を使 のドライブハローを使用し作業中です。畦畔作り
ワンタッチに出来ないのでしょうか？お願い致します。 用して行きたいと思っておりますので、より良い製 のカタログを以前送付いただき有難うございます。
（福島県 熊田様） 品の開発をお願いします。 （茨城県 橋本様）
（栃木県 相馬様）
強度面の問題もあり、ワンタッチは難しいのですが、 ■私は78才、妻は73才です。水田耕作面積は ■この度トラクターを新規購入しました。クボ
現在爪ボルトを組ボルトにして比較的簡単に締め 1町5反あります。25馬力のクボタトラクターを使 タトラクター45馬力です。ロータリーはニプロ
たり、緩めたりできるようにしてきています。爪交 用、ハローは貴社
（ニプロ）
のものです。山間地で SX1810-4Sです。クボタロータリーもあったので
換の際は併せてご検討ください。
すので収穫は少ないですが、4年前に当地域の すが、長年ニプロを使用しているのでニプロにしま
■ニプロウェーブ有難く拝見させてもらっています。 コシヒカリが食味日本一になり、翌年に寿し米世 した。
（栃木県 長様）
当方クボタKL345-PCトラクター使用。稲わら、 界一になりました。その関係で当地域のコシヒカ ■私の親友が今の JA に就職しまして、16年前
又は稲株がすき込まれず、代掻き作業時に浮き リは評判も上々です。
（茨城県 仲田様） に定年で退職しました。今月号の松山篤氏の記
上がり田植後に苗に被って困っています。グラン ■ひたちなか市と東海村は日本一の干し芋の生 事を読みまして、この親友と語り合いました。彼は
ドロータリーSKSシリーズが2016新発売を見ま 産地です。現在は食料甘藷・干し芋の原料いも 退職後地域の色々な役職を務め、特に農業に関
して興味がわきました。又あぜぬり機
（ニプロ）
使っ と人参を生産しています。今は2台目ニプロポテ する関東甲信越、東北の歴史について資料を集
ています。
（福島県 鈴木様） カルゴを使用しております。部品については20年 めたようです。松山篤氏の業績については知らな
■農業大変な仕事ですが、収穫時期になると苦 位まで部品を取り揃えて欲しいです。
かった様で恐縮していました。ロータリー、
ドライブ
労した事を忘れます。健康に気を付けて今後も頑
（茨城県 松本様） ハロー、畦畔付機など世話になっていますが、
そろっ
張って農業に従事していきたいと思っています。 ■農繁期も過ぎ一段落、今は機械の手入れも終 て更新時期かな？今後の米対策によります。
昔の農業機械は小型でしたが、最近は私の近所 わりほっと一息。ニプロロータリーCBX1510丈
（栃木県 磯様）
の農家では大型農機が多くなり農機の進化が目 夫な機械に恵まれ、仲良く楽しく仕事をして居りま ■バックフォーをもっていない農家で、簡単な仕事
覚しいです。
（福島県 柳沼様） す。ニプロの従業員の皆さん頑張って仕事をして をトラクターで出来る様なミニフバッフォーのアタッ
■約60年ぐらい前、母が買ってくれた耕耘機 下さい。
（茨城県 飛田様） チメントの販売はどうでしょうか？ご検討願えません
YC-750に松山式二段スキで田畑の耕耘
（秋に ■毎回楽しく読んでいます。ニプロの製品は大変 か？駆動は油圧
（栃木県 今平様）
は約6日間）
をして大麦小麦まき
（約80a）
、田畑 すばらしいです。今度あぜぬり機の買入を予定し ■今年5月ウィングハローWRS3810N（ハロー
35aを耕うんしました。兼業農家でしたので、土 ていますので、カタログ等をお願い致します、よろ は2台目）
を購入しました。ロータリー系はすべて
曜の午後、日曜日が主に私の機械による作業で しくお願いします。
（茨城県 中村様） 松山です。
（栃木県 野口様）
した。初めての松山式二段スキ、今でも農機小 ■ニプロウェーブをいつも楽しみに待って読んで ■現在ロータリー、ウィングハロー、あぜぬり機、
ブ
屋に昔を惜しんで休んでおります。
います。ロータリーと、ウィングハローWRS3100 ロードキャスター等使用しています。これからも丈
（茨城県 石川様） を使用していますが、仕上がりがきれいなのでうれ 夫で使い勝手の良い機械を作って下さい。
■ニプロウェーブを毎回送って頂きありがとうござ しく思っています。
（茨城県 滝川様）
（栃木県 髙岩様）
います。現在ロータリーSXL2208を使用してい ■私は75才です。17歳頃から松山のスキで馬 ■農業はいつになっても必要です。でも、世の中
ます。トラクタークボタ73馬力。新製品のグラン 耕作業しました。現在はニプロのロータリーを使っ が豊かになるとそのありがたみが忘れられる。でも
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コツコツとやり続ければ時代の変化で認められる ロ製品を使って行きたいと思います。これからも で、月曜〜金曜は東京でサラリーマン、土日や休
ようになる。今は金にならない緑の下の力持ちで 米作りに良い製品を開発して下さい。
いる時かも。

