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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 
 

機機種  農用トラクター（乗用型）（第５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） 

40125 ヰセキ Ｔ１６６４ 
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 25.0kW{34PS}/2600rpm 

1.662L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ     （合格番号） 

ヰセキ ＳＦ４２１    (215016) 

ヰセキ ＳＣ１７３    (215014) 

販売上の名称 

  ＮＴＡ３４３、 

ＮＴ３４３ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40126 ヰセキ Ｔ１６７４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 22.8kW{31PS}/2600rpm 

1.662L 

ヰセキ ＳＦ４２１    (215016) 

ヰセキ ＳＣ１７３    (215014) 

販売上の名称 

  ＮＴＡ３１３、 

ＮＴ３１３ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40127 ヰセキ Ｔ１６８４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 20.6kW{28PS}/2600rpm 

1.662L 

ヰセキ ＳＦ４２１    (215016) 

ヰセキ ＳＣ１７３    (215014) 

販売上の名称 

  ＮＴＡ２８３、 

ＮＴ２８３ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40128 ヰセキ Ｔ１６６４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関 25.0kW{34PS}/2600rpm 

1.662L 

ヰセキ ＳＣ１７３Ｃ  (215015) 

販売上の名称 

  ＮＴＡ３４３Ｃ、 

ＮＴ３４３Ｃ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40129 ヰセキ Ｔ１６７４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関 22.8kW{31PS}/2600rpm 

1.662L 

ヰセキ ＳＣ１７３Ｃ  (215015) 

販売上の名称 

  ＮＴ３１３Ｃ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40130 ヰセキ Ｔ１６８４Ｃ 上に同じ 

半装軌式 

機関 20.6kW{28PS}/2600rpm 

1.662L 

ヰセキ ＳＣ１７３Ｃ  (215015) 

販売上の名称 

  ＮＴＡ２８３Ｃ 

水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 
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40131 クボタ ＭＲ７０ 
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 51.5kW{70PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40132 クボタ ＭＲ６５ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 47.8kW{65PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40133 クボタ ＭＲ６０ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 44.1kW{60PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40134 クボタ ＭＲ７０－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 51.5kW{70PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40135 クボタ ＭＲ６５－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 47.8kW{65PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40136 クボタ ＭＲ６０－ＰＣ 上に同じ 

半装軌式 

機関 44.1kW{60PS}/2600rpm 

3.331L 

クボタ ＩＣ９７ＭＲ  (215017) 
水準以上の安全装備： 

片ブレーキ防止装置 

40137 ＶＡＬＴＲＡ Ｓ２９４ 
中西商事株式会社 

兵庫県神戸市兵庫区西宮内町２番３６号 

４輪駆動 

機関 217kW{295PS}/2100rpm 

8.400L 

ＡＧＣＯ ８０３３Ｑ３ 

(215019) 

水準以上の安全装備： 

シートスイッチ 

40138 ＶＡＬＴＲＡ Ｎ１１３ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 91.2kW{124PS}/2000rpm 

4.400L 

ＶＡＬＴＲＡ Ｔ８８８ＭＣＳ

(215018) 

水準以上の安全装備： 

シートスイッチ 

40139 ＶＡＬＴＲＡ Ｎ１０３．４ 上に同じ 

４輪駆動 

機関 82.6kW{111PS}/2000rpm 

4.400L 

ＶＡＬＴＲＡ Ｔ８８８ＭＣＳ

(215018) 

水準以上の安全装備： 

シートスイッチ 
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機種  田植機（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） 

40140 ヰセキ Ｐ０７９４ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

乗用型４条植 

機関 3.2kW｛4.4PS｝ 

マット苗 

クランク式植付機構 

条間 30cm     （注） 

 
販売上の名称： 

ＰＱＺ４５Ｋ 

40141 ヰセキ Ｐ０８０４ 上に同じ 

乗用型４条植 

機関 3.2kW｛4.4PS｝ 

マット苗 

クランク式植付機構 

条間 30cm     （注） 

施肥機（粒状肥料用） 
販売上の名称： 

ＰＱＺ４５Ｋ 

40142 ヰセキ Ｐ０８１４ 上に同じ 

乗用型４条植 

機関 3.2kW｛4.4PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

 
販売上の名称： 

ＰＱＺ４５ 

40143 ヰセキ Ｐ０８２４ 上に同じ 

乗用型４条植 

機関 5.5kW｛7.5PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

施肥機（粒状肥料用） 
販売上の名称： 

ＰＱＺ４５ 

40144 ヰセキ Ｐ０８３５ 上に同じ 

乗用型５条植 

機関 5.5kW｛7.5PS｝ 

マット苗 

回転式植付機構 

条間 30cm 

施肥機（粒状肥料用） 
販売上の名称： 

ＰＱＺ５５ 

（注）「40140：ヰセキ Ｐ０７９４」と「40141：ヰセキ Ｐ０８０４」の主要な差は、枕地整地ロータの有無および後車軸の懸架方式であり、前者は枕地整地ロータが無く、後車軸が固定 

式であるのに対し、後者は枕地整地ロータがあり、後車軸が独立式である。 
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機種  スピードスプレヤー（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） 

40145 ＳＳＡ－Ｖ１０２２ＣＬ 
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 

自走式（４輪４駆、４輪操舵） 

立木用 

機関 46.0kW｛62.5PS｝ 

薬液タンク容量 1000L 

給水ポンプ付き 

キャビン付き 

 
水準以上の安全装備： 

後進時後方確認モニター 

 

 

 

機種  ケーンハーベスター（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） 

40146 ウオタニ ＵＴ－２００－Ｋ（６） 
魚谷鉄工株式会社 

奈良県五條市犬飼町３５番地 

自走式（ゴムパッド付き鉄クローラ） 

さい断式 

機関 140kW｛190PS｝ 

全油圧駆動 

バッグ収納式（自動荷下ろし装置付き） 

キャビン付き 

 
販売上の名称： 

ウオタニ ＵＴ－２００－Ｋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


