


●一般製品 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

種子馬鈴薯消毒槽 

　 種子馬鈴薯消毒槽 種子馬鈴薯消毒 ＮＰＳ455 ローラコンベア式・無動力 500,000 550,000 浸漬消毒用

　 　 -自在キャスタセット 　移動用車輪 　‐130ＣＣ
Φ130ブレーキ付
自在車輪　４個 56,000 61,600 種子馬鈴薯消毒槽オプション　取付ネジ付

　 　 -交差ローラAssy 　交換ローラAssy   ‐RR55 フレーム・ローラ一式 350,000 385,000 ﾛｰﾗ樹脂製 ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ

いも種切断機

新 いも種切断機 種子馬鈴薯切断 NPC９９０
コンベア式
単相100Ｖ　0.4Kw 470,000 517,000

3切・4切可
おしりカット

　 　 -レザーマーカー ハイパー 切断箇所光線マーク 　‐LM22 一列腺　AC100Vｺﾝｾﾝﾄ 68,000 74,800 強力赤色光線　磁石取付

　 　 -針ベルト消毒装置 針ベルト消毒 　‐ＢＳ1 無動力 滴下式 109,000 119,900 ブラシ付回り　ステンレス槽

サブソイラ

　 ＮＢ22 2連・～40Kw～ 415,000 456,500 ナイフエッジ交換取付

　 ＮＢ33 3連・～50Kw～ 470,000 517,000 ナイフエッジ交換取付　逆Vナイフ配列

　 ＮＢ222 2連・～50Kw～ 605,000 665,500 強力フレーム

　 ＮＢ333 3連・～75Kw～ 690,000 759,000 強力フレーム

　 ＮＢ555 5連・～90Kw～ 1,500,000 1,650,000 W角パイプ強力フレーム

　 　 -コルターＡｓｓｙ 　圃場残渣切断 　‐Ｃ114
16’ウェーブコルター
1畦セット 77,000 84,700 取付部品一式

　 　 -弾丸 　‐Ｄ65 Φ65弾丸1畦セット 25,000 27,500 ウィングと交換取付

　 　 -強力弾丸 　‐Ｄ100 Φ100弾丸1畦セット 42,000 46,200 独立取付

軽ハロー

　 軽ハロー 小面積・枕地砕土整地 ＮＬＨ18 1.8ｍ・20Kw～ 380,000 418,000 小型Ｓタイン-棒レーキコンビハロー

スプリング除草ハロー

　 ＮＫ2Ａ 2.4ｍ・20Kw～ 245,000 269,500

　 ＮＫ2Ｂ 3.0ｍ・20Kw～ 295,000 324,500

　 直装型スプリング除草ハロー ＮＫ3Ｃ 4.5ｍ・20Kw～ 460,000 506,000

　 直装型カキトリハロー 秋播小麦 腐葉除去 ＮＫ3Ｃ-T 4.5ｍ・2０Kw～ 490,000 539,000

　 　 -除草ハロータイン 株間除草・軽覚土 　‐WＴ 2,200 2,420 NK2A/42ｺ;NK2B/54ｺ;NK3C/81ｺ;

　 　 -カキトリハロータイン 秋播小麦 腐葉除去 　‐ＴT 2,500 2,750 NK3C-T/81ｺ

　 　 -タイン固定座金 　‐KＰ 650 715

　 　 -ボルト 　‐M8*15 40 44

　 　 -スプリング゛ワッシャ 　‐M８ 18 20

ぬきとりヘルパー

調 ぬきとりヘルパー NPSH３ ３KW(４PS) 580,000 638,000 サイドクラッチ方向転換/走行クラッチ付

運賃別途

ポテトデガー

　 2畦ポテトデガー 馬鈴薯２畦収穫 ＮＰＷ59 2畦・40Kw～ 1,270,000 1,397,000 無傷収穫　枕地収穫　後方送り

　 2畦横送りポテトデガー 馬鈴薯２畦横送り収穫 ＮＰＷ84 2畦・40Kw～ 油圧1系統 1,510,000 1,661,000 無傷収穫　枕地収穫　油圧横送りｺﾝﾍﾞﾔ式

注 2畦大型横送りポテトデガー
大型ハーベスタ端堀収
穫 ＮＰＷ94 2畦・75Kw～ 油圧1系統 2,800,000 3,080,000 無傷収穫　大型端畦収穫　油圧横送りｺﾝﾍﾞﾔ式

