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新型マルチカー M31 ユーロVI
プロフェッショナル
マルチパーパス・ビークル（多⽬的作業⾞）
パワフル、環境配慮型、⼈間⼯学的

求めていたもの全てがここに
マルチカー M31 が新しい基準を定める、ドライバーの快適性と最⾼基準の安全性
に加え多機能性と機動性を併せ持つ。
⼈間⼯学を突き詰めたキャビン、DEKRA 認証の安全装備、会社とそのスタッフ両者に
恩恵をもたらす疲労皆無の作業と運転する楽しさを約束します。
可変的で効率的︓3 箇所のアタッチメントポイントが 300 を超える
異なった装備の組み合わせを提供します。
- フロントにはクイックチェンジシステム、そしてリアにはボールマウント
- パワフルで低燃費なターボディーゼルエンジンが正常運⾏をサポート
あなたがオールインワンの多⽬的作業⾞を求めるなら、マルチカー M31 は
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最⾼の選択肢となるでしょう。

装備と道具に
対する良好な
視界

スキップローダー装備の
マルチカー M31B

マルチカー M31、
バイハロゲンヘッドライトと
LED ディタイムライト装備
⼈間⼯学に基いたキャビンと
疲労の無い作業性

安全性︓
4 輪ベンチレーテッドディスクブレーキ
と 4 チャンネル ABS

マルチカー M31、
ショート⼜はロングホイールベース、
2WD ⼜は 4WD
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Optimized technology – appealing design

⾼性能技術が仕事を楽に
そして快適に
適応性
3 箇所のアタッチメントポイントが 300
を超える注⽂仕⽴ての装備を可能とし、
マルチカー M31 を完璧な万能⾞にします。
統合型リフト装置を装備したフロント
マウンティングプレート SVW500 は、
効率的なフロント装置の装着を容易に
します。
クイックチェンジシステム装備の
M31 は、⾼原での使⽤と同様に街中でも
⼀年を通して柔軟に使えます。
経済効率の⾼い運⽤
マルチカー M31 への投資回収は迅速。
柔軟で⾼い品質の軽量鉄フレームは、
ノンストップ作業での⾼い耐久性
を有します。

可変油圧システム︓
単純なダンプ油圧から
固定油圧へそして
コンフォートコントロール装備の
⾼圧切替可能な移動式油圧

パワフルで、メンテナンス必要性
の少ないエンジンは⾮常に経済的
で、運⽤コストを節約してくれます。
最⾼速 90km /h は、現場への短い移動
時間と有益な使⽤を確約してくれます。
少メンテナンス費は、当⾞両の他の多く
の利点に更に付け⾜されるものです。

サービス＆メンテナンス
フレンドリー、キャビンチルトと
三点ダンプの全てのパーツに
アクセスし易い。

快適な⽇々の作業
マルチカー M31 を設計する際、
操作のし易さが我々の課題でした。
全幅僅か 1.63 ｍ、⼩さな回転半径と
パワーアシストステアリングが
あなたをどこへでもお連れします。
駆動⽅式は、2 輪駆動と 4 輪駆動から
選べます。
4 輪駆動は、必要に応じてクローリング
ギアのスイッチをオンにできます。
詳細は 6/7 ページを参照。
ドイツ製品質
マルチカーはドイツで
50 年以上に渡り開発、
⽣産されてきました。
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3 つの異なるアタッチメント
ポイント、フロントに装備された
クイックチェンジシステムの
上下機構が様々な装備の装着を
容易にする。

装備と交通の素晴らしい眺望を
実現したモダンで⼈間⼯学に基
きデザインされた⽴体⾻格キャ
ビンは 2 〜 3 名乗⾞に最適（詳
細は、6/7 ページを参照）。

クロスビームにボー
ルマウントされたダ
ンプ上部構造、ボー
ルチェンジシステム
が素早い上部構造体
の脱着を実現。

⾞両、組合総重量︓7.5t 迄
ブレーキ付トレーラー荷重 /
最⼤許容トレーラー重量︓3.5t

110kW（150HP）を
発揮する FPT ターボ
ディーゼルエンジン。
選択触媒還元（SCR）が
排気制御を提供。
粒⼦フィルターと SCRT
のコンビネーションシス
テムが窒素酸化物を 90%
以上、粒⼦を 95％以上
低減。

