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３月末
　納品 

期間内のご契約で
令和
４年

までに

応募条件など、くわしくはキャンペーン詳細をご確認ください。

1 令和３年 11 月１日～ 12 月 31 日までに契約の製品（購入金額：税込
５万円以上）が対象です。 ※ただし令和４年３月末までの納品に限ります。

2 期間中のお買い上げ件数により複数回応募できますが、当選はお一人様 1
回限り、重複当選はございません。

3 一部キャンペーン対象外品もございます。対象品や応募方法について、詳
しくはＪＡ農機センターにお問い合わせください。

4 応募締切後、厳正なる抽選のうえ、ご当選者様を確定させていただきます。

5 ご当選者様には令和４年２月中旬から､ 順次賞品をおとどけします。発送
をもって発表にかえさせていただきます｡

6 当選賞品の交換、換金、譲渡、返品等には応じかねますのであらかじめご
了承ください。

7 賞品の抽選、当選に関するご質問は承っておりません。

8 応募内容に虚偽または不備・不正があった場合は当選を無効とさせていた
だきます。

9 全農新潟県本部は本キャンペーンの一部または全てを事前に通知すること
なく変更 ･ 中断・中止 ･ 終了することがあります。なお、これにより生じ
た損害については、一切責任を負いません。

【個人情報の取り扱いについて】
ご応募いただいたお客様の個人情報は、本キャンペーンの抽選・当選者様への賞品の発送、
および関連する諸連絡のために使用させていただき、その他の目的では使用いたしません。

キャンペーン詳細

編集部より

お問い合わせ先

お問い合わせはお近くのＪＡ農機センターへ

　６月に開催を予定しておりました農業機械大展示会「2021 サンクス
フェア」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていた
だきました。そのため、昨年度に引き続き「サンクスキャンペーン」を
実施します。この機会にぜひ、農業機械の購入をご検討ください。

期間中、令和４年３月末までの納品で
５万円以上ご契約の方から

ご契約100万円以上の方は、金額に応じて賞品のグレードがアップ！ さらに！

JA全農にいがた YouTubeチャンネル

などなど、これからもどんどん作成していきます！ お楽しみに！ 抽選で 名様
に750総

計 プレゼント！

JA-SS
QUOカード

 ２千円分

ご契約
５万円以上

名様
500

▶ラジコン草刈機の真価！
▶ 水田の水管理システムの設置と活用事例
▶ セルフメンテナンス
▶ JAグループ共同購入トラクター（価格引き下げのヒミツ・購入者の声）

今後の
動画配信
予定

格納前のセルフメンテナンスで 
来年の故障防止と維持コスト 
低減

セルフメンテナンス

もう果樹棚の下草処理に
人手は必要ありません

除草ロボットKRONOS
ドローン（DJI）×「豆つぶ剤」

（ホントに あっ !! という間です）

の組み合わせは、

時短効果 絶 大！

深耕で話題 !!

・驚きのスピード感
・トラブル時の対処法

「スタブルカルチ（スガノ）」

課 題 解 決 の 参 考 に JA全農にいがた YouTube

こちらからご覧ください！

充実した機能 ※一部

・一括発注をベースに
  原料コストを削減
・製造→即出荷により
  保管コスト低減

仕様要求１ 開発要求２

注　文３

低コスト
販売５

一括発注４

３年間で
2,000台！Ｊ
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⃝Ｕシフト・Ｕシャトル
伝達効率の優れた電子油圧制御多段変速。
ノークラッチで増減速・前後進切替が可能。
①標準仕様� 前進 24段、後進16段
②ハイスピード仕様�前進 30段、後進20段

