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素早い乾燥、良質の
KUHN社特許のシステム

DIGIDRIVE
マルチフィンガーカップリング

さらに進化した
クーンテッダーの魅力

クーン社テッダーのローターは、クーンが開発し
特許を持つ、独自のDIGIDRIVEシステムによっ
て駆動されます。

DIGIDRIVEカップリングは、鍛造、
焼き入れ、熱処理した硬化スチール製の

2つのフィンガーカップリングから成っ

ています。この設計と構造は、磨耗に対し

て極度に強く、非常に長い製品寿命を実

現します。

DIGIDRIVEシステムは、滑らかな動
力伝達により圃場作業で一定の速度と動

力を維持出来ます。DIGIDRIVEシステム

は、搬送の為に折り畳んでいる時でも解

除されないので、ローターは常に完全に

一列になっており、圃場作業の為にテッ

ダーを開いた時にアラインメントを合わ

せる必要がありません。

DIGIDRIVEシステムの主な特長は、
約180°の角度まで折り畳むことが出来

ることです。たとえPTOが不意に作動し

たとしても、ダメージを受けることはあ

りません。加えて、このシステムにより、搬

送幅を大幅に減らし、格納も容易になり

ます。

作物を優しく拡散することにより、乾草の栄
養価を保ちます。品質の高い乾草は、利益増
につながります。

牽引式のジャンボテッダーは、従来のスイ
ングドローバー方式に変わり3点ヒッチ半
直装式を採用。ローターの角度調整が運転
席から調整可能となり更に操作性、生産性
が向上。圃場での作業経費を軽減します。

また、ローターギヤボックスには、複列のア
ンギュラベアリングと強化ダブルシール、半
流動グリスを採用してメンテナンスフリーを
実現。従来からのDIGIDRIVEマルチフィン
ガーカップリング等、数々の有益な革新技術
の恩恵により製品の寿命が延び、メンテナン
スに必要な経費を軽減します。

牧草作業機で世界トップメーカーの製品品
質及び信頼性が確固たるサポートを提供
します。

メンテナスフリー設計の
ローターギヤボックス



牧草作り！

大径コイル・タインは厳格な品質基準
を設け生産されています。熱処理と特
殊工程を行うことでタインの耐疲労性
を大幅に高めています。18万回以上の
テストベンチを繰り返し、品質基準を
満たしたタインだけが純正品として供
給されています。

連結式ローターとフローティング・ス
イベル・ヒッチによりテッダーは忠実
に地形を追随することができます。タ
インは地面を掻かずに地表をかすめな
がら草を浮かせます。従って地面への
接触は最小限に抑えられ根の損傷や土
の混入を防ぎます。

長くて湿った重い牧草の積極拡散か
ら、低水分でデリケートな牧草の優しい
拡散まで、素早い調整が可能です。調整
はローター高さとローター角度の組合
せで行います。調整にはボルトやピン、
スペーサーの脱着が一切不要です。

大型のモデルには２つのセン
ターローターにそれぞれ強化
ホイールコラムとスーパーバ
ルーンタイヤが装備されてい
ます。これによりフレーム中
央部の重量分配が容易に行わ
れ、踏圧が軽減されます。

リア搬送用の幅広タイヤは広い輸距幅により高い安定性を確保
することができます。大型のモデルでも搬送時は小さく折畳む
ことができ、作業から移送状態への切り換えは運転席からでき
ます。ライトとウインカーの装備があり、狭い農道や橋の安全走
行に大変便利です。

“スーパーバルーン”タイヤ

3点ヒッチ半直装式の採用に
より、3点リンクでローター
の角度が運転席から調整可能
となり作業性が一段と向上し
ました。小中型トラクターへ
の装着も楽になりました。

半直装式の採用で
操作性が更に向上

搬送時の
安全設計

連結式フレームが
圃場地形に追従

長寿命の
高品質タイン

牧草・圃場条件に
合わせて簡単調節

6

～大型モデル（HFT8712T/10812T）の仕様～

～クーンテッダーの主な特長～



型 式

作 業 幅 　

ロ ー タ ー 数

ローター当たりのタイン数

全 幅 / 搬 送 時（cm）

重 量 　

（cm）

（kg）

全 高 / 搬 送 時（cm）

ラ イ ト

ウ ィ ン カ ー

タ イ ヤ

HFT422

420

4

6

250

452

237

̶

̶

バルーンタイヤ
15×6.00-6

マニュアル

HFT502

500

4

6

285

522

̶

̶

マニュアル

272

バルーンタイヤ
15×6.00-6

HFT5902

590

6

5

253

810

302

標準

オプション

バルーンタイヤ
16×6.50-8

マニュアル

HFT6502

650

6

6

299

920

329

標準

標準

バルーンタイヤ
16×6.50-8

マニュアル

HFT7902

780

8

5

299

1,150

295

標準

標準

バルーンタイヤ
16×9.50-8
2センターローター

マニュアル

HFT8712T

870

8

6

299

1,760

315

標準

標準

スーパー
バルーンタイヤ
18×8.50-8
2センターローター

油圧式
（オプション）

HFT10812T

1,080

10

6

299

330

1,980

標準

標準

スーパー
バルーンタイヤ
18×8.50-8
2センターローター

油圧式
（オプション）

■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。

ホ イ ー ル 角 度 調 整

ヘッドランドリフトコントロール7
HFT8712T及びHFT10812Tに標準装備されたHLC機構

はキャブ内からスプールバルブを操作するだけで、5秒以内

に地面から全てのローターが50cm持ち上がり、枕地での

旋回や走行が容易になりました。

品番：201805SU（1,400）
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