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仕様について
この取扱説明書では、仕様の異なる製品を下記のように表示していますので、お買
上げの製品の仕様をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。
● ロータリタイプ
・RT-414K、RT-415K、RT-416K、RT-417K、RT-418K

その他について
商標について
商
AdBlue®

標

商標権者について
AdBlue はドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、それぞれ各社の商標または
登録商標です。本文中では、それらの名称には必ずしも商標表示（TM、®）を付記し
ていません。
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安全に作業をするために

安全に作業をするために
本機をご使用になる前に、必ず本書をよく読み理解した
上で、安全な作業をしてください。安全に作業をしてい
ただくため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の
通りですが、これ以外にも、本文の中で危険・警告・注
意・重要・補足としてそのつど取上げています。

作業時の服装（良い例）

ロータリを使用する前の注意事項
1. 正しい運転方法
• ロータリを使用する前に、必ずこの取扱説明書とト
ラクタ本機の取扱説明書、および機械に貼ってある
安全ラベルをよく読み、理解したうえで作業してく
ださい。
• ロータリを他人に貸すとき、また他人に作業を依頼
するときは、事前に操作のしかたを教え、本書を読
ませてください。
• 本書およびラベルの内容が理解できない人や子供
には、絶対に作業させないでください。

2. 作業に適した服装
• ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないで
ください。
回転部分や操縦装置に引掛かり事故の原因になり
ます。
• 安全のため、ヘルメット、滑りにくい靴を着用し、
必要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などを使っ
てください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ヘルメット
活動的な服装
袖口きっちり
スソきっちり
滑りにくい靴

作業時の服装（悪い例）

(1) 巻きタオル
(2) 腰タオル
(3) サンダル

ロータリの着脱時の注意事項
1. ロータリの着脱
• PTO を中立にして平たんな場所で行ってください。
• トラクタとロータリの間に立たない、また立たせな
いでください。
挟まれるおそれがあります。
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2. 共同作業時の注意
• 二人作業の場合はお互いに合図しあい、注意して作
業してください。
• 3 点リンクの止めピンやユニバーサルジョイントの
ロックピンが、確実にセットされていることを確認
してください。

• 着脱時、後 2 輪または、キャスタスタンドを必ずセ
ットしてください。ロータリが倒れ、事故の原因に
なります。

耕うん爪の点検や交換および調整
時の注意事項
1. 安全に耕うん爪を点検、交換、および
調整するために
• トラクタを平たんな場所に置いてください。
• 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してくださ
い。
トラクタが動き出すおそれがあります。

3. 転倒防止のための重量バランス
• 装着するトラクタによってそれぞれ前後バランス
が異なる場合がありますので、前部ウエイトの指示
がある場合は必ず装着してください。
前輪が浮上がり事故の原因になります。
• ロアリンクのチェックチェーンは、ロータリが左右
に 1～2 cm 動く程度に調節してください。
走行時、ロータリが揺れてバランスをくずし事故の
原因になります。

• 上面押さえ板は、セットピンで確実に固定してくだ
さい。

2. ロータリを上げた状態で点検整備を
行う場合
• 作業機が落下しないよう、必ず落下速度調整グリッ
プをロック（停止位置）にしてください。

4
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(1) 落下速度調整グリップ

(A) 速
(B) 遅
(C) 停止

• 落下速度調整グリップでロックした後、油圧レバー
を“前方に倒して”、作業機が落下しないことを必ず
確認してください。
• 確認後、再度油圧レバーを上げておいてください。
• ロックするとともに適切なジャッキまたはブロッ
クを爪軸の下に置き、落下防止を行ってください。

2. 同乗禁止
• ロータリの上に人を乗せないでください。

3. 運転時の注意、周囲の安全

運転時の注意事項
1. ロータリ使用時の注意事項

• 必ず座席に座ってロータリ作業を行ってください。
作業中、トラクタからの飛降り、飛乗りは重大事故
につながります。
• ロータリを持上げ、バックおよび急旋回するとき
は、周囲の安全確認を行ってください。

• 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しな
いでください。また紛失したり損傷した場合、交換
してください。
巻込まれや切傷事故の原因になります。
• ユニバーサルジョイント、爪軸など回転部分には近
づかないでください。
裂傷・巻込まれなど、事故のおそれがあります。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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4. 登坂時の注意
• 傾斜地やあぜを登るときは、転倒防止のためロータ
リを下げて前輪の浮上がりを防いでください。

7. 交通法規遵守
5. あゆみ板の使用
• ほ場の出入りなどで、高低差の大きい急傾斜の登り
降りや溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確
実に固定してから低速で行ってください。
あゆみ板は段差の 4 倍以上の長さのものを使用し
てください。

• インプルメントやアタッチメントを装着した状態
では、[道路運送車両法の保安基準]を満たしていな
ければ道路走行することはできません。インプル
メントやアタッチメントと、トラクタとの組み合わ
せごとに、[保安基準]を満たしていることの確認が
必要です。

格納時の注意事項
1. 駐車場所、駐車時の操作
• トラクタを平たんな場所に置いてください。
• ロータリを下げ、地面に接地させてください。
ロータリが落下するおそれがあります。
• 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してくださ
い。
トラクタが動き出すおそれがあります。

(1) あゆみ板

(A) 段差

6. かたいほ場での対処法
• 耕うん中、かたいほ場でトラクタが前に飛出した場
合、すぐクラッチを切りブレーキを踏んでくださ
い。次により遅い車速に変速し、爪軸回転を上げて
飛出しが起こらないように作業してください。
2 輪駆動、4 輪駆動の切換え可能なトラクタは、4 輪
駆動にしてください。
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(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキレバー
(3) 駐車ブレーキランプ

(A) 踏込む
(B) 引く
(C) 点灯

• ロータリに寄りかかったり、乗ったりしないでくだ
さい。
ロータリが転倒するおそれがあります。

廃棄物の処理について
1. 廃棄物の処理
• 廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染
につながり、法令により処罰されることがありま
す。
– 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくだ
さい。
– 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄
はしないでください。
– 廃 油 、 燃 料 、 冷 却 水 （ 不 凍 液 ）、 尿 素 水
（AdBlue）、冷媒、溶剤、フィルタ、バッテリ、
ゴム類、その他の有害物を廃棄、または焼却す
るときは、購入先、または産業廃棄物処理業者
などに相談して、所定の規則に従って処理して
ください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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安全ラベル

1. 安全ラベルと貼付け位置

2. 安全ラベルの手入れ
安全ラベルをよく読み理解して、安全注意事項を守って
ください。
• 安全ラベルはいつもきれいにして、傷つけないよう
にしてください。
• 安全ラベルがよごれた場合は、石鹸水で洗い、やわ
らかい布でふいてください。
シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと、文字や絵
が消えることがありますので絶対に使わないでく
ださい。

8

• 高圧洗浄機で洗車すると、高圧水により安全ラベル
が剥がれるおそれがあります。高圧水を直接安全
ラベルにかけないでください。
• 破損や紛失した安全ラベルは、製品購入先に注文
し、新しい安全ラベルに貼替えてください。
• 新しい安全ラベルを貼る場合は、貼付面の汚れを完
全に拭取り、乾いた後、元の位置に貼ってくださ
い。
• 安全ラベルが貼付けされている部品を新部品と交
換するときは、安全ラベルも同時に交換してくださ
い。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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サービスと保証／公道走行時の注意

サービスと保証／公道走行時の注意
この製品には、保証書が添付してありますのでご使用前
によくご覧ください。

ご相談窓口
警告

• 機械の改造は危険ですので、改造しないでくださ
い。改造した場合や取扱説明書に述べられた正し
い使用目的と異なる場合は、メーカ保証の対象外に
なるのでご注意ください。
ご使用中の故障やご不審な点およびサービスについて
のご用命は、お買上げいただいた購入先にそれぞれご相
談窓口を設けておりますので、お気軽にご相談くださ
い。
その際、銘板に記載している
• ロータリ名称
• 機械番号
を併せてご連絡ください。
なお、部品をご注文の際は、購入先に純正部品表を準備
しておりますので、そちらでご相談ください。

(1) ロータリ名称
(2) 機械番号

補足 :
• 純正耕うん爪セット品番をロータリ名称・機械番号
を記したラベルの下に記載しております。
部品交換の際にご活用ください。

公道走行時の注意
インプルメントやアタッチメントを装着した状態では、
［道路運送車両法の保安基準］を満たしていなければ道
路走行することはできません。インプルメントやアタ
ッチメントと、トラクタとの組み合わせごとに、［保安
基準］を満たしていることの確認が必要です。
農耕トラクタに関わる［道路運送車両法の保安基準］の
運用見直しにより、直装型の作業機については、条件を
満たせば装着した状態で公道を走行することができる
ようになりました。
緩和措置に関する情報、公道を走行するための対応方法
等の詳細につきましては、農業ソリューション製品サイ
ト（下記）の特設ページに掲載しております。
ご確認の上、正しく対応した状態で、公道を走行してく
ださい。
農業ソリューション製品サイトは下記の URL または、
QR コードからアクセスできます。
https://agriculture.kubota.co.jp/support/tractorpublicroad/index.html

キャスタスタンドは、公道走行時を含むトラクタ走行時
には取外し、ロータリの着脱、単体での移動・保管にの
み使用してください。

補修用部品の供給年限について
この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造打ち切
り後 12 年といたします。
ただし、供給年限内であっても特殊部品につきまして
は、納期などについてご相談させていただく場合もあり
ます。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で終了致
しますが、供給年限経過後であっても部品供給のご要請
があった場合には、納期および価格についてご相談させ
ていただきます。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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ロータリの外観

ロータリ各部の名称

ロータリ各部の名称
ロータリの外観

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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フローティングレバー
後 2 輪調整ハンドル
ロータリサポート
側面板（右）
側面板（左）
上面板

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

成形板
後 2 輪アーム
後2輪
チェーンケース
キャスタスタンド

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トラクタ装着前の準備

ロータリの着脱のしかた

ロータリの着脱のしかた
トラクタ装着前の準備

トップリンク長さ、３点リンク取付け位置

警告

• 補助ユニットの種類、トップリンク長さ、ロアリン
ク穴位置、リフトロッド穴位置を間違うと、ジョイ
ント抜けやトップリンクの破損などによる傷害事
故のおそれがあります。
• 前部ウエイトの指示がある場合、トラクタに必ず取
り付けてください。トラクタの前輪が浮上がり事
故の原因になります。

