ジズライザーシリーズ

に

（販売累計４６０万台突破の特許品）

り付けができコードの長

ッジ方式にして簡単に取

“ＲＡＫＵ・ＡＩＲ１２５ＭＡ 
（ラクエアー）
”新登場！


）

ジズライザ

新発売。

クエアー）を

・ＡＩＲ１２５ＭＡ（ラ

所は昨年２月にＲＡＫＵ

復が速やかになる傾向が

モなど益虫の個体数の回

科雑草の生育を抑え、ク

生きカメムシが好むイネ

生長点が高い広葉雑草が

の５センチで刈り取り、

刈りは地面より少し高め

が注目を集めている。高

◎刈刃を使わず地ズリ作

板としても使用可能）

◎１台２役（刈刃用安定

ット（初心者でも簡単）

ートリッジ式で簡単にセ

◎コード巻きつき済みカ

（特徴）

だ。

払機用ナイロンカッター

さも自由に調整できる刈

太類・広葉類は

釈して散布するだけ、茎

通常は、１００倍に希

、ハイエアー

（高刈り専用としてＨＩ

ーシリーズ
みられ、燃費の向上にも
業可能（高齢者、女性で

ＧＨ

種類）は
役立つ。
も安心）

北村製作所

刃押え金具と
〇新製品“ＲＡＫＵ・Ａ

なり、作業が

品の１／３と

擦抵抗が従来

し地面との摩

クエアー）。“ラク”は

・ＡＩＲ１２５ＭＡ（ラ

して開発されたＲＡＫＵ

ズ」に新たにプロ仕様と

安 定 板「 エ ア ー シ リ ー

ナイロンコード対応の

２。 ホ ー ム ペ ー ジ ＝

０５９（２５６）５５１

５６）５５１１。ＦＡＸ

３の３。電話０５９（２

三重県津市庄田町１９５

・耐薬品性、耐候性に優
ハウス、農機格納庫な

・ハウス内の養生（育苗

臨時駐車場など）

※畑＝播種や苗の定植

使えます。

庭先から畑まで幅広く

■用 途■

苗の定植も可能です。

す。枯れた後は、播種や

チャレンジサービス
■使い方■

倍にス

倍で、散布後７

新興和産業株式会社
が販売する、トマト栽
培に最適なハウス内電
動作業台車「ＨＢＣ‐
Ｔ／Ａ」が、使用者
から「作業がラクにな
った」と好評だ。
トマトの管理は、脇
芽取り・誘引・結束・
摘心と多種多様。多く
が上向きで腕が肩より

」

液剤

前の雑草処理に。
※果樹園＝果樹園内の
下草処理や周辺で。
※水田＝田植前、稲刈
後、水田周辺で。

土の中の微生物によっ
０４５５。

ＦＡＸ０４８（５７９）
ホームページ＝

て、水、炭酸ガス、アミ
ノ酸、リン酸などに分解
//www.8up.jp

８４）２

４８（５

㍉）出来るステップに

り降りせずに次の株へ

る安定走行なので、乗

も行え、使い方もいた

な騒音や排気ガスの心
配がなくハウス作業向
きだ。
実際に利用する農家
は「視線の高さで作業

ト除草が可能。縦回転で

ない場所で、ピンポイン

混ざるため、集草の手間

ん。粉砕した雑草は土に

傷める心配もありませ

していないので、作物を

ので高下駄や踏み台を
使っていた時のように
危険性が少なくなっ
た」と説明する。
▽機体寸法＝長１０
４５㍉×幅４７６㍉×
高１１９５㍉▽重量＝
・５㌔
▽希望小売価格＝

