Workman® MD シリーズ
汎用作業車

Toro® Workman® MD シリーズ
• SRQ™ サスペンション
• Active In-Frame™ ツイスター
・ジョイント
• 車両全体重量
MDX̶749 kg
MD̶567 kg
MDE̶545 kg
• 荷台の積載重量
MDX̶567 kg
MD̶386 kg
MDE̶363 kg
• 牽引重量
MDX̶545 kg
MD̶363 kg
MDE̶363 kg

さらに差がつく
乗り心地

すぐれた
乗り心地
ワークマン MD シリーズは、
能率と乗り心地を今までにない高いレ
ベルで統合しました。
アクティブ・インフレーム・ツイスター・ジョイ
ント を搭載した先進の SRQ サスペンションは、
まる一日乗り回して
も快適。
フロントのスタイリングは、
働くクルマにふさわしく、
精悍
な印象。
大きな積載能力と大きな牽引能力、
多種多様なアタッチメ
ントやアクセサリ、
仕事をするならワークマン MD です。

足元ゆったり
運転席まわりの設計を一新し、運転席側、助手
席側とも足元をゆったりと確保して乗り心地を
高めています。

なめらかな乗車感覚
オペレータさんの話題の中心になりそうなのが新登場の SRQ™
サスペンション。SRQ はSuperior Ride Quality（優れた乗車品質）
、
その名のとおり Toro® Workman® MD シリーズに乗るたびにその
安心の乗り心地にご満足いただけます。SRQ システムを構成する
主要機器の第一は、路面からの衝撃を、積荷の重さに関係なくきれ
いに吸収するコイル式ショックアブソーバ。知的財産として登録さ
れている Active In-Frame™ ツイスター・ジョイントと組み合わせる
ことにより、前後の車軸がそれぞれ独立して路面の凹凸に追従する
ことができるようになっています。その結果、
どなたにでもすぐにわ
かる大変にスムーズな乗り心地が実現されています。
まる一日乗っ
ていても、疲労は大きく軽減され、それだけ能率よく働くことができ
ます。

SRQ は業界の中でも最も強度の高いサスペンション・シス
テムであり、通常路面以外の不整地での走行や作業を安心
して行なうことができます。

Active In-Frame™ スイスター・ジョイントにより、すべての
車輪がいつも地表に接していますから、
アンジュレーション
のきつい不整地においても非常に安定した運転制御がで
きます。

Pro Force™ ブロアを牽引する Workman® MDX

力強い働き手
作業車の比較検討を行なうときの最終的な決め手は乗り心地と
作業能率でしょう。だから、SRQ™ も重要ですが、
ワークマン MD
シリーズには最大積載可能重量が 567 kg もある頑丈なプラスチ
ック製荷台がついているのです。牽引能力も最大 545 kg ありま
すから、作業機械を現場に牽引するといった作業も余裕で行えま
す。そして、制動に関しては四輪油圧ブレーキを装備。重い砂を運
ぶときでも、大きな機械を牽引するときでも、
ワークマンはパワフ
ルで頼りになる働き手です。

見た目も実際にもがっちりしたスチール製のダイヤモンド・
プレート製のフロア。

金属製の荷台のようにサビたり、へこんだり、騒音が大きか
ったりせず、
しかも毎日の酷使にしっかり耐える、
ポリエチレ
ン樹脂製 2 重壁荷台。

Workman MDE
®

ワークマンのパワーに電気自動車の静かさが欲しい、
と思われ
たら、
ワークマン MDE をご検討ください。SRQ™ サスペンション
のおかげで、MDE も非常に運転しやすく乗車感覚が滑らかで
す。電動ですから、走行音が気になる早朝からでも、一般住宅の
すぐそばでも大丈夫。
また MDE は、
ガソリン・モデルに比べて
メンテナンス作業量が 1/2、
もちろん電動ですから排気ガスは
ゼロ。
ワークマン MDE の静かでパワフルな作業振りに満足しつ
つ、維持費もしっかり軽減できます。

