
乗用管理機

HV231(C)A

水平シリンダ

アキュムレータ

直前位置まで作動（左右別操作）

ブーム最大幅まで展開（左右別操作）

先端技術と適応性の向上で
水田から畑作まで
大活躍！

衝撃吸収装置（アキュムレータ）の搭載で、ブームの振動（揺れ）を
抑えた精度の高い散布作業ができます。

最大散布幅16.5mで、効率の良い散布作業が行えます。さらに、
600Lの大容量薬剤タンクで、薬剤の給水回数が軽減できます。

ブーム制御装置（Z仕様）

16.5mブーム、タンク600Lで
高能率防除作業（GV仕様）

先端技術を搭載して高精度散布

23PS

ブームの展開・収納を、ボタン操作ひとつ
でラクに行えます。また、左右それぞれ
独立した操作が可能です。

作業性が向上する便利な機能（GV仕様）

●「展開」ボタンで自動展開

●「収納」ボタンで自動収納



ヤンマーアグリ株式会社 安全に関するご注意

● ご使用の際は、取扱説明書をよく
　 お読みのうえ、正しくお使いください。
● 無理な運転は商品の寿命を縮め、
　 故障・事故の原因となることがあります。
● 故障・事故を未然に防止するため、
　 定期点検は必ずおこなってください。
● 保証書は、ご購入の取扱い店で
　 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com
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作物が傷つかないように、
機体下部に鉄板カバーを
装着しています！
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名　称 ヤンマー乗用管理機
販売型式名 HV231A HV231CA
区　分 SHP5WB4ZGV SHP5WB4ZGV SHP2WB4ZGV
居住方式 ー キャビン
駆動方式 4輪駆動

機
体
寸
法

全　長 （mm） 4200
全　幅 （mm） 2165
全　高 （mm） 2535 2430
最低地上高 （mm） 810 720

機体質量（重量） （kg） 1375 1575 1525

エ
ン
ジ
ン

型式名 E3112
種　類 （L｛cc｝） 水冷 4サイクル 3気筒ディーゼル
総排気量　      （kW｛PS｝/rpm） 1.123｛1123｝
出力 /回転速度 16.9｛23｝/2800
使用燃料 ディーゼル軽油
燃料タンク容量 （L） 21

走
行
部

タイヤサイズ（前後輪） （mm） Φ 940
軸　距 （mm） 1620
輪　距 （mm） 1510 1200
クラッチ形式 湿式クラッチ

変速段数 （段） 主変速：HST（無段変速）
副変速：前進 3段・後進 3段

走
行
速
度

前　進
低　速 （km/h） 0～ 2.7
中　速 （km/h） 0～ 4.2
高　速 （km/h） 0～ 11.6（最高速度 12.7）

後　進
低　速 （km/h） 0～ 1.6
中　速 （km/h） 0～ 2.6
高　速 （km/h） 0～ 7.1（最高速度 7.8）

最小旋回半径 （m） 2.4 2.5
Ｐ
Ｔ
Ｏ

PTO回転速度 低 /高 （rpm） 591/815
ライブ PTO回転速度 （rpm） 1792※
軸　径 （mm） 25（6スプライン）

作
業
機
昇
降
装
置

作業機昇降装置 ポジションコントロール
装着方法 2点リンク（クイックヒッチ）
ワンタッチ昇降装置 有り

防
除
機
関
係

吐出量 （L/min） 100
常用圧力 （Mpa） 2.3
容　量 （L） 600（最大 650）
有効散布幅 （m） 10.5 ～ 16.5
散布高範囲 （cm） 53～ 140
開閉方式 電動シリンダ
昇降方式 油圧シリンダ
水平制御（標準） 水平シリンダ＋減振スプリング
高性能水平制御（アキュムレータ） 有り
ノズル切替方式 2方向切替
ノズル個数 55
ノズルの種類 慣行ノズル（NN-D-8）・除草ノズル（N-KA-10R）
防除機操作パネル 液晶カラーモニター
乗降スイッチボックス 有り
旋回時自動上下ブーム機能 有り
ブーム一発収納・展開 有り

乗用管理機  HV231(C)A　

キャビン内にあったエアコンコンデンサとファンをボンネット内
に収納。右横から右後ろの視界性が良くなりました。

右横・右後方の視界性良好（HV231CA）

地上高アップ、ホイルベース延長で
適応性拡大

作物との接触を防ぎ、
ゆとりをもって散布作業を
行うことができます。

最低地上高アップ
（タイヤトレッド5仕様のみ）

新デザインで快適作業

前後バランスが良く、
振動の少ない安定した
作業が行えます。

前後ホイル
ベース延長

カラーの液晶モニターとメータパ
ネルで、機体の状況をわかりやす
く表示します。

作業中の機械の状態を
カラー化で見やすく

メインクラッチに湿式ク
ラッチを採用し、低振動・
低騒音を実現。エアコンを
装備した室内幅1050mm
の広々空間で、快適に散布
作業が行えます。

広々キャビンで快適作業（HV231CA）

■主要諸元

※オプションです。
掲載仕様は一例です。その他の仕様について、詳しくはヤンマー販売店へお問い合わせください。

●キャベツを主体とした、野菜の中耕作業に
最適です。

●耕深調整は、乗ったまま手元ハンドルで
3うね同時にできます。

●条数：3条　　●条間：600～750mm
●耕幅：220・290mm

アタッチメント 3うね同時に中耕・培土ができる！
ロータリーカルチ CR33YB,CRTH

※写真はイエロー培土機付き

標準より延長

ハイクリ用カウンターヒッチ

タイヤトレッド5仕様では最低地上高のアップ
に伴い、従来の作業機を装着するためのヒッチ
を標準装備。なお、タイヤトレッド2仕様用の
標準カウンターヒッチは、別途オプションに
なります（設定中）。

付属備品について
（カウンターヒッチなど）

室内幅1,050mm