改 1畦ポテトデガー 馬鈴薯収穫 NP60ｂｄ2 1畦・20Kw～ 1,100,000 1,210,000 端畦収穫　機械式左右横送りｺﾝﾍﾞﾔ式

特 　特注 中型デガー
根菜収穫
(掘取ｺﾝﾍﾞﾔ長く土砂分離良い) 1畦・都度設計 都度見積り 都度見積り 端畦収穫　機械式左右横送りｺﾝﾍﾞﾔ式

特 　特注 小ピッチコンベヤデガー 根菜収穫　(小粒作物に向く) 　 1畦・2畦・都度設計 都度見積り 都度見積り 端畦収穫　機械式左右横送りｺﾝﾍﾞﾔ式

特 　特注 けん引デガー
(ｺﾝﾍﾞﾔ長く土砂分離良･ﾌﾚ
ｺﾝ収穫) 　 1畦・都度設計 都度見積り 都度見積り 端畦収穫　機械式左右横送りｺﾝﾍﾞﾔ式
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交換部品

NK2A/42ｺ;NK2B/54ｺ;NK3C/81ｺ;

トラクタ直装

カルチ後装
株間除草・軽覚土

病変馬鈴薯圃場外搬出
収穫作物他の運搬

スプリング除草ハロー

　排水痕跡施工

サブソイラ

ストロングサブソイラ

心土破砕

タイン固定部品



●一般製品 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

培土心破兼用機

　 ＮＲ3 3畦・30Kw～ 245,000 269,500 畦間心破3

　 ＮＲ5 5畦・40Kw～ 320,000 352,000 畦間心破5

　 ＮＲ33 3畦・30Kw～ 460,000 506,000 畦間心破3　ふっくら培土3

　 ＮＲ55 5畦・40Kw～ 640,000 704,000 畦間心破5　ふっくら培土5

　 　 ‐ゲージホイルセット 施工安定 　-ＧＨ2 ＮＲ３･5･33･55用 63,000 69,300 固定心破・培土用オプション

　 ＮＲＧ3 3畦・30Kw～ 640,000 704,000 畦間心破3　ふっくら培土3　自動高低式

　 ＮＲＧ5 5畦・40Kw～ 800,000 880,000 畦間心破5　ふっくら培土5　自動高低式

　 ふっくら培土 馬鈴薯整畦整畦培土 ＰＲ72 1畦分　カルチ他取付 55,000 60,500 調整付整畦培土羽根

　 　 -ノブタロングシャンク
旧型
培土心破兼用機取付 　 10,000 11,000

　 　 -ノブタショートシャンク 　改造取付基本形状 　 8,500 9,350

　 　 -ニチノーシャンク 　日農カルチ取付 　 9,000 9,900 強度の高いフレーム用　チャック別

注 　
-小橋ロータリカルチ
取付Ａｓｓｙ

　小橋ロータリ
　カルチ取付 　 40,000 44,000 固定式　羽根角度のみ調整可

注 　
-二プロＲＫ311・511･320・520
取付Ａｓｓｙ

　現在型ニプロ
　ロータリカルチ取付 　 26,000 28,600 リッチャーアームの後部交換部品

特 　 -特注シャンク 　各種カルチ他取付 　 都度見積り 都度見積り ご相談ください

　 豆用培土羽根 小型培土羽根 ＢＲ60 カルチアタッチメント 16,000 17,600 豆・馬鈴薯仮培土用小型培土羽根

ローラ

限 鎮圧ローラ(在庫限) 均平・鎮圧 ＮＰＲ30 3.0ｍ・30Kw～ 480,000 528,000 2本切・ローリング式

　 ＮＰＲ20a 2.0ｍ・22Kw～ 530,000 583,000

　 ＮＰＲ24a 2.4ｍ・26Kw～ 560,000 616,000

　 ＮＰＲ30a 3.0ｍ・30Kw～ 590,000 649,000

　 グッドランドローラ 均平・鎮圧 NIR30 3.0ｍ・45Kw～ 930,000 1,023,000 2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ

　 グッドランドローラ－カキトリ 均平・鎮圧・腐葉除去 NIR30-T 3.0ｍ・60Kw～ 1,110,000 1,221,000
2本切・ﾛｰﾘﾝｸﾞ式・樹脂凹凸ﾛｰﾗ
ｶｷﾄﾘﾀｲﾝ付

