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ワンウェイプラウ溝曳きタイプ
ONE-WAY PLOUGH ONE-WAY PLOUGH

スリックボトム オフセット機構

P141HJB
●MQY141
適応トラクタ重量

1000～1300kg

希望小売価格

（参考馬力11～15kw、15～20ps）

 ￥150,000（税別）  ￥162,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P141HFB
●QY141AC
適応トラクタ重量

1000～2100kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～22kw、20～30ps）

 ￥275,000（税別）  ￥297,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P142HFB
●QY142AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥415,000（税別）  ￥448,200（税込）

スリックボトム オフセット機構

P161JFB
●QY161AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥310,000（税別）  ￥334,800（税込）

スリックボトム オフセット機構

P162CBB
●QY162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥710,000（税別）  ￥766,800（税込）

スリックボトム

P163CBB◉
●QY163VCS
適応トラクタ重量

2800～4400kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～66kw、80～90ps）

 ￥1,110,000（税別）  ￥1,198,800（税込）

スリックボトム オフセット機構

P201CHB
●QY201VC
適応トラクタ重量

1500～3000kg
（2400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力26～37kw、35～50ps）

 ￥375,000（税別）  ￥405,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P202CHB
●QY202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥875,000（税別）  ￥945,000（税込）

スチールボトム オフセット機構

P141MFB◉
●QS141AC
適応トラクタ重量

1000～2100kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～22kw、20～30ps）

 ￥280,000（税別）  ￥302,400（税込）

スチールボトム オフセット機構

P142MFB◉
●QS142AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥420,000（税別）  ￥453,600（税込）

スチールボトム オフセット機構

P161DFB◉
●QS161VC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥330,000（税別）  ￥356,400（税込）

スリックボトム

P203CHB◉
●QY203VC
適応トラクタ重量

2800～4600kg
（3900kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～73.5kw、80～100ps）

 ￥1,125,000（税別）  ￥1,215,000（税込）

格子ボトム オフセット機構

P162EBB◉
●QA162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥740,000（税別）  ￥799,200（税込）

スチールボトム オフセット機構

P162DBB◉
●QS162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥730,000（税別）  ￥788,400（税込）

スチールボトム

P201DHB◉
●QS201VC
適応トラクタ重量

1500～3000kg
（2400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力26～37kw、35～50ps）

 ￥350,000（税別）  ￥378,000（税込）

スチールボトム オフセット機構

P202DHB◉
●QS202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥850,000（税別）  ￥918,000（税込）

格子ボトム

P163EBB◉
●QA163VCS
適応トラクタ重量

2800～4400kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～66kw、80～90ps）

 ￥1,140,000（税別）  ￥1,231,200（税込）

格子ボトム オフセット機構

P202EHB◉
●QA202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥850,000（税別）  ￥918,000（税込）

ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

水田用ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

●オフセット機構は畔際や
　境界際までキッチリ耕せます。 
　　この機構はスガノ農機の特許です。

残耕なし
オフセット機構で

残耕

境
界

格子ボトム

P203EHB◉
●QA203VC
適応トラクタ重量

2800～4600kg
（3900kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～73.5kw、80～100ps）

 ￥1,100,000（税別）  ￥1,188,000（税込）

P123CMB
●QY123
適応トラクタ重量

1000～2500kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～29kw、20～40ps）

 ￥500,000（税別）  ￥540,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P124CMB◉
●QY124
適応トラクタ重量

1300～3000kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力22～37kw、30～50ps）

 ￥580,000（税別）  ￥626,400（税込）

スリックボトム オフセット機構

P123AJB◉
●PQY123
適応トラクタ重量

1000～2500kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～29kw、20～40ps）

 ￥700,000（税別）  ￥756,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P124AJB◉
●PQY124
適応トラクタ重量

1300～3000kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力22～37kw、30～50ps）

 ￥780,000（税別）  ￥842,400（税込）

スリックボトム オフセット機構

粘質
土壌用
粘質

土壌用
粘質

土壌用
粘質

土壌用

74＊掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 受注後生産品◉ =73

https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P141HJB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P141HFB_MFB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P141HFB_MFB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P142_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P142_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P161_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P161_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P201_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P201_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R162_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R162_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R162_SERIES.pdf
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ワンウェイプラウ溝曳きタイプ
ONE-WAY PLOUGH ONE-WAY PLOUGH

