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私たちは、タフに働く。

ハードな作業も簡単に
バルトラの主な焦点は、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。サイズ、パワー、快適さの完璧な

組み合わせを探しているなら、もう探す必要はありません。

強⼒な力を持ちながらコンパクトなバルトラNシリーズは、バルト

ラファミリーの主⼒製品であり、⼈間⼯学的で快適さを備えてお

り、簡単で⽣産的な作業が可能です。LEDデイタイムランニングラ

イトは、道路での使⽤における安全性を⾼めます。堅牢で信頼性

の⾼いマシンであるNシリーズは、重要なシーンで活躍します。

受賞歴のあるNシリーズにとって、挑戦が⼤き
すぎたり、タスクが⼩さすぎたりすることはあ
りません。サイズとパワーの完璧な⽐率を提供
し、あらゆる⾯での作業の快適さにおいて模範
的です。さまざまな作業をこなす機械が必要な
とき、Nシリーズはあらゆる⾯で輝きを放ちま
す。

スムーズで機敏な動き、365度の視認性、強⼒な4気筒エン
ジンにより、あらゆる仕事を最適なワー、精度、燃料効率で
処理できます。また、スマートファーミングが組み込まれて
いるので、マシンがほとんどの作業を⾃動的に実⾏するので
安⼼できます。
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あなたの
ワークマシーン
機能的で堅牢なNシリーズは、ドライ
バーを中⼼に設計されており、快適
性、⼈間⼯学、LEDが組み込まれてい
ます。デイタイムランニングライトを
標準装備。

パワーと効率
ステージVエンジンは、最新の排出ガ
ス規制を満たしながら、優れた燃料経
済性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。

スマートな仕事
第5世代のNシリーズでより多くのことを成し遂げましょう。⼈間
⼯学に基づいて配置されたAピラーディスプレイから、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、強⼒なNシ

リーズを使⽤すると、すべてがよりスマートで簡単になります。

簡単なメンテナンス
運転もサービスも簡単です。600時間のサービス間隔
で、より⽣産的な作業時間を得ることができ、コネク

ト、Care＆Goを使⽤すると、安⼼して作業できます。
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1.

ユーザーインター
フェース
キャブはあなたの快適ゾーンです
Nシリーズは、⼈間⼯学と使いやすさに重点を
置いています。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、バースモデルとダ

イレクトモデルのスマートタッチにより、作業
の快適性と安⼼感がもたらされます。

Nシリーズ

1日中
快適な仕事を

Nシリーズはあなたの仕事をよりシンプルにいたします。⼈間⼯学
に基づいたユーザーインターフェイスとコントロールにより、運
転が楽しくなります。スマートでユーザーフレンドリーなAピラー
ディスプレイにより、必要な場所に情報が表⽰されます。

2.仕事を始める
パンチが効いたフロントローダー

第5世代のNシリーズはに妥協を許さない、

パワフルなフロントローダーも含まれていま

す。すべての負荷と温度に対応するAIRESフ
ロントアクスルサスペンションと、コーナーに

完全に統合されたフロントリンケージとPTO
を備えているため、ロード、リフティング、ま

たはその両⽅で安定した能力を発揮するこ

とができます。

3.　メリット

時間とお⾦を節約するために構築
燃料節約エンジンや⾼出⼒だけではあり
ません。または地上の⼒、トランスミッ
ションの⾃動、また  は敏捷性。Nシリー
ズ全体は、時間、お⾦、神経を節約する
ように設計されています。 バルトラで
は、所有コストの削減と効率の向上が常
に計画の⼀部となっています。
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3 6 7 104.パワー

