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タインをタインキャリアのソケットに差し込み、リンチピンで
固定します。これ以上ない簡単さです。後から増し締めが必要
になるようなタイン固定ネジはありません。「オングリップ」から
「オフグリップ」のタイン取付に変更する場合もすばやく簡単
に行うことができます。硬化特殊鋼製のタインは弾性に優れ、
耐摩耗性を備えています。

タインクイックチェンジシステム
タイン固定部は緩衝機構を装備しているので、石を回避する
ことができます。タインはソケット内のツールホルダー中央部
に固定されています。 このソケットは外側へと広がるので、タ
インの水平部は弾性的に回転することが可能です。 このた
め、タインの先端が石に当たっても衝撃が緩衝されます。 この
タイン固定部は石の多い土壌での安全性を確保し、KG の「
オングリップ」タイン位置を可能にします。

一体型飛石ガード

高品質なシステム
ロングライフドライブは長寿命、最大限のスムーズな作動お
よび高い再販価格を実現するためのアマゾーネのパワーハロ
ーおよびロータリーカルチベータの駆動システムです。

堅牢なギヤボックス
スパーギヤの大きな歯
最大限のスムーズな作動を実現するために精確なクリ
アランスが保たれたすべてのベアリングスリーブ
テーパーローラーボールベアリングの大きなクリアラ
ンス 
汚れと作物残滓の侵入を防止するための 2 重のラビリ
ンスシール
一体型のタインキャリアおよびシャフト
（KG 60 mm 直径）
工具を必要としないタインチェンジシステムおよび一体
型飛石ガードを備えたクイック + セーフティシステム
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ロングライフドライブ、
クイック + セーフティシステム

他社製パワーハロー 走行方向

土の動き

タインの有効長
が長い

比べてみてください！

最高の作業速度・移動速度でも極めて優れた安定性

作業幅 3 メートルに 10 個のローターでクリアランスと安定性を確保

タインのオフセット配置によってスムーズな運転を保証

大きいクリランスで駆動系の安定性、タインの強度、良好な土の流れを保証

アマゾーネのパワーハローおよびロータリーカルチベータで
は、タインは固有の角度で配置されています。このことで均等
な土壌の粉砕と機械のスムーズな運転が保証されます。その

結果、振動と先端部の負荷が防止されます。機械が保護さ
れ、所要出力と燃料が節減されます。

比較： 他社製パワーハロー： ローター 12 個

アマゾーネ：ローター 10 個

特殊鋼製のギヤトラフの高い枠型形状は極めて大きなねじり
剛性を備えています。 ツールキャリア上方とタイン間のクリラ
ンスが大きく、著しくタインが摩耗している場合でも藁、土お

よび石の最適な通過が確保されます、つまり摩耗コストが節
減されます。このことで苗の生育に好適な優れた播種床構造
が得られます。
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140 PS 以下のトラクターには、堅牢でしかも軽量な
KE Special（スペシャル）が最適です。作業幅 3.0 m の
KE Special（スペシャル）の重量はわずか 850 kg です。 
ツースパッカーローラーと重心の低い搭載型シードドリル
AD で構成されるコンビネーションシーダの全重量は
1900 kg にすぎません。

KE Special（スペシャル） ‒ 堅牢で軽量！

軽量で取り扱いも簡単： これで播種が楽しくなります！

高品質を標準装備

レベリングバーはパワーハローとローラーの間で土の流れを
均平にし、石を下方へ押し下げます。レベリングバーの高さは
クランクにより快適かつ迅速に調整可能で、 後に続くローラ
ーにより鎮圧が均一に行われる前提条件を確保します。

フレキシブルなサイドプレ
ートによって、外側のタイ
ンにより土が土手状に積
み上げられてしまうのを防
ぐことができます。標準装
備のサイドプレートは弾性
を保って支持されているの
で、石との衝突を回避する
ことができます。
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KE Special（スペシャル）

装備
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e-box ‒ あなたのパワーハローに革新的なギヤボックスを！

一番の近道！
シンプルな動力伝達機構が回転方向を 1 回だけ垂直方
向に切り換え、力がロス無くタインキャリアへ加わります。  

 燃料の節約。 ギヤが少なければ、それだけ内部の摩
擦、熱の発生および摩耗が低減されます。

 大きなトルクは直接ローターシャフトへ働きます。
このことにより高い耐久性、安全性が確保され、
トラクターが保護されます。
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e-box