スリックボトム オフセット機構

P141HJB
●MQY141
適応トラクタ重量

1000～1300kg

希望小売価格

（参考馬力11～15kw、15～20ps）

 ￥150,000（税別）  ￥162,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P141HFB
●QY141AC
適応トラクタ重量

1000～2100kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～22kw、20～30ps）

 ￥275,000（税別）  ￥297,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P142HFB
●QY142AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥415,000（税別）  ￥448,200（税込）

スリックボトム オフセット機構

P161JFB
●QY161AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥310,000（税別）  ￥334,800（税込）

スリックボトム オフセット機構

P162CBB
●QY162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥710,000（税別）  ￥766,800（税込）

スリックボトム

P163CBB◉
●QY163VCS
適応トラクタ重量

2800～4400kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～66kw、80～90ps）

 ￥1,110,000（税別）  ￥1,198,800（税込）

スリックボトム オフセット機構

P201CHB
●QY201VC
適応トラクタ重量

1500～3000kg
（2400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力26～37kw、35～50ps）

 ￥375,000（税別）  ￥405,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P202CHB
●QY202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥875,000（税別）  ￥945,000（税込）

スチールボトム オフセット機構

P141MFB◉
●QS141AC
適応トラクタ重量

1000～2100kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～22kw、20～30ps）

 ￥280,000（税別）  ￥302,400（税込）

スチールボトム オフセット機構

P142MFB◉
●QS142AC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥420,000（税別）  ￥453,600（税込）

スチールボトム オフセット機構

P161DFB◉
●QS161VC
適応トラクタ重量

1200～2500kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力18～29kw、25～40ps）

 ￥330,000（税別）  ￥356,400（税込）

スリックボトム

P203CHB◉
●QY203VC
適応トラクタ重量

2800～4600kg
（3900kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～73.5kw、80～100ps）

 ￥1,125,000（税別）  ￥1,215,000（税込）

格子ボトム オフセット機構

P162EBB◉
●QA162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥740,000（税別）  ￥799,200（税込）

スチールボトム オフセット機構

P162DBB◉
●QS162VCS
適応トラクタ重量

1500～4200kg
（2600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力29～44kw、40～60ps）

 ￥730,000（税別）  ￥788,400（税込）

スチールボトム

P201DHB◉
●QS201VC
適応トラクタ重量

1500～3000kg
（2400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力26～37kw、35～50ps）

 ￥350,000（税別）  ￥378,000（税込）

スチールボトム オフセット機構

P202DHB◉
●QS202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥850,000（税別）  ￥918,000（税込）

格子ボトム

P163EBB◉
●QA163VCS
適応トラクタ重量

2800～4400kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～66kw、80～90ps）

 ￥1,140,000（税別）  ￥1,231,200（税込）

格子ボトム オフセット機構

P202EHB◉
●QA202VC
適応トラクタ重量

2200～4300kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力48～59kw、65～80ps）

 ￥850,000（税別）  ￥918,000（税込）

ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

水田用ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

●オフセット機構は畔際や
　境界際までキッチリ耕せます。 
　　この機構はスガノ農機の特許です。

残耕なし
オフセット機構で

残耕

境
界

格子ボトム

P203EHB◉
●QA203VC
適応トラクタ重量

2800～4600kg
（3900kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力59～73.5kw、80～100ps）

 ￥1,100,000（税別）  ￥1,188,000（税込）

P123CMB
●QY123
適応トラクタ重量

1000～2500kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～29kw、20～40ps）

 ￥500,000（税別）  ￥540,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P124CMB◉
●QY124
適応トラクタ重量

1300～3000kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力22～37kw、30～50ps）

 ￥580,000（税別）  ￥626,400（税込）

スリックボトム オフセット機構

P123AJB◉
●PQY123
適応トラクタ重量

1000～2500kg
（1300kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力15～29kw、20～40ps）

 ￥700,000（税別）  ￥756,000（税込）

スリックボトム オフセット機構

P124AJB◉
●PQY124
適応トラクタ重量

1300～3000kg
（1600kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力22～37kw、30～50ps）

 ￥780,000（税別）  ￥842,400（税込）

スリックボトム オフセット機構

粘質
土壌用
粘質

土壌用
粘質

土壌用
粘質

土壌用

74＊掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 受注後生産品◉ =73

https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P202_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P202_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P202_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P163_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P163_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P203_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P203_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P123_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P123_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P124_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P124_SERIES.pdf


