
    

園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援

  

 

 

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

械を械を械を械を県本部県本部県本部県本部

ますますますます。。。。    

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

 

貸出しメニュー貸出しメニュー貸出しメニュー貸出しメニュー

水田の畑地転換促進・

輪作導入支援

地域実態に応じた

貸出し 

※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入

が前提が前提が前提が前提 

（（（（１１１１））））半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機

①①①①1111

②②②②乗用乗用乗用乗用

PVH100PVH100PVH100PVH100

    

PVHR2PVHR2PVHR2PVHR2

営農レポート
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園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

県本部県本部県本部県本部で取得し、で取得し、で取得し、で取得し、

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

貸出しメニュー貸出しメニュー貸出しメニュー貸出しメニュー    

水田の畑地転換促進・

輪作導入支援 

地域実態に応じた 

※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入

 

半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機

1111 畝往復畝往復畝往復畝往復 2222

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

乗用乗用乗用乗用 2222 条条条条千鳥植え千鳥植え千鳥植え千鳥植え

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

機種機種機種機種    

PVH100PVH100PVH100PVH100----120WCEX120WCEX120WCEX120WCEX

機種機種機種機種    

PVHR2PVHR2PVHR2PVHR2----120EL2G120EL2G120EL2G120EL2G    

営農レポート
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園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援園芸生産拡大支援のためののためののためののための

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

で取得し、で取得し、で取得し、で取得し、ＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へ

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

 

    

水田の畑地転換促進・ 耕盤破砕、細土化のための作業機および播

種・定植・運搬にかかる機械を貸出し、

田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に

かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。

※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入※３年貸出し後の購入

ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目

模拡大に必要な機械について、

要望にもとづき要望にもとづき要望にもとづき要望にもとづき

出しを行う。

半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機半自動野菜移植機    

2222 条条条条【更新】【更新】【更新】【更新】

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

千鳥植え千鳥植え千鳥植え千鳥植え【新規】【新規】【新規】【新規】

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

銘柄銘柄銘柄銘柄    

120WCEX120WCEX120WCEX120WCEX    ヰセキヰセキヰセキヰセキ

銘柄銘柄銘柄銘柄    

    ヰセキヰセキヰセキヰセキ

営農レポート 
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のためののためののためののための    

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

ＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へＪＡ・担い手へ貸貸貸貸

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

内容内容内容内容

耕盤破砕、細土化のための作業機および播

種・定植・運搬にかかる機械を貸出し、

田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に

かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。

ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目

模拡大に必要な機械について、

要望にもとづき要望にもとづき要望にもとづき要望にもとづき県本部が取得しＪＡに貸

出しを行う。 

    

【更新】【更新】【更新】【更新】    

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

【新規】【新規】【新規】【新規】    

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

    

ヰセキヰセキヰセキヰセキ    植付株間植付株間植付株間植付株間

作業能力作業能力作業能力作業能力

    

ヰセキヰセキヰセキヰセキ    植付株間植付株間植付株間植付株間

作業能力作業能力作業能力作業能力

 

Ｎｉｉｇａｔａ

 

 

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

貸貸貸貸しししし出す取り組みを出す取り組みを出す取り組みを出す取り組みを

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

内容内容内容内容    

耕盤破砕、細土化のための作業機および播

種・定植・運搬にかかる機械を貸出し、

田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に

かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。

ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目

模拡大に必要な機械について、

県本部が取得しＪＡに貸

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか

仕様仕様仕様仕様    

植付株間植付株間植付株間植付株間:18:18:18:18----50cm50cm50cm50cm

作業能力作業能力作業能力作業能力:3,200:3,200:3,200:3,200 株株株株

灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき

仕様仕様仕様仕様    

植付株間植付株間植付株間植付株間:27:27:27:27----38cm38cm38cm38cm

作業能力作業能力作業能力作業能力:3,600:3,600:3,600:3,600 株株株株

灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき

 

