
概要

導⼊のメリット

６．リモコン草刈機

● 急傾斜地や⼈が⼊りにくい耕作放棄地等での除草作業で
使⽤可能な、リモコンにより遠隔操作する草刈機

● 危険な場所での除草作業も安全に実施可能
● 軽量コンパクトで、軽トラックでの運搬が可能
● 作業時間を低減可能（慣⾏作業 (刈払機) の約80%＊）

●価格帯（⽬安）
100万円〜400万円

●主なメーカー（本資料に掲載）
㈱アテックス
㈱クボタ
㈱ササキコーポレーション
サンエイ⼯業㈱
三陽機器㈱
ソフトバンク㈱/㈱レンタルコトス
ハクスバーナ・ゼノア㈱
㈱パドック
和同産業㈱

*研究機関による実証値

㈱アテックス︓クローラ型ラジコン草刈機RJ700『神刈』

☞連絡先
㈱アテックス 営業本部
TEL:089-924-7162
http://www.atexnet.co.jp/

【対象営農類型】

● ⾛⾏はモーター、草刈はエンジンのハイブリッド仕様。エンジン起動中は⾛⾏⽤のリチウム
イオンバッテリに充電。エンジン停⽌状態での電動⾛⾏が約1時間可能。

● 作業⾓度に応じて、⾃動でエンジンを傾斜させ、最⼤45度の傾斜で作業が可能。
● 草の取り込⼝、排出⼝のカバーを鉄板とゴムの２重カバーにより⽯の⾶散を⼤きく軽減。
● ⾛⾏関係、エンジン始動停⽌、刈取の⼊切、刈⾼さの調整もプロポで操作可能。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

製品紹介動画
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㈱アテックス︓クローラ型ラジコン草刈機RJ703『神刈』

☞連絡先（株）アテックス 営業本部
TEL 089-924-7162
製品HP
https://atexnet.co.jp/product-category/kamigari/
弊社HP
https://atexnet.co.jp
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サンエイ⼯業㈱︓動⼒カートリッジ切替式草刈機 RAYMO(レイモ)

☞連絡先
サンエイ⼯業㈱
北海道斜⾥郡斜⾥町光陽町44-17
TEL: 0152-23-2173
FAX: 0152-23-4144

●刈幅104㎝の⼤型ヘッド、最⼤⾞⾼51㎝
・⻑さ205cm x 幅115 cm x ⾼さ51 cm 重さ238 kg
歩と⼀緒に軽トラックにのせて楽々輸送‼
・農場、施設管理、太陽光発電所などで⼤活躍‼
・対応傾斜30°、4WDでパワフル登坂

●安全、快適のリモコン操作
振動なし、傾斜転倒リスク低減、騒⾳の低減、⾁体疲労、
怪我発⽣のリスクなど作業時のリスクを⼤幅に軽減!!

【対象営農類型】
水稲 畑作

露地
野菜

設施
野菜

果樹 茶○PHV(プラグインハイブリッド)カートリッジ
最⼤稼働時間8時間(リチウムイオンバッテリー2時間+エンジン発電機6時間)
バッテリー約3時間充電 + ガソリン約3Lで最⼤稼働8時間‼驚異の低燃費を実現
○EVカートリッジ
最⼤稼働時間5時間(充電時間8-9時間)
完全リチウムイオンバッテリー駆動で排気ガスを出さず、クリーンECO作業
○ローメンテナンス
電動化によりメンテナンス費⽤が減り、ランニングコストも⼤幅軽減‼