⃝燃料タンク
大容量の48Ｌの燃料タンク
１日分（約８時間）の連続作業が可能。

生産者&ＪＡ

低コスト農業を応援‼共同購入トラクターで

⃝自動水平制御（ニュー ST モンロー）
枕地耕うんも直進
耕うんと同速度
で、高精度に水平
制御できる。

⃝傾斜地モンロー
等高線耕うんや
培土、マルチ作業
もきれいにスムー
ズに仕上げる。

その他機能も充実！

⃝Ｗ３Ｐ
特殊３Ｐ・標準３Ｐ
インプルメントが
ワンタッチで容易
に着脱できる。

全国一万人以上の声を反映

一括発注・計画納品によるコスト削減が価格低減につながったのか！
ＪＡグループが農家の声を結集してくれた結果だね。

Ｑ “共同購入”ってどういうこと？
Ａ  共同購入とは、ＪＡグループが生産者の需要をとりまとめ、一括発注を行う

ことで、メーカーが製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還
元する取組です。
※１台のトラクターを複数人で購入し、共同利用することではありません。

メーカー希望小売価格：

3,135,000円（税込）

SL33LFMAEP
メーカー希望小売価格：

3,956,700円（税込）

SL33LFQMAEP
メーカー希望小売価格：

3,714,700円（税込）

SL33LFMAEPC2P
メーカー希望小売価格：

4,536,400円（税込）

SL33LFQMAEPC2P

共同購入トラクター
紹介CMはこちら！

キャビン仕様 安全フレーム仕様

〈シフトレバーのイメージ〉
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はじめました！農業機械動画
お役立ち

賞品は
４コースか

ら

選べます

コース
B

新潟県産
牛豚肉
焼肉セット

コース
D JA-SS

QUOカードコース
C JAタウン

ギフトカード
※�１枚あたり 500 円のシス
テム利用料が発生します。

 ２万円相当

ご契約
500万円以上

名様
40

賞
品  １万円相当

ご契約
300万円以上

名様
60

賞
品  ５千円相当

ご契約
100万円以上

名様
150

賞
品

組合員の皆さまへ

ＪＡタウンとは、全国のＪＡから産地直送で、旬のおいしいものをお届けするお取り寄せ通販サイトです。

※�画像はイメージです。

コース
A にいがた

和牛
※�画像はイメージです。

※�画像はイメージです。

J A／J A全農にいがた

農機 ニュースGOGO
vol.

JAとJA全農にいがたが、農業機械を中心としたお役立ち情報を
発信します。
今号は共同購入トラクター特集 !!
ほか、各社低価格トラクター & 田植機情報も !!
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33馬力

ご購入者様の声共同購入トラクター

私がオススメしました！

渡辺様から SL33L について相談を受
け、ハウス内での作業も視野に入れキャ
ビンなしをご提案しました。
SL33L は水稲だけでなく園芸場面でも
活躍できる型式ラインナップになって
おり、様々な組合員様へ提案しやすい
トラクターと感じています。

私がオススメしました！

一番の魅力は価格！
SL33L は、１クラス下の FT300シリー
ズとほぼ同等の金額で購入できます。そ
のためハローや作業機も１クラス上の物
が装着可能となります。
大型共同購入トラクターが発売した直後
から「中型が欲しい」との声を多く聞
いていたので、中型の事前アンケートを

持って多くの農家を訪問しました。
共同購入トラクターの取組みはＪＡグループの組織力で実現で
きており、開発要求の段階から参加出来ていることを嬉しく思
います。
今回購入した小林さんに共同購入トラクタを勧めたところ、展示
会で実機確認をしたその日にご契約をしていただきました。
共同購入トラクターは自信を持っておすすめ出来ますので、ぜひ
多くの方に乗っていただきたいです！

さらに こんな場面でも!!

お問合せはお近くのＪＡ農機センターへ お問合せはお近くのＪＡ農機センターへ

POINT
57馬力・

大排気量3.3L

大容量燃料
タンク56L

前・後進16段・
マニュアルシフト

メーカー希望小売価格:

5,874,000円（税込）

ホイルタイプ
YT357J,ZUQH

メーカー希望小売価格:

6,589,000円（税込）

※上記価格は本機のみ、ロータリー等は別途料金

ハーフクローラータイプ
YT357J,ZDUQH

“第１弾”共同購入トラクターは、
通常ラインナップとして継続取扱中!!

令和２年11月に
受注終了した

共同購入
トラクター
だけじゃ
ない!!