1. 取付け前の準備［特殊 3P 式］
以下の手順でトップリンク、ジョイント、オートヒッチ
フレーム、オート金具を装着してください。
• 補助ユニット（トップリンクサポート、トップリン
ク、オートヒッチフレームなど）が、装着されてい
ることを確認してください。
装着されていないときは、トップリンクサポートを
装着してください。
（詳細はトップリンクサポートの取付け方（15 ペー
ジ）を参照）
• トラクタの３点リンク取付け位置と補助ユニット
の種類およびトップリンク長さを確認してくださ
い。
トラクタとロータリの組み合わせにより、３点リン
ク取付点と補助ユニットの種類およびトップリン
ク長さが異なります。
次の図とロータリの取付け方法と適用型式の表ま
たはトップリンクサポートに貼付けてあるラベル
を確認し、点検または調整してください。
（ロータリの取付け方法と適用型式についてはロー
タリの取付け方法と適応型式（13 ページ）を参照）

(1) トップリンク
(2) ３点リンク取付け位置

補足 :
– トラクタの型式によってロアリンクとリフトロ
ッドの穴数が異なります。3 点リンクの取付け
位置については次図“３点リンク取付け位置詳
細”を参照し、ロータリの取付け方法と適応型式
（13 ページ）の表の記載に従って、3 点リンク
を適切なロアリンクとリフトロッドの穴位置に
取り付けてください。
３点リンク取付け位置詳細

(1)
(2)
(3)
(4)

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

(A) トップリンク長さ“L”

ロアリンク穴 1
ロアリンク穴 2
ロアリンク穴 3
ロアリンク穴 4

(A) リフトロッド穴 1
(B) リフトロッド穴 2
[A] SL280 (H)、SL320 (H)、
SL350 (H)、380 (H)、410
(H)、450 (H)、SL280-PC、
SL320-PC、SL350(H)-PC
[B] 480H、540H、600H
[C] 380H-PC、410H-PC、450HPC
[D] 480H-PC、540H-PC、600HPC
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トラクタ装着前の準備

ロータリの着脱のしかた
トップリンクブラケットのトップリンク取付け位置
ドラフト無し仕様

補足 :
– トラクタの型式によってロアリンクとリフトロ
ッドの穴数が異なります。3 点リンクの取付け
位置については次図“３点リンク取付け位置詳
細”を参照し、ロータリの取付け方法と適応型式
（13 ページ）の表の記載に従って、3 点リンク
を適切なロアリンクとリフトロッドの穴位置に
取り付けてください。

ドラフト仕様

３点リンク取付け位置詳細

(1) トップリンクブラケット穴 1
(2) トップリンクブラケット穴 2
(3) トップリンクブラケット穴 3
(4) トップリンクブラケット穴 4

補足 :
– トップリンクの調整は、ロックナットをゆるめ
てから行ってください。トップリンク調整後
は、トップリンクをロックナットで固定してく
ださい。
重要 :
– トップリンク長さが間違っていると、ジョイン
ト騒音やジョイントの外れ、破損のおそれがあ
ります。

(1)
(2)
(3)
(4)

ロアリンク穴 1
ロアリンク穴 2
ロアリンク穴 3
ロアリンク穴 4

(A) リフトロッド穴 1
(B) リフトロッド穴 2
[A] SL280 (H)、SL320 (H)、
SL350 (H)、380 (H)、410
(H)、450 (H)、SL280-PC、
SL320-PC、SL350(H)-PC
[B] 480H、540H、600H
[C] 380H-PC、410H-PC、450HPC
[D] 480H-PC、540H-PC、600HPC

2. 取付け前の準備［W3P 式］
• トラクタの３点リンク取付け位置とトップリンク
長さを確認してください。
トラクタとロータリの組み合わせにより、３点リン
ク取付点とトップリンク長さが異なります。
次の図とロータリの取付け方法と適用型式の表ま
たはオートヒッチフレームに貼付けてあるラベル
を確認し、点検または調整してください。
（ロータリの取付け方法と適用型式についてはロー
タリの取付け方法と適応型式（13 ページ）を参照）

トップリンクブラケットのトップリンク取付け位置
ドラフト無し仕様

ドラフト仕様

トップリンク長さ、３点リンク取付け位置

(1) トップリンクブラケット穴 1
(2) トップリンクブラケット穴 2
(3) トップリンクブラケット穴 3
(4) トップリンクブラケット穴 4

(1) トップリンク
(2) ３点リンク取付け位置
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(A) トップリンク長さ“L”

補足 :
– W3P 式は装着する作業機によって、トップリン
ク長さが異なります。
長さがわからない場合は、作業機の購入先にお
問い合わせください。
– トップリンクの調整は、ロックナットをゆるめ
てから行ってください。トップリンク調整後
RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

ロータリの取付け方法と適応型式

ロータリの着脱のしかた

は、トップリンクをロックナットで固定してく
ださい。

重要 :
– トップリンク長さが間違っていると、ジョイン
ト騒音やジョイントの外れ、破損のおそれがあ
ります。

ロータリの取付け方法と適応型式
次の表は一般的なクボタが推奨するロータリとトラクタの組み合わせを示しています。表に記載されていないトラク
タの派生機種については、トラクタ側の取扱説明書に記載している場合があります。

1. ロータリとトラクタの組み合わせ［特殊 3P 式］
トラクタが［ホイール仕様］の場合
トラクタ型式

ロータリ型式

補助ユニット

SL280(H) SL320(H) SL350(H) SL380(H) SL410(H) SL450(H)

SL480H

SL540H

SL600H

RT-414K

○

○

－

－

－

－

－

－

－

RT-415K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-416K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-417K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

RT-418K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

U280Q-14
RF

ドラフト無し仕様

U350Q-14RF

ドラフト仕様
トップリンク長さ“L”寸法

U380Q-14RF

U480Q-14RF

－
mm

U480DQ-14RF

255

235

リフトロ
ッド穴 1

リフトロッド左、右の取付穴

リフトロッド穴 2

ロアリンク取付穴

ロアリンク穴 2

トップリンクブラケット取付穴

ロアリンク穴 3

－

トップリンクブラケット穴 1 および 2

トラクタが［パワクロ仕様］の場合
トラクタ型式

ロータリ型式

SL280-PC SL320-PC

SL350(H)- SL380HPC
PC

SL410HPC

SL450HPC

SL480HPC

SL540HPC

SL600HPC

RT-414K

○

○

－

－

－

－

－

－

－

RT-415K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-416K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-417K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

RT-418K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

ドラフト無し仕様

U280PCQ-14RF

U350PCQ
-14RF

U380Q-14RF

U480PCQ-14RF

－

U351PCQ
-14RF

U380DQ-14RF

U480DPCQ-14RF

260

265

250

260

リフトロッド穴 1

リフトロ
ッド穴 2
(ドラフト
仕様：リフ
トロッド
穴 2)

補助ユニット
ドラフト仕様
トップリンク長さ“L”寸法

リフトロッド左、右の取付穴

mm

ロアリンク取付穴
トップリンクブラケット取付穴

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

リフトロッド穴 2

ロアリンク穴 3

ロアリンク穴 2

－

トップリンクブラケット穴 1 および 2
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ロータリの取付け方法と適応型式

ロータリの着脱のしかた

補足 :
• 表中の取付け穴の位置については、取付け前の準備［特殊 3P 式］（11 ページ）を参照してください。
• トップリンク長さ“L”寸法は装着時の目安とし、ユニバーサルジョイント部から異音（ガラガラ音）が出る場合は
±5 mm の範囲で調節してください。
• トラクタの前後バランスが悪くなった場合は、ウエイトの装着が必要です。
補助ユニット
製品名

コード No.

製品名

コード No.

U280Q-14RF

7C090-04000

U380DQ-14RF

7E090-01000

U280PCQ-14RF

7C090-03000

U480Q-14RF

7E090-04000

U350Q-14RF

7C090-06000

U480DQ-14RF

7E090-03000

U350PCQ-14RF

7C090-01000

U480PCQ-14RF

7E090-06000

U351PCQ-14RF

7C090-05000

U480DPCQ-14RF

7E090-05000

U380Q-14RF

7E090-02000

2. ロータリとトラクタの組み合わせ［W3P 式］
トラクタが［ホイール仕様］の場合
トラクタ型式

ロータリ型式

SL280(H) SL320(H) SL350(H) SL380(H) SL410(H) SL450(H)

SL540H

SL600H

RT-414K

○

－

－

－

－

－

－

－

－

RT-415K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-416K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-417K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

RT-418K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

補助ユニット
トップリンク長さ“L”寸法

WU280Q-14RF
mm

550

605

リフトロッド左、右の取付穴
ロアリンク取付穴
トップリンクブラケット取付穴

14

SL480H

WU380Q-14RF
615

635

リフトロッド穴 1
ロアリン
ク穴 2

ロアリンク穴 1

トップリンクブラケット穴 4

ロアリンク穴 2
トップリンクブラケット穴 3

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トップリンクサポートの取付け（補助ユニット関連部品）［特殊 3P 式］

ロータリの着脱のしかた

トラクタが［パワクロ仕様］の場合
トラクタ型式

ロータリ型式

SL280-PC SL320-PC

SL350(H)- SL380HPC
PC

SL410HPC

SL450HPC

SL480HPC

SL540HPC

SL600HPC

RT-414K

○

－

－

－

－

－

－

－

－

RT-415K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-416K

○

○

○

－

－

－

－

－

－

RT-417K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

RT-418K

－

－

－

○

○

○

○

○

○

補助ユニット
トップリンク長さ“L”寸法

WU280PCQ-14RF

WU350P
CQ-14RF

580

600
（ドラフト
仕様：590）

mm

WU380Q-14RF

615

リフトロッド左、右の取付穴

ロアリンク取付穴

トップリンクブラケット取付穴

635

リフトロッド穴 1

ロアリンク穴 2

ロアリン
ク穴 2
(ドラフト
仕様：ロア
リンク穴
1)

ロアリンク穴 1

トップリンクブラケット穴 4

トップリンクブラケット穴 3

補足 :
• 表中の取付け穴の位置については、取付け前の準備［W3P 式］（12 ページ）を参照してください。
• トップリンク長さ“L”寸法は装着時の目安とし、ユニバーサルジョイント部から異音（ガラガラ音）が出る場合は
±5 mm の範囲で調節してください。
• トラクタの前後バランスが悪くなった場合は、ウエイトの装着が必要です。
補助ユニット
製品名

コード No.

