ゴルフローター

Rain Birdでいつも緑潤う
コースに

イリゲーションを専門とする唯一の製造業者であるRain Birdは、
ゴルフ場のイリゲーションとランドス
ケープを再定義します。
弊社では、
ゴルフ場管理者やマネージャーが直面する困難を念頭に置いて、
あ
らゆる製品を設計しています。
既存の機器を活用しながら新しい技術にアップグレードできる製品か
ら、即時診断と調整を可能とする双方向通信を搭載した製品まで、Rain Birdの統合システムはあらゆ
る課題に先んじてコースの維持に貢献します。
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「特にICと751シリーズでは、
やみくも
にそこら中にただ水をかけるだけでな
く、水やりが必要な個所を狙って目標
に近づけることができます。スイッチ
ひとつで全円から扇形に切り替えが可
能です」
Blair Kirby | コースメンテナンス課長

アドミラルコーブ・クラブ

パフォーマンスを念頭に設計。
すぐれた
耐久性。
RAIN BIRD® ROTORS

Rainbirdは、高効率ノズルとサージ保護ソレノイドを使用してローターに革新をもたらしました。
世
界のゴルフコースを管理するプロフェッショナルから信頼されている業界をリードするローターの数
々は、遊び面が最適で、高い耐久性と水道コストの削減、時代を超えた互換性を提供します。
IC System™

Rain Bird IC Systemで完全制御を実
現。
Integrated Control (IC) のすべての
ローターでは正確に必要な個所に散水
が可能です。
いつでもどこでも可能な診
断のおかげで最低
限の努力を払って
最適な条件を維持
することが可能とな
ります。

上部修理可能

人件費の節約を念頭に置いたデ
ザインであるRain Birdのロータ
ーはトップ部分を修理可能で、散
水半径の調整と水圧レギュレー
ションの微調整が可能です。内部
コンポーネントへのアクセスも簡
単です。

GBS25™ 保護

Rain Bird電動ゴルフローターは
すべて堅牢なGBS25ソレノイドを
備えています。
比類ない25kVのサ
ージ保護と、がれきやプランジャ
でキャッチされたゴミなどから機
械を守る第2段階保
護を目的としたビル
トインフィルタを内蔵
しており、一般的なメ
ンテナンス作業がい
らない設計で、競合
他社製のローターを
寄せ付けません。

RAIN BIRD 551 シリーズ

551シリーズは、
ティーエリア、
グリーン、
その他の短距離および中距
離の小規模エリアに適しています。
より速い流量と、風にも飛ばされ
ない大きな滴を散水できるノズルの使用により、必要な場所に短時
間で正確に水やりすることが可能です。
仕様

551 シリーズ

半径

32～55インチ(9.8 m～16.8 m)

6.83 から 13.63 gpm (0.43 to 0.86 l/s);
(1.55 から 3.10 m3/hr)

フローレート

全円 360°、30°～345°の範囲で調整
可能

回転角度
重量

モデル E、
IC、
S/H:12.0インチ(30.5 cm)
モデル B:9.6インチ(24.5 cm)

上部直径

モデル E、
IC、
S/H:6.25インチ(15.9 cm)
モデル B:4.25インチ(10.8 cm)

ポップアップ高さ

トップ部分内部
コンポーネント
修理可能

2.6インチ(6.6 cm)

〇

各種モデル

新発売

• 551E:全円/扇形電動
• 551IC:全円/扇形 IC

• 551S/H:全円/扇形 Stopamatic または油圧
• 551B:全円/扇形 Seal-A-Matic™

551 シリーズ:32～55インチ(9.8 m～16.8 m)
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新発売

ソッドカップキット

551 Series および 700/751
シリーズに適合します

ローターの真上の芝生は
コースのプレー特性およ
び見栄えを高めます。

Rain Bird 700/751 シリーズ

MemoryArc®を搭載した迅速な調整テ

ほとんどの芝に対応できる信頼性を持つ700/751ローターは比類な
い柔軟性を備えています。
業界をリードするスプリンクラーの均一性
と、細かいスクリュー調整が付属しています。
全円の場合は700シリ
ーズ、全円と扇形併用の場合は751をお選びください。
仕様

半径

フローレート
アーク
重量
ポップアップ
高さ
上部直径
トップ部分内部
コンポーネント
修理可能

700 シリーズ

35～75インチ(10.7 m～22.9 m)

