
播種機・施肥機
より効率的に高精度播種を実現します。

ドリルシーダーにはディスクタイプとシュータイプ
があり夾雑物が多いほ場はディスクタイプが適し
ています。ドリルシーダーは10km/時程度での高
速作業が可能で、種子の繰り出し精度が高く調整
も容易です。また、施肥機を組み合わせることで同
時施肥も可能です。

株間調整はチェーンの掛け替えで、18通り（メイ
ン6段×3段）の調整が可能です。
播種ユニットは大容量ブロワーファンにより、確実
な吸着と安定した種子の供給を可能にしました。
また、残量排出は下部シャッターを開けるだけの
簡単設計。

施肥量調整は、工具不要でレバーで簡単にセット
ができます。また、残量肥料も簡単に排出が可能
です。（施肥タンク付のみ）

ドリルシーダーの特徴 真空播種機の特徴

W25AA
カテゴリ
W 播種機・施肥機

作業幅
25 250cm
30 300cm
42 426cm

仕様②（分類）
A ドリル
B 真空播種
C 側条施肥機付き＋真空播種
D 施肥機

仕様①（装備）
A ディスク
B シュー

ハイスピードで高精度条播。

ドリルシーダー

エアバキューム方式の精密点播。

真空播種機

大型タンク仕様、側条施肥なし  ※ディスクタイプのみオプションで鎮圧輪の後付ができます。

シュータイプ

ドリルシーダー

W25AA

※ドリルシーダーの前側に取り付けるタイプです。

ディスクタイプ

大型タンクタイプ（2.5m幅：225ℓ、3.0m幅：315ℓ）

W25（BA・AA）+W25ADの組み合わせ

W30（BA・AA）+W30ADの組み合わせ

施肥機

■オプション
ステップ（2.5m）

品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M94699702 96,12089,000

ステップ（3.0m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699703 118,800110,000

ハロー（2.5m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699715 141,480131,000

ハロー（3.0m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699716 164,160152,000 鎮圧輪（1条分）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699601 22,68021,000

ソフタ（ダブル）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699720 90,82884,100

油圧マーカ（センタ） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M94699501S 288,360267,000

ドリルシーダーとの組み合わせで同時施肥を実現!!

◉

◉

クランプ（W25BA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001119 184,680171,000◉

クランプ（W25AA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001117 184,680171,000◉

クランプ（W30BA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001120 200,880186,000◉

クランプ（W30AA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001118 187,920174,000◉

◉

◉ ◉

◉

◉

W30AD

W25BA《ARIZ2516S》◉
希望小売価格 ￥1,500,000（税別） 

　￥1,620,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W30BA《ARIZ3020S》◉
希望小売価格 ￥1,700,000（税別） 

　￥1,836,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W25AA《ARIZ2516D》◉
希望小売価格 ￥1,900,000（税別） 

　￥2,052,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W30AA《ARIZ3020D》◉
希望小売価格 ￥2,200,000（税別） 

　￥2,376,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W25AD《FDJ2508》◉
希望小売価格 ￥1,100,000（税別） 

　￥1,188,000（税込）
適応トラクタ出力：80ps～
 　　 （59kw~）

W30AD《FDJ3010》◉
希望小売価格 ￥1,300,000（税別） 

　￥1,404,000（税込）
適応トラクタ出力：100ps～
 　　 （73.5kw~）

受注後生産品◉ =

※トラクターによっては、トレーラーカプラの変換ケーブルが別途必要になる場合があります。（W25BA、W25AA、W30BA、W30AA）

＊クランプは、表層播種に対応するチェーンと取付部品です。

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】 条数 条間

【cm】
作業幅
【cm】

種子ホッパー
容量【ℓ】 マーカ 油圧カプラ タイヤ

サイズ 装着装置の種類

W25BA ARIZ2516S 65～ 2040×2550×2060 480 16 15.6 250 450 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W25AA ARIZ2516D 65～ 2040×2550×2060 520 16 15.6 250 450 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W30BA ARIZ3020S 65～ 2040×3050×2060 525 20 15 300 520 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W30AA ARIZ3020D 65～ 2040×3050×2060 575 20 15 300 520 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
(作業時)【mm】

