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1. はじめに
䖃䚷䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛿䚸 䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜹䝑䝍䞊䛾ṇ䛧䛔ྲྀᢅ᪉ἲ䚸 ⡆༢䛺Ⅼ᳨ཬ䜃ᡭධ䜜䛻䛴䛔䛶䚷㻌
䚷䚷㻌グ㍕䛧䛶䛒䜚䜎䛩䚹 ᮏᶵ䛾ඃ䜜䛯ᛶ⬟䜢⏕䛛䛧䚸 䛚䛾⬟⋡䜢ୖ䛢ຠᯝⓗ䛺సᴗ䜢㐍䜑䜛Ⅽ
䚷䚷㻌䛻䚸 䛤⏝๓䛻ᚲ䛪䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢䛚ㄞ䜏ୗ䛥䛔䚹
䖃䚷䛚ㄞ䜏䛻䛺䛳䛯ᚋ䜒ᚲ䛪䛚ᡭඖ䛻ಖ⟶䛧䚸 ศ䛛䜙䛺䛔䛜䛒䛳䛯䛻䛿ྲྀ䜚ฟ䛧䛶䛚ㄞ䜏ୗ䛥䛔䚹
䖃䚷䜶䞁䝆䞁䛾ྲྀᢅ䛻㛵䛧䛶䛿䚸 ู㏵䜶䞁䝆䞁ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢ཧ↷䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃䚷⿵ಟ㒊ရ䚸 䝟䞊䝒䝸䝇䝖䚸 䝃䞊䝡䝇䝬䝙䝳䜰䝹ཬ䜃ಟ⌮䛻㛵䛧䛶䛿䚸 ㈍ᗑ 䞉 ᙜ♫ྛႠᴗᡤ䜒䛧
䚷䚷㻌䛟䛿୕➟㒊ရ䝃䞊䝡䝇䝉䞁䝍䞊䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ୗ䛥䛔䚹 䛺䛚䚸 䝟䞊䝒䝸䝇䝖䛿ᙜ♫䝩䞊䝮䝨䞊䝆
䚷䚷㻌㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼕㼗㼍㼟㼍㼟㻚㼏㼛㼙㻛 䛾୕➟ 㼃㻱㻮 䝟䞊䝒䝸䝇䝖䛷䜒බ㛤䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹 㠀䛤⏝ୗ䛥䛔䚹

䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䜲䝷䝇䝖䛜䚸 タィኚ᭦➼䛻䜘䜚୍㒊ᐇᶵ䛸␗䛺䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

2. 機能概要
䛆⏝㏵䛇
䝤䝺䞊䝗㍈䛻䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝤䝺䞊䝗䜢╔䛧䚸 䝁䞁䜽䝸䞊䝖ཬ䜃䜰䝇䝣䜯䝹䝖䛾㊰㠃䜢ษ᩿䛩䜛ᶵᲔ䛷䛩䚹
ษ๐䛩䜛῝䛥䛻ᛂ䛨䛯ᶵయ䛷䚸 䝁䞁䜽䝸䞊䝖䜔䜰䝇䝣䜯䝹䝖䛾ᮦ㱋䜔䝁䞁䜽䝸䞊䝖ෆ䛾㕲➽䛾᭷↓䛺䛹䚸
ษ๐䛩䜛≧ἣ䛻ྜ䜟䛫䛯䝤䝺䞊䝗䜢㑅ᢥ䛧䛶⏝䛧䜎䛩䚹
䛆ㄗ⏝㏵䚸 ㄗ⏝䛾㆙࿌䛇
↓➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖䚸 㕲➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖ཬ䜃䜰䝇䝣䜯䝹䝖௨እ䛾ษ᩿䛻⏝䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹 ᅵ◁䜢ษ
᩿䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹 ᅵ◁䛜㣕ᩓ䛧እയ䛾༴㝤䛜䛒䜚䜎䛩䚹
ᮏᶵ䛿䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝤䝺䞊䝗ᑓ⏝䛷䛩䚹 䝺䝆䝜䜲䝗䝤䝺䞊䝗䜢⏝䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹
ᚲ䛪ὀỈ䛧䛺䛜䜙ษ๐䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 䝤䝺䞊䝗䛾⭺╔䜔䝤䝺䞊䝗䝏䝑䝥䛾㣕ᩓ➼䛜Ⓨ⏕䛧༴㝤䛷䛩䚹
䝤䝺䞊䝗䛻ྜ䛳䛯ᅇ㌿ᩘ௨ୖ䛷⏝䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹 䝤䝺䞊䝗䛾⭺╔䜔䝤䝺䞊䝗䝏䝑䝥䛾㣕ᩓ➼䛜
Ⓨ⏕䛧༴㝤䛷䛩䚹
ᮏᶵ䛜Ᏻᐃ䛺≧ែ䛷䛾⏝䛚䜘䜃ᩚᆅ䛷䛾⏝䛿䚸 䝤䝺䞊䝗䛾⭺╔䜔䝤䝺䞊䝗䝏䝑䝥䛾㣕ᩓ➼
䛾༴㝤䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛩䛾䛷⏝䛧䛶䛿䛔䛡䜎䛫䜣䚹 䝁䞁䜽䝸䞊䝖ḟ〇ရ䛺䛹䛾ษ᩿䛻䛿⏝䛧䛺䛔䛷
ୗ䛥䛔䚹
䛆ᵓ㐀䛇
ᮏయ䝧䞊䝇ୖ䛻䜶䞁䝆䞁䛜ᅛᐃ䛥䜜䚸䠲䝧䝹䝖䛷ືຊ䜢䝧䞊䝇ୗ㒊䛾䝤䝺䞊䝗䝅䝱䝣䝖䛻ఏ䛘䜎䛩䚹 䝧
䝹䝖䛾ᙇ䜚ㄪᩚ䛿䚸 䜶䞁䝆䞁䜢๓ᚋ䛻䝇䝷䜲䝗䛥䛫䜛᪉ᘧ䛷䛩䚹 䝧䞊䝇䛻䛿䝧䝹䝖䜹䝞䞊䚸 䜺䜲䝗䝝䞁
䝗䝹䚸 䝤䝺䞊䝗᪼㝆ㄪᩚ⏝䛾䝝䞁䝗䝹୪䜃䛻⬺╔ྍ⬟䛺䝤䝺䞊䝗䜹䝞䞊䛜ྲྀ䛡䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹 ษ
๐῝䛥䛿䚸 䝤䝺䞊䝗᪼㝆䝝䞁䝗䝹䜢ᅇ䛧䚸 ๓㌴㍯䜢ྲྀ䛡䛯䜰䞊䝮䜢㉳అ䛥䛫䛶ㄪᩚ䛧䜎䛩䚹 ㉮⾜䛿䚸
ᮏᶵ䜢┤᥋ᢲ䛧䛶⾜䛖᪉ᘧ䛷䛩䚹
䛆ືຊఏ㐩䛇
ཎືᶵ䛿 㻠 䝃䜲䜽䝹✵෭༢Ẽ⟄䜺䝋䝸䞁䜶䞁䝆䞁䛷䛩䚹 䜶䞁䝆䞁ฟຊ㍈䛻䛿 㼂 䝥䞊䝸䞊䛜ྲྀ䜚䛡䜙
䜜䛶䛚䜚䚸 㼂 䝧䝹䝖䜢䛧䛶䝤䝺䞊䝗㍈䜢㥑ື䛧䜎䛩䚹 䝤䝺䞊䝗㍈䛻䝤䝺䞊䝗䜢ྲྀ䜚䛡䛶ษ๐䜢⾜䛔
䜎䛩䚹 ษ๐῝䛥䛾ㄪ⠇䛿䝤䝺䞊䝗᪼㝆䝝䞁䝗䝹䜢ᅇ䛧䚸 ๓㌴㍯䜢ྲྀ䜚䛡䛯䜰䞊䝮䜢㉳అ䛥䛫䛶⾜䛔
䜎䛩䚹 ษ๐䛾㉮⾜䛿䚸 䜽䝷䞁䜽䝝䞁䝗䝹䜢ᅇ䛩䛷䜴䜷䞊䝮䜼䝲䜢䛧䛶ᚋ㌴㍯ 㻔 ㍈ 㻕 䜢ᅇ㌿䛥䛫
䛶⾜䛔䜎䛩䚹

