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2Gシリーズ

私たちは、真面目に働く

ハードにこなす　

簡単に作業する

バルトラの主な焦点は、お客様を知り、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。私たちの
新しいGシリーズは、お客様の要求に対する最新の答えです。
小さくてコンパクトなオールラウンダーで、ゆったりと仕事
をしながら安心しておくつろぎいただけます。

形態は機能に従う。バルトラでは、それはそれと
同じくらい簡単です。これが、私たちが製造する
すべての機械の背後にあるバックボーンと設計哲
学です。Gシリーズの主な推進要因は、コンパク
トなマシンと強力なデザインコンセプトです。大
きなマシンではなく、スマートなマシンが必要な
場合に最適です。

エンジン、シャーシ、キャブ、トランスミッション
のすべての物理コンポーネント

Gシリーズトラクターは、設計によりシームレスに統
合されています。しかし、それだけではありませ
ん。私たちのコネクト、ケア、ゴーサービスは、同
じ究極の目標を念頭に置いて設計されており、安心
して仕事を簡単かつ快適に行うことができます。

高出力レベルでも、高効率の4気筒マシンの
ために寸法は可能な限りコンパクトに保たれ
ています。
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スイス
アーミーナイフ哲学

Gシリーズはトラク
ターの世界の真のマル
チツールです。その間
コンパクトなサイズで、パ
ワフルに詰まっています

油圧、簡単‑
スマートファーミングを使用する

機能と
道具のための力
さまざまなサイズがあります

敏捷性の
DNA

大型トラクターの機能と
パワーに溢れています
が、Gシリーズは本当に
小型トラクターのように
機能します。その敏捷性
は比類ありません。

最適なフロントローダー
統合されたフロントローダーサブフレーム、電子
制御、および5.7mのフロントガラス      視認性に
優れたガラスエリアのGシリーズは、フロント
ローダー作業に最適なマシンです。

エントリーレベルのスマートファーミング
シンプルにそしてスマートに働きたいですか？Gシリーズはスマート
ファーミングを始めるのに最適なマシンです。バルトラスマート
ファーミングの機能は、バースモデルとアクティブモデルに統合さ
れています。
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1. 簡単なアクセス

乗り降りしやす
いエントランス

広いキャブへ

セルフクリーニング
ステップ機能搭載 

Gシリーズ

フィンランドが誇る

オールラウンドモデル
Gシリーズはコンパクトなサイズと軽量で機
敏なデザインを兼ね備えています。野外でも
農場でも、まったく異なる環境でも、これは
信頼性の高いマシンです。

2. スペースと可視性
2人用の十分なスペースがあり、大きなルーフウィンドウを
含むすべての方向への優れた視認性を備えた快適なキャブ。
キャブの総ガラス面積は5.7mです2。

3. スムーズな運転開始

バルトラシャトルは、パーキング
機能が統合されたスムーズかつ安
全なスタートを可能にします

タスクに関係なく、
Gシリーズは、日常のニーズに対応
するフル機能の多目的ソリューショ
ンを提供します。高度なパワーリフ
トと効果的な作動油圧を備えていま
す。ハイテックモデルはオープンセ
ンター油圧を提供し、アクティブ、
バースモデルはクローズドセン
ター/負荷検知システムを提供しま
す。また、高いポンプ容量も兼ね備
えてます（100/110 l / min）

電動ジョイスティックを含むシンプ
ルなUIで、速度、使いやすさ、フル
機能の実装制御を保証します。

また、パワービヨンドやイソバスなど
の最新の実装に必要な機能も利用でき
ます。オプションパッケージを使用す
ると、ニーズに合わせてトラクターを
変更できます。
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4. ワーク
コンパクトで用途が広い

8.コントロール
運転に最適なコントロール

最大高さわずか2.8m、適度な重量5トンなどのコンパクトな
寸法により、さまざまな作業に適したフル機能の多用途トラ
クターが実現します。

バルトラARMまたはスマートタッチアームレ
ストコントロールはすべてのモデルに採用さ
れています。人間工学的で使いやすい、技術
的に高度でありながら常に実用的なコント