Ｎｉｉｇａｔａ 

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

出す取り組みを出す取り組みを出す取り組みを出す取り組みを、、、、

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。

耕盤破砕、細土化のための作業機および播

種・定植・運搬にかかる機械を貸出し、水水水水

田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に

かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。かかる省力・規模拡大を支援する。 

ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目ＪＡ推進品目、地域特有品目で、産地規

模拡大に必要な機械について、ＪＡからのＪＡからのＪＡからのＪＡからの

県本部が取得しＪＡに貸

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか    

品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか品目；キャベツ、えだまめ、ブロッコリーほか    

    

50cm50cm50cm50cm    

株株株株////時間時間時間時間    

灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき    

    

38cm38cm38cm38cm    

株株株株////時間時間時間時間    

灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき灌水装置つき    

発行： 

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、

、、、、平成２３年度より平成２３年度より平成２３年度より平成２３年度より

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。    

耕盤破砕、細土化のための作業機および播

水水水水

田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に田の畑地転換とそこでの園芸輪作導入に

ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）

ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）

播種板＋鎮圧板

野菜移植機（半自動）

運搬車 

で、産地規

ＪＡからのＪＡからのＪＡからのＪＡからの

県本部が取得しＪＡに貸

ＪＡから要請を受け、ＪＡと

協議のうえ決定

画の策定が必要です）

 

    

    

    

    

    

 

平成３０

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、ＪＡ全農にいがたでは、園芸品目の生産振興・面積拡大の支援を目的に、園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機

平成２３年度より平成２３年度より平成２３年度より平成２３年度より行っており行っており行っており行っており

ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。ここではその貸出しメニューの概要および実例を紹介いたします。    

主な機種主な機種主な機種主な機種    

ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）

ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）

播種板＋鎮圧板 

野菜移植機（半自動）

 

ＪＡから要請を受け、ＪＡと

協議のうえ決定（生産拡大計

画の策定が必要です）

平成３０年７月

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機

行っており行っており行っており行っており

    

ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ﾓﾐｻﾌﾞﾛｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）    

ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）ｱｯﾌﾟｶｯﾄﾛｰﾀﾘｰ（ﾄﾗｸﾀ付き）    

野菜移植機（半自動） 

ＪＡから要請を受け、ＪＡと

（生産拡大計

画の策定が必要です） 

月３日 

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。 

園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機園芸用農業機

行っており行っており行っており行っており

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

    

    

    

    

    

    

    

（（（（２２２２））））モミサブローモミサブローモミサブローモミサブロー

     

    

    

（（（（３３３３）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）

          

 

    

 

 

 

 

 

 

                （左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工

                （右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工

    

    

（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

    

    

    

トラクタトラクタトラクタトラクタ

（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）

モミサブローモミサブローモミサブローモミサブロー

（弾丸付き）（弾丸付き）（弾丸付き）（弾丸付き）

トラクタトラクタトラクタトラクタ

（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）

アップカットアップカットアップカットアップカット

ロータリーロータリーロータリーロータリー

＋畝立て整形機＋畝立て整形機＋畝立て整形機＋畝立て整形機

    （ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）

モミサブローモミサブローモミサブローモミサブロー

      

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保

）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

            

（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工

（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工

（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

機種機種機種機種    

トラクタトラクタトラクタトラクタ    

（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）    

モミサブローモミサブローモミサブローモミサブロー    

（弾丸付き）（弾丸付き）（弾丸付き）（弾丸付き）    

機種機種機種機種    

トラクタトラクタトラクタトラクタ    

（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）（ｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟ）    

アップカットアップカットアップカットアップカット    

ロータリーロータリーロータリーロータリー    

＋畝立て整形機＋畝立て整形機＋畝立て整形機＋畝立て整形機    

（ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）（ﾏﾙﾁｬｰ付）    

モミサブローモミサブローモミサブローモミサブロー（トラクタ付き）（トラクタ付き）（トラクタ付き）（トラクタ付き）

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保

）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

    

