
高速局所施肥機をご使用になる前に

ます。このためイラストなどの一部が本製品と一致しないことがありますのであらか

なお、本製品は安全対策や、機能向上のため使用部品の一部変更を行う場合があり

本製品を貸与または譲渡なさる場合は、この取扱説明書を必ず添付してお渡し下さい。

当社製品を安全かつ正しく快適にお使いいただくために、必ず本取扱説明書をお読み

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるもの

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを

印付きの下記マークは、安全上、お客様にかかわる重要な項目です。

その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。

野菜用の高速局所施肥機

下さい。誤った使用方法は事故をひきおこす恐れがあります。

お読みになったあとも必ず、製品と共に保管して下さい。

必ず、お守り下さい。

を示します。

示します。

じめご了承下さい。

注意

警告

危険

KUT-345-GP,KUT-360-GP

取扱説明書

施肥部
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ことを確認して下さい。

各取付部のボルトがゆるんでいると、施肥機が

脱落し、事故をまねく恐れがあります。

ご使用になる時は、毎回必ず各部ボルトのゆるみがない

バランスを損ない、転落事故をおこす恐れがあります。

特に、畦などの段差を乗り越える際には、トラクタ本体の

施肥機の各取付部のボルトは確実に締める

施肥機を急激に上昇させない

【守らないと】

警告

【守らないと】

警告

施肥機装着後のトラクタの運転は慎重にする

安全に作業をするために

警告

■

の高温になる部分には触れないようにする

ショートして、火傷や火災事故をひき起こす恐れがあります。

ショートして、火傷や火災事故をひき起こす恐れがあります。

電源コードの取付けは、トラクタの舵取り機構など

動く箇所に巻き込まれないようにする

【守らないと】

【守らないと】

注意

ホッパー内に肥料が入った状態で、施肥機を急に上げ

ると、ホッパーが破損して肥料をかぶる恐れがあります。

に、ぶつからない事を散布作業前に確認する

施肥機を上げた状態で、ホッパー等がトラクタ

ホッパーが破損して肥料をかぶる恐れがあります。

電源コードの取付けは、トラクタのエンジンやマフラーなど

【守らないと】

【守らないと】

注意

注意

干渉してリアウインドを破損する恐れがあります。

リアウインドを開けた状態で、施肥機を

上下させない

【守らないと】

注意

- ２ -



事故をおこす恐れがあります。

バッテリーへの接続は正しい手順で行う

バッテリーへの接続は＋側を先に接続する。

ショートして、火傷や火災事故をひき起こす恐れがあります。

注意

【守らないと】

道路運送車両法に違反します。

一般の公道を走行するときは、施肥機を取り外して下さい。

施肥機を装着したトラクタで一般道路を走行しない注意

【守らないと】

施肥機の取付け、取り外しは平らな所で行う注意

【守らないと】

ような服装で行って下さい。

モーターカバーを外して使用しない

肥料を吸引すると健康を損なう恐れがあります。

機械に巻き込まれたりしてケガをする恐れがあります。

【守らないと】

注意

【守らないと】

繰り出しロールの掃除などを行う時には、必ず
コネクタを外してから行って下さい。

施肥機を使用する時は、防塵マスクなどを身に付ける

特に、ホッパーへ肥料を投入する際には肥料の吸引を避けられる

機械が急に動き出したりしてケガをする恐れがあります。

注意

【守らないと】

保守・点検・整備の時は必ずコネクタを外す注意

- ３ -
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石灰及び粉状の肥料

・粉状の肥料

・流れの悪い肥料

・湿った肥料

・形状の大きい肥料

■ 使用上の注意

米ぬかのように滑り落ちづらく、ホースに詰まりやすい肥料

粒径６ミリ以上の肥料や、長さ１０ミリ以上のペレット肥料

１.下記のような肥料は散布できません。ホッパー投入前にご確認下さい。

５.ＧＰＳ連動の適用速度は０．７ｋｍ／ｈ以上になります。

３.ＧＰＳ連動による散布は、建物の中、木陰の下などの衛星からの電波を受信しにくい

　 状態では使用できないことがあります。

６.トラクタが停止中でも、衛星からの電波障害などの理由で、速度が表示されモーターが

トラクタ停止中はモーター運転スイッチを"切"にして下さい。

回転する場合があります。

１０.施肥機の上げ下げは静かに行って下さい。

４.時間帯によっては衛星の受信が不安定になる場合があります。