ロールが可能

5. ロード
フロントローダースペシャリスト

Gシリーズは、頑丈な統合サブフレームと優れたオペレーターの視認性
を備えたフロントローダーのスペシャリストです。2.1トンのリフト容
量または4.2mのリフト高ローダー。 9

9.ファーム
シンプルでありながらスマート

使いやすく正確：生産性を向上させる
バルトラガイドなどの顧客志向のテク
ノロジー機能。

8

3 10
26.埋め込む

完全な機能を備えた実装制御
フロントローダー用の電動ジョイス
ティック制御と調整可能な油圧および
イソバスによる簡単な機械制御を含
む、最大110 l / minの流量の高度な
50kNパワーリフトおよび油圧。

5

7

1

6

47．自動化
最先端のパワーシフト
6速パワーシフトと、速度ベースのAUTO1オートマチックシ
フト、ヒルホールド、エンジンブレーキ制御などの燃料節約
型Valtraオートマチックを備えた、優れた速度の可用性を備
えたパワーシフト革命。

10.安全に
私たちはあなたの背中を手に入れました
ユーザーフレンドリーでシンプルなサー
ビスコンセプト：1日を開始するための高
速サービスチェック、600時間のサービ
ス間隔、 バルトラ コネクト。
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フロントローダー

あなたが望んでいたフロントローダーはここにあります。Gシリーズには、統合され

た頑丈なサブフレーム、ロックアンドゴーローダーアタッチメント、および密閉され

た配管を備えた最新のクリーンビーム設計が付属しています。視認性の高いルーフな

ど、視認性に優れています。湾曲した平行リフトロッドは、トラクターのボンネット

ラインに従います。当社の完全に調整されたローダーポートフォリオには、すべての

バージョンで電子制御があります。
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5

1. 密閉された配管を備えたモダンでミニ
マリストな梁の設計 1

2.トラクターのボンネットラインに沿った湾曲し
た平行リフトロッド 2 6

3. 優れた視認性とツールの全景
4

4. 最大110l / minの流量のロードセンシ
ング（LS）油圧ポンプ

8 7

3

5. 卓越した前方視界のためのルーフウィ
ンドウ

9
10

6.バルトラARMまたはスマートタッチユーザーイ
ンターフェイス

7． 油圧アシスタント
8. オプションのライブ3機能
9. ローダーの迅速な取り付けと取り外しのための
ロックアンドゴーシステム

10.統合された頑丈なフレーム
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バルトラ
ガイド
バルトラガイドは、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。バルトラガイ

ドは、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、より効率的に作業し、フィールドか
らより多くのことを取得したい場合の頼り
になる仲間です。

バルトラガイドは、GPSガイダンスを使用
してトラクターを操縦します。自動ステア
リング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。

スマートファーミング

あなたのスマート
テクノロジー
ビルトイン
バルトラスマートファーミングは、シームレスに
連携する一連のテクノロジーです– バルトラガ

イド、イソバス、セクションコントロール、当社のテ
クノロジーソリューションの重要な設計原則
は、使いやすさです。

すべてのスマート機能は、2回の

TASKDOC® プロ
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、すべての
ドキュメントが
必要なものは自動的に作
成されます。いつ
あなたが終わった、
ドキュメントは
農場管理にワイヤレスで
転送
システム（FMS）。プラン
ファームオフィスの変
動金利マップをトラク
ターに転送して自動

コントロール。TaskDoc® Pro
は簡単で直感的です。

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。フィールドの各部分に適切な量の入力を
適用します。多すぎたり少なすぎたりすることはあ
りません。資源を節約し、作物の品質と収量を向上
させます。

ISOBUS
バルトラスマートタッチとイソバスを使用すると、あらゆるメーカーのあらゆるイソ

バス互換実装を使用できます。スマートタッチを使用すると、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。イ

