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Tシリーズ

私たちは、真面目に働く

ハードな仕事を簡単に

にするために

Valtraの主な焦点は、お客様のニーズを理解し、最
高のトラクター体験を提供することです。完全な
全方位の視界は、あなたがあなたのキャブの快適
さからあなたの土地を完全にコントロールできる
ことを意味します。

美しさ、頭脳、そして勇気‑受賞歴のあるTシ
リーズは、スマートテクノロジーのパワー
と6気筒エンジンの強さを組み合わせて、あ
らゆる面で勝者です。キャブに足を踏み入
れると、最高のトラクター体験があなたの
周りにあり、365日昼夜を問わず完璧な視界
と十分なスペースがあります。便利なAピ
ラーディスプレイ

情報と制御を必要な場所に配置します。
Valtra Smartテクノロジーにより、作業を包
括的に制御できます。あらゆる地形の王者で
あるTシリーズは、メリットを享受しながら
スムーズに動き始めます。パワー、精度、利
益を重視する場合、Tシリーズは作業機械で
す。
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あなたの
ワーキングマシーン

Tシリーズはあなたのために作ら
れ、作り付けの快適さと完璧な人
間工学を備えています。必要なと
きに電力を供給し、カスタマイズ
オプションを備えた農業とコント
ラ作業を完全に制御できます。

スマートワークプレイス
第5世代Tシリーズでより多くを達成します。計装
から再設計されたステアリングコンソールやパワー
シャトルまで、Tを使用するとすべてがよりスマー
トで簡単になります。

パワーと効率
大型のAGCOパワーステージV6気筒エンジンは、最新の排出ガ
ス規制を満たしながら、優れた燃費で仕事を遂行するための
適切な量のパワーを提供します。 オーナーになる

運転もサービスも簡単です。
サービス間隔が長いと、作業
時間が長くなり、 
Connect、Care＆Goを使用す
ると、安心して作業できま
す。
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現代の
ワークホース
あなたがトラクターを設計して作るならば、これはそれがどのよう
に見えるかです。スマートで快適、そしてパワフル–Tシリーズは
妥協を許しません。

2.強さ
あらゆるタスクを引き出す力

6気筒AGCOパワーエンジンは
長持ちします。低回転と高ト
ルクで、耐久性と効率性を備
えています
そしてどんな仕事にも立ち向か
う力。ステージVエンジンには、
油圧ラッシュ調整と600時間の
サービス間隔があり、サービス
コストの削減とライフサイクル
の延長につながります。

1. 終日快適
あなたのために働くユーザーインターフェース

快適さ、人間工学、使いやすさは、Tシ
リーズの中心です。第5世代の更新に
は、改善されたユーザーインターフェ
イス、コントロール、および情報を必
要な場所に配置するスマートなAピラー
ディスプレイが含まれます。ステアリ
ングコラムとステアリングホイールを
一新し、使い勝手と視認性を向上。ま
た、VersuモデルとDirectモデルの業界
ベンチマークSmartTouchにより、毎
日、より多くの利益と安心がもたらさ
れます。

3.精密農業を
より簡単に
仕事用に作られたトラクターに完全に統合され
た技術で、あなたの機械はあなたのために働
き、あなたにより多くの精度、より多くの利益
とより多くのスピードを与えます。トラクター
の性能、正確な機械制御、正確なウェイライ
ン、最適な入力についての完全な知識が得られ
ます。以前は良い推測でしたが、データに裏打
ちされた知識に変わります。時間とお金を節約
し、神経を節約しましょう。スマートになり、
時間どおりに家に帰りましょう。
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7 104.あらゆる地形の王

仕事中はどこでも快適に運転したいでしょう。高いペイ
ロード、スムーズな運転体験、高い最低地上高、オフ
ロードでの快適性を実現する空気圧式フロントサスペン
ションにより、快適な高速走行を実現します。

8.THINK THE

他の方法
バルトラ独自のツイントラックシステム

Valtra独自のTwinTracリバースドライブ
システムで前後に作業します。信じられ
ないほどの後方視界とオプションのスカ
イビュールーフにより、あらゆる方向で
効果的かつ安全に作業できます。

5
9 8

5.365日と夜間
の可視性

3運転席からの視界は、あらゆる状況で、あらゆる方向に優れていま
す。LEDデイタイムランニングライトは安全性を向上させ、他の人
もあなたを見つけやすくなります。サイドウィンドウワイパーはサ
イドビューをクリアし、10個のルーフエアベントがウィンドウをミ
ストフリーに保つのに役立ちます。

1

6

2

4

6.保存する

毎回のデータ

Valtraでより多くの価値を手に入れま
しょう。油圧ラッシュ調整を備えた社
内製のValtraのエンジンは、コストを
低く抑え、強力でありながら機敏なマ
シンは、お金、燃料、時間を節約する
ように設計されています。

7 多目的
無制限の機能とオプション

9.

