
１ 

 

                                                                    （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７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） 

40178 ヰセキ Ｔ１５８４ 
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 11.6kW{16PS}/2700rpm 

0.761L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ 

（合格番号） 

ヰセキ ＳＦ４３０ 

(215022) 

ヰセキ ＳＦ４３０Ｊ 

(215023) 

ロータリ（ＡＲＺ１１ Ｚ） 

ロータリ（ＡＲＺ１１ Ｗ） 

販売上の名称： 

Ｚ１５ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40179 Ｆ５１３ＶＡＲＩＯ 
エム・エス・ケー農業機械株式会社 

北海道恵庭市戸磯１９３－８ 

４輪駆動 

機関 92kW{125PS}/2100rpm 

4.038L 

ＦＥＮＤＴ ４１６．８１０ 

(215024) 

販売上の名称： 

フェント５１３  

バリオ Ｔ４ 

水準以上の安全装備： 

シートスイッチ 

40180 クボタ ＦＴ２４０ 
株式会社 クボタ 

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 

４輪駆動 

機関 17.7kW{24PS}/2600rpm 

1.499L 

クボタ ＴＳＱ２４Ａ 

(215025) 

クボタ ＴＳＦ２５０ 

(215026) 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40181 クボタ ＦＴ２２０ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 16.2kW{22PS}/2500rpm 

1.499L 

クボタ ＴＳＱ２４Ａ 

(215025) 

クボタ ＴＳＦ２５０ 

(215026) 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40182 クボタ ＦＴ２４０－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 17.7kW{24PS}/2600rpm 

1.499L 

クボタ ＴＳＱ２４Ａ 

(215025) 

クボタ ＴＳＦ３００ 

(215027) 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 



２ 

 

40183 クボタ ＦＴ２２０－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 16.2kW{22PS}/2500rpm 

1.499L 

クボタ ＴＳＱ２４Ａ 

(215025) 

クボタ ＴＳＦ３００ 

(215027) 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40184 三菱 Ｔ１５０１ 
三菱マヒンドラ農機株式会社 

島根県松江市東出雲町揖屋６６７番地１ 

４輪駆動 

機関 40.0kW{54PS}/2600rpm 

2.216L 

三菱 ＣＦＭ５５ 

(215029) 

三菱 ２ＦＭ５５ 

(215031) 

販売上の名称： 

ＧＭ５５０ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40185 三菱 Ｔ１５０２ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 36.4kW{50PS}/2600rpm 

2.216L 

三菱 ＣＦＭ５５ 

(215029) 

三菱 ２ＦＭ５５ 

(215031) 

販売上の名称： 

ＧＭ５００ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40186 三菱 Ｔ１５０３ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 33.5kW{46PS}/2600rpm 

2.216L 

三菱 ＣＦＭ５５ 

(215029) 

三菱 ２ＦＭ５５ 

(215031) 

販売上の名称： 

ＧＭ４５０ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40187 三菱 Ｔ１５０４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 18.4kW{25PS}/2500rpm 

1.500L 

三菱 ＣＦ３４０ 

(215028) 

三菱 ２Ｆ３４０Ａ 

      (215030) 

販売上の名称： 

ＧＯＥ２５ 

 

 

 

 

機種  野菜移植機（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） 

40188 ヤンマー Ｚ００４０ 
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 

機関 1.5kW｛2.1PS｝ 

慣行苗、ポット苗、その他土付き苗（ネギ） 

植付方式 開孔器式 

苗供給方式 半自動 

 

販売上の名称： 

ＰＨ２，ＮＨＤ 



３ 

 

 

 

 

機種  スピードスプレヤー（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） 

40189 ３Ｓ－ＦＳＣ１００１ＴＬＡ 
株式会社 ショーシン 

長野県須坂市小河原２１５６番地 

自走式（４輪４駆、４輪操舵） 

立木・棚作り兼用 

機関 25.3kW｛34PS｝ 

薬液タンク容量 1000L 

給水ポンプ付き 

キャビン付き 

 

販売上の名称： 

３Ｓ－ＦＳＣ１０００ＴＬＧ 

水準以上の安全装備： 

後進時後方確認モニター 

40190 ３Ｓ－ＦＳＣ６０１ＴＬＡ 上に同じ 

自走式（４輪４駆、４輪操舵） 

立木・棚作り兼用 

機関 25.3kW｛34PS｝ 

薬液タンク容量 600L 

給水ポンプ付き 

キャビン付き 

 

販売上の名称： 

３Ｓ－ＦＳＣ６００ＴＬＧ 

水準以上の安全装備： 

後進時後方確認モニター 

 

 

機種  コンバイン（普通型）（第１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） 

40191 ヰセキ Ｈ０９２ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

大豆・麦・そば用 乗用型  

刃幅 137.2㎝ 

機関 29.8kW｛40.5PS｝ 

ホッパ式 

そば・麦共通ＳＥＴ 

麦専用ＳＥＴ 

販売上の名称： 

ＨＣ４０３ 

40192 ヰセキ Ｈ０９２Ｇ 上に同じ 

大豆・麦・そば用 乗用型  

刃幅 137.2㎝ 

機関 29.8kW｛40.5PS｝ 

タンク式 

そば・麦共通ＳＥＴ 

麦専用ＳＥＴ 

販売上の名称： 

ＨＣ４０３Ｇ 



４ 

 

 

 

機種  その他機種（第６次分） 

 

１．人参ハーベスター 

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） 

40193 クボタ Ｖ１４０２ 
株式会社 クボタ 

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 

自走式バッグ収納型 

(ゴムクローラ） 

機関 14.7kW｛20PS｝ 

引抜条数 １条 

適応条間 15cm以上 

作業灯 
販売上の名称 

ＣＨ－１２００ＦＶＭ 

 

 