製品名

コード No.

WU280Q-14RF

7C090-08000

WU280PCQ-14RF

7C090-08500

WU380Q-14RF

7E090-08000

WU350PCQ-14RF

7C090-09500

トップリンクサポートの取付け
（補助ユニット関連部品）
［特殊 3P
式］
1. トップリンクサポートの取付け方
1. トップリンクブラケットの上穴と、トップリンクサ
ポートの上穴を右側からピンで取付け、セットピン
で抜け止めをしてください。
トップリンクサポートの上下を間違わないよう、ラ
ベルの方向または使用補助ユニット一覧表（47 ペ
ージ）を参照して取り付けてください。
(1)
(2)
(3)
(4)

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トップリンクブラケット
トップリンクサポート
ピン
セットピン
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トップリンクサポートの取付け（補助ユニット関連部品）［特殊 3P 式］

ロータリの着脱のしかた

2. ロックレバーを手前に引き、トップリンクブラケッ
トの下穴と、トップリンクサポートの下穴をピンで
取付け、セットピンで抜け止めをしてください。

(1) ジョイントホルダ
(2) ブッシュ
(3) ピン（大）
(1) ロックレバー
(2) ピン
(3) セットピン

(A) ロック
(B) 解除

(A) ピン組付け部

ピン組付け部の拡大図

3. ロックレバーを前方に戻し、確実にロックしてくだ
さい。

2. トップリンクサポート取外し方
• 取付け順序の逆に行ってください。

トラクタへの装着前準備
警告

• ロータリの取り付け・取り外しは、PTO を中立にし
平たんな場所で行ってください。
• トラクタとロータリの間には立たないでください。
はさまれるおそれがあります。
重要 :
• 安全カバー回転止め鎖で、ユニバーサルジョイント
を吊らないでください。鎖が破損する原因になり
ます。
• トラクタにけん引ヒッチが付いている場合は事前
に取り外してください。ユニバーサルジョイント
が破損する原因になります。

1. 装着前の準備［特殊 3P 式］

(1) ブッシュ
(2) ピン（大）

(A) 穴の大きさ：大
(B) 穴の大きさ：小

2. 穴の小さい方を内側にし、奥まで入れてください。

2. 装着前の準備［W3P 式］
オートヒッチフレームをトラクタに装着した後に、ユニ
バーサルジョイントを着脱できます。
（ユニバーサルジョイントの取付け方は特殊 3P 式作業
機の取付け方（W3P オートヒッチフレームの場合）
（20 ページ）を参照）
1. ジョイントサポート R とジョイントサポート L を
それぞれボルト 2 本でオートヒッチフレームに取
り付けます。

オートヒッチフレームをトラクタに装着した後に、ユニ
バーサルジョイントを着脱できます。
（ユニバーサルジョイントの取付け方は特殊 3P 式作業
機の取付け方（特殊 3P オートヒッチフレームの場合）
（17 ページ）を参照）
1. ジョイントホルダのピン（大）にブッシュが組み付
けられていることを確認してください。
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RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた
2. ロアリンクにオートヒッチフレームを取付け、セッ
トピンで抜け止めをしてください。
3. トップリンクの長さ“L”を調節し、トップリンクサポ
ートと、オートヒッチフレームの上部にそれぞれピ
ンで取付け、ベータピンで抜け止めをしてください。
（トップリンク長さの調整はロータリの取付け方法
と適応型式（13 ページ）を参照）

(1)
(2)
(3)
(4)

オートヒッチフレーム
ジョイントサポート R
ジョイントサポート L
ボルト

2. ジョイントホルダにブッシュを打込みます。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

トップリンクサポート
オートヒッチフレーム
セットピン
ピン
ベータピン

(1) ジョイントホルダ
(2) ブッシュ

3. ロータリ着脱姿勢の調整
1. キャスタスタンドを装着します。
（詳細はキャスタスタンドの取付け方（27 ページ）
を参照）

4. 特殊 3P 式作業機の取付け方（特殊
3P オートヒッチフレームの場合）
1. ロアリンクとリフトロッド取付け位置を確認してく
ださい。
もし、異なっている場合は取付け前の準備に従って
取り付けてください。
（取付け前の準備については取付け前の準備［特殊
3P 式］（11 ページ）を参照）

警告

• ロアリンクとリフトロッドの取付け穴位置を間
違うと、ユニバーサルジョイントが破損し傷害
事故を引き起すおそれがありますので、取付け
穴位置を再確認してください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた
4. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレームに
装着します。
a. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレー
ムの下に置きます。
ジョイントホルダがロータリ側、ピン（小）が
上側になるように置きます。

(1) ユニバーサルジョイント

警告

(1) ユニバーサルジョイント
(2) ジョイントホルダ
(3) ピン（小）

• ユニバーサルジョイントを確実にセットしない
と、抜けるおそれがあります。ロックピンの頭
が 7 mm 以上出ているか確認してください。

b. ジョイントホルダを下の図のように持ち、左右
のピン（大）をオートヒッチフレームの開口部
から入れます。

(1) ユニバーサルジョイント
(2) ロックピン

(1) ジョイントホルダ
(2) ピン（大）

(A) 7 mm 以上

6. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖
を、トラクタ側は PTO 軸カバーの穴に、ロータリ側
はオートヒッチフレームの中央部の穴に、取り付け
てください。

重要 :
• ジョイントホルダのピン（大）がオートヒッ
チフレームの溝下部の正しい位置におさま
っているか確認してください。
5. ユニバーサルジョイントをトラクタの PTO 軸に取
り付けてください。

(1) PTO 軸カバーの穴
(2) オートヒッチフレームの穴
(3) 鎖
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RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた

7. ロータリの着脱姿勢を確認してください。
（詳細はロータリ着脱姿勢の調整（17 ページ）を参
照）
8. オートヒッチフレームのレバーを次の図の位置にセ
ットしてください。

11. 油圧レバーをゆっくり“上げ”方向に操作し、オート
ヒッチフレームのフック部がトップマスト上部ピン
に確実に引掛ったことを確認してから、ゆっくりと
ロータリを吊上げてください。

(1) オートヒッチフレームフック部
(2) トップマスト上部ピン

(1) レバー

9. トラクタに乗車して、油圧レバーを“下げ”方向に操
作し、オートヒッチフレームを降ろしてください。

12. オートヒッチフレームでロータリを吊上げると、ロ
ータリは自動的にオートヒッチフレームに“ロック”
されます。

警告

• オートヒッチフレームの左右のプレートが確実
にロック状態にあるか、確認してください。
ロックしていないと、ロータリが脱落するおそ
れがあります。

(1) 油圧レバー

(A) 下げる

10. オートヒッチフレームのフック部先端が、トップマ
スト上部ピンのやや下（1～2 cm）にくるように、
油圧レバーを操作しながらゆっくりバックしてくだ
さい。
(1) オートヒッチフレーム
(2) プレート

(1) オートヒッチフレーム
(2) トップマスト上部ピン

(A) ロック

(A) 1～2 cm

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた
13. リフトロッド（右）を調整してください。
モンローマチック付は調整不要です。
トラクタの油圧レバーでロータリを持上げて、ロー
タリの爪軸がトラクタの車軸と平行になるように、
リフトロッド“右”の調整ハンドルを回して調整して
ください。
調整時はエンジンを止め駐車ブレーキをかけてくだ
さい。
調整後、リフトロッド“右”が自由に回転しないよう
に、調整ハンドルをナットまたはストッパで固定し
てください。

5. 特殊 3P 式作業機の取付け方（W3P
オートヒッチフレームの場合）
1. ロアリンクとリフトロッド取付け位置を確認してく
ださい。
もし、異なっている場合は取付け前の準備に従って
取り付けてください。
（取付け前の準備については取付け前の準備［W3P
式］（12 ページ）を参照）

警告

• ロアリンクとリフトロッドの取付け穴位置を間
違うと、ユニバーサルジョイントが破損し傷害
事故を引き起すおそれがありますので、取付け
穴位置を再確認してください。
2. ロアリンクにオートヒッチフレームを取付け、セッ
トピンで抜け止めをしてください。
3. トップリンクの長さ“L”を調節し、トップリンクホル
ダと、オートヒッチフレームの上部にそれぞれピン
で取付け、ベータピンで抜け止めをしてください。
（トップリンク長さの調整はロータリの取付け方法
と適応型式（13 ページ）を参照）
(1) リフトロッド右
(2) ナット

14. チェックチェーンを張ってください。
エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから、ユニバ
ーサルジョイントが上から見て一直線になるよう
に、チェックチェーンを左右均等に保ち（ロータリ
が横方向に 1～2 cm 動く程度）、スナップピンでロ
ックして、ロータリの横振れを制限してください。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

トップリンクサポート
オートヒッチフレーム
セットピン
ピン
ベータピン

(1) チェックチェーン
(2) スナップピン
(3) ターンバックル

15. ロータリを持上げてエンジンを止め、駐車ブレーキ
をかけてから PTO 変速レバーを“中立”にして、ユニ
バーサルジョイントが手で軽く回るかを、確認して
ください。
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トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた

4. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレームに
装着します。
a. ユニバーサルジョイントをオートヒッチフレー
ムの下に置きます。
ジョイントホルダがロータリ側、ピン（小）が
上側になるように置きます。

