
⽇本語取扱説明書



安全に使⽤するために

安全ステッカー



安全ステッカーの意味





輸送ロック
油圧シリンダー アーム

ギアボックス

ヒッチ
ギアボックス

スプリング

スタンド

ガード

カッターバー



場所 単位 328 332 336 340
A mm 2940 3410 3800 3670
B mm 2775 3245 3665 3670
C mm 1825 1825 2100 2830
D mm 2025 2025 2330 3130
E mm 1420 1420 1420 1420
F mm 5000 5335 5700 6100
G mm 1335 1335 1335 1335

作業機情報



仕様

単位 328 332 336 340
重量 kg 806 840 878 940

PTO回転 rpm 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
最低⾺⼒ HP 50 55 60 70
ディスク数 枚 8 8 10 10
ナイフ枚数 枚 24 24 30 30

ディスク回転速度 rpm 3000 3000 3000 3000
刈り⾼さ mm 20-100 20-100 20-100 20-100
作業幅 m 2.8 3.2 3.5 4
油圧 bar 180 180 180 180

騒⾳レベル dB 85 85 85 85
作業速度 km/h 6〜15 6〜15 6〜15 6〜15

トラクターの適応条件

トラクターの重量とサイズ

適切な重量のトラクターを使⽤してください。

トラクターとディスクモアの最適な重量バランスによって、適切なブレーキ機能と操縦性を確実なものにします。

トラクターとディスクモアの不適切な組み合わせは危険な状況へ繋がる可能性があります。



使⽤前に
取扱説明書の安全の項⽬に従って作業機を使⽤してください。

安全に沿って使⽤しないと重⼤な怪我や事故を引き起こす恐れがあります。安全に従って作業を⾏うことは事故を未然に

防ぐことに繋がります。

この作業機はユニットの取り付け位置を変更することができます。

これはフロントに作業機を取り付けて作業を⾏うとき、フロントのユニットの作業幅が狭く、掛け合わせを取りにくい時

などに変更を⾏います。通常は外側の位置にあるように取り付けてありますが、図の内側の⽳の位置を使⽤することでト

ラクター側へ約 13cmオフセットされます。

必ず作業機は作業姿勢の状態で作業を⾏なってください。輸送状態で取り付けボルト等は絶対に取り外さないで下さい。

ユニットの取り付け位置を変更した後は必ず PTOシャフトの⻑さを確認して下さい。作業機に合わない⻑さの PTOシャ

フトを使⽤することは作業機本体を破損してしまう恐れがあります。

もしも PTOシャフトが⻑すぎて切断をする場合にはメーカーの指⽰を受けてください。

650Nm

ユニット取り付け位置の変更



トラクターの取付

スイングドローバーを横に動かすか、または取り外して下さい

トラクターのロワーリンクを昇降させ、ディスクモアのロワーリンク

のピンがトラクターのロワーリンクに取り付けられるようにして下さ

い。

トラクターのロワーリンクを固定して下さい。

ロワーリンクを適切な⾼さに固定して下さい。

適切に固定されていないと、ロワーリンクが上下に動いて PTOシャフト

が損傷したり近くにいる⼈が怪我を負ったりする可能性があります。

左右のロワーリンクを同じ⾼さになるように調整して下さい。

リフター

スイングドローバー



図のようにスタンドを上げてください。

トラクターによってカテゴリ２もしくは３を選択して下さい

・トラクターのロアリンクに作業機を取り付けます。

・作業機を上げてサスペンションが地⾯から上がりフリーになることを確認します。

・ロアリンクが左右同じ⾼さになっていることを確認して下さい。

・もしロアリンクの左右が⽔平でなければ、サスペンションを地⾯に下げてトラクターのロアリンクを調整して下さい。

サポートレッグ



・ロワーリンクが⽔平になったら地⾯から上げてください。

・トラクターのスタビライザーチェーンを張ってください。

※作業機の重量が重くなるので通常よりも強めにトラクター左側（作業機側）のスタビライザーチェーンを張っておくこと

を推奨します。

スタビライザーチェーン

・トラクターとの PTO接続

PTOシャフトの⻑さが短すぎたり⻑すぎたりした場合はメーカーの指⽰に従って下さい。正規でない状態で使⽤した場合、

作業機やトラクターを破損する恐れがあります。

トップリンクの⻑さを図のように設定して下さい。

この設定を⾏うと作業⾼さは約 50mmになります。

作業⾼さは圃場内で微調整を⾏って下さい。

約 750-800mm



ヒッチ⾼さの調整

ヒッチの⾼さを調整することは作業⾼さを設定する上で重要になります。

・トラクターの油圧を動作させて下さい

・油圧をかけ作業機のヒッチを昇降させ図の⾼さになるように調整して下さい。

約 690-710mm



ベベルギアとトラクター

PTO 駆動の確認

トラクターの PTO駆動を確認して下さい

作業機のギアボックスが540回転でトラクターが 1000回転で使⽤することは⾮常に危険です。逆もまた⾮常に危険です。

作業機は異なった回転で使⽤できるように作成されてはいません。

間違った速度で回転させることは機械やトラクターだけでなく周囲に損害を与えることに繋がります。

ギアボックスは 540回転と 1000回転の２種類の異なる回転数で使⽤できるように組替することが出来ます。

⼯場出荷段階では 1000回転側のギアボックスの設定になっています。

通常は可能な限り 1000回転側のギアボックスで作業機を使⽤して下さい。

⾼い回転で使⽤することはトラクターや作業機で回転数を減減速させる負荷が少ないので作業機やトラクターにかかる負荷