　 　 ーカキトリタインユニット 　OP腐葉除去 　－TU30 　オプション 170,000 187,000 2列巾3m
※法定消費税率10％で計算しています。

●荷役機器 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

荷役機器

　 バックリフト コンテナ運搬 ＮＢＬ20 １．５ｔ・３０Kw～ 235,000 258,500 トラクタ後装・爪巾調整可
運賃別途

　 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用ローリングバケット70 内要物転回放出 ＮRB70
700ℓ
2ｔ～ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用 415,000 456,500

注
腐食防止材料製
内要物転回放出 ＮRB70ST

700ℓ
2ｔ～ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用 1,220,000 1,342,000

　 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用ローリングバケット50 内要物転回放出 ＮRB50
500ℓ
2ｔ～ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用 385,000 423,500

注
腐食防止材料製
内要物転回放出 ＮRB50ST

500ℓ
2ｔ～ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用 1,120,000 1,232,000

特 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用ﾛｰﾘﾝｸﾞﾊﾞｹｯﾄ特注
内要物転回放出
材料･容量等ご相談 ＮRB OD 都度ご相談 都度見積り 都度見積り フォークリフト爪装着　無動力

　 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用フレコン吊具 フレコン移動 ＮＦＨ２４
1.5ｔまで
2ｔ～ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用 235,000 258,500

フォークリフト爪装着
二ヵ所吊り／米パック４点吊OK

注 自動ポテプラフック 十勝式4畦全自動ﾎﾟﾃﾄﾌﾟﾗﾝﾀ懸架用 ＮＰＨ10 フォークリフト用 69,000 75,900 ﾎﾟﾃﾄﾌﾟﾗﾝﾀは種芋・肥料が空の状態で使用

　 ＮＦS1.0Ｈ 39,000 42,900 ネジ止め組立式　梱包発送可

運賃別途

　 ＮＦS AJ 41,500 45,650 ネジ止め組立調整式　梱包発送可

運賃別途

　 ＮＦS1.0Ｌ 40,000 44,000 ネジ止め組立式　梱包発送可

運賃別途

特 特注荷役用機器 　 　 　 都度見積り 都度見積り
※法定消費税率10％で計算しています。
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馬鈴薯600Kgバック用
輪径1.0m

高さ徐々に引上げ落差軽減

馬鈴薯600Kgバック用
輪径1.0m

高さ1.1ｍ固定
馬鈴薯600Kgバック･肥料廃パック

ホームセンタ販売パック等
輪径0.85～1.0m

高さ0.6～1.1ｍ可変

鎮圧ローラ 2本切・ローリング式/取付ﾋﾟﾝは選択

均平・鎮圧
オートヒッチを含む
すべてのカテゴリー
取付可能

培土心破兼用機Ⅱ

培土心破兼用機Ⅰ

畦間心破機 畦間心破

畦間心破‣整畦培土

ステンレス製
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用ローリングバケット70

ふっくら培土
アタッチメント

オーダーシャンク製作にも使えます

畦間心破‣自動高低‣整畦培土

ステンレス製
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ用ローリングバケット50

組立式
フレコン支持

組立・調整式
フレコン支持

組立式
フレコン支持

フォークリフト爪装着　無動力

フレコンスタンド 立

フレコンスタンド アジャスト

フレコンスタンド 低



●農産物選別ライン 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

農産物選別ライン

コンテナチッパー コンテナ転回 ＮＥＢＴＰ 2,350,000 2,585,000 135°完全転回・自動運転 遠隔操作ｾﾝｻ

注 横向コンテナチッパー コンテナ横向き転回　特注 ＮＥBTS 2,700,000 2,970,000 注文製作　改：遠隔操作ｾﾝｻ

注 横向コンテナチッパ ハイパー
コンテナ横向き転回　特注
高能力 NEBTSH 3,200,000 3,520,000 注文制作　１工程/60秒エンジン搭載

注 　 大型シュート 横向コンテナチッパーオプション 　-LS  無動力 640,000 704,000 注文制作　バラ受コンベヤ連結向け

注 横向ハーフコンテナチッパー ハーフコンテナ横向き転回　特注 ＮＥHTS
1.5ｔ 光センサ自動制御
単相0.75KW 三相1.13ＫＷ 2,450,000 2,695,000 作業台は別(-WBを取付) 遠隔操作ｾﾝｻ

