
ディスクモア
HFT10シリーズ　　16/20
HFT100シリーズ　 240/280/310



HFT DISC MO
KUHN独自のデザインがきれ

■ 安全ガード/カバー

・過酷な作業にも適応するよ
が補強されました。ロッキ
良されたキャンバスガード

■ 新デザインのベルト

・ツールボックスを一体化さ
インのベルトカバー　　　　
（100シリーズに標準装備）

10シリーズの３点フレーム

10シリーズ　HFT16/20（4/5連）
■ 軽量で堅牢な新型フレーム

■ カッターバー

・シンプルで頑丈な耐久性の高いS100カッタバーはクリーン
で一定した刈取のため、卓越した圃場追従性を発揮します。
・ディスクの表面には摩耗防止の加工処理が施されています。

■ フローテーション

・理想的に設計されたフローテーション・システムは、
均一な刈取に必要な作業中の接地圧を抑制し、スキッ
ドシューの摩耗とカッターバーや牧草切り株への損
傷を軽減します。

■ トラクターオフセット

・様々な輪距のトラクターに対応するためHFT16/20
では172mm、HFT240/280/310では105mmのオフ
セットが可能です。

■ パーキングスタンド

・ワンタッチ式のスタンドにより、
簡単に安定した駐車が可能です。

■ ディスクベアリング

・駆動部を保護する　PROTECTADRAIVE付きS100
カッターバーユニットは非常に簡単に交換でき、
点検も極めて短時間で行えます。

■ 油圧式ストロークリミッター

・枕時旋回のリフティング用に新しい油圧
リミッターを採用。よりスムーズなカッ
ターバーの上昇が可能になりました。
  （100シリーズ）



WER SERIES
れいな刈取と馬力低減を実現

ようガードフレーム
キングシステムが改

■ スワースホイール

・スワースホイール回転部のベアリング
を改良、更に草の流れが良くなりまし
た

■ 油圧式リアピポット（オプション）

・油圧式リアピトットを
装備する事で、搬送時に
安全ガードを折りたたむ必
要がありません。
（100シリーズにオプション
設定）

トカバー

させた、新しいデザ
　　

■ 傾斜地対応

・新しいサスペンション・システムの採用に
より傾斜地や川岸での刈取作業が
　HFT16/20 で＋30°－22°
　HFT240/280 で＋35°－25°
　HFT310 で＋35－30°まで刈取が可能です。
・傾斜地用カッターバーキット（HFT16/20 
のみ）を装備する事により、－40°まで刈
取が可能に成ります。

■ ファーストフィット

・ワンタッチでナイフ交換可能なファーストフィット（FF）
機能付きモデル（240FF/280FF/310FF）
・上記以外のモデルは、ボルト・ナットで固定する従来のモ
デルとなります。

100シリーズの３点フレーム

100シリーズHFT240/280/310(６/７/８連)
■ さらに強化された3点フレーム

■ カッターバー駆動

・ギアは全て最高の信頼度を持つ高品質スチール製
・シールド・ベアリング・ハウジングにある二列の強化ボール・
ベアリング
・障害物にぶつかったときのギアの破損を防ぐ特別な保護装置の装備



■HFT16/20用　
フリーホイール付PTO

PTOクラッチ/ブレーキ作動のあ
るトラクター用に、オプション
でフリ―ホイール付PTOシャフ
トがあります。

■HFT240用　
インナースワースホイール

HFT240にインナースワースホ
イールを取付け、スワース幅を
およそ1.50～1.80ｍにすること
が出来ます。

■HFT280用　
ハイディスクコーン

HFT280に2つ目の平型ディスク
の代わりにハイディスクコーン
（A）を取付、スワース幅をおよ
そ1.70～1.80ｍにすることが出
来ます。

■HFT280用インナー　
スワースホイール

HFT280に2つ目のハイ・ディス
クコーンと共にインナースワー
スホイールを取付する事により、
さらに幅の狭いスワース（およ
そ1.50～1.60M）を作ることが
出来ます。

■HFT240/280/310用　
延長左側ロアリンクピン

大型トラクター用として、延長
左側ロアリンクピンがあり、本
機を200ｍｍのオフセットするこ
とが出来ます。

■　仕様諸元表

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

10シリーズ 100シリーズ
型式 HFT16 HFT20 HFT240/240FF HFT280/280FF HFT310/310FF

トラクター装着方式 3点直装CatⅠ&Ⅱ 3点直装CatⅠ&Ⅱ 3点直装CatⅡ 3点直装CatⅡ 3点直装CatⅡ

作業幅 1.6ｍ 2.0ｍ 2.4ｍ 2.8ｍ 3.1ｍ

ディスク数 4 5 6 7 8

ナイフ数（ディスク1枚当たり2枚） 8 10 12 14 16

ファーストフィット FF仕様に標準装備 FF仕様に標準装備 FF仕様に標準装備

オフセット式ロアピン 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備

カッタバー折畳と搬送位置安全ロック 油圧式リモートコントロール

作業時のカッターバー安全ロック解除 機械式リモートコントロール

刈取角度 ＋30° －22° （傾斜地キット－40°） ＋35° －25° ＋35° －30°

スワースホイール（外側） 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備

スワース幅（平均） 1.1ｍ 1.4ｍ 1.7ｍ 2.0ｍ 2.4ｍ

おおよその作業能率（毎時） 2.2ha 2.5ha 3.0ha 3.5ha 4.0ha

PTO必要馬力 28hp 35hp 42hp 50hp 56hp

機体重量 420kg 465kg 601kg 659kg 716kg

必要油圧バルブ 単動1系統

オプション品

カッターバー傾斜用キット オプション装備 オプション装備 標準装備 標準装備 標準装備

フリーホイールPTO オプション装備 オプション装備 標準装備 標準装備 標準装備

インナースワースホイール オプション装備 オプション装備

ハイ・ディスク・コーン オプション装備

延長左側ロアリンクピン オプション装備 オプション装備 オプション装備

オプション品

品番：201805SU(1,400)
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