が少なくなります。

トランスミッション



ギアボックスを 540回転に交換する場合は以下の⽅法で⾏って下さい。

・作業機から PTOシャフトを取り外します。

・ PTOシャフトのガードを取り外します。

・上部ガードを取り外します。

540 回転

・ボルトを取り外します

・⼯具箱を取り外します

ガード

ガード

⼯具箱

ボルト



ギアボックスを図のように回転させます。

シャフトの位置が逆⽅向になるように回転させて下さい。

ブラケットを取り付け、全てのボルトを図のトルクで締め付けて下さい。

注意！ボルトを締める時にロックワッシャーを忘れずに取り付けて下さい。

・ PTOシャフトのガードを取り付けて下さい。

この時 PTOシャフトのガードはグリスアップを

しやすい場所で取り付けて下さい。

・両側の PTOシャフトを取り付けます。

・⼯具箱を取り付けます。

・ガードを取り付けます。

ボルト

ガード

ガード



油圧

安全

残圧が残っていない状態で接続をして下さい

トラクターおよび作業機両⽅の油圧回路内に残圧がかかっている状態でトラクターに接続すると、接続され

た瞬間に突然機械が動作することがあり⼤変危険です。

作動油を混合しないで下さい

1 つの作業機を複数のトラクターで使⽤しないで下さい。異なったオイルが混⼊してトラクターの油圧回路

を破損する恐れがあります。

油圧回路は定期的に点検して下さい

油圧ホースやカプラーは定期的に⽬視点検等を⾏って下さい。油圧ホースは外傷がなくとも劣化します。損

傷している油圧ホースは重⼤な障害事故の原因になります。

油圧ホースは⾊分けを⾏って下さい

トラクター接続⽤のカプラーは⾊分けすることで誤接続による誤操作防⽌を防ぐことが出来ます。

移動中は移動ポジションにして下さい

⾏動移動中、作業機は移動ポジションに固定して無意識のうちに油圧が作動しないようにして下さい。移動

中、不意に油圧が動作すると重⼤事故に繋がる危険性があります。



油圧接続 トラクターには複動 1系統が必要になります

油圧接続 機能
複動1系統 作業機の移動/作業ポジションの変更

作業機の始動

試運転はとても重要です

作業機はトラクターに始めて接続した後は試運転を必ず実施して下さい。試運転

時は周囲の⼈や物に⼗分注意をしてください。

本作業機の試運転は以下のように⾏って下さい。

・トラクターと3点リンクを接続して作業機を上げてください。

・安全に PTOシャフトを接続してください。

・確実に接続されたことを確認した後、ゆっくりとPTO駆動を⼊れ徐々に540/1000回転まで上げてく

ださい。

注意！この時、作業機がどちらの回転になっているかを事前に確認し設定に合った回転数にして

ください。

・作業機がスムーズに動作し、異⾳や過度な振動がないことを確認して下さい。

・確認後、PTO駆動の回転数を徐々に落として、その後完全に停⽌させて下さい。

・その後油圧接続を⾏って下さい。

・トラクターの油圧を動作させ、作業機のユニットを昇降させて下さい。

・トラクターの油圧動作を停⽌させて下さい。

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して下さい。

・ PTO接続を取り外して下さい。

・トラクターの油圧を動作させ、ロープを引きロックを外して作業機を移動ポジションの位置まで動作

させて下さい。

・トラクターの油圧を動作させ、作業機を作業ポジションの位置まで移動させて下さい。

・作業機の油圧シリンダーが完全に伸びている（作業ポジション）になっていることを確認して、トラ

クターとの油圧接続を取り外して下さい。

ロープ



作業機の移動ポジション

作業機が移動ポジションにあるとき、移動ポジションの⾼さは4ｍを超え

る⾼さになります。

移動⾼さを抑えるために、右側のカバーを折りたたむことを推奨します。

・ロックを外して下さい

・右側のカバーを上げ、奥まで倒して、再度ロックがかかったらカバー

を格納しているポジションになります。



作業機は以下の⽅法で移動ポジションにすることが出来ます

・ロープを引っ張ります。

・トラクターの油圧を動作させ、カッティングユニットを移動位置ま

で起こします。

・作業機が移動ポジションにあり、ロープを離したことでロックがか

かっていることを確認して下さい。

※トラクターにリフトアームに負担がかかるため、ショックアブソー

バーを取り付けることをおすすめします。取り付けに関してはトラク

ター側の取扱説明書を参考して下さい。

・ PTOシャフトの回転が完全に停⽌していることを確認して下さい。

・ロープを引っ張ります。

ロープ



公道での⾛⾏

公道を⾛⾏する場合は周囲の安全に注意を払い⾛⾏して下さい。

公道を⾛⾏する前には必ず作業機の安全性を確認して下さい。確認を⾏うことは作業機が急に動作し思わぬ事故を

防ぐことに繋がります。

移動時の輸送⾼さの注意

作業機は 4mを超えるような⾮常に⾼い輸送⾼さになっています。

⾛⾏する場合は、橋や電線に接触して怪我や⼤きな事故を引き起こす恐れがあります。

移動時の⾼さには細⼼の注意を払い、できる限りカバーを閉じた状態で⾼さを低くする形で移動を⾏って下さい。

作業前に

作業機を使⽤する前に

オペレーターは作業機を使⽤する前に⼗分に取扱説明書を読み、よく理解した上で作業機を使⽤して下さい。

安全確認や操作がわからない状態で使⽤することは事故や故障を招く恐れがあります。

安全



刈り⾼さ調整 刈り⾼さの調整は以下の⽅法で⾏うことができます。

刈り⾼さ ハイスキッド
20-50mm ハイスキッドなし
25-70mm 20mmハイスキッド
50-100mm 40mmハイスキッド
100mm以上 80mmハイスキッド