注  作業台 OP：樹脂張り連結作業台 　-WB 690,000 759,000 特注横向コンテナチッパーに取付

注 　 コンテナ支持バー OP：開放型コンテナ押え 　－OS 140,000 154,000 排出しづらい内容物用/上部分交換部材

　 コンテナスロープマシン コンテナ傾斜 ＮＥＣＳＭ
1.5ｔ　三相　0.4ＫＷ
手動制御 1,280,000 1,408,000 ４５°傾斜・手動運転

注 ローリングチッパー
自動制御
ｺﾝﾃﾅ原料無傷繰出 ＮＥＲＢＴ

1.5ｔ　単相三相　1.2ＫＷ
光センサ+シーケンサー 5,550,000 6,105,000 エレベータ長付属　注文製作

　 ホッパコンベヤL フレコン原料繰出し ＮＥSＨＣ 490,000 539,000

　 チッパー用ホッパコンベヤ チッパー連結原料繰出し ＮＥＴＨＣ 670,000 737,000

名 インバータフィーダＬ フレコン原料制御繰出し ＮＥSＣＦ 1,040,000 1,144,000

名 チッパー用フィーダ ＮＥＴＣＦ 1,230,000 1,353,000

新 横向チッパー用フィーダ・サイド ＮＥＴＣＳ 1,280,000 1,408,000

新 横向チッパー用フィーダ・リア ＮＥＴＣＲ 1,250,000 1,375,000

名 　 ﾌｨｰﾀﾞﾕﾆｯﾄ 自動制御繰出し部品 　‐ＣＦ
単相三相 0.4KW　整列ﾛｰﾗ+
光ｾﾝｻ+ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 750,000 825,000 NELHC→NEICF　または　NETHC→NETCF 部品

　 　 延長コンベヤ OP：出口選別コンベヤ 　-ECL ﾌｨｰﾀﾞから連結 210,000 231,000 長さ950mm　巾300と340ﾀｲﾌﾟ　同額

　 　 整列ｺﾞﾑﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾛｰﾗ部品 旧型 後付部品 　‐RP 旧型 245,000 269,500 ゴムローラ･軸･付属部品一式

　 　 整列ｺﾞﾑﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾛｰﾗ部品 現在型 後付部品 　‐RP 現在型 170,000 187,000 ゴムローラのみ

　 チッパー用ロッドコンベヤ
チッパー連結土落し
原料繰出し　出口ｼｭｰﾄ ＮＥＴRＣ 2.0ｍ　単相三相　0.4ＫＷ 750,000 825,000 ロッドコンベヤ　繰出機　出口シュート

　 チッパー用ロッドコンベヤS
チッパー連結土落し
原料繰出し　出口ｾﾝﾄﾞｺﾝﾍﾞﾔ ＮＥＴRS 2.0ｍ　単相三相　0.8ＫＷ 1,100,000 1,210,000 ロッドコンベヤ　繰出機　出口ｾﾝﾄﾞｺﾝﾍﾞﾔ

　 チッパー用ロッドフィーダ
チッパー連結土落し
原料制御繰出し ＮＥＴRＦ

2.0ｍ　単相三相　0.8ＫＷ
光センサ+インバータ制御 1,460,000 1,606,000 ロッドコンベヤ　繰出量自動制御調整機

　 　 ﾛｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞﾕﾆｯﾄ 自動供給部品 　‐RＣＦ
単相三相 0.4KW 整列ﾛｰﾗ+
光ｾﾝｻ+ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 880,000 968,000 NETRC→NERF 部品