（栃木県

小野様）

（埼玉県

暇を使い30aの田を作付けしています。トラクタを
山下様） KL345に取替えたのを期にニプロロータリー1.8m、

■私は栃木県の国分寺に住んでいます。先日上 ■平成27年12月にニプロフレールモアを購入し ウィングハロー3mに入替ました。以前 GL277ロー
田の国分寺に行って来ました。時間があればニ て約2年になるが、従来のロータリーでは草がから タリー1.5m、ハロー2m 使用の時より、年間トラク
プロの会社に寄って来たかったです。
み大変であった。しかしフレールモアではこの問 タ使用時間が110時間〜85時間くらいに減りま
（栃木県

近藤様） 題もなく、容易に草刈処理ができ、ありがたく便利 した。私みたいな兼業農家は限られた時間での

■歴史ある松山様の偉業に驚きました。これから に使っています。
（埼玉県 加藤様）
も良い製品を作って下さい。（栃木県 毛塚様） ■いつもニプロ農機愛用しております。ニプロの
■毎回楽しく拝見させて頂いております。わかり 草刈機のカタログお願い致します。
やすい内容で非常に助かっております。又、熱心
（埼玉県 佐藤様）
さが伝わってきます。今後共宜しくお願いします。 ■トラクター買い替えた時に、ニプロのロータリー、
（栃木県 澤田様） ドライブハローを購入しました。古い機械とは全く
■「紅葉の大正池と穂高連峰」
（ 岡田光司氏作 違い、全てが非常に良かったです。周りの人から
品）
を拝見し、信州の美しさを懐かしく思い出しまし も良い物を購入したねと言われました。これからも
た。私は定年後、伝来の田畑を引き継いでいま 大事に使用していきます。ニプロウェーブでみんな
すが、ほとんど休耕で草退治です。フレールモア の広場欄が参考になります。
（埼玉県 柴﨑様）
FNC1402F-A1を数年前から使用しています。 ■私は貴社ロータリーSX1710を使用し6年が経
2m 程はある草木をこっぱみじんにする力にいつ ちますが、作業後は必ずゲージ輪を最下位に下
も胸スッキリ、感動の一時です。刃が長持ちして ろし、爪を地面から浮かして格納します。これは両
くれることを祈っています。 （埼玉県 戸口様） サイドのベアリングに負担がかからないよう気を配っ
■トラクター用ロータリーを2台目使用、
しっかり出 ていますが、必要はないですかね？物を大切にす
来ているので助かります。ニプロ肥料まき30年近 るよう心掛けています。
（埼玉県 井田様）
く使用。今も使用しています。使用後は水洗いし ■ニプロウェーブを送付いただきありがとうござい
て油スプレーをしている。 （埼玉県 島村様） ます。毎回楽しく読ませていただいております。私
■いつもお世話になります。ニプロウェーブ楽しく は少々ですが、深谷ネギを生産しております。ネ
読ませてもらっています。現在、あぜぬり機 UZ300 ギは湿害に弱いのです。昨年からソイルリフター
（H13）
、ウィングハローWRS3110N（H25）使 を使い始め、生育は良好です。雨が多くても滞水
用しています。次回購入予定ブロードキャスター が少なく、畑は良好な状態です。今後も良質なネ
検討中です。新製品 MPシリーズ読みました。カ ギ栽培に努めます。
（埼玉県 丸岡様）
タログ等送っていただければ幸いです
（クボタトラ ■おかげ様で、29年の秋の収穫も終わり、まあま
クターKL34R）
。今後ともよろしくお願いします。 あの収量がありまして、ひと安心しております。い
（埼玉県 熊井様）
つも貴社の農機具のカタログ、また私の好きな長
■29年3月24日ニプロ片培土溝掘機 KMA- 野県内の観光案内、旬の果物、野菜等の案内を
TBS 購入致しました。作業が順調に進みました。 いただきまして、楽しく読んでおります。私の町で
ありがとうございました。
（埼玉県 梁瀬様） は水田主体の経営の人が大多数であり、大規模
■ヤンマートラクタと同時にあぜぬり機 SZR02を 農家も若い人の就農者が少なく1ha 〜2ha の耕
購入し使用しています。とてもきれいに仕上がり 作は
（60〜75）
才の人が耕作しております。
満足しています。今年の5月にニプロのブロードキャ
（埼玉県 遠山様）
スターMC208Hを購入しました。1町の肥料散 ■みんなの広場を愛読し、私もニプロ愛用者とし
布を1時間かからずに完了しました。今後もニプ て投稿したくなりペンを取りました。私は兼業農家