カッティングユニットの接地圧は50-60kgになるように設定し

て下さい。

・ 3点リンクが正しい位置にあることを確認して下さい。

・油圧シリンダーが最も伸びている状態にあることを確認して

下さい。（ユニットが下がった状態）

・ユニットを⼿で持ち上げ⼤体50-60kgになっていることを確

認して下さい。

・調整はスプリングの張りで⾏うことができます。

接地圧の調整は以下の⽅法で⾏います

トラクターの油圧を動作させ、カッティングユニットを上げ、

サスペンションとチェーンが張っていない状態にします

カッティングユニットを地⾯まで下げてください。

刈り⾼さはトップリンクの調整で⾏うことができます。

トップリンクを縮めることで刈り⾼さを低くすることができます。

トップリンクを伸ばすことで刈り⾼さを⾼くすることができます。

刈り⾼さの調整はハイスキッドを取り付けることで調整することができ

ます。

接地圧



チェーンはロックすることができるように⻑くしたり短くしたり調整

する必要があります

もしもチェーンが短ければ、ユニットの接地圧は減少します

もしもチェーンが⻑ければ、ユニットの接地圧は増加します。

チェーンは以下のように引っ掛けて固定をして下さい

1，チェーンを通します。

2,設定したい⻑さのチェーンの場所を「２」の位置に引っ掛けます。

3,再度⽳を通してチェーンをロックします。

ロック



ユニットの重さが約50-60kg になるように調整して下さい。

もしも設定が違っていたら、もう⼀度設定をやり直してください。

安全のため図の位置にリンチピンを挿⼊して下さい

チェーンは作業機の安全のために使⽤されます

・トラクターの油圧を動作させ、カッティングユニットを作業

ポジションにしてください。

・トラクターの油圧はシリンダーが完全に伸びるまでかけ続け

てください。

作業機の接地圧はチェーンのかけ⽅でも調整することができます。

型式 チェーン数
328 12-13
332 11-12
336 9-10
340 8-9



圃場での作業 作業機を動かす前に

作業機を動作させる前に周囲の安全や作業機の安全に注意を払ってください

このチェックを⾏わず、確認をしないで動作を開始させることは、重⼤な怪我や、深刻

な事故を引き起こす恐れがあります

枕地を旋回する際はトラクターの油圧をかけ、カッティング

ユニットを旋回ポジションにして旋回を⾏ってください。

旋回後はトラクターの油圧をかけ、カッティングユニットを

作業ポジションにしてください

トラクターの油圧をフロートポジションにして作業を開始し

・作業機が移動ポジションにあり、ロックがかかっていることを確認して下さい

・ロックをロープを引き外して下さい

・トラクターの油圧を動作させ、カッティングユニットを作業ポジションにしてくだ

さい

・ロープを離して下さい

・油圧動作を⽌めて下さい

・作業機の全てのガードがきちんと取り付けてあることを確認して下さい

・ PTOジョイントを取り付けてください。

・安全・周囲に気をつけながら PTO駆動を 540/1000 回転まで上げてください

・トラクターを発進させ作業を開始してください

輸送ロック

ロープ

作業の開始



作業機清掃前に
作業機の清掃は安全に気をつけて⾏ってください

作業機の清掃は事故のリスクが⼤きくなります

そのため安全に注意を払いながら清掃を⾏ってください

清掃前に

・作業機の周囲を確認して下さい

・ PTOシャフトを取り外してください

・作業機の油圧抜きを⾏い、トラクターから取り外してください。

トラクターのサイドブレーキを引いて、トラクターを停⽌させてください

・トラクターからイグニッションキーを取り外してください

作業機の清掃を⾏う際は、動⼒を全て落としてください

・必ず清掃を⾏う際は動⼒を全て落とすようにしてください

・電気回路はショートしないようにしてください

・これらを守らないと、作業機の破損や深刻な怪我を負う恐れがありますので注意してください

清掃を⾏う際は適した服装で清掃を⾏ってください

・清掃を⾏う際は、完全防備をして清掃を⾏ってください

・作業機の清掃はオイル汚れや泥の汚れが多くなります

・これらから体を守るために、適した服装で清掃を⾏ってください

清掃前に

・カバーをすべて上げて清掃を⾏ってください

・作業機から取り外し可能な部品を取り外してから清掃を⾏ってください

清掃

作業機を清掃する場合は中性洗剤を使⽤してください。強い酸性、アルカリ性の洗剤を使⽤することはプラスチッ

クやゴムの部品を腐⾷させ破損させてしまう恐れがあります。

⾼圧洗⾞機で洗浄する際は、ベアリング部分などの壊れやすい部品について気をつけて洗⾞してください。ベアリ

ングやゴム部分、ガスケットの洗浄を⾏う場合は強い⽔圧で⾏わず、弱い⽔圧で洗浄を⾏ってください。

清掃後

作業機の洗浄後は以下のことを⾏ってください

・洗浄後 1時間は乾燥させてください

・カバーの⽔は完全にとってください

・その後、カバーを取り付けてください

・トラクター PTOを取り付け、低速回転で回転させてください

・その後回転を⽌め、PTOジョイントを取り外してください

作業機の動作が停⽌して、取り外した後は以下のことを⾏ってください

・メンテナンスの項⽬に従って、注油を⾏ってください

・チェーンなどの箇所に油で保護をしてください



冬季保管前に シーズン終了後、作業機の点検を⾏って保管をしてください

ボルト、ナットが緩んでいないか確認を⾏ってください。緩んでいた場合は増し締めを⾏ってください

・破損部位があるならば修理を⾏ってください

・⽋品や破損が⾒られた場合は交換を⾏ってください

・塗装が剥げている場合は塗りなおしてください

・メンテナンス間隔に従って注油等を⾏ってください

駐⾞/作業機の取り外し 作業機とトラクターとの脱着

トラクターとの脱着を⾏う際は危険が伴いますので必ず注意を払って作業を⾏

ってください

事故や怪我の原因になります

安全に注意を払うことは⾃⾝だけでなく周囲の危険を減らすことに繋がります。

作業機を取り外す際は作業形態で⾏い、保管をしてください

作業機を移動ポジションで保管をすることは急な転倒など危険性を含む保管⽅法に

なります。そのため移動ポジションで保管をすることは周囲や⾃⾝に怪我や事故を

引き起こす恐れがあります

以下の⽅法で作業機を取り外してください

・作業機を作業ポジションにしてください

・作業機の姿勢は⽔平で、平坦な箇所で取り外しを⾏ってください

・スタンドは図のように⽴ててください

・パーキングキャッチは必ずロックの掛かる位置まで動かしてください

・油圧などトラクターとの接続が全て外れている事を確認して下さい

・トラクターとの 3点リンクの接続を外してください

・トラクターを停⽌させ、パーキングブレーキを引き、イグニッションキーを抜い

てください

・周囲に障害物や危険物がないことを確認して下さい

注意！必ずスタンドは地⾯に付いていることを確認して下さい

パーキングキャッチ



油圧

保管時は必ず作業ポジションで保管してください

スタンドは以下のように下げてください

パーキングキャッチが図のようにくぼみに⼊ることを確認してくだ

さい

・スタンドが地⾯につかないようだったら、サスペンションの調整

が間違っている場合があります

・平らな場所にスタンドが設置してあることを確認して下さい

・確実にパーキングキャッチがロックされていることを確認して下

