水田用除草機

Paddy field

はじめに
はじめに
全国的にみても、水稲の除草をおこなっている場所は数少なく、結果として除草機の需要が少ないことから水田除草機
全国的にみても、水稲の除草をおこなっている場所は数少なく、結果として除草機の需要が少ないことから水田除草機
を開発しているメーカーは全国でも数社しかありません。
を開発しているメーカーは全国でも数社しかありません。
キュウホーの本社は北海道足寄町に位置しており、地域的には畑作が主となる場所です。もともと弊社では畑作用除草
キュウホーの本社は北海道足寄町に位置しており、地域的には畑作が主となる場所です。もともと弊社では畑作用除草
機「ウルトラ
機「ウルトラQ」を発売しており畑作作物の除草には定評がありました。北海道は畑作のイメージは多いですが、現在
Q」を発売しており畑作作物の除草には定評がありました。北海道は畑作のイメージは多いですが、現在
は全国２位の作付け面積があります。
は全国２位の作付け面積があります。
「ウルトラ
「ウルトラQ」の技術を水稲用に転用しているのが今回の水田用除草機になります。
Q」の技術を水稲用に転用しているのが今回の水田用除草機になります。
水田除草機の使用にあたっては様々な注意事項がおおくあります。
水田除草機の使用にあたっては様々な注意事項がおおくあります。
本書は水田除草機の特徴や機能、注意事項を本稿に記載してありますので是非参考にしていただいて、購入の検討をよ
本書は水田除草機の特徴や機能、注意事項を本稿に記載してありますので是非参考にしていただいて、購入の検討をよ
ろしくお願い致します。
ろしくお願い致します。
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注意事項
注意事項
1.1.水位に注意
水位に注意
水田除草機は牽引する事で動く除草機の為、水位は常に１０㎝以上が必要になります。常時水位が確保出来る圃場が使
水田除草機は牽引する事で動く除草機の為、水位は常に１０㎝以上が必要になります。常時水位が確保出来る圃場が使
用出来ます。
用出来ます。

2.2.大きな雑草は無理
大きな雑草は無理
除草機なのに雑草は抜けません。雑草を抑えるのは大変な事です。キュウホーの水田除草機は雑草を抜くのではなく、
除草機なのに雑草は抜けません。雑草を抑えるのは大変な事です。キュウホーの水田除草機は雑草を抜くのではなく、
雑草が生えないうちに、土を定期的に動かすことで雑草の発生を抑える仕組みです。
雑草が生えないうちに、土を定期的に動かすことで雑草の発生を抑える仕組みです。

3.3.植付に注意
植付に注意
水田除草機は植付後の作業になるので植付は真っ直ぐにする事と、幅は均等にする事が大事になります。
水田除草機は植付後の作業になるので植付は真っ直ぐにする事と、幅は均等にする事が大事になります。

4.4.苗に注意
苗に注意
苗の大きさは重要です。できるだけ大きく育てた苗を移植してください。
苗の大きさは重要です。できるだけ大きく育てた苗を移植してください。

5.5.水田除草機の調整は取付機種により大変な場合があります。
水田除草機の調整は取付機種により大変な場合があります。
水田除草機を取付する機械により、調整が大変な場合もあります。水田除草機の深さを安定させるために常に高さを一
水田除草機を取付する機械により、調整が大変な場合もあります。水田除草機の深さを安定させるために常に高さを一
定にする必要があり、機種によっては常に監視しながら高さを調整しなくてはいけません。
定にする必要があり、機種によっては常に監視しながら高さを調整しなくてはいけません。
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機能
機能

function
function

水田用除草機は様々な機械に取付が可能になります。
水田用除草機は様々な機械に取付が可能になります。
田植機から乗用管理機まで牽引で除草ができる機械だからこそ、取付する機械の種
田植機から乗用管理機まで牽引で除草ができる機械だからこそ、取付する機械の種
類が豊富にあります。そのため、様々な場所が調整可能になっています。
類が豊富にあります。そのため、様々な場所が調整可能になっています。
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rake
●レーキ
●レーキrake
標準装備
標準装備standard
standardequipment
equipment

