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野菜・花卉育苗 の省力化 を応援します

ポット
土入れ機
セルトレイ
播種機

本カタログは
消費税別の表記です︒

ニラ調製機

乾燥玉ねぎ調製機

手動式掃除機

セルトレイ全自動播種機
ご使用上の注意

STH2007

能力
作業工程

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。
高さ33mm以上の水稲用育苗箱を使用する場合は販売店へご相談ください。
※セルトレイはNAME規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れのないものをご使用ください。→

STH4007

Lコート種子

￥1,000,000（税別）

専用

200トレイ/時
128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
箱供給→土入れ→潅水→鎮圧→播種→覆土→仕上り

■土入れ作業は「土溜り機構⇒振動装置⇒鎮圧装置」の
3段階機能で最初の列にも確実に充填
■専用部品の組替えにより、128穴・200穴の
セルトレイに標準対応
■セルトレイ供給装置が標準装備
■播種装置の搬送ベルトを精密ゴムローラーに変更し、
更なる軽量化を実現

STH2007

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

￥690,000（税別）

専用

STH4007

QRコードより動画
をご覧いただけます

330・400トレイ/時
128穴・200穴兼用(ローラー組換えによる)
作 業 工 程 箱供給→土入れ→潅水→鎮圧→播種→覆土→潅水→仕上り
能力

オプション
(別売)

移動用キャスター CR-10Ⅱ ￥7,200（税別）

■土入れ作業は「土溜り機構⇒振動装置⇒鎮圧装置」の
3段階機能で最初の列にも確実に充填
■播種部と覆土部の間からセルトレイを取り出せるので、
裸種子の場合、土入れ及び覆土機としても使用可能
■セルトレイ供給装置が標準装備
■養土回収装置標準装備

セルトレイ土入れ機

STS207

Lコート種子

￥1,500,000（税別）

養土回収装置
￥180,000（税別）
後潅水水受セット
￥45,000（税別）
移動用キャスター CR-10Ⅱ ￥7,200（税別）
覆土用補助ホッパー F-25 ￥8,200（税別）

オプション
(別売)

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

セルトレイミニコン

STM2200
能力

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

￥240,000（税別）

2,200ℓ/時
BM91K
(ホッパー容量90ℓ)

￥150,000（税別）
BM300D

オプション (ホッパー容量330ℓ)
(別売)

200〜400トレイ/時
作 業 工 程 箱供給→土入れ→潅水→鎮圧

￥260,000（税別）
供給受け口 ※

オプション

￥17,000（税別）

能力

移動用キャスター CR-10Ⅱ

(別売)

￥7,200（税別）

■ 専用部品の組換えにより、128穴・200穴のセルトレイに標準対応
■ ミニコンホッパーへの養土回収を目的に、ベルトコンベア式回転装置を標準装備
■ 作業状況に応じて、高さ調整が可能な100mm伸長の2段式脚を採用

(20304-30300)
■間欠コンベアの土回収装置付
■オプションで供給コンベアの
取付が可能
※BM300D取付け時は別途供給受け口が必要です。

トレイ洗浄機

SNW300

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

￥950,000（税別）
■セルトレイ・アンダー
トレイの連続洗浄作業に
■キャスター付で移動も
ラクラク!
※セルトレイとアンダートレイ
とで使用する部材が異なります。
交換してご使用ください。
※三相200V

能力

300トレイ/時

セルトレイ積上機

AH400T

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。
※オプションにて
オートセンサーもございます。

￥320,000（税別）
■播種時の箱取り作業を省力化
■セルトレイ全自動播種機
400トレイ/時まで対応可能
■セルトレイの積上げは、カムによる
トレイ受けのエレベーター機能を
採用することで積上げ時の振動や
揺れを軽減し、最大 5トレイ
まで積上げることが可能
■トレイ受けは簡単に着脱が可能で
メンテナンスも簡単

QRコードより
動画をご覧いた
だけます

※価格は全てメーカー希望小売価格（税別）です。

オートセルトレイ播種機
ご使用上の注意

128穴用
200穴用

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。
※セルトレイはNAME規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れのないものをご使用ください。→

