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霧の豊かさと

ECOエンジンで

好評の背負動力噴霧機。

新しいSHREシリーズは

扱いやすさが向上しました。

除草散布に便利な除草カバー付属
SHRE15DX・SHRE20DX・SHPE231B

ワンタッチドレン
キャップを緩めるだけで排水が行え
るワンタッチドレンを装備。手を汚す
ことなく、スムーズに残液処理が行え
ます。（SHREのみ）

IB スタ-ト
背負ったままエンジン始動が出来るIB 
スタート搭載。軽い引き力でかんたん
に始動できます。

SHRE
SHPEシリーズ 
製品特長

環境性能と低燃費を両立したエコエンジンシリーズ     「優れたエンジンパワー」＆「高バランス」がもたらす先進の作業 低排出ガス 低燃費＆ハイパワー=

BACK PACK TYPE

背負動力噴霧機

渦流式ポンプで除草剤から
本格防除まで幅広く使える。

SHRE15DX
薬液タンク容量／15L
ポンプ圧力／～1.0MPa
ポンプ吸水量／9.0L/min

希望小売価格（税込）
¥73,700（税抜価格¥67,000）

除草剤
散布

“渦流式ポンプ”
大容量の薬液タンクで
作業効率がさらにアップ。

SHRE20DX
薬液タンク容量／20L
ポンプ圧力／～1.0MPa
ポンプ吸水量／9.0L/min

希望小売価格（税込）
¥77,000（税抜価格¥70,000）

除草剤
散布

“渦流式ポンプ”
高圧2連ピストンポンプを
搭載した高性能モデル。

SHPE231B
薬液タンク容量／24L
ポンプ圧力／0.7・1.1・1.7・2.1・2.5MPa（5段切替）
ポンプ吸水量／7.2L/min

希望小売価格（税込）
¥107,800（税抜価格¥98,000）

除草剤
散布

“ピストンポンプ”

大型3D背面システム
フレームを立体構造とすることで背中
へのフィット感が向上。新型ショルダー
ハーネスとの組み合わせで背負い心地
を大幅に改善。

新型スタビライザー
薬液の揺れを抑えるスタビライザーに
濾し網が一体化。薬液補充時の跳ね返
りが少なくなりました。（SHREのみ）

新型SHRE15DX/20DXの
特長映像はコチラ
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ノズル位置は畝間にあわせて自由にセット
圃場に合わせて容易に輪距を変えることができます。また駆
動は大型ラグタイヤで軟弱地でもしっかり走行します。

これ1台で作業が出来る。

ラクラク移動の

オールインワンタイプ。

ポンプ 　 走　行
エンジン駆動 モーター駆動

＋

3畝同時に除草ができる
「ハイブリットスプレーカ」

ノズル高さ
0～400mm

ノズル間隔
550～1,050mm

700
mm

付属ホース：7.5mm×20M

コンパクトな
25Lタンク仕様

TK25P
薬液タンク容量／25L
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.3L/min

希望小売価格（税込）
¥128,150（税抜価格¥116,500）

“ピストンポンプ”

除草剤
散布

付属ホース：6mm×50m

除草剤散布に取り回し容易な
6mmホース付

TK800-5
薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥161,700（税抜価格¥147,000）

“ピストンポンプ”

除草剤
散布

エンジンで発電、
走行はモーター駆動の
ハイブリット機

TSP50V-KN/W
薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／0.7・1.1・1.7・2.1・
                  2.5MPa（5段切替）
ポンプ吸水量／7.7L/min
作業速度／1.7km/h（低速）
               2.9km/h（高速）
輪距可変式／圃場にあわせて容易に
輪距を変えることができます。

希望小売価格（税込）
¥412,500（税抜価格¥375,000）

“ピストンポンプ”

除草剤
散布

付属ホース：7.5mm×5０M

果樹の防除も出来る大水量・
高圧ポンプ搭載

TK801HP
薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／0.7・1.1・1.7・2.1・ 2.5MPa（5段切替）
ポンプ吸水量／7.8L/min