満載であろうと、空荷であろう
と、フロントのコイルスプリ
ング式独⽴サスペンションと
リアのプログレッシブ板バネ
式テレスコピックサスペンシ
ョンがバランスの取れた運動
性能と安全な道路ホールディ
ング性能を確保。

5

Cross-country mobility and certified safety

最も困難な挑戦に打ち勝つ４モデル
新型マルチカー M31 は、4 つの異なるベーシックモデルから選べます。
マルチカー組⽴コンセプトを基に⾊々なオプション装備を選んだり、個々のニーズにマッチした装備をご提供します。
ベーシックモデルによっては、ショートホイールベース、⼜はロングホイールベース、2 輪駆動もしくは 4 輪駆動、
2 シーター⼜は 3 シーターキャビンそして 20 を超える追加オプションから選んで決められます。
ただ 1 つ最初から明⽩なのは、最⾼品質と⻑期使⽤によって価格に⾒合う働きを得られることです。

マルチカー M31 T*

マルチカー M31 B*

マルチカー M31 C*

マルチカー M31 H

マニュアルトランスミッション

マニュアルトランスミッション

マニュアルトランスミッション

ハイドロスタット

・特殊運搬⾞低経費
電動式ダンプ /

油圧式 3 点ダンプボディ

・全 3 ⽅向 45°

傾斜ダンプボディと
オプション⾼嵩⿃居と
⾼嵩アオリ（注 1

・3 点ダンプ装着⽤

4 ボールポイント装備

・アプリケーションの幅広 ・3 つの異なる仕様から
い利⽤の為の堅牢なシャ

選べるパワフルな

シ装備のベーシックモデ

利便性の⾼い油圧装備の

ル

プロフェッショナルな

ギアポンプ装備の通常圧⼒

多⽬的作業⾞

200/250bar 迄の据付

- ギアポンプ装備の

・

1 系統油圧

・以下のような場⾯で
上部構造体の使⽤に

駆動⽅式は 4x2 ⼜は 4x4、

適している︓

ホイールベースは、

- アームロールと

ショート（2450mm）⼜は

スキップローダー

ロング（2995mm）から

- 積込みクレーン

オプション選択可。

- ⾼所作業装置
- ごみ収集
- ⽔路清掃装置

・駆動⽅式は、
・ライトウインター

2 輪駆動⼜は 4 輪駆動、
ホイールベースは、

サービス装備

ショート（2,450ｍｍ）⼜は

オプション選択可

ロング（2,995ｍｍ）から

最⼤許容荷重 2.9t と

オプション選択可。

・

トレーラー 3.5t の
柔軟でパワフルな仕事

・オプションにて上部構造体の
素早い脱着が出来る

ボールチェンジシステム
をご⽤意。
*）これらのバージョン
はユーロ 6 排ガス基準
を満たします

（注 1: ⽇本国内では⼟砂⽐重が変わる為、アオリの変更は不可
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- ダブルギアポンプ装