シンプルに
ストレートフォワードドライブ

アクティブ＆ハイテックモデルはあ

なたの仕事を続けます

シンプルな体験、
簡単ですが、常にファースト
クラスです。スプールと人間
工学に基づいたアームレスト
の機械的制御
制御を維持し、Aピラーディ
スプレイを使用すると、設定
が簡単で直感的になります。

10.コネクト、

ケア＆ゴー
常に接続、常に管理
効率的な修理、ダウンタイムの短
縮、定期的なサービス間隔により、
完全な安心を得ることができます。 
Connect、Care＆Goを使用する
と、コストを修正して安心できま
す。

Valtra UnlimitedでTシリーズをカスタマイズしたり、工場で取り付けられ
たフロントローダーを追加したり、作業をサポートするオプションを選択
したりできます。あなたが望むものや必要なものは何でも、私たちはあな
たにぴったりの多目的車を作ることができます。
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デザインする
あなたの周りを
第5世代のTシリーズのすべては、最大限の快適さ、人間工学、視認性

を実現するためにドライバーを中心に設計されています。狭いダッ

シュボードとスリムなステアリングコラムは、前輪とフロントマウントの

道具またはフロントローダーの遮るもののないビューを提供します。

センターコンソールは、最も背の高いドライバーでも足元に余裕を持

たせるように設計されています。席に着き、周りをよく見てください

–どこでも、行うべき多くの改善があります

あなたがトラクターを操る時 - 最高の瞬間です。

Tシリーズには、暗くて困難な状況に対応する優れ
たワークライトと、安全性を向上させるLEDデイタ
イムランニングライトが付属しています。昼夜を問
わず365日の視界は、キャブのデザインに引き継が
れています。オプションの大きなルーフウィンドウ
を備えた前傾屋根は、優れた視認性のために最小限
のオーバーハングを備えています。特別なタスクの
ために、オプションのSkyViewキャビンは素晴らし
い眺めをさらに良くします。

耐久性を高めるため、吸気管と排気管をキャ
ブの近くに配置します。エアコンは屋根の上
に置いてあり、メンテナンスが簡単です。

キャブが快適さのために設計されていることはすで
にご存知ですが、インテリアの外観も純粋にプレミ
アムです。2つのキャブトリムから選択できます。
スタンダード（ライト）とプレミアム。スタイリッ
シュなダークルーフとサイドパネル、レザーステア
リングホイール、12個のエアベントの大部分にク
ローム仕上げが施されています。独自の抜本的なAピラー設計により、前方視

界が向上し、輸送時の空気力学が向上し、
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A‑ピラーディスプレイ
大きくてクリアで人間工学的に配置されたAピ
ラーディスプレイは、すべてのモデルに標準装備
されています。必要なトラクター情報を表示し、
主要なトラクター設定の制御を可能にし、トラク
ターのパフォーマンスを追跡するのに役立ちま
す。すべての設定は、エンコーダー（回転リン
グ）と2つの押しボタンで簡単に制御できます。

上部
ディスプレイの上部には、対地速度、時刻、エ
ンジンRPM、燃料レベルなどの重要な情報が表
示されます。必要に応じて、ディスプレイの残
りの部分を暗くすることができます。

中部
中央と下の画面には、事前設定されたギアや巡航速
度など、トラクターのトランスミッションの状態と
パフォーマンスが表示されます。あなたとあなたの
タスクに不可欠な情報を表示するようにエリアを構
成することができます。HiTechおよびActiveモデル
では、これは設定のための使いやすいツールとして
も機能します。

インフォメーション
また、必要に応じて点灯する2つのLEDアイコンマトリック
スとしてAピラーディスプレイに統合されています。
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パワー
引っ張る
任意のタスク
Valtra Tシリーズは、機敏な動きを損
なうことなく、持ち上げる、ロードす
る、引くなど、パワーを必要とする多
数のタスクに最適です。フロントリン
ケージは前輪の優れた回転角度を制限
せず、フロントローダーも制限しませ
ん。強力なフロントとリアの油圧によ
り、時間とお金を節約できます。さら
に、より重い機械の組み合わせでも簡
単に制御できます。
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6気筒Tシリーズは素晴ら
しいローダーマシンです

8

1. 多機能ジョイスティックで最大2.5トン*以上の持ち上げ力
を完全に電気制御 6

2

5

2. ローダー、道具、そしてあなたの仕事の優れた可視性
3. 'Lock＆Go '：ローダーの迅速な取り付けと取り外し
4. 一定の流量または極端な精度が必要なタスクでも、複数の

タスクで使用できるローダーライブ3番目の機能
417

5. ローダー機能の電気流量制限とライブ3rdのフルコント
ロール（時間と流量）

3

6. 重い作業のための密閉された配管を備えたクリーンで堅牢
なビーム設計

7. 最大160（200）l / minの油圧出力と特許取得済みの油圧アシ
スタントにより、負荷が多い場合の効率が保証されます

8. 上向きの視認性に優れたルーフウィンドウ–リフトの高さが
5mに近いため必要* 9

9.  大型で機敏なトラクター（回転半径5.25m）は、ロジスティクスをスピード
アップします

10. 長いホイールベースとフロントローダー作業中の優れた
安定性のための十分な重量

10

*ローダーのモデルと仕様については、別のパンフレットを参照するか、販売店に
お問い合わせください

Valtra Direct、Versu、およびActiveモデ
ルは、115または160 l / minの油圧ポンプ
を備えた大容量の負荷検知油圧を提供しま
す。特別な場合には、200 l / minでも選択
できます。トランスミッションと油圧用に
別々のオイルがあり、後部に最大7つの
サービスバルブ、前部に4つのバルブがあ
ります。VersuおよびDirectモデルでは、
すべてのバルブは、SmartTouchユーザー
インターフェイスを使用した電子制御で完
全に調整可能です。アクティブモデルとハ
イテックモデルでは、リア