⽣産性を⾼める⼒
ステージVエンジンは信頼できるパワーを提供し、ス
タートブーストとスーパースタートはAピラーディス
プレイを介して簡単に調整できます。

5.365⽇＆夜間の視界

1運転席からすべてを⾒る。視認性は本当に素晴らしいです。

サイドウィンドウワイパーはサイドビューをクリアにし、10

個のルーフエアベントがウィンドウの曇りを取り払います。

LEDデイタイムランニングライトは安全性を⾼め、作業効率を

向上させます。

9
5

2

6.多⽬的機能とオプション

4

8

8.どんな場所でも
スムーズに

すべての地形で快適に運転できます。⾼
い道路速度、路上でのスムーズな運転体

験、そして⾼い最低地上⾼とオフロード

での快適さのための空気圧式フロントサ

スペンションを⼿に⼊れます。

9.
バルトラの独自の
ユニークシステム、
ツイントラック

バルトラ独⾃のツイントラックリバース

ドライブシステムで前後にドライブしま

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。

10.ケア＆ゴー

常に接続、常に管理
私たちのサービスコンセプトで完全な安
心を手に入れましょう：迅速な毎日の
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、ケア＆ゴーで、
トラクターを常に接続、常に管理

7．スマートマシン

テクノロジーをあなたのために
機能させる

スマートファーミングテクノロジーを使⽤し

て、⽣産性を⾼め、投⼊量を節約し、畑の収穫
量を増やします。Nシリーズには、すべてのタ

スクを簡単にする便利なテクノロジーが満載で

す。

バルトラアンリミテッドを使⽤して

トラクターをカスタマイズしたり、

フロントローダーを追加したり、林

業⽤の道具を選択したり、地⽅⾃治

体の仕事でも。あなたが必要とする

ものは何でも、私たちはそれを実現

することができます。
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設計
第5世代のNシリーズのすべては、最⼤限の快適さ、⼈間⼯学、および視認性を

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、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。

どこにいても、仕事の⽇を最⾼のものにします

Nシリーズには、暗くて困難な状況に対応する優れ

た作業⽤ライトと、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、視認性を⾼めるために最⼩限の張り出しが

あります。特別なタスクの場合、オプションのスカ

イビューもご検討ください。

輸送中の空気⼒学により、吸気管と排気管を
キャブの近くに配置して耐久性を向上させるこ

とができます。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。

キャブが快適に設計されているのはもちろん、

インテリアの外観もプレミアムです。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。

キャビンにより、素晴らしい景色がさらに良くなり

ます。ユニークでスイープするAピラーデザインは

前方視界を向上させ、より良いものを提供します
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上部
ディスプレイの上部には、対地速度、時計の時

刻、エンジンの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。

中央部　下部
中央と下の画⾯には、事前設定されたギアやク
ルーズ速度など、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

表⽰するように領域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

定⽤の使いやすいツールとしても機能します。

A-ピラーディスプレイ

⼤きく、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、トラクターの性能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。

情報と警告灯
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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スペシャル
フロントローダー

バルトラNシリーズはすでにフロントローダーのスペシャリストとして知られており、今日
ではさらに性能が向上しています。統合されたヘビーデューティー用のローダーサブフ
レームとロックアンドゴー式のローダーアタッチメントが付属しています。密閉された配
管を備えたモダンでクリーンなビーム設計は、トラクターのボンネットラインに従って、
貨物輸送の優れた視認性を実現します。

また、バルトラは、フロントローダーを完全かつ便利に制御できます。すべてのモデ
ルには、電動アームレストコントロールと3つの機能を備えた油圧ジョイスティック
が付属しています。新しいAピラーディスプレイから、フロントローダーの設定を調
節および表示することもできます。
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9

6
2

1.　簡単な電動アームレスト制御と3機能油圧ジョイスティック
2.　ローダーの優れた視認性
3.　ロック＆ゴーの半自動クイックアタッチメントシステム

1

4 5

8

3
7

4. 　一定のフローでも、複数のタスクのためのローダーライブ３番目の機能

5. 　ローダー機能の電気流量制限とライブ3rdの完全制御（時間と流用）
6. 　密閉型コントロールバルブ付き湾曲クロスチューブ
7. 　最大160（200）l/minの油圧出力