さい。ロックされていることでスタンドが正規に出ている状態にな

ります

・トラクターの油圧が減圧されていることを確認して下さい

・トラクターの油圧接続を外してください

・トラクターと何も接続されていないことを確認してトップリンク

の接続を取り外してくだい

トラクターとの油圧接続を取り外す際は必ず減圧してから⾏ってください。

減圧をしていない状態で取り外しを⾏うことは機械の破損だけでなく、⾃⾝、周囲に損害や怪我を負わせる

危険性があります

油を直接素⼿で触らないでください

油は健康に影響を与える物質を含んでいます。油に触れる際は、以下の点に注意してください

・油に直接触れると⽪膚がただれる恐れがあります

・触れる際はクリームや保護⽤⼿袋を使⽤してください

・油が⼿についた場合は、即⼿を洗ってください。もしも油に触れて違和感や痛みを感じたら即座に医者へ

⾏ってください

・油の付着した⾐服はすぐに着替えてください

パーキングキャッチ

サポートレッグ



保管

シーズン終了後には、作業機を冬季保管に向けての準備を⾏う必要があります

・作業機は⼗分に洗浄して下さい

・油圧カプラーはダストキャップを装着するか、ゴミや埃が⼊らないようにしてください

PTOシャフトは洗浄後注油を⾏い、損傷や腐敗を避けるため⼗分に乾燥させ乾燥した場所で保管する必要があります

・保管前に作業機の安全装置が摩耗や損傷していないか必ず確認する必要があります

・可能な限りシリンダーやホースから残油を抜き取ってください。

保管時は作業機の安全を確保する

・倉庫内に保管する場合は作業機は正しい姿勢で保管されている必要があります。

・作業機は作業位置にある状態で保管をして下さい。

正しく保管を⾏うことにより深刻な事故の危険性を減らすことができます

作業ポジションで保管をして下さい

・作業機を保管する場合は常に作業ポジションで保管をして下さい

・これは作業機の転倒による深刻な事故を防ぎます

もしも転倒した場合は深刻な障害を負う恐れがあります

トラクターから作業機を外す場合は以下のことを確認して下さい

・作業機が⽔平な位置に置かれている

・トラクターから作業機を外した後は作業機を後ろに下げることは出来ません

・脱着を⾏う際は必ずサイドブレーキを引き、エンジンを⽌めイグニッションキーを抜いて作業を⾏って下さい。

脱着を⾏う際は周囲に⼦どもや第三者、物がないことを確認してから作業を⾏って下さい

注意！必ずスタンドのパーキングキャッチがロックされていることを確認してください。ロックされていないと作

業機を取り外した時、急に動き出す危険性があります



メンテナンス

安全

指定されたサービスとメンテナンススケジュールを守ってください

取扱説明書に表記されているサービス、メンテナンススケジュールに沿ってメンテナンスを⾏ってください

メンテナンスを⾏わないと作業機の破損だけでなく、破損部位から周囲の破損につながる恐れがあります

作業機のメンテナンスを⾏う際は必要な専⾨知識と適切な⼯具を使⽤し、修理やメンテナンスを⾏う必要があります。

必ず取扱説明書を読んで理解したうえで作業を⾏ってください

・メンテナンスを⾏う場合はＰＴＯシャフトを外してください。

・トラクターはエンジンを⽌め、サイドブレーキを引き、イグニッションキーを抜いてから作業を開始してください

・メンテナンスを⾏う前に作業機が正しく固定されていることを確認してください

・作業機は⽔平な場所にあり、固定されていてもトラクターと作業機の間には⼊らないでください

・部品を交換する場合は純正部品を使⽤してください。純正でない部品を使⽤することは保障の対象外になるだけで

なく、破損等によって怪我やほかの箇所の破損にも繋がる恐れがあります。

・作業機のベアリングに潤滑油をさす場合は、潤滑⽤スプレーは使⽤しないでください。

オイル、グリスについて
オイル/グリスは成分によっては⼈体に影響のある成分を含んでいるものもあります。そのためオイルやグリスを使⽤

する場合は以下のことに注意をしてください

・直接⽪膚に触れないようにしてください。直接⽪膚に触れてしまった場合は良く洗い違和感を感じたら意思に相談

してください

・使⽤する際は必ずクリームや保護⽤⼿袋を使⽤してください

・油の付いた⾐服はすぐに着替えてください

注意！使⽤した廃油などは地域の規定に従って廃棄業者に委託して処分を⾏ってください。



メンテナンス

基本事項
ここでは⼀般的なメンテナンス作業について記載しています

作業機各部のメンテナンス作業については後記します

メンテナンスを⾏う際は必ず作業機は輸送ポジションで⾏ってください。作業ポジションでのメンテナンスが必要

な場合はメンテナンス事項に従って作業を⾏ってください

グリスについて

グリスはグリスガンを 1-2回押して注油します。グリスガンを 1回押して抵抗を感じたらベアリングにはそれ以上注油を⾏

わないでください。グリスが多すぎるとベアリングの破損に繋がります。
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メンテナンス部

油圧ホース：4年毎 ●
ベアリング/ユニバーサルジョイント ●

カッティングディスク
● ●

● ●
● ●

ユニバーサルジョイント
●

● ●

ナイフ
● ●

● ●
● ●

ストーンガードとカウンターナイフ
● ●

● ●

コーン
● ●

● ●

スプリングキャッチ ● ●

注油

PTOシャフト ● ●

ユニバーサルジョイント、
カッティングユニット

● ●

駆動系統

メインギア
トラクターから

● ●
● ●

● ● ●

ベベルギア
カッターバーから

● ●
● ●

● ● ●

カッターバー
● ●

● ●
● ●

その他 ヒンジ部
駆動部

● ● ●

ギアオイル：９０番

カッターバー ギアボックス

オイル量（L)
約1.0

メンテナンス間隔

型番 オイル量（L)
328 約3.6
332 約4.1
336 約4.6
340 約5.1



メンテナンス
メンテナンス作業での安全確認

作業機のメンテナンスを⾏う際は、トラクターを完全に停⽌させ、作業機を固定した状態で作業を⾏っ

て下さい

PTOシャフトを取り外して下さい

トラクターに PTOシャフトが接続されていると突然の回転などで死んっ酷な怪我や事故が起きる可能性

があります。

メンテナンス作業前に

・トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイグニッションキーを取り外して下さい

部品の交換

作業機の部品の交換を⾏う際は必ず純正の部品を使⽤して下さい。純正部品以外を使⽤することはメー

カー対象外になるだけでなく、破損した際に事故や怪我を引き起こす恐れがあります

安全ガード

作業機に取り付けられているガードは必ず定位置に取り付けられているか確認をして下さい。ガードが

取り外されている場合は事故や怪我に繋がる恐れがあります。

PTOシャフトの点検

PTOシャフトの点検は PTOシャフトのメーカーの指⽰に従ってメンテナンスを⾏ってください



注油

使⽤ 40 時間毎

カッティングユニット

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2 回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを破損する恐