動⼒源は PHV か EV 環境や⽤途に合わせて選択可能‼

㈱クボタ︓ラジコン草刈機ARC-501

☞連絡先
㈱クボタ
TEL:06-6648-2508
・製品HP
https://www.jnouki.kubota.co.jp/

・関連動画
https://www.youtube.com/user/
TheKubotachannel

【対象営農類型】

【価格】
137.5万円

● ラジコン操作により、斜⾯に⽴つことなく、安定した場所から機械を操作。
安⼼、楽々、ほこりの影響もなく、より快適な草刈作業が可能。

● 3.85PSの⾼出⼒エンジンを搭載し、最⾼作業速度0.62m/sを実現。
● 報知ランプを追加搭載し、機体状態をお知らせします。
● 全輪W⾞輪に変更したことでグリップ⼒が増し、軟弱地や急斜⾯でも安⼼

して作業できます。 （使⽤状況や環境により異なります）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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㈱ササキコーポレーション︓電動マルチリモコン作業機 スマモ

●畦畔の草刈りがリモコン操作で簡単・快適に作業できます。
●動草刈り作業機は全⾼がわずか40cmで、⼈が⼊りにくい場所や低くて狭い場所での

草刈り作業ができ、草刈り作業の軽労化・⻑時間の⾟い姿勢による疲労も軽減。
●その場旋回（超シンチ旋回）ができ、畦畔の上での旋回が可能です。
●家庭⽤コンセントで2時間で充電でき、充電にかかる費⽤は20円と経済的。
●低騒⾳で排気ガスもゼロなので、静かでクリーンな作業が可能。

☞連絡先
㈱ササキコーポレーション
TEL:0176-22-0308
kei-ikari@sasaki-corp.co.jp

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

畦草刈の
実作業動画を
ご覧ください
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←コントローラ
ジョイスティックによる簡単操作。

● 24時間365⽇稼働する有能な全⾃動ロボット芝草刈機 ー⾬でも夜でも関係なし︕
● 伸びる前に刈るので、「草刈り」・「集草」・「刈草の焼却」が不要 ー省⼒化・コスト削減を実現
● GPS搭載。刈り残しなく、作業指⽰がスマホで遠隔で完了 ー盗難防⽌対策も万全
● カミソリ状3枚刃、⼿が届かない刈刃位置、リフトセンサー搭載で安全 ーランニングコストも◎
● ゼロエミッションのバッテリー駆動で、地球環境の保全に貢献
● ハスクバーナは、世界累計200万台以上販売するロボット芝刈機のリーディングカンパニー

ハスクバーナ・ゼノア㈱︓ロボット草刈機Automower™（オートモア)450X

ソフトバンク㈱/㈱レンタルコトス︓ラジコン式斜⾯対応草刈機 Spider

55°

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト実証実験中 (兵庫県養⽗市)

☞連絡先
ソフトバンク㈱ 広域法⼈第⼆営業本部

第三営業統括部 第1営業部2課

SBTMGRP-SPIDER@g.softbank.co.jp

● ステアリングを360°⾃由に動かし、 前進・後進と機敏な動きで急斜⾯でも⾃由⾃在に⽅向転換が可能
● タイヤ駆動と連動したウィンチを使うことで、最⼤55°の傾斜地での作業が可能
● マルチGNSS端末を搭載し、位置情報および作業履歴をデータ化することが可能（ソフトバンクサービスを提供）
● 農研機構によるスマート農業技術の開発・実証プロジェクトにて、兵庫県養⽗市において実証実験中（2019〜20年度）

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

● ４輪駆動による⾼い⾛破性能。
● ４０度の傾斜地での作業が可能。
● １１.８⾺⼒エンジンによる⼒強い草刈り性能。
● 前後進での草刈りによる効率作業。
● その場旋回により狭い場所での作業も可能。
● ２００mの距離まで遠隔操作が可能。

三陽機器㈱︓リモコン式草刈機＜AJK600＞

本製品は⽣研⽀援センター「⾰新的技
術創造促進事業（事業化促進）」の
⽀援を受け、製品化したものです。

☞連絡先
三陽機器㈱
TEL:0865-64-2871
http://www.sanyokiki.co.jp/

【対象営農類型】

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

↓フリーハンマー刃
障害物の衝撃を逃がし、本機を保護。
また、上下２枚刃で刈った草が細かくな
り、後処理が楽。

梨、桃、リンゴ、さくらんぼ等果樹園で 活躍
☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.Husqvarna.com/jp/