ワンウェイプラウ リバーシブルプラウ

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

スリックボトム スリックボトム

Over 30cm! Challenge 45cm!
いつもの耕起は30cm以上、そして45cmの耕起にもチャレンジしよう！
スガノ農機では、より深耕を求められるお客さまのために、40cm以上の耕深のプラウもご用意しております。
高馬力の大型トラクタの導入は作業効率などのために、プラウの耕起幅を第一に考えると思われます。しかし高馬力であるからこそ、より深くまで耕せるという考え
もあります。スガノ農機はそういったお客さまのために、これからも、より深くまで起こせるプラウを開発し続けたいと考えております。

心土犂 ＊2段階（15、20cm）の深さ調節ができます。
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

TSY14RH・15E9000073 45,360
TSY14RH・15-AE9000672 46,980

42,000
43,500

分割式心土犂 ＊2段階（15、20cm）の深さ調節ができます。
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

TSY14RH・15DE9000701 61,560
TSY14RH・A15DE9000705 63,828

57,000
59,100

油圧オフセット
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

RH・139S ＊1E9000359 327,240
RH・152S ＊2E9000342 352,080

303,000
326,000

＊1）カプラサイズ=3/8オス2個 ＊2）カプラサイズ=1/2オス2個
＊工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃共別途請求になります。
＊トラクタに外部油圧取出しが必要です。

＊分割式心土犂のクラッシャ部・シェアポイント部は従来の心土犂に
　装着できます。詳しくは営業所におたずねください。

前ボトムで心土を上げる

40～70cm

後ボトムで表土を落とす

下層に比較的良質な土壌があり、その土壌を利用
すると共に作土層の拡大を目的としています。構造
的にはボトムが前と後に2個装備してあり、前ボトム
で耕したところを後ボトムでさらに深く耕すようにな
っています。連作で疲れた作土を休ませて、下層の
新しい土層を利用し
て生産性を高めます。

地下休閑耕リバーシブルプラウ
スリックボトム

◉
◉

R242CHB◉
●VRY242C
適応トラクタ重量

3600～6900kg
（4500kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力73.5～88kw、100～120ps）

 ￥2,500,000（税別）  ￥2,700,000（税込）

R201LGB◉
●WRDY201S1
適応トラクタ重量

2800～6900kg
（3700kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～88kw、90～120ps）

 ￥4,300,000（税別）  ￥4,644,000（税込）

P212CAB◉
●QY212CH
適応トラクタ重量

2800～6100kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～88kw、90～120ps）

 ￥1,800,000（税別）  ￥1,944,000（税込）

R212CAB◉
●RDQY212CH
適応トラクタ重量

2800～5000kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～73.5kw、90～100ps）

 ￥2,300,000（税別）  ￥2,484,000（税込）

オフセット機構 オフセット機構 スリックボトム オフセット機構

■心土犂（しんどり）
プラウ耕と同時に鋤床を破砕・
膨軟にして、作土層を拡大しま
す。根の生育が旺盛になり、排
水を促します。また、下層土の
改良・改善ができ、タイヤの踏
圧も解消します。さらに、クラッ
シャ部・シェアポイント部交換
式の分割式心土犂もあります。

オフセット機構を油圧装置を使
って行います。運転席から操作
ができます。

■油圧オフセット

耕深：15・20cm

分割式
心土犂

クラッシャ部

シェアポイント部

ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

ワ
ン
ウ
ェ
イ
プ
ラ
ウ

　溝
曳
き
タ
イ
プ

ワ
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イ
プ
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ウ

　溝
曳
き
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ONE-WAY PLOUGH ONE-WAY PLOUGH

7675 ＊掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 受注後生産品◉ =

標準装備＆アタッチメント（別売）　※アタッチメントは部品扱いです。 ●＝標準装備　◉＝受注後生産品

型　式 旧型式 コールタ カバーボード ゲージホイル 手動オフセット 心土犂（右） 分割式心土犂（右） 油圧オフセット

P141HJB MQY141 − ● ● ● ー − ー

P141HFB QY141AC ● ● ● ● ー − ー

P142HFB QY142AC ● ● ● ● ー − ー

P161JFB QY161AC ● ● ● ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P162CBB QY162VCS ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D ◉RH・139S