STH5M-128
STH5M-200

￥180,000（税別）

QRコードより動画
をご覧いただけます

￥180,000（税別）

Lコート種子

専用

■播種ローラーの特殊穴形状により、１穴１粒を精度良く播種！
■セル鎮圧ローラー装備で播種穴を開けながらの播種作業。従来機より更に省力化！
■スイッチひとつで簡単播種！ ■残量種子の回収はホッパーを反転し、簡単に回収可能！
■128穴⇔200穴の切替が可能（オプション）

100トレイ/時
鎮圧→播種

能力目安
作業工程

※ コートサイズ：L（2.5〜3.5mm以下）、
規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します。

手動型セルトレイ播種機
ご使用上の注意

128穴用
200穴用

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

高さ33mm以下の水稲用育苗箱、または野菜用アンダートレイを使用ください。
※セルトレイはNAME規格（農林水産省認定）のもので、変形や割れのないものをご使用ください。→

STH5-128
STH5-200

播種穴を空けながら
播種作業!!

￥113,000（税別）

Lコート種子

専用

￥113,000（税別）

■播種ローラーの特殊穴形状により、１穴１粒を精度良く播種！
■セル鎮圧ローラー装備で播種穴を開けながらの播種作業。従来機より更に省力化！
■残量種子の回収はホッパーを反転し、簡単に回収可能！
■128穴⇔200穴の切替が可能（オプション）

能力目安
作業工程

60〜100トレイ/時
鎮圧→播種

※ コートサイズ：L（2.5〜3.5mm以下）、
規格外品をご使用になると播種精度が著しく低下します。

オートセルトレイ・手動型セルトレイ播種機共通オプション
オプション
(別売)

■播種ユニット組替えキット
128･200･288穴用Lコート各￥60,000（税別） 288穴用２Lコート￥60,000（税別）
■200穴用2Lコート播種ローラー（3.5〜4.5mm以下）
2Lコート1粒（200-LL1）￥35,000（税別） 2Lコート2粒（200-LL2）￥37,500（税別）
2Lコート3粒（200-LL3）￥42,000（税別） 2Lコート4粒（200-LL4）￥44,500（税別）

吸引精密播種機

SVR-100A

￥361,000（税別）

吸着板：穴径0.8㎜ 128穴用 穴径1.4㎜ 200穴用
鎮圧具：128・200穴用 各1個付属

SVR-100A-N

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。
注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

■吸着板※を取り替えるだけで、
微細種子からコート種子まで対応！

裸種子
Lコート種子

※吸着板はオプション

兼用

￥340,000（税別）

＜吸着板・鎮圧具無し＞

能力目安

約100トレイ/時

オプション

■専用吸着板
NAME 規格 φ 0.1 0.4 各￥44,000（税別） NAME 規格 φ 0.5 各￥28,000（税別）
その他の規格 φ 0.1 0.4 各￥88,000（税別） その他の規格 φ 0.5 各￥56,000（税別）

(別売)

コロコンベア

セルトレイ覆土潅水機

SFK120H

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

￥129,000（税別）

KC170

※画像は高さ延長用脚を使用した場合です

在庫限り

バーミ
キュライト

覆土用

■播種後の「覆土」・
「潅水」同時作業
■3段階の高さ調整可能
（レール高さ: 450・700・750）

能力
作業工程
オプション
(別売)

50Hz:100トレイ/時 60Hz:120トレイ/時
覆土→潅水
オートセンサー AS70V ￥33,000（税別）

※セルトレイの落下防止センサー
本体電源カットと潅水の停止が可能！

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

■使い方いろいろ

￥22,000（税別）

コロコンベア
スタンド

フリー搬送コンベア
本体1.7ｍ
ジョイント式
〈レール内幅
315 〜 500㎜調節〉

■高さ
400 〜 650㎜調節

在庫限り

￥8,800（税別）
※価格は全てメーカー希望小売価格（税別）です。

乾燥玉ねぎ調製機 たまちゃんGO

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

STC4200 ￥198,000

（税別）

■2人で投入しても休みなく作業が可能
■乾燥玉ねぎの根と葉をキレイにカット！
■ディスクカッタと板刃の併用により、根と葉を適切
にカット！耐久性も向上！
■工具なしでカバーを取り外せるため、清掃・メンテ
ナンスが簡単
■脚の折りたたみが可能