㻝

 ᜩԓǵǤȳ
䟿
ᮏྲྀᢅㄝ᫂᭩ཬ䜃ᮏᶵ䛻㈞䜚䛡䛶䛒䜛䝷䝧䝹䛾䚷䚷䝬䞊䜽䛿㆙࿌䝃䜲䞁䛷䛩䚹
Ᏻୖ䚸 ᚲ䛪ཝᏲ
䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ேయ䛻ᑐ䛩䜛༴㝤䛜䛒䜛ሙྜ䛾㆙࿌䝃䜲䞁
䟿
䚷䚷䚷
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦ♧䜢Ᏺ䜙䛺䛔䛸䚸
Ṛஸཪ䛿㔜䛺യᐖᨾ䛜⏕䛨䜛༴㝤ᛶ䛜ᴟ䜑䛶㧗䛔ሙྜ
䟿 ༴㝤
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦ♧䜢Ᏺ䜙䛺䛔䛸䚸
Ṛஸཪ䛿㔜䛺യᐖᨾ䛜⏕䛨䜛༴㝤ᛶ䛜᭷䜚ᚓ䜛ሙྜ
䟿 ㆙࿌
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᣦ♧䜢Ᏺ䜙䛺䛔䛸䚸
ᡃ䜔㞀ᐖᨾ䛜⏕䛨䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ
䟿 ὀព
䚷䚷䚷䚷ὀព㻌㻔䚷䚷䝬䞊䜽↓䛧
㻕㻌㻌ᣦ♧䜢Ᏺ䜙䛺䛔䛸䚸 ≀ⓗ䛺ᦆᐖ䛜Ⓨ⏕䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛ሙྜ
䟿

 ܤμƷƨǊƷදॖʙ
ɟᑍႎƳදॖʙ
䟿 ㆙࿌

䟿 ὀព

䖃䛣䜣䛺䛿సᴗ䜢䛧䛺䛔䚹
䚷䚷䚷
䚷䚷䕿㐣ປ䜔Ẽ➼䛷యㄪ䛜ᝏ䛔䚹
䚷䚷䕿⸆≀䜢᭹⏝䛧䛶䛔䜛䚹
䚷䚷䕿㣧㓇䜢䛧䛯䚹
䖃ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢Ⰻ䛟䛚ㄞ䜏㡬䛝䚸 ṇ䛧䛔ྲྀᢅ䛷Ᏻ䛻సᴗ䜢㻌䚷㻌㻌
䚷㻌⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃䜶䞁䝆䞁䛾ྲྀᢅ䛿ู⣬䜶䞁䝆䞁ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢ཧ↷䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䛾ᵓ㐀䜢ศ⌮ゎ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃సᴗ䜢Ᏻ䛻⾜䛖䛯䜑䛻䚸 㜵ㆤල 㻔 䝦䝹䝯䝑䝖䚸 Ᏻ㠐䚸 ⪥㻌
䚷㻌ᰦ➼ 㻕 䜢╔⏝䛧䚸 㐺ษ䛺సᴗ᭹䛷సᴗ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᖖ䛻ᶵᲔ䜢Ⅼ᳨䛧䚸 ṇᖖ䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛶䛛䜙㐠㌿䛧䛶ୗ
䚷㻌䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䛾㈞㖭ᯈ 㻔 ᧯స᪉ἲ 䞉 ㆙࿌㖭ᯈ➼ 㻕 䛿Ᏻ䜢Ᏺ䜛䛯䚷
䚷㻌䜑䛻㠀ᖖ䛻㔜せ䛷䛩䚹 ᶵయ䜢Ύᤲ䛧䚸 ᖖ䛻ㄞ䜏䜔䛩䛔≧ែ
䚷㻌䜢ಖ䛳䛶ୗ䛥䛔䚹 ㄞ䜏䛻䛟䛟䛺䛳䛯ሙྜ䛿䚸 ᪂䛧䛔㖭ᯈ䛻䚷
䚷㻌䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᗂඣ➼䛜ゐ䜜䜛䛸ኚ༴㝤䛷䛩䚹 ಖ⟶᪉ἲ䚸 ಖ⟶ሙᡤ䛻䛿
䚷㻌ศὀព䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃Ⅼ᳨ 䞉 ᩚഛ䛩䜛ሙྜ䛿ᚲ䛪䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䚸 Ỉᖹ䛺ሙ䚷㻌
䚷㻌ᡤ䛷⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᨵ㐀䜔ಟṇ䜢ຍ䛘䜛䛷Ⓨ⏕䛧䛯ዴఱ䛺䜛ᨾ䛻㛵䛧䛶䚸 ᙜ
䚷㻌♫䛿୍ษ㈐௵䜢㈇䛔䜎䛫䜣䚹

ዅɶƷදॖʙ

䟿 ༴㝤

䖃⇞ᩱ䜢⤥Ἔ䛩䜛
䚷䚷䕿ᚲ䛪Ẽ䛾Ⰻ䛔ሙᡤ䛷⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䕿ᚲ䛪䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䚸 䜶䞁䝆䞁䛜෭䛘䛶䛛䜙⤥Ἔ䛧䛶
䚷䚷㻌㻌㻌ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䕿࿘ᅖ䛻ྍ⇞≀䛾↓䛔ᖹᆠ䛺ሙᡤ䜢㑅䜃䚸 䛣䜌䛥䛺䛔䜘䛖䛻
䚷䚷䚷㻌ὀព䛧䛶ୗ䛥䛔䚹 䛣䜌䜜䛯䜙Ⰻ䛟ᣔ䛝ྲྀ䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䕿⤥Ἔ୰䛿⤯ᑐ䛻ⅆẼ䜢㏆䛡䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹 㻔 ≉䛻䝍䝞䝁
䚷䚷䚷㻌䜢྾䛔䛺䛜䜙䛾⤥Ἔ䛿ཝ⚗ 㻕
䖃⇞ᩱ䛿ཱྀඖ୍ᮼ䜎䛷ධ䜜䜛䛸䛣䜌䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚༴㝤䛷䛩䚹
䚷㻌⤥Ἔ䝺䝧䝹䛿䜶䞁䝆䞁ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛻つᐃ䛥䜜䛯㔞䜢Ᏺ䛳䛶ୗ
䚷㻌䛥䛔䚹
䖃⤥Ἔᚋ䛿䚸 䝍䞁䜽䜻䝱䝑䝥䜢䛧䛳䛛䜚⥾䜑㎸䜣䛷ୗ䛥䛔䚹

㻞

4.3 使用場所、換気に関する注意事項
䟿 ༴㝤

䖃 ᐊෆ䚸 䝖䞁䝛䝹ෆ➼Ẽ䛾ᝏ䛔ሙᡤ䛷䛿⏝䛧䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䜶䞁䝆䞁䛾Ẽ䜺䝇䛻䛿䚸 ᭷ᐖ䛺୍㓟Ⅳ⣲➼䛜ྵ䜎䜜䛶䛚㻌䚷㻌
䜚䚸 ኚ༴㝤䛷䛩䚹
䖃 ⅆẼ䛾䛒䜛ഐ䛷䛾㐠㌿䛿䛧䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹

