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自然と共存するうえで欠かせない「草刈り」。広大な面積を効率よく作業するためには

最適な機種選定が重要です。WADO草刈機で快適な「草刈り」を。

乗用草刈機 BM21S /  Products
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検 索和同産業
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437,800（398,000）

437,800（398,000）

P i c k  u p  P r o d u c t
ピ ッ ク ア ッ プ 製 品

BM21S
MZ1210

20~65

20~65
（4段階）

乗用式草刈機 仕様

型　式
メーカー希望小売価格

税込〈消費税率10％〉
(    )内は税抜き価格

機体寸法 刈高さ 作業能力 機　関

全長
（mm）

全幅
（mm）

全高
（mm）

装備重量
（kg）

刈幅
（mm） （mm） （a/h） 最大出力

（kW/PS）
タンク容量

（ℓ）エンジン

1,328,800 2,830 1,445 930 459 1,200
1,4451,420 545 127 1,200

12.072~123 15.5/21.1 ※GX630（1,208,000）

382,800（348,000）

FS403
FS403G

4~7

肥料散布機 仕様

型　式
メーカー希望小売価格

税込〈消費税率10％〉
(    )内は税抜き価格

機体寸法 最大
散布距離

作業能力 機　関

全長
（mm）

全幅
（mm）

全高
（mm）

装備重量
（kg） （m） （a/h） 最大出力

（kW/PS）
タンク容量

（ℓ）エンジン

1,137 580 1,000 79
1,137 1,050 79

1.628~56 2.2/3.0GB101LN

4~7580 1.628~56 2.2/3.0GB101LN

自走式草刈機 仕様

型　式
メーカー希望小売価格

税込〈消費税率10％〉
(    )内は税抜き価格

機体寸法 刈高さ 作業能力 機　関

全長
（mm）

全幅
（mm）

全高
（mm）

装備重量
（kg）

刈幅
（mm） （mm） （a/h） 最大出力

（kW/PS）
タンク容量

（ℓ）エンジン

M708HST
M626
M707
VM620
VB600

292,600 1,615 730 895 110 620 0~70 3.615~22 4.6/6.3GB181
1,675 790 895 116 700 0~70 3.617~25 5.1/7.0 GB221
1,800 700 910 65 620 1.812~1918~70

（4段階）

25~65
（4段階）

3.2/4.4 ※GXV160H2
1,440 630 900 65 600 1.812~18 3.2/4.4 ※GXV160H2

（266,000）

377,300 1,700 790 970 110 700 0~70 3.631.5 5.1/7.0GB221（343,000）

338,800（308,000）

251,900（229,000）

282,700（257,000）

4

水田除草機 仕様

型　式
メーカー希望小売価格

税込〈消費税率10％〉
(    )内は税抜き価格

機体寸法 作業条数 作業能力 機　関

全長
（mm）

全幅
（mm）

全高
（mm）

装備重量
（kg）

条間
（mm） （条） （a/h） 最大出力

（kW/PS）
タンク容量

（ℓ）エンジン

2,050 1,340 1,230 124 300 0.7711 2.1/2.9※GX100
42,050 1,460 1,230 125 330 0.7712 2.1/2.9※GX100

481,800（438,000）

481,800（438,000）

RSJ-430T
RSJ-433T

-50~+180
+10~+225

豆刈機 仕様

オプション

型　式
メーカー希望小売価格

税込〈消費税率10％〉
(    )内は税抜き価格

機体寸法 作業条数 作業能力 機　関

全長
（mm）

全幅
（mm）

全高
（mm）

装備重量
（kg）

最大出力
（kW/PS）

タンク容量
（ℓ）エンジン

2,100 1,385 1,220 180 1 2.523 2.3/3.1GB131
2,100 1,385 1,315 220 1 2.523 2.3/3.1GB131

613,800（558,000）

679,800（618,000）

M1-GM
M1-GMH 高畝仕様

刈高さ

（mm）（条） （a/h）

草刈機 交換ナイフ

M708HST
M707
M626
VM620

35901-M91-000
35901-M40-100
35901-M04-002
35901-M04-002
35003-M05-000
35001-M05-001
35901-M05-102
35005-M05-000
35901-M81-000
35902-M81-000