作業のため、ニプロのおかげで年間作業時間が
短くなり感謝しています。これからも永くニプロを
愛用していきたいと思っております。
（埼玉県 廿浦様）
■ニプロのハローを使って良かったです。ニプロ
にして本当良かったです。 （埼玉県 山田様）
■小型トラクターパワクロを使用しています。19
馬力ドライブハローHCB1810BH 仕様 ドライ
ブハローの泥跳ね防止のスクリーンラバー取付
け出来るでしょうか？カタログ下さい。秋29より
（千葉県 石井様）
■ニプロ製品は非常に丈夫で作業しても安心で
きる。
（千葉県 瀬川様）
■高価な機械なので大切にしたいです。修理し
ながら長く使いたいです。 （千葉県 大川様）
■ニプロウェーブ毎回楽しみに見ています。又、
新製品が出るのを楽しみにしています。来年はド
ライブハローを取り替えようと思っています。使用
のトラクターは、クボタ21馬力です。HC30シリー
ズで21馬力向けの型式はどれが良いか？又、カ
タログがあれば送って下さい。ブロードキャスター
MPも考えています。合う型式はどれか？わが家は
果樹2反、水田6反ほどの小規模農家です。ニプ
ロさんのくろぬり機も使用しています。きれいに塗
れます。今後も楽しみに見させていただきます。で
きれば小規模農家用に小型製品を色々作って下
さればありがたいです。 （神奈川県 菅沼様）
■今年度春にウィングハローを買入した。初めて
使用して、本当に仕上がり後の素晴らしさに驚き
ました。時間のかからないきれいな仕上がりは本
当に購入して良かったと思い、米作りに意欲がわ
きます。
（群馬県 松村様）
■小麦を作付している関係でスキ込み用ロータリー
に関心が有る。
（群馬県 須藤様）
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■毎号楽しく拝見しております。今回の裏表紙の

■今までは先輩方のやり方を見て作業していまし 心で245a 程作っております。機械が先か、体力

馬耕の写真をなつかしく見ました。当地は牛を利 た。色々な作業に対し、
「みんなの広場」で生の が先かはまだわかりませんが、いつまで続けられる
用しており、子供時代”
鼻取り”
をした思い出が蘇っ 考え方を知る事が出来て参考になります。これか か不安半分です。ニプロ製品はハロー240cm
（手
て来ました。特に当地は二毛作で麦の跡の代か らも色々教えて下さい。
（新潟県 井上様） 動）
を使用しております。今後も小農家も購入し
きは素足でつらかったです。それにどこを通ったら ■貴社のあぜぬり機、代掻き、ロータリーを使用し やすい安い商品開発をお願いします。
良いのか見当を付けられず、父親に叱られた思い ています。今回、溝切機 MK152-Bを9月に購入

