
特集‼

VoL.5共同購入トラクター（ＳＬ３３Ｌ）
大好評発売中‼

令和４年
春のおすすめ

春の特大号

各メーカーの新製品＆注目製品！
三菱、ヰセキ、クボタ、ヤンマー、丸山、やまびこ

新型ドローン！！
県内シェアNo.1 ＤＪＩドローンの新型発売開始！（T10＆T30）
注目の国産ドローン！ ＮＴＴｅドローン（ＡＣ101）

自動給水栓 ～注目！水管理の省力化～

水田ファーモ、アクアポート、農匠自動給水機、ＷＡＴＡＲＡＳ

ＪＡ全農にいがた“旧型式在庫品”お買い得コーナー

即納可！春作業に間に合います！在庫限りの大特価！！

共同購入トラクター
大好評発売中！令和５年２月受注までの期間限定です！！

全農にいがたYoutube“農業機械お役立ち動画”

農業機械の盗難に注意！！ ～盗難被害にあわないために対策を！～

近年、春作業中のトラクター等農業機械の盗難が多発しています。大切な農業機械を守るために、
➀作業後に田畑に機械を放置しない ②倉庫には必ず鍵 を かける ③休憩中も必ず鍵を抜く
などの対策を心がけましょう。
また、倉庫などでの保管時も市販の頑丈な盗難防止用のハンドルロックやタイヤロックの活用、
農業機械のそばにコンクリートブロックを置くなど「盗みにくくする」工夫が必要です。







｢MUFBウルトラポンプ｣は､瞬時に高濃度なウルトラファインバブル

を発生します。従来方式のウルトラファインバブル発生装置のよう
な長時間における循環運転をしなくても使用できます。

【高圧洗浄機】

MLKW1511H

希望小売価格￥143,000（税込）

・自吸式
・移動に便利なカート付
・圧力15ＭＰａ
・最大吸水量11L/ｍｉｎ

【動散】
MLD4100-23

希望小売価格

￥84,700（税込）

・新流多口噴頭付
・タンク容量２３Ｌ

【背負動噴】
MLS151

希望小売価格

￥49,500（税込）
・カバー付
・除草ノズル付
・タンク容量１５Ｌ

・待望の後ろエンジン型
・エンジン音での疲労感
や排ガス吸引の軽減

【乗用溝切機】
MKF-A440-JS

希望小売価格

￥258,500（税込）

ウルトラファインバブルは、目に見えないほど
小さな泡。日本が世界をリードしている先端
技術です。MARUYAMAは独自の技術開発
より、この先端技術の泡をポンプで実現しま
した。



●本体価格 １，６９７，３００円（税込）
●ＤＪＩ社フラッグシップドローン
●従来機より散布幅が７ｍから９ｍに拡大
●果樹散布も可能（別売果樹用ノズル必須）
●前後のＦＰＶカメラと球型全方向レーダー

システムを新採用

◎推奨セット金額（税込）

くわしくは最寄りのＪＡもしくはＪＡ全農にいがた農業機械課まで問い合わせください。

ドローン関係法令情報

本体重量 ﾓｰﾀｰ個数 液剤 粒剤 自動航行 防水防塵

12.2kg 4
〇

(8L)

〇

(10kg)

〇

(RTK,AB)

〇

(IP67)

本体重量 ﾓｰﾀｰ個数 液剤 粒剤 自動航行 防水防塵

26.4kg 6
〇

(30L)

〇

(40kg)

〇

(RTK,AB)

〇

(IP67)

本体重量 ﾓｰﾀｰ個数 液剤 粒剤 自動航行 防水防塵

5.8kg 4
〇

(8L)

〇

(8kg)

