ポケットサイズの替刃・カッター式の鋸

軽量コンパクトな大画面モニター搭載

文房具のカッターと同じ形をした替刃式のノコギ
リ。木工から竹・プラスチック切り、お庭の小枝
切などのちょっとした場面で活躍する。鋭い切味
が持続し、ニッケルコーティング仕上げで錆びに
くい。刃は一般・生木・リサイクル・金切の４タイ
プがある。一般・生木で最大25㎜厚までの木材
を切断できる。

pH、EC、DO（溶存酸素）を測定できる新
型センサー。薄さ13㎜、重さ250gの5.5イ
ンチ大画面モニターを装備し、タブレット感
覚で使える。卓上・壁掛け・片手で持っての
操作も静電タッチ式キーパッドで簡単！ 8
時間持続の充電式、高感度の電極を採用。

希望小売価格：本体1,449円、替刃693円（いずれも
税込）
玉島産業株式会社

52 pH・EC・DO 計「edge」

希望小売価格：pHキット669,300 円、EC
キット／ DO キット各102,900 円
（いずれも税込）
ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社

▼

53 小さくても一人前

▼

〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル14F
Tel：043-216-2601
http://www.hanna.co.jp

〒673-0404
兵庫県三木市大村58-14 みきかじや村
Tel：0794-83-1010
http://www.gyokucho.co.jp

ア

グ

リ

テ

ッ

ク

AGRITECH
で見つけた

10月９～ 11日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催され
た第３回国際農業資材EXPOと道工具・作業用品EXPO。
今年のトレンドは太陽光パネルと植物工場関連の商品で、
多くの企業がブースを賑わせていた。初めて出展する企業も
多く、新商品も多く発表されていた。今年も編集部で選んだ、
農業経営者の役に立つ機材や資材、グッズを紹介しよう。

注目の 逸品
第3回
国際農業資材EXPO &
道工具・作業用品
EXPO

いつもの辛い前屈作業を変える

53 腰部サポートウェア「ラクニエ」

背面に配置された弾性材が、前屈に伴う背中の伸びを利用し
て、深く前屈したときだけ腰をサポートしてくれる。日常動作
の邪魔をせず、
また、
立体形状が身体に自然にフィットする。
メッ
シュ素材を用いることで、軽量かつ通気性にも優れる。体格
に合わせて、サイズは男性S〜XL、女性S〜Lから選べる。カラー
は男性用はブラック、女性用はグレー。
希望小売価格：24,150円（税込）
▼

株式会社モリタホールディングス
〒105-0003
東京都港区西新橋3-25-31
Tel：03-5777-5088
http://www.morita119.com

ミニチュアトラクターや作業機が豊富！

54 SIKU ファーマーシリーズ

ドイツ生まれのSIKU社のミニチュアカー。実物の1/32サイズの精巧な
つくりでありながら、手ごろな価格が好評。1/87サイズもある。作業
機のラインナップも豊富。リモートコントロール付きのラジコンタイプ
は在庫僅少。憧れのトラクターもこのサイズなら手が届くかも。
希望小売価格：630円～（税込）
▼

株式会社ボーネルンド
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-12 3F
Tel：0120-358-518 http://www.bornelund.co.jp
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機械の油汚れを強力に落とす

57 パーツクリーナー

非塩素系溶剤を主剤にしたブレーキ装置の軸受
け、ギア、チェーン等、機械部品の洗浄用のス
プレー。乾きの遅い「超強力・中速乾Y012」タ
イプで油汚れをじっくり浮き上がらせて、強力噴
射の「強力・速乾Y013」タイプで一気に洗浄す
る使い方がおすすめ。これまでのロング缶より使
いやすい「500ml缶」が登場した。
希望小売価格：Y012・315円、Y013・420円
（いずれも税込）
▼

株式会社エーゼット

〒538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮1-7-59
Tel：06-6915-3501 http://www.az-oil.jp

用途合った最適なハンマーが見つかる

56 ハルダー社の無反動ハンマー

58 マジックバンド

®

マジックテープRを使った、巻きつけるだけで簡単に結束できるバン
ド。事務所やトラクターのキャビン内のケーブルを結束したり、荷
物梱包や資材の荷崩れを防いだり、使い方は自由自在。幅10㎜、
20㎜、40㎜のロールタイプ他、ストラップタイプもある。

ロームヘルド・ハルダー株式会社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-39-5 水天宮北辰ビル8F
Tel：03-3669-9407 http://www.rohal.jp

▼

好きな長さに切って、繰り返し使える

ドイツのハルダー社製のラインナップ豊富なハンマー類。サイズや
材質から、用途に合った最適なハンマーが見つかる。
●スーパークラフト・スレッジハンマー（写真右）：杭の打ち込みや
暗渠施工時にも活躍する。直径80㎜、幅200㎜のヘッドに長さ
880㎜のヒッコリー製ハンドル付。重量は4.41㎏。参考価格：約
19,800円
●スーパークラフト無反動ハンマー（写真中央）
：農業機械の修理・
組立、板金加工のほか、ヘッドの直径40〜50㎜あたりが屋外の
現場作業には便利。ヒッコリー製ハンドルは屋外の現場作業で使
いやすい。直径40㎜、幅115㎜のヘッドに長さ360㎜のヒッコリ
ー製ハンドル付。重量は715ｇ。参考価格：約3,500円
●セキューラル・ハンマー（左）：機械の修理・メンテナンス、木
工作業に最適。ゴムグリップ付きで握りやすく、工具箱に入れてお
きたい。30×40㎜、幅117㎜ の四角いヘッド、ハンドル 長さは
300㎜、重量は680ｇ。参考価格：約3,900円