4.4 作業前の注意事項

䟿 ὀព

䖃 ྛ㒊ศ䛾⥾ලྜ䜢Ⅼ᳨䛧䛶ୗ䛥䛔䚹 ື䛷䝛䝆䛜⦆䜣䛷䛔䚷㻌
䜛䛸ᛮ䜟䛼䛝䛺ᨾ㞀䛾ཎᅉ䛸䛺䜚䜎䛩䚹 䝛䝆䛿䛧䛳䛛䜚䛸⥾䜑䚷㻌
䛡䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 䝎䜲䝲䝰䞁䝗䝤䝺䞊䝗䛻䝤䝺䞊䝗䝏䝑䝥䛾Ḟᦆ䜔ᇶᯈ䛾䜂䜃㻌䚷㻌
䜜➼䛾␗ᖖ䛜↓䛔䜢☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 㻟 ⟠᭶௨ୖ䡰䢙䡸䢚䢙䜢ᅇ䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸 Ἔ⭷ษ䜜䛻䜘䜛ᶵ䚷㻌
యᦾື㒊䛾↝䛝䛝䜢㜵䛠Ⅽ䛻䚸 ప㏿䛷༑ศ䛻ᬮẼ㐠㌿䜢䚷㻌䚷㻌
⾜䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹

4.5 作業中の注意事項

䟿 ὀព

䟿 ༴㝤

䖃 ᶵᲔ䜢ጞື䛧䛯䜚సᴗ䛩䜛䛿䚸 ࿘ᅖ䛾ே䜔㞀ᐖ≀䛻ᑐ䛧䛶䚷㻌
Ᏻ䛷䛒䜛䜢☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 ᖖ䛻㊊ሙ䛻ὀព䛧䚸 ᶵᲔ䛾䝞䝷䞁䝇䜢ಖ䛶䜛↓⌮䛾↓䛔Ᏻᐃ䚷㻌
䛧䛯ጼໃ䛷సᴗ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 䜶䞁䝆䞁ᮏయ䚸 䝬䝣䝷䞊䛿㧗 䛻䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸 㐠㌿ཬ䜃䚷㻌
㐠㌿┤ᚋ➼䛾⇕䛔䛻䛿ゐ䜜䛺䛔䜘䛖䛻ὀព䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 㐠㌿୰䛻ᶵᲔ䛾ㄪᏊ䛜ᝏ䛟䛺䛳䛯䜚䚸 ␗ᖖ䛻Ẽ䛔䛯ሙྜ䛿䚷㻌
┤䛱䛻ᮏᶵ䜢Ṇ䛥䛫సᴗ䜢୰Ṇ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 䝤䝺䞊䝗䛜䛔䛯≧ែ䛷䡲䡫䡼䡬䜢ᚅᶵ䛥䛫䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶䛟䛰䛥䚷㻌
䛔䚹 䜔䜐䜢ᚓ䛺䛔䛷ᚅᶵ㐠㌿䛥䛫䜛ሙྜ䛻䛿ప㏿䛷▷䚷㻌䚷㻌
㛫⾜䛖䜢ᚰ䛜䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䖃 ᮏᶵ䛛䜙㞳䜜䜛ሙྜ䛿䚸 ᚲ䛪䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䛶ୗ䛥䛔䚹㻌䚷㻌
䜎䛯ᮏᶵ䜢⛣ື䛥䛫䜛䜒䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䚸 ⇞ᩱ䝁䝑䜽䜢䚷㻌䚷㻌
㛢䛨䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃 䝤䝺䞊䝗䜹䝞䞊䛿ᚲ䛪╔䛧䛶䛤⏝ୗ䛥䛔䚹
䖃 䜶䞁䝆䞁ጞື䛸ྠ䛻䝤䝺䞊䝗䛜ᅇ㌿䛧䜎䛩䛾䛷ศẼ䜢䛡䚷㻌
䛶ୗ䛥䛔䚹 ≉䛻㊊➼䜢㏆䛡䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䖃 ᅇ㌿㒊 㻔 䝧䝹䝖䜹䝞䞊ෆ➼ 㻕 䛻䛿ᡭ䚸 ᭹➼䜢ᕳ䛝㎸䜎䜜䛺䛔䚷㻌
䜘䛖䛻ศὀព䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
傾斜地での注意事項
ᮏᶵ䜢ഴᩳᆅ䛷⏝䛩䜛ሙྜ䚸 ᵝ䚻䛺༴㝤䛜క䛔䜎䛩䚹 ᭱ప
㝈ୗグ䛾㡯┠䜢ཝᏲ䛧䛯ୖ䛷䚸 ᭦䛺䜛Ᏻ☜ಖ䛻ດ䜑䛶ୗ䛥
䛔䚹 Ᏻ䜢☜ಖ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛿⤯ᑐ䛻⏝䛧䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䖃 ഴᩳᆅ䛷䛿ᮏᶵ䜢ᨺ⨨䛧䛺䛔䛷ୗ
䛥䛔䚹 ୍ᮏᶵ䛜ື䛝ฟ䛩㻌䚷㻌䛸㔜
䛺ᨾ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩༴㝤ᛶ䛜䛒
䜚䜎䛩䚹
䖃 ഴᩳᆅ䛷䛿䚸 䝝䞁䝗䝹䜢䛧䛳䛛䜚
ᥱ䜚䚸㻌Ỵ䛧䛶ᮏᶵ䛛䜙ᡭ䜢㞳䛥䛺䛔
䛷ୗ䛥䛔䚹 ᡭ䜢㞳䛧䛯▐㛫䛻ᮏᶵ
䛜⮬㔜䛷ື䛝ฟ䛧䚸 㔜䛺ᨾ䜢
ᘬ䛝㉳䛣䛩༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃 䝝䞁䝗䝹䛛䜙䜾䝸䝑䝥䛜ᢤ䛡䜛䛸ᮏ
ᶵ䛜ᭀ㉮䛩䜛༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䛾
䛷ศ䛻ᚚὀពୗ䛥䛔䚹

㻟

䟿 ༴㝤

䖃䝝䞁䝗䝹䛛䜙䜾䝸䝑䝥䛜ᢤ䛡䜛䛸ᮏᶵ䛜ᭀ㉮䛩䜛༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎
䚷㻌䛩䛾䛷ศ䛻ᚚὀពୗ䛥䛔䚹
䖃ഴᩳᆅ䛷సᴗ䛩䜛㝿䛿䚸 ᚲ䛪ᮏᶵ䛻ᑐ䛧ᩳ㠃䛾ୖഃ䛻⨨
䚷㻌䛧䚸 ᩳ㠃䛻ᑐ䛧䛶ᮏᶵ䛜┿䛳┤䛠ୗ䜢ྥ䛟䜘䛖䛻䛧䛶సᴗ䜢⾜䛳
䚷㻌䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䛿ᖹᆠ䛺ሙᡤ䛷Ṇ䛥䛫䛶ୗ䛥䛔䚹 Ṇ䜐䜢ᚓ䛪ᮏᶵ䜢䚷㻌
䚷㻌ഴᩳᆅ䛻Ṇ䛥䛫䜛ሙྜ䛿䚸 ᚲ䛪䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䛯ୖ䛷
䚷㻌ᮏᶵ䜢┿䛳┤䛠ୗྥ䛝䛻䛧䚸 Ᏻ☜ಖ䛾䛯䜑䛻๓㌴㍯䛻ᚲ䛪
䚷㻌㍯Ṇ䜑䜢䛧䛶ୗ䛥䛔䚹 ๓㍯䛻㍯Ṇ䜑䜢䛛䛡䛶䜒䚸 ๓ᚋ䜔ᕥྑ
䚷㻌䛻ᦂ䛥䜆䜙䜜䛯䜚䛧䜎䛩䛸ᮏᶵ䛿㍯Ṇ䜑䜢䜚ୖ䛢ື䛝ฟ䛩ྍ
䚷㻌⬟ᛶ䛜㧗䛟ኚ༴㝤䛷䛩䛾䛷ᚚὀពୗ䛥䛔䚹 ᚋ㌴㍯䛻䛿㍯䚷㻌
䚷㻌Ṇ䜑䜢䛧䛶䜒ຠᯝ䛜䛒䜚䜎䛫䜣䚹 ㌴䛾㝿䛿ᚲ䛪๓㍯䛻㍯Ṇ
㻌㻌㻌䜑䜢ᚚ⏝ୗ䛥䛔䚹