8.　特許取得済みの油圧アシスタント
9.　視認性に優れたルーフウィンドウ
10. フロントローダー作業中の優れた安定性のための長いホイールベース

10
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バルトラU

パイロットヘッド

ランド管理システム

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

された岬の線を越えて、完璧に

機能します。正確で簡単です。

バルトラガイド

バルトラガイドは、実際のユーザーの

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

になるようにしたかったのです。 バルトラ

ガイドは、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。

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、あなたはあなたの道具に集中

することができて、より⻑い⽇を働かせ

て、より多くの地⾯をカバーして、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

最新鋭の

スマートテクノロジー

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、 バリアブルレートコントロール、および

TaskDoc®。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。

TASKDOC®プロ
TaskDocを使⽤®プロは事務処理が少なく済みます。作業を開始

すれば、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可

変レートマップを計画し、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。

変動⾦利管理

可変レート制御は、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％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-適切な量で、資源を節約し、作物の

品質と収量を改善します。

イソバス

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
換の実装で作業できます。
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になり
ます。 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。

より良い生活の質はあなたの指先にありま

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、⾰新的なスマー
トタッチ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。

スマートファーミング機能は、アクティブ

モデルとハイテックモデルでも利⽤できま

す。これらは、個別のスマートタッチエク

ステンド画⾯を介して制御できます。

バルトラガイドは、農場の規模に関係な

く、効率を改善し、オペレーターの快適さ

を向上させるのに役⽴ちます。要求とアプ

リケーションに応じて、サブメートル、デ

シメートル、センチメートルの精度から選

択できます。
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バースおよびダイレクトモデルでのスマートタッ

チ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

から制御できます

6.ドライブレバーの前進/後進レバー。

2 7．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
るため、追加のモニターは必要ありません

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のアプロー

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僅かな調整も可能に

バルトラ

セクションコントロール

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。これ

投⼊コストを削減し、歩留まりを改

善し、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により、起伏
の多い地形でもしっかりとグリップし、腕を
しっかりサポートします。

5
3 10．アクティブとハイテックを使用すると

オプションのスマートタッチエクステンド画
⾯を介してスマートファーミング機能を制御
することもできます。5

9

8

購入後５年間無料

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。問

題を解決し、認定されたサービスセン

ターへ行く余分な時間を制限します

ナビゲートしやすいメニュー構造。 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。

顧客向けの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、あらゆる油圧機能を操作す

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⽤ラ
イトを簡単に構成できます。Premiumお

よびPremium+作業⽤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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バース
• 5ステップのパワーシフト
• ロードセンシング油圧
• 115 l /minstdポンプ容量

• 160または200リットルのポンプ

• スマートタッチユーザーイン
ターフェイス

• スマートAピラーディスプレイ

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

• スマートタッチユーザーイ
ンターフェイス

• スマートAピラーディスプレ
イ

バルトラトランスミッション

ハイレベルな

バルトラトランス
ミッション
バルトラのNシリーズトランスミッションはAGCOグループによって
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。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、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。

ダイレクトモデルでは、ダイレクトCVTトランスミッションは⽐
類のないパフォーマンスを提供します。すべての作業速度で⾼効
率を実現する4つの作業領域があります。低速で重い引っ張りか
ら軽い道路輸送まで、常に適切な電⼒を利⽤できます。

バルトラ N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パワーを⾃動的に
供給します。ハイテック、アクティブ、バースモデ
ルにはパワーシフトが付属し、ダイレクトモデルに
はダイレクトCVTが付属しています。バースとダイ

レクトには、使いやすいスマートタッチユーザーイ
ンターフェイスが標準で付属しています。

第5世代のNシリーズは新しい機能が搭載。スムー
ズで迅速な動作範囲の変更をサポートする新しい
ハードウェアとソフトウェア。⾃動範囲変更は、
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。⼿動モードでは、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。すべてのモデルの最⾼速度を40または50km/h
から選択できます。

アクティブハイテック • 5ステップのパワーシフト
• ロードセンシング油圧
• 機械式油圧制御

• 基本またはアームレスト
コントロール

• 115 l/min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

• 5ステップのパワーシフト

• オープンセンター73/90リットル油
圧

• メカニカルスプールバルブコント
ロール

• 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
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屈強な

ステージVエンジン

エコモード
バルトラN155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
ションを提供するエコパワーモデルです。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、燃料
を10％節約できます。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
命が⻑くなることを意味します。