（石川県

熊谷様）

出です。それでも夕方帰路の時、牛が速足で自分 しスムーズに溝切致しました。
（新潟県 玉木様） ■いつもお世話になっています。今夏展示会、グ
より先に家に向かうのに感心しました。そして父親
に内緒で麦皮を一杯多く与えて汗を拭いてやりま
した。懐かしい思い出が蘇りました。又、よろしく
お願いします。
（74才）
（群馬県 山口様）
■ロータリーに草などがからまりにくい物を作って
もらいたい。
（群馬県 石坂様）
■ニプロの機械を愛用している農家です。トラク
ターで使用するコンニャクの植付機と収穫機のカ
タログが欲しいので出来たら送ってもらいたいです。
（群馬県 小泉様）
■私がニプロロータリーと出会って38年、出番は
少なくなりましたが、爪交換を繰り返し、未だに健
在です。現在はSX-1808に交代しましたがまだ
まだ現役です。
（群馬県 上村様）
■私は60年位前になりますが松山スキを牛で引
いて田を耕しました。その後、牛からテイラー耕運
機色々と使用しましたが、今でも1番思い出が有
るのは、松山のスキ、テイラーで1日6枚耕したこ
とです。又、集落でニプロ社あぜぬり機を買いま
した。ニプロの機械が一番良いです。
（新潟県 桑原様）
■前略 魚沼産コシヒカリ収穫のトップシーズン
になり、多忙な日々を送っている時に届いたニプ
ロウェーブでした。ホット一息できる時間を本当に
感謝します。天候不順な夏が過ぎ、ちょっと残念
な品質での収穫ですが、一粒も無駄にしない様
に頑張ります。今後とも宜しくお願いします。
（新潟県 桑原様）
■ニプロウェーブ29号送付有難うございます。私
共19名は平成12年組織を作り貴社の
（ロータリー
MNX2200H、ハローHTS3300B）
（ 各2台）
を
今も使用しております。少しは修理をしながら。今、
田の排水対策としてサブソイラーの購入を検討し
ております。
（新潟県 小師様）
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■毎回、楽しみに待って楽しく読んでいます。稲 ランドロータリーを見て、ロータリー部の清掃のし
刈りも終え、これからは里イモの収穫です。春には” やすさ、
リアカバーの跳上げのスムーズさに驚きす
あぜぬり機”
を入れ替え予定。もちろんニプロでしょ
！
！ ぐに購入を決定。
（新潟県 板垣様）
（石川県 ゆいファームかわい様）
■ニプロ独自の開発を望む。例えば、アゼの中 ■新型溝掘機はたいへん使いやすい!!
心にゼリー状注入して水漏れ防止とモグラ害虫
（福井県 河野様）
防除策につながれば、水管理を徹底出来れば…。 ■いつも送付頂きありがとうございます。毎年ハ
収量アップにも品質も！
（新潟県 山際様） ロー
（WBS3005B）
を大切に使っています。これ
■毎回ニプロウェーブを楽しみにしております。色々 からもニプロ情報誌をお願い致します。福井での
と苦労して現在の機械が開発されたと思います。 展示会等ありましたらお願いします。貴社の繁栄
もし、古い機械が展示してありましたら、苦労話と を御祈念申しあげます。H29.10.5記
実物を見せてもらいたいのです。
（福井県 田中様）
（新潟県 太田様） ■貴社の製品は近所で一番早いくらいに導入し
■いつも興味深く拝読させて頂いて居ります。今 ましたが、今ではほとんどの農家に及びまして、当
号も、ウラ表紙の農協発足に尽力された2代目の たり前になり愛用されてきています。何の故障も
社長の手腕に感銘を受けました。現在の大きな 生ぜず、すごい機械でした！ありがとう御座居ました。
農協と異なり、農家と共に歩む農協の原点があっ
（長野県 氷鉋様）
たのだと感じられます。又、今号の「話題の新製 ■毎回、資料の送付ありがとうございます。色々
品」
（P.8）
でドライブハローの紹介がありましたが、 なアタッチメントが欲しくなりそうです。田んぼの耕
適応馬力25ps の製品も載せて頂けましたら幸い 作面積が減ったので、なかなか思い切れません。
です。
（新潟県 新部様） でも資料は楽しく見させてもらっています。ありがと
■国会は解散 心は閑散 喜寿近い身に良い うございます。
（長野県 吉澤様）
事はなし 今年も忘れず南瓜が届く 北海道の ■先日、稲刈りが終わり、ハゼ掛けも家族で協力
友は律儀なり 「下手な語歌ですが、よろしくお し無事終了しました。台風18号の影響もさほどな
願いします」
（富山県 宮崎様） く、何とか例年並みの収穫になりそうで安心して
■フレールモアで除草作業しています。
います。それも終われば、秋の田起こしが待ちどお
（富山県 矢倉様） しいです。
（長野県 山崎様）
■「写真」
「 内容」
「 新製品」
「 談義」充実してい ■ニプロウェーブを毎回送っていただきありがとう
ますね。※ 信州は「いい所」ですね。＆たのしみ ございます。楽しく読ませていただいています。”
ゆ
にしています。＆御社のテクノロジーはすごいです。 め農業”
は他の地域のことがわかりやすく説明され、
（石川県 斉藤様） 自分の所の土地と比較し学べる所が多くあります。
■いつも送付いただき有りがたく拝読をしておりま
（長野県 藤森様）
す。農業をとりまく環境は益々厳しく、大農、法人 ■ロータリーの耕うん爪の話 大変興味を持って
農組が中心になっておりますが、敗けじと稲作中 見ています。3〜4年で交換しなければならないの