希望小売価格（税込）
¥181,500（税抜価格¥165,000）

“ピストンポンプ”

TANK CARRY

タンクキャリー動噴

畝間スプレーカ
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アクセサリー

背負動噴用アルミ台車
No.A110-985
アルミフレームで軽量持ち運びがらくらく
対応機種/SHRE15DX/20DX・SHPE231

プロトノズル（背負動噴用）   
No.P022-000760
立木の防除に 直射6m、拡散3m
対応機種/SHRE15DX/20DX・SHPE231・BSH171・SBH1510R

共立ミニ畦畔ノズル  BF2
カメムシ防除に　直射8.5m
対応機種/SHPE231

立木防除用ノズル   
No.450039370
立木の防除に　直射6m
対応機種/SBR186・BSH171

伸縮自在ノズルMARKⅡ   
No.P022-000750
庭木の防除に　
長さ80～145cmまで伸縮可能
対応機種/バッテリー動噴(BSH171をのぞく)

エンジンポータブル動噴
コンパクトなボディに
高圧ポンプを搭載。

家庭用100V電源で使える
小型・高圧タイプ。
収納箱は薬液タンクとしても
お使い頂けます。

モーターポータブル動噴

付属ホース：7.5mm×10M

MHP-034A
収納箱容量／34L
ポンプ圧力／1.0・2.0・2.5MPa（3段切替）
ポンプ吸水量／3.8L/min（50Hz）
　　　　　　　4.4L/min（60Hz）

希望小売価格（税込）
¥65,560（税抜価格¥59,600）

付属ホース：8.5mm×10M

MHP-064
収納箱容量／35L
ポンプ圧力／～3.4MPa
ポンプ吸水量／5.7L/min/（50Hz）
                     6.8L/min/（60Hz）
ポンプ仕様／2連ピストン式

希望小売価格（税込）
¥104,500（税抜価格¥95,000）

本格エアチャンバー付
で脈動によるホースの
振動をシャットアウト。
（PHPE800,PHPE800R）

薬液タンク兼用の
コンテナボックス付

PHPE800
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥88,000（税抜価格¥80,000）

“ピストンポンプ”

付属ホース：7.5mm×1０M

２０mホース・リール付き

PHPE800R
ポンプ圧力／～2.5MPa
ポンプ吸水量／6.4L/min

希望小売価格（税込）
¥107,800（税抜価格¥98,000）

“ピストンポンプ”

付属ホース：7.5mm×20M

レインウェアジャケット レインウェアパンツ

1128341XLK 1128567BKXLK
XL XL

1128341LK 1128567BKLK
L L

1128341MK 1128567BKMK
M M

1128341SK 1128567BKSK
S S

希望小売価格（税込）¥19,800
サイズ・商品番号 サイズ・商品番号

希望小売価格（税込）¥13,970

サイズ表 
身　長
胸　囲
胴　回
股　下

S
155-165
86-90
72-76
71-76

M
165-175
90-95
76-81
74-79

L
170-180
95-101
81-87
77-82

XL
175-185
101-107
87-93
80-85
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共立バッテリーシリーズは