ブースト
追加のブーストが必要な場合、シグマパワー

はPTO作業に追加の電⼒を提供します。これ
は、チッパーやパワーハローなど、⼤量の
PTOパワーを必要とする器具を使⽤する場合
に特に便利です。PTOを頻繁に使⽤する場
合、エンジンは⾃動的に最⼤10hp多くの出
⼒を⽣成します。N175モデルでは、ブース
トは最⼤36 hpであり、あらゆるPTOの使
⽤、または輸送速度に対応する⼤規模な201
エンジンHPを提供します。

最⾼の全体的な経済
バルトラとAGCOパワーは70年にわたるパート
ナーシップを結んでいます。バルトラとAGCOパ

ワーはシームレスに連携することで、燃料消費量
を最も効率的なレベルに最適化することができま
した。 Nシリーズエンジンには600時間のサービ
ス間隔と油圧ラッシュ調整があり、サービスコス
トを削減します。

適切なサイズのAGCOパワーエンジン 
4.9リッターエンジンの美しさは、排気量がパワー
にとって理想的であるということです。つまり、効
率的な全体的な燃料経済性とすべてのエンジン回
転数での強⼒な牽引⼒を意味します。

処理後のロバストエキゾースト エンジ
ンの混雑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
テムは、それに応じて排気ガスをきれいにし
ます

Nシリーズの201hpエンジンは、クラス最高のパワーウェイトレシオを備
えた、最も強力な4気筒トラクター用エンジンとしての地位を得ていま
す。Nシリーズは、地上の電力やPTOを犠牲にすることなく、非常に機敏
です。高度なエンジン機能により、作業中の機械の安定性が確保され、追
加費用なしで最新の排出基準に準拠します。
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常にコネクト。

いつでも管理できます。

あなたは挑戦的で多様な環境で活動し、長い時間トラクターに乗り、

移動するでしょう。最高のトラクター体験を提供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、コストを追加す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、、購⼊
した瞬間ではありません。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、最高のトラクター体験を届けます。

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清掃します。

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レベルを確認して
ください。
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いつでもどこでも接続を維持
バルトラを選ぶすることにより、ビジネスを最⼤限に活⽤するのに
役⽴つ専⾨家のチームとつながることができます。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まで連絡できます。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、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するために迅速に対応できます。

コネクト
トラクターデータ情報
およびサービス。

⼼の全体的な平和
バルトラケアの延⻑保証契約により、摩耗していない部品の追
加の修理費⽤に対する安⼼と安全を⾒つけることができます。
バルトラケアを使⽤すると、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。

安心をあなたの⼿の中に。
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、あなたの期待と要件
を満たすために希望のサービスと保証パッケージを選択できま
す。私たちはあなたのアフターに取り組むので、あなたは安心し

てビジネスに取り組めます。

Valtra Connect
www.valtraconnect.com

お⼿⼊れ
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、バルトラトラク
ターの信頼性の⾼い操作を延⻑する、定期的かつ徹底的なメンテ
ナンスを保証します。メンテナンスの不⾜に起因する修理コスト
と⽐較して、メンテナンスコストは⼩さいです。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所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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安定的な

経営プラン
まったく同じ農場は2つとありません。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
あなたの経営を助けるために柔軟なソリューションを提
供します。

所有権の柔軟なモデルなどの状
況。

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。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。

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。

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 家賃 リース
トラクターの所有権

オプションで
接続し、ケアし、⾏きます

短期賃貸
包括的

サービス

オペレーショナルリース

有無
サービス契約もっと話そう！
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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り、多くの可能性を提供します。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。

雑誌のアーカイブをオンラインで閲覧し、2000
年から現在までの記事を読むことができます

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、 バ
ルトラの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、バルトラの
ディーラーから得た⼀流の最新の専⾨知識は、今
後もニーズに応え続けることができます。

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。

お客様のためのバルトラディーラー

あなたのバルトラディーラーは最⾼のトラクター
を代表し、あなたの地域で専⾨知識を持っていま

す。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。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。

本物の部品と⾼品質のアクセサリー-常に
利⽤可能

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。これは、忙
しい耕作や収穫の季節にトラクターの⽣産性を維
持するのに役⽴ちます。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。

※保険。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、最新の技術⾰新
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。

