
ロータリー
大規模経営に向けた新時代のロータリー

ロータリーの特徴

G30BB
カテゴリ
G ロータリー

作業幅
25 250cm
30 300cm

仕様 ①（装備）
A カゴローラ
B スパイラルローラ
C パッカーローラ

爪種類
A スタンダード爪
B ストレート爪

スガノロータリー

カットロータリー

一般的なロータリー

耕起後耕起後

KG300SP（ストレート爪）

G30BB（ストレート爪）

G30AA＋H604
コンビソイラとの複合作業

畦 畦

ロータリーロータリー
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ア
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30cm耕起後（左）に、カットロータリーで砕土整地
を行っても、棃底盤は形成されず、耕起深が、作土
として確保されます。

畑作・水田を問わず、砕土整地を行う作業機の定番とされてきたロータリーが、作業面積拡大をターゲットに
耐久性と作業性を大幅に向上。鍛え抜かれた強固なボディに、独自の「センタードライブギアボックス」を採用し、
ロータリーで課題とされてきた浅層での硬盤形成を回避するストレート爪タイプも用意。
これからの環境変化を見据えた新時代ロータリーの登場です。

カットロータリーにラインナップ追加

大型トラクタの性能を活かしきる
シンプルで強靱な設計思想　
大型トラクタに最適化された強固な構造は、大規
模化に伴う長時間の連続作業で威力を発揮します。
中央から左右に振り分けられたローター軸の軸
受け部と両端は、機械式シールで外部から水の侵
入をシャットアウト。チェーンケース等を持たない
駆動方式は、メンテナンス性にも優れ、プロフェッ
ショナル農家のタフな要求に応えます。

優れた砕土整地性とトレードオフだっ
た硬盤形成もストレート爪で解消　
特殊形状のストレート爪の採用で、一般的なロー
タリーでは逃れることのできなかった浅層での硬
盤（棃底盤）の形成を解消しました。
透排水性を犠牲にすることなく、ロータリーなら
ではの美しい仕上がりが可能となります。また、後
部のスパイラルローラーの適度な鎮圧により、最
適な播種床を造成できます。

ほ場全面の隅々まで、
目的に合わせた
砕土状態を可能にする砕土調整機能　
均平板を上下させることで、砕土性を調整できま
す（カットロータリー）ので、栽培作物に合わせた
最適な状態を得ることができます。
砕土時の飛散を防止する大型のサイドプレートの
外側には、ギアボックス等の突起がありませんの
で、畦畔や境界の際まで確実に砕土できます。

ほ場の負担を軽減し、作業効率を向上
させるコンビネーション作業が可能　
ロータリーとコンビソイラ（別売）を組み合わせて
使用することで、表層の砕土整地と合わせて、心
土破砕を同時に行えます。
コンビソイラのナイフ形状は、下層部のみ大きく
破砕する特殊形状。表層に石を上げることもあり
ませんので、後部のロータリー作業にも影響しま
せん。大型トラクタだから行える複合作業は、作
業効率を大幅に向上させます。

CENTRAL DRIVE
駆動ロスを極限まで抑制する
センタードライブギアボックス
ベルトやチェーンを介することなく、
センターギアボックスから左右の回転駆動を
直接に伝達する「センタードライブギアボックス」を採用。
シンプルな構造で信頼性を向上させると共に、
トルク分散を最小に抑制します。

ミックスロータリー（作業幅 290cmタイプ）
標準作業深：24cm（ディスククラッチ式ユニバーサルジョイント付属）

カットロータリー（作業幅 250cmタイプ）
標準作業深：24cm（ディスククラッチ式ユニバーサルジョイント付属）

適応トラクタ出力

85～160ps
（63～119kw）

G30AA

型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
KG・A2ATCGA00027 22,24820,600

＊取付け3P規格の装着装置の種類は3点リンク2形です。
＊カプラサイズ=1/2オス ＊トラクタに外部油圧取出しが必要です。

シーダーヒッチを装着してドリルシーダーと組み合わせれば複合作業
が可能です。

型式・規格品　　番 価格〔税込〕（円）価格〔税別〕（円）
IDR・A2AS05012 550,800510,000

アダプタ（カットロータリー用）IDR・A2シーダヒッチ取付部品

シーダヒッチ（揚力1.2tタイプ）（カットロータリー用）

◉

◉

受注後生産品◉ =

スタンダード爪・カゴローラ
G30AA《FG300G》◉
希望小売価格 ￥2,000,000（税別） ￥2,160,000（税込）

適応トラクタ出力

75～170ps
（55～125kw）

カットロータリー
（ストレート爪）

ミックスロータリー
（スタンダード爪）

G25BB

ストレート爪・スパイラルローラ
G25BB ◉
希望小売価格 ￥2,000,000（税別） ￥2,160,000（税込）

ストレート爪・パッカーローラ
G25BC ◉
希望小売価格 ￥2,220,000（税別） ￥2,397,600（税込）

カットロータリー（作業幅 290cmタイプ）
標準作業深：24cm（ディスククラッチ式ユニバーサルジョイント付属）
適応トラクタ出力

85～170ps
（63～125kw）

G30BB

ストレート爪・スパイラルローラ
G30BB《KG300SP》◉
希望小売価格 ￥2,200,000（税別） ￥2,376,000（税込）

ストレート爪・パッカーローラ
G30BC ◉
希望小売価格 ￥2,440,000（税別） ￥2,635,200（税込）

New

New

New

New

仕　様

型　式 旧型式 適応馬力
【ps】

全長×全幅×全高
【mm】

機体質量
【kg】

標準耕幅
【cm】

標準耕深
【cm】

標準作業速度
【km/h】

トラクタ側出力軸
PTO軸規格

入力軸回転速度
【rpm】

ロータ軸回転速度
【rpm】

ロータ
軸数

ブレード数
(右＋左)

耕深調整
機構

装着装置の
種類

G30AA FG300G 85～160 1855×3000×1290 1125 290 24 5以下 35(6) 540 216 12 36+36 カゴローラ 3点リンク2形
G25BB ー 75～170 1600×2550×1290 1075 250 24 5以下 35(6) 1000 320 20 40＋40 スパイラルローラ 3点リンク2形
G25BC ー 75～170 1620×2550×1290 1180 250 24 5以下 35(6) 1000 320 20 40＋40 パッカーローラ 3点リンク2形
G30BB KG300SP 85～170 1600×3020×1290 1150 290 24 5以下 35(6) 1000 320 24 48+48 スパイラルローラ 3点リンク2形
G30BC ー 85～170 1620×3020×1290 1280 290 24 5以下 35(6) 1000 320 24 48+48 パッカーローラ 3点リンク2形
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https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/rotary/G30AA.pdf
https://www.sugano-net.co.jp/_pack/pdf/products2019/rotary/G30BB.pdf