本格的な防除作業に使える

高圧・パワフルな36Vモデルから

除草剤に最適な小型・軽量モデルまで

幅広いラインナップを用意しています。

36Vバッテリーツール
小型＆パワフルな

36Vリチウムイオンバッテリーを採用。

希望小売価格（税込）
¥6,600（税抜価格¥6,000）

専用充電器　LCC36D

36Vバッテリー　LBC-360
希望小売価格（税込）
¥16,500（税抜価格¥15,000）

高圧ピストンポンプ
最大圧力2.2MPaの新設計高圧ポンプ
には、「エアチャンバー」を搭載。あらゆる
回転域でも圧力変動の少ない、なめら
かな吐出です。

圧力無段階調整
除草剤から蔬菜防除まで、DCモータ
ーは回転を無段階に調整できます。
圧力調整がボリュームスイッチで容易
に設定できます。

幅広バンド＆背当て（BSH171)
ズレ防止の幅広バンドと3D形状の
背当て（PAT申請中）は、荷重を背中
全体に分散させることで疲労を軽減
します。

空運転防止付
薬液切れを検知するとモーターが
自動停止します。ポンプの損傷および
バッテリーの無駄な消費を防止する
「空運転防止機能」付です。

実演動画は
コチラ

実演動画は
コチラ

除草剤
散布

付属ホース：6.0mm×50M

騒音が気になる都市近郊の蔬菜防除に！
バッテリーキャリー動噴

BTK50
薬液タンク容量／50L
ポンプ圧力／ ～2.2MPa（無段階調節）
ポンプ吸水量／ 2.2 L/min
連続作業時間／約150分（低圧）約40分（高圧）

希望小売価格（税込）
¥189,200（税抜価格¥172,000）

“ピストンポンプ”

BSHB171
希望小売価格（税込）
¥78,100（税抜価格¥71,000）
本体のみ

希望小売価格（税込）
¥97,900（税抜価格¥89,000）
バッテリー:1個 充電器付属

BSH171-2B
希望小売価格（税込）
¥112,200（税抜価格¥102,000）
バッテリー:2個 充電器付属

“ピストンポンプ”

除草剤
散布

排ガスゼロだからハウス内での防除に!
バッテリー背負動噴

BSH171
薬液タンク容量／17L
ポンプ圧力／～2.2MPa(無段階調整）
ポンプ吸水量／2.2L/min
連続作業時間／約150分（低圧）約40分（高圧）

BATTERY

バッテリー動噴

共通バッテリーで経済的
共通バッテリー採用

背負動噴とキャリー動噴を一つの
バッテリーでまかなえるので、
ランニングコストを抑えます。

36Vバッテリー
シリーズ 

製品特長
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除草剤
散布

最大圧力1.0MPaの
高性能ポンプ搭載

SBR186
薬液タンク容量／18L
ポンプ圧力／1.0MPa（３段切替付）
ポンプ吸水量／2.8L/min
連続作業時間／約60分（防除）
                     約320分（除草）

希望小売価格（税込）
¥72,600（税抜価格¥66,000）

除草剤
散布

バッテリー１個充電器付属

“ギアポンプ”
ラクラク2.5kgで
とってもかる～い

SBL105R
薬液タンク容量／10L
ポンプ圧力／0.3MPa
ポンプ吸水量／0.9L／min
連続作業時間／約70分（除草）
　　　　　　　約50分（防除）

希望小売価格（税込）
¥35,200（税抜価格¥32,000）

バッテリー１個充電器付属

除草剤
散布

手軽に使える
軽量10Lタイプ

SBL104
薬液タンク容量／10L
ポンプ圧力／～0.3MPa
ポンプ吸水量／1.3L/min
連続作業時間／約110分

希望小売価格（税込）
¥33,000（税抜価格¥30,000）

除草剤
散布

バッテリー１個充電器付属

除草剤散布に最適な
15Lタイプ

SBL153
薬液タンク容量／15L
ポンプ圧力／～0.3MPa
ポンプ吸水量／1.3L/min
連続作業時間／約110分

希望小売価格（税込）
¥38,500（税抜価格¥35,000）

※バッテリー2個使用時

除草剤
散布

バッテリー2個充電器付属

圧力２段切替で幅広く使える
18Lタイプ

SBL182
薬液タンク容量／18L
ポンプ圧力／0.2、0.4MPa
ポンプ吸水量／2.3L/min
連続作業時間／60～150分※

希望小売価格（税込）
¥55,000（税抜価格¥50,000）

在庫限り

除草剤
散布

バッテリー:1個充電器付属

防除から除草まで多彩なノズルが
使える高性能バッテリー動噴

SBH1510R
薬液タンク容量／15L
ポンプ圧力／1.0MPa(無段階調整）
ポンプ吸水量／2.8L/min
連続作業時間／約250分（除草）約50分  （防除）