ソバス規格（ISO
11783）がこれを可能にします。

イソバスは互換性のある機械を「プラグアンドプレイ」にするため、機械をバ

ルトラトラクターに接続すると、関連するすべての機械データがすぐに端末に
アップロードされます。

すべてのスマート機能は2回のタップま
たはスワイプで独自のスマートッタチ

アームレストから制御できます。
文字通り、より良い生活の質があなたの
指先にあります。

アクティブを選択した場合は、 
スマートファーミング機能を使用し
て、 スマートタッチ拡張画面からそ
れらを制御できます。

バルトラガイドは、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。バルトラの有名な使いやすいス
マートファーミングソリューション
は、 バースモデルとアクティブモデル
で利用できます。
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基本的なスマートタッチユーザーインターフェイス
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.トラクターの操作用の3つのプロ
グラム可能な（M）メモリボタン（U
パイロット）。

7

2. 3つのバルブ‑お好みで
‑ジョイスティックから制御でき
ます

6. ドライブレバーの前進/後進
レバー。

7．追加の画面は必要ありません‑
バルトラガイドと安全カメラディス
プレイがスマートタッチ画面に統合さ
れています。

2 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。バルトラ

セクション
コントロール

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。

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。

5 1

セクションコントロールを使用す

ると、トラクターと道具が正確か

つ自動的に制御され、フィー
ルドの各部分に最適な種子と
肥料の割合を提供します。こ
れにより投入コストを削減
し、歩留まりを向上させ、利

益を最大化することができます。

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。

2 4

6
3

5

9

8

購入後3年間基本無料バルトラコネクト

バルトラコネクトは、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

簡単なメニューナビゲーション 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
動的にメモリーに保存されます。

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。

たのバルトラ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。

バルトラコネクトはバースでは標準装備、ハイテック

モデルとアクティブモデルではオプションです。

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を使用して
作業灯を簡単に構成できます。アームレ
ストには作業灯とビーコン用のオン/オ
フボタンもあります。

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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バース

• 革新的なパワーシフト：6PS
• 4つの電子スプールを備えた

ロードセンシング油圧
• スマートタッチアームレスト

• 4モデルG105‑G135

バルトラトランスミッションオートマチック

最高のバルトラ
トランスミッション
オートマチック
バルトラシャトルでスムーズに移動しましょう。すべてのGシリーズ
モデルには、スムーズなスタートを支援するために、パークポジ
ションとオートトラクションが統合されています。新しい6スピードの
パワーシフトは、以前よりも優れた作業速度の可能性を提供しま
す。革新的なバルトラオートマチックには、オートマチックシフト
などの機能が含まれています。AUTO1はスピードペダル機能と調
整可能なエンジンブレーキを提供し、AUTO2はオペレーターがシ
フト制限を自由に選択できるようにします。すべてのGシリーズモ
デルに統合されたヒルホールド機能もあり、さらに、当社の最高級
のバースモデルはCVTのようなレバー駆動機能を提供します。

バルトラパワーシフトは、4輪で最もス
ムーズなトランスミッションです。ク
ラッチから足を離すと、自動的に制御
されます。バルトラを使用すると、CVT
のようにパワーシフトトラクターを運転
できます。自動モードでは、加速とト
ルクの要件に基づいて自動的にシフト
し、常に最高の燃費を実現します。

バースモデルには、革新的な特許取
得済みの油圧アシスタントが搭載さ
れており、静止時または運転時に、
運転速度に影響を与えることなく、
より多くの油圧出力を自動的に提供
します。他のパワーシフトはそれを行う
ことができません！電気フロントバ
ルブが取り付けられている場合は、
アクティブおよびハイテックでも利
用できます。

ハイテック アクティブ
••
••

••
••

••
••

革新的なパワーシフト：6PS
3つのメカニカルスプールを備えた
オープンセンター油圧

バルトラARMアームレスト

4モデルG105‑G135
••
••

革新的なパワーシフト：6PS
3つのメカニカルスプールを備えた
ロードセンシング油圧

バルトラARMアームレスト

4モデルG105‑G135
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新しいステージ
Vコンパクト
エンジン
Gシリーズは4気筒トラクターとし
て0から構築されています