で…また費用が高いし、交換手間がかかります。 ■ H26.12に父が亡くなり、その後も兼業農家を 思います。体のつづく限り？ニプロウェーブ送って
石が多い畑が多く困っています。摩耗の少ない
爪を教えて下さい。

（長野県

続けています。昔から農作業は見てきていたので、 下さい。

唐澤様） ある程度わかってはいたものの、農業3年生で今

（兵庫県

長田様）

■私のトラクターはヤンマー225です。電動ウィン

■新製品の紹介ありがとうございます。更新の参 年の収穫も終わりました。これからも出来る限り グハローのカタログを送付して下さい。あぜぬり機
考になります。
（長野県 中村様） 農地を守る様、稲作を続けていきたいと思ってお は大変気に入っています。 （奈良県 竹谷様）
■このクラブが出来た頃から仲間にさせてもらっ ります。過日、農機具店のトラクターのデモでグラ ■ニプロウェーブを送付いただきありがとうござい
ている。本社物流センターには何回かお世話に ンドロータリー装着の78psに試乗し、すきこみ性 ました。29年春にドライブハローを購入しました。
を実感した所です。これからも情報をお願いします。 以前のドライブハローは古くて重くて大変でしたが、
（三重県 磯島様） 新しいドライブハローは使い勝手も良く仕上がりも
■「ニプロウェーブ」送付ありがとうございます。 上々でした。おかげ様で秋の稔りも豊作で良かっ
私は退社してから農業1本でする様になり、となり たです。一年の苦労も豊作で満足、満足でした！
の田んぼの所持者より、ついでにと頼まれ少しず 皆様のご活躍をお祈り致します。
つ増え、現在7ha 余りになりました。嫁には私を
（鳥取県 笹間様）
頼りにしなければご自由に、
と云われ増えたもので ■いつもニプロウェーブ送っていただきありがと
す。今年77才になり、いい機械に頼らなければな うございます。さて、秋田県の遠藤様のおたより
りません。一番初めに出会ったニプロのディスク に菊の親株を掘るためニプロ掘取機 BL105を
ロータリーが気に入り、それ以来ニプロオンリーで 愛用しているとの事。カタログ送って下さい。私
2800ドライブハローに3800を1台増やしグランド のトラクターはヤンマー24馬力畝立機です。子
ロータリーを購入しました。農機展示会で貴社の 供はヤンマー35馬力にニプロウィングハロー
営業マンに色々商品説明を聞いていましたが、転 WRS2810N。今後共宜しくお願いします。
勤で新人が来るようですね。前任者は無表情で
（和歌山県 畑様）
必要以外の事は何も言わない。ただ商品説明す ■多機種に対応出来る耕運爪の紹介をお願いし
る男でした。その一生懸命さが良かったです。今 ます。
（鳥取県 藤原様）
まで使ったロータリーで、ニプロのグランドロータリー ■ニプロウェーブ秋号で、小生が貴社のあぜぬり
が一番いいです。他社のロータリーは倉庫で眠っ 機の件について投稿をさせて頂きましたところ、誌
ています。息子も退職後、農業するかな…
上に取り上げて頂きました。大変驚いております。
（滋賀県 奥村様） 小生も貴社製品以外にも知人から情報は収集し
■わが集落の山間部の圃場整備が完成し、大 ておりましたが、最終的に貴社製品を買い求めた
型機械の威力が発揮出来るようになりました。先 次第です。
（鳥取県 陰田様）
行きは不透明な時代にありながら、限界集落の ■平成20年から稲作を始めています。ドライブハ
がんばりを発揮できるように努めていこうと思いま ローが調子良く活躍しています。農機に金額がか
す。あらゆる条件下の農業に対して尽力いただい かり大変ですが頑張っています。おいしい米が食
ている貴社の取組みに感謝します。また、編集部 べられるので張り合いがあるので稲作を頑張って
のアイディアにも感心しています。
「稲株を なが いる次第です。年々高齢になり、田んぼも枯れて
めて労苦 吹きにけり」
（1年間の働きは刈りとっ います。益々使用しやすいドライブハローを製作
たあとの株をみるたび心安らぎます）
して下さい。
（島根県 山本様）
（兵庫県 足立様） ■ニプロウェーブを毎回見ています。次回もお願
■ニプロウェーブありがとうございます。今年もニ いします。
（広島県 有川様）
プロ製品を使い田植を終了しました。ハロー、あ
ぜぬり機、ロータリー。結果豊作でした。又来年
もガンバってニプロ製品で農業に取り組みたいと