バルブは機械的に制御され、フロント
ローダー、フロントリフト、またはその
両方のフロントバルブは、アームレスト
のジョイスティックで電子的に制御さ
れ、Aピラーディスプレイで簡単に微調整
できます。

独自の890mmリフト高さにより、重い作業が
簡単になります。対地速度PTOの有無にかか
わらず3速PTOが利用可能です。Valtra独自の
自動スリップレギュレーション（ASR）は、不
必要なスリップを減らすことにより、最も効
果的なトラクションを保証します。このシス
テムは、マウントまたはプルされたすべての
器具で動作し、アクティブモデルとVersuモデ
ル（ダイレクトのSTD）で使用できます。

重い機械の場合、Tシリーズは40％～
60％の重量バランスにより、最大のグ
リップ力を発揮する優れた機械です。統
合されたフロントリフトは、51kNとリ
アで最大95kNの最高のリフト能力を提
供します。
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あなたのスマート
テクノロジー
ビルトイン

バルトラUパイロット

ヘッドランド

枕地制御
システム
Auto U‑Pilotを使用す

ると、枕地管理シーケン
スを開始できます

自動的にトラクターは設

定されたヘッドランドを

越えると、設定された作

業を完璧にリピートしま

す。正確で簡単です

Valtra Smart Farmingは、シームレスに連携
する一連のテクノロジーです。
– Valtra Guide、ISOBUS、Section Control、
可変レート制御とTaskDoc®。当社のテクノロ
ジーソリューションの主要な設計原則は、使
いやすさ、データ転送、および互換性です。

バルトラガイド
Valtra Guideは、実際のユーザーフィー
ドバックに基づいて開発された自動ガイ
ダンスソリューションです。ウェイライ
ンと境界の記録と構成ができるだけ簡単
であることを確認したかったのです。 
Valtra Guideは、もっと仕事をしたいと
きに頼りになる仲間です。

フィールドでのギャップ、オーバーラップ、不
要な運転について心配することなく、効率的に
フィールドからより多くを得ることができま
す。

Valtra Guideは、GPSガイダンスを使用
してトラクターを操縦します。自動操舵
はウェイラインに正確に従い、オーバー
ラップを減らし、時間、燃料、お金を節
約します。ステアリングに集中する必要
がないので、道具に集中し、より長い日
数で作業し、より多くの地面をカバー
し、それでもリラックスすることができ
ます。

より良い生活の質はあなたの指先にあります。

TASKDOC® プロ ISOBUS 可変レート制御
TaskDocを使用® プロは事務処理が少なくて済みます。作業を開始す
るだけで、必要なすべてのドキュメントが自動的に作成されます。
終了したら、ドキュメントをファーム管理システム（FMS）にワイ
ヤレスで転送できます。ファームオフィスで変動金利マップを計画
し、自動制御のためにトラクターに転送します。TaskDoc® Proは簡
単で直感的です。

Valtra SmartTouchとISOBUSを使
用すると、あらゆるメーカーのあ
らゆるISOBUS互換の実装を使用で
きます。
SmartTouchを使用すると、機械
をすばやく簡単に接続できます。
さらに、精密農業に必要な高レベ
ルの制御が可能です。ISOBUS規
格（ISO 11783）がこれを可能に
します。

可変レートコントロールは、事前に計画され
た処方マップに従って、器具の適用レートを
自動的に調整します。それはあなたの計画さ
れた率に従ってフィールドの各部分に正確に
正しい量のインプットを適用します‑多すぎて
も少なすぎても、資源を節約し、作物の品質
と収量を改善します。

ISOBUSは互換性のある機械を
「プラグアンドプレイ」にするた
め、機械をValtraトラクターに接
続すると、関連するすべてのマシ
ンデータがすぐに端末にアップ
ロードされます。

スマートファーミングは、より簡単な就業日、
より大きな利益、そして最高の精度の鍵となり
ます。

すべてのスマート機能は、革新的な
SmartTouchアームレストで制御できます。タ
スクはスマートフォンと同じようにタップと
スワイプで管理されますが、さらに簡単で
す。

ActiveモデルとHiTechモデルに
SmartFarming機能を搭載し、 
SmartTouchExtend画面を介してそれら
を制御できます。

Valtra Guideは、農場の規模に関係なく、
効率の向上、重複の削減、オペレーターの
快適性の向上に役立ちます。
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バースおよびダイレクトモデルでの
SMARTTOUCHユーザーインターフェイス