最低トラクタ重量
【kg】

機体質量
【kg】 条数 条間

【cm】
作業幅
【cm】

施肥タンク
容量【ℓ】 付属品 装着装置の種類

W25AD FDJ2508 80～ 735×2340×1690 4300 470 8 31.2 250 225 延長油圧ホース 3点リンク 2形
W30AD FDJ3010 100～ 735×2940×1690 5200 530 10 31.2 300 315 延長油圧ホース 3点リンク 2形

91 92

播
種
機
・
施
肥
機

播
種
機
・
施
肥
機



播種機・施肥機
より効率的に高精度播種を実現します。

ドリルシーダーにはディスクタイプとシュータイプ
があり夾雑物が多いほ場はディスクタイプが適し
ています。ドリルシーダーは10km/時程度での高
速作業が可能で、種子の繰り出し精度が高く調整
も容易です。また、施肥機を組み合わせることで同
時施肥も可能です。

株間調整はチェーンの掛け替えで、18通り（メイ
ン6段×3段）の調整が可能です。
播種ユニットは大容量ブロワーファンにより、確実
な吸着と安定した種子の供給を可能にしました。
また、残量排出は下部シャッターを開けるだけの
簡単設計。

施肥量調整は、工具不要でレバーで簡単にセット
ができます。また、残量肥料も簡単に排出が可能
です。（施肥タンク付のみ）

ドリルシーダーの特徴 真空播種機の特徴

W25AA
カテゴリ
W 播種機・施肥機

作業幅
25 250cm
30 300cm
42 426cm

仕様②（分類）
A ドリル
B 真空播種
C 側条施肥機付き＋真空播種
D 施肥機

仕様①（装備）
A ディスク
B シュー

ハイスピードで高精度条播。

ドリルシーダー

エアバキューム方式の精密点播。

真空播種機

大型タンク仕様、側条施肥なし  ※ディスクタイプのみオプションで鎮圧輪の後付ができます。

シュータイプ

ドリルシーダー

W25AA

※ドリルシーダーの前側に取り付けるタイプです。

ディスクタイプ

大型タンクタイプ（2.5m幅：225ℓ、3.0m幅：315ℓ）

W25（BA・AA）+W25ADの組み合わせ

W30（BA・AA）+W30ADの組み合わせ

施肥機

■オプション
ステップ（2.5m）

品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M94699702 96,12089,000

ステップ（3.0m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699703 118,800110,000

ハロー（2.5m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699715 141,480131,000

ハロー（3.0m）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699716 164,160152,000 鎮圧輪（1条分）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699601 22,68021,000

ソフタ（ダブル）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）

M94699720 90,82884,100

油圧マーカ（センタ） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M94699501S 288,360267,000

ドリルシーダーとの組み合わせで同時施肥を実現!!

◉

◉

クランプ（W25BA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001119 184,680171,000◉

クランプ（W25AA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001117 184,680171,000◉

クランプ（W30BA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001120 200,880186,000◉

クランプ（W30AA）
品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
E9001118 187,920174,000◉

◉

◉ ◉

◉

◉

W30AD

W25BA《ARIZ2516S》◉
希望小売価格 ￥1,500,000（税別） 

　￥1,620,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W30BA《ARIZ3020S》◉
希望小売価格 ￥1,700,000（税別） 

　￥1,836,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W25AA《ARIZ2516D》◉
希望小売価格 ￥1,900,000（税別） 

　￥2,052,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W30AA《ARIZ3020D》◉
希望小売価格 ￥2,200,000（税別） 