●ガス抜きローター
●ガス抜きローター

●米輪
●米輪

標準装備
標準装備standard
standardequipment
equipment

オプション
オプションoption
option

株元の除草はレーキで行います。２つ
株元の除草はレーキで行います。２つガス抜きローターは条間の除草とガス
ガス抜きローターは条間の除草とガス米輪
米輪
（コメリン）
（コメリン）
は、
は、
条間の除草を行なっ
条間の除草を行なっ
のレーキで小草であれば引抜は可能で
のレーキで小草であれば引抜は可能で抜き効果が期待できます。ガスを抜く
抜き効果が期待できます。ガスを抜くていきます。米輪が先に除草する事で
ていきます。米輪が先に除草する事で

すが、基本的な考え方として、株元の
すが、基本的な考え方として、株元のことで、作物の生育促進に繋がります。
ことで、作物の生育促進に繋がります。その後のレーキでの除草が向上します。
その後のレーキでの除草が向上します。
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キュウホーの水田除草機の種類は装備内容では２種類になり、移植数に合わせて選
キュウホーの水田除草機の種類は装備内容では２種類になり、移植数に合わせて選
択していきます。必ず移植の条数と同じものを選択していきます。
択していきます。必ず移植の条数と同じものを選択していきます。
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●米輪・レーキ・ガス抜きローター
●米輪・レーキ・ガス抜きローター

●レーキ・ガス抜きローター
●レーキ・ガス抜きローター

タイミング
タイミング

timing
timing

水田用除草機は除草を行う時期が重要です。除草する時期を逃すと圃場が雑草が多
水田用除草機は除草を行う時期が重要です。除草する時期を逃すと圃場が雑草が多
い状態のままになります。
い状態のままになります。
The
Theweeding
weedingmachine
machinefor
forpaddy
paddyfields
fieldsisisimportant
importantwhen
whenweeding.
weeding.IfIfyou
youmiss
missthe
the
time
timetotoweed,
weed,the
thefield
fieldwill
willremain
remainheavily
heavilyweeded.
weeded.

移植後１０～１４日後に１回目の除草
移植後１０～１４日後に１回目の除草

２回目の除草は１週間おきに
２回目の除草は１週間おきに

最低でも３～４回は除草作業が必要です
最低でも３～４回は除草作業が必要です

移植後およそ１０～１４日以内に除草
移植後およそ１０～１４日以内に除草 必ず１週間おきに除草作業を定期的に
必ず１週間おきに除草作業を定期的に無農薬栽培等の場合は、雑草を抑える
無農薬栽培等の場合は、雑草を抑える
作業または、稲の根がしっかりと活着
作業または、稲の根がしっかりと活着 行なってください。雑草が見えなくて
行なってください。雑草が見えなくてのに最低３回以上（田植機が入れなく
のに最低３回以上（田植機が入れなく
したら除草作業を開始します。稲の活
したら除草作業を開始します。稲の活 も除草作業はしてください。
も除草作業はしてください。
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都府県型式
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北海道型式
北海道型式

都府県型式
都府県型式

北海道型式
北海道型式
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場合もあります。
場合もあります。
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transplanting
transplanting

なるまで）除草作業が必要になります。
なるまで）除草作業が必要になります。
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●田植機の場合
●田植機の場合

For
Formultipurpose
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rice

多目的田植機ではない場合は、すべての田植機に改造で取付が可能です。ただし、除草時には常時高さの
多目的田植機ではない場合は、すべての田植機に改造で取付が可能です。ただし、除草時には常時高さの
調整が必要な事から油圧が途中で止めたり出来る田植機に取付をしないと除草作業は出来ません。
調整が必要な事から油圧が途中で止めたり出来る田植機に取付をしないと除草作業は出来ません。
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植付部を外します。メーカーによっては植付
植付部を外します。メーカーによっては植付 田植機により、ネジをそのまま加工して使用
田植機により、ネジをそのまま加工して使用 取付が終われば、除草機を取付します。除草
取付が終われば、除草機を取付します。除草
部を外すと油圧の上下が出来なくなる場合が
部を外すと油圧の上下が出来なくなる場合が する場合と、溶接を行う場合と決まりはあり
する場合と、溶接を行う場合と決まりはあり 機はネジ留めで取付が可能になります。
機はネジ留めで取付が可能になります。
ありますので、確認をしながら作業をしてく
ありますので、確認をしながら作業をしてく ませんので、自由に取付をして下さい。
ませんので、自由に取付をして下さい。
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Howtotoattach
田植機への取付方法
田植機への取付方法 How

改造
改造

Modify
Modify

田植機への取付方法は２種類あります。改造をしないでそのまま装着が可能な多目
田植機への取付方法は２種類あります。改造をしないでそのまま装着が可能な多目
的田植機に取付する場合と、多目的田植機ではない田植機に加工をして取付する方
的田植機に取付する場合と、多目的田植機ではない田植機に加工をして取付する方
法があります。
法があります。
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ricetransplanter
transplanterthat
thatisisnot
nota amultipurpose
multipurposerice
ricetransplanter.
transplanter.

