
大型草刈機

3軸合成値一覧表
機　　械　　種　　別 メーカー 型式 3軸合成値（m/s2）

刈　　　　払　　　　機

ハスクバーナゼノア BKZ3050DL（背負い式） 1.5
丸山製作所 MB327UT 4.7
丸山製作所 MB327U 4.7
スチール FS100 2.7

エ ン ジ ン カ ッ タ ー
新ダイワ ECD7500S-CD 7.9

ハスクバーナ K760 4.6

エ ン ジ ン チ ェ ン ソ ー
ハスクバーナ 345e 2.5
ハスクバーナ 445e 2.6

モ ー タ ー チ ェ ン ソ ー 日立工機 CS-35 4.9

バ イ ブ レ ー タ ー

三笠産業 MGX-28　1.0m 2.5
三笠産業 MGX-28　1.5m 2.5未満
三笠産業 MGX-32　1.0m　 2.5未満
日立工機 UV28M 16.4
マキタ VR251D 2.5未満

コテ型バイブレーター 三笠産業 MGZ-F100A 2.7

法面電直バイブレーター
三笠産業 MGZ-N410 2.8
三笠産業 MGZ-S800 2.7
エクセン E32D 2.5未満

マイコンバイブレーター

三笠産業 VH-32B 3.1
三笠産業 VH-42B 3.1
三笠産業 VH-52B 2.5未満
三笠産業 VNB-32B 2.5未満
三笠産業 VHB-42B 3.1
三笠産業 VHW-62A 4.1

高周波バイブレーター

三笠産業 FX-32B 2.7
三笠産業 FX-40B 3.3
三笠産業 FX-50B 4.7
三笠産業 FX-60B 4.9
エクセン HBM40AX 5.4

▲ブッシュカッタージョージ ▲草刈機まさお ▲乗用草刈機

メーカー 型式 機械コード 寸法　長×幅×高さ （㎜) 重量（㎏) 平均接地圧（㎏/㎠ ) 排気量（㏄) 燃料 定格出力（PS/rpm)
築水キャニコム CG430 18970 3,465×1,700×1,405 2,000 0.24 2,197 軽油 42.3/2,600

クローラ　接地長×幅（㎜) 刃物形式 刈幅（㎜) 刈刃枚数 刃物駆動方式 刃物回転方式 刈取スライド長（㎜) 刈高範囲（㎜) 刈刃外形（㎜)
1,345×320 ハンマーナイフ 1,545 80 HST 正・逆転切替 右500 0～320 410

■ブッシュカッタージョージ

メーカー 型式 機械コード 寸法
長×幅×高さ （㎜)

重量
（㎏) 駆動 最低地上高

（㎜)
排気量
（㏄) 燃料 最大出力

(PS/rpm)
作業効率
(㎡/h)

トランス
ミッション

速度
(㎞/h)

登坂能力
（度) 刃物形式 刈幅

（㎜）
刈高範囲

（㎜)

築水キャニコム CM221 18960 1,920×1,090×1,680 380 4WD 105 653 ガソリン 22/3,600 5,800～
10,900

HST
（無段変速） 0～10.9 15 フリーナイフ 1,000 20～100

（5段階）

■草刈機　まさお

メーカー 型式 機械コード
寸法

長×幅×高さ 
（㎜)

重量
（㎏) 駆動 排気量

（㏄) 燃料 最大出力
(PS/rpm) トランスミッション

速度
前進/後進

(㎞/h)
旋回半径
（㎜） ブレード数 刈幅（㎜） 刈高範囲

（㎜)

ジョンディア X320-48X 18980 1,829×978×1,092 256 2WD 675 ガソリン 22 HST（無段変速） 0～9.3/0～5.6 406 3 1,000 20～100
（5段階）

■乗用芝刈機

メーカー 型式 機械コード
寸法

長×幅×高さ 
（㎜)

重量
（㎏)

排気量
（㏄) 燃料 最大出力

(PS/rpm) 速度(㎞/h) 速度(㎞/h) 能率（a/h） 刈幅
（㎜）

刈高範囲
（㎜)

バロネス GM64A-M 18950 1,830×970×990 148 296 ガソリン 10/3,600 前進　1速/2速/3速/4速
1.9/3.1/4.3/7.0

後進　1速/2速
1.3/2.1

1速/2速/3速/4速
8/13/18/30 630 20～90

バロネス GM530
（グラスパック付） 18950 1,810×580×1,260 53 163 ガソリン 4.4/3,600 低速/2.9 高速/4.3 4.3㎞/h×作業幅×0.8

程度時/1,823㎡ 530 15/26/37/47/
57/67/77

■自走式刈払機

68 詳しくは、http://www.hsk-rental.co.jp/をご覧ください。