㍯Ṇࡵ
䖃㍯Ṇ䜑䜢䛩䜛㝿䚸 ᮏᶵ䛾๓ഃ䛻䛿⤯ᑐ䛻⾜䛛䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌୍ᮏᶵ䛜ື䛝ฟ䛧䛯ሙྜ䚸 䝤䝺䞊䝗䛻䜘䜛㌟య䛾ษ᩿䜔ᮏ
䚷㻌ᶵ䛾⾪✺䛻䜘䜚ᡃ䜔Ṛஸ䛻⮳䜛༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃㍯Ṇ䜑䜢䛩䜛㝿䚸 䝤䝺䞊䝗䛜ᡭ䛻ゐ䜜䜎䛩䛸ᡃ䜢䛩䜛ᜍ䚷㻌
䚷㻌䜜䛜䛒䜚ኚ༴㝤䛷䛩䚹 ᚲ䛪ᮏᶵ䛾䝧䝹䝖䜹䝞䞊ഃ䛛䜙㍯Ṇ
䚷㻌䜑䜢䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃Ṇ䛾㝿䚸 Ỉ䝍䞁䜽䛻Ỉ䛜ධ䛳䛶䛔䜎䛩䛸㔜ᚰ䛜㧗䛟䛺䜚䝞䝷
䚷㻌䞁䝇䛜ᝏ䛟䛺䜛Ⅽ䚸 ๓㍯䛻㍯Ṇ䜑䜢䛛䛡䛶䜒๓㍯䛜㍯Ṇ䜑䜢䚷㻌
䚷㻌䜚㉺䛘䛶ື䛝ฟ䛧ኚ༴㝤䛷䛩䚹 䛣䛾ሙྜᚲ䛪Ỉ䝍䞁䜽䛛㻌
䚷㻌䜙Ỉ䜢ᢤ䛔䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ഴᩳᆅ䛻䛚䛔䛶㊰㠃䛜䜜䛶䛔䜎䛩䛸䚸 ゅᗘ䛻䜘䛳䛶䛿㍯Ṇ
䚷㻌䜑⮬య䛜䜚ຠᯝ䛜↓䛟䛺䜚䜎䛩䚹 Ṇ䜐䜢ᚓ䛪ഴᩳᆅ䛷Ṇ
䚷㻌䛥䛫䜛ሙྜ䛿ᚲ䛪䛔䛯㊰㠃䛻Ṇ䛥䛫䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ഴᩳᆅ䛷䛾䝤䝺䞊䝗ྲྀྲྀእ䛧సᴗ䛿༴㝤䛷䛩䛾䛷⾜䜟䛺䛔
䚷㻌䛷ୗ䛥䛔䚹
䖃ᩳ㠃䜢ᶓ᩿䛩䜛䜘䛖䛺సᴗ䛿⾜䜟䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹 ᮏᶵ䛾㌿ಽ
䚷㻌䜔䝤䝺䞊䝗䛾◚ᦆ➼㔜䛺ᨾ䜢ᘬ䛝㉳䛣䛩ᜍ䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹

ȪȕȆǣȳǰƷදॖʙ
䜽䝺䞊䞁䛻䜘䜛✚䜏ୗ䜝䛧సᴗ䛿㈨᱁䛜ᚲせ䛷䛩䚹 䜽䝺䞊䞁䛾㐠㌿ 䞉 ⋢䛡సᴗ䛾㈨᱁䛜䛒䜛ே䛜⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹

䟿 ༴㝤

䖃ྞ䜚ୖ䛢సᴗ䛻ᑐ䛧䚸 ᮏᶵ㒊ရ 㻔 ≉䛻䝣䝑䜽 䞉 㜵䝂䝮 㻕 䛾䚷㻌
䚷㻌ᦆയ䜔䝛䝆䛾⦆䜏 䞉 ⬺ⴠ䛜↓䛟Ᏻ䛷䛒䜛䜢☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䚷㻌
䚷㻌䛔䚹
䖃ྞ䜚ୖ䛢䛿䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫⇞ᩱ䝁䝑䜽䜢㛢䛨䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᙉᗘ䛾ศ䛺䝽䜲䝲䞊䝻䞊䝥➼䜢⏝䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ྞ䜚ୖ䛢సᴗ䛿୍Ⅼྞ䜚䝣䝑䜽䛾䜏⏝䛧䚸 䛭䛾䛾ሙᡤ 㻔 䝝
䚷㻌䞁䝗䝹➼ 㻕 䛷䛾ྞ䜚ୖ䛢సᴗ䛿䛧䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䜢ྞ䜚ୖ䛢䛯㝿䚸 ୗ䛻䛿⤯ᑐ䛻ே䜔ື≀䜢ධ䜜䛺䛔䛷䚷㻌
䚷㻌ୗ䛥䛔䚹
䖃Ᏻ䛾Ⅽ䚸 ᚲせ௨ୖ䛾㧗䛥䛻䛿ྞ䜚ୖ䛢䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹

㻠

ᢃȷ̬ሥƴ᧙Ƣǔදॖʙ
䟿 ㆙࿌

䖃㐠ᦙ䛿䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃㐠ᦙ䛿ᚲ䛪䝤䝺䞊䝗䜢እ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃䜶䞁䝆䞁ཬ䜃ᮏᶵ䛜䜘䛟෭䛘䛶䛛䜙㐠ᦙ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃㐠ᦙ䛿ᚲ䛪⇞ᩱ䜢ᢤ䛔䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䛜ື䛔䛯䜚䚸 ಽ䜜䛯䜚䛧䛺䛔䜘䛖䛧䛳䛛䜚䛸ᅛᐃ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹

ૢͳɥƷදॖʙ
䟿 ὀព

䖃Ᏻ䜢☜ಖ䛧䚸 ᮏᶵ䛾ᛶ⬟䜢⥔ᣢ䛩䜛Ⅽ䛻䚸 㐺ษ䛺ᩚഛ䛜
䚷㻌ᚲせ䛷䛩䚹 ᮏᶵ䛾≧ែ䜢ศ␃ព䛧䚸 Ⰻዲ䛺≧ែ䜢⥔ᣢ䛧
䚷㻌䛶ୗ䛥䛔䚹 ≉䛻䚸 䝸䝣䝔䜱䞁䜾㛵㐃㒊ရ䛾㐺ษ䛺ᩚഛ䛿㔜
䚷㻌ᨾ䛾ཎᅉ䛸䛺䜚䜎䛩䚹
䖃ᚲ䛪䝤䝺䞊䝗䜢እ䛧䛶䛛䜙సᴗ䜢⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹 䝤䝺䞊䝗䛻㌟
䚷㻌య䛜᥋ゐ䛧䜎䛩䛸䚸 ᛮ䜟䛼ᡃ䜢䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃ᮏᶵ䛾 ᗘ䛜ୗ䛜䛳䛶䛛䜙సᴗ䜢⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹 ≉䛻䝬䝣䝷䞊
䚷㻌䛿㧗 䛻䛺䜚䚸 ⅆയ䜢䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䜎䛯䜶䞁䝆䞁䜔
䚷㻌䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹䚸 䝤䝺䞊䝗➼䜒⇕䛟䛺䜚䜎䛩䛾䛷䚸 ⅆയ䜢䛧䛺
㻌㻌㻌䛔䜘䛖ศὀព䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃Ⅼ᳨ㄪᩚ䛿䚸 ᚲ䛪䜶䞁䝆䞁䛜Ṇ䛧䛯≧ែ䛷⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌ᅇ㌿㒊䛻ᕳ䛝㎸䜎䜜䚸 㔜䛺യᐖ䜢㈇䛖༴㝤ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䖃ᩚഛ⤊ᚋ䚸 ಖᏳ㒊ရ䛾ྲྀཬ䜃Ᏻᛶ䛾☜ㄆ䜢⾜䛳䛶ୗ
䚷㻌䛥䛔䚹 ≉䛻䚸 䝪䝹䝖 䞉 䝘䝑䝖䛾Ⅼ᳨䛿ศ⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹

