
公道走行対応セット《直装・けん引対応》

交通違反の取締対象となりますので、製品をトラクタに取り付けて公道を走行する場合は、アタッチメント（別売）の「公道走行対応セット」を取り付けてください。
公道走行時の全幅が 1.7m以上 となる場合は、大型特殊自動車免許（農耕車限定含む）が必要となります。　公道走行時の全幅が 2.5m以上 となる場合は、「特殊車両通行許可」の申請が必要となります。
けん引式作業機を取り付けたトラクタで公道を走行する場合は、大型特殊免許（農耕車限定含む）の他に、けん引免許（農耕車限定含む）が必要です。

ご注意

作業機を装着した農耕用トラクタの
公道走行が法的に認められました

が
法令に準じた装備を行わないと

交通違反の

取締対象となります

New
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標識 セット
制限標識

制限速度標識（製品用・キャビン内用）

専用取付ブラケット

コンビライト2 セット
LEDコンビライト2

（後退灯&反射器）

ケーブル・ハーネスキット

反射ステッカー

専用取付ブラケット

標識セット1

希望小売価格 ¥10,700（税別）
 ¥11,770（税込）
※専用取付ブラケットは製品型式で異なります

希望小売価格 ¥47,700（税別）
 ¥52,470（税込）
※専用取付ブラケットは製品型式で異なります

小糸製作所製のLEDランプを
独占採用

すべての灯火器
に、自動車を含め
た輸送機器用照
明で世界トップ
シェアの㈱小糸製
作所から独占供給
を受けたLEDラン
プを採用。改訂さ
れた道交法の「昼
間に100m後方か

ら確認できること」という基準を難なくクリア。購
入後一年間のメーカー保証付で安心して装着で
きます。

専用DCコンバータを独自開発
高輝度で耐久性に優れる「LEDコンビライト4」に
合わせた専用DCコンバータを開発。内部にウレ
タン樹脂を充填することで、農作業の過酷な環
境に対応。電圧を安定させ、外部ノイズも遮断し
ますので光量不足や発光不良を軽減します。本
体には専用の24V出力と合わせて12Vの出力も
備えていますので、他社製品の接続も可能です。

製品ごとの専用取付ブラケットを用意
プレートやランプの
取り付けは、機種ごと
に設計された専用の
取付ブラケットをセッ
ト。道路運送車両法
の保安基準に準じた
ボルト固定式を採用
しています。

プラソイラ J451BE用の装着例

溝掘り機 D15BB用の装着例

スタブルカルチ C196EK用の装着例

プラソイラ J805BE用の装着例

機種ごとの専用ブラケットもセット。
お買い求め頂いたその日から
改訂された道交法をクリアできます。

公道走行対応セット《直装・けん引対応》
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コンビライト4 セット
LEDコンビライト4

（後退灯／反射器／方向指示灯／尾灯・制動灯）

ケーブル・ハーネスキット

専用DCコンバータ

反射ステッカー

専用取付ブラケット

標識セット

コンビライト4＋ セット
LEDコンビライト4

（後退灯／反射器／方向指示灯／尾灯・制動灯）

ケーブル・ハーネスキット

専用DCコンバータ

反射ステッカー

ゼブラプレート

全幅標識　

専用取付ブラケット

標識セット

希望小売価格 ¥147,700（税別）
 ¥162,470（税込）
※専用取付ブラケットは製品型式で異なります

希望小売価格 ¥166,700（税別）
 ¥183,370（税込）
●リバーシブルプラウ専用
希望小売価格 ¥226,500（税別）
 ¥249,150（税込）
※専用取付ブラケットは製品型式で異なります

5
コンビライト5 セット
LEDコンビライト4

（後退灯／反射器／方向指示灯／尾灯・制動灯）

車幅灯／前部反射器

ケーブル・ハーネスキット

専用DCコンバータ

反射ステッカー

ゼブラプレート

セーフティチェーン

トラクタ用制限速度標識

全幅標識　

専用取付ブラケット

標識セット

希望小売価格 ¥238,500（税別）
 ¥262,350（税込）
※専用取付ブラケットは製品型式で異なります

レベラーL50A用の装着例

M451AB（別売ステップ付）用の装着例 リバーシブルプラウ R205CQB用の装着例

リバーシブルプラウ R205CQB用の装着例

スタブルカルチ C255FJ用の装着例

けん引式レベラー L41Sシリーズ用の装着例

製品別の適合は、
次ページをご覧ください。
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＊写真及び仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 ＊掲載写真、記事をスガノ農機の許可なく転載・複写・その他の複製をすることを禁じます。
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 セット セット

  溝掘り機 D15BB ●    

 D20BB・D25BB・D25CA  ●   

 D35AB・D35CB   ●  

  埋設機 M451AB・M551BB   ●  

  サブソイラ S451C・S501E ●    

 S452E・S50＊シリーズ・60＊シリーズ  ●   

 S60＊F/H・S805D  ●  ○*¹ 

  ハーフソイラ H60＊B/D・H50＊シリーズ  ●   

 H60＊F/H・H805D  ●  ○*¹ 

  コンビソイラ 全型式    ● 

  プラソイラ J451AE・J451BE ●    

 J452/3シリーズ・J502/3シリーズ・J602/3シリーズ  ●   

 J505＊E   ●  

 J805＊E  ●  ○*¹ 

  サイドカッター 全型式 ●    

  ヘビーカルチ 全型式    ● 

  スタブルカルチ C165シリーズ・C196＊K/M/I/O/L/J  ●   

 C228/25＊/2810/3110/3412/3712シリーズ    ● 

   チゼルプラウ B153AA ●    

 B259AB    ● 

  リバーシブルプラウ 全型式     ●*²

  ワンウェイプラウ P141HJB ●    

 P141/142/161＊FB・P161RLB・P162＊BB・P201/202＊HB・P12＊CMB  ●   

 P163＊BB・P203＊HBシリーズ    ● 

  ミックスロータリー 全型式    ● 

  カットロータリー 全型式    ● 

  フロンティア F30G・F30D    ●*² 

  バーチカルハロー V19/21/23シリーズ ●    

 V25/30/36/40/46/50シリーズ    ● 

  タインローラ 全型式    ● 

  スプリングハロー T157NB ●    

 T5048BC・T4030BC   ●  

 T2520AA・BA    ● 

  ブレイクハロー T155ND ●

 T259AD・T2516DD・T3020DD    ● 

  レベラー L32P/L41S/L50S【けん引】      ●

 L30シリーズ  ●   

 L40/50シリーズ   ●  

  施肥機 全製品    ● 

  播種機 全製品    ● 

  ケンブリッヂローラー A24AC  ●   

 A30AC    ●

 A43AB・EB/A63AB・EB【けん引】      ● 

  根切り培土機 MRSC2  ●   

＊1）アタッチメントのローラを装着した場合。＊2）型式により、一部セット内容が異なります。※記載されていない型式については、お問い合わせください。

●公道走行対応セット適合表
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