葉厚さ
7mm以下
直径105mm
まで対応可能
葉長さ
100mm
以上 ※

50Hz：3360個/時

最大能力

QRコードより動画
をご覧いただけます

60Hz：4200個/時

ニラ調製機
ご使用上の注意

最大能力

600束/時

（400・500・600束/時 選択式）

NT600K

￥1,200,000（税別）

■コンテナ収容時の葉傷を軽減する、
ニラ折れ防止機構搭載

NT600K
NT800K
共通事項

※葉長さ100mm以上を
残して収穫してください。

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。
※テープはニチバン野菜結束用テープをご使用ください。また、幅20mmを超えるテープは使用できません。

最大能力

最大能力

800束/時

800束/時

（400・500・600・700・800束/時 選択式） （400・500・600・700・800束/時 選択式）

NT800K

￥1,500,000（税別）

■イスに座って作業ができる低作業台仕様
（作業台高さ650mm）

■5.7インチ大型カラー液晶のタッチパネル搭載
■ニラ押さえ部のスプリングを廃止し、
メンテナンス性向上
■光電センサーで確実にニラを検知

NT670 ￥1,650,000

（税別） 在庫限り

■オール電化のモータ駆動で
コンプレッサ不要
■大型カラー液晶のタッチパネル搭載
■イスに座って作業ができる低作業台仕様
（作業台高さ650mm）

■メンテナンスに便利な「生産数」「故障診断」を表示
■作業をしながら生産数を一目で確認
■指定した計画数に達するとブザーでお知らせし一時停止

※エアホースは別売です。(外径10mm)

ポリウレタンチューブ ( エアホース )20m(40010‑42920) ￥18,800（税別）

オプション
(別売)

カプラー仕組み (40010‑42700) ￥8,500（税別）

QRコードより動画
をご覧いただけます

ニラガイド仕組み (40010‑B0030) ￥11,500（税別）

手動式掃除機

FRT403D

NEW

￥150,000（税別）
集塵巾

NEW

￥160,000（税別）
700mm

FRT703D

NEW

￥190,000（税別）
集塵巾

■ほこりをたてずに人手作業の5倍以上の能率！
■作業場・倉庫・駐車場・店舗フロア等の清掃に最適

570mm

FRT503D
集塵巾

注：北海道・九州・沖縄・離島運賃別

870mm

ふらっと500D

在庫限り

￥155,000（税別）
集塵巾

700mm

ふらっと700D

在庫限り

￥185,000（税別）
集塵巾

900mm
※価格は全てメーカー希望小売価格（税別）です。

ポット土入れ機

STK29P

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。
ダイレクト投入
タイプ

￥1,100,000（税別）

【ミニコン部ホッパー容量90L】

■ダイヤルで搬送速度を調節可能
■トレイ搬送部に平ベルト方式を採用
■ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
■光電式オートストップセンサー装備

能力
適用トレイ
適用ポット

100 〜 250トレイ/時
幅280 〜 400㎜
高さ20 〜 160㎜

STK39PS
STK39PD
STK39P

※土入れ部ホッパー内に
コンベアベルトは使用していません。

ベルトコンベア
タイプ

￥1,335,000（税別）

【ミニコン部：SCS3500FS5 ホッパー容量90L】

￥1,445,000（税別）

【ミニコン部：SCS3500FD5 ホッパー容量330L】

￥775,000（税別）

【ミニコン無し 本体のみ】

■ダイヤルで搬送速度を調節可能
■トレイ搬送部に平ベルト方式を採用
■ミニコンのスイング機構により土の分離を軽減
■土入れホッパー内の撹拌装置により土をスムーズに排出
■光電式オートストップセンサー装備