れがあります（約 2回くらいで⼗分です）

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを破損

する恐れがあります（約2回くらいで⼗分です）

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2 回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを

破損する恐れがあります（約 2回くらいで⼗分です）

PTO シャフト



毎シーズン

ユニット接続部

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2 回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを破

損する恐れがあります（約2回くらいで⼗分です）

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2 回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを

破損する恐れがあります（約2回くらいで⼗分です）



メンテナンス

グリスニップルから注油を⾏って下さい

1-2 回注油を⾏って下さい。注油し過ぎるとベアリングを破

損する恐れがあります（約 2回くらいで⼗分です）



メンテナンス

カッターバー

カッターバーのメンテナンス作業における注意

カッターバーのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターとPTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によって事

故や深刻な怪我を負う恐れがあります

カッターバーのメンテナンスを⾏う場合

・PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイグ

ニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

オイル使⽤時の注意

オイルを取り扱う場合は、⼿袋やクリームを使⽤してから取り扱って下さい。オイルや油に直接触れることは

⽪膚に重傷を負う恐れがあります。

正しい種類のオイルの使⽤

ギアボックス/カッターバーのオイル交換等を⾏う場合は、必ず正しいオイルを使⽤して下さい。正しいオイ

ルを使⽤しないとギアボックスの寿命を縮めるだけでなく、ギアボックス⾃体が破損してしまう恐れがありま

す。

オイル量

オイルの交換を⾏う際は必ずオイルの量を守って下さい。オイルの量が少なすぎたり多すぎたりすると、ギア

ボックスが過熱したり、正規の駆動を⾏わず、破損してしまう恐れがあります。

型番 オイル量（L)
328 約3.6
332 約4.1
336 約4.6
340 約5.1

カッターバー

オイル量（L)
約1.0

ギアボックス

ギアオイル：９０番



オイル量の点検

毎⽇

カッターバーのオイル量点検

・作業機を⽔平な場所に移動させて下さい

・カッターバーを地⾯まで下げて下さい

・カッターバーが⽔平かどうか⽔平器を使⽤して点検して下

さい。もしも⽔平でなけれは⽊⽚等を使⽤して⽔平をとって

下さい

・進⾏⽅向に対しても⽔平になっているかを確認してくださ

い。もしも⽔平でなければトップリンクを調整して⽔平をと

って下さい

⽔平が取れたら図の位置のオイルプラグを取り外して下さい。

もしもオイルが熱ければ 3分ほど待って下さい

オイルの温度が安定するのを待って下さい

オイル量を確認し、必要でしたらオイルの補充を⾏ってくだ

さい。

その後オイルプラグを締めます

Max:9mm

Min:6mm

型番 オイル量（L)
328 約3.6
332 約4.1
336 約4.6
340 約5.1

カッターバー

ギアオイル：９０番



ギアボックス
オイル交換時の注意

オイル交換を⾏う際は、必ずクリームもしくは保護⼿袋を使⽤して下さい。

⼿を保護しないと⽪膚に深刻なダメージを与える可能性があります

正しい種類のオイルの使⽤

ギアボックス/カッターバーのオイル交換等を⾏う場合は、必ず正しいオイルを使⽤して

下さい。正しいオイルを使⽤しないとギアボックスの寿命を縮めるだけでなく、ギアボッ

クス⾃体が破損してしまう恐れがあります。

オイル量

オイルの交換を⾏う際は必ずオイルの量を守って下さい。オイルの量が少なすぎたり多す

ぎたりすると、ギアボックスが過熱したり、正規の駆動を⾏わず、破損してしまう恐れが

あります。

メンテナンス前に

オイル量の確認/交換前に、作業機は作業ポジションにして⽔平で安全が確保できる場所で作業を⾏って下さい。

メインギアボックス-トラクター

オイル量の確認

使⽤ 80 時間毎

オイル量の確認は以下の⽅法で⾏います

・オイルプラグを取り外します

・オイルプラグを取りはずした⽳までオイルがきているかを確認して

下さい

・もしもオイルが⾜りないようでしたら、オイルを継ぎ⾜して下さい。

・その後、正しいオイル量になったことを確認し、オイルプラグをし

っかり締めて下さい

トラクターからのPTO駆動が540回転のポジションにしている

場合、こちら側にプラグがあります

オイルプラグ



ベベルギアボックス-カッターバー

オイル量確認

80 時間使⽤毎
オイル量の確認は以下のとおりです

・フラップを上げます

・オイルプラグを抜き取ります

・オイル量がMax表⽰より上に付いていることを確認して下さ

い

・オイル量は常にMax表⽰とMin表⽰の間にあることを確認し

て下さい。

オイル量は以下のように確認します

・抜き取ったオイルプラグから油を綺麗に拭き取ります

・再度オイルプラグを⽳にいれます。この時プラグを締め込ま

ないで下さい。差しこむだけにして下さい。

・その後、再度プラグを抜き取りオイル量を確認してください。

オイルプラグ



ナイフ ナイフのメンテナンス作業における注意

ナイフのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターとPTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によって事

故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ナイフのメンテナンスを⾏う場合

・PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイグ

ニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

適期的なナイフの点検

ナイフの点検は定期的に⾏って下さい。

ナイフの摩耗や破損は回転を不均⼀にする原因になります。

不均⼀な回転は作業に⽀障をきたし、作業機に負荷をかけ破損させる恐れがあります

初動 1 時間

毎⽇使⽤前
ナイフは以下のように点検を⾏ってください

・カバーのロックを引きカバーを上げてください

カッティングディスクを⼿で回し、破損/摩

耗した箇所を点検してください

・ボルトとナイフの摩耗を点検してくださ

い

・もしも摩耗や損傷をしていたら必ず交換

してください

※ボルトは図の位置が 16mm以下になった

ら交換をしてください

適切なトルクで締めてください

ナイフのボルト⇒95Nm +/-5

もしも作業機のナイフがクイックリリース

の場合でもボルトの摩耗が 16mm以下にな

ったら交換してください

交換が終了したらロックを外してカバーを

きちんと閉じてください

最⼩ 16mm



カッティングディスク

カッティングディスクのメンテナンス作業における注意

カッティングディスクのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターとPTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によって事