軽量 ‒ 高効率！

KE Special（スペシャル）： 
3 m でわずか 850 kg！
e-box は他社製のギヤボックスより軽量です。 

 このことにより重量と持上げ力が節約されます。 
このパワーハローは比較的小型のトラクターでも持ち
上ることができます。

回転数の切換え：簡単かつ迅速！
タインの回転数は工具を使用せずに 2 個のベベルギヤを相
互に交換することで変更することができます。

 このことによりそれぞれの土壌の状態に最適に適応され、
取扱いが容易で、追加の切り替えギヤが必要ないので、
コストも安上がりです。

回転数

540 rpm 750 rpm 1000 rpm
PTO回転 PTO回転 PTO回転

152 rpm 212 rpm 282 rpm
200 rpm 280 rpm 373 rpm

後方PTO駆動取り出しが標準装備なので、パワーハローをフロント３Ｐに取り付けたり、、空気圧式シードドリルなどの構成機
器を駆動させることができます。

AD-P Special
（スペシャル）1250
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リフトフレームシステム「リフトパック」

シードドリルと空気圧式精密シーダとのコンビネーションが容易
アマゾーネのリフトシステム「リフトパック」はリフトに必要な
持上げ力を約 25 %低減します。 方向転換時にはパワーハロ
ーまたはロータリーカルチベータがほんのわずか土壌から持
ち上がり、動力シャフトは回転を続けることができます。

使い勝手のよい、このコンビネーションシーダについてお考
えください。 時間を節約できます！

「リフトパック」システムによりシードドリルは高い位置に持
ち上げられます。公道上を移動するときは重心がトラクター
の近くに来ます。トラクターの操作が容易になり、スムーズな
運転ができます。

「リフトパック」システムは、パワーハローまたはシードドリル
で単独運転する場合や空気圧式精密シーダを取り付ける場
合も好都合です。

直装型シードドリル D9 を備えたコンビネーションシーダ

空気圧式精密シーダ ED を備えたコンビネーションシーダ
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リフトフレームシステム
「リフトパック」／ローラー

すべてに適合するローラー

ケージローラー

ツースパッカーローラー PW： 420 mm 
作業幅 2.50 m; 3.00 m

ツースパッカーローラー PW： 500 mm 
作業幅 2.50 m

ウェッジリングローラー KW: 520 mm
作業幅 2.50m

ツースパッカーローラー

ウェッジリングローラー

• 経済的な価格
• 深部まで作用する鎮圧
•  プランター作業や
深播きの準備作業に好適

• 全面鎮圧が可能
•  粘土質の土壌や 多量の藁でも詰まりがない
•  硬質金属被覆による耐摩耗性スクレーパーを標準装備
（無被覆スクレーパーと比較して寿命が 3 ～ 5 倍）
•  スクレーパーの位置が低く、湿った土壌でも
平坦に仕上がる

• あらゆる土質・条件に適合する万能ローラー
•  筋状に鎮圧後続するコールタで種子を鎮圧された溝
部へ送り込む

•  重質土壌でも種子の覆土として理想的な柔
らかな土を提供

•  乾燥時にも湿潤時にもいかな
る天候にも適合

ケージローラー SW: 420 mm 
作業幅2.50 m; 3.00 m

S171008
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ウェッジリングローラー： 精密な位置で鎮圧 ...

... 最良の発芽。
ローラーの重要な役割りは鎮圧です。ウェッジリングローラ
ーはラバーリングにより、種子が送り込まれる鎮圧された溝
部を形成します。それに続くハローが硬化されていない部分
の膨軟な土で種子を覆土します。

筋状の鎮圧により土壌は常に実際の天候条件に適した状態
となり、これにより迅速で均一な生育のための前提条件が得
られます。このためウェッジリングローラーはスケジュール通
りの耕作を保証します。

確実な播種！

高い乾燥性 ‒ ウォーターポンプ原理
鎮圧された溝部は土壌末端において直接播種列に達します。
そのため乾燥している場合も毛管現象による水分が苗に到達します。

ウェッジリングローラーにより、土壌はウォーターポンプのような働きをします。

高い湿潤性 ‒ ドレナージ原理
膨軟な土壌は雨水を良好に吸収して保水します。降水量が多い場合には、水は鎮圧されていない柔
らかい領域に漏出します。このようにして土壌浸食を予防します。この場合、土壌は排水設備のよう
な働きをします。