【対象営農類型】

【価格】
￥570,000-(税抜)
＊設置費⽤別途。デモや、お⾒積りのご⽤命は当社

ロボット芝刈機の取扱店、または、下記までお気軽に。

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶
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● 斜⾯専⽤草刈機。20°〜最⼤60°、⻑さ８ｍの斜⾯に対応。
● 安全︓急な斜⾯を降りずに草刈りできる。
● 安⼼︓斜⾯の上で親機を操作、斜⾯の草刈りは⼦機にお任せ。
● 楽々︓⾝体的負担が少ない草刈りで省⼒化︕従来⽐40％の作業効率を実現。
● 簡単︓操作は、⾛⾏レバーと⼦機操作レバー、アクセルのみで簡単。

ハスクバーナ・ゼノア㈱:親⼦式傾斜地草刈KHM400W

☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.zenoah.com/jp/

【対象営農類型】

【価格】
￥1,580,000-（税抜）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

業界初の斜⾯専⽤デザインで、2022年度グッドデザイン賞受賞︕

（当社調べ）
（巻上機特別講習の受講が必要です）

【ベローン】
Bevel（傾斜）＋Long（⻑い）を組み合わせた造
語です。
⼦機がワイヤーロープを「ベローン」と伸ばして傾斜を登り
降りする動作の⾳の響きからネーミングしました。

（通称︓べローン）

ゼノアHP YouTube

畦畔や圃場の傾斜地で活躍

ハスクバーナ・ゼノア㈱:ラジコン式⾃⾛草刈WM510RC

● ⽇陰からラジコンを操作し、安全に、スピーディに作業が完結。
● 旋回性能も抜群。⼩回りがきくので、樹⽊の周りなども刈り残し無し。
● ⾞⾼が低いため、ソーラーパネルの下などの草刈りも可能。
● 草刈りはエンジン、⾛⾏は強⼒なモーターのハイブリッド⽅式で雑草を⼀掃︕
● 果樹園、太陽光パネル、耕作放棄地などの雑草刈りでの省⼒化・効率化に貢献。

☞連絡先
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
マーケティンググループ
0570-550-933
Info.hv@husqvarna.jp
https://www.zenoah.com/jp/

ゼノアHP YouTube

【対象営農類型】

【価格】
￥483,000-（税抜）

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

(株)パドック︓リモコン草刈り機e-moか〜るクン

草むらの危険や重労働など草刈りの問題点を
解決する次世代の ラジコン草刈り機です

☞連絡先
（株）パドック
TEL:0868-28-3191
tsubaki@paddock-air.com
https://www.paddock-air.com/

水稲 畑作
露地
野菜

施設
野菜

果樹 茶

【対象営農類型】

●（駆動はモーター）駆動はモーターで動きますのでクイックな操作にもすぐに反応します。
●（草刈りはパワフルなガソリンエンジン）発電機能付きなので草刈りをしながらバッテリー

を充電します。
●（コンパクトボディ）軽トラの荷台にも積載可能。
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和同産業㈱︓ロボモア（ロボット草刈機）KRONOS MR-300

⽇本初︕雑草刈りの⾃動化を実現。過酷な草刈りをKRONOSがあなたに代わって⾏います︕
●エリアワイヤーで区切られた範囲内をランダムに⾛⾏しながら⾃動で草刈り。
●バッテリー残量が少なくなったら⾃動で帰還・充電し、⾃動で作業復帰。
●全輪駆動（3WD）と負荷制御機能による⾼い作業性。⾬の⽇でも安⼼。
●お⼿持ちのスマートフォンで簡単操作。指⽰を出したらあとはおまかせ。

☞連絡先
和同産業㈱
営業部営業企画課
https://www.wadosng.jp/
TEL:070-2439-6540