　 　 センドコンベヤ 連結排出ｺﾝﾍﾞﾔ 　‐SＣ 385,000 423,500

　 　 延長センドコンベヤ OP：出口選別コンベヤ 　‐SＣL 500,000 550,000

　 供給ホッパ 原料芋供給枠 ＮＥＬＳＨ １.０ｍ　無動力 85,000 93,500 内張付　傾斜取付/水平取付

　 排塵ダスター NEＤＳＴ
ダクト径φ300
単相100V　0.55kw 470,000 517,000 NEBTP/TCF部用

　 　 -延長ダストホース 　‐OPHA ダクト径φ300*L5m 40,000 44,000 延長用　布製

注 集塵ダスター 屋内集塵 NEDSR
ﾑﾗｺｼMY-125XN連結
三相200V 1.5KW 850,000 935,000 屋内設置 ﾎｰｽ10ｍ

特 ダスター　特注 塵処理 NEＤＳO 特注 都度設計 都度見積り 都度見積り 各箇所用 都度設計

　 サイザー　１連２階級 ＮＥSIZ 1R2G 730,000 803,000 １連２階級選別

　 サイザー　２連３階級 ＮＥSIZ 2R3G 1,300,000 1,430,000 ２連３階級選別

　 サイザー　３連４階級 ＮＥSIZ 3R4G 1,870,000 2,057,000 ３連４階級選別

特 サイザー　特注(多連) ＮＥSIZ order
単独機 指定階級
クロスコンベヤ　単相　0.04Kw 都度見積り 都度見積り 指定連数指定階級選別

　 サイズローラ ＮＥSIR
モータ無
クロスコンベヤ　単相　0.04Kw 530,000 583,000

ローラテーブル取付型
入口･出口･連結可

　 サイズローラＭ NESIM
単相三相 0.4Kw
クロスコンベヤ　単相　0.04Kw 650,000 715,000

ベルトテーブル･ローラテーブル取付型
入口･出口･連結可

　 連結サイザー ＮＥSIC
モータ無
クロスコンベヤ　単相　0.04Kw 575,000 632,500 サイザー多連化　連結用

　 　 サイザー　クロスコンベヤ 小型ベルトコンベヤ 　‐CC 単相100V 0.04Kw 300,000 330,000 多目的利用

　 　 サイザー　出口クロスコンベヤ
出口取付
小型ベルトコンベヤ 　‐CD 単相100V 0.04Kw 340,000 374,000 クロスコンベヤ排出方向整列用

―３－

屋外廃塵

形状選別

小･中･大
3ﾊﾟﾀｰﾝの選択組合せ
ハンドル調整

単独機 単相三相 0.4Kw
クロスコンベヤ　単相　0.04Kw

※法定消費税率10％で計算しています。

2.0ｍ　単相三相　0.8ＫＷ
光センサ+インバータ制御

チッパー連結原料制御繰出し

ゴム製ローラ
泥抜き/耐久性能向上

2.0ｍ
単相三相　0.4ＫＷ

フラットコンベヤ　繰出機

1.5ｔ
単相0.75KW 三相1.13ＫＷ
光センサ自動制御

無動力

ﾁｯﾊﾟ用ﾛｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ･ｺﾝﾍﾞﾔに取付
単相三相 0.4KW　W480*L450
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ

フラットコンベヤ
繰出量自動制御調整機



●農産物選別ライン 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機　5-O ＮＥＩＢＦO
　５本ブラシ
単相三相　0.7ＫＷ 730,000 803,000

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機10-O ＮＥＩＢＴO
１０本ブラシ
単相三相　0.7ＫＷ 990,000 1,089,000

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機　5-O ＮＥＳＢＦO
　５本ブラシ
単相三相　0.7ＫＷ 750,000 825,000

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機10-O ＮＥＳＢＴO
１０本ブラシ
単相三相　0.7ＫＷ 970,000 1,067,000

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機　5-I ＮＥＩＢＦI
　5本ﾌﾞﾗｼ単三相0.4KW
集塵機 三相1.5KW 1,050,000 1,155,000

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機10-I ＮＥＩＢＴI
10本ﾌﾞﾗｼ単三相0.4KW
集塵機 三相1.5KW 1,240,000 1,364,000

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機　5-I ＮＥＳＢＦI
　5本ﾌﾞﾗｼ単三相0.4KW
集塵機 三相1.5KW 1,070,000 1,177,000

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機10-I ＮＥＳＢＴI
10本ﾌﾞﾗｼ単三相0.4KW
集塵機 三相1.5KW 1,260,000 1,386,000

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機　5-N ＮＥＩＢＦN
　５本ブラシ
単相三相　0.4ＫＷ 595,000 654,500

　 ｲﾝﾗｲﾝ馬鈴薯磨機10-N ＮＥＩＢＴN
１０本ブラシ
単相三相　0.4ＫＷ 870,000 957,000

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機　5-N ＮＥＳＢＦN
　５本ブラシ
単相三相　0.4ＫＷ 615,000 676,500