7
1. この設計により、4方向すべてでレ

バーを簡単に動かして、トラクターの速
度を制御できます。

5. トラクターの操作または操作（Uパ
イロット）用の3つのプログラム可能な
（M）メモリボタン。

2. 3つのバルブ‑お好みで
‑ジョイスティックから制御す
ることができます

6. ドライブレバーの前進/後進
レバー。

2 7  追加の画面は必要ありません‑
Valtraガイドと安全カメラディスプ
レイがSmartTouch画面に統合され
ています。

バルトラ

セクション
コントロール

3. さらに4つのバルブがリニアレ
バーから制御されます。

5 4.　ボタンとスイッチは機能優先ア
プローチで設計されているため、機能が
異なるボタンは見た目が異なります。

1 8. リアリンケージ‑使いやすいリ
ミッターにより、リアリンケージのわ
ずかな調整も可能です。

セクションコントロールを使
用すると、トラクターと機械
が自動的に制御され、オー
バーラップやアンダーラップ
なしに、各フィールドの各部
分に正しい種子と肥料の割合
を提供します。この
投入コストを削減し、歩留ま
りを向上させ、利益を最大化
するのに役立ちます。

2 4

9. アームレストの機能的な構造
は、起伏の多い地形での優れたグ
リップを提供し、腕をしっかりとサ
ポートします。

5
3

10. ActiveおよびHiTechを使用する
と、オプションのSmartTouchExtend画
面を介してSmartFarming機能を制御す
ることもできます。

5

9

8

VALTRA CONNECT 初め 5年 にとって 自由

Valtra Connectは、トラクターの活動とGPSの動き
を常に記録するテレメトリソリューションです。
モバイルデバイスに履歴とリアルタイムのデータ
を表示でき、いつでもどこでもデータにアクセス
できます。このデータを使用して、あなたとあな
たのValtraサービスパートナーは、メンテナンスの
ニーズを予測し、より迅速に対応して小さな問題
を解決し、認定されたサービスセンターへの余分
な訪問を回避できます。

メニュー構造をナビゲートするのは簡単。 設定は論理的で、スワイプジェスチャで
簡単に設定できます。すべての設定は自
動的にメモリに保存されます。

9インチのタッチスクリーン、大きなコ
ントロール、設定、機能は簡単に理解で
きます。

お客様向けのAGCOテレメトリ完全に顧
客およびユーザー主導のユーザーエクス
ペリエンス

フロントとリアの油圧バルブ、フロントとリ
アのリンケージ、フロントローダーなど、油
圧機能を操作するためのコントロールを割り
当てることができます。

9インチのタッチスクリーンで作業灯を簡単に構成
できます。プレミアムおよびプレミアム+ワークラ
イトには設定可能も含まれています
フロントアクスルのホイール角度センサーに
よって制御されるコーナリングライト。

どの画面メニューからでも簡単に変更でき
るオペレーターと実装のプロファイル。設
定の変更はすべて、選択したプロファイル
に保存されます。
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最高のバルトラ
トランスミッション

バース
• 5段階のパワーシフト
• ロードセンシング油圧
• 115 l / min標準ポンプ容量
• 160または200リットルのポンプ

• SmartTouchユーザーインターフェイス

• スマートAピラーディスプレイ
ValtraのTシリーズのトランスミッションはValtraによって設計およ
び製造されており、第5世代は再び新しい機能をもたらします。
Valtraを使用すると、CVTのようにPowershiftトラクターを運転で
きます。オートマチックモードでは、トランスミッションは加速と
トルクの要件に基づいてシフトを行うため、常に最高の燃費と必要
なパワーを得ることができます。より高速なレンジシフトにより、
すべてのモデルでの運転体験が向上します。Aピラーディスプレイ
を使用すると、マシンを簡単に構成してフルパフォーマンスを実現
できます。

ダイレクト

• 4つの作業領域
• 強力なCVT
• 自動モードと手動モード
• ロードセンシング油圧
• SmartTouchユーザーインターフェイス

• スマートAピラーディスプレイ

Valtra Tシリーズを使用すると、トラクターのトラ
ンスミッションが仕事に適した動力を自動的に供給
します。HiTech、Active、Versuモデルには
Powershiftが付属し、DirectモデルにはDirectCVT
が付属しています。VersuとDirectには、使いやす
いSmartTouchユーザーインターフェイスが標準で
付属しています。

スムーズで迅速な作業範囲の変更をサポートし
ます。自動レンジチェンジは、オペレーターの
ニーズに応じて、より自由に設定できます。マ
ニュアルモードでは、パワーシフトドライブレ
バーでグループギアを変更することもできま
す。

ハイテック アクティブ
• 5段階のパワーシフト
• オープンセンター73/90リットル油圧
• 機械式スプールバルブ制御
• 基本またはアームレストコントロール

• スマートAピラーディスプレイ

• 5段階のパワーシフト
• ロードセンシング油圧
• 機械式油圧制御
• 115 l / minの標準ポンプ容量
• 160または200リットルのポンプ

• スマートAピラーディスプレイ第5世代のTシリーズは新しい機能を追加しま
す。新しいハードウェアとソフトウェア
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頑強
ステージVエンジン
Tシリーズは多用途で機敏な作業機であり、対地制動やPTO動力

に妥協することはありません。油圧式ラッシュアジャスターを備
えた6気筒ステージVエンジンは、不足しない強度を保証しま
す。 2000バールの噴射圧力により、最高の精度と燃料効率が保
証されます。電気バイパスバルブを備えた適切なサイズのターボ
チャージャーは、低回転でも高トルクを提供します。高度なエン
ジン機能は、追加費用なしで最新の排出基準に準拠しています。