(1) ピン（大）
(2) ピン（小）

(1) ユニバーサルジョイント
(2) ジョイントホルダ
(3) ピン（小）

重要 :
• 下部にセットする際、ジョイントホルダのピ
ン部がジョイントサポートの正しい位置に
おさまっているか確認してください。

b. ジョイントホルダを次の図のように持ち、左右
のピン（大）をジョイントサポートの開口部か
ら入れます。

(1) ピン（大）
(2) ピン（小）

d. ジョイントホルダが下部にセットされているか
再確認してください。
(1) ジョイントホルダ
(2) ジョイントサポート
(3) ピン（大）

特殊 3P 式作業機を装着する位置

c. ピン（大）をジョイントサポートの下部に、ピ
ン（小）をジョイントサポートの溝に入るよう
に下げます。

(1) ジョイントホルダ
(2) ジョイントサポート

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

(A) 下部
(B) 上部

21

トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた
5. ユニバーサルジョイントをトラクタの PTO 軸に取
り付けてください。

(1) PTO 軸カバーの穴
(2) オートヒッチフレームの穴
(3) 鎖

(1) ユニバーサルジョイント

警告

• ユニバーサルジョイントを確実にセットしない
と、抜けるおそれがあります。ロックピンの頭
が 7 mm 以上出ているか確認してください。

7. ロータリの着脱姿勢を確認してください。
（詳細はロータリ着脱姿勢の調整（17 ページ）を参
照）
8. オートヒッチフレームのレバーを次の図の位置にセ
ットしてください。

(1) レバー
(1) ユニバーサルジョイント
(2) ロックピン

(A) 7 mm 以上

9. トラクタに乗車して、油圧レバーを“下げ”方向に操
作し、オートヒッチフレームを降ろしてください。

6. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖
を、トラクタ側は PTO 軸カバーの穴に、ロータリ側
はオートヒッチフレームの中央部の穴に、取り付け
てください。

(1) 油圧レバー
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(A) 下げる

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた

10. 必ず下部フックで装着してください。
上部フック先端がトップマスト上部ピンに当たるよ
うにゆっくりバックしてください。

(1) オートヒッチフレーム
(2) プレート

(1)
(2)
(3)
(4)

オートヒッチフレーム
上部フック
下部フック
トップマスト上部ピン

(A) 当たる

重要 :
• W3P オートヒッチフレームで特殊 3P 式作業機
（純正ロータリ含む）を装着する場合、必ずオー
トヒッチフレームの下側のフックで装着してく
ださい。上部で装着すると作業機（ロータリ）
が破損するおそれがあります。

(A) ロック

13. リフトロッド（右）を調整してください。
モンローマチック付は調整不要です。
トラクタの油圧レバーでロータリを持上げて、ロー
タリの爪軸がトラクタの車軸と平行になるように、
リフトロッド“右”の調整ハンドルを回して調整して
ください。
調整時はエンジンを止め駐車ブレーキをかけてくだ
さい。
調整後、リフトロッド“右”が自由に回転しないよう
に、調整ハンドルをナットまたはストッパで固定し
てください。

11. 油圧レバーをゆっくり“上げ”方向に操作し、オート
ヒッチフレームのフック部がトップマスト上部ピン
に確実に引掛ったことを確認してから、ゆっくりと
ロータリを吊上げてください。

(1) リフトロッド右
(2) ナット

(1) オートヒッチフレームフック部
(2) トップマスト上部ピン

12. オートヒッチフレームでロータリを吊上げると、ロ
ータリは自動的にオートヒッチフレームに“ロック”
されます。

警告

• オートヒッチフレームの左右のプレートが確実
にロック状態にあるか、確認してください。
ロックしていないと、ロータリが脱落するおそ
れがあります。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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トラクタへの装着前準備

ロータリの着脱のしかた
14. チェックチェーンを張ってください。
エンジンを止め駐車ブレーキをかけてから、ユニバ
ーサルジョイントが上から見て一直線になるよう
に、チェックチェーンを左右均等に保ち（ロータリ
が横方向に 1～2 cm 動く程度）、スナップピンでロ
ックして、ロータリの横振れを制限してください。

標準 3P 式作業機を装着する位置

(1) ジョイントホルダ
(2) ジョイントサポート

(1) チェックチェーン
(2) スナップピン
(3) ターンバックル

15. ロータリを持上げてエンジンを止め、駐車ブレーキ
をかけてから PTO 変速レバーを“中立”にして、ユニ
バーサルジョイントが手で軽く回るかを、確認して
ください。

(A) 上部
(B) 下部

3. オート仕様トラクタの場合、オート金具をオートヒ
ッチフレームの上部に変更してください。
a. イタバネを頭付ピンから外し、後方にスライド
させて外します。
b. オート金具の切欠穴をオートヒッチフレームに
溶接された頭付ピンに挿入し、前方にスライド
させます。
その際、イタバネの抜け止め穴を頭付きピンの
裏側の凸部に確実に収めてください。

6. 標準 3P 式作業機の取付け方（W3P
オートヒッチフレームのみ）
W3P 用オートヒッチフレームでは、日農工規格 0:1 兼
用型に適合した標準 3P 式作業機を装着することがで
きます。
装着する場合は次の手順でオートヒッチフレームの設
定を変更してください。
1. 装着する標準 3P 式作業機の装着要領に従い、３点
リンク取付点・トップリンク長さを変更してくださ
い。
重要 :
• 装着する作業機が“特殊 3P 式”か“標準 3P 式”
かわからないときは、作業機の購入先に確認し
た上で装着を行ってください。
2. ジョイントホルダを上部にセットしてください。
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(1) オート金具
(2) 頭付ピン

(A) オート金具の切欠穴
(B) 前方にスライド
(C) 上部

補足 :
• オート金具をセットする際は、必ずトラクタ
のロアリンクが水平よりも上方の位置で行
ってください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

ロータリの取外し方

ロータリの着脱のしかた

4. 標準 3P 式作業機に PIC アダプタを装着してくださ
い。
品名

品番

アダプタアッシ（PIC）

7C500-57600

アダプタアッシ（PIC）

7E500-5510-0

警告

重要 :
• 標準 3P 式作業機を装着する場合、必ず上部のフ
ックで装着してください。下部フックで装着す
ると作業機が破損するおそれがあります。
6. 油圧レバーをゆっくり“上げ”方向に操作し、オート
ヒッチフレームのフック部がトップマスト上部ピン
に確実に引掛ったことを確認してから、ゆっくりと
作業機を吊上げてください。

• PIC アダプタを確実にセットしないと抜けるお
それがあります。
ロックピンの頭が 7 mm 以上出ているか確認し
てください。
重要 :
• 特殊 3P 仕様の作業機には PIC アダプタを装着
しないでください。
• トラクタの PTO 軸に PIC アダプタを装着しな
いでください。

(1) オートヒッチフレームフック部
(2) トップマスト上部ピン

7. オートヒッチフレームで作業機を吊上げると、作業
機は自動的にオートヒッチフレームに“ロック”され
ます。

警告

(1) PIC アダプタ
(2) ロックピン

(A) 7 mm 以上

• オートヒッチフレームの左右のプレートが確実
にロック状態にあるか、確認してください。
ロックしていないと、作業機が脱落するおそれ
があります。

5. 標準 3P 式作業機を装着する場合、必ず上部のフッ
クで装着してください。

(1) オートヒッチフレーム
(2) プレート

(A) 上部フック

(A) ロック

ロータリの取外し方
警告

傷害事故の防止のため、ロータリを取り外す時は次のこ
とを守ってください。
RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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ユニバーサルジョイントの取外し方

ロータリの着脱のしかた
• PTO を中立にし、平たんな場所で行ってください。
• ロータリの着脱時は必ず後 2 輪またはキャスタス
タンド、スタンドを取り付けてください。
• ロータリに寄りかかったり、乗ったりしないでくだ
さい。
1. ロータリ着脱姿勢を確認してください。
（詳細はロータリ着脱姿勢の調整（17 ページ）を参
照）
2. 必ずロータリを地面より上げた状態にして、ロック
レバーを解除の位置にしてください。
[特殊 3P 式]

ユニバーサルジョイントの取外し
方
重要 :
• トラクタからユニバーサルジョイントを取り外す
には、以下の手順で行ってください。
1. 安全カバー回転止め鎖を外す。
2. トラクタ PTO 軸側のユニバーサルジョイントを外
す。
3. オートヒッチフレーム側のユニバーサルジョイン
トを外す。

キャスタスタンドの取扱い
警告

(1) ロックレバー
(2) オートヒッチフレーム

(A) 解除

[W3P 式]

(1) ロックレバー
(2) オートヒッチフレーム

傷害事故防止のため、キャスタスタンドを取り扱うとき
は、次のことを守ってください。
• スタンドの着脱はロータリをトラクタに装着して
行ってください。
• トラクタを平たんな広い場所に置いてください。
• エンジンを止め駐車ブレーキを掛けてください。
• 落下速度調整グリップを“止”方向いっぱいに回し
てロックしてください。
• ロータリを単体保存する場合は、平たんな場所に置
き左右のストッパを“ロック”してください。
• キャスタスタンドは上下に反転させないでくださ
い。
• キャスタスタンドは、ほ場内では使用しないでくだ
さい。泥の侵入により回動しにくくなることがあ
ります。
• 泥が侵入してキャスタが回動しにくくなった場合
は、よく洗浄してグリスを塗布してください。

(A) 解除

3. ロータリをゆっくり下げ、ロータリとオートヒッチ
フレームを切離します。
補足 :
• ロータリとオートヒッチフレームが切離しにく
い場合は、トラクタのモンローを作動させ、姿
勢を調整して行ってください。
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RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

キャスタスタンドの取扱い

ロータリの着脱のしかた

1. ホルダの取付け方
1. ホルダ（キャスタ、L）をロータリカバーの左側板に
ボルトおよび角根ボルト、ナットで取り付けてくだ
さい。

(1) キャスタスタンド
(2) アタマツキピン
(3) スナップピン

(1)
(2)
(3)
(4)

3. キャスタスタンドの取外し方

ホルダ（キャスタ、L）
M10 ボルト
M10 角根ボルト
M12 ボルト

1. トラクタにロータリをセットした状態で少しロータ
リを持上げます。
2. スナップピンとアタマツキピンを抜きキャスタスタ
ンドを取り外してください。

締付けトルク
M10 ボルト、ナット

43.2～50.3 N⋅m
(4.4～5.1 kgf⋅m)