●多目的田植機の場合
●多目的田植機の場合

●３輪の場合
●３輪の場合

For
Formultipurpose
multipurposerice
rice

弊社水田除草機は、３輪形での除草に適しています。３輪形は前方に除草機が取付出来るので除草状態を
弊社水田除草機は、３輪形での除草に適しています。３輪形は前方に除草機が取付出来るので除草状態を
確認しながら油圧の上げ下げが行えます。４輪の場合は状態確認が出来ないため、３輪形をおすすめ致し
確認しながら油圧の上げ下げが行えます。４輪の場合は状態確認が出来ないため、３輪形をおすすめ致し
ます。
ます。
Our
Ourpaddy
paddyfield
fieldweeder
weederisissuitable
suitablefor
forweeding
weedingwith
withthree
threewheels.
wheels.The
The3-wheel
3-wheeltype
typecan
canbebeequipped
equippedwith
witha aweeder
weederatatthe
thefront,
front,sosoyou
youcan
can

thehydraulic
hydraulicpressure
pressurewhile
whilechecking
checkingthe
theweeding
weedingcondition.
condition.InIncase
caseofof4 4wheels,
wheels,we
wecannot
cannotconfirm
confirmthe
thecondition,
condition,sosowe
we
raise
raiseororlower
lowerthe
recommend
recommend3 3wheels.
wheels.

MINORU
MINORU

田植機型式：LTR・LRM・RX4・KE3・RTX30series
田植機型式：LTR・LRM・RX4・KE3・RTX30series

For
Formultipurpose
multipurposerice
ricetransplanters
transplanters

水田除草機は弊社が対応している多目的田植機の場合は、改造の必要がなく装着が可能です。
水田除草機は弊社が対応している多目的田植機の場合は、改造の必要がなく装着が可能です。
ただし４輪田植機に取付した水田除草機での除草作業は、弊社別途センサーフロート付き水田除草機を除
ただし４輪田植機に取付した水田除草機での除草作業は、弊社別途センサーフロート付き水田除草機を除
いて除草作業時の調整が常時必要になりますので注意が必要です。
いて除草作業時の調整が常時必要になりますので注意が必要です。
The
Thepaddy
paddyfield
fieldweeder
weedercan
canbebeinstalled
installedwithout
withoutthe
theneed
needfor
formodification
modificationif ifit itisisa amultipurpose
multipurposerice
ricetransplanter
transplanterthat
thatwe
wesupport.
support.

pleasenote
notethat
thatweeding
weedingwork
workwith
witha apaddy
paddyweeder
weederattached
attachedtotoa a4-wheel
4-wheelrice
ricetransplanter
transplanterrequires
requiresconstant
constantadjustment
adjustmentduring
during
However,
However,please
weeding
weedingwork,
work,except
exceptfor
forour
ourpaddy
paddyweeder
weederwith
witha asensor
sensorfloat.
float.

ISEKI
ISEKI
田植機型式：NP
田植機型式：NPシリーズ（多目的仕様）
シリーズ（多目的仕様）
NP
NPseries
series
KUBOTA
KUBOTA
田植機型式：NSU・NSD・EP・ZP・NW
田植機型式：NSU・NSD・EP・ZP・NW
シリーズ（多目的仕様）
シリーズ（多目的仕様）
NSU・NSD・EP・ZP・NWseries
NSU・NSD・EP・ZP・NWseries
MITSUBISI
MITSUBISI
田植機型式：MPR
田植機型式：MPRシリーズ（多目的仕様）
シリーズ（多目的仕様）
MPRseries
MPRseries
YANMAR
YANMAR
田植機型式：RG・YRG
田植機型式：RG・YRGシリーズ（多目的仕様）
シリーズ（多目的仕様）
RG・YRGseries
RG・YRGseries
※メーカーによっては、別途多目的ヒッチなどの部品が必要にな
※メーカーによっては、別途多目的ヒッチなどの部品が必要にな
ります。詳しくはメーカーにお問い合わせ下さい。
ります。詳しくはメーカーにお問い合わせ下さい。
Depending
Dependingononthe
themanufacturer,
manufacturer,parts
partssuch
suchasasmultipurpose
multipurposehitch
hitch
are
arerequired
requiredseparately.
separately.Please
Pleasecontact
contactthe
themanufacturer
manufacturerfor
fordetails.
details.