STD ブースト ECO STD ECOブースト

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

T175エコモード
重いけん引作業に最適なValtraT175eは、燃料消
費を最適化するために低回転エンジンカーブを選
択するオプションを提供するEcoPowerモデルで
す。エンジントルクが増加し、最高回転数が20％
減少し、エンジンノイズ、振動も減少し、10％の
燃料節約が可能になります。回転数とピストン速
度の低下は、エンジンとトラクターの両方の寿命
が長くなることを意味します。

シグマパワーアンドブースト
より多くのパワーが必要な場合、シグマパワーはPTO
作業のために追加のパワーを提供します。Tシリーズ
では15馬力のエンジンブーストが利用可能です。ス
タートブースト機能により、ステージVの排気ガス
ルールに妥協することなく、重い負荷でも作業を進
めることができます。T235モデルではブーストは
30hpで、T255モデルでは最大36 hpであり、輸送速
度でのPTOの使用にパワーを供給します。

視界を損なうことなく、ステージV規格に
従って排気ガスを洗浄します。

最高の経済性

70年のパートナーシップを通じて、Valtra
とAGCOPowerは燃料消費を最も効率的な
レベルに最適化しました。

最適サイズのAGCOパワーエンジン　　　　　　　　

6.6リッターおよび7.4リッターエンジンサイズは、排

気量がパワーにとって理想的です。つまり、効率的な

全体的な燃費と、すべてのエンジン回転数での強力
な牽引力を引き出します。

ロバストエキゾースト　　　　　　　　　　　　　　

エンジン詰まりや高価なサービスを気にせず
にトラクターを運転できます。エンジン後処
理システムエンジン回転数
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常にコネクト

常にマネージメント
よく働く、よく動く。あなたは挑戦的で多様な環境で活動し、一度に5
つの仕事を実行し、長時間を費やし、距離を運びます。あなたのトラ

クター体験を最高のものにするのが私たちの仕事です。当社の簡単なConnect、Care＆Go
サービスのコンセプトは、コストを追加することなく日常の運用と保守を容易にする実用
性を提供します。
より良いトラクター体験とは、機械そのものだけでなく、購入した瞬間でもありま
せん。私たちパートナーが、そして広大なディーラーネットワークが、トラク
ターのライフサイクル全体をお手伝いします。

簡単な毎日のサービス

作業が中断されないようにするために必要
なクイックチェックは5つだけです。すべ
てのメンテナンスは簡単です。

タイヤとオイルの漏れを目視で確認します。
グリルとラジエーターを掃除します。

クーラントレベルを確認してください。

燃料とAdBlueのレベルを確認してください。エンジン

オイルレベルを確認してください。

トランスミッションオイルのレベルを確認してください。
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いつでもどこでもコネクトを維持
Valtraを選択することにより、あなたはあなたのビジネスを最大限
に活用するのを助ける専門家のチームとつながります。オンライン
カスタマーポータルからローカルサポートに連絡できます。この
ポータルでは、24時間年中無休でチュートリアル、契約情報、およ
びマシンに関するサービスにアクセスできます。Valtra Connectテ
レメトリソリューションは、トラクターの活動とGPSの動きを常に
記録します。モバイルデバイスに履歴とリアルタイムのデータを表
示でき、いつでもどこでもデータにアクセスできます。このデータ
を使用して、あなたとあなたのValtraサービスパートナーは、メン
テナンスのニーズを予測し、より迅速に対応して小さな問題を解決
し、認定されたサービスセンターへの余分な訪問を回避できます。

コネクト
トラクターデータ、

情報
およびサービス。

心の安心感

Valtra Careの延長保証契約により、摩耗していない部品の追加
の修理費用に対する究極の安心とセキュリティを見つけること
ができます。Careを使用すると、Valtraトラクターを購入した
とき、または標準保証の期限が切れたときにオーバーヘッドを
設定できます。それらは柔軟性があり、0€、290€、または
590€の3つの超過レベルを提供し、最大5年または6,000時間利
用できます。

安心の為に。
あなたの手の中に。
私たちは、お客様、ディーラー、トラクター、Valtra生産工

場の間のシームレスな接続を作ります。皆様の期待と要件

を満たすために必要なサービスと保証パッケージを提供い

たします。

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

ケア
保証。

稼働時間を最大化する
Valtraマシンを購入する時点でコストを修正し、最適なパフォー
マンスを確保しながら、効率を保証し、マシンの残存価値を最大
化します。Valtra Goサービス契約は、Valtraトラクターの信頼性
の高い操作を延長する、定期的かつ徹底的なメンテナンスを保証
します。メンテナンス費用は、メンテナンス不足による修理費用
に比べて少ないです。Valtra Goサービスパッケージには、新品お
よび中古の機械について最大10,000時間予約可能なすべての所定
のメンテナンス作業が含まれています。

ゴー
メンテナンス
契約する。
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資金安定
原価管理
まったく同じファームは2つありません。そ
れぞれに固有の機能と個別の課題がありま
す。そのため、コストを把握するのに役立つ
柔軟なソリューションを提供しています。

ファームのキャッシュフローは、多
くの場合、予測不可能であり、多く
の外部要因の影響を受ける可能性が
あります。季節は
違い、価格も異なるため、財
務状況を把握するのは難しい
場合があります。成功し、安
心するためには、経済的安定
とコストの完全な管理が必要
です。

