
■仕様諸元表
チャンバー MODENA 110

直　径 1,100mm

幅 1,000mm

機体寸法

全　長 3,560mm

全　幅 2,250mm

全　高 2,120mm

重　量 2,260kg

トラクター

PTO回転数 540rpm-（50Hp）

油圧システム 複動 1系統、単動 1系統

電　圧 12V

ピックアップ部

幅 1,585mm

掻き込み部

タイプ ロータリー

詰まり防止システム ドロップダウンフロア

カッティングユニット

ブレード枚数 10

切断長 最短約 77mm

排出部

ゲート 複動ゲート

ベール形成

ローラー本数 17

ベール密度調整

タイプ 油圧

調整方法 電気式

結　束

タイプ ネットのみ

タイヤ

標準サイズ 11.5/80-15.3

オプションサイズ 15.5/45-17.0

モデナ110

マスキオ　カッティングロールベーラー

ホームページ　http://www.mskfm.co.jp/� A937A-1808　500I

道　央　☎ 0123-82-1000
倶知安　☎ 0136-23-2232
八　雲　☎ 0137-64-3121
富　川　☎ 01456-2-2831
士　別　☎ 0165-29-8130
富良野　☎ 0167-39-2260
豊　富　☎ 0162-82-1235

東　部　☎ 0156-22-2411
南　部　☎ 01558-6-3639
北　部　☎ 0155-62-2455
中　部　☎ 0155-62-2455
美　幌　☎ 0152-73-1121
斜　里　☎ 0152-23-3813
紋　別　☎ 01586-5-3855

中標津　☎ 0153-72-2608
標　茶　☎ 015-485-2972
青　森　☎ 0176-27-3106
岩　手　☎ 0195-70-2900
仙　台　☎ 022-344-3181
山　形　☎ 0237-48-1385
福　島　☎ 024-963-2236

茨　城　☎ 0298-23-3424
栃　木　☎ 0287-63-8435
西関東　☎ 0279-30-5581
千　葉　☎ 043-445-3621
長　野　☎ 0267-91-2121
松　本　☎ 0263-58-0702
富士宮　☎ 0544-28-5058

新　潟　☎ 025-239-5070
名古屋　☎ 0566-99-7200
羽　島　☎ 0584-65-0180
津　山　☎ 0868-28-7720
三　次　☎ 0824-63-5229
九州北　☎ 0952-51-2488
大　分　☎ 097-588-1491

熊　本　☎ 096-292-0115
球　磨　☎ 0966-38-3671
宮　崎　☎ 0986-38-2448
鹿児島　☎ 099-294-3030
大　隅　☎ 0994-62-4088

本　　　社  〒 061-1405　北海道恵庭市戸磯193番地8　☎0123－33－3100

※本カタログ内の仕様・装備品は絶え間ない技術改良により予告なく変更する事があります。
※�本カタログは全世界に向けて発行されているものを使用しているため、日本国内向けの仕様、数値、標準仕様、オプショ
ン品については弊社支社・営業所へお問合せください。

※いくつかの安全ガード、保安部品は撮影のため外されている事がありますのでご了承ください。



プロの求める全てが
この1台に

10枚刃カッティングで高密度・高品質のベールを

ローラー式固定チャンバーシステム
頑丈なローラーにより高いベール形成圧を確保できま
す。
コンパクトなベールサイズにより、圧が高くてもベール
自体の重量は軽くする事ができます。

フィーディングシステム
10枚刃のカッティングシステムにより飼料は最短約77mm
の長さにカットされます。
カッティングシステムを使用する事により高密度のベールが
形成され、良質な発酵をした栄養価の高いサイレージができ
ます。

ドロップダウンフロア
標準装備のドロップダウンフロアが作業を更に効率化します。開閉は
キャビンからコントロールボックスによって行えるため、万一の詰ま
りの時にもトラクターの中から問題を解決し、素早く作業を再開でき
ます。

コントロールボックス
新型コントロールボックスによりオペレーターはベーラーの全ての機能
に即座にアクセスする事ができます。ベール圧、カッティングのオン／
オフ、ドロップダウンフロアの開閉、ネット巻きの自動／手動、ベール
カウンター、作業パラメーターなどがすぐに確認／変更できます。

ベール形成とカッティングシステム
柔軟なネット巻きシステムは、ロールの水分調整やその後の給餌のし易さに利益をもたらします。
また、信頼性の高いカッティングシステムにより高いベール圧を保証します。

カッティングシステム
防水ミッション駆動、10枚ナイフのカッティングシステムは最短約77mmの切断長を提供します。
カッティングの有無はキャビン内からコントロールボックスで行えます。全てのブレードは安全スプリングが
装着されており予期せぬ異物の混入からブレードを保護します。

※写真は25枚刃モデルの物です。

写真は海外仕様のため一部日本仕様と異なる場合があります。

マスキオ�ロールベーラー MODENA110

柔軟なネット巻きシステムで希望に応じたベールを形成

開いた状態閉じた状態

ネットハウジング ネット巻き後

雑草

ネット巻き

稲藁

コーン 牧草

カッティング
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