使⽤される据付型

フレーム

・

1 作業回路
備の 2 作業回路
- 軸流ピストン
ポンプ装備の 2 作業回路
（⾼圧コンフォート

・

ハイドロリック）

広い範囲で要求される
アプリケーション⽤

・キャビンから油圧流動容
積の無段階調整が可能

・LS 油圧⽅式は、低回

・2 段式無段階変速と

4 輪駆動が思い通りの
操縦性を実現。

・道路使⽤︓0-70 ㎞ /h

機械式クローリングギア
装備の作業移動モード︓
0-40km / ｈ

（油圧操作 34 ㎞ /h 迄）

・２つのクローリングギアの
組み合わせで作業スピード
領域は 0-17 ㎞ / ｈが可能と
なる。

・

⾃動⾞の速度は電気式作業
速度コントロール装備のガ
スインチペダルとコントロ
ールレバーを介して⽐例的
に、もしくはフットペダル
を介して調整できる。

転で⾼い駆動出⼒
を誇る。

・4 輪駆動⽅式と、

ホイールベースは、
ショート（2,450mm）
もしくは、
ロング（2,995mm）

・

上部構造体の素早い

詳細は、マルチカー M31
ハイドロスタットカタログを参照。

脱着⽤にボールチェンジ
システムをオプション
選択可。

全てのモデルは、
右ハンドル仕様でも
ご提供できます。

Cross-country mobility and certified safety

頼れる道具

認証済、万全の安全性
マルチカー M31 のキャビンは、ドライバーとフロントシートの同乗者に
このクラスでは他の何物にも負けない類の安全性を提供します。
特別⾼強度断⾯の⽴体⾻組構造は真新しく、DEKRA 認証を受けています。

・キャビンは、ECE － R-29 指⽰書の “商⽤⾞のキャビンに於ける搭乗者保護”

に準拠しており、- 前端衝突（テスト A）とキャビンルーフ安定性（テスト C）に合格している。-

・プラスチックと鉄の双璧ドアはストレステスト認可

- 10 年間の使⽤による 20,000 回のドアの開閉を想定しています。

・シートベルトの取付は、ECE-R14 と 76/15EWG 指⽰書に準拠。

全地形万能⾞（オールテレーンビークル）
新型マルチカー M31 は、市街地は勿論、クロスカントリーにも対応している。
パートタイム 4WD、クローリングギアとデフロックで作業現場から
林道、郊外の急な登り坂までこなします。
ノンスリップクロスカントリータイヤが最⾼のグリップを確保。
難しい状況では、4 輪ベンチレーテッドディスクブレーキと
4 チャンネル ABS が頼りになります。
マルチカー M31 は、低速での快適なドライブと正確な作業を可能にします。
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The ergonomically designed space-frame cabin

仕事場の新しい眺望

プッシュボタン式

豊富なスペース

全てが⼿の届く範囲に

電動パワーウインドウ

ガススプリング付グロー

操作機器の集中化

（オプション）と
左右調整式ミラー

ブボックスとボトルホル
ダーがより多くの収納ス
ペースを提供し、整頓さ

全てが制御下に
装置と交通の最適な
視界
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れた室内に。

・LED スイッチ採⽤
でより良い視認性

・4 段階暖房と換気シス

テムで⾜元とキャビン

全体に最適な空気循環。

Head-room for the driver = 130 mm
unloaded, plus 34 mm with flat seat

910-1090

37 °
View onto the road wihtout front attachments

より広い空間、良い眺め、安全性の向上
⼈間⼯学に基きデザインされた⽴体⾻組フレームは
仕事の安全性を確保します。
防眩フィルターを装備したパノラミックウインド
スクリーンは、素晴らしい全周視界と旧型に⽐べて
0.5 ｍの前部装置の視界改善を実現。
⼤型巻き上げ式ウインドウ、新デザインのワイパー、
ドア下部ウインドウのお蔭で、ドライバーは本当に全て
を制御下に置ける。
コンパクトな外形を変更する事無く、キャビンスペースで
幅 4 ㎝、⾜元で 5 ㎝増加している。