㻡

4.9 ラベルの取付位置図
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タコ・アワーメーター付

6

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13

PART NO.
9201-08350
9201-06630
9201-06580
9202-03330
9201-08360
9201-04980
9201-06980
9202-10120
9201-00120
9201-09690
9201-09690
9202-07550
9202-07830
9202-07840
9202-15090
9202-15100
9202-15110
9202-21160
9202-21170
9202-21180
9201-08860
9201-08870
9202-21110
9202-15060

部品名称

備考

銘板，取扱説明書熟読（和文）
銘板，取扱注意 ／ＭＣＤ−２１０
銘板，操作説明図（昇降）
銘板 騒音保護防止
銘板，回転部接触禁止（和文）
銘板，回転方向
銘板，足元危険

／ＭＣＤ−２１０

銘板，中型カッター用目盛（ブレードカバー）
銘板，グリース（貼）／ＮＰ−１２０
銘板，シンボルマーク／ＭＣＤ−２１０Ｖ
銘板，シンボルマーク／ＭＣＤ−２１０Ｖ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１４ＶＤＸ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１６ＶＤＸＳ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１８ＶＤＸＳ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１４ＳＧＫ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１６Ｓ−ＳＧＫ
銘板，製番／ＭＣＤ−２１８Ｓ−ＳＧＫ
銘板，製番／２１４ＨＤＸ／国内／ＣＥ無
銘板，製番／２１６ＨSＤＸ／国内／ＣＥ無
銘板，製番／２１８ＨSＤＸ／国内／ＣＥ無
銘板，型式ロゴ ＤＸ
銘板，型式ロゴ ＤＸＳ
銘板，型式ロゴ／ＳＤＸ
銘板，型式ロゴ／−ＳＧＫ

214
216
218
214SGK
216SGK
218SGK
214HDX
216HSDX
218HSDX
VDX
VDXS
HDX,HSDX
SGK

NO.
15
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
22
22
24
24
24
26
26
26
27
27
30

PART NO.
9201-10410
9201-07780
9201-08820
9201-08830
9201-08840
9201-15120
9201-15040
9201-15050
9201-21080
9201-21090
9201-21100
9202-10960
9201-06870
9201-09560
9201-08610
9202-08350
9202-07680
9202-07680
9201-06930
9201-06920
9201-06910
9201-06760
9201-06760
9201-11900

部品名称

備考

銘板，操作説明図（フリー、手動走行／２１０
銘板，車輪ロック説明図
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１４Ｖ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１６Ｖ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１８Ｖ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１４
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１６Ｓ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１８Ｓ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１４Ｈ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１６Ｈ
銘板，型式ロゴ／ＭＣＤ−２１８Ｈ
銘板，三笠マーク（白，４０×８０）
銘板，三笠マーク（三角６０Ｗ）
銘板，Ｍｉｋａｓａ（２５０白）
銘板，Ｍｉｋａｓａ（４４０．白）
銘板，ベルトサイズ／ＲＰＦ３３３０
銘板，ベルトサイズ ＲＰＦ３３４０
銘板，ベルトサイズ ＲＰＦ３３４０
銘板，ブレードカバー小（１４”）
銘板，ブレードカバー中（１６”）
銘板，ブレードカバー大（１８”）
銘板，キーＳＷ ＯＮ−ＯＦＦ
銘板，キーＳＷ ＯＮ−ＯＦＦ
銘板，低騒音カッター

214
216
218
214SGK
216SGK
218SGK
214HDX
216HSDX
218HSDX
214,216
218
214,216
218
214
216,218
214HDX
214
216
218
218HSDX
216HSDX
SGK

4.10 警告ラベルの絵文字説明
・ 取扱説明書熟読
運転前に必ず取扱説明書をよく
読み、 操作内容を充分理解して
下さい。

・ 騒音による聴覚障害に注意
本機運転中は、 必ず耳栓やイ
ヤーマフラーを着用して下さい。

エンジン付属銘板
①

②

足元危険

・ 回転部接触禁止
回転中のブレードやブレード軸、
プーリー、 V ベルトには絶対に
手を触れないで下さい。 ブレー
ドカバーやベルトカバーを外して
の運転はお止め下さい。

・ 足元危険
本機運転中は、足元に充分注意
して下さい。足元をブレードに近
付けないで下さい。

①火気厳禁
③

給油時は必ずエンジンを停止させて下さい。給油口に火
気を近づけると火災の危険があります。

④

②排気ガス中毒に注意
⑤

排気ガスを吸うと一酸化炭素中毒等を引き起こす危険性
があります。換気の悪い場所では運転しないで下さい。

③マフラー高温注意
マフラー及びその周辺に触れないで下さい。

④取扱説明書熟読
安全の為、取扱説明書をよく読み使用して下さい。

⑤燃料はガソリンを使用して下さい。
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5. 外観図
5.1 外観寸法図 (mm)

㻡㻟㻥

㻟㻥㻟

MCD-214〜218VDX

4
3
2
1

㻝㻥㻥㻜
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㻞㻝㻢㼂㻰㼄㻩㻝㻜㻢㻡
㻞㻝㻠㼂㻰㼄㻩㻝㻜㻡㻣
㻞㻝㻠㻴㻰㼄㻩㻝㻜㻡㻣

㻥㻤㻝

㻥㻞㻞

㻥㻝㻜

MCD-216V
DX
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㻞㻝㻠㻙㻿㻳㻷㻩㻢㻝㻡

㻟㻥㻟

MCD-214〜218SGK

㻝㻥㻥㻜
㻞㻝㻤㻿㻙㻿㻳㻷㻩㻝㻞㻣㻜
㻞㻝㻢㻿㻙㻿㻳㻷㻩㻝㻞㻠㻜
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㻤㻌

㻥㻤㻝

㻥㻞㻞

ఠ崓崫崧嵤

㻥㻝㻜

MCD-216S
-SGK

5.2 コントロール装置位置及び装置名称
䝍䝁 䞉 䜰䝽䞊䝯䞊䝍䞊
䝸䝁䜲䝹䝇䝍䞊䝍䞊

䝝䞁䝗䝹

䝬䝣䝷䞊

Ỉ䝍䞁䜽

Ỉ䝁䝑䜽

䝧䝹䝖䝔䞁䝅䝵䞁
ㄪᩚ䝪䝹䝖
᪼㝆ຊ
ㄪᩚ䝪䝹䝖

䜶䜰䜽䝸䞊䝘䞊

ษ๐䝀䞊䝆
ᩓỈ䝟䜲䝥

䝤䝺䞊䝗䜹䝞䞊

ᾘ㡢䝤䝺䞊䝗䜹䝞䞊

䝇䝻䝑䝖䝹䝺䝞䞊

⇞ᩱ䝍䞁䜽䜻䝱䝑䝥
䝣䝑䜽

᪼㝆䝝䞁䝗䝹
㉮⾜䝝䞁䝗䝹

⇞ᩱ䝍䞁䜽

䝧䝹䝖䜹䝞䞊

๓㌴㍯
ᚋ㌴㍯

ษ䝨䝎䝹

䈜㻌┿䛿䇿㻹㻯㻰㻙㻞㻝㻢㼂㻰㼄㻿䇿䛷䛩䚹

㻥

6. 仕様
6.1 本体
型

式

搭載エンジン
主 要 寸 法
全長 〈切削ガイド, ハンドル伸長時〉
全長 〈切削ガイド, ハンドル格納時〉
全幅
全高 〈機体水平時〉
機械質量
取付けブレード制限
走行方式
切断深度調節
ブレード冷却方式
水タンク容量
ブレード軸径

型

式

搭載エンジン
主 要 寸 法
全長 〈切削ガイド, ハンドル伸長時〉
全長 〈切削ガイド, ハンドル格納時〉
全幅
全高 〈機体水平時〉
機械質量
取付けブレード制限
走行方式
切断深度調節
ブレード冷却方式
水タンク容量
ブレード軸径