３輪車は前に除草機が取付出来ます。
３輪車は前に除草機が取付出来ます。
前方を確認しながら作業が可能です。
前方を確認しながら作業が可能です。

みながら油圧の上げ下げが出来ることで、精
みながら油圧の上げ下げが出来ることで、精 ３輪の場合は、旋回時の稲の損傷も４輪と比
３輪の場合は、旋回時の稲の損傷も４輪と比
度の高い除草作業が可能です。
度の高い除草作業が可能です。
べると少なくなります。
べると少なくなります。

Weeders
Weederscan
canbebeinstalled
installedininfront
frontofofthreethreewheeled
wheeledvehicles.
vehicles.
You
Youcan
canwork
workwhile
whilechecking
checkingthe
thefront.
front.

Since
Sincethe
thehydraulic
hydraulicpressure
pressurecan
canbeberaised
raised
InIncase
caseofof3 3wheels,
wheels,damage
damageofofrice
ricewhen
when
and
andlowered
loweredwhile
whilewatching,
watching,highly
highlyaccurate
accurate turning
turningisisless
lessthan
thaninincase
caseofof4 4wheels.
wheels.
weeding
weedingwork
workisispossible.
possible.

●機能紹介
●機能紹介

センサーフロート付き水田除草機は専用機として考えられているので様々な機能が備わっています。
センサーフロート付き水田除草機は専用機として考えられているので様々な機能が備わっています。

米輪（こめりん）
米輪（こめりん）
米輪は条間の雑草を撹拌する事で雑草を除去
米輪は条間の雑草を撹拌する事で雑草を除去
します。米輪本体も圃場の高低差に合わせて
します。米輪本体も圃場の高低差に合わせて
上下します。また、米輪が泥を撹拌する事で
上下します。また、米輪が泥を撹拌する事で
濁りが出ることで雑草の抑制に繋がること
濁りが出ることで雑草の抑制に繋がること
と、圃場をトロトロ層にする事で、レーキが
と、圃場をトロトロ層にする事で、レーキが
泥の中に潜り込みやすくなることで、除草効
泥の中に潜り込みやすくなることで、除草効
果がさらにあがります。
果がさらにあがります。

レーキ
レーキ
レーキは株元の除草を行います。雑草の大き
レーキは株元の除草を行います。雑草の大き
さは最大３㎝未満になりますので、必ず雑草
さは最大３㎝未満になりますので、必ず雑草
がおおきくならない状態で除草作業を開始し
がおおきくならない状態で除草作業を開始し
ます。レーキの真ん中に稲が通る事で作物を
ます。レーキの真ん中に稲が通る事で作物を
傷めない構造になっています。活着がしっか
傷めない構造になっています。活着がしっか
りしていない場合は稲も引き抜く場合もあり
りしていない場合は稲も引き抜く場合もあり
ます。
ます。

ガス抜きローター
ガス抜きローター
ガス抜きローターは泥に溜まったガスを抜く
ガス抜きローターは泥に溜まったガスを抜く
作用があります。ガスが抜けることで、稲の
作用があります。ガスが抜けることで、稲の
生育が促進されます。また、雑草も撹拌で引
生育が促進されます。また、雑草も撹拌で引
き抜ける場合もあります。ガス抜きローター
き抜ける場合もあります。ガス抜きローター
も圃場の高低差に合わせて上下します。
も圃場の高低差に合わせて上下します。

センサーフロート
センサーフロート
センサーフロートが圃場の凸凹を感知して田
センサーフロートが圃場の凸凹を感知して田
植機側の油圧を自動で一定の深さになるよう
植機側の油圧を自動で一定の深さになるよう
に調整してくれます。また、田植機側のダイ
に調整してくれます。また、田植機側のダイ
ヤルを操作する事で、除草機の深さの調整が
ヤルを操作する事で、除草機の深さの調整が
かんたんに出来ます。
かんたんに出来ます。