所有権の柔軟なモデルなど
の状況。

Valtraマシンの資金調達は、これ
までになく簡単かつ柔軟になりま
した。とともに賃貸、購入、リー
ス によって提供されるプログラム 
AGCOファイナンス、私たちはあ
なたのニーズを満たすための資金
調達ソリューションを構築するこ
とができます。一緒に接続、

ケア＆ゴー、それはあなたのビジネスを
費用対効果が高く安定した状態に保つた
めの最良の方法です。

機械と設備は、農場経営にお
いて重要な部分であり、主要
な費用でもあります。さまざ
まなソリューションが必要で
す

買う レンタル リース
トラクターの所有権

短期賃貸

包括的 サービス

オペレーショナルリース

サービス契約もっと話そう！
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スマートファーミング機能がありませんか？Valtra Guideは
SmartFarmingの世界への鍵であるため、多くの可能性を開きま
す。購入時にValtraトラクターにValtraGuideを装備すると、他の
スマートファーミング機能を装備することもできます。これは、
トラクターを購入するとき、または後で新しい機能が必要になっ
たときに行うことができます。スマートファーミング機能のアッ
プグレードに関する価格と詳細については、最寄りの販売店にお
問い合わせください。

雑誌のアーカイブをオンラインで閲覧し、2000年までさかのぼる

記事を読んでください。

AGCOアカデミー

トラクターと関連技術、特に精密農業技術は
急速に発展しています。Valtra Academyは、 
Valtraディーラーとサービス技術者を継続的
にトレーニングしているため、Valtraディー
ラーから得た一流の最新の専門知識は、今後
も引き続きニーズに対応します。

バルトラコレクション

バルトラコレクションは、仕事やレジャーのため
の高品質の衣類やアクセサリーを提供していま
す。素材とディテールは厳選されています。服
はValtraのモダンなデザイン言語を反映してお
り、スタイルと機能性を兼ね備えた軽量であり
ながら非常に耐久性のある素材を使用していま
す。

あなたのバルトラディーラー

あなたのValtraディーラーは最高のトラクターを
提案し、あなたの地域で専門知識を提供します。
彼はあなたのトラクターの技術的側面とあなたが
直面する課題を理解しています。あなたはいつで
もあなたのディーラーに頼って、コンサルタン
ト、メンテナンス、修理とスペアパーツから新し
い機器の購入まで最高のサービスを受けることが
できます。AGCOは、可能な限り最高のサービス
を確実に受けられるように、毎年ディーラーの担
当者をトレーニングしています。

当社のサービスは国によって異なる場合がありますの
で、利用可能なサービスについては、当社のWebサイ
トまたは最寄りの販売店を確認してください。

バルトラチーム

Valtra Teamは、年に2回発行されるカスタマー
マガジンです。各号には、最新のイノベーショ
ンと最も効率的な作業方法に関する有用な情報
が含まれています。また、にアクセスすること
ができます

AGCOはマシンを魅力的なものにし、私た
ちはマシンを手頃な価格にします。

AGCOファイナンスでは、キャッシュフローと
運用に基づいてパーソナルファイナンスソ
リューションを調整します。月々の余裕額を
教えてください。季節変動を考慮し、ビジネ
スニーズに応じた柔軟な支払いスケジュール
を作成します。

フルサービスプロバイダーとして、リース、レン
タルなどの金融サービスも提供しています
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1

選択してください

オプションパッケージ
ニーズに合わせて費用対効果の
高いオプションパッケージを選
択してください。

オプションパッケージ

費用対効果
ニーズに合ったオプション

Valtraを使用して作業機械を構築することは、それ自体が貴重な

経験です。何百もの異なるアクセサリとオプションから選択で
き、合計で無数の異なる組み合わせが可能です。選択と選択が難
しい場合があるため、意思決定に役立つ費用対効果の高いオプ
ションパッケージを提供するようになりました。

オプションパッケージを使用すると、新しいトラクターを簡単に指
定できます。重要なものは何も残されておらず、トラクターの再販
価格も考慮されます。パッケージとして購入した場合、機器は個別
に注文した場合よりも安価です。何よりも、オプションパッケージ
は、UnlimitedStudioから追加機能を選択することを制限しませ
ん。

2

3

選択してください

フロントローダー
このパッケージは、フロント
ローダー作業の可能性のすべ
てを解き放ちます
工場で取り付けられ、テストされた

フロントローダーとサブフレーム

セットを含みます。

カスタマイズする
あなたのニーズ
Valtra Unlimitedオプションを任意
のオプションパッケージに追加し
て、トラクターを正確なニーズに
合わせて調整できます。