　 ｾﾊﾟﾚｰﾄ馬鈴薯磨機10-N ＮＥＳＢＴN
１０本ブラシ
単相三相　0.4ＫＷ 840,000 924,000

調 MY-125XN
三相200V
1.5Kw(50or60Hzｱﾘ) 510,000 561,000

異径管・ラセンホース10ｍ付属
･吸気口径φ148*1口orφ98*2口

調 MY-75X 単相100V0.75Kw 415,000 456,500
異径管・ラセンホース10ｍ付属
･吸気口径φ98*1口orφ73*2口

調 MY-60X 単相100V0.75Kw 395,000 434,500
異径管・ラセンホース10ｍ付属
･吸気口径φ73/1口

　 　 　-OP RH100 φ100＊10m 53,000 58,300

　 　 　-OP RH150 φ150＊10m 95,000 104,500

　 　 　-OP RH75 φ75＊10m 38,000 41,800

　 　 排塵ブロア　フルタ 排塵 D100-400W
単相100V･三相
200V/0.4Kw 215,000 236,500 排塵型馬鈴薯磨機取付品

　 小径グレイドローラ ＮＥＧＲＲ ３列　本体より駆動 385,000 423,500 スペイサ組替えによる調整

注 グレイダ ＮＥＧＲＤ
３列１段２階級
単相三相　0.4ＫＷ 640,000 704,000

特 グレイダ　特注（多連） ＮＥＧＲＯ
３列多段指定階級
単相三相　0.4ＫＷ 都度見積り 都度見積り

ローラテーブル1.8 ＮＥＲＴＭ
ローラコンベヤ　1.8ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 795,000 874,500

ローラテーブル2.4 ＮＥＲＴＬ
ローラコンベヤ　2.4ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 1,020,000 1,122,000

ローラテーブル3.0 ＮＥＲＴE
ローラコンベヤ　3.0ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 1,250,000 1,375,000

特 ローラテーブル　特注 ＮＥＲＴＯ
ローラコンベヤ　指定長
単相三相　0.4ＫＷ 都度見積り 都度見積り

注 ベルトテーブル1.8 ＮＥＦＴＭ
ベルトコンベヤ　1.8ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 660,000 726,000 注文製作

注 ベルトテーブル2.4 ＮＥＦＴＬ
ベルトコンベヤ　2.4ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 880,000 968,000

減速モータ　シュート　蛍光灯スタンド付

注 ベルトテーブル3.0 ＮＥＦＴＥ
ベルトコンベヤ　3.0ｍ
単相三相　0.4ＫＷ 1,060,000 1,166,000 基本ローラテーブルと置換えできます

特 ベルトテーブル　特注 ＮＥＦＴＯ
ベルトコンベヤ　指定長
単相三相　0.4ＫＷ 都度見積り 都度見積り

　(サイズローラはサイズローラＭの取付になります)

注 ステンレスメッシュテーブル
メッシュコンベヤ
手選別 ＮＥMTＯ

メッシュコンベヤ　指定長・寸法
指定電源 都度見積り 都度見積り 基本ｺﾝﾍﾞﾔ部ｽﾃﾝﾚｽ製/仕様は相談

注 ロッドテーブル
ロッドコンベヤ
手選別 ＮＥPTＯ

ロッドコンベヤ　指定長・寸法
指定電源 都度見積り 都度見積り 基本鉄製ｺﾝﾍﾞﾔ/仕様は相談

　 　 -LED蛍光灯 　OP：選別用照明 　-LEDR
単相100V　17Ｗ
吊下げ･笠付 35,000 38,500 蛍光灯スタンド取付に適/機器付

※法定消費税率10％で計算しています。

―4―

ベルトコンベヤ
手選別

集塵機　ムラコシ

-延長ラセンホース

減速モータ　シュート
蛍光灯スタンド付

転動ローラ　手選別
ブルーローラ仕様

小径芋抜取
スペイサ組替えによる調整 注文製作

ライン直結　 排塵ﾌﾞﾛア付

集塵

つなぎ管･ホースバンド付属

馬鈴薯土落し

単独使用　　集排塵機無し

ライン直結　 集排塵機無し

単独使用　 　ムラコシ集塵機MY-125XN付

ライン直結　 ムラコシ集塵機MY-125XN付

単独使用　　排塵ﾌﾞﾛア付



●農産物選別ライン 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
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　 エレベータ　SS ＮＥＬＥＳＳ 490,000 539,000 小形ホッパ付　