なっています。まもなく85才 （長野県 井出様）
■いつもニプロウェーブを御送りして下さいまして
ありがとうございます。今回購入予定の品① SX1910-4S ② LZR-303NJC・あぜぬり機が出来
てからニプロ商品は3台目です。ニプロ商品はハ
ロー等々色々使用させてもらっています。
（岐阜県 篠原様）
■私は水田でハウス園芸を20a
（トマト）
を栽培し
ています。深耕ロータリーで耕しているので、根の
張りが非常によく、収量も安定して増収しておりま
す。また、
トマトの連作を可能にするには、太陽熱
消毒を7月末〜8月一杯迄、水をつけてその上に
ビニールをひくと雑草は発生しなくて、毎年作付
けは可能になります。ハウス園芸の人は実行して
下さい。
（岐阜県 後藤様）
■台風前、老コンバインにムチ打って稲刈済ませ
ば、一安心。自然と出来ている。ご苦労様。
（岐阜県 鷹見様）
■各県の皆様方のお言葉を拝見させて頂きました。
今後共ニプロ製品を使用して行くつもりで居ます。
もう少し後半になるかと思いますが、春号で拝見し
ました、
グランドロータリーは良い製品だと思いました。
一度実製品を見たいと思います。SKS1800D-4S
トラクターの馬力は34馬力です。その節は宜しく
御願い致します。
（岐阜県 玉木様）
■資料を頼む。排水耕作のリターンデッチャ
（愛知県 石井様）
■ウィングハローWBS3010N 購入しました。狭
い道路で交通量の多い所でも楽に走行出来ま
す。
（愛知県 立木様）
■電柵のおかげで、いのししの被害もなくもち米
を収穫できました。守りだけではダメと思い、わな
猟の狩猟免許もとってきて攻めます。
（三重県 藤井様）
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■ニプロウェーブ秋号送付ありがとうございます。 ■毎回ニプロウェーブを楽しみに待っています。
毎回楽しみにしています。御社のロータリー、ハロー

助かっています。土質が砂地で普通のロータリーで

林様） は摩耗が激しく助かっています。

（山口県

を使用しています。古希になりましたが、出来るだ

■代かきハロー、ブロードキャスター、あぜぬり機、

け長く農業に取り組みます。新製品を開発して下
さい。御社の益々の発展と社員の皆様のご健康

芋堀機、麦用ロータリーを使用しています。水稲 ■この度逆転ロータリーを購入しました。秋ソバ7
5.3ha、小麦1.7ha、ニンニク20aを生産していま 町の作付に利用しました。正転ロータリー作付よ