〇

(AB他)
×

●2022年6月以降、航空法の改正により機体重量
100g以上のすべてのドローン（無人航空機）の
登録が義務化されます。

●登録機体にはリモートIDを搭載し、未登録機体
の飛行はできません。

●登録はオンラインまたは郵送でおこないます。
登録には別途費用が必要です。

●機体登録制度の施行に先立ち、事前登録を実施
中です。 事前登録期間は 2021年12月20日 ～
2022年６月19日です。

●事前登録期間中に登録申請を完了した場合、
リモートID機器の搭載は不要です。

●機体登録・所有者登録の有効期間は3年間で、
期間を過ぎた際は更新が必要です。

●未登録のドローンを使用すると1年以下の懲役
又は50万円以下の罰金が科されます。

●詳細は専用Ｗｅｂサイトを確認ください。

品名・型式 単価 数量 金額

ドローン本体　T10 1,199,000 1 1,199,000

バッテリー　T9500 102,080 6 612,480

充電器　T10CHARGER 171,820 1 171,820

トランシーバー DJ-P25S,YHOP 137,390 1 137,390

風速計　FSK,YHOP 22,550 1 22,550

ヘルメット　HL-YH,YHOP 4,400 2 8,800

機体登録料 19,800 1 19,800

2,171,840合計

品名・型式 単価 数量 金額

ドローン本体　T30 1,697,300 1 1,697,300

バッテリー　T29000 220,880 6 1,325,280

充電器　T30CHARGER 205,370 1 205,370

トランシーバー DJ-P25S,YHOP 137,390 1 137,390

風速計　FSK,YHOP 22,550 1 22,550

ヘルメット　HL-YH,YHOP 4,400 2 8,800

機体登録料 19,800 1 19,800

3,416,490合計

品名・型式 単価 数量 金額

ＡＣ基本セット 2,750,000 1 2,750,000

【AC基本セット内訳】

AC101専用バッテリー 137,500 3 412,500

3,162,500合計

ドローン本体（AC101）+液剤散布装置×1

AC101専用バッテリー×１

AC101専用充電器　×１

初期導入にはお得な
「基本セット」！

６月末まで
キャンペーン実施中！
詳細はお問い合わせ

ください

ヤンマー
T10/T30

ヤンマー（動画）
まるわかりドローンセミナー

●本体価格 ２，５３０，０００円（税込）
●安心の国内製造ドローン
●軽量コンパクトで低燃費
●バッテリー１本で最大２．５ｈａ散布可能
●前後のＦＰＶカメラ採用
●購入後も安心な「７年サポート」

◎推奨セット金額（税込）

●本体価格 １，１９９，０００円（税込）
●低価格で充実機能な高コスパドローン
●従来機より散布幅が４ｍから６ｍに拡大
●ＲＴＫシステムに新対応
●前後のＦＰＶカメラと球型全方向レーダー