（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工

（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工

（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機（４）その他貸出し機    

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

銘柄銘柄銘柄銘柄    

ﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰ    ４５馬力４５馬力４５馬力４５馬力

ハーフクローラハーフクローラハーフクローラハーフクローラ

ｽｶﾞﾉｽｶﾞﾉｽｶﾞﾉｽｶﾞﾉ    ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量

⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約

銘柄銘柄銘柄銘柄    

ﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰﾔﾝﾏｰ    

    

    

松山松山松山松山    

    

佐野佐野佐野佐野    

ｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁｱﾀｯﾁ    

（トラクタ付き）（トラクタ付き）（トラクタ付き）（トラクタ付き）    

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保

）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工    

（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工（右）通常ロータリー施工    

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

４５馬力４５馬力４５馬力４５馬力    

ハーフクローラハーフクローラハーフクローラハーフクローラ

ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量

⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約

４５馬力４５馬力４５馬力４５馬力    

ハーフクローラハーフクローラハーフクローラハーフクローラ

作業幅作業幅作業幅作業幅 170cm170cm170cm170cm

    

整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅

適応マルチ適応マルチ適応マルチ適応マルチ

    

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保

）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工（左）アップカットロータリー施工    

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

仕様仕様仕様仕様    

ハーフクローラハーフクローラハーフクローラハーフクローラ    

ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量ホッパ容量 900900900900ℓℓℓℓ（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）

⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約⇒満タンで約 60m60m60m60m 施工可施工可施工可施工可

仕様仕様仕様仕様    

    

ハーフクローラハーフクローラハーフクローラハーフクローラ    

170cm170cm170cm170cm    

整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅整形機畝すそ幅 70707070～～～～135cm135cm135cm135cm

適応マルチ適応マルチ適応マルチ適応マルチ 180cm180cm180cm180cm までまでまでまで

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保

）アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き））アップカットロータリー（トラクタ付き）    

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）（補助ホッパ付）    

施工可施工可施工可施工可    

135cm135cm135cm135cm    

までまでまでまで    

通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと

アップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーの

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

    

    

    

    

    

    

    

耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保耕盤破砕、補助暗渠の施工で透排水性を確保（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）

 

 

 

 

 

 

 

 

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（

通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと

アップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーの

違い違い違い違い    

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）

細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定細土耕耘による定植苗の活着向上、植付姿勢の安定 

半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（半自動野菜移植機（１畝１条植え）、運搬車、播種板＋鎮圧板（128128128128 穴、穴、穴、穴、

通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと通常ロータリーと    

アップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーのアップカットロータリーの    

    

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）（水田の畑地転換）    

穴、穴、穴、穴、288288288288 穴）穴）穴）穴）    

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。 

    

    

 



    

    

        

 

 

 

（上記以外）さといも定植作業機（上記以外）さといも定植作業機（上記以外）さといも定植作業機（上記以外）さといも定植作業機、収穫機、、収穫機、、収穫機、、収穫機、枝豆脱莢機枝豆脱莢機枝豆脱莢機枝豆脱莢機ほかほかほかほか    

 

    

ＪＡ全農にいがたが貸し出す先は「ＪＡ」となります。借り受けたＪＡが、管内の希望 

する担い手に貸出します。詳細は各ＪＡで取り決めがありますので、ＪＡにお問い合わせ

ください。また１台の機械を複数の生産者、ＪＡ間で利用します。貸出し機の取扱いには

細心の注意を払うようお願いいたします。 

 今後もＪＡ全農にいがたは園芸生産拡大に向けた支援を行っていきます。 

以 上 

 

（全農新潟県本部 園芸部 園芸総合課） 

アスパラ選別機 枝豆選別ライン さといも移植機

※掲載内容の無断使用・転載を禁じます。 