全円 360°

全円 360°、30°～345°の範囲で
調整可能

モデル E、IC、S/H:12.0インチ
(30.5 cm)
モデル B:9.6インチ(24.5 cm)
2.6インチ(6.6 cm)

7.0～37.7 gpm (0.44～2.38 l/s)
(1.59～8.56 m3/h)
モデル E、IC、S/H:12.0インチ
(30.5 cm)
モデル B:9.6インチ(24.5 cm)

モデル E、IC、S/H:6.25インチ
(15.9 cm)
モデル B:4.25インチ(10.8 cm)

〇

〇

• 700E:全円電動

• 751E:全円/扇形電動

• 700S/H:全円 Stopamatic
または油圧

• 751S/H:全円/扇形 Stopamatic
または油圧

• 700IC:全円 IC

• 751IC:全円/扇形 IC

• 700B:全円 Seal-A-Matic™

• 751B:全円/扇形 Seal-A-Matic™

700 シリーズ:56～79インチ(17.1 m～24.1 m)
751 シリーズ:35～75インチ(10.7 m～22.9 m)
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ステップ 1

まず最初のローターアークを
セットします。

全円

ステップ 2

アークA

ステップ 3

全円/扇形調節ネジを全円の
位置に合わせます。

	ローターをアークAまたはBの
いずれかの設定に回し、扇形
に設定します。
全円から扇形
に変更する際でも、
アーク設
定をリセットする必要はあり
アーク B
ません。

2.6インチ(6.6 cm)

モデル E、IC、S/H:6.25インチ
(15.9 cm)
モデル B:4.25インチ(10.8 cm)

各種モデル

アークA

751 シリーズ

56～79インチ(17.1 m～24.1 m)

16.3～43.9 gpm (1.03～2.76 l/s);
(3.70～9.95 m3/h)

751 シリーズおよび 551 シリーズにてご提供しています

80

EAGLE™ 900/950 シリーズ

テクノロジー

900/950シリーズのローターは、もっとも長い射程を誇り、広範
囲にわたり信頼性の高い均一な散水が可能です。
900/950に備
わる高性能ノズルにより、最大の効率と最高の射程が得られる
よう滴が大きくなっています。
これによってさらに長い距離まで
散水することが可能です。

す

仕様

900 シリーズ

半径

フローレート
アーク

63～97インチ(19.2 m～29.6 m)

70～92インチ(21.3 m～28.0 m)

全円 360°

40°～345° の範囲で調整可能

2.25インチ(5.7 cm)

2.25インチ(5.7 cm)

21.4～57.1 gpm (1.35～3.60 l/s) 19.5～59.4 gpm (1.23～3.75 l/s)
(4.85～12.97 m3/h)
(4.43～13.49 m3/h)

重量

13.4インチ(34.0 cm)

ポップアップ高さ

上部直径

1

2

13.4インチ(34.0 cm)

7インチ(17.8 cm)

トップ部分内部
コンポーネント
修理可能

3

7インチ(17.8 cm)

〇

〇

各種モデル

芝を成長させようと計画している
場合でも、水不足による散水の場
合にも、Rapid-Adjustテクノロジー
でスタッフはスクリューを調節する
だけで簡単にアークを調節できま
す。
MemoryArc では2つの扇形アー
ク設定を記憶させておくことができ
ます。
全円と扇形の操作を数秒で切
り替えることができます。

• 900E:全円電動
• 900IC:全円 IC

• 900S/H:全円 Stopamatic
または油圧
• 950E:扇形 電動
• 950IC:扇形 IC

• 950S/H:扇形 Stopamatic
または油圧

900 シリーズ:63～97インチ(19.2 m～29.6 m)
950 シリーズ:70～92インチ(21.3 m～28.0 m)

10

20

30

40

50

60

950 シリーズ
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「私はRainBirdをとても気に入っています。
高品質な部品を使用
しているからです。
とても堅牢です。
耐久性にもすぐれています。
砂漠で毎日水やりを
しなくてはならないような状況においても、弊社ローターは15年
以上長持ちします」
Shawn Emerson | 農学ディレクター
Desert Mountain

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
電話：(626) 812-3400
ファックス：(626) 812-3411

Rain Bird テクニカル サービス
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(米国およびカナダ)
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Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706
電話：(520) 741-6100
ファックス：(520) 741-6117
仕様に関するホットライン
(800) 458-3005
(米国およびカナダ)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
電話：(626) 963-9311
ファックス：(626) 852-7343
rainbird.com/golf

@RainBirdGolf
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