ナイフ700
ナイフ700
ナイフ620
ナイフ620
ナイフ75 ASSY（1台セット）
ナイフ75 ASSY（片側）
ナイフ75
ボルトASSY
ナイフ700
ナイフ540

4,800
4,050
4,090
4,090
4,160
2,080

760
1,320
9,900
8,500

VB600

BM21S

型　式 部品番号 部品名 価格（税抜き）

乗用草刈機 オプション 

豆刈機  オプション

39300-G21-000
39400-G21-000
08002-G21-000
35902-G14-004
35903-G23-000

75,600
72,000

110,000
19,400
24,750

部品番号 価格（税抜き）
搬送用ベルトL（スポンジ）
搬送用ベルトR（スポンジ）
高畝装置ASSY
カッター12インチ
カッター14インチ

部品名

08006-M80-000

08002-M81-000

30,000

21,000

部品番号 価格（税抜き）
ステアリング減速キット

MZ1210用幅広安定輪キット

部品名

対象機体番号（170001～）※左記以外の機体番号の場合はお問い合わせください

水田除草機 オプション 

34800-P04-007
34907-P04-000

7,000
260

部品番号 価格（税抜き）
スクリューシャフト
ホースカラー

部品名

水田除草機 6条用アタッチメント 

08002-P07-000
08003-P07-000

61,000
61,000

部品番号 価格（税抜き）
RSJ-430T
RSJ-433T

対応機種

肥料散布機 オプション 

08004-L06-030 14,000
部品番号 価格（税抜き）

安定輪(1輪)ASSY

●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。●※SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。（参考価格）●価格は2020年4月1日現在の
ものです。●上記の仕様は改良のため変更することがあります。●オプションの取付けには、別途工賃がかかる場合がございます。詳しくはお買い求めいただいた販売店へお問い合わせください。●作業能力･最大散布距離は作業条件により異なります。
●本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

Facebookでは、新製品情報や
お知らせを配信しています。

YouTubeでは、製品の使い方や
プロモーションなどの動画を
ご覧いただけます。

マルチレバー 高性能な刈取作業部

運転席の左手に装備されたマルチレ
バー。刈取デッキと走行速度・前後を
片手で簡単に操作可能。

刈取デッキが左側に490mm移動可能
な電動オフセット機構を搭載。枝下な
どの草刈作業に効果的です。
さらに、二つの刈取ナイフの間をV型に
することで幹周りの草刈りも能率的に
行えます。 刈取部はローリング&フロ
ーティング機構を備え、圃場の凹凸に
追従し、刈跡がきれいに仕上がります。4WD×大径タイヤ

圃場を傷めにくい幅広大径ラグタイヤ
に伝統の4輪駆動で圧倒的な走破性
を実現。
リアステアリングで小回り性も良好。

1,200mmのワイドな刈幅

WADO 独 自 の 大 小 の 二 連 ナ イ フ
と デッキ内の空間バランスにより、
高能率な草の排出を実現。 
高強度ナイフを採用し、切れ味が持
続します。