低価格トラクター
ラ イ ン ナ ッ プ

共同購入
トラクター同様

“半クロ”、“キャビン”等
さまざまな仕様を
取扱いしています。

メーカー希望小売価格:
3,157,000円（税込）

三菱　GJE33

メーカー希望小売価格:
3,465,000円（税込）

ヰセキ　NTA335LGQ

メーカー希望小売価格:
3,437,500円（税込）

ヤンマー　YT233AXU

ＪＡ新潟みらい
土田 担当

（SL33L）

ＪＡみなみ魚沼
桑原 担当

ハウスや畑で使用している 24 馬力の

トラクターが古くなってきていました。

ＪＡ農機センターで「SL33L」のポス

ターを見てＪＡ農機担当者へ相談した

ところ、思っていた以上に価格が安く、

すぐに購入を決断しました。

24 馬力ではなかなかきれいにできな

かった耕耘同時播種作業が「SL33L」

ではきれいに仕上がり、とても満足し

ています。

ＪＡ新潟みらい管内
渡辺 辰栄 様

購入型式：
SL33LHFMAEP

クボタの 25馬力（KT255）から乗り

換えました。車格もあがりエンジンに

もゆとりが出たので、余裕をもって作

業ができます。
トラクター本機が安くロータリーとハ

ローも一緒に購入出来たので、作業効

率がとても良くなりました。

30馬力帯でこの値段はとても魅力的！

必要十分な機能が備わっているので不

満は全く感じていません。

特に大容量燃料タンクが気に入ってい

ます。１日無給油で作業できて便利！

もっと多くの農家に共同購入トラク

ターに乗って欲しい！知り合いにも勧

めたいです。

ＪＡみなみ魚沼管内
小林 一男 様

購入型式：
SL33L
FQMAEPC2WF9C

生産者の
声

こちらから
▼

ほかにも
まだまだ！

GTH‒1はトラクター適用
馬力が34PS以上であり、
馬力不足を少し心配しま
したが全く問題なく作業
ができました。

ミツワ
えだまめ収穫機（GTH‒1）

小売価格（税込）

４，936，800円

ＪＡひすい
子田 課長

SL33L は豊富な型式
ラインナップから、圃
場・作業条件に合わせ
て型式を選択できるの
もメリット！

紹介動画は
こちら

８条
植え

８条
植え

直進キープ・株間キープ・ 
施肥量キープで高精度作業・ 
低コスト農業を実現！

動画あります！

メーカー希望小売価格：
4,917,000円（税込）

YR8DA,FTD

メーカー希望小売価格：
4,950,000円（税込）

NW8S‒F‒GS動画あります！

８条
植え

ISEKI
直進 & 旋回
アシストシステム
（Z型）

メーカー希望小売価格：
5,978,500円（税込）

PRJ8DZLFV
ヰセキ田植機の
情報はコチラ！

施肥量を自動でコントロールして
稲を倒さない栽培技術
リアルタイム可変施肥（FV型）

・���掲載の写真と型式には、一部異なる場合が
ございます。

・��価格は、2021年９月１日現在のものです。
・��商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更と
なる場合があります。

直進アシストのおかげで経験が
浅くても簡単・キレイに操作可能。

オペレーターの労働負荷軽減も
期待できるね。

直進アシスト付

経験が浅くても…

田植機
カンタン！♪ キレイ！

シンプル＆
低価格
仕様機

軽量コンパクトな車体に
高出力エンジン搭載！

多彩な
スタイルに
適応する
シンプル機能 密苗（T仕様）×直進アシスト

田植機で超省力化

共同購入トラクターは
歴代のトラクターより

すべて
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さらに こんな場面でも!!

お問合せはお近くのＪＡ農機センターへ お問合せはお近くのＪＡ農機センターへ

POINT
57馬力・

大排気量3.3L

大容量燃料
タンク56L

前・後進16段・
マニュアルシフト

メーカー希望小売価格:

5,874,000円（税込）

ホイルタイプ
YT357J,ZUQH

メーカー希望小売価格:

6,589,000円（税込）

※上記価格は本機のみ、ロータリー等は別途料金

ハーフクローラータイプ
YT357J,ZDUQH

“第１弾”共同購入トラクターは、
通常ラインナップとして継続取扱中!!