万８０００円（税込・
送料別） 注文および
お問い合わせは左記ま
▼新興和産業株式会

で。

。電話０５５（９

静岡県三島市平成

社＝〒４１１‐００４
２
台

８９）１１３３。ＦＡ

htt

Ｘ０５５（９８９）１
１ ３ ７。 Ｕ Ｒ Ｌ ＝

〒６７５‐２３０２

くの農機販売店やインタ



p://www.shink
owa.co.jp

庫県加西市北条町栗田１

▼株式会社アイデック
が高まりますが、うね草

朝でも気兼ねなく使用可

ーネット通販まで。

兵
取りまーｅｌｅＸであれ

８２。電話０７９０‐

能。暑い時期、炎天下で

商品のご購入は、お近

きます。

むしりを終えることがで

ば涼しい朝から素早く草

の作業は熱中症のリスク

ができて楽。横移動な

土に食い込みやすく雑草

もいらず、効率の良い除

http:

さ れ、 土 に 残 留 し ま せ
ん。
詳しい商品情報は、当
社ホームページまたはＦ
ＡＸでも商品情報を送信
なお、ご注文は左記住

致します。

▼有限会社チャレンジ

所まで。
サービス＝
〒３６９‐
１２４５
埼玉県深谷
市荒川９０
９。

有効成分のグリホサー

４０１。

電話０

トは、アミノ酸系なので

■環 境■

散布液が地面に落ちても

Ｔ／Ｈ」

れる方は、高所タイプ
「ＨＢＣ

７５０／８５０／９５

（ステップ高６５０／
高い位置での長時間作

０㍉に調整可能）を用

乗り、目の高さ位置で

連続的に省力・安全作

小径８輪タイヤによ

意している。

の高所作業が可能。身

って簡単。バッテリー

走行は前進・後進と

業が行える。
ができる。さらに高い

㌾ ７ ㌂） 搭 載 型
で、エンジン式のよう

（

位置での作業が求めら

１８０㌢の目線で作業

長１５０㌢の方が身長

（３００㍉／３５０

作業者は高さ調整

業が疲労の要因だ。

新興和産業

日で根まで枯らしま

ギナは
〜

p://www.kitamur

れ、コンパネやベニヤ

「エイトアップ

雑草にお困りなら……

ユニークな農業資材を

安定板を一体
ＩＲ１２５ＭＡ（ラクエ

軽 快、 疲 れ
“楽”の意味でナイロン
a-ss.com

左記表を参照

●用途例
・農地のぬかるみ、防草
対 策（ ト ラ ク タ ー 足
場、あぜ道など）
・未舗装地の養生（観光

板のように腐らない

●その他
・エコマーク認定
・大阪府リサイクル製品
認定
認定

・国土交通省ＮＥＴＩＳ

●会社情報
なお、詳しいお問い合

農耕地用除草剤

開発している㈱北村製作

化（ 特 許 取

ず、省エネで
コードの取り付けはピン

＝〒５１４‐１２５５

大好評だ。最
止めが主流だがカートリ

（

得）し、刈刃
アー）”