乗用草刈機のオプションは裏面をご覧ください

オフセット

フローティングローリング

作業部のみ

MZ1210

BM21S
メーカー希望小売価格

¥1,328,800（税別 ¥1,208,000）

刈 幅

1200mm

駆動方式

4WD15.5kW 21.1PS

最大出力

乗用草刈機

製品別
オススメ草刈り面積

時間当たりの作業面積と
能力比較

ワイドな草刈りはもちろん、

オフセット機構で最強の枝下刈りを実現。

部品名

WADOなら
便利な草刈機が揃っています

3,000m
2

3,000m
2

10,000m
2

10,000m
2

10,455m2/h

1,850m2/h1,850m2/h

500m2/h500m2/h

30m2/h30m2/h

約2反歩約2反歩

約1町歩 約1町歩以上

約3反歩以上

1.6倍
手作業/鎌の

3.7倍
刈払機の

5.7倍
自走式草刈機の

刈取作業部を上げて
格納スペースを節約！

2,400ｍｍ

1,600mm

全長2,830mm

手作業 / 鎌

刈払機

自走式草刈機

乗用式草刈機

M626 M707 VM620M708HST

BM21S

ご連絡は長野営業所へお願い致します



自走式草刈機

M626
メーカー希望小売価格

¥292,600（税別 ¥266,000）

刈 幅

620mm

ホッパ容量

52 ℓ

4.6 kW 6.3 PS

最大出力

2.2 kW 3.0 PS

最大出力

自走式草刈機 / Products 肥料散布機 / Products 水田除草機・豆刈機 / Products

コンパクトなボディーで手軽に草刈り。

パワーと機能が充実したモデル。
肥料散布機
狭い畝間もスイスイ走行。

作物の根本に狙い撃ち散布。

水田除草機
独自開発のスクリューが条間・株間を除草、

掻き上げる水流で優れた抑草。

● バックギア搭載

● 軽量コンパクトで取り回しがラクラク
● フリー刃採用で遊休地の草刈りも最適

● 大型タイヤ装備

レバー１本で操作変速 作業に応じてハンドル調整

Eシフト変速搭載で、クラッチオンの
ままレバー 1本で変速が可能です。

枝下の草刈りなど、作業に応じて
ハンドルの高さ、左右のポジションを
ワンタッチで調整でき、無理のない姿
勢で作業可能です。

強制駆動式スクリューが条間と株間を同時に処理
優れた機能を備えた水田除草機

株間処理:左右から掻き上げる水流を発生
させ、根張りが未熟な雑草を浮かせます。
表土を動かすことで雑草の発芽を抑制し
ます。また、水を濁し太陽光を遮断するこ
とで抑草効果を高めます。

片側最大散布距離 散布範囲と距離・散布量の
細かい設定が可能

● 筋蒔きや散布範囲と距離・散布量の
    調整が細かく調整可能。

● 左右独立のシャッターで片側散布も。
    畑の隅でもムダ蒔きなく作業。

様々な肥料に対応

粒状、ペレット、砂状肥料など
幅広く対応。(散布肥料適否表参照)