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。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

オプションパッケージ

あなたの要望に応

えるオプション

バルトラを使⽤して作業⽤マシンを構築することは、それ⾃体が経
験です。数100もの異なるアクセサリとオプションから選択でき、

合計で無限の数の異なる組み合わせが可能になります。様々な状況

を想定し、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
ジを提供しています。

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、アンリミテッドスタジオから追加機能を選択することを制限さ

れることはありません。

2

3

あなたを選択してください

オプションパッケージ
ニーズに合わせたオプションパッケージを選択
してください。

フロントローダー
Nシリーズはフロントローダーの王様であ

り、フロントローダーパッケージはすべての範

囲のロックを解除します

可能性。トラクターの優れた視界と軽快な回転

半径は、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

レームセットを含むオプションパッケージに

よって完全に補完されます。

カスタマイズする
あなたの要望
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。
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快適 COMFORT PRO テクノロジープロ
• プレミアムインテリア
• スマートタッチを介したラジオ

と電話の制御（バースとダイレ

クト）

• ⾃動エアコン+下部ヒーターユ
ニット

• 右側のウィンドウワイパー

• フロントアクスル4WDヘビーデューティーハ
イロック、ス

テアリングセンサー付き（N135H、A、Vの
み）

• 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

• 吊り下げられたタクシー

• 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

• 作業⽤ライトプレミアムまたはプレミアム
+とLEDライト

• ノバテルまたはトリンブルアンテ
ナに
よる完全なバルトラガイドセンチ

メートル精度

• 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1つ

• 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
TECHNOLOGY PRO X• フルバルトラガイド：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

• 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

• ⾃動スリップレギュレーターシ
ステム（バースおよびダイレク

ト）

• 電源ソケットセット

• コンフォートからのすべてのオ
プション

• ノバテルlまたはトリンブルアンテナに
よる完全なバルトラガイドセンチメー
トル精度

• ウェイラインアシスタント

• バルトラセクションコントロール 
36 
+VRC5製品

• スマートタッチエクステンド

• 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
• Technology andTechnologyProのすべ

てのオプション
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あなたは仕事のために

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
に最適な機械です。それは、仕事のニーズの変化や群衆から⽬⽴つこ
とを望んでいるためです。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？何を夢⾒てきましたか？。私たちはあなたの願い

を実現させます。

あらゆる⽬的のためのパフォーマンス アンリ

ミテッドスタジオは、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
リや機器をすべて取り付けることができま
す。バルトラアンリミテッドを使⽤すると、
トラクターは真の多⽬的⾞となり、指定され
た仕様に従って製造され、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
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あります。
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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
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。バルトラアンリミテッドスタ

ジオには、特別な配⾊、安全⾊とライト、警
告標識、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。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、空港で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、⻑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
量を備えたバルトラアンリミテッドトラク
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、Nシ
リーズは林業タスクに最適ですが、 アンリミ

テッドを使⽤すると、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、スマートタッチモ
デルでは、森林ローダーのコントロールを⼈
間⼯学に基づいたバルトラアームレストに
シームレスに統合できます。
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C
B

Nシリーズテクニカル
仕様

A

105〜201 HP

最⼩4656-最⼤5185mm 最⼩2081-最⼤2550mm

マッドガード幅：

⾃重6500kg

最⼤総重量11000kg

A：森2081mm 
B：狭い2280mm 
C：幅：2550 mm

KG

ハイテック•アクティブ•バーサ•ダイレクト
モデル

N135-N175
600 / 65R38 + 480/65R28の⼨法

ホイールベース[mm] 2665
全長（フロントリンケージなし） 4726

全長、フロントリンケージ付き 5156
全高、Valtraガイドボックスなし、[mm] 2960

全幅、最⼤[mm] 2550
回転半径[m] 4.5

最低地上⾼[mm] 500
マックスパワー

HP kW
135 99
155 114
155 114
165 121

マックス。ブーストパワー

HP kW
145 107
165 121
165 121
201 148

マックス。トルクNM

STD ブースト
570 620
660 700
610 660
680 800

モデル リア（ヒッチなし）の最低地上⾼[mm] 595
重量（満タン、+ドライバー] [kg] 6500

N135
フロント/リアの重量配分[％] 38/62

ECO
STD

N155e 最⼤総重量[kg] 11000
燃料容量、基本[l] 235 *

N175
燃料容量、スチールタンク[l] 160

ISO 14396に準拠した詳細なエンジンデータについては、仕様表を参照してください。ブースト値は、PTOで使⽤されるシ
グマパワー（オプション）とともに、フィールドおよび道路速度で利⽤できます。モデルN175の場合、シグマパワーは
STDであり、フィールドトラクションのブースト値は175hpです。