P163CBB QY163VCS ● ● ー ー TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P201CHB QY201VC ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P202CHB QY202VC ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D ◉RH・152S

P203CHB QY203VC ● ● ー ー TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P141MFB QS141AC ● ● ● ● − − −

P142MFB QS142AC ● ● ● ● − − −

P161DFB QS161VC ● ● ● ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P162DBB QS162VCS ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D ◉RH・139S

P201DHB QS201VC ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D −

P202DHB QS202VC ● ● ー ● TSY14RH・15 TSY14RH・15D ◉RH・152S

P162EBB QA162VCS ● ● ー ● − − ◉RH・139S

P163EBB QA163VCS ● ● ー − − − −

P202EHB QA202VC ● ● ー ● TSY14RH・15-A TSY14RH・A15D ◉RH・152S

P203EHB QA203VC ● ● ー − TSY14RH・15-A TSY14RH・A15D −

P123CMB QY123 ー ● ●（後方） ● ー ー ー

P124CMB QY124 ー ● ●（後方） − ー ー ー

P123AJB PQY123 ー ● ●（後方） ● ー ー ー

P124AJB PQY124 ー ● ●（後方） − ー ー ー

仕　様
型　式 旧型式 適応トラクタ

重量【kg】
条件付適応トラクタ

重量【kg】
参考馬力
【PS】

標準耕幅【cm】
（耕幅サイズ：inch）

標準耕深
【cm】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】

標準作業速度
【km/h】

作業能率
【min/10a】 （耕幅サイズ：inch） 装着装置の種類 丘曳き時適応

履帯外幅【cm】
オフセット可能最大
後輪外幅【cm】

P141HJB MQY141 1000～1300 ー 15～20 36（14） 14～26 900×1290×950 65 3.0～6.0 37～74（14） 3点リンク 0形 ＊1 60～90 120

P141HFB QY141AC 1000～2100 1000～1300 20～30 30（12）～36（14） 14～26 1350×1170×1040 120 3.0～6.0 44～89（12）、37～74（14） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） ＊1 70～100 130

P142HFB QY142AC 1200～2500 1200～1600 25～40 61（12）・71（14） 14～26 1870×1510×1120 230 3.0～6.0 22～44（12）、19～38（14） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） 80～120 150

P161JFB QY161AC 1200～2500 1200～1600 25～40 36（14）～41（16） 16～32 1580×1330×1110 170 3.0～6.0 37～74（14）、33～65（16） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） 75～100 150

P162CBB QY162VCS 1500～4200 1500～2600 40～60 71（14）・81（16）･91（18） 16～32 2260×1390×1220 345 5.0～8.0 14～23（14）、12～20（16）、11～18（18） 3点リンク 1、2形カラー付（2点オートヒッチ付） 80～120 155

P163CBB QY163VCS 2800～4400 2800～3400 80～90 107（14）・122（16）･137（18） 16～32 2920×1870×1250 510 5.0～8.0 9～15（14）、8～13（16）、7～12（18） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 95～125 ー

P201CHB QY201VC 1500～3000 1500～2400 35～50 46（18）～51（20） 20～32 1760×1790×1290 220 5.0～8.0 22～35（18）、20～31（20） 3点リンク 1形（2点オートヒッチ付） 90～130 180

P202CHB QY202VC 2200～4300 2200～3400 65～80 81（16）・91（18）･102（20） 20～32 2400×1480×1280 405 5.0～8.0 12～20（16）、11～18（18）、10～16（20） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 80～120 180

P203CHB QY203VC 2800～4600 2800～3900 80～100 122（16）・137（18）･152（20） 20～32 3080×1960×1280 530 5.0～8.0 8～13（16）、7～12（18）、7～11（20） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 100～130 ー

P141MFB QS141AC 1000～2100 1000～1300 20～30 30（12）～36（14） 14～26 1350×1170×1040 125 3.0～6.0 44～89（12）、37～74（14） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） ＊1 70～100 130

P142MFB QS142AC 1200～2500 1200～1600 25～40 61（12）・71（14） 14～26 1870×1510×1120 245 3.0～6.0 22～44（12）、19～38（14） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） 80～120 150