M12 ボルト

69.7～81.1 N⋅m
(7.1～8.3 kgf⋅m)

2. ホルダ（キャスタ、R）はホルダ（キャスタ、L）と
同じ要領で取り付けてください。

2. キャスタスタンドの取付け方
1. トラクタにロータリをセットし、キャスタスタンド
が装着できる最下位置まで少し持ち上げてくださ
い。
2. キャスタスタンドを側方から挿入し、アタマツキピ
ンをセットして、スナップピンで抜け止めを行って
ください。
重要 :
• 残耕処理爪（別売りアタッチメント）装着時は、
爪を格納位置（上に反転）にしてください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

補足 :
• 取り外したキャスタスタンドはなくさないよう
に保管してください。

4. キャスタスタンドの使い方
警告

• キャスタスタンドを逆向きにセットして耕うん作
業などはしないでください。
• ロータリの着脱は、左右のキャスタストッパを解除
し油圧レバーを使用してゆっくり行ってください。
• ロータリ単体での移動または保管は平たんでかた
い地面上で行ってください。
重要 :
• キャスタスタンドはロータリの着脱または単体で
の移動と保管にのみ使用してください。
ロータリを単体保管する場合は、平たんな場所に置き、
必ずキャスタストッパをロックしてください｡
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ロータリの着脱のしかた

1. ロータリを装着しているトラクタの
保管について
警告

• トラクタ保管の際は、ロータリを取り外すか必ず地
面に降ろした状態で保管してください。ロータリ
の自然落下などによる挟まれのおそれがあります。

(1) キャスタストッパ

重要 :
• ロータリを装着している場合は、ロータリを取り外
すか必ず地面に降ろした状態で保管してください。
落下による器物破損やトラクタ作業機昇降装置の
故障の原因となります。

ロータリの保管と移動
警告

傷害事故防止のため、ロータリ単体で移動させる場合、
次のことを守ってください。
• 後 2 輪ハンドルを操作し、[ロータリ格納位置]にし
てください。
• スタンド仕様の場合、フロントスタンドとリヤスタ
ンドを下げ、リヤスタンドは下げ位置でのロック状
態を確認してください。
• 4 輪キャスタ仕様の場合、キャスタスタンドを取り
付けてください。
• ロータリ単体での移動は、平たんでかたい地面上で
行ってください。
• オートヒッチフレームからロータリを外した状態
で、PTO 軸を回転させないでください。
• PTO 軸を使わない場合は、PTO 軸キャップを取り
付けてください。

(1) PTO 軸カバー
(2) PTO 軸キャップ
(3) 蝶ボルト

補足 :
• 長期間保管するときや洗車後は、錆付き防止のため
必ず一度ロータリを取外し、ユニバーサルジョイン
ト側ジョイントスプライン部とロータリ側入力軸
に、グリースを塗布してください。
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適応作業速度

作業のしかた

作業のしかた
警告

• ロータリのユニバーサルジョイントや耕うん爪に接触すると、巻込まれなどの死傷事故のおそれがあります。回
転中は近づかないでください。
• 必ず座席に座って、ロータリ作業を行ってください。作業中、トラクタからの飛降り、飛乗りは重大事故につな
がります。
• ロータリの上に人を乗せたり、運転者以外の人をトラクタに乗せたりしないでください。転落、巻込まれなど、
重大事故の原因になります。
• ユニバーサルジョイントの安全カバーを外したままで使用しないでください。
傷害事故を引起こすおそれがあります。

適応作業速度
作業目的と耕作地の条件に合わせて、次表の車速および PTO 変速段を標準として、ほ場条件と仕上がり具合を見なが
ら調整してください。
車速

PTO 変速

1.0 km/h

3 段または 4 段

1. ロータリ落下速度の調整
トラクタ側の落下速度調整グリップを回すことにより
ロータリ落下速度が調整できます。
ロータリの落下速度は、上昇位置から接地するまで 1～
2 秒が適当です。
特にオート耕うん時、落下速度が速すぎると滑らかな耕
うんができない場合があります。
重要 :
• グリップは軽く回すだけで油圧がロックされます
から無理に回さないでください。（回転角 90º）

“開”方向に回す：
油圧回路が開き、作業機の落下速度が速くなりま
す。
“止”方向に回す：
油圧回路が閉じ、作業機の落下速度が遅くなりま
す。
“止”方向にいっぱいまで回すと、油圧がロック（停
止）します。

耕うん爪の取付け方
警告

傷害事故の防止のため、爪の交換および増締めをする場
合、次のことを守ってください。
• トラクタを平たんな広い場所に置く。
• エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
• ロータリの落下防止のため、落下速度調整グリップ
を“止”方向にいっぱい回してロックする。
• 爪軸の下に木の台などを設置し、より安全性を確保
する。
• ボルト・ナットを締付ける場合は、めがねレンチが
確実に入ったか確認する。
(1) 落下速度調整グリップ

(A) “開”
(B) “止”

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

重要 :
• 耕うん爪、およびボルト、ナットは、クボタ純正部
品を使用してください。ロングカット爪、普通爪は
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作業のしかた
マッドレスゴムを損傷するので絶対に装着しない
でください。

1. 耕うん爪の取付け方
耕うん爪によって取付け方が異なります。次図“耕うん
爪配列”と対応する耕うん爪の取付け方を参照し、耕う
ん爪を適切に取り付けてください。
耕うん爪配列

(1) 爪軸ブラケット六角穴
(2) ナット
(3) ボルト

(A) 爪向き

耕うん爪 1、6、7、および 8 以外の取付け方
六角穴にボルトを入れて、ナットで締め付けて取り付け
ます。このとき、爪の先端は六角穴の反対を向くように
します。

耕うん爪 1 の取付け方
六角穴にナットを入れて、ボルトで締め付けて取り付け
ます。このとき、爪の先端は六角穴の反対を向くように
します。

(1) 爪軸ブラケット六角穴
(2) ナット
(3) ボルト

(A) 爪向き

補足 :
• 爪軸両端に取り付ける増幅爪（左右各 1 本）は、大
きい爪ブラケットに取り付けてください。
• めがねレンチで力いっぱい締付けてください。
(1) 爪軸ブラケット六角穴
(2) ナット
(3) ボルト

耕うん爪 6、7、および 8 の取付け方
六角穴にボルトを入れて、ナットで締め付けて取り付け
ます。このとき、爪の先端は六角穴を向くようにしま
す。
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作業のしかた
フローティング機構セット状態

(1) めがねレンチ
一般タイプ=17 mm
強力爪仕様=19 mm

(A) 爪を押させてこのすき間を
なくす

締付けトルク
58A (C) 爪

78.4～88.2 N⋅m
(8.0～9.0 kgf⋅m)

• 爪を抜いて作業すると爪のバランスが狂い、振動や
騒音が出ることがありますので、ご注意ください。
• ナットを締付けるときは、トラクタ側の PTO 変速
レバーを入れることにより、爪軸をロックすること
ができ、力を入れてナットを締付けることができま
す。（あんしん PTO 仕様は除く）

上手なうねの立てかた
1. フローティング機構について
うね立てを開始したとき、きれいな形のうねになるまで
一定の距離が必要です。
この距離をできるだけ短くするために後 2 輪で支える
力を一時的になくして、うね成形のための土を確保する
しくみがフローティング機構です。

(1) フローティング機構
(2) フローティングレバー
(3) 操作ロープ

(A) 引っ張る
(B) フローティングレバーがト
ラクタ側を向く

4. フローティング機構セット後はロープを放してく
ださい。
フローティング機構の解除のしかた
1. ロータリを降ろし、所定のうねができるまでフロー
ティング機構セット状態で前進します。
補足 :
• 通常、1 m 程度前進するとうねができます。
2. トラクタを停止します。
3. フローティングレバーが解除されるまで、わずかに
ロータリを持ち上げます。
4. フローティング機構の解除を確認し、ロータリを再
度下げ、通常のうね立て作業に戻ります。
フローティング機構解除状態

1.1 フローティング機構の使いかた
フローティング機構のセットのしかた
1. 操作ロープを運転席後方から引っ張れる状態にし
ます。
2. ロータリを持ち上げます。
3. 操作ロープを引っ張りフローティング機構をセッ
ト状態にしてください。

(1) フローティング機構
(2) フローティングレバー

(A) フローティングレバーが下
側を向く

2. うねのしまり具合の調整
上面板押さえ棒のスプリング位置を変えることで、うね
の締まり具合を調整できます。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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作業のしかた
1. スナップピンを外してスプリング位置を変えます。
• うねをかたくしたい場合はスプリングを押さえ
棒上部へセットします。
• うねをやわらかくしたい場合はスプリングを押
さえ棒下部へセットします。
2. スナップピンをスプリング下部へ挿して、スプリン
グを固定します。

（詳細はうね高さの調整（33 ページ）と上面板の幅調
整（33 ページ）を参照）
1. ターンバックルを回し全長を調節します。
ターンバックルの全長が長くなると、うね傾斜角度
が小さくなります。

(1) ターンバックル
(2) 側面板

(1) スプリング
(2) スナップピン

補足 :
• スプリングでうねのしまり具合を調整すると、
うね上面が押し付けられ、設定よりもうね高さ
が低くなる場合があります。調整後は希望する
うね形状であるか確認し、必要であれば調整し
てください。
• うねのかたさをよりかたくしたい場合は押さえ
棒上部の頭付ピンとスナップピンの留め位置を
変更し、ピン留め部の向きを低くしてください。

4. 防土補助板の調整
防土補助板はロータリからの土こぼれを防ぐためのも
のです。
1. ボルトを緩め、防土補助板の位置を調整します。
2. ボルトを締めます。

(1) ボルト
(2) 防土補助板

(1) 頭付ピン
(2) スナップピン
(3) ピン留め部

(A) 下げる

(A) ピン留め位置 1
(B) ピン留め位置 2
(C) ピン留め位置 3

3. うね傾斜角度の調整
側面板の傾きを変えるとうね側面の傾斜角度を微調整
できます。
側面板の調節時に上面板が干渉する場合は、上面板の幅
や位置を調節してから行ってください。
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うね形状の調整