　 エレベータ　SB ＮＥＬＥＳB 575,000 632,500 大型ホッパ付　コンテナスロープマシン適合

　 屑芋エレベータ　Ｃ 両側受屑芋放出 ＮＥＲＰＥ 700,000 770,000 受口・落口水平一体コンベア受け

　 屑芋エレベータ　Ｈ 片側受屑芋放出 ＮＥＲＳＥ 610,000 671,000 屑芋ホッパ付

　 エレベータ　L 上昇移動 ＮＥＬＥＬ
3.6ｍ　320巾桟付
単･三相　0.4ＫＷ 700,000 770,000 平行小形ホッパ付

　 　 ネット受フープ 　OP：ネット簡易取付具 　-NH
無動力
エレベータ出口クシに取付 13,000 14,300 旧型エレベータは加工が必要

注 オーダエレベータ 移動 ＮＥＬＥＯ
指定長　指定巾桟付
単･三相　指定ﾓｰﾀ 都度見積り 都度見積り 指定製作エレベータ

　 コンテナフィーラ 自動交互コンテナ充填機 NEBFR
単相三相　1.6ＫＷ
光センサ+シーケンサ 6,000,000 6,600,000

各種コンテナに適合
コンテナ傾斜打痕防止

センサーコントロールエレベータ ＮＥＳＣＥ
4.6ｍ　単相三相　0.8ＫＷ
光センサ+シーケンサ 1,900,000 2,090,000

落下高さ自動感知・自動制御
遠隔操作ｾﾝｻ

注 　 -ハイキャリーモデル ＮＥＳＣＥ-U
3枚おきを2枚おきに
30%搬送能力ｱｯﾌﾟ　遠隔操作ｾﾝｻ 2,180,000 2,398,000 　-メーカーオプション

注 マニアルコントロールエレベータ ＮＥＭＣＥ
4.6ｍ　単相三相
0.8ＫＷ　手動操作 1,590,000 1,749,000 手動操作　安価

注 　 -ハイキャリーモデル ＮＥＭＣＥ-U 1,870,000 2,057,000 　-メーカーオプション

　 　 -ハイキャリー部品 　‐ＵP 415,000 456,500 　工賃別途

　 インバータ変速ユニット 　-IVU 単相100三相200V選択 300,000 330,000 メーカーオプション 本機注文時受注

特 インバータ変速ユニット　特注 　-IVUO 都度設計 都度見積り 都度見積り
後付けはﾓｰﾀ交換等必要な機種あり
※工賃等別途

　 振分コンベヤ
ﾛｰﾗﾃｰﾌﾞﾙ→ｾﾝｻｰｺﾝﾄ
ﾛｰﾙｴﾚﾍﾞｰﾀ2台利用 ＮＥＤＶＣ 単相90Ｗモータ2基 720,000 792,000

一面左右独立作動コンベヤ
手動制御

特 振分コンベヤ　特注 各機種分岐連結 ＮＥＤＶＯ 動力等都度設計 都度見積り 都度見積り
一面左右独立作動コンベヤ
制御･寸法等都度設計

　 単相電源　　　 インバータ ＮＥＩＶ2
100→200Ｖ
単→三相　0.4ＫＷ 180,000 198,000

　 単相電源750ｗインバータ ＮＥＩＶ2Ｔ
100→200Ｖ
単→三相　0.75ＫＷ 210,000 231,000

　 三相電源　　　 インバータ ＮＥＩＶ3
200Ｖ
三相　0.4ＫＷ 180,000 198,000

　 三相電源750ｗインバータ ＮＥＩＶ3Ｔ
200Ｖ
三相　0.75ＫＷ 210,000 231,000

特 三相電源特注 インバータ ＮＥＩＶ3Ｏ
200Ｖ
三相　注文により 都度見積り 都度見積り

特 特注選別用機器 　 　 　 都度見積り 都度見積り
※法定消費税率10％で計算しています。

―５―

200Ｖ三相モータ適応
周波数変換式

3枚おきを2枚おきに
30%搬送能力ｱｯﾌﾟ

上昇移動

打痕防止移動

後付部品

ｾﾝｻｰ（ﾏﾆｱﾙ）ｺﾝﾄﾛｰﾙｴﾚﾍﾞｰﾀ
速度変速

選別速度調節

2.2ｍ　210巾桟付
単･三相　0.4ＫＷ

1.8ｍ　320巾桟付
単･三相　0.4ＫＷ

New！
いも種切断機＋レザーマーカー ハイパー＋針ベルト消毒装置

(NPC990-LM22-BS1)
横向きコンテナチッパー＋横向きチッパー用フィーダ・サイド

(NEBTS＋NETCS)



●ビート用機器 2022年　価格表

　　　製　　品　　名 用 途 型 式 規格･動力 メーカー希望メーカー希望 備　考

適応トラクタ 小売価格 小売価格
（税抜き） （税込み）

ビート用機器

　 ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ NRW-100 100m 単相100V400W 185,000 203,500 ワイヤーφ4＊100ｍ 過巻防止機構装備