精巧な造り込み

・折り畳み式アームレスト統合型
万能油圧システム操作パネル

オプション選択可︓

・2シーターパッセンジャーベンチシート
・機械式スプリングシート
・シートベルト統合型シート
・エアスプリング式シート
・ハンズフリー付 MP3 ブルートゥース

個々に調整可︓
マルチカーは頻繁なドラ
イバー交代に対応するよ
う設計されている。

・可変調整シート
・シートベルト⾼調整機構
・⾼さ＆⾓度調節式
ステアリングコラム

ラジオ
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可変運⽤
あなたがマルチカーに期待したままに、マルチカー M31 は、
広範囲なアプリケーションを提供します。

sp

ort

マルチカーでのみ
⾒付けられる多様性

Tr a

n

- 市街地での運⽤であろうが、⾃然の景観の中、建築現場や廃棄物
管理でも いつでも頼れる多⽬的作業⾞です。
油圧出⼒がそれぞれ 110 と 144 リッターに増えたのに加え、

なり、フロントアタッチメント使⽤時にはより余裕を有します。
更には、⾞両本来の外部負荷と最⼤油圧に対する保護⼒は著しく
引き上げられています。

年間を通した運⽤

・3 点ダンプ⼜はスキップローダーを要する運搬作業に
・積込⽤クレーンもしくは掴みとの組み合せにも
・歩⾏者区画、公園、連絡道路や狭窄道路地域での塵回収作業に
・⾼所作業装置を要する修理やメンテナンスに
・シャフトトローリー構造を使⽤した⾬⽔枡清掃
・下⽔排⽔もしくは吸引 / ジェット装置による下⽔道清掃に
シーズン運⽤

・マルチカー M31H へのスノープラウ⼜はブラシとブロワ―装着
による冬季運⽤。

・フロントアームと吸引式スイーパー装備による清掃作業
・⽔圧、⼿持ち式⼜は⽔撒き装置による清掃
・カットバー式芝刈り、芝刈り鎌、マレー型芝刈り、
回転芝刈り装置、芝刈り / 吸引式コンビネーション装置

・⽊と雑⽊林作業、⾼所作業が必要な伐採、伐採物や屑の運搬
フロントとリアの追加スイベル機能は装置を操作する上で
更なる拡張性を提供します。
オイル量は追加ツールの最適な利⽤を保証する為に調整式。
スイベル機能は永続的な利⽤者がアプリケーション領域を
増やすのにも役⽴ちます。
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er

マルチカー M31ユーロ6多⽬的作業⾞全てのバージョンで2.7t 迄と

vic e

HAKO の技術者は特に前輪軸許容荷重の増加に注⼒し、
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Go Multifunctional
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Individualized optional equipment

あなたの要求に完璧にお答えできるよう
マルチカーM31をカスタマイズ
全てのマルチカー M31 は、標準で充実した装備を備えていますが、個々に特別な装備を設けることができあなたの
⽤途に合った⾞両にカスタム出来ます。全ての特別装備はマルチカー M31 ⽤の個別仕⽴てで適合性と機能性に於いて
完全に適合します。ひとつ確かな事︓あなたとそのスタッフは⾞両の性能と快適性を更に向上させる全ての実践的な
装備を歓迎するでしょう。

右ハンドル仕様

3 シーター

エアスプリングシート

全ての⾞両でオプション

1 名掛シートに替えて

シートヒーター &

選択可能

フロントベンチに 2 名搭乗

ランバーサポート装備

作業灯

フラッシングライトビーコン

フロントフォグライト

新型⾼さ調節式

（LED）

（LED）

シートベルト統合型運転席

3 ピン - ソケット
例︓フロント装置の
マーカーライト⽤

ライトビーム組込

＆リア作業灯

ウインドスクリーンヒーター

エアコン

電動開閉式ウインドウと

ブルートゥースラジオ

寒い季節に

操作パネルに組込型

ミラー調整機構

オプションにてルーフ

左右

コンソールに埋め込み装着

クリアな視界を確保

牽引ボール /

ボールチェンジシステム

デフロック、4x4 &

トレーラーダンプ油圧

ボルトカップリング

上部構造体の容易な脱着

クローリングギア

楽に⼿が届く範囲に

最⼤牽引ボール荷重︓

を可能にする

タッチボタン式

スイッチを配置

150/250kg
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タイヤ
マルチカー M31 は、標準で 225/75R16C 夏⽤タイヤを
装備しています。
追加にて個々の要求に応じる為、様々な種類のタイヤを
ご⽤意しております。