ロータリ各部の調整

ロータリ各部の調整
うね形状の調整
ロータリの上面板と成形板の位置や幅を調節すること
で、うね形状を調整できます。
各部調整後は実際にうね立てを行い、希望する形状にな
るよう微調整してください。
各機種ごとに成形可能なうね形状と寸法の詳細は、うね
形状と寸法一覧表（49 ページ）を参照ください。

補足 :
• 上面板の目隠し板は上面板からの土漏れを防ぐ
ためのものです。

(1) 固定ピン
(2) 補助板
(3) 目隠し板

3. 上面板の固定ねじを締めます。
(1)
(2)
(3)
(4)

うねすそ幅
うね高さ
うね肩幅
うね傾斜角度

補足 :
• 補助板の広げ代が足りない場合、次図の調整穴
位置を変えて調整してください。

補足 :
• うね傾斜角度の調整の詳細は、うね傾斜角度の調整
（32 ページ）を参照ください。
また、次の順でロータリ各部の調整を行うと、スムーズ
にうね形状の調整を行えます。
1. 上面板の幅調整
2. うね高さの調整
3. うねすそ幅の調整
4. 成形板の前後調整
5. 成形板の角度調整
6. 後 2 輪による耕深調整

1. 上面板の幅調整
上面板の幅は、上面板左右の補助板を動かすことで調整
します。
作業状態で、補助板と側面板の間にすき間が無いように
します。
上面板の調節時に側面板が干渉する場合は、側面板の位
置を調節してから行ってください。
（詳細はうねすそ幅の調整（34 ページ）を参照）
1. 上面板の固定ねじを緩めます。
2. 補助板を動かし、補助板と側面板の間にすき間が無
いようにします。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

(1) 固定ねじ
(2) 補助板

(A) 調整穴

2. うね高さの調整
上面板の高さを変えることでうね高さを調整できます。
上面板の調節時に側面板が干渉する場合は、側面板の位
置を調節してから行ってください。
（詳細はうねすそ幅の調整（34 ページ）を参照）
1. 上面板の押さえ棒のスナップピンを外します。
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2. 上面板を上下に動かし、うね高さを調節します。

(1) 固定ボルト
(2) 支柱
(3) 成形板

(1) 押さえ棒
(2) スナップピン
(3) 上面板

3. 押さえ棒にスナップピンを挿して、希望の高さで上
面板を固定します。
補足 :
• うね高さをより低くしたい場合は押さえ棒上部
の頭付ピンとスナップピンの留め位置を変更
し、ピン留め部の向きを低くしてください。

補足 :
• このとき、成形板の中央が爪軸の中央に来てい
るか確認をしてください。
成形板の中央がずれているとうね位置のずれの
原因となります。
3. 調節後、固定ボルトを締めます。

4. 成形板の前後調整
成形板の前面が耕うん爪に当たらないよう、成形板を前
後に位置調整します。
1. 側面板の固定ボルトを緩めます。

(1) 頭付ピン
(2) スナップピン
(3) ピン留め部

(A) ピン留め位置 1
(B) ピン留め位置 2
(C) ピン留め位置 3

3. うねすそ幅の調整
側面板の位置を動かすことでうねすそ幅を調整できま
す。
側面板の調節時に上面板が干渉する場合は、上面板の幅
や位置を調節してから行ってください。
（詳細はうね高さの調整（33 ページ）と上面板の幅調整
（33 ページ）を参照）
1. 固定ボルトを緩めます。
2. 側面板の支柱を左右に動かし、側面板の位置を調節
します。
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2. 成形板を前後に調整します。
このとき、成形板の前面は耕うん爪に当たらない程
度に爪軸側に近づけます。

2. 側面板の底面が作業時わずかに後ろ下がりになるよ
う成形板を上下に動かし、角度を調整します。

補足 :
• 成形板を爪軸側へ寄せることでロータリ内部の
土の量が少なくなり、トラクタの馬力ロスが少
なくなります。

(1) 固定ボルト
(2) 成形板
(3) 側面板底面

(A) 上下に動かす

3. 成形板の固定ボルトを締めます。

6. 後 2 輪による耕深調整

(1) 固定ボルト
(2) 成形板

後 2 輪ハンドルと後 2 輪の高さで耕深深さを調整して、
うねの土の量を調整できます。
基本的に後 2 輪ハンドルで耕深深さの調整を行います。
後 2 輪ハンドルでの調整で足りない場合は後 2 輪の高
さを調整し、耕深深さ調整を行います。
後 2 輪ハンドルで調整する場合
1. 後 2 輪ハンドルを回し、耕深深さを調節します。

(1) 成形板前面
(2) 耕うん爪

(A) 成形板前面に耕うん爪が当
たらない間隔

3. もう片側の成形板も同様の手順で調整を行います。

5. 成形板の角度調整
成形板は作業状態で側面板の底面が水平になるように
調整します。
重要 :
• 成形板の角度が大きくずれていると、うねができな
かったり、機械が破損するおそれがあります。
• 成形板の角度調整を行った後は側面板前面が耕う
ん爪に当たらないことを確認してください。
側面板前面が耕うん爪に当たると機械が破損しま
す。側面板前面が耕うん爪に当たるおそれがある
場合は、成形板の前後調整を行ってください。
（詳細は成形板の前後調整（34 ページ）を参照）

(1) 後 2 輪ハンドル
後 2 輪ハンドルの操作

土の量

右に回して耕深を深くする

多くなる

左に回して耕深を浅くする

少なくなる

後 2 輪の高さで調整する場合
1. 頭付ピンとスナップピンを抜きます。
2. 後 2 輪を希望する高さに合わせ、頭付ピンとスナッ
プピンで固定します。

1. 成形板の固定ボルトを緩めます。
RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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爪軸交換のしかた

ロータリ各部の調整

1. ボルトを外してサイドカバーと防土板を外します。

(1) 頭付ピン
(2) スナップピン
(3) 後 2 輪
後 2 輪の高さ調整

土の量

高くして耕深を深くする

多くなる

低くして耕深を浅くする

少なくなる

(1) ボルト
(2) サイドカバー
(3) 防土板

2. チェーンケース側爪軸取付けボルト（4 本）とサイ
ドフレーム側ベアリングケース取付けボルト（3 本）
をゆるめます。

補足 :
• 標準状態の後 2 輪の高さは、後 2 輪の接地面が側面
板底面部と同じ、または側面板底面部より少し下に
ある位置です。

(1) チェーンケース側爪軸取付けボルト（4 本）
(2) サイドフレーム側ベアリングケース取付けボルト（3 本）

3. 落下速度調整グリップを少し右に回し、耕うん爪が
水平地面上に付くまでゆっくりと降ろします。
(1) 側面板底面部
(2) 後 2 輪接地面

爪軸交換のしかた
警告

傷害事故の防止のため、爪軸交換をする場合、次のこと
を守ってください。
• トラクタを平たんな広い場所に置いてください。
• エンジンを止め、駐車ブレーキを掛けてください。
• 安全に爪軸交換ができる高さにロータリを持ち上
げ、落下調整グリップを右いっぱいに回して締め込
んでください。
さらにロータリ落下防止の為に、ロータリの下に当
て木を置いてください。
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(1) 落下速度調整グリップ

(A) ゆっくり回す

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

マッドレスカバーの上手な使い方

ロータリ各部の調整

4. チェーンケース側爪軸取付けボルトとサイドフレー
ム側ベアリングケース取付けボルトを外し、爪軸を
交換します。
補足 :
• 爪軸は、爪軸取付けフランジの“L”の刻印がチェ
ーンケース側にくるように取り付けてくださ
い。
5. チェーンケース側爪軸取付けボルトとサイドフレー
ム側ベアリングケース取付けボルトを再度締め付け
ます。
重要 :
• 必ず次の規定トルクで締め付けてください。
規定トルク
チェーンケース側爪軸取付けボ
ルト

127.5 N⋅m～137.0 N⋅m
(13.0 kgf⋅m～14.0 kgf⋅m)

サイドフレーム側ベアリングケ
ース取付けボルト

78.5 N⋅m～88.0 N⋅m
(8.00 kgf⋅m～9.00 kgf⋅m)

(1) マッドレスカバー
(2) ボルト

マッドレスカバーの上手な使い方
警告

傷害事故の防止のため、ゴムカバーの装着確認をする場
合、次のことを守ってください。
• トラクタを平たんな広い場所に置いてください。
• エンジンを止め、駐車ブレーキを掛けてください。
• ロータリの落下防止のため、落下速度調整グリップ
を“止”方向いっぱいに回してロックしてください。
• 爪軸の下に木の台などをし、より安全性を確保して
ください。
• 頭部の安全性を確保するため、ヘルメットを装着
し、確認を行ってください。
重要 :
• 作業前には、マッドレスカバーがしっかりと装着さ
れているか、ボルト類のゆるみがないか確認し、ゆ
るみがある場合は確実に締付けてください。締付
ける場合はボルトのまわりの土をよく落としてか
ら行ってください。
締付けトルク
ボルト

25.5 N⋅m～29.4 N⋅m
(2.6 kgf⋅m～3.0 kgf⋅m)

• マッドレスカバーに付着している土を取り除く場
合、ナイフ等の鋭利な物の使用はさけてください。
• マッドレスカバーに大きな破れやキズが発生した
場合は、速やかに補修してから使用してください。
（詳細はマッドレスロータリ、ゴムカバー用補修剤
の使用方法（44 ページ）を参照）
• ロータリを地面に降ろしたままバックしないでく
ださい。耕うん爪でゴムカバーを損傷させるおそ
れがあります。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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点検箇所

作業前の点検（日常点検）

作業前の点検（日常点検）
警告

• 安全カバー類を外した状態でロータリを使用しな
いでください。また、紛失したり損傷した場合、交
換してください。
巻込まれや切傷事故の原因になります。

点検箇所
故障を未然に防ぐには、機械の状態をいつもよく知って
おくことが大切です。
日常点検は毎日欠かさず行ってください。

1. 点検は次の順序で実施してください
1. 前日、前使用時の異常箇所。
2. ロータリの点検ポイント。
• 爪および爪軸取付けボルトのゆるみ
• つきま線のゆるみ
• ロータリ各部のボルト・ナットのゆるみ
• ユニバーサルジョイントのロックピンの確認
（詳細はユニバーサルジョイントのロックピン
の確認（38 ページ）参照）
• 油もれ