70年の経験を持つバルトラトラク
ターの原動力として、AgcoPower
コンパクトエンジンは優れたパ
ワーとトルク機能を提供します。
小型のコンパクトな4.4リッターエ
ンジンにより、視認性の高いロー
ボンネットを実現。オールインワ
ンエンジン後処理システムが洗浄
します

ステージV規格に準拠した排気。コ
ンパクトなユニットは、トラクター
の右側、キャブの下に完全に配置さ
れており、排気ガスをきれいに保つ
だけでなく、視界も開放します。エ
ンジンのエアインテークを上げる
と、制限を減らしてクリーンで冷た
い空気を入れることができます。
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あなたの最高のトラクター体験

あなたにとって

最高のトラクター
経験
よく働いていますね。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。私たちの簡単なコネクト、 Care
＆Goサービスのコンセプトは、所有者にコストをかける
ことなく、日常の操作とメンテナンスを容易にする比類
のない実用性を提供します。最高のトラクター体験は、
機械だけでなく、購入した瞬間でもありません。私た
ち、パートナー、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。
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いつでもどこでも接続を維持
バルトラ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。バルトラコネクトテレ
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。

接続
トラクターデータ、

情報
およびサービス。

心の全体的な平和
バルトラケア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、バルトラ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。

心の平和。
あなたの手の中に。
私たちは、お客様、ディーラー、機械、バルトラ工
場の間のシームレスな接続を信じています。接続す
ると、期待と要件を満たすために必要なサービスと
保証パッケージを選択できます。私たちはあなたの
世話をしますので、あなたはあなたのビジネスの世
話をすることができます。

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

ケア
工場拡張
保証。

稼働時間を最大化する
バルトラ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。バルトラ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。バルトラ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規
定のメンテナンス作業が含まれています。

行く
メンテナンス
契約する。
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金融
安定性
原価管理
まったく同じファームはありません。それぞれに固
有の機能と個別の課題があります。だからこそ、私
たちはお客様のコストをうまく維持するのを助けるために

柔軟なソリューションを提供します。

バルトラGシリーズには革新的な
スマートファーミング機能、
コネクト、費用対効果と効率性
を両立させるための最大の鍵
です

バルトラ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。AGCOファイナ

ンスが提供する賃貸、購入、

リースプログラムによりお客様の

ニーズを満たす資金調達

ソリューションを構築できます

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、様々な外部要因の影響を受
ける可能性があります。時期

や季節で価格も異なるため、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。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。

買う 賃貸 リース
オプションの接続、ケア、
共同でのトラクター購入

包括的サービス
による短期賃貸

サービス契約の有無に関わらず
オペレーショナルリース
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カスタマーマガジン 2/2020

ロックを解除する
スマートファーミング機能がありませんか？バルトラガイドはスマー

トファーミングの世界への鍵であるため、多くの可能性を開きま
す。購入時にバルトラトラクターにバルトラガイドを装備すると、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。

+ + +
ダービーシャーで デンマークでは ドーセットで

作る
違い

海上レーダー
屋根の上で役立ちます
SAR操作

情熱
農業用

10ページ 20ページ

16ページ

スイスのスマート農業

スイスの未来の農場は最新の
技術を使用しています ページ06

あなた自身のバルトラディーラー

バルトラディーラーは、最高のトラクターを代表
し、お住まいの地域で専門知識を実装していま
す。彼ら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。バルトラのディーラーは独立した
会社です。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
当者を監査しています。

純正部品と高品質のアクセサリー‑常に入
手可能

バルトラの包括的なスペアパーツサービスは、
翌朝までに必要なパーツを提供します。これ
により、耕作や収穫の忙しい季節にトラク
ターの生産性を維持できます。AGCOパーツラ
ベルは、徹底的に検査およびテストされたオ
リジナルのバルトラスペアパーツを確実に入手
できるようにします。

最新のイノベーションと最も効率的な作業方
法。雑誌のアーカイブにオンラインでアクセ
スして、2000年までさかのぼる記事を読むこ
ともできます。

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。バルトラアカデミーは、 
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、バルトラディーラー
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。
服はバルトラ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。