▼株式会社北村製作所

と一緒に回転

近では環境に

htt

優しい高刈り

エコで丈夫な再生樹脂敷板

ー 農業業界での利用拡大中 ー

「リプラギ フロアーマット」

・半分に折り曲げても割

が必要になるが、「リプ

農園やイベント会場の

ラギフロアーマット」だ

れない柔軟性あり

川瀬産業株式会社が開
・軽量で一人で持ち運び

川瀬産業
発・販売している「リプ
と軽量のため設置もラク

境に優しい

・再生樹脂１００％で環
・しっかりとした突起
（模様）があり、滑り
にくく、安全面に考慮
した設計

ど）

ラギフロアーマット」
可 能。 敷 設 に 重 機 不

てもコンパネや鉄板に代

要。

で経費面でもお得だ。

わる資材として注目され

昨今、農業分野におい

が、「いろんな場所で使
ーや大型車両が走行して

えて便利」、「トラクタ
も安心」、「鉄板と違っ
ている。

●特徴

て敷設も簡単」と農業関
一般的に工事現場など
使用されており、耐久

・元々建設、工事現場で

●仕様

わせ及び資料請求は左記
まで。

お手持ちの刈払機でラクラク草むしり！
の

大

▼川瀬産業株式会社＝
〒５９７‐００７１
。

阪府貝塚市加神２の



ンマー方式で短い雑草を

を根元から削り取りま

草が行えます。

根元から粉砕。刃が露出

す。ローターは、泥水に

アイデック

合わせた強力なフリーハ

水田＆畑の株間・畝間除草に
最適な刈払機アタッチメント
電話０７２（４３６）
１０３０。ＦＡＸ０７２
（４３６）１０３５。
特設サイトでもご購入

ww.eco-kawase. の条間など、従来の刈刃
での作業が困難な場所で

強いステンレス製。水陸

https://w 畑の畝間・株間や水田

info@eco効果を発揮します。刈払
機に取付けるアタッチメ
-kawase.co.jp

co.jp/floormat
メール＝

ントなので、かがむこと

いただけます。

新興和産業

両用で使用可能なので、

＝
URL

北村製作所

なく立ち姿勢のまま除草

※計量カップサービス ご注文時にお申し付けください
※200ℓ納入時にはフォークリフトが必要です
輸入元：
（株）
シー・ジー・エス

川瀬産業

Ｖバッテリーとの
できます。
畑や庭、グラウンドなど
セット『うね草取り
様々な場所でも使用でき
まーｅｌｅＸ』
中干しまでの水田除
ます。
草に
「水草取りまー」
エンジン騒音と排気ガ
畑の畝間・株間除草
スが皆無で、住宅街や早
刈払機の機動性を活か
に
『うね草取りまー』
し、水田の条間や株間な

コック付き
コック付き
コック付き

ℓ
ℓ
ℓ
ℓ

５０

「HBC－40T/A」

農業共済新聞

4.14
農業共済新聞

4.14
農業共済新聞

4.14
農業共済新聞

4.14
農業共済新聞

回転力と遠心力を組み

■エイトアップ代引価格表
《税込》

■カタログ請求コーナー■

どの大型機械が入り込め

高い位置での作業も省力・安全

ℓ
ℓ

３９

４３

10ℓ

アイデック
４０

４０

２５

チャレンジサービス
１２

資料請求券をハガキに貼り、
住 所・氏 名・年 齢・電 話 番
号・農業形態・規模を明記
し、各企業へお送り下さい

１４

4.14
HBC ‐ 40T/A

係者の間で好評だ。
で使用される敷板は鉄板
性や耐荷重に優れる
＊サイズ・重量は標準値であり規格値ではありません。

３０
‐６６８８。ＦＡＸ０

４

３５

33
片面リブ付 12H ×1220W ×2440L

3,260 円
6,280 円
14,260 円
16,920 円
16,680 円
16,380 円
20,160 円
20,160 円
12,570 円
22,000 円
183,400 円

７９０‐
‐ ６ ６ ３
３。 ホ ー ム ペ ー ジ
htt
o.jp

p://www.idech.c

４
２

19

㎖
㎖
㎖
ℓ
ℓ

２

１９
片面リブ付 １２Ｈ×917Ｗ×１８４０Ｌ

2ℓエコパック

５０

樹脂敷板 フロアーマット
４×８サイズ品

２０

５８

両面リブ付 １２Ｈ×9１７Ｗ×1840Ｌ

３×６サイズ品

500㎖

５０

４×８サイズ品

が主流で、設置や撤去の
際も大型重機などの設備

３×６サイズ品

ハウス内電動作業台車

１１

重量
（㎏）
寸法
（㎜）
形状

トマトの管理作業に不可欠

®

あぜ道（通路確保・防草用途）
半分に折り曲げても割れません

６
２０２１年４月３週号
＜広告企画＞
（令和３年）４月１４日
２０２１年
（第3種郵便物認可）

読んで役立つ資材ファイル