200 〜 400トレイ/時

能力

適用トレイ

QRコードより動画
をご覧いただけます

幅280 〜 400㎜

ポット土入れ機用受注生産品

仕切板

仕切蓋

10枚セットで受注

10枚セットで受注

￥44,000〜（税別）

￥44,000〜（税別）

鉢上仕切蓋

中子（φ75・90）

10枚セットで受注
※鉢上仕切蓋・中子は組みで使用

50コ以上より受注
※発泡製

￥44,000〜（税別）

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

SCS3500FS5 ￥560,000
SCS3500FD5 ￥670,000

SHK380

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

￥285,000（税別） 在庫限り

■可変式施肥シュート部が上下左右
調整可能で3.0・3.5寸
トレイ高さ75 〜 90㎜に対応
■1ポット当たり1 〜 3gまで0.5g
単位で調整が可能
■光電センサー装備でトレイ通過時
のみ肥料散布､肥料のロスを軽減可

（税別）

【ホッパー容量90L】

（税別）

【ホッパー容量330L】

■バケット取付が強力なダブルフック方式
■回収装置と満量ストップセンサー付

3.0寸ポット : 380トレイ/時

能力

■排出口スイング機構付
（写真はSCS3500FS5）

3.5寸ポット : 400トレイ/時

※対応肥料
・エコロング・スーパーロング・ロングトータル花卉一号

供給コンベア

ソイルミキサー

BM91K

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

SKM-1000（1.0㎥） SKM-1000V（1.0㎥） ■1回混合が3 〜 5分間と短時間

￥150,000（税別）
【ホッパー容量90L】

￥711,000(税別) ￥968,000(税別)

SKM-1200（1.2㎥） SKM-1200V（1.2㎥）

BM300D

￥260,000（税別）

【ホッパー容量330L】

BM300D 用補助ホッパー ￥60,000

（税別）

【ホッパー容量300L】

￥25,000〜（税別）

ポット用施肥機

ミニコン

3,500L/時

高さ20 〜 160㎜

適用ポット

注：運賃・設置費・試運転費が別途かかります。

土供給機

能力

（写真はSTK39PS）

￥742,000(税別)

￥999,000(税別)

￥855,000(税別)

￥1,071,000(税別)

￥927,000(税別)

￥1,174,000(税別)

■V仕様は、回転羽根部が
可変速モーター※三相 200V

SKM-1800（1.8㎥） SKM-1800V（1.8㎥）
SKM-2000（2.0㎥） SKM-2000V（2.0㎥）
SKM-2200

（2.2㎥）

SKM-2200V（2.2㎥）

￥1,030,000(税別) ￥1,277,000(税別)