７.雨天時には施肥機は使用できません。肥料詰まり等により故障の原因となります。

８.ＧＰＳコントローラーは防水仕様ではありませんので、雨が当たらないように注意

して下さい。又、衝撃や強いショックを与えると故障する恐れがあります。

精密機械ですので取り扱いに注意して下さい。

９.ＧＰＳコントローラーの液晶画面を長時間、直射日光にさらさないで下さい。

２.ＧＰＳコントローラーの電源スイッチを”入”のままトラクタのエンジンを始動しない

　 で下さい。ＧＰＳコントローラーが正常に起動しないことがあります。
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溝
ロールの溝が詰まった状態になると誤量散布の原因になります。

ホッパー内に肥料が残っていると、吸湿作用により固着して

施肥機が故障する原因となります。

１５.作業終了後はホッパー内の肥料を完全に排出して下さい。

１６.連続して作業を行う場合には、ロート部分のロールを取り外して

ロールの溝をていねいに掃除して下さい。(図は上層施肥部)

故障する原因となります。

ホッパーには肥料以外の物は投入しないで下さい。

肥料を事前に投入して、路上走行などをすると

肥料が振動等により押し固められて施肥機が

また、ホッパーへ肥料を投入する際は、電源スイッチを"切"にして下さい。

１４.肥料の投入は圃場で行って下さい。

（1ホッパーに2箇所）

【守らないと】

フタが飛ばされてしまいます。

１３.ホッパーのフタは確実に締める。

フタストッパーがホッパーのふちに確実にかかっているか

を装着して下さい。

１２.トラクタの前後バランスの悪い時はフロントウェイト

上げるとリアウインドを破損する恐れがあります。

リアウインドを開けたままで、施肥機を

１１.キャビンタイプはリアウインドを開けたまま使用しないで下さい。

確認してください。



逆接続ではＧＰＳコントローラーの液晶画面に

保管は屋内など電気系統に水がかからない場所にして下さい。

１６.長期保管の前には掃除をして下さい。

１７.バッテリーへの接続は＋－を間違えないで下さい。

１８.ヒューズは指定の容量を使用して下さい。

- ６ -

ＧＰＳコントローラーは防水仕様ではありません。

何も表示されません。

■



■
＜ＧＰＳコントローラーの取り付け＞

電　源

- ７ -
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■
電　源
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■

■

■



■

■
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電　源



TAISHO
ＧＰＳ車速連動
　コントローラー

初期画面

■

下層量   0kg/10a
作業幅　　  0.8m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

上層目盛     0.3

速  度   0.0km/h

ＧＰＳ連動の画面 ＧＰＳ解除の画面

ＧＰＳ連動ランプ

ＧＰＳ解除ランプ

ＧＰＳ連動/GPS
解除ボタン

⇒作業幅
　上層散布
　下層散布

何を設定しますか

電　源

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

- １１ -

■

傾斜角度     0°

下層目盛     3.5

下層量   0kg/10a
作業幅　　  0.8m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

点滅

⇒で選ぶ



点滅

- １２ -

ボタンを一回押すごとに0.1mずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

点滅
下層量   0kg/10a
作業幅　　  0.8m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

下層量   0kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

下層量   0kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

* 手順(1)～(5)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

ピーと音が鳴り
点滅が点灯に変わり

設定完了

設定完了

下層量   0kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a
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⇒作業幅
　上層散布
　下層散布