ローリング機能
ローリング機能
圃場の凸凹に追従出来るようにローリング機
圃場の凸凹に追従出来るようにローリング機
能を装備しています。田植機側が溝により傾
能を装備しています。田植機側が溝により傾
いても、水田除草機側は地面に添うようにバ
いても、水田除草機側は地面に添うようにバ
ネの力で追従していきます。
ネの力で追従していきます。

専用スタンド
専用スタンド
専用のスタンドを標準装備しています。スタ
専用のスタンドを標準装備しています。スタ
ンドは４箇所とも自在金具を採用しています
ンドは４箇所とも自在金具を採用しています
ので、狭い倉庫の中でも自由に除草機を移動
ので、狭い倉庫の中でも自由に除草機を移動
する事ができます。また取付、取り外しも専
する事ができます。また取付、取り外しも専
用機の角度を合わせたスタンドですので、簡
用機の角度を合わせたスタンドですので、簡
単に装着が可能になっています。
単に装着が可能になっています。

Informationforforweeding
weedingmachine
machinewith
withsensor
sensorfloat
float
センサーフロート付除草機のご案内
センサーフロート付除草機のご案内 Information
水田除草機は一部限定機種においてセンサーフロートに対応した除草機を用意して
水田除草機は一部限定機種においてセンサーフロートに対応した除草機を用意して
います。こちらの商品はクボタ販売店のみ取り扱いになります。
います。こちらの商品はクボタ販売店のみ取り扱いになります。

おすすめ
おすすめ

Paddy
Paddyfield
fieldweeders
weedersare
areavailable
availableininsome
somelimited
limitedmodels
modelsthat
thatare
arecompatible
compatiblewith
withsensor
sensorfloats.
floats.
※※Japan
Japanonly
only

KUBOTA
KUBOTA
Recommended
Recommended 田植機型式：NSU・NSD・EP・ZP・NW
田植機型式：NSU・NSD・EP・ZP・NWシリーズ（多目的仕様）
シリーズ（多目的仕様）
※田植機機種により別途中継キットが必要な場合があります。
※田植機機種により別途中継キットが必要な場合があります。

センサーフロート対応になると、圃場の高低差を自動で感知し高さを一定に調整してくれます。溶接加工
センサーフロート対応になると、圃場の高低差を自動で感知し高さを一定に調整してくれます。溶接加工
などで取付した場合は、その都度の調整が必要になりますが、センサーフロート付きの場合は手元のダイ
などで取付した場合は、その都度の調整が必要になりますが、センサーフロート付きの場合は手元のダイ
ヤルを用いて調整が可能になります。
ヤルを用いて調整が可能になります。

When
Whenthe
thesensor
sensorfloat
floatisisenabled,
enabled,it itautomatically
automaticallydetects
detectsthe
theheight
heightdifference
differenceininthe
thefield
fieldand
andadjusts
adjuststhe
theheight
heighttotoa aconstant
constantlevel.
level.IfIfyou
you
attach
attachit itbybywelding
weldingetc.,
etc.,you
youneed
needtotoadjust
adjustit iteach
eachtime,
time,but
butif ifyou
youhave
havea asensor
sensorfloat,
float,you
youcan
canadjust
adjustit itusing
usingthe
thedial
dialatathand.
hand.

商品名：６条用除草機
商品名：６条用除草機 型式：KP006-6AHA
型式：KP006-6AHA
２条追加セット
２条追加セット 型式：KP006-2BHN
型式：KP006-2BHN
※基本は６条
※基本は６条 ２条追加セットで８条用になります。
２条追加セットで８条用になります。

Selectthe
themodel
modeltotoinstall
installthe
theweeder
weeder
除草機を取付する機種を選択
除草機を取付する機種を選択 Select
センサーフロート付き対応田植機以外は除草機２機種のどちらかを選択します。機種を選択したのち、条
センサーフロート付き対応田植機以外は除草機２機種のどちらかを選択します。機種を選択したのち、条
間を
間を30・33
30・33㎝のどちらかと、植付条数に合わせて商品を選択します。
㎝のどちらかと、植付条数に合わせて商品を選択します。

Select
Selectone
oneofofthe
thetwo
twoweeding
weedingmachines
machinesexcept
exceptfor
forthe
therice
ricetransplanter
transplanterwith
witha asensor
sensorfloat.
float.After
Afterselecting
selectingthe
the
33cm
cmfor
forthe
therow
rowspacing.
spacing.
model,
model,select
selectthe
theproduct
productaccording
accordingtotothe
thenumber
numberofofrows
rowstotobe
beplanted,
planted,either
either30
30oror33
田植機ベースの場合
田植機ベースの場合
Rice
Ricetransplanter
transplanter