　￥2,376,000（税込）
適応トラクタ出力：65ps～
 　　 （48kw~）

W25AD《FDJ2508》◉
希望小売価格 ￥1,100,000（税別） 

　￥1,188,000（税込）
適応トラクタ出力：80ps～
 　　 （59kw~）

W30AD《FDJ3010》◉
希望小売価格 ￥1,300,000（税別） 

　￥1,404,000（税込）
適応トラクタ出力：100ps～
 　　 （73.5kw~）

受注後生産品◉ =

※トラクターによっては、トレーラーカプラの変換ケーブルが別途必要になる場合があります。（W25BA、W25AA、W30BA、W30AA）

＊クランプは、表層播種に対応するチェーンと取付部品です。

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】 条数 条間

【cm】
作業幅
【cm】

種子ホッパー
容量【ℓ】 マーカ 油圧カプラ タイヤ

サイズ 装着装置の種類

W25BA ARIZ2516S 65～ 2040×2550×2060 480 16 15.6 250 450 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W25AA ARIZ2516D 65～ 2040×2550×2060 520 16 15.6 250 450 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W30BA ARIZ3020S 65～ 2040×3050×2060 525 20 15 300 520 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形
W30AA ARIZ3020D 65～ 2040×3050×2060 575 20 15 300 520 油圧ディスクタイプ 1/2オス=1個 6.50-15 3点リンク 2形

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
(作業時)【mm】

最低トラクタ重量
【kg】

機体質量
【kg】 条数 条間

【cm】
作業幅
【cm】

施肥タンク
容量【ℓ】 付属品 装着装置の種類

W25AD FDJ2508 80～ 735×2340×1690 4300 470 8 31.2 250 225 延長油圧ホース 3点リンク 2形
W30AD FDJ3010 100～ 735×2940×1690 5200 530 10 31.2 300 315 延長油圧ホース 3点リンク 2形
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https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/mascar/W25_W30_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/mascar/W25AD_W30AD_SERIES.pdf


鎮圧機
理想的な播種床のための
砕土・整地・鎮圧

作業幅1mあたり810kg（ウエイト装着時）の機体は硬い土質にも左右されません。また、ほ場の起伏には長穴で追従するため、
浅い耕深を一定に保ちます。さらに、φ430の小径ディスクは高速回転により有機物を粉砕し腐植を促進します。

水、養分、酸素等を種子や根へ最大限に供給するための最適な鎮圧を行います。
表層混和処理が行えるタイプと、播種後の鎮圧にも活用できるタイプを用意。
播種床造成作業の効率を一段と向上させます。

各接地部にはゴムの緩衝材

ゴムが巻かれているスチール
ローラのベアリング部

ディスクの
ゴムサスペンション

キャリア / 収獲後の刈り株や残渣物の表層混和処理からプラウ耕起後の
 砕土・整地・鎮圧まで幅広い作業が高速で可能。

●けん引式なのでほ場のうねりに追従し、均一な作業が可能です。
●溶接一体構造のフレームは堅牢。重粘土地や石礫地でも十分な耐久性を備えます。
●特殊スウェーデン鋼のディスク（厚さ5m/m）は強靭で長寿命、耐久性抜群です。

けん引式 キャリア

直装式 キャリア

●溶接一体構造のフレームは堅牢。重粘土地や石礫地でも十分な耐久性を備えます。
●特殊スウェーデン鋼のディスク（厚さ5m/m）は強靭で長寿命、耐久性抜群です。
●ディスクベアリングは無給油タイプ、個々の注油による保守作業は不要です。
●スチールリングは石や水分にも強く効果的なスクレーパも装備されています。