故や深刻な怪我を負う恐れがあります

カッティングディスクのメンテナンスを⾏う場合

・PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイグ

ニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

初動1時間

毎⽇使⽤前

カッティングディスクは以下のように点検を⾏ってください

カバーのロックを引きカバーを上げてください

適切なトルクで締めて下さい

※カッティングディスクの適切トルク⇒

80Nm +/-5

締める際は必ずロックタイトもしくはそれに

類似したものを塗ってください

カッティングディスクの点検後はロック

を外してガードをきちんと閉めて下さい



コーン コーンのメンテナンス作業における注意

コーンのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によっ

て事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

コーンのメンテナンスを⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引き

イグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

コーンに溜まるゴミの点検

コーンは定期的に清掃し草が巻き付いていないようにしてください。

草が巻き付いていると駆動のバランスが悪くなり、過剰振動が起こり作業機を破損させてしまうい恐れが

あります。

点検

コーンの点検/清掃は以下の⽅法で⾏います

・ガードのロックを外して下さい

・ロックを外したらガードを上に上げます



コーン全⾯を⽬視確認して草やゴミが付いて

いないことを確認します。

もしも草やゴミが付いている場合はそれらを

取り除いて下さい

点検後はロックを外しガードをきちんと閉じます



ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイントのメンテナンス作業における注意

ユニバーサルジョイントのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によ

って事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ユニバーサルジョイントのメンテナンスを⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引

きイグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

毎⽉

トランスミッションとカッターバーの間のユニバーサルジョイントにつ

いては以下のように確認して下さい。

・ロックを外します

・ガードを上げます

・カッティングディスクに割れや⻲裂が無いことを確認して下さい

・トランスミッションとカッターバーの間にある PTOシャフト

のカバーを取り外して下さい



ユニバーサルジョイントの両側のカバーを確認して下さい

ユニバーサルジョイントのボルトが折れていたり摩耗していないか確

認して下さい

ボルトを交換する場合は、ロックタイト２４２もしくはそれに準じた

ものを塗って下さい

適切なトルクで締めてください

79Nm

もしも破損や摩耗していて交換しなければならない場合、清掃も⾏っ

て下さい

ユニバーサルジョイント

ボルト

ロックタイト 242



点検/交換後、ボルト等がきちんと締められていることを確認したら

カッターバーのトランスミッションのカバーを取り付けて下さい

ロックを外してカバーをおろして下さい



ストーンガードとカウンターナイフ

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンス作業における注意

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って

下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によって

事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンスを⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイ

グニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

ロープを引いて下さい

・トラクターの油圧を動作させ、ユニットを輸送ポジシ

ョンにしてください

・輸送のロックが確実にかかっていることを確認して下

さい

・⽔平で安全な場所に作業機を固定して下さい

・サポートを使⽤して完全に固定して下さい

・安全に注意しながら作業機を下げてください

・トラクターを停⽌させて下さい

ロープ



ストーンガードとカウンターナイフが破損や摩耗していないか⽬視確認して

下さい

⽬視確認をして⽳などが空いていたら直ちに交換して下さい

・周囲の安全を確認した後トラクターのエンジンをかけて下さい

・トラクターで作業機を持ち上げ、サポートをフリーにしてください。

・サポートを取り外して下さい

・トラクターの油圧を動作させ、ロープを引きながらユニットを

輸送ポジションにしてください

・引いていたロープを離します。

ロープ

輸送ロック



トラクターの油圧を動作させ、作業機のユニットを作業

ポジションにしてください

スプリングキャッチ

毎シーズン

ユニットは障害物に接触するとトラクター後⽅に逃げる

仕組みになっており、その後⾃動的に作業ポジションに

戻ります。

テンションの調整はスプリング上部のボルトで調整を⾏

います。

テンション調整のボルトは⼿でしっかり締めることで調

整を⾏うことができます。



交換

カッターバー

カッターバーのメンテナンス作業における注意

カッターバーのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動に

よって事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

カッターバーのメンテナンスを⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを

引きイグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

オイル使⽤時の注意

オイルを取り扱う場合は、⼿袋やクリームを使⽤してから取り扱って下さい。オイルや油に直接触れ

ることは⽪膚に重傷を負う恐れがあります。

正しい種類のオイルの使⽤

ギアボックス/カッターバーのオイル交換等を⾏う場合は、必ず正しいオイルを使⽤して下さい。正し

いオイルを使⽤しないとギアボックスの寿命を縮めるだけでなく、ギアボックス⾃体が破損してしま

う恐れがあります。

オイル量

オイルの交換を⾏う際は必ずオイルの量を守って下さい。オイルの量が少なすぎたり多すぎたりする

と、ギアボックスが過熱したり、正規の駆動を⾏わず、破損してしまう恐れがあります。



オイル交換

初動 10 時間

200 時間使⽤毎もしくは 1 年毎

注意！カッターバーのオイル交換はトラクターのマッチングした状態で⾏って下さい

・作業機を輸送ポジションにします

・サポートを作業機下に置いて落下防⽌として使⽤してください

（安全を確保して下さい）

・輸送ポジションのロックがかかっていることを確認してくださ

い

・作業機をサポートの上におろしてください

・トラクターを停⽌させ、サイドブレーキを引いて下さい

以下のようにしてオイル交換を⾏って下さい

・ロープを引きロックを外します

ロープ



図の位置のオイルプラグを取り外して下さい

・油排出⽤のトレーを準備します

・約 10-15 分間作業状態でオイルを抜いて下さい

・オイルが抜けたらプラグを取り付けて下さい

・トラクターのエンジンをかけます

・トラクターの３点リンクを上げます。この際周囲に注意をして下

さい

・安全に注意を払ってサポートを取り外して下さい



トラクターの油圧を動かし、ロープを引き作業機を輸送ポジシ

ョンにしてください

ロープを離して下さい

この動作は作業機にかかったロックを緩める効果があります

その後、トラクターの油圧を動作させて、ロープを引き作業機

を作業ポジションにして下さい



ロックを外して下さい

ガードを持ち上げて下さい

カッターバーを⽔平にしてください。必要ならば⽔平器を使

⽤して⽔平をとって下さい



１

カッターバー上部のオイルプラグを取り外して下さい。

カッターバーのオイル量は以下の表を参考にして下さい

型番 オイル量（L)
328 約3.6
332 約4.1
336 約4.6
340 約5.1

注油後はオイルプラグを締めて下さい

ロックを引いて外して下さい

フロントガードを締めて下さい

使⽤オイル：90 番



ギアボックス オイル使⽤時の注意

オイルを取り扱う場合は、⼿袋やクリームを使⽤してから取り扱って下さい。オイルや油に

直接触れることは⽪膚に重傷を負う恐れがあります。

正しい種類のオイルの使⽤

ギアボックス/カッターバーのオイル交換等を⾏う場合は、必ず正しいオイルを使⽤して下さ

い。正しいオイルを使⽤しないとギアボックスの寿命を縮めるだけでなく、ギアボックス⾃

体が破損してしまう恐れがあります。

オイル量

オイルの交換を⾏う際は必ずオイルの量を守って下さい。オイルの量が少なすぎたり多すぎ

たりすると、ギアボックスが過熱したり、正規の駆動を⾏わず、破損してしまう恐れがあり

ます。

⼀般
オイル量の確認/交換前に、作業機は作業ポジションにして⽔平で安全が確保できる場所で作業を⾏って下さい。

メインギアボックス―トラクター

オイル交換
毎シーズン

オイル量（L)
約1.0

オイルプラグ３を外します

適当な容器に油を流して下さい

約 10-15 分くらいそのままにしておきます

オイルが抜けたらオイルプラグ 3を締めます

ギアオイル：90 番

トラクターからの PTO駆動が 540回転のポジションにしている

場合、こちら側にプラグがあります

オイルプラグ 3



ガードを取り外します

⼯具箱を取り外します

オイルプラグ 2を取り外します

トラクターからの PTO駆動が 540回転のポジションにしている

場合、こちら側にプラグがあります

⼯具箱

オイルプラグ 2

ガード



オイルプラグ 1と 2を外します

オイルプラグ 3 が完全にしまっていることを確

認して、新しいオイルをオイルプラグ 2 の⽳の

⾼さまで注油します

適切量の注油が終わったらプラグ 1 と 2 を閉め

ます

ガードを取り付けます

ガード

オイルプラグ 2

オイルプラグ1(540)

オイルプラグ 1(1000)

トラクターからの PTO駆動が 540回転のポジションにしている

場合、こちら側にプラグがあります



ベベルギア―カッターバー

オイル交換
毎シーズン オイル量（L)

約1.0

オイル交換は以下の⽅法で⾏います

・ロックを外して下さい

・カッターバーのガードを上げてくださ

い

適切な⼯具を使⽤して、カッターバーのトラン

スミッションのカバーを取り外して下さい

・オイルプラグを取り外します

・適当な容器に油を流し込みます

・約 10-15 分程度そのままにして下さい

・オイルが抜けたらオイルプラグを閉めて下さい

使⽤オイル：90 番



フラップを上げます

・オイルゲージをはずします

・注油後オイルゲージを差し込み、オイルの

量を確認します

・オイル量はゲージのmin と Max の間に来

るように調整して下さい。

・⾜りなかった場合は再度注油を⾏って下さ

い

・規定量油が⼊ったらオイルゲージを閉めて

下さい。

オイル交換終了後、プラグが閉まっていることを確認して、

ロックを外し、カバーをしっかりと閉めます

オイルゲージ



ナイフ ナイフの交換作業における注意

ナイフの交換を⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によ

って事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ナイフの交換を⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引

きイグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

定期的なナイフの点検

ナイフの点検は定期的に⾏って下さい。

ナイフの摩耗や破損は回転を不均⼀にする原因になります。

不均⼀な回転は作業に⽀障をきたし、作業機に負荷をかけ破損させる恐れがあります

必要に応じて ナイフのチェックは定期的の⾏って下さい

ナイフの摩耗や破損はディスクが正規に回転するのを邪魔する恐れがあります

正規に回転しないと異常振動や異⾳、作業機⾃体の破損に繋がる恐れがあります

ナイフの交換は以下のようにして⾏います

・ロックを外して下さい

・ガードを上げてください



カッティングディスクを⼿で回転させ、破損している

ナイフを図の場所へ持ってきます

・適切な⼯具でボルトを外します

・ナイフを取り外します

・ボルトの摩耗を点検してください

・ボルトが損傷や摩耗していたらボルトも交換してく

ださい

・頭の位置が 16mm以下になっていたらボルトの交

換時期です

・ボルト/ナイフを交換しディスクに取り付けます

・適切なトルクでナットを閉めます

95Nm +/-5

・オプションのクイックリリースのナイフを使⽤している場合も、

ボルトの摩耗で 16mm以下になっていたら交換してください

ボルト/ナイフの交換が終了し、適切なトルクで締めた

後、カバーのロックを外し、ナイフのガードを下げま

す

最⼩ 16mm



カッティングディスク

カッティングディスク交換作業における注意

カッティングディスクの交換を⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動に

よって事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

カッティングディスクの交換を⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを

引きイグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

定期的なカッティングディスクの点検

カッティングディスクの点検は定期的に⾏って下さい。

カッティングディスクの摩耗や破損は回転を不均⼀にする原因になります。

不均⼀な回転は作業に⽀障をきたし、作業機に負荷をかけ破損させる恐れがあります

必要に応じて
カッティングディスクの交換は以下のようにして⾏います

・ロックを外してください

・カッターバーのガードを上げます

適切な⼯具を使⽤してカッティングディスクを取り外し

ます



カッティングディスクからナイフを取り外します

・新しいカッティングディスクに新しいナイフとボルト/ナット

を取り付けます

・図に⽰すように適切なトルクで締めてください

95Nm +-5

・カッティングディスクのボルトを締める際は、ロックタイト

242もしくは同程度のものを塗ってください

・カッターバーにカッティングディスクを取り付けます

・図に⽰すように適切なトルクで締めてください

80Nm +-5

カッティングディスクのボルトがしまっていることを確認後。

ガードのロックを外して、フロントカバーを完全におろしてく

ださい

ボルト

ボルト

ボルト

ロックタイト 242



ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイントにおける注意

ユニバーサルジョイントにおける作業を⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏って下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によって

