
Amoni
持続可能な 「食と農と大地」 の未来をデザイン

エ ー モ ニ ー

ISEKI 農業支援WEBサイト

NT605FFSUGCYNT605FFSUGCY
[60PS･ロータリ別 ][60PS･ロータリ別 ]

\6,440,500\6,440,500( 税込 )( 税込 )

シンプルかつ充実の装備
シンプルかつ充実の装備

NTA335LGQCYNTA335LGQCY [33PS･ロータリ別 ][33PS･ロータリ別 ]

\4,246,000\4,246,000( 税込 )( 税込 )

TJV755ZLWX10RTJV755ZLWX10R [75PS][75PS]

\9,207,000\9,207,000( 税込 )( 税込 )

Jap
an

PRJ8DZLFPRJ8DZLF
[８条植･24.5PS･ディーゼル ][８条植･24.5PS･ディーゼル ]

\5,010,500\5,010,500( 税込 )( 税込 )

NP60GSLF8NP60GSLF8

\2,574,000\2,574,000(税込 )( 税込 )

[６条植･20PS･ガソリン ][６条植･20PS･ガソリン ]

RPQ50DGLFRPQ50DGLF
[５条植･8.8PS･ロータリ ][５条植･8.8PS･ロータリ ]

\2,046,000\2,046,000( 税込 )( 税込 )

HFR454GZARLWHFR454GZARLW
[４条刈･54.4PS･車体水平制御･ズームオーガ付 ][４条刈･54.4PS･車体水平制御･ズームオーガ付 ]

\7,898,000\7,898,000( 税込 )( 税込 )

HFG325GZVDWHFG325GZVDW
[３条刈･25PS･ズームオーガ付 ][３条刈･25PS･ズームオーガ付 ]

\5,040,200\5,040,200( 税込 )( 税込 )

FSJ35BFSJ35B
[ 玄米 30ｋｇ/３５袋 ][ 玄米 30ｋｇ/３５袋 ]

\353,100\353,100( 税込 )( 税込 )

保冷庫保冷庫MZJ3M3MZJ3M3
[３インチ･揺動　ジェット脱ぷ方式 ][３インチ･揺動　ジェット脱ぷ方式 ]

\698,500\698,500( 税込 )( 税込 )

MZ5DAMZ5DA
[５インチ･揺動　ロール方式 ][５インチ･揺動　ロール方式 ]

\1,082,400\1,082,400( 税込 )( 税込 )

HJ6130ZCALWHJ6130ZCALW
[６条刈･130PS･ズームオーガ付 ][６条刈･130PS･ズームオーガ付 ]

\18,370,000\18,370,000( 税込 )( 税込 )

HFR442GZVDWHFR442GZVDW
[４条刈･42.1PS･ズームオーガ付 ][４条刈･42.1PS･ズームオーガ付 ]

\6,386,600\6,386,600( 税込 )( 税込 )

Jap
an

Jap
an

乾燥機乾燥機 GML350H3GML350H3
３５石･遠赤ヒート
リサイクル方式
３５石･遠赤ヒート
リサイクル方式

\2,057,000\2,057,000
( 税込 )( 税込 )

籾摺り機籾摺り機籾摺り機籾摺り機

ＬＴB20LＬＴB20L
[ 最大処理能力 1,200kg/h][ 最大処理能力 1,200kg/h]

\308,000\308,000( 税込 )( 税込 )

ポリメイトポリメイト ＬＴＢ３５ALＬＴＢ３５AL
[ 最大処理能力 2,100kg/h][ 最大処理能力 2,100kg/h]

\382,800\382,800( 税込 )( 税込 )

ポリメイトポリメイト

FSV28BFSV28B
[ 玄米 30ｋｇ/２８袋 ][ 玄米 30ｋｇ/２８袋 ]

\369,600\369,600

保冷庫保冷庫

PVH10060LXPVH10060LX
[ 葉茎菜類･１条 ][ 葉茎菜類･１条 ]

\765,600\765,600野菜作 ( 税込 )( 税込 )

管理機管理機

(税込 )( 税込 )

KCR659HXKCR659HX
[5.4ps･一軸正逆転 ][5.4ps･一軸正逆転 ]

\266,200\266,200( 税込 )( 税込 )
かんたん ・ キレイ ・高能率！
かんたん ・ キレイ ・高能率！

野菜移植機野菜移植機

TM197KXA3TM197KXA3
[19PS･ロータリセット ][19PS･ロータリセット ]

\1,969,000\1,969,000( 税込 )( 税込 )

NEW
!