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

A30DB
カテゴリ
A 鎮圧機

作業幅
30 300cm
45 400cm
62 620cm

仕様②（分類）
A 直装式
B けん引式

仕様①（装備）
A ケンブリッジリング
B クロスキルリング
C スチールリング
D ラバーリング

受注後生産品◉ =

A30DB《CR300》◉
希望小売価格 ￥5,300,000（税別） 

　￥5,724,000（税込）
適応トラクタ出力：85ps～
        （63kw～）

A30CA《CR300W》◉
希望小売価格 ￥4,700,000（税別） 

　￥5,076,000（税込）
適応トラクタ出力：120ps～
 　　   （88kw～）

A30CA

※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

※発注時に希望条間をお選びください。

※条間調整が可能です。

条間固定式4条タイプ（45、50、55、60、65、70、75cm）

真空播種機

W30AC

■オプション
●全型式対応 ●W30AC対応

●W42AC対応

※目皿の価格は１条分です。条数分の目皿が必要です。
※受注後生産品の納期は営業所にお問い合わせください。

鎮圧輪（1条分） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M93198221

※ディスクとVローラの間に付ける鎮圧輪です。条数分必要です。
79,38073,500

幅広Vローラ（1条分） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M93598023

※標準では1インチ幅のVローラが付いています。条数分必要です。
15,33614,200（2インチ幅）

施肥ディスク（4条分） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M91598244

※標準の施肥用作溝はナイフ型です。
365,040338,000

施肥ディスク（6条分） 品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
M91598246

※標準の施肥用作溝はナイフ型です。
547,560507,000

大豆用目皿（72穴） M10014778
株間：3.5～8.5cm、 穴数：72個、 穴径：φ4.5mm

品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
15,600 16,848

コーン用目皿（24穴） M10014690
株間：9.5～24.5cm、 穴数：24個、 穴径：φ4.5mm

品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
12,20411,300

ビート用目皿（36穴） M10014732
株間：6.5～16.5cm、 穴数：36個、 穴径：φ2.5mm

品　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
12,20411,300

伸縮式6条タイプ（45、50、55、60、65、70、75cm）

W42AB

種子タンクのみ 側条・施肥機付

種子タンクのみ 側条・施肥機付

◉ ◉

◉

◉

◉

◉

◉

W30AB《MAXI4B》◉
希望小売価格 ￥2,900,000（税別） 

　￥3,132,000（税込）
適応トラクタ出力：80ps～
 　　（59kw～）

W42AB《FLEX6B》◉
希望小売価格 ￥5,000,000（税別） 

　￥5,400,000（税込）
適応トラクタ出力：100ps～
 　　（73.5kw～）

W42AC《FLEX6BF》◉
希望小売価格 ￥6,300,000（税別） 

　￥6,804,000（税込）
適応トラクタ出力：130ps～
 　　  （96kw～）

W30AC《MAXI4BF》◉
希望小売価格 ￥3,300,000（税別） 

　￥3,564,000（税込）
適応トラクタ出力：80ps～
 　　（59kw～）

全型式標準装備：油圧マーカー・幅広Vローラー（1インチ幅）
仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】 条数 条間【cm】 作業幅

【cm】
種子ホッパー
容量【ℓ】

施肥タンク
容量【ℓ】

トラクタ側出力軸
PTO軸規格 油圧カプラ 装着装置の

種類
最低トラクタ
重量【kg】

3P最低持ち上げ
重量【kgf】

W30AB MAXI4B 80～ 2060×2500×1520 780 4 45、50、55、60、65、70、75条間固定式 300 45 ー 35（6） 1/2オス＝1個 3点リンク 2形 3500 2500
W30AC MAXI4BF 80～ 2060×2500×1520 880 4 45、50、55、60、65、70、75条間固定式 300 45 230×2（＝460） 35（6） 1/2オス＝1個 3点リンク 2形 4300 3500
W42AB FLEX6B 100～ 2350×2550×2230 1210 6 45、50、55、60、65、70、75伸縮式 426max（条間75） 45 ー 35（6） 1/2オス＝3個 3点リンク 2形 4600 3800
W42AC FLEX6BF 130～ 2350×2550×2230 1490 6 45、50、55、60、65、70、75伸縮式 426max（条間75） 45 750 35（6） 1/2オス＝3個 3点リンク 2形 6000 5500
※各製品入力軸回転速度は540rpm、マーカは油圧ディスクタイプです。

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

作業幅
【cm】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】

標準作業速度
【km/h】 ディスク数 ディスク径 耕深

調整機構
ローラリング径
【mm】 油圧カプラ 装着装置の

種類
A30CA CR300W 120～ 300 2050×3000×1400 2450（ウエイト800込） 9～15 11+11 φ430 ローラ φ600 1/2オス＝2個 3点リンク 2,3形
A30DB CR300 85～ 300 2640×3000×1400（1800） 1450（1900：40kgx10込）（2300：40kgx20込） 9～15 11+11 φ430 ローラ φ600 1/2オス＝2個 2点リンク 2,3形
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https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/mascar/W30_W42_SERIES.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/mascar/W30_W42_SERIES.pdf