事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ユニバーサルジョイントにおける作業を⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引きイ

グニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

定期的なユニバーサルジョイントの点検

ユニバーサルジョイントの点検は定期的に⾏って下さい。

ユニバーサルジョイントの摩耗や破損は回転を不均⼀にする原因になります。

必要に応じて

ユニバーサルジョイントの交換は以下のようにし

て⾏います

・ガードのロックを外してください

・カッターバーのガードを上げてください



トランスミッションとカッターバーの間の PTOシャフトのカバーを取り外してください

コーンのトップカバーを取り外してください

・ボルトを外し、PTOシャフトを降り外してください

・ボルトを清掃してください

・新しいボルトにはロックタイト242 もしくは同程度の

斧を塗ってください

・図に従って適切なトルクで締めてください

79Nm

・全て締めたことを確認後、コーンのトップカバーを取

り付けてください

ボルト

ロックタイト 242



トランスミッションとカッターバーの間の PTOシャフトのカバーを取り付けてください

完全に取り付けが完了したら、カバーのロックを外

し、カバーをしっかりと下げてください



ストーンガードとカウンターナイフ

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンス作業における注意

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンスを⾏う場合はトラクターを完全に停⽌させてから⾏っ

て下さい。

取扱説明書に沿ってトラクターと PTOシャフトとの接続がされている場合、思いがけない急な駆動によっ

て事故や深刻な怪我を負う恐れがあります

ストーンガードとカウンターナイフのメンテナンスを⾏う場合

・ PTO駆動が完全に⽌まっていることを確認して、トラクターのエンジンを切り、サイドブレーキを引き

イグニッションキーを抜いて下さい。

・トラクターとの油圧接続は減圧を⾏ってから取り外して下さい

必要に応じて ストーンガードとカウンターナイフは以下のように交換を⾏ってください

これらの交換を⾏う場合は作業機はトラクタ―に取り受けた状態で⾏ってください

ロープを引いてください

トラクターの油圧を動作させ、作業機を輸送ポジションにしてください

・安全に注意して作業機下にサポートを⼊れてください

・必ず作業機の移動時のロックがかかっていることを確認して下さい。

周囲の安全を確認し、作業機をゆっくりと下げ、サポートの上におろし

てください。その際、確実に作業機が固定されていることを確認してく

ださい

・作業機の安定が確認できたらトラクターを停⽌させ、サイドブレーキ

を引きエンジンを停⽌させてください

ロープ



摩耗/破損しているストーンガードとカウンターナイフ

を取り外してください

新しいストーンガードとカウンターナイフの取り付け⽅法：

・⽳などが空いている場合はすぐに交換を⾏ってください

・トラクタ―のエンジンをかけます

・トラクターの3 点リンクを操作して、作業機をサポートから

上げ、サポートをフリーにしてください。この時周囲に⼈やも

のがない事を確認し安全を確保してください

・サポートを外します

・トラクターの油圧を動作させ、ロープを引き輸送時のロックを

外します

その後ロープを離します

トラクターの油圧を動作させ、カッティングユニットを作業ポ

ジションにします

輸送ロック

ロープ



ハイスキッド

刈り⾼さをより⾼くするために、作業機にはハイスキッ

ドを取り付けることが出来ます

スキッドには3 種類あります

・20mm

・ 40mm

・ 80mm

⾼いハイスキッドは⽯が多い圃場などで推奨されます

リフトアームのロックチェーン トラクターのリフトアームが下がらないようにチェーンで下がり防⽌

のロックを貼ることが出来ます

刈り⾼さ ハイスキッド
20-50mm ハイスキッドなし
25-70mm 20mmハイスキッド
50-100mm 40mmハイスキッド
100mm以上 80mmハイスキッド

ハイスキッド



トラブルシューティング

現象 原因 解消方法

刈り取り部が低すぎる
カッターバーの接地圧が高すぎる 接地圧を調整してください
スプリングキャッチが効いていない スプリングキャッチを確認して下さい

ヒッチの高さが十分でない ヒッチの高さを確認して下さい

油圧 油圧動作がしない
トラクターと正確に接続されているか確認してください

トラクターの油量と圧を確認して下さい
輸送ポジションにならない ロックがかかっている ロープを引いてロックを外してください

刈り跡

作業速度が遅い 作業速度を上げてください
PTO駆動が遅すぎる PTO回転数を確認して下さい

ナイフの欠損 ナイフを交換してください
作業機のバランスが悪い 接地圧を調整してください
ヒッチの高さが十分でない ヒッチの高さを確認して下さい

接地圧が低すぎる 接地圧を調整してください

刈り跡（縞模様）

カッターバーと
地面の角度に問題がある

カッターバーの角度を調整してください
作業速度を上げてください

ハイスキッドを装着している
ハイスキッドを外してください
※石が無い圃場に限ります

ディスクに草が引っかかる 作業速度を上げてください
刈り高さが高すぎる カッターバーの角度が小さすぎる 刈り高さを調整してください

カッターバーが異常な
熱を持っている

オイルが入りすぎている カッターバーのオイル量を確認して下さい
油種が間違っている 正確なオイルを使用してください

PTOシャフトが長すぎる PTOシャフトをカットする
PTOシャフトのカットはメーカーに

お問い合わせください



札幌営業所：北海道千歳市上⻑都1121-2

TEL 0123-26-2241 FAX 0123-26-2230

帯広営業所：北海道河⻄郡芽室町東芽室北1 線 18-19

TEL 0155-62-6401 FAX 0155-62-6403

東北営業所：岩⼿県紫波郡⽮⼱町広宮沢 10-520-11

TEL 019-614-9520 FAX 019-614-9522

関東営業所：福島県⻄⽩河郡泉崎村泉崎第⼀⼯業団地

TEL 0248-53-4121 FAX 0248-53-4123

九州営業所：熊本県上益城郡益城町広崎 1586-8

TEL 096-237-7766 FAX 096-237-7767