オープン価格
▼

クラレファスニング株式会社 東京事業所
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
Tel：03-6701-1410 https://www.magic-tape.com

果樹の適期収穫の目安に

60 果実カラーチャート付き収穫用手袋

オープン価格
▼

三重化学工業株式会社
〒5150-0001 三重県松阪市大口町262-1
Tel：0598-51-2361
http://www.miekagaku.co.jp

本格派のアルミ三脚

59 フリーステップ

バイクフレームに使う7000系のアルミ合金を使った
アルミ三脚。溶接部のヒビ割れなどをなくし、20年
以上使い続けられる耐久性には実績がある。女性、
子供でも持ち運びやすい軽量設計。段差のない平ら
な場所やハウスの中などで使う平地用と、山の斜面、
傾斜のある地形の所、庭など段差のある所などに最
適な傾斜地用がある。
希望小売価格：平地用Ｎ-７（高さ2160㎜、足幅1,190㎜、
重量5.6㎏）40,110円、傾斜地用ＮＳ-8（高さ2,480㎜、足
幅1,210㎜、重量7.2㎏）53,550円（いずれも税込）
株式会社ナガノ
〒421-0051 静岡県牧之原市片浜1191
Tel：0548-52-2343 http://www.nagano-alumi.co.jp

▼

果実の収穫適期を判断するために3色のカラーチ
ャートがついた手袋。収穫時に色を確認しながら、
いちいちカラーチャートを確認することなく、収穫
作業が進められる。極早生ミカン用、早生ミカン用、
次郎柿用、富有柿用は農林水産省果樹試験場基
準カラーチャートに、 黄色リンゴ用は青森県標準
にそれぞれ準拠。
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注目の逸品

第3回
国際農業資材EXPO &
道工具・作業用品EXPO

排液量の見える化で適切な潅水管理を

61 排液カウンタ

排液用の水量計からの信号を受け、設定した時間帯ごとに排
液量を記録できるカウンタ。日積算値では読み取れない、朝、昼、
夕さらに短い時間帯の水不足、多潅水をチェックできる。
記録対象：排液量（0 ～ 65535ℓ）、株当たり排液量（0 ～ 9999㏄）、
潅水量（0 ～ 65535ℓ）、排液率（0 ～ 100%）、データ保存日数：
7日間、電源：AC100V/AC200V ※潅水量、排液率は弊社指定
の潅水システムから潅水量の信号を受ける場合。

63 スカイマット

コーンスターチやポリ乳酸、タルクなどの自然由来の原料
で作った、人にも環境にも優しい「生分解性育苗マット」
。
土の中では約半年で、堆肥の中では約３カ月で分解され
る。1枚当たりの重量は80gと軽いので、田植え時の苗運
び作業の負荷軽減にも。大きさは、280×580×14㎜。
販売予定価格：25枚入り3,000円～
▼

株式会社栗原弁天堂
〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田2967-1
Tel：048-522-4342 http://www.kuriben.co.jp

希望小売価格：210,000円（税込）
イシグロ農材株式会社
〒441-3427 愛知県田原市加治町諸田52
Tel：0531-37-5155 http://www.ishiguro.co.jp

▼

水稲育苗や水耕栽培、発芽用培土に

新しい給液管理のカタチ

62 アクアビート

きめ細やかな設定ができる潅水制御盤。潅水時間や内容をあ
らかじめ数パターン入力しておくことにより、ワンタッチで好み
の設定に変えられる。少量多潅水や、水分センサや日射センサ
と連携した自動潅水などが可能。
電源：AC100V、消費電力：30W以下（肥料ポンプ・バルブ駆動部
を含まず）、入力方式：タッチパネル
希望小売価格：301,500円（税込）
▼

イシグロ農材株式会社
〒441-3427 愛知県田原市加治町諸田52
Tel：0531-37-5155 http://www.ishiguro.co.jp

施設内の最適な光合成環境をつくる

64 AERO BEAT

使用頻度の高い機能に絞り、使いやすさを重視した、複
合環境制御盤。天窓やミスト装置、二酸化炭素濃度な
ど統合的に制御し、温度、湿度、二酸化炭素濃度を最
適に調節。タッチパネルと手動スイッチを本体に搭載し、
使いやすさを実現している。ネットワークに対応しており、
遠隔監視も可能（オプション）。
開発中商品につき、価格は未定
▼

イシグロ農材株式会社
〒441-3427 愛知県田原市加治町諸田52
Tel：0531-37-5155 http://www.ishiguro.co.jp

「カタログ請求サービス」
商品の詳しい情報を知りたい方は、本誌のホームページや雑誌巻末のFA Xオーダーシートに希望する商品番号をチェック
してお送りください。「カタログ請求サービス」がご利用いただけます。
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