T145 バッテリーは従来製品よ
りも長寿命で仕事の能率もア
ップします。

運転操作を補助する回生ブレ
ーキを搭載。

アクセサリとアタッチメント
Toro® Workman® MD シリーズには豊富なアクセサリが揃っていますから
シーズンを通してほとんどどんな仕事にも出動が可能です。デラックス・ハー
ド・キャブ、屋根、前面風防などを装備すれば、強烈な日照などの厳しい天候
条件下の作業も楽になります。非常に厳しい作業条件での作業には、横転保
護バー（ROPS）、
ブラシ・ガード、ヘビー・デューティー・バンパーがあります。
デラックス・ドリンクバーまたはポータブル・ドリンクバーを搭載すれば、
ワー
クマンが移動式の売店に早変わりします。

デラックス・ハード・キャブ

折り畳み式または固定式風防窓

屋根

ヘビー・デューティー・バンパー

オープン型 ROPS

ブラシ・ガード

ポータブル・ドリンク・バー

荷台用支柱キット

ラーン社製グルーマ

72 インチ除雪板

電動式荷台昇降装置

ブレーキ, テールウィンカー・ランプ

後部リフト

Workman® MD シリーズ
汎用作業車用アクセサリ
ワークマン MD シリーズ汎用作業車

ワークマン MD シリーズは乗り心地と仕
事の能率をこれまで以上に両立させてい
ます。資材を運ぶ、装置を牽引する、どん
な仕事をするにも、ワークマン MD なら
様々なアタッチメントやアクセサリがそろ
っていますから、最も適した装備で仕事を
行うことができます。

ワークマン MD | 07266TC

ワークマン MDE | 07299TC

• 9 kW（12 hp） Kohler® Command Pro™ ガソリンエ
ンジン
• 最大積載重量567 kg

• 静かでストロングな電動パワー
• 排気ガスはゼロ、そして保守整備項目は半
分という魅力。
• 最大積載重量545 kg

ワークマン MDX | 07273TC
• 11.9 kW (14 hp), 480cc Briggs & Stratton®
Vanguard® エンジン
• 最大積載重量749 kg

アクセサリのオプション

屋根 | 07324

折りたたみウインドシールド | 07326

• 専用設計による広い屋根には後部に排水口もつ
いています。
• 丈夫な高密度ポリエチレン製。
• 前部はダイヤモンド柄プレートのフロアに接続す
るので安定度が高くなっています。
• 日差しの強い日に涼しく、そして雨の日にぬれず
に仕事ができます。

• 透明で耐衝撃性に優れたアクリルを使用。
• 手早く折りたたむことができ、風を入れるの
も自在で居住性がアップします。
• 柔軟性と乗員保護の両方を実現できる柔軟
性があります。

Workman®MD シリーズ アクセサリ
アクセサリのオプション

固定式ウインドシールド | 07325

電動荷台リフト | 07335 MD & MDX/07263 MDE

• 透明で耐衝撃性に優れたアクリルを使用して
飛来物などから乗員を保護します。

• 荷台から簡単にダンプできるようになります。
• 定格積載量までの資材を載せた荷台を自在に
昇降させられます。

後部リフト・キット | 07334 MD & MDX/07261
MDE
• Rahn® グルーマなどのような、車両後部に搭載
するアタッチメントを利用できるようにします。
後部リフト・ワイヤ・ハーネス・キット | 115-7823
MD & MDX のみ
• MD/MDX に 07335 電動荷台リフトと 07334 後
部リフト・キットを取り付ける場合に必要とな
ります。

ブラシ・ガード | 07338

ヘビー・デューティー前バンパー | 07329

ROPS | 07276

• フロントやヘッドライトを保護します。

• フロントや下部シャーシを保護します。

• シートベルトが付属しており、万一の転倒事
故から乗員を保護します。

ブレーキ/テール/指示器キット | 115-7749 MD
& MDX / 107-8020 MDE

側柱キット | 07290

デラックス・ハード・キャブ（ドアは含まれません）
| 07328

• ヘッドライトは標準装備です。
• ブレーキ、テール、方向指示器がセットになっ
たキットです。

• 丈夫な合成樹脂製で、荷台にに簡単に差し込
めます。
• 木の枝、葉、間伐材、ソッドなどかさばる資材
や工具箱、シャベル、バケツ、レーキ、ホース、
散水パイプなどを高く積み上げて運ぶことが
できます。