システムを新採用

◎推奨セット金額（税込）



＜期待される効果＞

〇水稲栽培において、多くの労力を費やす水管理作業の時間と人手を軽減します。
※自宅や作業場から離れている圃場に設置すると効果的です。

○無駄な給水・排水を減らすことで、用水の効率的な活用ができます。（渇水時の効果大）

○正確な水管理が可能となり、初期成育促進や高温障害対策など品質向上の効果も期待できます。

給水のみタイプ

給水＋排水タイプ

＜主な装置の種類＞

①手頃な価格の「給水のみタイプ」 ②高度な水管理ができる「給水＋排水タイプ」

○ 圃場の水位によって、ホースや筒内のシャッターが上下することで、給水と止水を自動でおこないます。

○ 「給水のみタイプ」は機能がシンプルなため低価格で、開水路・パイプライン専用タイプが多い。

○ 水田ファーモは、水位センサーと連携させ、水入口から流れる水の給水・止水をスマートフォンから行えます。

○ スマホやＰＣでモニタリングしながら、給水・排水を遠隔操作できます。
（水温測定も可能）

○タイマー設定による間断灌漑やスケジュール運転など、高度な水管理
が可能です。 ※別途、通信料が必要です。

現場で使いやすい機器を追求‼

「農匠自動給水機」

【適応水口】開水路
【動力】 単一乾電池×８本
【導入費用】ﾒｰｶｰ希望小売価格

62,700円（税込・送料別）

【工事費】 不要

・ゴミや砂・石などの詰まりが生じにくい
ホース上下方式
・簡単なホース収納部一体型で、
生産者自らが設置できます
・水位の上限・下限の設定も簡単！

スマホで水管理ができる「水田ファーモ」

遠くの田んぼの水位がわかる。

【動力】太陽光発電
【導入費用】ﾒｰｶｰ希望小売価格

・水位のみ ：19,800円（税込・送料別）※工事費不要
・水位＋温度：21,300円（税込・送料別） 〃

【適応水口】開水路
【動力】 太陽光発電
【導入費用】ﾒｰｶｰ希望小売価格

52,800円（税込・送料別）

【工事費】 不要
※使用には水位センサーが必要です。

挟んで止める、シンプル・便利な自動給水装置。
スマホで簡単に給水・止水。

「アクアポート」は、上限用センサーと
下限用センサーの２つのセンサーで水位を感知、
ゲートが開閉することで給止水する、シンプル
な構造の水管理装置です。

水管理に必要な機能に絞り込み、
手頃な価格を実現しました。

【適応水口】
開水路、塩ビ管（VU管100A）

【動力】
単一乾電池×４本

【導入費用】ﾒｰｶｰ希望小売価格

43,780円（税込・送料別）

【工事費】 不要

水田ファーモは、「バルブ対応型給水ゲート＋排水ゲート」も開発中です！
（現在、実証実験をおこなっています。詳細はお問い合わせください）より高度な

水管理を
行いたい！

(株)クボタケミックス



トラクター
NTA503FFCGQCY
（ロータリー別）

メーカー希望小売価格

￥6,562,600（税込）

大特価‼ 生産者渡し価格

￥4,971,000（税込）

トラクター
NTA543FFGQCY
（ロータリー別）

メーカー希望小売価格

￥7,101,600（税込）

大特価‼ 生産者渡し価格

￥4,593,600（税込）

田植機
YR6DXU-Z

トラクター
YT338JDYUQHKS9A

大特価‼ 生産者渡し価格

￥5,132,600（税込）

メーカー希望小売価格

￥7,249,000（税込）

籾摺機
MGJ33M3

大特価‼ 生産者渡し価格

￥415,800（税込）

メーカー希望小売価格

￥682,000（税込）

草刈機
GC-K401EX

※画像はイメージです

※画像はイメージです ※画像はイメージです

台数限定・在庫限りの大特価‼ お問い合わせは“ＪＡ農機センター”へお気軽にどうぞ♪

・３８馬力
・1.9Mロータリー付
・半クローラータイプで
湿田に強い！

・６条
・ディーゼル
・施肥機なし

・ジアスNTAシリーズ
・５４馬力、ハイスピード
・汎用性が高く、
機動力のある
ホイルタイプ

・３インチ
・ジェットファン式
米が傷つき
にくい！

30％
OFF

大幅
値下げ

・スイング式法面草刈機
・刈幅40cm、重量47kg、
・伸縮ハンドル仕様

メーカー希望小売価格

￥245,300（税込）

価格はＪＡへ
お問い合わせください！

田植機
WP80D-F-JP

メーカー希望小売価格

￥3,245,000（税込）大幅
値下げ 価格はＪＡへ

お問い合わせください！

・８条
・施肥機付き
・外側補助車輪付き
・整地ロータなし

30％
OFF

39％
OFF

29％
OFF

田植機
YR8DXFTD

・ジアスNTAシリーズ
・５０馬力、ハイスピード
・半クローラタイプで

湿田に強い！

・８条
・直進アシスト
・密苗仕様
・施肥機付き

メーカー希望小売価格

￥4,730,000（税込）

大特価

メーカー希望小売価格

￥2,667,500（税込）

大特価

※画像はイメージです

※画像はイメージです ※画像はイメージです

価格はＪＡへ
お問い合わせください！

価格はＪＡへ
お問い合わせください！



ドローン（ＤＪＩ） × 「豆つぶ剤」

ＪＡ全農にいがた“お役立ち農機動画”ＹｏｕＴｕｂｅ 配信中！

これからも作成していきます！ お楽しみに！

「スタブルカルチ （スガノ）」

アクアポート

＆

水田ファーモ

除草ロボット KRONOS

ＪＡ職員がアドバイス！ ”コンバイン セルフメンテナンス“

セルフメンテナンスで故障防止と維持コスト低減！

「水管理装置」２機種を併用！

田んぼの水管理の効率化を追求！

課題解決の参考に
ぜひご覧ください！

Ｑ

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り組みです。

おかげさまで、ＪＡグループの
受注台数２，５００台突破！
全国から共同購入への結集、
ありがとうございます！！

SL33LFQMAEPC2P
メーカー希望小売価格

453.6万円（税込）

共同購入トラクターは用途に応じて様々なラインナップから選べます！
※1台のトラクターを複数人で購入して共同利用することでは
ありません。

キャビン・タイヤ仕様 キャビン・半クロ仕様 安全フレーム・タイヤ仕様

「全国の購入者様の声」
動画でご覧ください！

ＪＡグループ 低コスト農業への挑戦！！