基本性能の高さを誇る、

TM7 シリーズが新登場
基本性能の高さを誇る、

TM7 シリーズが新登場

Z153UA1Z153UA1
[15.6PS･ロータリセット ][15.6PS･ロータリセット ]

\1,232,000\1,232,000( 税込 )( 税込 )

厳選された機能満載で

みんなにうれしい低価格
厳選された機能満載で

みんなにうれしい低価格

RTS25ZGQ＋A15DRTS25ZGQ＋A15D
[25PS･ロータリセット ][25PS･ロータリセット ]

\3,598,100\3,598,100( 税込 )( 税込 )

RTS25QCY＋A15DRTS25QCY＋A15D
[25PS･ロータリセット ][25PS･ロータリセット ]

\3,367,100\3,367,100( 税込 )( 税込 )

直進アシストシステム

オペレスタ搭載
直進アシストシステム

オペレスタ搭載NEW
!

大人気トラクタ RTS

シリーズのロータリセットモデル大人気トラクタ RTS

シリーズのロータリセットモデル

NTA365FFGQCY+RAS17LSNTA365FFGQCY+RAS17LS
[36PS･ロータリセット ][36PS･ロータリセット ]

\5,866,300\5,866,300( 税込 )( 税込 )

パワフル作業と

なめらかな走りの実現
パワフル作業と

なめらかな走りの実現

トラクタ界の横綱

最高のパフォーマンスを発揮
トラクタ界の横綱

最高のパフォーマンスを発揮

人気の NTA シリーズに

低コスト応援機が登場！
人気の NTA シリーズに

低コスト応援機が登場！
人気モデル NP シリーズの

　低コスト応援機
人気モデル NP シリーズの

　低コスト応援機

直進アシストシステム

オペレスタ搭載
直進アシストシステム

オペレスタ搭載

広々とした作業空間で

ひとつ上の操作性を実現
広々とした作業空間で

ひとつ上の操作性を実現

本格３条 ・ ２５馬力本格３条 ・ ２５馬力 千葉イチオシの

　おすすめコンバイン
千葉イチオシの

　おすすめコンバイン

令和の農業を担う

新生フロンティア起動
令和の農業を担う

新生フロンティア起動 最強という思想を

カタチに
最強という思想を

カタチに

NEW
!

管理機管理機
KMR400HXKMR400HX

[3.8ｐｓ･一軸正逆転 ][3.8ｐｓ･一軸正逆転 ]

\187,000\187,000( 税込 )( 税込 )

各種オイル各種オイル

ゴムロールゴムロール

耕うん爪耕うん爪

農業用資材農業用資材

会場限定の大特価販売！会場限定の大特価販売！

小物販売

会員登録 で各種コンテンツが利用可能

登録
無料

天気・
雨雲

レーダー

積算温度
予測

実証実証
実演実演

水稲生育
予測

オススメ！

営農支援サイト
『Amoni』誕生!!
営農支援サイト
『Amoni』誕生!!

PR6DLFPR6DLF
[６条植･24.5PS･ディーゼル ][６条植･24.5PS･ディーゼル ]

\3,335,200\3,335,200( 税込 )( 税込 )

洗練され生まれ変わった新しいさなえ
洗練され生まれ変わった新しいさなえ

[７条植･20PS･ガソリン ][７条植･20PS･ガソリン ]

\3,432,000\3,432,000( 税込 )( 税込 )

PR7GLFPR7GLF