リース、レンタル、保険などの金融サービス。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

バルトラチームは、年に2回発行されるカス
タマーマガジンです。各号には、

AGCOはそれらを魅力的なものにし、私た
ちはそれら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。季節の変動を考慮し、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。
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テクノロジー快適
コンフォートパッケージは、コンフォート
ゾーンを別のレベルに引き上げます。この
パッケージは、すべてのGシリーズで利用で
きます。コンフォートパッケージに含まれる
オプション：

テクノロジーパッケージは、Gシリーズと
実装の接続と操作をより簡単かつ生産的
にする機能を追加します。テクノロジー
パッケージは、すべてのGシリーズアク
ティブモデルとVersuモデルで利用できま
す。このパッケージに含まれるオプショ
ン：

テクノロジープロ
テクノロジープロパッケージは範囲のトップで
あり、スマートファーミングに必要なすべ
てが含まれています。Technology Proパッ
ケージは、すべてのGシリーズアクティブモ
デルとVersuモデルで利用できます。含まれ
るオプション：

•フロントアクスルサスペンション

•サスペンドキャブとシート、エ
アサスペンド+

•LEDライト付き
WorkLightPremiumまたは
Premium +

•リバースライトオートマチック

•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

•スマートタッチエクセンティドゥ

•TaskDoc® プロ

•完全なバルトラガイド：ノバテルまた
はトリンブル

アンテナの4つのオプションの1つ
•イソバスリア
•高度（Asr、レーダー付き）
（バースのみ）

•電源ソケットセット

オプションパッケージ

オプション
パッケージ
Gシリーズに必要な機能を簡単に
選択できる既製のオプションパッ
ケージを提供しています

オプションパッケージは、改良された快適機
能やより簡単なアプリケーション処理から、
高度な精密農業技術にまで及びます。

さらに、フロントローダーパッケージを使用して作業
マシンを完成させ、バルトラアンリミテッドカスタマイズ
オプションを使用して完成させることができます。

見て、どのオプションパッケージを確認してください
あなたのニーズに最適です。

1.1。オプションパッケージを
　　　　選択します

2.2。 フロントローダーを選択

フロントローダー

フロント
ローダー

フロントローダー

Gシリーズはフロントローダーの作業に最適であり、フロント

ローダーパッケージはその機能のロックを解除するためにここ

にあります。トラクターの優れた視界と優れた回転半径は、以

下を含むこのオプションパッケージによって完全に補完されま

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

セットです。

バルトラ無限
バルトラアンリミテッドオプションを
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。

テクノロジープロ

テクノロジー 3.ニーズに合わせて
カスタマイズする

バルトラは
無限大

快適
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あなたの仕事のた
めの1台。

バルトラマシンを選択すると、トラクターの夢と実際の独自の
要件の両方を満たすことができます。
バルトラアンリミテッド あなたが与えられた仕様に従って構築された
あなた自身の個々のトラクターを意味し、あなたがどんな環境でも実
行する必要があるデザインと快適さを備えています。道路のメンテナ
ンスや地方自治体の作業用のトラクターを探している場合でも、農業
やその他の目的で特定の機能を探している場合でも、 バルトラアンリミ

テッドはそれを実現する方法です。作業機械です。

バルトラアンリミテッドを使用すると、可能性はまさにそ
れだけです–無制限。あなたは何が必要ですか？あな
たは何を夢見てきましたか？完了しました。私たち
はそれを実現させます。

特別な塗装作業は、トラクターに頭を回転させる
独特の外観を与えることができます。地方自治体
の仕事や特別な当局のために特定の配色が必要な
場合でも、創造性を発揮させたい場合でも、 バ
ルトラアンリミテッドはあなたのニーズが満たされる
ことを保証します。内部では、バルトラアンリミテッ