AdBlue、容量[l] 45

最⼩タイヤサイズ（リアSRI 825） 460 / 85R38 + 380 / 85R28

最⼤タイヤサイズ（リアSRI 875） 650 / 65R38 + 540 / 65R28

*）オプションの⼤型タンク315 l

最
⼩

29
60

-最
⼤

30
24
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ハイテック アクティブ バース ダイレクト ハイテック アクティブ バース ダイレクト
モデル モデル

N135-N175 N135-N175
エンジン 油圧

AgcoPowerエンジンタイプ 49 LFTN-D5 リフティングパワーリア、（最⼤kN） 78
シリンダー数 4 リフト範囲全体のリフト⼒、[kN] 76

エンジン容量、（リットル） 4.9 リフト範囲全体のリフト⼒、[フロント、kN] オプション、30（最⼤47）

最⼤出⼒でのエンジン回転数[r/min] 2000 油圧の種類 オープンセンター ロードセンシング

エンジン公称速度[r/min] 2200 最⼤ポンプ容量[l/min] 73（90） 115（160、200）

最⼤トルクでのエンジン回転数[r/min] 1500 トランスミッションオイルと作動油 ⼀般的なオイル セパレートオイル

[r/min]でのN155エコモード最⼤出⼒ 1750 リアのメカニカルサービスバルブの数 2、3または4 ---
[r/min]でのN155エコモード最⼤トルク 1250 後部電気サービスバルブの数 --- 2…5

アイドル回転数[r/min] 850 リアON/OFFバルブ数 --- 1
700 電気サービスバルブの数。前⾯ 2、3または4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） 600 実装に利⽤可能な油量[リットル] 40 47
排出グレード ステージV PTO

排気洗浄システム DOC + DPF + SCR 2速度@エンジン速度[r/min] 540 @ 1890 + 1000 @ 1897

トランスミッション 3速度@エンジン速度、オプション[r / min] 540 @ 1890 + 1000 @ 1897 + 540E @ 1522
ギアの数 20 + 20R（HiTech） CVT 2速度+対地速度オプション GS⽐41,03（40 km / h）または40,79（50 km / h）

クリーパー付き 30 + 30R - フロントPTOオプション、スピード@eng。速度[r/min] 1000 @ 2000

作業領域の数 4（A、B、C、D） 4 インターフェース
パワーシフトギアの数/エリア 5 - バルトラアーム（アームレストコントロール） オプション ---

クリーパーを使⽤した場合のSTD速度は2100r/ min [km / h] 0.6-401または0.7-50または0.7-572 0.03 -40/50/57 バルトラスマートタッチユーザーインターフェース --- STD
最⾼速度43km/ [r/min]で到達 1990または1600 1700 バルトラコネクト オプション

最⾼速度53km/ [r / min]で到達（オプション） 1970 1800 バルトラガイドオプション オプション

2200 r / min [km/h]での最低クリーパー速度 0.6または0.7 0.03

フロントアクスルサスペンション 空気圧、AIRES



あなたは毎⽇は極端に変化します

あなたは困難な環境、気候、の中で働いています。

あなたは⼀⽣懸命働き、⻑い時間をかけ、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。常に走り続けるには、最もスマートなマシンが必要です。

それがあなたがバルトラを信頼する理由です。

私たちは⼀⽣懸命働きやすくするために⼀⽣懸命働いて
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。外側がタフでありながら、

内側はスマートです。

私たちの機械は⻑持ちいたします。

全てあなたのために作られました。

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。変更の可能性-無断転載を禁じます。