　 育苗根切り NRW-200 200m 単相100V400W 230,000 253,000 ワイヤーφ4＊200ｍ 過巻防止機構装備

　 　 -固定くいセット 　OP機械固定 　－IP-5 　オプション 26,500 29,150
本体固定4本 ﾜｲﾔ固定1本
抜き取りﾊﾝﾄﾞﾙ1本

　 　 -ワイヤレスリモコンスイッチ 　OP遠隔操作
 -ノア
NE-657N 　オプション 15,000 16,500

単相100V 2口2系統
合計600W ﾓｰﾀ起動400Wまで

　 　 -ワイヤー100ｍ 　-W100 φ4＊100ｍ 29,000 31,900

　 　 -ワイヤー200ｍ 　-W200 φ4＊200ｍ 57,500 63,250

　 BPC-ART2000
ﾎｸｴｲART2000用
W2650L2400H1500 49,000 53,900

正面背面-開口面ﾄﾗｸﾀ装着のままｶﾊﾞｰできる
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BPC-ART2000MF

ﾎｸｴｲART2000MorF用
W3350L2400H1500 53,000 58,300

正面背面-開口面施肥機･平積装置･ﾄﾗｸﾀ装着の
ままｶﾊﾞｰできる　ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BPC-HBSS20
ﾎｸｴｲHBSS20用
W2600L2450H1200 49,000 53,900

正面背面-開口面ﾄﾗｸﾀ装着のままｶﾊﾞｰできる
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC343-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*4列*3段　36個112冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1560*高さ700 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC344-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*4列*4段　48個16冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1560*高さ950 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC345-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*4列*5段　60個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1560*高さ1200 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC353-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*5列*3段　45個15冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1940*高さ700 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC354-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*5列*4段　60個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1940*高さ950 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC355-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*5列*5段　75個25冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面1940*高さ1200 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC363-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*6列*3段　54個18冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面2330*高さ700 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC364-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*6列*4段　72個24冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面2330*高さ950 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC365-B
1/3ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
3列*6列*5段　90個30冊 20,000 22,000

正面(開口面)1640*側面2330*高さ1200 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC243-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*4列*3段　24個12冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1400*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC244-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*4列*4段　32個16冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1400*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC245-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*4列*5段　40個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1400*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC253-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*5列*3段　30個15冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1700*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC254-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*5列*4段　40個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1700*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC255-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*5列*5段　50個25冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面1700*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC263-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*6列*3段　36個18冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面2000*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC264-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*6列*4段　48個24冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面2000*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC265-B
1/2ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
2列*6列*5段　60個30冊 20,000 22,000

正面(開口面)1580*側面2000*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC143-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*4列*3段　12個12冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1380*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC144-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*4列*4段　16個16冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1380*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC145-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*4列*5段　20個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1380*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC153-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*5列*3段　15個15冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1720*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC154-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*5列*4段　20個20冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1720*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC155-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*5列*5段　25個25冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面1720*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC163-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*6列*3段　18個18冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面2060*高さ680 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC164-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*6列*4段　24個24冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面2060*高さ900 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

　 BCC165-B
1冊ﾋﾞｰﾄｺﾝﾃﾅ用
1列*6列*5段　30個30冊 20,000 22,000

正面(開口面)1440*側面2060*高さ1120 ﾊﾞﾝﾄﾞ付
ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ PEｸﾛｽ銀色

特 特注カバー 移植苗乾燥防止 　 　 都度見積り 都度見積り
※法定消費税率10％で計算しています。

―６―

ビートコンテナカバー

移植機保護

移植苗乾燥防止

　OP交換ﾜｲﾔ

ビート根切りワイヤー

ビート移植機カバー

交換部品



調　　調達品

注　　注文製作品

特　　特別注文品

新　　2022年新製品 ●名称・型式・価格は予告なく変更することがあります。

改　　2022年より改良 ●やむを得ない事情により　販売を中止することがあります。

名　　2022年より改名 ●適正な理由のない返品は堅くお断り申し上げます。

※工場引渡し価格です

※指定地送り・納品には運賃がかかります。

取引金融機関

帯広信用金庫 大正支店 　　当座　0000253

北洋銀行 帯広中央支店 　　普通　0175608

〒089-1247 帯広市昭和町基線107番地15 北海道銀行 帯広支店 　　普通　0626448

　Tel 0155　64-5411 北陸銀行 帯広支店 　　普通　5052750

　Fax 0155　64-5398 帯広大正農業協同組合 　　普通　0149904

　Eメール info@nobuta-nouki.jp 　　※その他十勝菅内各JAに普通預金口座があります

　Ｈページ http://www.nobuta-nouki.jp

        ノブタ農機 株式会社