19 オプションパッケージ

快適性 COMFORT PRO テクノロジープロ
•• プレミアムインテリア •• NovatelまたはTrimbleアンテナによる

完全なValtraガイドセンチメートル精度••  SmartTouchを介した無線および
電話制御（VersuおよびDirect）

•• 自動エアコン+下部ヒーターユ
ニット

•• ウェイラインアシスタント
•• 精密農業：4つのセクション制御ま
たはセクション制御と可変レートオ
プションのいずれか

•• 右側のウィンドウワイパー

• AIRESフロントアクスルサスペン
ション＆圧縮空気システム

• 広角ワイパー
• サスペンション付きキャブ

• シート、エアサスペンド+またはバルトラエボ
リューション

• ワークライトプレミアムまたはプレミア
ム+とLEDライト ••  SmartTouch Extend

•• TaskDoc Pro
•• 自動Uパイロット
•• 快適さとテクノロジーのすべて
のオプション

テクノロジー

•• 完全なValtraガイド：Novatelまたは
Trimbleアンテナの4つのオプションの
1つ

TECHNOLOGY PRO X

•• NovatelまたはTrimbleアンテナによる完
全なValtraガイドセンチメートル精度••  ISOBUSリア

•• AutoControl D、ドライブバランスコントロー
ル+レーダーセンサー付きリアリンケージス
リップコントロールシステム

•• ウェイラインアシスタント
•• Valtra Section Control 36 + 
VRC5製品•• 自動スリップレギュレーターシステム

（VersuおよびDirect） •• SmartTouch Extend
•• 自動Uパイロット
•• TaskDoc Pro
•• TaskDocProサーバーライセンス1年
•• アグリルーター1年

•• 電源ソケットセット
•• コンフォートのすべてのオプション

••  Technology and TechnologyProのすべ
てのオプション
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あなたは仕事を見つけ、

私たちは道を見つけます。
トラクターは、地方自治体の作業、林業、空港のメンテナンス、防衛目的、
そしてもちろん農業に最適な機械です。それは正しく行われる必要がありま
す。それが仕事のニーズの変化のためであろうと、群衆から目立つことを望
んでいるためであろうと、無制限に行く理由は常にあります。あなたは何が
必要ですか？あなたは何を夢見ていましたか？私たちはそれを実現させます。

あらゆる目的のためのパフォーマンス
Unlimitedスタジオは、通常の製造プロセスで
は生産ラインから直接入手できないアクセサ
リや機器に適合します。Valtra Unlimitedを使
用すると、トラクターは真の多目的車両であ
り、指定された仕様に従って構築され、あら
ゆる環境で実行する必要のある設計、快適
さ、機能を備えています。

工場適合
Valtra Unlimitedスタジオに取り付けられて
いるすべてのアクセサリと機器は、工場保証
の対象であり、それらのすべてのサービスと
スペアパーツも提供しています。Unlimited 
Studioから入手できるアクセサリと機器に
は、追加のライト、中央潤滑、ステレオシス
テムなどが含まれます。
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空港のメンテナンス
トラックと同じで、はるかに

自治体の仕事
365日多目的車
地方自治体の機械の規制は、特定の機能
を要求しています。Valtra Unlimited 
Studioには、特別な配色、安全色とライ
ト、警告サイン、その他の安全強化機能
をすべて取り付けることができます。グ
レーダーやスイーパーなどの特殊車両を
トラクターに置き換えることで、経済的
にも生産性の面でも効率を大幅に向上さ
せることができます。

トラクターは、その汎用性と適合性によ
り、空港のトラックを簡単に交換できま
す。プラウ、スイーパーブロワー、モアな
どの適切なツールを使用すると、無制限の
トラクターを一年中利用できます。空港の
ラジオ、正しいタイヤとライト、特定の色
などの機能を備えたマシンは、空港のメン
テナンスに最適です。

防衛
真の多目的車

防衛アプリケーションでは、特別な機能を
備えた車両が必要です。速いペースの仕
事、広い作業エリア、長いトランジットに
は、安全性、大きな燃料容量、複数の道
具、そして労働者の快適さが必要です。個
別に選択された機能、極端な操作性、強力
な牽引能力と積載量を備えたValtra 
Unlimitedのトラクターと機器は、他の車両
を埋めることができます。

林業
過酷な作業や起伏の多い地形に

TwinTracとSkyviewキャブを備えたTシリー
ズは、林業タスクに最適ですが、Unlimited
を使用すると、マシンからさらに多くのこと
を引き出すことができます。Keslaクレーンに
は、簡単な取り外しオプションを備えた森林
取り付けキットを工場で取り付けることがで
きます。林業用タイヤとLED作業灯は作業の
快適さを提供し、SmartTouchモデルでは、
森林ローダーのコントロールを人間工学に基
づいたValtraアームレストにシームレスに統
合できます。
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NS
NS

Tシリーズテクニカル
仕様

NS

155‑271 HP

最小5140‑最大5360mm 最小2200‑最大2550mm

マッドガードの幅：

自重7300kg NS： 森2081mm

NS： 狭い2280mm

NS： 幅：2550 mm
KG 最大総重量13500kg

ハイテック　 アクティブ　 バース　 ダイレクト

T145‑T255
モデル

600 / 65R28 + 710 / 70R38の寸法

ホイールベース[mm]

長さ（フロントリンケージ付き、輸送位置）
輸送長さ、フロントリンケージあり
高さ　Valtraガイドボックスなし、[mm]

幅、最大[mm]
回転半径[m]

ミッドの最低地上高[mm]
リアの最低地上高（ヒッチなし）[mm]
重量（満タン、+ドライバー] [kg]
重量配分フロント/リア[％]

最大総重量[kg]
標準タンク基本[l]
スチールタンク[l]
AdBlue、容量[l]