田植機用ヒッチ（溶接加工）
田植機用ヒッチ（溶接加工）

Thereare
arenotes
notes
除草機注意事項
除草機注意事項 There
除草機購入前について
除草機購入前について

４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4BHN
：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5BHN
：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6BHN
：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8BHN
：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4DHN
：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5DHN
：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6DHN
：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8DHN
：H(P)005-8DHN

みのる３輪車ベースの場合
みのる３輪車ベースの場合
InIncase
caseofofMinoru
Minorutricycle
tricyclebase
base

ヤンマー用ヒッチ（VP
ヤンマー用ヒッチ（VP用）
用）

イセキ用ヒッチ（さなえ用）
イセキ用ヒッチ（さなえ用）

代掻きについて
代掻きについて

除草機を無農薬栽培で行う場合は、相当
除草機を無農薬栽培で行う場合は、相当 無農薬栽培においては、初期段階の苗の
無農薬栽培においては、初期段階の苗の 除草機は万能ではありませんので、出来
除草機は万能ではありませんので、出来
の手間と時間がかかります。基本的には
の手間と時間がかかります。基本的には 大きさは非常に重要になります。マット
大きさは非常に重要になります。マット るだけ代掻きでも、
るだけ代掻きでも、
ひと手間が必要です。
ひと手間が必要です。
面積にもよりますが、移植後１ヶ月程度
面積にもよりますが、移植後１ヶ月程度 苗の場合は中苗以上で植付してくださ
苗の場合は中苗以上で植付してくださ もともとの雑草の多い圃場では、除草機
もともとの雑草の多い圃場では、除草機
は毎日、圃場で除草機の作業が必要にな
は毎日、圃場で除草機の作業が必要にな い。
い。
だけでの抑制は難しいことから、代掻き
だけでの抑制は難しいことから、代掻き
ります。
ります。
を最低でも２回以上行うことと、代掻き
を最低でも２回以上行うことと、代掻き
と植付の間隔が開かないように植付をし
と植付の間隔が開かないように植付をし
てください。
てください。

植付について
植付について

４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4AHN
：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5AHN
：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6AHN
：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8AHN
：H(P)005-8AHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4CHN
：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5CHN
：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6CHN
：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8CHN
：H(P)005-8CHN

移植苗について
移植苗について

除草前について
除草前について

除草時について
除草時について

水田除草機は植付後に同じ場所を機械が
水田除草機は植付後に同じ場所を機械が 水田除草機を使用する前に必ず水位を
水田除草機を使用する前に必ず水位を 除草作業時は、常に除草機の深さに注意
除草作業時は、常に除草機の深さに注意
走行します。植付が出来るだけ真っ直ぐ
走行します。植付が出来るだけ真っ直ぐ １０㎝以上の深水にしてください。牽引
１０㎝以上の深水にしてください。牽引 して作業を行なって下さい。浅い場合は
して作業を行なって下さい。浅い場合は
な事と、隣接の距離が必ず狭くならない
な事と、隣接の距離が必ず狭くならない 式除草機の場合、水位が低いと回転部に
式除草機の場合、水位が低いと回転部に 稲の損傷は軽微ですが、深すぎると稲の
稲の損傷は軽微ですが、深すぎると稲の
ように植付を行なって下さい。隣接が狭
ように植付を行なって下さい。隣接が狭 泥を抱きかかえてしまい、回転がとまり
泥を抱きかかえてしまい、回転がとまり 損傷が大きくなりますので注意しながら
損傷が大きくなりますので注意しながら
いと、１条分の稲を痛める場合がありま
いと、１条分の稲を痛める場合がありま 稲を泥で隠してしまいます。また、水位
稲を泥で隠してしまいます。また、水位 作業を行なって下さい。
作業を行なって下さい。
す。また、蛇行が多いと除草時の運転操
す。また、蛇行が多いと除草時の運転操 がある事で引き抜いた雑草が再び、根が
がある事で引き抜いた雑草が再び、根が
作が非常に難しくなりますので注意が必
作が非常に難しくなりますので注意が必 つかないようにする効果もあります。
つかないようにする効果もあります。
要です。
要です。