• ROPS と CE 規格適合キャブ
• 換気機能付き製フロント・ガラス, 視界を確保す
るサイド・パネル、自動車タイプのラッチがつい
てドアや窓がぴったりと閉まります。
• インテリア・ドーム・ライト、外部バックミラー、
シートベルトを標準装備。
• 運転席側の窓はスライド式または固定式を選択
することができます。

Workman®MD シリーズ アクセサリ
アクセサリのオプション

固定ウインドウ・ドア・キット（デラックス・ハード
・キャブ用） | 07353

固ライド式ウインドウ・ドア・キット（デラックス・
ハード・キャブ用） | 07352

• 運転席側、助手席側とも色つきオールガラス製
で、エア式ドアクローザー付き。
• 内側にハンドル、外側のハンドルには押しボタ
ン式ロックと回転式ラッチが付いています。

• 運転席側、助手席側とも色つきオールガラス製
で、エア式ドアクローザー付き。
• 運転席側のドアには前から後ろへスライドする
窓がついています。
• 内側にハンドル、外側のハンドルには押しボタ
ン式ロックと回転式ラッチが付いています。

移動式ドリンク・バー | 07298
• ワークマン MD シリーズの荷台にぴったり合
わせて製造されており、氷や飲み物の収納容
積は 340 リットルあります。
• 荷台への取り付け、取り外しは簡単ですから、
ワークマンをより多彩に利用することができ
ます。

ビニール製キャブ（ソフト・キャブ） | 07337

バック警告キット | 115-7824 MD & MDX

• 丈夫なキャンバス生地とビニールで作られてお
り、飛来物や雨、雪、強い日差しからの乗員保護
に役立ちます。
• ラッチ付きサイド・ドア（運転席側と助手席側）
キー・スタート・キット | 107-0330 MDX のみ
• ペダル式スタート（標準仕様）をキー方式に変更
できます。

• 後退走行にシフトすると高音と低音が交互に
鳴って周囲の人に車両がバックすることを知
らせます。
ガス・ヒーター・キット | 提携会社製品
• 寒冷地での居住性をアップします。
• 問い合わせ先：
905-670-0960 www.espar.com

ホーン・キット | 115-7825 MD & MDX / 115-7827
MDE
• フロア・ボードに取り付けます。周囲の車両、歩
行者などへ警笛が必要な場合に便利です。
ヘビーデューティ牽引レシーバ・ヒッチ | 07278
• オプションの牽引ヒッチを使うとワークマン
MD および MDE の牽引能力を 363 kg まで、
またワークマン MDX では 544 kg まで高める
ことができます。
• 標準装備の牽引ヒッチの能力は 181 kg です
（ワークマン MD、MDX、MDE 共通）。

MDE 専用アクセサリ
12V 電源プラグ・アダプタ・キット | 07289
• 12 V 電源機器を利用できるようにします。
DC コード・セット（6 m） | 108-3071
• 少し離れた場所からでも充電ができたら便利
という場合に。

Workman®MD シリーズ アクセサリ
アタッチメントのオプション

Rahn®グルーマ | 提携会社製品

人工芝コンディショナ | 08791

除雪板 | 07327

• ラーン GL650 インフィールド・グルーマは野
球場などの均し作業のための装置。畝を立て
ずにムラなく安全なプレー面を作ります。
• プレー面の仕上げがきれいな 3 段式のブルー
ムは、移動走行時には立てておくことができ
ます。
• サッチングにも効率よく使え、芝面のオーバー
シードの準備作業にも便利です。
• オプションとして芝剥ぎ用タインとスプリング
タインがあります。
• ロック位置とフロート位置の 2 つのモードが
あるので、内野部のコンディションに合わせて
作業を行えます。

• 詰まったり固まったりした人工芝をステンレ
ス製のブラシでほぐします。
• プレー面がより平坦になり、プレーアビリティ
を向上させ安全性を強化します。

• MD や MDX でのご使用をお奨めします。
• 183 cm のブレード板、5 種類セットポジショ
ン、オプションとしてゴム製エッジがあります。
• 上記のモデル番号はトロに発注する場合の番
号です。製品保証、パーツ供給、技術サービス
は： Curtis Cab, 800-343-7676
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