何を設定しますか

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

  作業幅
⇒上層散布
　下層散布

何を設定しますか

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

         0kg/10a上層量点滅

点滅

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

         0kg/10a上層量

点滅

ボタンを一回押すごとに1kgずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量

⇒で選ぶ



点滅が移動し
モーターが
３０秒間回転 重さを計量する。

する。

３０秒間で排出
された肥料の

- １４ -

点滅

①ロートを外してシャッターを開ける。 ②バケツの取手をシャッターに

　引っ掛ける、又はバケツを

閉

開

ロート

シャッター

バケツ

取っ手

シャッター

　下に置いて肥料を受ける。

肥料

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量



調量１が点滅し

[調量２]が確定

* 手順(1)～(6)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

ピーと音が鳴り
点滅が点灯に変わり
設定完了

設定完了

- １５ -

数値を入力

調量２が点滅し
「調量1」が確定

ボタンを一回押すごとに0.01kgずつ増減し

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    0.00kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量

下層量   0kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量  20kg/10a



調量設定エラー No

調量設定エラーの条件

調量１ 調量２

1

2

3

4

5

0.00kg 0.00kg

0.00kg

0.00kg

調量１と調量２が同じ値

調量１ ＞ 調量２

⇒作業幅
　上層散布
　下層散布

何を設定しますか

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

  作業幅
　上層散布
⇒下層散布

何を設定しますか

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

       　0kg/10a下層量点滅

点滅

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

         0kg/10a下層量

ボタンを一回押すごとに1kgずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

⇒で選ぶ

- １６ -



点滅

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

３つのホッパーにバケツをセットし、

* 必ず

　１つだけだと繰り出し抵抗が異なるため、計量値

　が大きく異なってしまいます！

- １７ -

計量する計量しない

シャッター

①シャッターを開けます。

②バケツを準備し、ホースから繰りだされた

肥料を受ける準備をします。



点滅が移動し
モーターが
３０秒間回転 重さを計量する。
する。

３０秒間で排出
された肥料の

点滅
微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

微調整        0%
調量１    0.00kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

数値を入力

調量２が点滅し

「調量1」が確定

ボタンを一回押すごとに0.01kgずつ増減し

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

微調整        0%
調量１    1.62kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

微調整        0%
調量１    1.62kg
調量２    0.00kg

       150kg/10a下層量

微調整        0%
調量１    1.62kg
調量２    4.25kg

       150kg/10a下層量

調量１が点滅し
[調量２]が確定

微調整        0%
調量１    1.62kg
調量２    4.25kg

       150kg/10a下層量

- １８ -



■

ＧＰＳ連動ランプ

ＧＰＳ連動/GPS
解除ボタン

* 出荷時は入力値が設定されて

  いないため、このまま作業し

  ても肥料は散布できません！

出荷時の状態

ＧＰＳ連動での液晶画面

* 手順(1)～(6)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

ピーと音が鳴り

点滅が点灯に変わり
設定完了

設定完了

下層量 150kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量  20kg/10a

調量設定エラー No

調量設定エラーの条件

調量１ 調量２

1

2

3

4

5

0.00kg 0.00kg

0.00kg

0.00kg

調量１と調量２が同じ値

調量１ ＞ 調量２

下層量 150kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量  20kg/10a
下層量   0kg/10a
作業幅　　  0.8m
速  度   0.0km/h

上層量   0kg/10a

- １９ -



状　態ＧＰＳ受信中ランプ 警報音のパターン

点　灯

点　滅

衛星を捕捉して正常に信号を受信中。

必要な衛星が足りないので現在捕捉中。

捕捉していた衛星を見失った。

無　音

ピー、ピー、ピー　・・・

消　灯 装置に異常発生。
ピーーー ・・・（連続音）

ＧＰＳ受信中ランプと警報音の意味と状態は次の通りです。

Ⅰ ・・・ 現在の速度を表しています。

Ⅱ ・・・ 車速連動による制御が、可能な範囲を表しています。

            * トラクタが停止していても、衛星からの電波障害などの理由で、速度が表示され

速度範囲

速  度   4.0km/h

表示２

傾斜角度      0°

  2.6 ～ 7.2km/h

Ⅰ

Ⅱ

表示１

Ⅲ ・・・ 現在の速度が速度範囲を外れると、速度異常ランプが点灯し、ピーっと警報が

　　　　* 速度異常が頻繁に出る場合は、作業速度を変えるかロールを変更してください。

Ⅲ

状 態

①

②

③
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            * ＧＰＳ連動の適用速度は0.7km/h以上になります。

