
                                                                    （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（歩行型）（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） 

40094 クボタＦＴＲ７０ 
関東農機株式会社 

栃木県小山市横倉新田４９３ 

管理専用機、機関 3.0kW｛4.1PS｝ 

ガソリン、リコイルスタータ 

ロータリ(耕うん用、耕幅 60cm) 

ロータリ(耕うん用、耕幅 50cm) 
 

40095 クボタＦＴＲ９０ 上に同じ 
管理専用機、機関 4.4kW｛6.0PS｝ 

ガソリン、リコイルスタータ 
ロータリ(耕うん用、耕幅 60cm)  

40096 クボタＦＴＮ８００ 上に同じ 
管理専用機、機関 3.7kW｛5.1PS｝ 

ガソリン、リコイルスタータ 

ロータリ(耕うん用、耕幅 26・30cm) 

ロータリ(耕うん用、耕幅 19cm) 
 

 

機種  野菜移植機（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） 

40097 ヰセキ ＰＶＤ１ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

歩行型１条植 

機関 1.6kW｛2.2PS｝ 

ポット苗（ネギ） 

植付方式 開孔器式 

苗供給方式 自動 

 

販売上の名称： 

ＰＶＤ１－Ｎ 

40098 みのる ＶＯＣ－４ 
みのる産業株式会社 

岡山県赤磐市下市４４７番地 

歩行型４条植 

機関 1.5kW｛2.0PS｝ 

ポット苗（タマネギ） 

植付方式 ディスク式 

苗供給方式 自動 

 

 

 

 

 



２ 

 

機種  動力噴霧機（走行式）（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） 

40099 ＢＳＭ－１６７０ＳＬＴ 
株式会社 丸山製作所 

東京都千代田区内神田三丁目４番１５号 

とう載式 

ブームノズル（散布幅：15.9m） 

スライド式片ブーム（旋回装置付） 

薬液タンク容量 1,600Ｌ 

適応トラクター質量 4,600kg以上 

散布幅 18m仕様 

販売上の名称： 

ＢＳＭ－１６７０ＳＬＴ (18)  

（散布幅 18m仕様） 

40100 ＢＳＭ－１２７０ＳＬＴ 上に同じ 

とう載式 

ブームノズル（散布幅：15.9m） 

スライド式片ブーム（旋回装置付） 

薬液タンク容量 1,200Ｌ 

適応トラクター質量 4,000kg以上 

散布幅 18m仕様 

販売上の名称： 

ＢＳＭ－１２７０ＳＬＴ (18) 

（散布幅 18m仕様） 

40101 ＢＳＭ－１０７０ＳＬＴ 上に同じ 

とう載式 

ブームノズル（散布幅：15.9m） 

スライド式片ブーム（旋回装置付） 

薬液タンク容量 1,000Ｌ 

適応トラクター質量 3,600kg以上 

散布幅 18m仕様 

販売上の名称： 

ＢＳＭ－１０７０ＳＬＴ (18) 

（散布幅 18m仕様） 

 

  



３ 

 

機種  動力刈取機（刈払型）（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） 

40102 日立工機  ＣＧ２３ＥＣＰ ＡＳ 
日立工機株式会社 

東京都港区港南二丁目１５番１号 

肩掛型、両手ハンドル 

機関 0.7kW{0.95PS}、22.5mL 

２サイクル 

チップソー 

（36枚刃、型式 0060-0573、直径 230mm） 

保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1） 

販売上の名称: 

日立工機 

ＣＧ２３ＥＣＰ (ＡＳ) 

40103 日立工機  ＣＧ２３ＥＣＰ Ａ 上に同じ 

肩掛型、両手ハンドル 

機関 0.7kW{0.95PS}、22.5mL 

２サイクル 

チップソー 

（36枚刃、型式 0060-0573、直径 230mm） 

保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1） 

販売上の名称: 

日立工機 

ＣＧ２３ＥＣＰ (Ａ) 

40104 日立工機  ＣＧ２５ＥＵＡＰ Ａ 上に同じ 

肩掛型、両手ハンドル 

機関 0.81kW{1.1PS}、25.0mL 

４サイクル 

チップソー 

（36枚刃、型式 0060-0573、型式 0069-

9122、直径 230mm） 

保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1） 

販売上の名称: 

日立工機 

ＣＧ２５ＥＵＡＰ (Ａ) 

（注）「40102：日立工機 ＣＧ２３ＥＣＰ ＡＳ」と「40103：日立工機 ＣＧ２３ＥＣＰ Ａ」の違いはリコイルサポート機能の有無であり、前者には搭載されているが後者には搭載されて

いない。



４ 

 

 

機種  その他機種（第３次分） 

 

 １．ねぎ収穫機 

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） 

40105 ヤンマー Ｚ００３１ 
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 

自走式 (ゴムクローラ） 

機関 3.4kW｛4.6PS｝ 

引抜条数 １条 

適応条間 75cm以上 

 

販売上の名称 

ヤンマー ＨＬ１ 

 

 

 

２. 枝豆収穫機 

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） 

40106 ヰセキ ＶＨＥ１０ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

機関 1.9kW｛2.6PS｝ガソリン 

リコイルスタータ 

前進３段、後進１段 

 
販売上の名称： 

ＶＨＥ１０ 

 

 


