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島根県農業技術センターとの共同開発商品
　・  歩行型で一度に 4条の除草が可能、条間 30cmと 33cmの組替え式。( 出荷時 30cm)
　・  前後 2列に配列したブラシが左右に揺動することで､株間・条間の除草を行います。
　・  ブラシは弾力性がある材質で､稲株への損傷や欠株を軽減します。
　・  1 輪走行により､旋回時の稲株の踏み倒しが少なく、圃場間の移動も容易です。
　・  新規格の軽トラックでも積載可能です。
　*  オプションで｢6 条キット AY｣( 除草部の左右に 1条ずつ追加 ) をご用意

みのる水田除草機シリーズ

【主要諸元】
　●機体寸法 /全長 1820×全幅 1420( 条間 30cm・出荷時 )・1540( 条間 33cm時 )×全高 1000mm ●重量 /68kg
　●エンジン /EH025AA、空冷 4サイクルガソリンエンジン  ●エンジン出力 /定格 0.5kW{0.7PS}/7000rpm、
　　最大 0.7kW{1.0PS}/7000rpm  ●使用燃料 /自動車用レギュラーガソリン ●燃料タンク容量 /0.5L 
　●始動方式 /リコイルスタータ式 ●車輪径 /680mm ●走行速度 /～ 0.39m/s ●作業能率 /45 分～ /10a(4 条 )
　●適応条数 /4 条  ●適応条間 /30・33cm( 組替え式 )

機械除草で､｢除草剤の使用量削減｣や｢有機稲作｣に貢献。
歩行タイプから乗用タイプまでラインナップ！

除草後除草後

除草前除草前

コナギコナギ

歩行タイプ 歩行型ブラシ水田除草機　BW-4歩行型ブラシ水田除草機　BW-4

2022年5月発売

除草方法

メーカー希望小売価格
　638,000円(税込)

※除草時期および回数は、地域や田植え時期により異なりますので、目安にしてください。

1回目：田植後5～7日頃
2回目：1回目の7～10日後頃

【歩行型】 【乗用型】
1回目：田植後7～10日頃
2回目：1回目の7～10日後頃
1 回目の除草は､コナギの 1葉目が
展開するまでに行うと効果的です。

1回目の除草は､苗の活着を確認後
速やかに行うと効果的です。
苗の活着は､苗を引っ張り抵抗感を
感じられれば活着しています。

みのるKW4 みのるKWM4 みのるKW6 みのるKWM6 みのるKW8 みのるKWM8

KW4 KWM4 KW6 KWM6 KW8A KWM8A

1555mm 1435mm 2215mm 2035mm  2870mm/ 2090mm(折畳時)  2632mm/ 1940mm(折畳時)

   813mm/ 1130mm(折畳時)    813mm/ 1115mm(折畳時)

85kg 80kg 115kg 105kg 170kg 160kg

33cm 30cm 33cm 30cm 33cm 30cm

作 業 能 率 20～30分/10a 14～20分/10a 10分～/10a

８条

適 応 作 物 水稲 水稲 水稲

適 応 条 間

機
体
寸
法

全 長 971mm 971mm

作業機質量 (重量 )

適 応 条 数 ４条 6条

971mm

全 幅

全 高 813mm 813mm

区 分

水田駆動除草機 主要諸元
型 式 名

使いやすく、欠株が少ない使いやすく、欠株が少ない

の驚異の作業能率

強制駆動のローターとツースで

KE3A+KW4( 条間 33cm)
KE3A+KWM4( 条間 30cm) 
KE3A+KW4( 条間 33cm)
KE3A+KWM4( 条間 30cm) 

KE3A+KW6( 条間 33cm)
KE3A+KWM6( 条間 30cm) 
KE3A+KW6( 条間 33cm)
KE3A+KWM6( 条間 30cm) 

KE3A+KW8A( 条間 33cm)
KE3A+KWM8A( 条間 30cm) 
KE3A+KW8A( 条間 33cm)
KE3A+KWM8A( 条間 30cm) 

4条タイプ
約20分～/10a

6条タイプ
約14分～/10a

8条タイプ
約10分～/10a

最高速度 1.2m/s最高速度 1.2m/s

高い除草効果と低い欠株率高い除草効果と低い欠株率

ミッドマウント方式・3輪駆動で

揺動ツース▶

◀爪付きローター

作業動画

水田駆動除草機シリーズ (4・6・8 条 )水田駆動除草機シリーズ (4・6・8 条 )

作業動画

乗用タイプ
農業技術革新工学研究センターとの共同開発商品

【乗用管理機 KE-3A 主要諸元】
　●機体寸法 /全長 2773×全幅 1340×全高 1658mm、最低地上高 454mm( エンジンフレーム下部 )  ●重量 /294kg  
　●エンジン /GB300、空冷 4サイクルガソリンエンジン (296cc)  ●エンジン出力 /5.5kW {7.5PS}/3600rpm､最大 7.3kW{10.0PS} 
　●使用燃料 /自動車用無鉛ガソリン ●燃料タンク容量 /6.0L ●始動方式 /セルスタータ式 ●かじ取り方式 /1 輪式
　　( パワーステアリング )　●車輪 /前輪 : ゴムラグφ680mmラグカット、後輪 : ゴムラグφ900mmラグカット
　●輪距 /後輪 1220・1280mm●軸距 /1695mm　●変速方式 /油圧式トランスミッション [HST] ●変速段数 /HST・
　　主変速：前進・後進無段 [副変速：2段 ] ●作業速度 /0 ～ 1.2m/s

メーカー希望小売価格
　2,063,600円(税込)

メーカー希望小売価格
　2,158,200円(税込)

メーカー希望小売価格
　2,519,000円(税込)

◀本体にオプション「6条キットAY」を付けた状態です。

BW-4( 条間 30・33cm)BW-4( 条間 30・33cm)