ドトラクターに、耐久性のある高品質の革製ステ
アリングホイールとシートを装備して、運転の快
適さを保証し、最終仕上げを行うことができま
す。

キャブの外観に触れてみてください。インテ
リアパネルもカスタマイズでき、より特別な
リクエストにも迅速に対応できます。

工場適合

バルトラアンリミテッド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。

アンリミテッドスタジオ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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NS
NS

Gシリーズテクニカル
仕様

NS

105～135 HP

最小4405‑最大4600mm 最小1720‑最大2525mm

マッドガードの幅：

自重5140kg最大総重量

9500kg

NS： 森1858
NS： 狭い2034
NS： ワイド2310

KG

ハイテック•アクティブ•バース

G105‑G135
モデル

540 / 65R38 + 440 / 65R28の寸法

ホイールベース[mm]

長さ（フロントリンケージなし
輸送長さ、フロントリンケージ付き

バルトラ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]燃料容
量、基本[l]燃料容量、ス
チールタンク[l]
AdBlue、容量[l]

2550
4452
4514
2805
2380
4.36
443
460
5140
41/59
9500
200
160
21

マックスパワー

kW
78
85
86
93
100

MAX。ブーストパワー
kW
82
90
93
97
107

MAX。トルクNM
ブースト
470
510
555
540
560

モデル
HP
105
115
115
125
135

HP
110
120
125
130
145

STD
440
460
518
520
550

G105
G115

ECO
STD

G125

G135

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。ブーストパワーは、フィールドとロード
（B5以上の速度）で利用できます。シグマパワーはすべてのPTOで使用できますが、540Eでは使用できま
せん。

最小タイヤサイズ（リアSRI 750）最

大タイヤサイズ（リアSRI 825）

420 / 85R34 + 340 / 85R24

600 / 65R38 + 480 / 65R28

最
小
27
55
‑最
大
28
30
m
m

ヴ
ァ
ル
ト
ラ
ガ
イ
ド
ボ
ッ
ク
ス
付
き
‑最
大
29
10
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ハイテック アクティブ
G105‑G135

バース ハイテック アクティブ
G105‑G135

バース
モデル モデル

エンジン

Agcoパワーエンジンタイプ

シリンダー数

エンジン容量、（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]

* [r / min]でのG125エコモード最大電力
* [r / min]でのG125エコモード最大トルク

アイドル速度[r / min]

*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

歯車の数

クリーパー付き

作業エリアの数パワーシフトギ

パワーシフトギアの数／エリアSTD速度

2200r／min｛㎞〕

最高速度43km / [r / minで到達]

* EcoSpeedモデル、[r / min]で43km /に到達

2200r / min [km / h]で最低クリーパー速度

フロントアクスルサスペンション

油圧

リフトパワーリア、（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

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

サービスバルブの数リア電気サービスバルブ

後部ON / OFFバルブの数電気サービス

バルブの数。フロント

実装に利用可能なオイル[リットル]

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]

インターフェース

Valtra ARM（アームレストコントロール）

ValtraSmartTouchユーザーインターフェイス

Valtra Connect

バルトラガイドオプション

44 MBTN‑D5

4

4.4

2000
2200

1500

1750

1250

850

700

600

ステージV
DOC + DPF + SCR

60

50

· オプション、30

· ロードセンシング
110

オープンセンター
100

一般的なオイル

2または3

3または4
オプション1

2、3または4
24（追加の充填あり⋯44）

540 @ 1920 + 1000 @ 1964

540 @ 1920 + 540E @ 1560 + 1000 @ 1964

GS比29.23

1000 @ 1920

24 + 24R

48 + 48R、オプション

4（A、B、C、D）
6

1.65‑43

1910
1640

0.11

油圧、オプション

STD

‑‑‑

オプション

‑‑‑

STD

STD

‑‑‑ オプション



あなたは極端な日々をすごしています

あなたは困難な環境、気候、景観で働いています。あなたは一生懸命

働き、長い時間をかけ、距離を走ります。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生懸命働きやすくするために一生懸命働きます。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。外はタフで内はスマートな機械を作っています

私たちの機械は長持ちするように作られています。

あなたのためだけに造られられた一台のために。

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

www.valtra.com
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。




