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(別紙） 

平成23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） 

36099 Ｆ９３６ＶＡＲＩＯＳ３Ｂ 
エム・エス・ケー農業機械株式会社 

東京都豊島区西池袋3丁目27番地12号 

４輪駆動 

機関263kW{358PS}/2000rpm 

7.754L 

装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ  （合格番号） 

ＦＥＮＤＴ ９３１．８１２ （211021） 
 

36100 Ｆ９３３ＶＡＲＩＯＳ３Ｂ 上に同じ 

４輪駆動 

機関239kW{325PS}/2000rpm 

7.754L 

ＦＥＮＤＴ ９３１．８１２ （211021）  

36101 ヤンマー Ｔ００１２ 
ヤンマー株式会社 

大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 

半装軌式 

機関39.0kW{53PS}/2300rpm 

3.318L 

ヤンマー ＫＱ５５０Ｂ （211022） 

ヤンマー ＳＦ５０２Ａ （211024） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＥＧ４５３Ｊ 

36102 ヤンマー Ｔ００１１ 上に同じ 

半装軌式 

機関33.1kW{45PS}/2800rpm 

2.189L 

ヤンマー ＫＱ５５０Ｂ （211022） 
販売上の名称： 

ヤンマー ＥＧ４４５Ｊ 

36103 ヤンマー Ｔ００１０ 上に同じ 

半装軌式 

機関27.2kW{37PS}/2600rpm 

2.189L 

ヤンマー ＫＱ５５０Ｂ （211022） 

ヤンマー ＳＦ５０２Ａ （211024） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＥＧ４３７Ｊ 

36104 ヤンマー Ｔ０００９ 上に同じ 

半装軌式 

機関25.0kW{34PS}/2800rpm 

1.642L 

ヤンマー ＫＱ５５０Ｂ （211022） 

ヤンマー ＳＦ４１２Ａ （211023） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＥＧ３３４ 

36105 ヤンマー Ｔ０００８ 上に同じ 

半装軌式 

機関20.6kW{28PS}/2600rpm 

1.642L 

ヤンマー ＫＱ５５０Ｂ （211022） 

ヤンマー ＳＦ４１２Ａ （211023） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＥＧ３２８ 
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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） 

36106 ヰセキ Ｋ０３９ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

管理専用機 

機関2.2kW｛3.0PS｝、 

ガソリン 

リコイルスタータ 

ローター（耕うん・中耕用、 

耕幅36・67㎝）、 

ローター（耕うん・中耕用、 

耕幅35・75㎝） 

販売上の名称： 

ヰセキ ＫＭ４７－ＦＢＤ 

ヰセキ ＫＭ４７－ＦＢＭ 

ヰセキ ＫＭ３７－ＦＢ 

  （2.2PS仕様） 

36107 ホンダＦ５０２ 
本田技研工業株式会社 

東京都港区南青山２丁目１番１号 

管理専用機 

機関2.9kW｛3.9PS｝、 

ガソリン 

リコイルスタータ 

ローター（耕うん用、耕幅35・63㎝）、 

ローター（耕うん用、耕幅89㎝）、 

ローター（耕うん用、耕幅63㎝）、 

ローター（中耕・除草用、耕幅64㎝）、 

ローター（中耕・除草用、耕幅80㎝） 

 

 

 

 

機種  コンバイン（自脱型）（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） 

36108 ヤンマー Ｃ０００１ 
ヤンマー株式会社 

大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 

乗用型 ３条 

刃幅 115cm 

機関 25.0kW{34PS} 

タンク式 

ディスク形カッタ 

（ヤンマー ＹＳＣ４３４Ｍ） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＡＥ３３４ 

ヤンマー ＡＥ３３０ 

（30PS仕様） 

36109 ヤンマー Ｃ０００２ 上に同じ 

乗用型 ４条 

刃幅 145cm 

機関 25.0kW{34PS} 

タンク式 

ディスク形カッタ 

（ヤンマー ＹＳＣ４３４Ｍ） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＡＥ４３４ 

36110 ヤンマー Ｃ０００３ 上に同じ 

乗用型 ４条 

刃幅 145cm 

機関 28.3kW{38.5PS} 

タンク式 

ディスク形カッタ 

（ヤンマー ＹＳＣ４３９Ｍ） 

販売上の名称： 

ヤンマー ＡＥ４３９ 
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機種  乾燥機（穀物用循環型）（第３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） 

36111 ヰセキ Ｇ０６３ 
井関農機株式会社 
愛媛県松山市馬木町７００番地 

最大呼称もみ張込量 4.5トン 

遠赤外線熱風併用方式 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ４５Ｈ 

36112 ヰセキ Ｇ０６４ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 4.0トン 

遠赤外線熱風併用方式 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ４０Ｈ 

36113 ヰセキ Ｇ０６５ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 3.5トン 

遠赤外線熱風併用方式 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ３５Ｈ 

36114 ヰセキ Ｇ０６６ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 3.0トン 

遠赤外線熱風併用方式 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ３０Ｈ 

36115 ヰセキ Ｇ０６７ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.5トン 

遠赤外線熱風併用方式 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ２５Ｈ 

36116 ヰセキ Ｇ０６８ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 3.5トン 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ３５Ｄ 

36117 ヰセキ Ｇ０６９ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 3.0トン 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ３０Ｄ 

36118 ヰセキ Ｇ０７０ 上に同じ 

最大呼称もみ張込量 2.5トン 

ロータリータイプバーナー、斜流式ファン 

自動水分検出・乾燥停止装置付き 

排出スロワ 
フロントホッパ 
エレベータホッパ 

販売上の名称： 

ヰセキ ＧＭＬ２５Ｄ 
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平成23年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械 

 

 

機種  自動脱穀機 

 

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） 

717008/10 ヰセキ ＨＭＧ６００ 
井関農機株式会社 

愛媛県松山市馬木町７００番地 

自走式（歩行型） 

機関 4.1kW{5.6PS} 
 

販売上の名称： 

ヰセキ ＨＭＧ８３ 

717009/10 ヰセキ ＨＭＧ４５０ 上に同じ 
自走式（歩行型） 

機関 3.1kW{4.2PS} 
 

販売上の名称： 

ヰセキ ＨＭＧ７３ 

1117005/10 ヰセキ ＨＭＧ３００ 上に同じ 
自走式（歩行型） 

機関 2.8kW{3.8PS} 
 

販売上の名称： 

ヰセキ ＨＭＧ５３ 

 

 