点検のしかた
1. ユニバーサルジョイントのロックピ
ンの確認
• ロックピンが正確に溝にはまったかどうかの確認
は、ピンの頭が 7 mm 以上出ているかどうかを調べ
てください。

(1) ユニバーサルジョイント
(2) ロックピン
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(A) 7 mm 以上
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廃棄物の処理について

ロータリの簡単な手入れと処置

ロータリの簡単な手入れと処置
廃棄物の処理について

直射洗車厳禁
直射

拡散

警告

廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につ
ながり、法令により処罰されることがあります。
廃棄物を処理するときは
• 機械から廃液を抜く場合は、容器に受けてくださ
い。
• 地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はし
ないでください。
• 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、尿素水(AdBlue)、
冷媒、溶剤、フィルタ、バッテリ、ゴム類、その他
の有害物を廃棄、または焼却するときは、購入先、
または産業廃棄物処理業者などに相談して、所定の
規則に従って処理してください。

近距離洗車厳禁

洗車時の注意
高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、機械
を破損・損傷・故障させることがあります。
高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに従って、正しく使用
してください。

注意

洗浄ノズルを拡散にし、2 m 以上離して洗車してくださ
い。
もし、直射にしたり、不適切に近距離から洗車すると、
• 電気配線部被覆の損傷・断線により、火災を引き起
こすおそれがあります。
• 油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害
を負うおそれがあります。

2 m 未満

2 m 以上

重要 :
• 洗車のしかたが不適切な場合、以下のような機械の
破損・損傷・故障の原因になります。
［例］

•
•
•
•

シール・ラベルの剥がれ
電子部品、エンジン・トランスミッション室内、安全
キャブ室内などへの浸入による故障
タイヤ、オイルシールなどのゴム類、樹脂類、ガラス
などの破損
塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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定期点検箇所一覧表

ロータリの簡単な手入れと処置

定期点検箇所一覧表
警告

傷害事故の防止のため、点検整備をする場合、次のことを守ってください。
• トラクタを平たんな広い場所に置く。
• エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
• ロータリの落下防止のため、落下速度調整グリップを“止”方向いっぱいに回してロックする。
• 爪軸の下に木の台などをし、より安全性を確保する。
次の定期点検表に従って、必ず定期点検を実施してください。

1

ギヤケース

2

チェーンケース

3

グリースの補給

*1

40

50
油量点検
オイル交換

オイル交換

100

150

200

250

○

○

○

○

◎*1

油量点検

300

○
○

○

○

○

◎*1

○

参照ペー
ジ
41

41

ユニバーサルジョイント

42

アジャスタ（後 2 輪調整ネジ部）

42

ホルダ（ジョイント）、ロータリ
入力軸
ロータリサポート、フローティ
ングレバー

注油
4

アワーメータの表示時間

点検項目

No.

43
○

○

○

○

○

○
43

側面板ターンバックル

43

オートヒッチフレーム各回動部

43

グリースの補給
• 爪軸ベアリングケース

○

○

42

◎印は、ならし運転時の 50 時間使用後に、必ず行ってください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

各部の油量点検と交換

ロータリの簡単な手入れと処置

各部の油量点検と交換
使用するギヤオイルは、必ずクボタ純オイルを使用して
ください。
（推奨オイル・グリース一覧表（49 ページ）を参照）
補足 :
• 点検するときは、ロータリをトラクタに装着したま
ま、水平な地面に置いて行ってください。
傾いていると正確な油量を示さないことがありま
す。

1. ギヤケースオイルの点検と交換
油量点検のしかた
1. ロータリを降ろして給油プラグを抜き、オイルゲー
ジの先端をきれいにふいて差込んでから再び抜き、
[刻み線]までオイルがあるかを調べてください。
2. 刻み線以下の場合は補給してください。

(1) 給油口
(2) ドレーンプラグ

2. チェーンケースオイルの点検と交換
油量点検のしかた
1. ロータリを降ろして検油プラグを外し、検油口まで
オイルがあるか調べてください。
2. 検油口以下の場合は補給します。
重要 :
検油口以上には入れないでください。

(1) 給油プラグ

(A) 刻み線

オイル交換のしかた
1. ドレーンプラグを外してオイルを出してください。
オイルが抜けたらドレーンプラグをしっかりと締
付けてください。
ゴム座金に変形や損傷がある場合は、新品に交換し
てください。
2. ギヤオイルを給油口から、規定量入れてください。
オイル規定量

2.5 L

(1) 検油プラグ

オイル交換のしかた
1. ドレーンプラグを外してオイルを出してください。
オイルが抜けたらドレーンプラグをしっかりと締
付けてください。
ゴム座金に変形や損傷がある場合は、新品に交換し
てください。
2. ギヤオイルを給油口から、規定量入れてください。
オイル規定量

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

1.2 L
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グリースの補給と注油

ロータリの簡単な手入れと処置
[W3P 式]

(1) 給油口
(2) ドレーンプラグ

グリースの補給と注油
通常のグリースアップは、定期点検箇所一覧表に従って
行ってください。ただし、代かき作業などで泥水に入っ
たときは、作業終了後必ずグリースアップをしてくださ
い。
グリースは、クボタ推奨グリースを使用してください。
（推奨オイル・グリース一覧表（49 ページ）を参照）

1. ユニバーサルジョイントのグリース
アップ
• しゅう動部は、ジョイントのオス・メス部を切離し
て補給してください。

(1) しゅう動部（カバー内）
(2) ユニバーサルジョイントカバーしゅう動部
(3) グリースニップル

2. アジャスタ（後 2 輪調整ネジ部）の
グリースアップ
重要 :
• ロータリ単体で注油を行うとロータリが倒れるお
それがあるため、必ずトラクタに装着して行ってく
ださい。
• グリースを適量補給してください。
（アジャスタと調整ネジを切離して、ネジ部にグリ
ースを塗布します。）

補足 :
– PTO 軸・ロータリ側の軸にも、薄く塗布してく
ださい。
[特殊 3P 式]

(A) ネジ部

(1) しゅう動部（カバー内）
(2) ユニバーサルジョイントカバーしゅう動部
(3) グリースニップル
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3. 爪軸ベアリングケースのグリース補
給
• サイドフレームの保護カバーとキャップを外し、ベ
アリンググリースを補給します。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

グリースの補給と注油

ロータリの簡単な手入れと処置

(1) 爪軸ベアリングケース

(1) ホルダ（ジョイント）

4. 側面板のターンバックルのグリース
アップ

6. ロータリサポートとフローティング
レバーのグリースアップ

(1) ターンバックル

(1) ロータリサポート注油部
(2) フローティングレバー注油部

5. ホルダ（ジョイント）、ロータリ入力
軸のグリースアップ
• 湿田耕うんや代かき作業後は、必ずロータリを切離
し、ホルダ（ジョイント）内とロータリ入力軸の、
泥をきれいに水で洗い流し、図の箇所にグリースを
適量塗布してください。
• 定期的にロータリを切離し、ホルダ（ジョイント）
とロータリ入力軸の、図の箇所にグリースを適量塗
布してください。

7. オートヒッチフレーム各回動部のグ
リースアップ
[特殊 3P 式]

(A) 注油

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K
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マッドレスロータリ、ゴムカバー用補修剤の使用方法

ロータリの簡単な手入れと処置
[W3P 式]

3. 仕上げに再度脱脂剤を吹きつけ、バフ粉などを取除
いてください。脱脂剤が完全に蒸発してから接着剤
を塗布し、パッチの貼付作業に入ってください。

(A) 注油

マッドレスロータリ、ゴムカバー
用補修剤の使用方法

4. 接着剤をバフ掛けした部分に流してください。

重要 :
• マッドレスカバーに大きな破れやキズが発生した
場合は、速やかに補修してから使用してください。
補修部品
品名

品番

パッチ(M)

99514-5102-0

接着剤

99514-5103-0

脱脂剤

99514-5104-0

ブラシ

99514-5105-0

5. 接着剤をハケでタマリのない様に薄くムラなく伸ば
し完全に乾燥させてください。
※乾燥時間 3～8 分（常温）

補修のしかた
1. ゴムカバーの周辺部（貼ろうとするパッチより大き
めの部分）に、脱脂剤を吹きつけ、古タオルなどで
汚れの油類を拭きとってください。
6. 紫外線を避けるため、遮光板をのせて 3～8 分乾か
してください。

2. 汚れを取ったゴムカバー面に脱脂剤を吹きつけ、脱
脂剤が乾かない内にワイヤーブラシでバフ掛けして
ください。
※2 回ほど作業を繰り返すと効果が大きくなりま
す。
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ロータリ分解時の注意

ロータリの簡単な手入れと処置

7. 接着剤が乾燥する間にパッチの裏面のフィルムをめ
くってください。接着面に手の油、ホコリなどがつ
かないように注意してください。

8. パッチの端の透明フィルムを持ってゴムカバーに貼
付けてください。

9. 丸ローラー、ハンマーなどでじゅうぶんに圧着させ
てください。重ね貼りをする場合、
の部分はギ
ザローラーでじゅうぶんに押えてください。パッチ
裏面の透明フィルムをはがして作業完了です。

(1) 丸ローラー
(2) ギザローラー

ロータリ分解時の注意
重要 :
• 整備などの目的でギヤケース、チェーンケースなど
を分解する場合は、必ず新しいオイルシール、ゴム
キャップ、ゴム付座金、液状ガスケット、コーティ
ングボルトなどと交換してください。オイルもれ
の原因となります。
• 液 状 ガ ス ケ ッ ト は ス リ ー ボ ン ド 1206C ま た は
1206D またはその相当品を使用し、必ず塗布面を脱
脂してください。

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

45

主要諸元

付表

付表
主要諸元
1. 逆転ロータリの主要諸元
型式

RT-414K

RT-415K

駆動方式

機体寸法

RT-416K

RT-417K

RT-418K

1892

1992

310
(332)

361
(386)