　　　　　鳴ります。

　           モーターが回転する場合がありますので、トラクタ停止中はモーター運転スイッチ

　           を"切"にして下さい。

下層量 150kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量  20kg/10a
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⇒作業幅
　上層散布
　下層散布

何を設定しますか

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

  作業幅
⇒上層散布
　下層散布

何を設定しますか

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量点滅

点滅

点滅 微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量

微調整        0%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量
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点滅

ボタンを一回押すごとに1%ずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力微調整       10%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量

微調整       10%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量

* 手順(1)～(7)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

ピーと音が鳴り
点滅が点灯に変わり
設定完了

設定完了

下層量 150kg/10a
作業幅　　  1.5m
速  度   0.0km/h

上層量  20kg/10a

右に回す

（プラス）

左に回す

（マイナス）



- ２３ -

■

散布切替ランプ

散布切替ボタン 微調整       10%
調量１    0.59kg
調量２    1.84kg

        20kg/10a上層量
微調整        0%
調量１    1.62kg
調量２    4.25kg

       150kg/10a下層量

上層だけ散布の場合の表示 下層だけ散布の場合の表示



■

上層目盛     0.3 

速　度   0.0km/hＧＰＳ解除ランプ

ＧＰＳ連動/GPS
解除ボタン

ＧＰＳ解除での表示画面

- ２４ -

傾斜角度      0°

下層目盛     3.5 

⇒目盛直接入力
　上層目盛算出
　下層目盛算出

何を設定しますか

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

（目盛値を数値で入力する場合）

上層目盛     0.3
下層目盛     3.5

速  度   0.0km/h

点滅

⇒で選ぶ

ボタンを一回押すごとに0.1ずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

点滅上層目盛     0.3
下層目盛     3.5

速  度   0.0km/h

上層目盛    10.0
下層目盛     3.5

速  度   0.0km/h
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* 手順(1)～(6)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

ピーと音が鳴り
点滅が点灯に変わり
設定完了

設定完了

上層目盛    10.0
下層目盛     3.5

速  度   0.0km/h

点滅

上層目盛    10.0
下層目盛     3.5

速  度   0.0km/h

点滅

上層目盛    10.0 

速　度   0.0km/h
傾斜角度      0°

下層目盛    10.0 

⇒目盛直接入力
　上層目盛算出
　下層目盛算出

何を設定しますか

* モーター運転スイッチを"入"のまま設定ボタン

  を押した場合、下の画面が表示され設定状態に

  なりません。
モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。

（目盛値を調量値、仮速度から自動で算出する場合）

何を設定しますか⇒で選ぶ

  目盛直接入力
⇒上層目盛算出
　下層目盛算出
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仮速度   0.0km/h
         0kg/10a上層量点滅

点滅

点滅

ボタンを一回押すごとに1kgずつ増減し、

押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

仮速度   0.0km/h
        20kg/10a上層量

仮速度   0.0km/h
         0kg/10a上層量

仮速度   0.0km/h
        20kg/10a上層量

点滅 仮速度   0.0km/h
        20kg/10a上層量

点滅

ボタンを一回押すごとに0.1km/hずつ

増減し、押し続けると増減の速度が速くなります。

数値を入力

仮速度   0.0km/h
        20kg/10a上層量

仮速度   4.0km/h
        20kg/10a上層量

点滅 仮速度   4.0km/h
        20kg/10a上層量
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■

