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                                                                    （別紙） 

平成 27年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械 
 

機種  農用トラクター（乗用型）（第６次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40147 ヰセキ Ｔ１６９４ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

４輪駆動 

機関 18.4kW{25PS}/2500rpm 

1.498L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ     (合格番号) 

ヰセキ ＳＦ４２０   (215021) 

ヰセキ ＳＣ１６１   (215020) 

販売上の名称 

ＮＴＡ２５３ 

ＮＴ２５３ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40148 ヰセキ Ｔ１６９４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関 18.4kW{25PS}/2500rpm 

1.498L 

ヰセキ ＳＣ１７３   (215014) 

販売上の名称 

ＮＴ２５３Ｃ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

 

 

機種  野菜移植機（第２次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40149 ヤンマー Ｚ００３４ 
ヤンマー株式会社 

大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 

歩行型２条植（植付時乗車） 

機関 1.5kW｛2.1PS｝ 

ポット苗（キャベツ、ブロッコリ） 

植付方式 開孔器式 

苗供給方式 半自動 

 

販売上の名称： 

ＰＨ２Ｒ（標準仕様） 

ＰＨ２Ｒ，Ｗ（ワイド仕様） 

40150 ヤンマー Ｚ００３６ 上に同じ 

歩行型２条植（植付時乗車） 

機関 1.5kW｛2.1PS｝ 

ポット苗（枝豆、ブロッコリ、キャベツ） 

植付方式 開孔器式 

苗供給方式 半自動 

 

販売上の名称： 

ＰＨ２Ｒ，Ｅ 



２ 

 

40151 ヤンマー Ｚ００３９ 
ヤンマー株式会社 

大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 

歩行型４条植（植付時乗車） 

機関 1.5kW｛2.1PS｝ 

ポット苗（レタス） 

植付方式 開孔器式 

苗供給方式 半自動 

 

販売上の名称： 

ＰＨ４Ｒ，ＬＴ 

 

 

 

 

 

機種  動力噴霧機（走行式）（第４次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40152 ＯＭＳ－１０ 
落合刃物工業株式会社 

静岡県菊川市西方 58 

自走式（乗用型鉄クローラ） 

茶園用 

機関 25.2kW{34PS} 

ブームノズル（散布幅 5.4m） 

アーチ型折りたたみ式ブーム 

薬液タンク容量 800L 

給水ポンプ 

ブームカバー 
 

 

  



３ 

 

 

機種  乾燥機（穀物用循環型）（第４次分） 

 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40153 ＧＤＲ１５ＳＺ－Ｓ 
株式会社 サタケ 
広島県東広島市西条西本町２番３０号 

最大呼称もみ張込量 1.5トン 
熱風方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＢＴ２) 

販売上の名称： 
ＧＤＲ１５ＳＺＧⅡ－Ｓ 

40154 ＧＤＲ１８ＳＺ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 1.8トン 
熱風方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＢＴ２) 

販売上の名称： 
ＧＤＲ１８ＳＺＧⅡ－Ｓ 

40155 ＧＤＲ２１ＳＺ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.1トン 
熱風方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＢＴ２) 

販売上の名称： 
ＧＤＲ２１ＳＺＧⅡ－Ｓ 

40156 ＧＤＲ２４ＳＺ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.4トン 
熱風方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＢＴ２) 

販売上の名称： 
ＧＤＲ２４ＳＺＧⅡ－Ｓ 

40157 ＧＤＲ２７ＳＺ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.7トン 
熱風方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＢＴ２) 

販売上の名称： 
ＧＤＲ２７ＳＺＧⅡ－Ｓ 

40158 ＳＤＲ１５ＳＰ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 1.5トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６ＳＰ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＰＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＰＴ) 

販売上の名称： 
ＳＤＲ１５ＳＰⅡ－Ｓ 

40159 ＳＤＲ２０ＳＰ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.0トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６ＳＰ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＰＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＰＴ) 

販売上の名称： 
ＳＤＲ２０ＳＰⅡ－Ｓ 
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40160 ＳＤＲ２５ＳＰ－Ｓ 
株式会社 サタケ 
広島県東広島市西条西本町２番３０号 

最大呼称もみ張込量 2.5トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６ＳＰ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＰＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＰＴ) 

販売上の名称： 
ＳＤＲ２５ＳＰⅡ－Ｓ 

40161 ＳＤＲ２８ＳＰ－Ｓ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.8トン 
遠赤外線熱風併用方式 
稲、麦用 
ガンタイプバーナー、斜流式ファン 
自動水分検出・乾燥停止装置付き 

昇降機張込ホッパー(ＦＨ６ＳＰ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＰＣ) 

排出スロワ(ＴＨ３５０ＳＳＰＴ) 

販売上の名称： 
ＳＤＲ２８ＳＰⅡ－Ｓ 

 

 

 

機種  その他機種（第４次分） 

 １．ロータリモーア 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40162 ＪＡ－８６０ＨＳＴ 
和同産業株式会社 

岩手県花巻市実相寺４１０番地 

自走式歩行型 

機関 3.2kW{4.4PS} 

ＨＳＴ式 

刈幅 左 31.0cm、右 39.0cm 

  

40163 ＪＢ－８７０ 上に同じ 

自走式歩行型 

機関 3.2kW{4.4PS} 

ＨＳＴ式 

刈幅 左 43.0cm、右 31.7cm 

  

 

 

２. キャベツ収穫機 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40164 ヰセキ ＶＨＫ１２５ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

自走式 (ゴムクローラ） 

機関 18.4kW｛25PS｝ 

引抜条数 １条 

適応条間 60cm以上 

コンテナ詰め（手収納） 

 
販売上の名称： 

ＶＨＫ１２５ 
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３. にんにくハーベスター 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40165 ヰセキ ＶＨＷ１ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

自走式(ゴムクローラ） 

機関 7.9kW｛10.7PS｝ 

引抜条数 １条 

コンテナ詰め 

根切断・茎葉切断装置付き 

 
販売上の名称： 

ＶＨＷ１ 

 

 

４. 融雪剤散布機 

安全鑑定 

番 号     
型 式 名        依頼者名及び住所          主 な 仕 様        

鑑定の対象に含めた 

アタッチメント等          

備考（販売上の名称， 

水準以上の安全装備） 

40166 ＨＷＤ ２４３Ｎ 
和同産業株式会社 

岩手県花巻市実相寺４１０番地 

乗用型（ゴムクローラ） 

機関 13kW{18PS}/3600rpm 

最大積載量 200kg 

散布方式及び幅：スピンナ方式、18ｍ 

 
販売上の名称： 

ＳＮＯＷＭＡＸ ０１－ｓ 

 

 

 

 