播種列の間には、重い湿った土壌の場合でも種子を覆土するにための十分な膨軟な土が残されて
います。

ガス交換 ‒ 肺の原理
膨軟な土を通してガス交換が行われ、根は呼吸することができます。

鎮圧された溝部膨軟な土壌

ウェッジリングの後方には、事前に圧縮されたスパイク痕の
ない一様な溝部が形成されます。これには他の形状のロー
ラーと比較して、播種コールタの作動がスムーズという大き
な利点があります。

S171008
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ウェッジリングローラー

確実な搬送と燃料の節約

クローズドローラー
一般的に、膨軟な軽量の土壌においてはオープンローラーよ
りクローズドローラーの方が作業性が良好です。またオープ
ンローラーは、クローズドローラーより詰まりやすい傾向があ
ります。このためウェッジリングローラーでは、クローズドパイ
プにラバーリングが取り付けられています。ウェッジリングが
膨軟な土壌に沈み込むと、パイプが全長にわたり支持します。

エアクッションによる衝
撃減衰

最高の安定性と完璧な固定のた
めのメタルインサート

汚れをはじく表面処理を施
されたスペーサーリング

スチール製の堅牢なローラー本体

大きな直径
直径の大きなローラーは、重量が大きな面に分配されるので
より確実に支持されます。したがって、ウェッジリングローラ
ーは 520 または 580 mm の大きな直径を備えています。

そのためウェッジリングローラーは重質な土壌でも
確実に回転します。

信頼性の高いスクレーパー
個別調節の可能なスクレーパーは、最適な位置決めにより、
粘土を多く含む土壌あるいは作物残渣量が多い場合にもウ
ェッジリングローラーの詰まりのないスムーズな回転を確

実なものにします。このようにして燃料を節約す
ることができます！ 

固着、汚れ、詰まりが問題になる
ことはありません。

ローラー直径が大きければ回転が安定します。従ってウェッ
ジリングローラーにより精密播種でのより速い播種速度を達
成可能です。

アマゾーネの機械式または空気圧式搭載型シードドリルは
直接ウェッジリングローラーで支持されます。このため重量は
ローラーにより理想的に支持されます。総重量を確実に支
え、播種深さを厳密に維持します。ロータリーカルチベータの
ようなカルチベータは妨げられずに石の上を通過することが
できます。

AD-P Super（スーパー）

S171008
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アマゾーネのシードドリルで利益を獲得！

テクニカルデータ

テクニカルデータ

直装型シードドリル 
D9

搭載型シードドリル 
AD

空気圧シードドリル
AD-P Special（スペシャル）／
AD-P Super（スーパー）

空気圧フロントタンク型コンビ
ネーション
Avant（アバント）

空気圧 マルチ播種コンビネ
ーション
Cirrus（シーラス）

空気圧マルチ／
直接シードドリル 
Primera DMC
（プリメーラ DMC）

型式 最大 最小 作業 移動 ローター ローラーを含
トラクタ トラクタ 幅 幅 数 まない
出力 出力 重量
kW/PS kW/PS m m kg

KE 2500 Special（スペシャル） 102/140 40/55 2,50 2,50 8 700

KE 3000 Special（スペシャル） 102/140 48/65 3,00 3,00 10 850

140/190 66/90 3,00 3,00 10 1200

KG 3000 Special（スペシャル） 161/220 66/90 3,00 3,00 10 1200

KG 3500 Special（スペシャル） 161/220 77/105 3,50 3,50 12 1310

KG 4000 Special（スペシャル） 161/220 88/120 4,00 4,12 14 1500

KG 3000 Super（スーパー） 220/300 66/90 3,00 3,00 10 1230

KG 3500 Super（スーパー） 220/300 77/105 3,50 3,50 12 1360

KG 4000 Super（スーパー） 220/300 88/120 4,00 4,12 14 1530

KG 4000-2 220/300 88/120 4,00 3,00 14 2345

KG 5000-2 220/300 110/150 5,00 3,00 16 2620

KG 6000-2 220/300 132/180 6,00 3,00 20 2855

図表、説明、技術データは改良のため予告無く変更されることがあります。機械の図は、各国の道路交通法規に対応していない場合もあります。道路走行時の
規定の装備については、取扱説明書をご覧ください。

MI 3233 (JP) 07.11
Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.jp E-Mail: amazone@amazone.de
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