稲がなくなる場合があります
稲がなくなる場合があります

マクラ地はどうにもなりません
マクラ地はどうにもなりません

操作方法、条件によっては除草時に稲が
操作方法、条件によっては除草時に稲が 旋回時がマクラ地を荒らします。当然、
旋回時がマクラ地を荒らします。当然、 １枚の圃場が
１枚の圃場が15a
15a以下の場合は除草機の
以下の場合は除草機の
なくなってしまう場合があります。除草
なくなってしまう場合があります。除草 稲を踏みつけていきます。場所によって
稲を踏みつけていきます。場所によって 使用をおすすめ出来ません。また、３角
使用をおすすめ出来ません。また、３角
時はある程度リスクが伴う場合もありま
時はある程度リスクが伴う場合もありま は、マクラ地のみ移植の株数を増やして
は、マクラ地のみ移植の株数を増やして の圃場についても機械除草では困難にな
の圃場についても機械除草では困難にな
す。
す。
る場合もあります。
る場合もあります。
ります。水田除草を行う上で最低でも１
ります。水田除草を行う上で最低でも１
枚の圃場が２0a
枚の圃場が２0a以上の４角の圃場での
以上の４角の圃場での
使用をおすすめします。
使用をおすすめします。
みのる用ヒッチ（LTR/LRM
みのる用ヒッチ（LTR/LRM用）
用） みのる用ヒッチ（RX4
みのる用ヒッチ（RX4用）
用）

４条・６条
４条・６条
４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4AHN
：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5AHN
：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6AHN
：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8AHN
：H(P)005-8AHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4CHN
：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5CHN
：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6CHN
：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8CHN
：H(P)005-8CHN

４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4BHN
：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5BHN
：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6BHN
：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8BHN
：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4DHN
：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5DHN
：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6DHN
：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8DHN
：H(P)005-8DHN

多目的田植機ベースの場合
多目的田植機ベースの場合
Multipurpose
Multipurposerice
ricetransplanter
transplanter

みのる用ヒッチ（KE3
みのる用ヒッチ（KE3用）
用）

ｍｍｍｍ
全高：
全高：
620
620

全幅：
全幅：
ｍｍｍｍ
1950
1950
イセキ用ヒッチ（NP
イセキ用ヒッチ（NP用）
用）

４条・６条
４条・６条

ヤンマー用ヒッチ（RG
ヤンマー用ヒッチ（RG用）
用）

ｍｍｍｍ
全長：
全長：
880
880

ｍｍｍｍ
全高：
全高：
620
620

全幅：
全幅：
ｍｍｍｍ
1950
1950

８条
８条

４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4BHN
：H(P)005-4BHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5BHN
：H(P)005-5BHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6BHN
：H(P)005-6BHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8BHN
：H(P)005-8BHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4DHN
：H(P)005-4DHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5DHN
：H(P)005-5DHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6DHN
：H(P)005-6DHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8DHN
：H(P)005-8DHN

三菱用ヒッチ（MPR
三菱用ヒッチ（MPR用）
用）

ｍｍｍｍ
全長：
全長：
700
700

８条
８条

ｍｍｍｍ
全高：
全高：
620
620

４条（30㎝）
４条（30㎝）
：H(P)005-4AHN
：H(P)005-4AHN
５条（30㎝）
５条（30㎝）
：H(P)005-5AHN
：H(P)005-5AHN
６条（30㎝）
６条（30㎝）
：H(P)005-6AHN
：H(P)005-6AHN
８条（30㎝）
８条（30㎝）
：H(P)005-8AHN
：H(P)005-8AHN
４条（33㎝）
４条（33㎝）
：H(P)005-4CHN
：H(P)005-4CHN
５条（33㎝）
５条（33㎝）
：H(P)005-5CHN
：H(P)005-5CHN
６条（33㎝）
６条（33㎝）
：H(P)005-6CHN
：H(P)005-6CHN
８条（33㎝）
８条（33㎝）
：H(P)005-8CHN
：H(P)005-8CHN

適した面積について
適した面積について

ｍｍｍｍ
全高：
全高：
620
620

クボタ用ヒッチ（SPU
クボタ用ヒッチ（SPU用）
用）

全幅：
全幅：
ｍｍｍｍ
2520
2520

ｍｍｍｍ
全長：
全長：
880
880

全幅：
全幅：
ｍｍｍｍ
2520
2520

ｍｍｍｍ
全長：
全長：
700
700

商品は改良の為、予告なく変更する場合があります。