P161DFB QS161VC 1200～2500 1200～1600 25～40 36（14）～41（16） 16～32 1490×1330×1110 185 3.0～6.0 37～74（14）、33～65（16） 3点リンク 0形（2点オートヒッチ付） 75～100 150

P162DBB QS162VCS 1500～4200 1500～2600 40～60 71（14）・81（16）･91（18） 16～32 2270×1330×1220 350 5.0～8.0 14～23（14）、12～20（16）、11～18（18） 3点リンク 1，2形カラー付（2点オートヒッチ付） 80～120 155

P201DHB QS201VC 1500～3000 1500～2400 35～50 46（18）～51（20） 20～32 1760×1790×1290 230 5.0～8.0 22～35（18）、20～31（20） 3点リンク 1形（2点オートヒッチ付） 90～130 180

P202DHB QS202VC 2200～4300 2200～3400 65～80 81（16）・91（18）･102（20） 20～32 2400×1480×1280 440 5.0～8.0 12～20（16）、11～18（18）、10～16（20） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 80～120 180

P162EBB QA162VCS 1500～4200 1500～2600 40～60 71（14）・81（16）･91（18） 16～32 2230×1120×1220 375 5.0～8.0 14～23（14）、12～20（16）、11～18（18） 3点リンク 1，2形カラー付（2点オートヒッチ付） 80～120 155

P163EBB QA163VCS 2800～4400 2800～3400 80～90 107（14）・122（16）･137（18） 16～32 2930×1540×1250 565 5.0～8.0 9～15（14）、8～13（16）、7～12（18） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 95～125 ー

P202EHB QA202VC 2200～4300 2200～3400 65～80 81（16）・91（18）･10（(20） 20～32 2210×1260×1270 440 5.0～8.0 12～20（16）、11～18（18）、10～16（20） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 80～120 180

P203EHB QA203VC 2800～4600 2800～3900 80～100 122（16）・137（18）･152（20） 20～32 2880×1740×1280 590 5.0～8.0 8～13（16）、7～12（18）、7～11（20） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 100～130 ー

P123CMB QY123 1000～2500 1000～1300 20～40 91 10～18 1690×1110×1000 160 4.0～6.0 15～22 3点リンク 0形 80～120 150

P124CMB QY124 1300～3000 1300～1600 30～50 122 10～18 2120×1370×1000 205 4.0～6.0 11～16 3点リンク 1形 80～120 −

P123AJB PQY123 1000～2500 1000～1300 20～40 91 12～18 2270×1290×1100 215 4.0～6.0 15～22 3点リンク 0形 80～120 150

P124AJB PQY124 1300～3000 1300～1600 30～50 122 12～18 2820×1580×1100 250 4.0～6.0 11～16 3点リンク 1形 80～120 −

＊1）P141HJB、P141HFB、P141MFBは旧表示のカテゴリ0小（ロアリンク幅465mm）製品です。



ワンウェイプラウ リバーシブルプラウ

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

スリックボトム スリックボトム

Over 30cm! Challenge 45cm!
いつもの耕起は30cm以上、そして45cmの耕起にもチャレンジしよう！
スガノ農機では、より深耕を求められるお客さまのために、40cm以上の耕深のプラウもご用意しております。
高馬力の大型トラクタの導入は作業効率などのために、プラウの耕起幅を第一に考えると思われます。しかし高馬力であるからこそ、より深くまで耕せるという考え
もあります。スガノ農機はそういったお客さまのために、これからも、より深くまで起こせるプラウを開発し続けたいと考えております。

心土犂 ＊2段階（15、20cm）の深さ調節ができます。
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

TSY14RH・15E9000073 45,360
TSY14RH・15-AE9000672 46,980

42,000
43,500

分割式心土犂 ＊2段階（15、20cm）の深さ調節ができます。
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

TSY14RH・15DE9000701 61,560
TSY14RH・A15DE9000705 63,828

57,000
59,100

油圧オフセット
型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

RH・139S ＊1E9000359 327,240
RH・152S ＊2E9000342 352,080

303,000
326,000

＊1）カプラサイズ=3/8オス2個 ＊2）カプラサイズ=1/2オス2個
＊工場オプションです。後付けの場合は工賃、運賃共別途請求になります。
＊トラクタに外部油圧取出しが必要です。