組替え調整式タイヤトレッド

圃場の畝幅条件に合わせタイヤトレッドを
640mm･700mm･760mmの3段階
に組替え可能。安定性の高い3輪走行
です。

優れた刈刃構造で
スムーズ作業

刈刃チップソーは下持ち構造の為、
刈刃部に雑草などが絡みにくく、
スムーズな刈り取りができます。

M707
メーカー希望小売価格

¥338,800（税別 ¥308,000）

刈 幅

700mm 5.1kW 7.0 PS

最大出力

RSJ-430T
メーカー希望小売価格

¥481,800（税別 ¥438,000）

2.1kW 2.9 PS

最大出力

RSJ-433T
メーカー希望小売価格

¥481,800（税別 ¥438,000）

作業条数

4 条

条 間

300mm

2.1kW 2.9 PS

最大出力作業条数

4 条

条 間

330mm

豆刈機 収束タイプ

条まきの作物（大豆･小豆など）をしっかり収穫。

圃場に合わせてトレッド幅も変更可能。

M1-GM
メーカー希望小売価格

¥613,800（税別 ¥558,000）

刈取条数

1条刈 2.3kW 3.1PS

最大出力 刈取条数

1条刈 2.3kW 3.1PS

最大出力

M1-GMH
メーカー希望小売価格

¥679,800（税別 ¥618,000）

VB600
メーカー希望小売価格

¥282,700 （税別 ¥257,000）

刈 幅

600mm 3.2 kW 4.4 PS

最大出力

最高の小回りで狭い場所もスムーズ。

牧草の刈り取り、長く茂った遊休土地の草刈りにも。

草刈機交換用ナイフは裏面をご覧ください 水田除草機・豆刈機のオプションは裏面をご覧ください

● ハンドルの高さ自由自在
● ３輪走行の安定性と軽快な操作性を両立

VM620
メーカー希望小売価格

¥251,900（税別 ¥229,000）

刈 幅

620mm 3.2 kW 4.4 PS

最大出力

初めての方でもシンプルで使いやすい

スタンダードモデル。

FS403
メーカー希望小売価格

¥437,800（税別 ¥398,000）

m

最大散布距離

7

コンパクトなボディー・
方向転換が容易な安心設計

● 幅58cmのスリムでコンパクト。

● シングルクローラは土の上でも確実に
    グリップ。安定した走行と方向転換
    を実現。

● 無段変速HST搭載で作物に合わせた
　きめ細やかな車速調整が可能。

● ローリング機能による優れた追従性 

● 重心移動機構やHST無段変速機を装備し圃場に合わせた作業が可能 

● 圃場を痛めにくい軽量な車体重量
砂状肥料 4m

ペレット 6.5m

粒状肥料 7m

散布イメージ

耐久性と
メンテナンス性を両立

● スチールコード入りゴムクローラで、
    耐久性UP。

● 主要部位にステンレス、アルミを採用。
    お手入れ･耐腐食性に優れ、ホッパー内
    は水洗いOK。

● 残留肥料の回収に便利な排出口を装備。

散布量調整

散布方向切替
※FS403Gのみ作業クラッチ

主クラッチ

ペレット

砂 状

化成肥料･石灰

融雪剤

ペレット

ケイカル･ようりん

もみ殻･米ぬか（乾燥）

なたね油粕

パーク堆肥（含水）･牛ふん（含水）
豚ふん（含水）･鶏ふん（含水）

粒 状

その他

散布肥料適否表

※1

※2

※3

※4

※1 散布後は十分な清掃が必要です。

※2 ペレットの形状･大きさにより使用条件が
      異なります。

※3 本機の構造上、自重の軽い肥料は右側が
       多めに散布されます。

※4 含水量15%以下
       散布する肥料に応じて、撹拌羽の交換が必要
       です。散布肥料の詳細については、各営業所
       へお問い合わせください。

● 抑草

条間処理:カゴローラーで雑草を押し倒
し、 スクリューの回転で引っ掛け除草し
ます。

● 除草 (条間・株間)

除草イメージ

⬅進行方向

高畝仕様※

※通常仕様に比べてミッション下端部が10cm高くなります

ホッパ容量

52 ℓ 2.2 kW 3.0 PS

最大出力

FS403G
メーカー希望小売価格

¥437,800（税別 ¥398,000）

m

最大散布距離

7

⬆
進行方向

60°

120°

60° 右左

前方

FS403G FS403

FS403（前方120°と左右60°）
FS403G（左右60°のみ左右散布専用仕様）

FS403    58cm

FS403G 58.5cm

肥料排出口

M708HST おすすめポイント

走行ミッションにHST搭載

作業状況に応じて走行速度の無
段階調整を実現。
草が密集した場所の草刈りの際、
変速式ミッションでは作業負荷
でエンジンが停止してしまう様
な場面でも最適な速度調整でエ
ンジンを停止することなく作業
をすることが可能です。

ハンドル上下、
左右ワンタッチ調整

ハンドル上下・左右がレバー本で ワンタ
ッチ調整が可能に。 枝下刈りなど作業に
応じてハンドルの位置を調整して負担を軽
減します。

上下（高さ）：3段階（740mm～ 970mm）
左右（角度）：右側1段階（30度）
                        左側2段階（30度･60度）

M708HST
メーカー希望小売価格

¥377,300（税別 ¥343,000）

刈 幅

700mm 5.1kW 7.0 PS

最大出力

走行速度の無段階調整を実現。

安全で最適な作業ができる最新モデル。

「もう少し走行速度の調整を細かくできないか」

数多くのお客様の声によって生まれた、自走式草刈機。

走行速度は無段階調整、急発進など作業中の危険を最小限に抑える、

「走行部ＨＳＴ（ハイドロトランスミッション）」搭載。

どなたでも安全に作業ができる一台です。