とご多幸を願っています。 （徳島県

村井様） す。

（山口県

（佐賀県

古川様）

田村様） り揃って早く発芽しました。圃場の乾燥も早いで

■農村は高齢化が進み、田を営むのが困難になっ ■ニプロウェーブを毎回楽しみにしています。ニプ す。溝掘機、サブソイラーと供用して使用してい
ています。つきましては傾斜地を処理できるモア
を開発して欲しいのです。あと数年で団塊世代
が農から退職すると思います。
（香川県 津村様）
■ニプロウェーブ送付ありがとうございます。私の
場合、シーズン終了後すぐに各部オイル交換して
ワックスかけて格納しています。すごく調子いいで
す。本当にニプロのロータリーは仕上がりも使い
勝手も、作りもよく出来ていると思います。今後は
小麦播種前に稲刈り後、株から伸びた稲の処理
にモアの導入を検討しております。よろしければ、
詳しいカタログ等送付いただけたら幸いです。一
度、工場見学してみたいです！
！ありがとう。
（香川県 関様）
■ニプロウェーブ楽しく読んでいます。私の所は、
山間部で静かな所です。今は昔と違って、田んぼ
１枚当たりの面積が広くなり、機械も入れやすくな
りました。ヰセキ農機さんの展示会でトラクターに
接続できる天地返しの出来るものを目にして購入
しました。それから、収穫も良くなったみたいです。
昔の人が牛のスキを使って天地返しをしていたの
を思い出しました。先人の知恵ですね。これから
もニプロウェーブ楽しみに読ませていただきます。
（愛媛県 河野様）
■ウィングハローWBS2410を更新導入していま
す。スプリングレーキも大きくなり、一層埋め込み
効果が高まって満足しています。土寄せについて
は、もう少し土引き量を少なくした方が安心して使
えます。
（山口県 西村様）
■ Niplo Waveをお送り戴き誠に有難うご座居ま
す。ウィングハローWRS3110N、2年目に使用
したが、昨年同様にきれいに均平に植代が出来
ました。もうすぐ収穫です。貴社ますますのご発展
を切にお祈り申し上げます。（山口県 松田様）
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ロの商品の作業の仕上がりに大満足しています。
あぜぬりの出来ばえ、ウィングハローのすばらしい
整地と文句なしです。これからもすばらしい商品を
開発して下さい。
（福岡県 葭原様）
■プロフェッショナル爪の耐久性について知りた
い。
（福岡県 田中様）
■送られて来ましたニプロウェーブ秋号の情報誌
を見せて頂きました。私は、ニプロの肥料散布機
を購入致しまして、これについては大変便利で良
かったと思っております。 （福岡県 原田様）
■ニプロウェーブが送られてきて、信州長野のす
ばらしい風景を見ていると高校の修学旅行で行っ
た松本城、上高地等を思い出します。特に思い
出深いのは、上高地五千尺ロッヂで先生達と一
緒に見たテレビ番組「われら青春」の最終回を暖
炉のそばで楽しんだことです。随分昔の事ですが
良い思い出のひとつです。さて、今年の農業も
10月の稲刈りをもって終わりますが、又来年に向
けて機械の整備や新しい農業製品の検討をはじ
めるつもりです。次の息子の世代にバトンタッチ
するまで、健康に気を付けて農業に従事して行き
ます。
（福岡県 平川様）
■夏から秋へ、お彼岸も過ぎて季節がうつり変
わって来ました。Vol.29ありがとうございます。世
の中、IT、AIとすごいスピードで移り変わってもう
ついてなど行けません。人と人とのつながりもメー
ル、LINE、SNSと情がない時代となりましたが、
Niploさんとこうして忘れずつなげて頂いておりま
すこと大変ありがたく感謝致します。全国に広が
るNiploファミリーの方々とつながっている事もま
た楽しいものです。先進地の情報など大変ため
になり、また励まされます。増々のご繁栄をお祈り
申し上げます。
（佐賀県 横田様）
■ニプロロータリーは米、麦共残渣全量鋤込みに

ます。又麦作りにも使用したいと思っています。
（長崎県 木下様）
■こんにちは！ニプロウェーブvol.29を送っていた
だきありがとうございます。いつも楽しく拝見してお
ります。我が家のニプロ製品は、あぜぬり機、ウィ
ングハロー、そして今年の秋購入したフレールモ
ア FNC1402Fが有りますが、どの製品も効率が
良く使いやすく、我が家の機械として活躍し、とて
も満足しています。
（熊本県 下村様）
■ニプロウェーブを毎回
（春・秋）
送付され感謝しな
がら読んで居ります。他社にはできない丈夫な作り、
又商品紹介と同時に希望価格が載っていて計画
的に機械を購入するのに大変便利です。又、展
示会等で現物の確認も可能です。貴社の益々の
開発製品に期待します。 （熊本県 古閑様）
■秋の気配を感じる様になりました。先日はニプ
ロより連絡を戴き有難う御座居ました。主人は昨
年6月に亡くなりました。今まで長い間御世話にな
りました。ニプロのアタッチメントもたくさん揃って
いますので、長男も農業に精を出して居ります。と
りあえずお知らせ致します。 （大分県 宮瀬様）
■ MP330以上に混合があればと思います。
（宮崎県 倉﨑様）
■私の地区は中山間地で高いあぜ等あり、排水
のため苦労しています。ロータリー作業に行く時、
ロータリーの上の場所でもいいですけど、農具の
クワかスコップあたり乗せる場所は出来ないでしょ
うか？ロータリー作業後そのまますぐ作業出来て
助かると思います。
（宮崎県 明治様）
■スライドモア、フレールモアのカタログを送って
下さい。値段のわかる資料をお願いします。
（鹿児島県 五十嵐様）
■ニプロの農機を4点ほど使っています。①ライ
ムソワー②プラウ③ロータリー④スライドモア、全

てお気に入りです。全て丈夫に出来ており長持
ちします。

（鹿児島県

■ニプロウェーブ vol.29を送付して頂き、有難う ■米を作っております。2年前にウィングハロー購

新原様） 御座居ました。K 社の農業機械の展示会が有り、 入しました。5反の作付面積ですが、ハローのお

■こんにちは。前号か前々号かに紹介されていた

NFCカードを持参していましたので、ニプロの社 かげで代かきの時間が早くなり作業効率がアップ

ブラウン爪を使用している所です。黒爪や社外 員の人と会い色々と話をしました。今年も台風や しました。ハローの作業性も良好。
品の青爪、赤爪からすると、素人の目にも優れて 大雨で稲刈り前に天気が悪かったりして病害虫
（鹿児島県