373
(398)
SL380(H)
SL410(H)
SL450(H)
SL480H
SL540H
SL600H
1820

サイドドライブ式
全長

mm

全幅

mm

全高

mm

質量*1
(キャスタスタンド含む)

1000
1580

1680

1050
290
(312)

適応トラクタ*2

1780

300
(322)

SL280(H)

SL280(H)
SL320(H)
SL350(H)

SL280(H)
SL320(H)
SL350(H)

SL380(H)
SL410(H)
SL450(H)
SL480H
SL540H
SL600H

1410

1510

1610

1720

標準耕幅

mm

標準耕深

cm

~15

標準作業速度

km/h

~1.0

入力軸回転数

rpm

装着方式

971~1400

957~1355

日農工特殊 3P-B 型オートヒッチフレームまたは W3P オートヒッチフレーム*3
取付方法
本数

耕うん爪

回転直径
爪の種類

隣接方式

ホルダタイプ
本
mm

48

52
500
58A 号(58C 号)
ロングライフ爪
成形部固定式

*1

質量に補助ユニット(ユニバーサルジョイント、トップリンク、オートヒッチフレーム)は含まれておりません。

*2

PC 仕様を含む。

*3

W3P オートヒッチフレームは、日農工特殊 3P-B 型適合作業機と日農工標準 3P-0,I 兼用型適合作業機の装着ができます。
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RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

主要諸元

付表

2. 標準付属品
取扱説明書

1

保証書

1

使用補助ユニット一覧表
[RT-414K、RT-415K、RT-416K]ロータリのトラクタと補助ユニットの対応表

(1) トップリンクサポート

(A) 60 mm
(B) 120 mm
補助ユニット

トップリンクサポート
品番

(a)寸法(mm)

(b)寸法(mm)

[ドラフトなし仕様]
SL280(H)

U280Q-14RF

7C500-5141-2

234

-25.5

[ドラフトなし仕様]
SL320(H)、SL350(H)

U350Q-14RF

7C500-5541-2

320

-25

[ドラフトなし仕様]
SL280-PC、SL320-PC

U280PCQ-14RF

7E500-5341-3

293

-28

[ドラフトなし仕様]
SL350(H)-PC

U350PCQ-14RF

7E500-5341-3

293

-28

[ドラフト仕様]
SL350(H)-PC

U351PCQ-14RF

7E100-5541-1

233

-43

トラクタ

[RT-417K、RT-418K]ロータリのトラクタと補助ユニットの対応表

(1) トップリンクサポート

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

(A) 60 mm
(B) 120 mm

47

アタッチメント一覧表

付表
補助ユニット

トップリンクサポ
ート品番

刻印

(a)寸法(mm)

(b)寸法(mm)

[ドラフトなし仕様]
SL380(H)、SL410(H)、SL450(H)、SL380HPC、SL410H-PC、SL450H-PC

U380Q-14RF

7E500-5441-0

7E50004

353

47

[ドラフトなし仕様]
SL480H、SL540H、SL600H

U480Q-14RF

7E500-5241-3

7E50002

383.5

60.5

[ドラフト仕様]
SL480H、SL540H、SL600H

U480DQ-14RF

7E500-5141-2

7E50001

323.5

45.5

[ドラフト仕様]
SL380H-PC、SL410H-PC、SL450H-PC

U380DQ-14RF

7E500-5341-3

7E50003

293

32

[ドラフトなし仕様]
SL480H-PC、SL540H-PC、SL600H-PC

U480PCQ-14RF

7E400-5641-0

7E40006

372

35

[ドラフト仕様]
SL480H-PC、SL540H-PC、SL600H-PC

U480DPCQ-14RF

7E400-5541-0

7E40005

312

20

トラクタ

アタッチメント一覧表
畝立て関連
品番

品名

L2505-0000-0

施肥装置

L2506-0000-0

シリンダキット

FA000-6790-0

用途

適応型式

耕起＋うね成形と同時に施肥が可能。
ホッパ容量：100 L
成形部を左右にスイングできるシリンダキット。
スイング量：左右各 100a

上面マルチキット 平高うね成形と同時に上面マルチが可能。

FA000-1346-0

マルチ装置

平高うね成形と同時にマルチが可能。

L2501-0000-0

3P キット

標準３点リンクで装着する。

L2200-0000-0

3P キット

標準３点リンクで装着する。

FA000-6831-9

スキッドステー

RT-414K、RT-415K、RT-416K、RT-417K、RT-418K

うね側面とうね間を平滑に仕上げることが可能。
底板(スキッドプレート)の幅を次より選択してくださ
い。

FA000-6832-0

スキッドプレート 底板幅 180 mm のスキッドプレート。
(180MM)
うね調整幅が通常よりも約 100 mm 狭くなります。

FA000-6832-1

スキッドプレート
底板幅 120 mm のスキッドプレート。
(120MM)

公道走行関連
品番

品名

用途・仕様

99510-1560-0

ウインカ、キット

99510-1540-0

ラベル、キット（コ
全幅が 2.5 m を超える時など
ウドウソウコウ）

99510-1550-0

ラベル、キット（ハ
後部反射器が隠れて見えなくなる時など
ンシャ）

併用アタッチメント

前後一体型方向指示器が隠れて見えなくなる時

ワイヤハーネス
トラクタにトレーラコネクタが装備されておらず、コ
99510-1730-0 （8P ツイカ）、キッ
ンビランプなどの移設または、増設ができない時
ト
99510-1570-0

コンビランプ、キッ
リヤコンビランプが隠れて見えなくなる時
ト（リヤ）

99510-1650-0

コンビランプ、キッ
フロントコンビランプが隠れて見えなくなる時
ト（フロント）

ガイソクヒョウジ、キット（ロータリ）またはガイソ
クヒョウジ、キット
（次へ続く）
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RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

うね形状と寸法一覧表
品番

付表

品名

用途・仕様

併用アタッチメント

99510-1580-0

コウタイトウ、キッ
後退灯が隠れて見えなくなる時
ト

ガイソクヒョウジ、キット（ロータリ）またはガイソ
クヒョウジ、キット

99510-1700-0

ガイソクヒョウジ、 クボタ純正ロータリを装着することで全幅が 2.5 ｍ
キット（ロータリ） を超える時

99510-1710-0

ガイソクヒョウジ、
作業機を装着することで全幅が 2.5 ｍを超える時
キット

コンビランプ、キット（リヤ）
コンビランプ、キット（フロント）
コウタイトウ、キット

補足 :
• 公道走行関連のアタッチメントは、装着するトラクタによって必要なアタッチメントが異なります。
必要なアタッチメントをご確認いただき、正しく対応した状態で、公道を走行してください。
（詳細は、公道走行時の注意（9 ページ）を参照）

うね形状と寸法一覧表
RT-414K（耕幅：1410 mm）

RT-415K（耕幅：1510 mm）

RT-416K（耕幅：1610 mm）

(A) 600～800 mm
(B) 200～300 mm
(C) 950～1150 mm

(A) 700～900 mm
(B) 200～300 mm
(C) 1050～1250 mm

(A) 800～1000 mm
(B) 200～300 mm
(C) 1150～1350 mm

RT-417K（耕幅：1720 mm）

RT-418K（耕幅：1820 mm）

(A) 900～1100 mm
(B) 200～300 mm
(C) 1250～1450 mm

(A) 1000～1200 mm
(B) 200～300 mm
(C) 1350～1550 mm

推奨オイル・グリース一覧表

2. グリース

必ず下記の指定オイルを使ってください。

1. ギヤオイル
ギヤオイル

クボタ純オイル（ミッション用）M90

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

極圧（万能）グリース

クボタ純グリース No.2
入手できない場合は下記メーカ製品ま
たは JCMASGK 規格品をご使用くだ
さい。
• ENEOS：
エピノックグリース AP2
• コスモ石油ルブリカンツ：
ダイナマックス No.2
• 出光興産：
ダフニーエポネックス SR2
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主な消耗部品一覧表

付表

主な消耗部品一覧表
爪軸部分

図番

品番

個数
RT-414K

RT-415K

RT-416K

RT-417K

RT-418K

ロングライフヅメ (K58A-R)

7C705-5541-0

23

23

23

25

25

(2)

ロングライフヅメ (K58A-L)

7C705-5542-0

23

23

23

25

25

(3)

コウウンヅメ (58C-R)

7C705-5543-0

1

1

1

1

1

(4)

コウウンヅメ (58C-L)

7C705-5544-0

1

1

1

1

1

(5)

ツメトリツケブヒン 1

70461-5555-0

46

46

46

50

50

(6)

ブレード（R、ターフカット）

7C605-5536-0

1

1

1

1

1

(7)

ブレード（L、ターフカット）

7C605-5537-0

1

1

1

1

1

(8)

ツメトリツケブヒン 1

7C705-5555-0

2

2

2

2

2

(1)
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品名

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

付表
フローティング部

図番
(1)

品名
ツメイタ

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

品番
L2336-5001-0

個数
RT-414K

RT-415K

RT-416K

RT-417K

RT-418K

1

1

1

1

1
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付表
上面板部

図番

52

品名

品番

個数
RT-414K

RT-415K

RT-416K

RT-417K

RT-418K

(1)

ジョウメンイタ

L2336-5002-0

1

-

-

-

-

(1)

ジョウメンイタ

L2337-5002-0

-

1

-

-

-

(1)

ジョウメンイタ

L2338-5002-0

-

-

1

-

-

(1)

ジョウメンイタ

L2339-5002-0

-

-

-

1

-

(1)

ジョウメンイタ

L2340-5002-0

-

-

-

-

1

(2)

ジョウメンイタエンチョウヒ
ダリ

L2336-5003-0

1

1

1

1

1

(3)

ジョウメンイタエンチョウミ
ギ

L2336-5004-0

1

1

1

1

1

(4)

ビニールボウドバン

L2336-5005-0

2

2

2

2

2

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

付表
側面板部

図番

品名

品番

(1)

プラスチックバン（ソクメン）

L2304-5318-0

RT-414K,RT-415K,RT-416K,RT-417K,RT-418K

個数
RT-414K

RT-415K

RT-416K

RT-417K

RT-418K

2

2

2

2

2
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廃棄物の処理...............................................................39
標準 3P 式作業機
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