MCD-214VDX
(MCD-214-SGK)
EH25-2D

MCD-216VDXS
(MCD-216S-SGK)
EH30DS

MCD-218VDXS
(MCD-218S-SGK)
EH34DS

1990mm
1057mm (1230mm)
539mm (615mm)
981mm
136kg (142kg)
14in. 以下

←
1065mm (1240mm)
539mm (620mm)
←
158kg (165kg)
16in. 以下
ハンドル回転式
手動スクリュー式
重力注水遠心力噴射方式
45L
27mm

←
1124mm (1270mm)
←
←
←
159kg (167kg)
18in. 以下

MCD-214HDX

MCD-216HSDX

MCD-218HSDX

GX240

GX270

GX390

←
1057mm
539mm
←
134kg
14in. 以下

←
1065mm
←
←
148kg
16in. 以下
ハンドル回転式
手動スクリュー式
重力注水遠心力噴射方式
45L
27mm

←
1124mm
←
←
157kg
18in. 以下

※機械質量は、燃料:タンク容量の1/2、作動油・潤滑油:規定レベル、エンジンオイル:上限レベル、水タンク:空の状態での質量です。

6.2 ダイヤモンドブレード
使用ブレード寸法
10インチ（in.)
12インチ（in.)
14インチ（in.)
16インチ（in.)
18インチ（in.)

外径
254mm
305mm
356mm
407mm
457mm

最大切削深さ
70mm
95mm
120mm
145mm
170mm

6.3 エンジン
標準仕様型式
エンジン型式
最大出力
燃料タンク容量
標準仕様型式
エンジン型式
最大出力
燃料タンク容量

EH25-2D
5.9kW/3600min-1
(8.0PS/3600rpm)
6.0ℓ
GX240
5.9kW/3600min-1
(8.0PS/3600rpm)
5.3ℓ

EH30DS
空冷 4 サイクルガソリンエンジン
6.6kW/3600min-1
(9.0PS/3600rpm)
6.0ℓ
GX270
空冷 4 サイクルガソリンエンジン
6.3kW/3600min-1
(8.6PS/3600rpm)
5.3ℓ
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EH34DS
8.1kW/3600min-1
(11PS/3600rpm)
6.0ℓ
GX390
8.7kW/3600min-1
(11.8PS/3600rpm)
6.1ℓ
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8. 運転
8-1-1 燃料コックを開きます。(図15)

スバル (EH25,30,34)

ホンダ (GX240,270,390)

閉

燃料コック

閉
開
閉

開

図15
8-1-2 ストップスイッチをON(I)側に回します。(図16)

スバル (EH25,30,34)

ホンダ (GX240,270,390)

“ON(Ｉ)”

“ON(Ｉ)”

OFF
ON

ON

図16
8-1-3 キャブレターのチョークレバーまたはチョークノ
ブを閉じて調速レバーを半開きにします。チョー
クレバーを上に上げると全閉になります。寒いと
きは全開にして下さい。また、うまく始動しなかっ
た場合には、いつまでもチョークレバーを全閉の
ままにしておきますと燃料の吸い込みすぎとなり
ますので半開にして下さい。(図17)

スバル (EH25,30,34)

ホンダ (GX240,270,390)

チョークノブ
チョークレバー

引く
“閉”

“閉”

図17
8-1-4 リコイルスターターの場合(図18)
● 始動ノブをゆっくり引いていくと重くなる所(圧縮
点)があります。更に少し引くと一度軽くなる所が
あり、そこから始動ノブを一旦元に戻し、勢い良
く引っ張ります。
● ロープは一杯に引ききらないで下さい。引いた
始動ノブは、その位置から手を放さず静かに元
に戻して下さい。
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スバル (EH25,30,34)

ホンダ (GX240,270,390)

始動ノブ

始動ノブ

図18
セルスターターの場合(図19)
● キーをキースイッチに差し込み運転の位置に回
します。更に右へ回すとエンジンが始動します。
● 始動しない場合でも、5秒以上連続してセル
モーターを回さないで下さい。キーを運転の位
置に戻し、10秒ほど休ませてから再始動するよう
にします。
● エンジン運転中は、絶対にキースイッチを始動
位置に回さないで下さい。

！ 警告
エンジンの始動と同時にダイヤモンドブレードが
回転しますので充分に注意して下さい。

図19

8-1-5 エンジンが始動したらエンジン音を聞きながら
チョーク レバーまたはチョークノブを徐々に戻し
全開にします。(図20)
始動後は必ず5分間低速で暖機運転を行いま
す。特に寒冷時は必ず実行して下さい。この間
にエンジン音に異常が無いか注意して下さい。

スバル (EH25,30,34)

ホンダ (GX240,270,390)

チョークノブ
チョークレバー
“開”

“開”

押す

図20

8-2 作業
8-2-1 切削ガイドを切断線に合わせて下さい。線合わ
せの時は、本機を起こして行うと簡単にできま
す。(図7 <P12>)
8-2-2 調速レバーを徐々に上げていき、エンジン回転
数を高速にセットします。(図6 <P12>)
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䜴䜷䞊䝮䝩䜲䞊䝹䛾พฝ䠄ᅗ㻞㻞䠅䛜ჶྜ䜟䛺䛔
⨨䛷ษ䝨䝎䝹䜢↓⌮䛻㋃䜎䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹↓
⌮䛻㋃䜏㎸䜐䛸ษ䝨䝎䝹➼䛾◚ᦆ䛾ཎᅉ䛻
䛺䜚䜎䛩䚹ษ䛘䛜ฟ᮶䛺䛔䛿䚸ษ䝨䝎䝹
䜢㍍䛟㋃䜏ᮏᶵ䜢䜖䛳䛟䜚ᢲ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹

ۑ
∎ࢡࣛࢵࢳ
࢛࣮࣒࣮࢘࣍ࣝ
࢛࣮࣒࢘

ᅗ㻞㻞
㻤㻙㻞㻙㻢 ษ๐䛜⤊䛧䛯䜙䚸᪼㝆⏝䜽䝷䞁䜽䝝䞁䝗䝹䛾ୗ
㒊䛻䛒䜛䝒䝬䝭䜢᧯స䛧䚸ᮏᶵ䛾䝻䝑䜽䜢ゎ㝖䛧
䛶䜽䝷䞁䜽䝝䞁䝗䝹䜢ྑᅇ㌿䛥䛫䛶ᮏᶵ䜢ୖ䛢
䜃䝒䝬䝭䛷䝻䝑䜽䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
㻤㻙㻞㻙㻣 Ỉ䝁䝑䜽䜢㛢䛨䛶෭༷Ỉ䜢Ṇ䜑䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷
㻤㻙㻞㻙㻤 ㄪ㏿䝺䝞䞊䜢ᡠ䛧䛶䜶䞁䝆䞁ᅇ㌿ᩘ䜢ୗ䛢䛶ୗ
䛥䛔䚹

㻝㻣

9. 停止
9-1 作業を止めてエンジンを停止させる時には調速
レバーを戻し、低速回転で3〜5分間程エンジン
を回してエンジンの温度が下がってからストップ
スイッチをOFF(O)側に回します。セルスター
ターの場合は、キーを停止位置に戻します。エ
ンジンの温度が下がらないうちに停止させるとシ
リンダー内壁の油膜が焼けてエンジンの寿命が
極端に短くなりますので御注意下さい。(図23)

図23
9-2 燃料コックを閉じて下さい。(図24)

ホンダ (GX240,270,390)

スバル (EH25,30,34)
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燃料コック

閉
開
閉

開

図24
！ 注意 切削直後は本機各部が高温になってい

ますので火傷等に充分注意して下さい。

9-3 ブレードの締付けナット(左ネジ)を外して、ブ
レードを取り外して下さい。
(取り付け方法と逆の手順になりますので13
ページ、7-10「ブレード・消音ブレードカバーの
取り付け」をご参照ください。)
9-4 切削ガイドフレームを起こして下さい。
9-5 散水コックを開いて水タンクに残っている水を排
水してください。(図25)
開