数値を10.0に

合わせる

* 設定した条件(上層量,仮速度)が目盛の

  範囲外の時、またどちらかの入力を忘れ

  されます。設定し直してください。

目盛が限界を超え
ています。
速度又は散布量を

ピーと音が鳴り
点滅が点灯に変わり
設定完了

設定完了

上層目盛     3.9 

速　度   0.0km/h
傾斜角度      0°

下層目盛     3.5 

  た場合、下記の画面が出てエラーが表示

見直して下さい。

上層目盛    10.0 

速　度   0.0km/h
傾斜角度      0°

下層目盛    10.0 

* 手順(1)～(10)で設定ボタンを押さずに

  モーター運転スイッチを"入"にすると、

  下記の画面が表示されます。

モーター運転を切
にしてから設定を
押して下さい。
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に交換して下さい。（原因を取り除く）

ヒューズが切れていませんか？指定された容量のヒューズ

ロートを外してロールの溝を掃除して下さい。

ロールの溝の中に肥料が詰まっていませんか？

巻き込まれないようにケーブルを通して下さい。

ケーブルが断線していませんか？断線箇所をつないで、

ロールが異常に重い場合は、ロール軸を交換します。

ロートを外してロール周りの肥料を掃除して下さい。

ロールやロール軸に肥料が固着していませんか？

車輪での巻き込みやペダルでの圧迫によりショートして

いませんか？ショート部分を修復して、巻き込まれない

ロールやロール軸に肥料が固着していませんか？

ロートを外してロール周りの肥料を掃除して下さい。

ロールが異常に重い場合は、ロール軸を交換します。

過負荷要因を取り除いた後、モーターに12Ｖを直結しても

モーターが作動しない場合は、モーターを交換します。

車輪などに巻き込まれてケーブルが断線していませんか？

断線箇所をつないで巻き込まれないようにケーブルを

肥料を事前に投入して、シャッターを開けたまま路上走行

肥料の投入は圃場で行って下さい。

位置にケーブルを通して下さい。

の液晶画面は

回らない

ローラーの

モーターが

ロール軸の固着

散布ロールの

残存肥料の固着

溝詰まり

ケーブルの

断線

切れる

コントローラー

の液晶画面が

ヒューズが

通して下さい。

ヒューズ切れ

断線

ケーブルの

ロール軸の固着

残存肥料の固着

モーター不良

していませんか？
ホッパー内肥料の

ケーブルの

ショート

しまり

■

ロールの溝幅を超えるものや湿ったものは散布でき

大径肥料や湿った肥料を使用していませんか？

まけない

肥料がうまく

ません。（粒径６ｍｍ以上）

大径肥料や湿った

肥料の使用

設定散布量通りに

散布できない

ＧＰＳ

表示されない

電源（バッテリー）

の＋－の逆接続 ＋－の接続をよく確認して下さい。

電源（バッテリー）の＋－が逆に接続されていませんか？

表示される）

（ＧＰＳコント

液晶画面が消える 電圧不足
バッテリー電圧が１２Ｖ以上あるか確認して下さい。

バッテリー電圧は足りていますか？
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ＧＰＳ車速連動の適用速度は0.7km/h以上です。作業速度が遅い

設定散布量通りに

散布できない

速度が速すぎか遅すぎです。

速度範囲内の速度で作業して下さい。
警報が鳴る

速度異常ランプが

点灯する

衛星を捕捉中か、衛星を見失っています。ＧＰＳ受信ランプが

点滅する 電波が受信しにくい場合は、ＧＰＳ解除で作業して

下さい。

していても

トラクタが停止

モーターが回る

衛星の電波障害

衛星からの電波障害を起こしています。

停止中はモーター運転スイッチを"切"にして対応

して下さい。

低速作業をしている ＧＰＳ連動の適正速度は0.7km/h以上です。

画面は表示

回らない

ローラーの液晶

モーターが

（ＧＰＳコント

される）

微調整が必要
散布量の誤差が大きい場合は、散布量微調整で調整して

下さい。(P.21 散布量の微調整について参照)
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