マックスパワー

HP kW
155
165
175
175
195
215
235
220
235

MAX。ブーストパワー MAX。トルクNM
STD BOOST

2995
5800
5360
3130
2550
5,25
560
600
7300
40/60
13500
380
250
70

モデル
HP kW

T145
T155

114
121
129
129
143
158
173
162
173

170
180

125
132

640
680

680
740

ECO
STD

190
190
210
230
250
250
271

140
140
154
169
184
184
199

850
740
800
870
930
900
930

900
780
870
910
1000
930
1000

T175e

T195
T215

T235（HiTech / Active / Versu）

T235ダイレクト

T255（HiTech / Active / Versu）

エンジンデータの詳細については、仕様表を参照してください。ブースト値は、PTOで使用するシグマパワー（オ

プション）を使用して、フィールド速度と道路速度で利用できます。モデルT195、T215、T235、T255の場合、

シグマパワーはSTDであり、静止したPTOの使用でも最大250hpのブーストパワーに達することができま

す。T255：フィールドトラクションのブースト値は250hpです。T235ダイレクト：フィールドトラクションの

ブースト値は230hpです。 最小タイヤサイズ（リアSRI 875）

最大タイヤサイズ（リアSRI 925）

540 / 65R28 + 650 / 65R38
600 / 65R28 + 710 / 70R38

最
小
30
80
–最
大
31
30

ヴ
ァ
ル
ト
ラ
ガ
イ
ド
ボ
ッ
ク
ス
付
き
‑最
大
32
10
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ハイテック アクティブ
T145‑T255

バース ダイレクト
T145‑T255

モデル モデル

エンジン
Agco PowerエンジンタイプT145、T155 

AgcoPowerエンジンタイプT175‑T255

エンジン 　シリンダーの数（容量、リットル）
最大出力でのエンジン速度[r / min]
エンジン公称速度[r / min]

最大トルクでのエンジン速度[r / min] 
T175 エコモード最大出力[r / min] 
T175 エコモード最大トルク[r / min]

アイドル速度[r / min]

ローアイドル（Pのシャトルレバー）[r / min]

オイル交換間隔（h）
エミッショングレード

排気洗浄システム

トランスミッション
ギアの数
クリーパー付き

作業エリア数

パワーシフトギア数
クリーパーを使用した場合のSTD速度は2100r / min [km / h]

最高速度43km /到達速度[r / min]最高速度
53km /到達速度[r / min]（オプション）

油圧
後部リフト力、（最大kN）

リフト範囲全体のリフト力、[kN]
リフト範囲全体のリフト力、[フロント、kN]

油圧の種類
最大ポンプ容量[l / min]

トランスミッションオイルと作動油
リアメカニカルスプールバルブの数
リア電気スプールバルブの数

後部ON / OFFバルブの数

フロント電機スプールバルブの数

PTO
2速度@エンジン速度[r / min]

3速度@エンジン速度、オプション[r / min]
3速度+対地速度オプション

フロントPTOオプション、スピード@eng。速度[r / min)

Valtra Connect

66 LFTN‑D5
74 LFTN‑D5

66：6（6.6）、74：6（7.4）

1900年

2100
1500
1700
1100
850
650
600

ステージV

DOC + DPF + SCR

81
75

81または95

75または89

オプション、最大51

ロードセンシング

115（160、200）

セパレートオイル

オープンセンター

73（90）

一般的なオイル

2、3または4

‑‑‑
‑‑‑
2⋯5
1‑‑‑

2、3または4

40 47

540 @ 1890 + 1000 @ 1897

540 @ 1890 + 1000 @ 1897 + 540E @ 1522 、GS比

41,03（40 km / h）または40,79（50 km / h）

1000 @ 2000

30 + 30R

STD
4（A、B、C、D）

5
0.6‑401 または0.7‑50または0.7‑572

1900または15001

1970年

0.6または0.7

空気圧、AIRES

CVT
‑
4
‑

0.03‑40 / 50/57

1700
1800
0.03

オプション

‑‑‑
‑‑‑
STD

オプション

オプション

1）代替EcoSpeed 0.7‑40（最低速度0.7 km / h）
2）高速モデル、T175以上

クリーパー速度2200r/min (km/h)

フロントアクスル サスペンション

ローアイドル（Pのシャトルレバー）　（r/min)

オイル交換間隔 (h)

エミッショングレード

インターフェイス

バルトラガイド オプション

VALTRA SMARTTOUCH  ユーザーインターフェイス

VALTRA ＡRM　（アームレストコントロール）

トランスミッションオイルと油圧オイル

ハイテック アクティブ バース ダイレクト



あなたは毎日が特別な日になります。

あなたは困難な環境、気候、条件下で働いています。
あなたは一所懸命働き、長い時間をかけ、沢山の距離を移動します。

あなたはスピード、パワー、そして正確さを求める仕事をします。

完全にコントロールするには、先見の明のあるパートナーが必要です。
常にコネクトするには、最もスマートなマシンが必要です。

私たちはあなたが一所懸命働きやすくするために、我々も一所懸命
働いています。私たちはあなたの課題を解決するための新しい方
法を見つけます。外側はタフな機械を作っていますが、

内側はとてもスマートです。

私たちの機械は長持ちするように作られています。

あなたのために。

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI‑44200スオラハティ
電話。+358（0）2045 501

www.valtra.com
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

このパンフレットに記載されているトラクターには、特別なオプションが装備されている場合がありま
す。変更が可能です‑無断転載を禁じます。