閉

図25
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10. 輸送

䟿 ㆙࿌

䖃సᴗ๓䛻䛿䛛䛺䜙䛪䝤䝺䞊䝗䜢እ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃୍Ⅼྞ䝣䝑䜽䛾◚ᦆ䚸 䝛䝆䛾⦆䜏䚸 ⬺ⴠ䛜↓䛟Ᏻ䛷䛒䜛
䚷㻌䜢☜ㄆ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ྞ䜚ୖ䛢䛾㝿䛿ᚲ䛪䝤䝺䞊䝗䜢ྲྀ䜚እ䛧䚸䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䚸
䚷㻌⇞ᩱ䝁䝑䜽䜢㛢䛨䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃䝝䞁䝗䝹㒊䛷䛾ྞ䜚ୖ䛢䛿⤯ᑐ䛻⾜䜟䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
䖃ᙉᗘ䛜ศ䛷䚸 䜻䞁䜽䜔ᆺᔂ䜜䛾↓䛔䝽䜲䝲䞊䝻䞊䝥䜢⏝䛔
䚷㻌䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃┿䛳┤䛠䛻⾪ᧁ䜢䛛䛡䛺䛔䜘䛖䛻ྞ䜚ୖ䛢䚸 ྞ䜚ୖ䛢䛯ᶵᲔ䚷㻌
䚷㻌䛾ୗ䛻䛿⤯ᑐ䛻ே䜔ື≀䛜ධ䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃Ᏻ䛾䛯䜑䚸 ᚲせ௨ୖ䛾㧗䛥䛻䛿ྞ䜚ୖ䛢䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹

10-1 積み込み、積み下ろし
䜽䝺䞊䞁䛻䜘䜛✚䜏㎸䜏䞉✚䜏ୗ䜝䛧సᴗ䛿䜽䝺䞊䞁 䞉
⋢䛡䛾㈨᱁䛜ᚲせ䛷䛩䚹
㻝㻜㻙㻝㻙㻝
䚷䚷ᮏᶵ䛾✚䜏㎸䜏✚䜏ୗ䜝䛧䛿䜽䝺䞊䞁➼䛷⾜䛳䛶㻌
䚷䚷ୗ䛥䛔䚹
㻝㻜㻙㻝㻙㻞㻌䚷
䚷䚷✚䜏㎸䜏✚䜏ୗ䜝䛧సᴗ䛾㝿䛿ᣦ⪅䜢Ỵ䜑䚸䚷
䚷䚷ᚲ䛪ᣦ⪅䛾ᣦ♧䛻䜘䜚సᴗ䜢⾜䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
㻝㻜㻙㻝㻙㻟㻌䚷
䚷䚷ྞ䜚ୖ䛢䛾㝿䛿ᚲ䛪䜺䞊䝗䝣䝑䜽䛻ྞ䜚ୖ䛢ල䜢ᘬ
䚷䚷䛡䛶ୗ䛥䛔䚹 䝝䞁䝗䝹䛻ྞ䜚ୖ䛢ල䜢ᘬ䛡䛶
䚷䚷䛾ྞ䜚ୖ䛢䛿⤯ᑐ䛻⾜䜟䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹
㻝㻜㻙㻝㻙㻠
䚷䚷ᮏᶵ䜢ྞ䜚ୖ䛢䛶⛣ື䛩䜛㝿䚸 ᛴ⃭䛺ྞ䜚ୗ䜝䛧
䚷䚷䛿㑊䛡䚸 ᚲ䛪ᚋ㌴㍯䛛䜙タ⨨䛩䜛䜘䛖䛻ୗ䜝䛧䛶䚷
䚷䚷ୗ䛥䛔䚹
䚷䚷ㄗ䛳䛶ᛴ⃭䛻๓㍯䛛䜙ୗ䜝䛧䛯ሙྜ➼䛻䛿䚸 ᪼㝆
䚷䚷䝣䝺䞊䝮䛻䛶ᮏᶵ䛾䛾⟠ᡤ䜢ಖㆤ䛩䜛䜘䛖䛻ฟ䚷
䚷䚷᮶䛶䛚䜚䜎䛩䚹
䚷䚷୍䚸 ᪼㝆䝣䝺䞊䝮䛜䛳䛶ኚᙧ䛧䛯ሙྜ䚸 ᪼䚷
䚷䚷㝆⨨䛻䛶᪼㝆㧗䛥䜢᭱ప⨨䛻䛧䛯䛻䚸 䝤䚷
䚷䚷䝺䞊䝗㍈䛻ྲྀ䜚䛡䜙䜜䛯 㼂 䝥䞊䝸䞊䛜ᆅ㠃䛻᥋䚷
䚷䚷ゐ䛧䚸 㼂 䝧䝹䝖䛾⫼㠃䛜☻⪖䛩䜛䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷䚷䛭䛾ሙྜ䚸 ᮏᶵ䛾᪼㝆⨨᭱ప⨨タᐃ⏝䝪䝹
䚷䚷䝖 㻝㻠㽢㻠㻜 ཬ䜃䝘䝑䝖 㻹㻝㻠 䛻䛶᭱ప⨨䜢ㄪᩚ䛧䛶
䚷䚷ୗ䛥䛔䚹 㻔 ᅗ 㻞㻢㻕㻌

᪼㝆䝣䝺䞊䝮

๓㌴㍯
ᮏᶵ᪼㝆⨨䛾᭱ప⨨タᐃ⏝
䝪䝹䝖 㻒 䝘䝑䝖

ᅗ㻞㻢
䟿 ὀព 㐨ᯈ䜢⏝䛧䛶䛾✚䜏㎸䜏 䞉 ✚䜏ୗ䜝䛧
䛿ኚ༴㝤䛷䛩䛾䛷⾜䜟䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹

10-2 運搬に関する注意事項
䖃㐠ᦙ䛿䜶䞁䝆䞁䜢Ṇ䛥䛫䚸 ⇞ᩱ䝁䝑䜽䜢㛢䛨䛶ୗ䛥䛔䚹

䟿 ㆙࿌

䖃㐠ᦙ䛿ᚲ䛪䝤䝺䞊䝗䜢እ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃㐠ᦙ䛿ᚲ䛪⇞ᩱ䜢ᢤ䛔䛶ୗ䛥䛔䚹
䖃ᮏᶵ䛿Ỉᖹ䛻䛧䛯ୖ䛷䝒䝬䝭䜢᧯స䛧䛶䝻䝑䜽䛧䚸 ື䛔䛯䜚ಽ

㻝㻥

11. 保管
㻝㻝㻙㻝㻌ྛ㒊䛾䝂䝭䜔Ἶ➼䜢ỈὙ䛔䛧䛶ⴠ䛸䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
㻝㻝㻙㻞㻌Ỉ䝍䞁䜽䚸 㓄⟶ෆ䛾Ỉ䛿ᢤ䛔䛶ୗ䛥䛔䚹
㻝㻝㻙㻟㻌ྛᡤ䛾䝢䝻䞊䝤䝻䝑䜽ཬ䜃䜾䝸䝇䝙䝑䝥䝹䛻䜾䝸䝇
䚷䚷䚷㻌䜢⤥Ἔ䛧䛶ୗ䛥䛔䚹 ≉䛻䝤䝺䞊䝗㍈䛾䝢䝻䞊䝤䚷
䚷䚷䚷㻌䝻䝑䜽䛻䛿⏝ᚋ䛻ᚲ䛪䜾䝸䝇䜢⤥Ἔ䛧䛶ୗ䛥䚷䚷
䚷䚷䚷㻌䛔䚹 㻔 ᅗ 㻞㻣㻕