・225/75 R 16 C All-season tyres (M & S)
・225/75 R 16 C Winter tyres (M & S)
・285/65 R 16 C All-season tyres (M & S)
・315/55 R 16 Cross-country tyres (M & S)
・325/60 R 15 Wide-base tyres, low ground pressure

品質管理維持能⼒
マルチカーを購⼊する事は、あなたが最⾼品質と

追加のアンダーボディプロテクションは素晴らしい

その持続可能性を⼿にすると決めた事になります。

防錆保護を発揮し、⾞両の⻑寿命に結実する

最新の陰極ディップコーティング装置、環境に優しい

プレミアムコーティングの品質を保証します。

⽔性塗料の使⽤、オーバーラップシーリングと

RAL 2011
Deep
orange

RAL 6024
Trafﬁc
green

RAL 5015
Sky blue

RAL 1015
Light ivory

RAL 3020
Trafﬁc red

フロントリフトシステム SWV 500

RAL カラー

1 名での容易な装置交換を可能にする

マルチカー M31 をご希望の⾊（RAL カラーコード）で

統合型リフト装置

塗装致します。
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The new Multicar M31

ユーロ6 排ガス基準準拠

環境に優しい

経済的

低騒⾳ FPT ⾼容量ターボディーゼルエンジンと

機械の⼈間⼯学に基いた操作性に加えて、例えば、カラー

組合された SCRT 排気ガス浄化システム（触媒と

ディスプレイは直感的操作を提供しますし、パワーステア

粒⼦フィルター）が排気ガスと不快な臭気を可能

リング、クルーズコントロールに、独⽴サスペンションが

な限り最⼤限抑制します。

ハイレベルな運転快適性と優れた不整地移動⼒を発揮、⾞

・窒素酸化物排出を 90% 以上削減
・粒⼦状物質排出を 95% 以上削減
・作業環境に依っては、コモンレール式

両はいくつものアシストシステムを備えており、ドライバ
ーが沢⼭の異なる課題をこなす助けとなります。
例として︓

・作業油圧は回転プッシュ式レギュレーターで調整可能
・⾞両とトレーラー両⽅にエンジン油圧ダンプ機能を装備
・油圧チルトキャビン

燃料噴射システムは、ユーロ 5 モデル⽐で
最⼤ 10％低燃費です。

2200/2210

マルチカー M31 ユーロ 6 ⼨法

1035
1347/1367

2450/2995*

1285

635

1327/1347

960/890*
4120/4665*

1630/1730

4445/4920*
4370/4915*
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*）3 点ダンプ⾞型の
ショート / ロングホイールベース

