
安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ　（カルチベータ）
NCK-5、ADK-5、NJK-5
NSK-5、NMK-5
NAK-5
NMK-7、NMK-9

2
3
4
5



作業用附属装置の名称 作業用附属装置の型式 農耕トラクタ
製作等事業者名 販売型式名 車両型式名 備考 組合わせ可否 確認日

YT228J、232J
YT330(A)J
YT333(A)J
YT338(A)J
YT345(A)J
YT352(A)J

ヤンマー　YDM-S0019
ヤンマー　YDM-S0009
ヤンマー　YDM-S0010
ヤンマー　YDM-S0011
ヤンマー　YDM-S0012
ヤンマー　YDM-S0013

YT357(A)J
YT463、470
YT460A、465A、472A
YT490、5101、5113
YT488A～5113A

ヤンマー　YDM-S0020
ヤンマー　YDN-S0001
ヤンマー　YDN-S0033
ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023

EF326J、328J
EF330V、334V
EF338V、342V
US301
US361

ヤンマー　SA-28FB
ヤンマー　SA-34FA
ヤンマー　SA-42FA
ヤンマー　SA-30E
ヤンマー　SA-36B

US401
US451
US501
US551,601

ヤンマー　SA-40J
ヤンマー　SB-45J
ヤンマー　SB-50J
ヤンマー　SB-60J

EG48、53
EG58、65
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　KDN-53J
ヤンマー　KDN-65J
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラク
タと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名 2020年04月15日現在
日農機製工（株）

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

NCK-5
ADK-5
NJK-5

ヤンマーアグリ（株）

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NCK-5：380kg以下
　ADK-5：300kg以下
　NJK-5：475kg以下
（選択装備品を含む）

○ 2020/04/15カルチベーター
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作業用附属装置の名称 作業用附属装置の型式 農耕トラクタ
製作等事業者名 販売型式名 車両型式名 備考 組合わせ可否 確認日

YT338J
YT345J
YT352J
YT357J
YT463、470
YT460A、465A、472A

ヤンマー　YDM-S0011
ヤンマー　YDM-S0012
ヤンマー　YDM-S0013
ヤンマー　YDM-S0020
ヤンマー　YDN-S0001
ヤンマー　YDN-S0033

YT490、5101、5113
YT488A～5113A
EF338V、EF342V

ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023
ヤンマー　SA-42FA

US361J
US401
US451
US501
US551,601

ヤンマー　SA-30E
ヤンマー　SA-40J
ヤンマー　SB-45J
ヤンマー　SB-50J
ヤンマー　SB-60J

EG48、53
EG58、65
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　KDN-53J
ヤンマー　KDN-65J
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラク
タと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名 2020年04月15日現在
日農機製工（株）

2020/04/15

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

ヤンマーアグリ（株）
NSK-5
NMK-5

カルチベーター

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NSK-5：480kg以下
　NMK-5：625kg以下
（選択装備品を含む）

○
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作業用附属装置の名称 作業用附属装置の型式 農耕トラクタ
製作等事業者名 販売型式名 車両型式名 備考 組合わせ可否 確認日

YT345(A)
YT352(A)J
YT357(A)J
US451

ヤンマー　YDM-S0012
ヤンマー　YDM-S0013
ヤンマー　YDM-S0020
ヤンマー　SB-45J

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NAK-5：540ｋｇ以下
　（標準装備での重量）

○ 2020/04/15

YT463、470
YT460A、465A、472A
YT490、5101、5113
YT488A～5113A

ヤンマー　YDN-S0001
ヤンマー　YDN-S0033
ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023

US501
US551、601
EG48、53
EG58、65
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　SB-50J
ヤンマー　SB-60J
ヤンマー　KDN-53J
ヤンマー　KDN-65J
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

日農機製工（株）

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラク
タと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名 2020年04月15日現在

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

NAK-5 ヤンマーアグリ（株）

○

カルチベーター

2020/04/15

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NAK-5：725ｋｇ以下
　（選択装備品を含む）
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作業用附属装置の名称 作業用附属装置の型式 農耕トラクタ
製作等事業者名 販売型式名 車両型式名 備考 組合わせ可否 確認日

YT345(A)J
YT352(A)J
YT357(A)J
YT463、470
YT460A、465A、472A

ヤンマー　YDM-S0012
ヤンマー　YDM-S0013
ヤンマー　YDM-S0020
ヤンマー　YDN-S0001
ヤンマー　YDN-S0033

YT490、5101、5113
YT488A～5113A
US451
US501
US551,601

ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023
ヤンマー　SB-45J
ヤンマー　SB-50J
ヤンマー　SB-60J

EG48、53
EG58、65
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　KDN-53J
ヤンマー　KDN-65J
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

YT470
YT472A
YT490、5101、5113
YT488A～5113A
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　YDN-S0001
ヤンマー　YDN-S0033
ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NMK-9：955ｋｇ以下
（標準装備時の重量）

○ 2020/04/15

デルタ仕様の場合のみ
YT472AD
YT490
YT488A、498A
EG76、83
EG97、105

ヤンマー　YDN-S0033
ヤンマー　WDR-S0002
ヤンマー　YDR-S0023
ヤンマー　KDP-83B
ヤンマー　EDR-105B

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NMK-9：1300ｋｇ以下
（選択装備品を含む）

○ 2020/04/15

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ
（道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第８条第１項第４号、第８６条第１項第４号、第１６４条第１項第４号に適合する農耕トラク
タと農作業機の組合せについて）

作業用附属装置の製作等事業者名 2020年04月15日現在
日農機製工（株）

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

作業機地上高さ200ｍｍ

作業機の重量は
　NMK-7：810ｋｇ以下
（選択装備品を含む）

○ 2020/04/15NMK-7 ヤンマーアグリ（株）

NMK-9 ヤンマーアグリ（株）

カルチベーター
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