令和２年11月に
受注終了した

共同購入
トラクター
だけじゃ
ない!!

低価格トラクター
ラ イ ン ナ ッ プ

共同購入
トラクター同様

“半クロ”、“キャビン”等
さまざまな仕様を
取扱いしています。

メーカー希望小売価格:
3,157,000円（税込）

三菱　GJE33

メーカー希望小売価格:
3,465,000円（税込）

ヰセキ　NTA335LGQ

メーカー希望小売価格:
3,437,500円（税込）

ヤンマー　YT233AXU

ＪＡ新潟みらい
土田 担当

（SL33L）

ＪＡみなみ魚沼
桑原 担当

ハウスや畑で使用している 24 馬力の

トラクターが古くなってきていました。

ＪＡ農機センターで「SL33L」のポス

ターを見てＪＡ農機担当者へ相談した

ところ、思っていた以上に価格が安く、

すぐに購入を決断しました。

24 馬力ではなかなかきれいにできな

かった耕耘同時播種作業が「SL33L」

ではきれいに仕上がり、とても満足し

ています。

ＪＡ新潟みらい管内
渡辺 辰栄 様

購入型式：
SL33LHFMAEP

クボタの 25馬力（KT255）から乗り

換えました。車格もあがりエンジンに

もゆとりが出たので、余裕をもって作

業ができます。
トラクター本機が安くロータリーとハ

ローも一緒に購入出来たので、作業効

率がとても良くなりました。

30馬力帯でこの値段はとても魅力的！

必要十分な機能が備わっているので不

満は全く感じていません。

特に大容量燃料タンクが気に入ってい

ます。１日無給油で作業できて便利！

もっと多くの農家に共同購入トラク

ターに乗って欲しい！知り合いにも勧

めたいです。

ＪＡみなみ魚沼管内
小林 一男 様

購入型式：
SL33L
FQMAEPC2WF9C

生産者の
声

こちらから
▼

ほかにも
まだまだ！

GTH‒1はトラクター適用
馬力が34PS以上であり、
馬力不足を少し心配しま
したが全く問題なく作業
ができました。

ミツワ
えだまめ収穫機（GTH‒1）

小売価格（税込）

４，936，800円

ＪＡひすい
子田 課長

SL33L は豊富な型式
ラインナップから、圃
場・作業条件に合わせ
て型式を選択できるの
もメリット！

紹介動画は
こちら

８条
植え

８条
植え

直進キープ・株間キープ・ 
施肥量キープで高精度作業・ 
低コスト農業を実現！

動画あります！

メーカー希望小売価格：
4,917,000円（税込）

YR8DA,FTD

メーカー希望小売価格：
4,950,000円（税込）

NW8S‒F‒GS動画あります！

８条
植え

ISEKI
直進 & 旋回
アシストシステム
（Z型）

メーカー希望小売価格：
5,978,500円（税込）

PRJ8DZLFV
ヰセキ田植機の
情報はコチラ！

施肥量を自動でコントロールして
稲を倒さない栽培技術
リアルタイム可変施肥（FV型）

・���掲載の写真と型式には、一部異なる場合が
ございます。

・��価格は、2021年９月１日現在のものです。
・��商品の価格、外観、仕様は、予告なく変更と
なる場合があります。

直進アシストのおかげで経験が
浅くても簡単・キレイに操作可能。

オペレーターの労働負荷軽減も
期待できるね。

直進アシスト付

経験が浅くても…

田植機
カンタン！♪ キレイ！

シンプル＆
低価格
仕様機

軽量コンパクトな車体に
高出力エンジン搭載！

多彩な
スタイルに
適応する
シンプル機能 密苗（T仕様）×直進アシスト

田植機で超省力化

共同購入トラクターは
歴代のトラクターより

すべて


	農機GOGOニュース03
	農機GOGOニュース_四校_見開き部分
	農機GOGOニュース03
	農機GOGOニュース03