※価格は全てメーカー希望小売価格（税別）です。

■仕様
作業名

品

名

型

機体寸法

式

STK29P
土入れ ポット土入れ機

STK39PS
STK39PD

ミニコン

土供給
供給コンベア

施肥

ポット用施肥機

土混合 ソイルミキサー

乾燥玉ねぎ調製機
たまちゃんGO

調製
ニラ調製機

セルトレイ
全自動播種機

播種

セルトレイ播種機
（電動式）
セルトレイ播種機
（手動式）
吸引精密播種機
セルトレイ土入れ機

土入れ セルトレイミニコン

セルトレイ覆土潅水機

積上

セルトレイ積上機

洗浄

トレイ洗浄機

床清掃

手動式掃除機

重量

モーター容量

全長×全巾×全高（mm） （kg） （一部を除き100V）

2300×1980×1760

232 25・30・90・40W

2300×620×1450・1550
土入れ部
（2段式）

142 25・30W×2

土供給部 2125×875×1980

115 200・40W

土入れ部

2300×620×1450・1550
（2段式）

土供給部 3050×875×1980

SCS3500FS5
SCS3500FD5
BM300D
BM91K
SHK380

142 25・30W×2

115 200・40Ｗ

3050×875×1980

173 200・90W

※土入れ＋土供給セット時
2300×2990×1980ｍｍ

3500Ｌ/時

ホッパー容量90Ｌ
ホッパー容量330Ｌ

ミニコンに準ずる

ホッパー容量90Ｌ

50 40Ｗ

対応肥料
3.0寸 380トレイ/時 ・エコロング
3.5寸 400トレイ/時 ・スーパーロング
・ロングトータル花卉一号

2080×1080×1270

600

2420×1080×1270

700

2470×1280×1270

800

1.8㎥/3 〜 5分

850 三相200V 3.7kW

2.0㎥/3 〜 5分

2780×1280×1270
3080×1280×1370

三相200V

2.2kW

1000

830（※）×410×715

50 60W/100V

（※取っ手無し775）

1㎥/3 〜 5分
1.2㎥/3 〜 5分

リボン式
（V）仕様は回転羽根部
可変速モーター仕様

2.2㎥/3 〜 5分

NT670

1670×800×1115
（作業台高さ650）

3360個/時（50Hz）
4200個/時（60Hz）

400・500・600
束/時 選択式

エアホースは別売です。
（外径 10mm）

搬出コンベア25Ｗ

400・500・600・
700・800束/時
選択式

エアホースは別売です。
（外径 10mm）

搬送40Ｗ 切断60Ｗ

400・500・600・

搬出25Ｗ

選択式

搬送40Ｗ

98 結束60W ペラ貼り15W 700・800束/時

5980×540×1140

175 40・25×2・60・30Ｗ 200トレイ/時

Lコート種子専用

6265×630×1140

200 40・25×2・60・30Ｗ 330・400トレイ/時

Lコート種子専用

1760×460×1000

35 25W

約100トレイ/時

1760×595×995

21

約60〜100トレイ/時

1810×755×1070

63 640Ｗ

約100トレイ/時

3875（格納時2900）×
630×1060・1160
（2段階調整）

125 60・25W×2

128穴用
200穴用
128穴用
200穴用

Lコート
種子専用
Lコート
種子専用

200〜400トレイ/時
適応機種
STH2003・STH2005・
STH4005・STS205・
STS207・STH2007・
STH4007

1255×700×1520

66 90W

2200L/時

1915×600×865・
1115・1165
（3段階調整）

27 25W

100トレイ/時（50Hz） バーミキュライト覆土用
120トレイ/時（60Hz）

1265×610×610 〜 710

45 搬送25Ｗ
積上40Ｗ

100〜400トレイ/時

積み上げ数5トレイ

300トレイ/時

セルトレイ幅：〜300mm
アンダートレイ幅：〜300mm
高さ：〜25mm

1490×650×1200

ふらっと500D
ふらっと700D

200 〜 400トレイ/時

36 40W

125 切断60Ｗ

FRT403D
FRT503D
FRT703D

※土入れ＋土供給セット時
2300×2330×1980mm

1010×650×590

1,760×820×940 〜
1,150
（作業台高さ650）

SNW300

200 〜 400トレイ/時

ホッパー容量330Ｌ

NT800K

SFK120H
AH400T

100 〜 250トレイ/時

ミニコンに準ずる

110 搬送40Ｗ
切断60Ｗ

STM2200

考

91 90Ｗ

1,525×765×1,100 〜
1,200
（作業台高さ800）

STS207

備

1920×780×600

NT600K

STH2007
STH4007
128
STH5M
200
128
STH5
200
SVR-100A・
（A-N）

力

173 200・90W

2125×875×1980

1555×670×990 〜 1155

SKM-1000
（V）
SKM-1200
（V）
SKM-1800
（V）
SKM-2000
（V）
SKM-2200
（V）
STC4200

能

三相200V

160 25・400・2200Ｗ

970×735×810

24 集塵巾：570ｍｍ／集塵ボックス：2.1Ｌ

970×865×810

28 集塵巾：700ｍｍ／集塵ボックス：2.9Ｌ

970×1035×810

33 集塵巾：870ｍｍ／集塵ボックス：4.0Ｌ

980×860×810

28 集塵巾：700ｍｍ／集塵ボックス：2.9Ｌ

980×1060×810

33 集塵巾：900ｍｍ／集塵ボックス：4.0Ｌ

サイドブラシ付

※この仕様・価格は改良等により予告無く変更することがあります。
※価格はメーカー希望小売価格（税別）です。消費税率は別途となります。
お気軽にご相談ください。
〒321−0905
栃木県宇都宮市平出工業団地44−3
TEL.028（664）1111 FAX.028（662）5592
URL:http://www.suzutec.co.jp
E-mail:info@suzutec.co.jp
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