＊分割式心土犂のクラッシャ部・シェアポイント部は従来の心土犂に
　装着できます。詳しくは営業所におたずねください。

前ボトムで心土を上げる

40～70cm

後ボトムで表土を落とす

下層に比較的良質な土壌があり、その土壌を利用
すると共に作土層の拡大を目的としています。構造
的にはボトムが前と後に2個装備してあり、前ボトム
で耕したところを後ボトムでさらに深く耕すようにな
っています。連作で疲れた作土を休ませて、下層の
新しい土層を利用し
て生産性を高めます。

地下休閑耕リバーシブルプラウ
スリックボトム

◉
◉

R242CHB◉
●VRY242C
適応トラクタ重量

3600～6900kg
（4500kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力73.5～88kw、100～120ps）

 ￥2,500,000（税別）  ￥2,700,000（税込）

R201LGB◉
●WRDY201S1
適応トラクタ重量

2800～6900kg
（3700kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～88kw、90～120ps）

 ￥4,300,000（税別）  ￥4,644,000（税込）

P212CAB◉
●QY212CH
適応トラクタ重量

2800～6100kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～88kw、90～120ps）

 ￥1,800,000（税別）  ￥1,944,000（税込）

R212CAB◉
●RDQY212CH
適応トラクタ重量

2800～5000kg
（3400kg以下は条件による）

希望小売価格

（参考馬力66～73.5kw、90～100ps）

 ￥2,300,000（税別）  ￥2,484,000（税込）

オフセット機構 オフセット機構 スリックボトム オフセット機構

■心土犂（しんどり）
プラウ耕と同時に鋤床を破砕・
膨軟にして、作土層を拡大しま
す。根の生育が旺盛になり、排
水を促します。また、下層土の
改良・改善ができ、タイヤの踏
圧も解消します。さらに、クラッ
シャ部・シェアポイント部交換
式の分割式心土犂もあります。

オフセット機構を油圧装置を使
って行います。運転席から操作
ができます。

■油圧オフセット

耕深：15・20cm

分割式
心土犂

クラッシャ部

シェアポイント部

ワンウェイプラウ溝曳きタイプ

ワ
ン
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プ
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ウ
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ONE-WAY PLOUGH ONE-WAY PLOUGH

7675 ＊掲載の製品写真で油圧ホースが付いていないものがありますが、実際の製品には装備しております。 受注後生産品◉ =

仕　様
型　式 旧型式 適応トラクタ

重量【kg】
条件付適応トラクタ

重量【kg】
参考馬力
【PS】

標準耕幅【cm】
（耕幅サイズ：inch）

標準耕深
【cm】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】

標準作業速度
【km/h】

作業能率
【min/10a】 （耕幅サイズ：inch） 装着装置の種類 適正後輪内幅

【cm】
オフセット可能最大
後輪外幅【cm】

P212CAB QY212CH 2800～6100 2800～3400 90～120 102（20）～112（22） 30～45 2960×2100×1340 700 5.0～8.0 10～16（20）、9～14（22） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 95～130 232

R212CAB RDQY212CH 2800～5000 2800～3400 90～100 102（20）～112（22） 25～40 2870×2020×1800 920 5.0～8.0 10～16（20）、9～14（22） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 115～145 223

R242CHB VRY242C 3600～6900 3600～4500 100～120 122（24） 30～40 3280×1850×1890 1155 4.0～8.0 7～14（24） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 110～140 190

R201LGB WRDY201S1 2800～6900 2800～3700 90～120 51（20）・56（22）・61（24） 35～70 2890×1930×1870 1160 3.0～6.0 23～46（20）・21～42（22）・19～38（24） 3点リンク 2形（2点オートヒッチ付） 100～135 ー

標準装備＆アタッチメント（別売）　※アタッチメントは部品扱いです。 ●＝標準装備　＊1）1/2オスカプラ＝2個　＊2）1/2オスカプラ＝4個　◉＝受注後生産品

型　式 旧型式 ローリングコールタ ツイストコールタ カバーボード 油圧カプラ ゲージホイル オフセット機構

P212CAB QY212CH ● ー ● ●＊1 ー 油圧

R212CAB RDQY212CH ● ● ● ●＊2 ー 油圧

R242CHB VRY242C ● ー ● ●＊1 ー 手動

R201LGB WRDY201S1 ● ー ● ●＊1 ● ー

https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/P212CAB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R212CAB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R242CHB.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2018/plow/R201LGB.pdf