希望小売価格（税込）
¥82,500（税抜価格¥75,000）

“ギアポンプ”

36Vマルチボルトバッテリー
BSL36A18

希望小売価格（税込）
¥26,950（税抜価格¥24,500）

マルチボルト専用充電器
UC 18YFSL

希望小売価格（税込）
¥14,300（税抜価格¥13,000）

H i g h  

p e r f o r m a n c e  

b a t t e r y

除草散布に便利な除草カバー付属
SBH1510R・SBL105R・SBL104・SBL153・SBL182

14.4Vニッケル水素バッテリー

SBLシリーズ専用バッテリー  
10.8Vリチウムイオン 
No.450115840

希望小売価格（税込）
¥6,380（税抜価格¥5,800）    
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No.K0313-67K202005

対象製品：やまびこ製エンジンを搭載した、共立製品（一部の機種で対象外の製品がございます）
保証区分：５年保証対象のお客様＝ホームユーザー（下記のプロフェッショナル区分に該当しないお客様）
　　　　　2年保証対象のお客様＝プロフェッショナル（農林業、造園、土木業などでご使用のお客様）
保証対象：取扱説明書に記載された内容に従ったご使用により生じた故障に対して保証いたします。
　　　　　（ただし、刈刃・ソーチェン・プラグ・ゴム類などの消耗部品や油脂類などは除きます）

詳しくは共立ブランドサイト［http://www.yamabiko-corp.co.jp/kioritz/］または、お買い求めいただいた販売店ならびに、やまびこジャパン（株）各支社にお問い合わせください。

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
◎記載の希望小売価格・仕様は2020年4月1日現在のものです。表示価格には消費税10％が含まれております。
◎記載の表示価格には配送費・諸掛かり等は含まれておりませんので別途申し受けます。

このラベルが貼付された製品は（社）
日本陸用内燃機関協会が定めた排出
ガス自主規制に適合しています。

共立の手動噴霧機   家庭園芸用に手軽に扱えます。

肩掛形噴霧機
プロから家庭園芸用まで
使えます

無圧式
散布機
操作が簡単な操作が簡単な
除草剤散布
専用機

背のう形噴霧機
てこハンドルは低圧からてこハンドルは低圧から
高圧まで作業に合わせて
変更可能

除草剤カバー付

乾電池式噴霧機
すぐ使える
「かんたん・べんり」
な乾電池式。

3つのノズルを付属 除草用 防除用 立木防除用

単一乾電池または単三乾電池
を簡単にセットできます。

アルカリ乾電池を使用ください。

ご注意

除草剤
散布

SBD101
薬液タンク容量／10L
ポンプ圧力／0.3MPa
連続作業時間／
単一アルカリ乾電池：約330分（防除）約210分（除草）
単三アルカリ乾電池：約60分（防除・除草）

希望小売価格（税込）
¥17,600（税抜価格¥16,000）

KE-13D
薬液タンク：13.5L
ノズル：2頭口

希望小売価格（税込）
¥25,300（税抜価格¥23,000）

KE-17D
薬液タンク：17L
ノズル：2頭口

希望小売価格（税込）
¥29,700（税抜価格¥27,000）

KP-10F
薬液タンク：10L
ノズル：2頭口

希望小売価格（税込）
¥15,180（税抜価格¥13,800）

S-53
薬液タンク：5L
ノズル：1頭口

希望小売価格（税込）
¥9,680（税抜価格¥8,800）

KPH-20B
薬液タンク：20L

希望小売価格（税込）
¥11,770（税抜価格¥10,700）

S-93
薬液タンク：9L
ノズル：1頭口

希望小売価格（税込）
¥11,550（税抜価格¥10,500）
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