The new Multicar M31 Euro VI at a glance

技術データ
Multicar M 31 T Euro VI

Multicar M 31 B Euro VI

Multicar M 31 C Euro VI

Multicar M 31 H

エンジンとトランスミッション
エンジン

⾼容量直列エンジン、FPTターボディーゼル、
排気量2,998㎤

FPT F1 C ターボディーゼル
排気量2,998㎤

出⼒

110kw（150HP）

90kw（122HP）

最⼤トルク

320Nm at 1,200RPM

310Nm at 1,250RPM

排ガス規格

Euro-VI 基準 EC 595/2009/EC準拠

97/68/EC, level IIIB準拠

トランスミッション

前進5速 ＆ 後退1速︔
４輪駆動モデルは、クローリングギアを含む︓前進10速 ＆ 後退2速

2段ハイドロスタット

スピード領域 N2クラス

0 - 90 km/h

0 - 70 km/h

シャシー

モジュールデザイン軽量スチールフレーム

ホイールベース

2,450 mm（ショート）or 2,995 mm（ロング）

アクスル /フロント
サスペンション

テレスコピックショックアブソーバー&コイルスプリング式独⽴サスペンション

・油圧作業モード:
0-34 km/h

アクスル /リア
サスペンション

テレスコピックショックアブソーバー＆プログレッシブリーフサスペンション

Lv1:
・クローリングギア
0-40 km/h

タイヤ

225/75 R 16 C（標準）、その他オプション装着可

キャビン

油圧チルト式スペースフレームキャビン

操作性

・油圧ドライブモード:
0-70 km/h

Lv2︓
・クローリングギア
0-17 km/h

駆動⽅式と運転装置
駆動⽅式

4x2, セレクタブル4輪駆動（オプション選択可）

クラッチ

油圧可動式, アスベスト不使⽤

ステアリング

油圧式パワーステアリング, ⾼さ＆⾓度調整式

燃料タンク容量

90リッター

ブレーキ

4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ・4チャンネルABS

セレクタブル4輪駆動（標準）

80リッター

重量
⾞両総重量

5.6t

5.7t（70㎞/hにて）

前軸許容限度

2.4t/2.7t

2.4t

後軸許容限度

3.67t

3.8t

最⼤積載量
2輪駆動*

2.9t（ショートWB）
2.8t（ロングWB）

装備とモデルに依る

－

－

最⼤積載量
4輪駆動*

2.8t（ショートWB）
2.7t（ロングWB）

装備とモデルに依る

装備とモデルに依る

装備とモデルに依る

許容トレーラー重量

3.5t（ブレーキ付） /

油圧

ダンプ油圧︓
最⼤10L/min
最⼤作動圧180bar

0.75t（ブレーキ無）

オプション︓
ライトウインターサービス
装置⽤プレインストール
フィッティング
（スイベル/上下機構
フロントアタッチメント）
最⼤5L/min

据付式1系統油圧回路
40〜50L/min
作動圧 200/250 bar
（モデルに依る）

利便性の⾼い3種類の
異なるバージョンが存在
1. 1系統、1ギアポインプ
最⼤55L
最⼤作動圧200bar
2. 2系統、
ダブルギアポンプ
最⼤55Lｘ２
最⼤作動圧200/250bar
3. 2系統、
⾼圧コンフォート油圧
軸流ピストンポンプと
ギアポンプ
110L＋34L、
最⼤作動圧300/200bar
切替可能

・2作動回路装備の
LS万能油圧

最⼤80L/min
最⼤作動油圧200bar
⼜は、
LS⾼圧コンフォート油圧
最⼤80L/min
最⼤作動圧300/200bar
切替可能

・

オプション︓
油圧パワー加算型回路
最⼤110L/min

外観、⾊、デザインは更なる技術進歩の為、変更する場合が有ります。画像は追加オプションを含んで表⽰されている場合が有ります。
耐荷重値は、オプション選択の有無により変動する場合が有ります。
* 追加装備は積載量減になります。
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Hako:

あなたがどこに居ようと

最初から環境に優しく

寄り添う

Hako のお客様サポート

有る為に…
綺麗な地球は我々が

我々の効率的で隙の

Hako（ドイツ本社）の

受け継いでゆくものです。

無いセールスと

スペアパーツエクスプレス

それ故、資源、環境及び

サービスネットワークが

とオンコールサービスは

気候保全が独⽴機関で

すぐ傍で迅速なサポート

可能な限り最良の部品提供

認証された HAKO の

を保証する。

を保証します。

各々の、そして全ての
過程は明確にされている。
我々の活動についての
現状は以下にて
www.hako.com

Ø 

 



Hako GmbH製 シティマスター＆マルチカー⽇本総代理店

⾶⿃特装株式会社

〒 252-0154 神奈川県相模原市緑区⻑⽵ 295-1
TEL: 042-780-5591
FAX: 042-780-6331
E-mail: sales@aska-motor.com
URL: http://www.aska-motor.com

81-10-2658/1
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