森田様）

いるのがわかります。コスパや摩耗具合の細かい も発生して、昨年からすれば2割減でした。来年
違いはわかりませんが、同じ場所に取付けてみて、 は頑張ります。ニプロの機械と共に。
持ちが良いのはわかりました。
（鹿児島県

（鹿児島県

俳句・川柳

◇ 晴れ間みて

消毒せしが 雨にたたかれ

◇ 人生は さほど センセーションならず

◇ 雲の様

秋の空

火柱たつげな 夕焼けや
（岩手県

◇ 上は師か 下は我が雲

◇ どんぐりの ビー玉買えぬ 遊びかな

◇一滴が ここは涸沼の 初日かな

◇ 遊農地 みどりの大地 けものの巣

知恵くらべ
（群馬県

頭つかう 農良仕事

◇ 取入れは 鳥じゅうと

◇ 生き生きと

◇ 寒い日も あちらこちらに カメムシが

歌

◇ 早い冬 いつ過ぎ秋を 思い出す
（三重県

短

◇ 痒ければ 猪も木に身こするなり
我れは猫の手 使い背掻く

畠山様）

菅谷様）

加藤様）

◇ 明日は知らず 昨日忘るる八十路なり
今日は稲刈る この一歩のみ
平成二十九年十月四日記
（茨城県 丑尾田様）

INFORMATION

山崎様）

青柳様）

│作│品│募│集│中│ご応募お待ちしています！
皆さんからの楽しいお便りや、イラスト、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。応募して頂き
ました写真や原稿などは、原則としてお返
しいたしませんのでご了承ください。誌面
の都合上、文章などを一部変更させて頂
くこともございます。

応募
方法

締切り

郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、
お分かりになれば会員番号をお書きの上、
右記までお送りください。

平成30年5月25日

〒386-0497 長野県上田市塩川5155
松山（株）ニプロフレンズクラブ事務局
●添付のはがきをご利用ください。 ● E-mail でも受付けています。
（お手持ちのはがきでも結構です） アドレス nfc@niplo.co.jp

ニプロウェーブ ｖｏ ｌ・ 【春号】 発行／ニプロフレンズクラブ 事務局●

大 地 と と も に

松山すきについて
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発明協会への貢献
2代目社長松山篤
松山株式会社2代目社長の松山篤が、最も力を入れてきたことは、
日本農業の近代化を推進する技術開発であった。自ら発明考案した
農機・農機具の特許、実用新案が241件にも及ぶ。
また社業とは別に社団法人発明協会へも大きな貢献を果たした。
戦後まもない昭和22年（1947）に発明協会長野県支部の理事に、
昭和34年（1959）同副支部長に就任した松山篤は、支部長の長野県
知事に代わり、積極的に事業推進を図り、技術情報センターの設置
（昭和
45年）
、新製品開発研究会の実施（昭和47年）
、工業技術開発セン
もとより家業の犂の考案や、農機具の改良に精魂を傾け、これらの

1回発明奨励展示会を実施し、発明考案の奨励と推進に努めた。更に

功績から昭和36年（1961）
に紫綬褒章を授与されている。また同年

支部の財政の充実、会員拡充にも努め、昭和41年（1966）の会員が

これらの発明が農作業の改善や合理化に多大に貢献したとの理由で

98名だったものを昭和50年（1975）には226名に増加させた。一方

農業技術協会から農業技術功労賞を受けている。これは民間人

工業所有権問題処理委員会委員として活躍もして、発明協会長野県

としては初の受賞であった。この受賞に松山篤は「どの賞を頂戴する

支部の業務を遂行し、発明、科学技術の振興に努めてきた。このように

よりうれしかった。」と語り、日本の農業の発展をひたすら願う工業人

大局的な見地から社会全体へ寄与してきたことで高く評価された。

としての感慨を述べている。
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北海道旭川市永山北1条8丁目32
北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11
栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3
長野県上田市塩川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

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.0268-36-4787
FAX.0868-29-1325
FAX.0964-22-6775
FAX.0986-25-7044
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- ４９７ 長野県上田市塩川５１５５

ターの設置（昭和50年）
などを提案し、これを実現してきた。また2年に