ྛ䜾䝸䝇䝙䝑䝥䝹䛻䜾䝸䝇䜢⿵⤥

䝤䝺䞊䝗㍈

ᅗ㻞㻣
㻝㻝㻙㻠㻌䝂䝭䜔ᇕ䛜䛛䛛䜙䛺䛔䜘䛖䛻䜹䝞䞊䜢䛛䛡䚸 ┤ᑕ
䚷䚷䚷㻌᪥ග䛾ᙜ䛯䜙䛺䛔‵Ẽ䛾ᑡ䛺䛔ሙᡤ䛻᱁⣡䛧䛶
䚷䚷㻌㻌㻌ୗ䛥䛔䚹
㻝㻝㻙㻡㻌సᴗ⤊ᚋ㛗ᮇಖ⟶䜢⾜䛖ሙྜ䛿
䚷㻌㻌㻌㻌䐟⇞ᩱ䝍䞁䜽䚸 ⇞ᩱ䝟䜲䝥䚸 Ẽჾ䛾⇞ᩱ䜢ᢤ
䚷㻌㻌㻌㻌㻌䚷䛝ྲྀ䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌㻌㻌㻌䐠⤥Ἔ䚸 䜸䜲䝹⿵ 䞉 䜢䜒䜜䛺䛟⾜䛳䛶ୗ䛥
䚷㻌㻌㻌㻌㻌䚷䛔䚹 Ⅼⅆᰦ䜢እ䛧䛶䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹䜢ᩘ㐺䝅䝸
䚷㻌㻌㻌㻌䚷㻌䞁䝎䞊ෆ䛻ὶ䛧㎸䜏䚸 ᩘᅇᡭᅇ䛧䛧䛶ෆ㒊䛻㻌
䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ศ⾜䛝Ώ䜙䛫䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌㻌㻌㻌䐡䝸䝁䜲䝹䝇䝍䞊䝍䞊䜢ᘬ䛝ᅽ⦰䛾䛒䜛ᡤ䛷Ṇ䜑䚷㻌㻌㻌㻌㻌
䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌㻌㻌㻌䐢䜶䜰䜽䝸䞊䝘䞊䚸 䝬䝣䝷䞊䛾྾ධཱྀཬ䜃Ẽ䚷
䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ཱྀ䜢䛧䛳䛛䜚そ䛳䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌㻌㻌㻌䐣ᒇእ䛻ᨺ⨨䛫䛪䚸 ᒇෆ䛻᱁⣡䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
䚷㻌㻌㻌㻌䐤ᮏᶵ䜢ᶓಽ䛧䛻䛧䛶ಖ⟶䛧䛺䛔䛷ୗ䛥䛔䚹

㻞㻜

12. 定期点検と調整
1. 各部点検スケジュール表
Ⅼ᳨ᮇ
ẖ᪥ 㻔 సᴗ๓ 㻕

㻞㻜 㛫ẖ
㻝㻜㻜 㛫ẖ

㻞㻜㻜 㛫ẖ
㻞 ᖺẖ
ᐃᮇ

Ⅼ᳨⟠ᡤ
እほ
⇞ᩱ䝍䞁䜽
⇞ᩱ⣔⤫
䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹
䜶䜰䜽䝸䞊䝘䞊
䝤䝺䞊䝗
᪼㝆⨨
୍Ⅼྞ䝣䝑䜽
䝪䝹䝖 䞉 䝘䝑䝖㢮
䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹
䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹
᪼㝆⨨
᪼㝆䝛䝆 㻔 ᅗ 㻝㻡㻕
᪼㝆䝝䞁䝗䝹ᇶ㒊 㻔 ᅗ 㻝㻡㻕
䝇䝷䜲䝎䞊ᇶ㒊 㻔 ᅗ 㻝㻢㻕
䝢䝻䞊䝤䝻䝑䜽 㻔 ᅗ 㻝㻢㻕
㼂 䝧䝹䝖
⇞ᩱ䝟䜲䝥㢮
䜶䜰䜽䝸䞊䝘䞊䜶䝺䝯䞁䝖
䝢䝻䞊䝤䝻䝑䜽

Ⅼ᳨㡯┠
യ䚸 䜖䛜䜏
₃䜜䚸 Ἔ㔞䚸 ở䜜
₃䜜䚸 Ἔ㔞䚸 ở䜜
₃䜜䚸 Ἔ㔞䚸 ở䜜
䝇䝫䞁䝆䛾ᇕ
യ䚸 ◚ᦆ
ᶵ⬟☜ㄆ䚸 Ἔ⬡
◚ᦆ䚸 യ䚸 䝪䝹䝖 䞉 䝘䝑䝖䛾⦆䜏 䞉 ⬺ⴠ
⦆䜏 䞉 ⬺ⴠ
ึᅇ䛾䜏

യ䚸 ᭤䛜䜚䚸 ⤥⬡
യ䚸 ᭤䛜䜚䚸 ⤥⬡
യ䚸 ᭤䛜䜚䚸 ⤥⬡
⤥⬡
യ䚸 ᙇ䜚


☻⪖䚸 ␗㡢䚸 䛜䛯䛴䛝

Ἔ⬡㢮
䜺䝋䝸䞁
䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹

䜾䝸䝇

䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹
䜶䞁䝆䞁䜸䜲䝹
䜾䝸䝇
䜾䝸䝇
䜾䝸䝇
䜾䝸䝇

䜶䞁䝆䞁㛵ಀ䛾Ⅼ᳨ཬ䜃ᩚഛ䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸 ᒓ䛾䜶䞁䝆䞁ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢ཧ↷䛧䛶ୗ䛥䛔䚹
ὀ 㻕 ୖグ䛿ᶆ‽≧ែ䛷䛾Ⅼ᳨㛫䛷䛩䚹 ⏝᮲௳䛻䜘䜚ෆᐜ䛜␗䛺䛳䛶䛝䜎䛩䛾䛷ᚚὀពୗ䛥䛔䚹
䝪䝹䝖 䞉 䝘䝑䝖㢮䛾ቑ䛧⥾䜑➼䜢⾜䛖㝿䛿䚸 ୗグ⥾䝖䝹䜽୍ぴ⾲䛻ᚑ䛳䛶ୗ䛥䛔䚹

⥾䝖䝹䜽୍ぴ⾲ 㻔 ༢ 䠖 㼗㼓㼒 䞉 㼏㼙䚸 㻝㼗㼓㼒 䞉 㼏㼙㻩㻥㻚㻤㻺 䞉 㼏㼙㻕
ネジ径

㻢㼙㼙
材質

㻠㼀㻔㻿㻿㻠㻝㻕
㻢㻙㻤㼀㻔㻿㻠㻡㻯㻕
㻝㻝㼀㻔㻿㻯㻹㻟㻕
┦ᡭᮦ㉁䛜䜰䝹䝭䝙䜴䝮䛾ሙྜ

㻤㼙㼙

㻝㻜㼙㼙

㻝㻞㼙㼙

㻝㻠㼙㼙

㻝㻢㼙㼙 㻝㻤㼙㼙 㻞㻜㼙㼙
㻣㻡㻜 㻝㻘㻝㻜㻜 㻝㻘㻠㻜㻜 㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻟㻜㻜 㻞㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻣㻜㻜 㻟㻘㻤㻜㻜
㻞㻘㻜㻜㻜 㻞㻘㻥㻜㻜 㻠㻘㻞㻜㻜 㻡㻘㻢㻜㻜

㻣㻜
㻝㻡㻜
㻟㻜㻜
㻡㻜㻜
㻝㻜㻜
㻞㻡㻜
㻡㻜㻜
㻤㻜㻜
㻝㻡㻜
㻠㻜㻜
㻤㻜㻜 㻝㻘㻞㻜㻜
㻝㻜㻜 㻟㻜㻜䡚㻟㻡㻜 㻢㻡㻜䡚㻣㻜㻜 (本機に使用しているネジは全て右ネジです。)

㻞㻝

13. トラブルシューティング
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