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■取扱説明書について
● 本機を使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。
● 本機を貸与または譲渡される場合は、必ず本機と一緒にお渡しください。
● 紛失または破損した時は、直接販売店へご注文ください。

《はじめに》
 このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
 この取扱説明書は本製品を常に最良の状態に保ち、安全な作業をしていただく為に、正しい取
扱い方法と簡単なメンテナンス方法について説明しております。
 ご使⽤の前に必ずこの取扱説明書を良くお読みいただき、安全な運転作業と正しい取扱方法を
⼗分に理解し、安全で能率的な作業にお役⽴てください。
 お読みになった後はいつでも取り出してご覧になれるよう⼤切に保管し、紛失や破損された場
合は販売店から購⼊する、またはメーカーホームページよりダウンロードを⾏ってください。

《定義とシンボルマークについて》
本書では、危険度の⾼さ（または事故の⼤きさ）に従って、次のような定義とシンボルマークが使
⽤されています。以下のシンボルマークがもつ意味を⼗分に理解し、その内容に従ってください。

シンボルマーク

定

義

その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示
します。
その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを
示します。
その警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れがあるものを示します。ま
た、遵守または矯正しないと、製品自体に損傷を与えるものも示します。

参 考

操作、保守において知っておくと得な製品の性能、誤りやすい操作に関する
事項を示します。

《本製品の規制について》
1) 本製品は農業⽤の機械として開発されておりますので、これ以外の⽤途（レンタル等で作業者が特
定出来ないような使われ方）では使⽤しないでください。保証の対象外となる場合があります。
2) 地を這うように伸びるツタ、ツル等の草については刈取れない場合もあります。
3) 本製品は、日本国内でご使⽤頂くにために、開発・生産されたものです。
海外の法規・規則・ルール・安全基準などに合致しておりませんので、品質や性能の保証、及び修
理のご相談等を含むあらゆるサービスのご提供はできかねますので、ご了承願います。
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《重要なお知らせ》
1) 性能・耐久性向上及びその他仕様変更による部品等の変更で、お手元の製品仕様と本書の内容が、
⼀部⼀致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2) 本書の内容の⼀部、または全部を無断で複写複製（コピー）することは、法律で定められた場合を
除き、著作権の侵害となりますので、予めご注意ください。
3) 本書では説明部位が具体的に理解できる様、写真・イラストを⽤いておりますが、説明部位以外は
省略されて表示されている場合があります。
4) 本書は日本語を⺟国語としない方へのご使⽤を対象としておりません。

《保証・契約書・免責事項》
1) 本書とは別に本製品には品質保証書が添付されています。必ず品質保証書裏⾯の保証規約を熟読頂
き、内容を理解しておいてください。
2) 本製品の保証期間は、新品購⼊から１ヶ年、または５０使⽤時間（請負業務⽤については６ヶ⽉
間、もしくは５０使⽤時間）のうち、どちらか早い時点で到達した方となっています。
3) 全ての注意事項を予測する事は不可能です。製品を使⽤する際には作業者側も安全への配慮が必要
です。
4) 本書を読んでも判らない場合には勝手な操作はせず、必ず製品お買い上げの販売店（以降販売店）
までご相談ください。
5) 製品を安全に効率よくご使⽤続けて頂く為には定期的な点検・整備が不可⽋です。「定期点検表」
及び「年次点検表」に記載の定期的な点検・整備を必ず最低毎年⼀回は販売店で依頼しましょう。
（有料）これらの点検・整備を⾏わなかった事及び仕様を超えた使⽤・改造等本書に従わなかった
事に起因する故障・事故に関しては保証の対象外となります。
6) この製品の補修⽤部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後９年と致します。但し、供給年限内で
あっても、特殊部品につきましては納期等についてご相談させていただく場合もあります。
7) ご不明な点及びサービス等関するご質問は、販売店までご相談ください。その際は下記の箇所を参考
に『商品型式と製造番号・搭載エンジンの型式名(エンジン本体に刻印または貼付されています。)』
を確認し、併せてご連絡ください。

本機「製造番号」貼付け位置
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1.ご使用前に

1. ご使用の前に 〈安全にお使いいただく為に、必ずお読みください〉
1.1 作業条件

1) 本書の内容を理解できない⼈は使用しないでください。
2) 所有者以外の⼈は使用しないことが原則です。やむを得ず機械を他⼈に貸すときには、取扱い方
法を説明し、本機とエンジン(該当製品)の「取扱説明書」をそれぞれ熟読し、取扱い方法や安全
のポイントを⼗分理解してから作業をするように指導してください。
3) 過労、病気、薬物、その他の影響により正常な運転操作が出来ない時には作業しないでください。
4) 酒気を帯びた⼈、妊婦、子ども(中学生以下)、未熟練者にも作業をさせないでください。
5) 機械の回転部に巻き込まれたりしないよう、作業⾐は⻑袖の上着に裾を絞った⻑ズボンを着用
し、適切な服装で⾏ってください。くわえタバコ、巻き(腰)タオルは厳禁です。
6) 製品に応じて、滑り⽌め(スパイク)のついた安全靴（⻑靴）やヘルメット（帽子）、防護眼鏡、
⼿袋、スネ当て等の適切な装備を使用してください。

1.2 作業をする前に
1.2.1 作業前の注意事項

排気ガスにより一酸化炭素中毒の恐れがあります。屋内など換気が不⼗分な所では、運転や 作
業はしないでください。

1) 安全作業の障害となるような本機の改造は絶対にしないでください。
（カバ―の切断、標準品以外の装着、指定外のベルト･オイルの使用、安全装置の取外し等）
〈これらの改造に起因する事故、及び不具合に関しては、⼀切の責任を負いかねます。〉
2) 周囲に⼈や動物、⾞両や設備、建造物等の有形資産がない事を確認してください。また、周囲の
安全を確認して圃場内の障害物､側溝､軟弱な路肩など危険な場所や注意が必要な場所には目印な
どを設けて近寄らないでください。
3) ⽯やその他の異物は事前に取除き、除去不能な障害物などがある場合には、注意標識⼜は作業禁
⽌範囲を示す安全柵などを設けた後で作業を始めてください。また、このような圃場では安全の
ために通常よりも⾼刈りで作業を⾏ってください。ナイフが欠けたり、⽯等の異物が⾶散し危険
です。
4) 岩や⾦属など刃の接触により⽕花が出るような物は事前に取り除いてください。取り除くことが
できない場合は目⽴つような目印を設けて近づかないようにしてください。
5) 枯草を刈る際は⾼温となるエンジンや排気管周辺等を 1 時間に 1 回、草屑等を堆積していないか
確認し清掃を⾏ってください。
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1.ご使用前に

6) 枯草は自然発⽕や外部からの⽕気により⽕災が発生する可能性があります。枯草を刈る際は作業
者以外に作業管理者を設け、常に監視した状態で⾏ってください。
7) 乾燥注意報などが発令されている時に草刈を⾏う際は特に注意をし、場合によっては草刈を⾏わ
ないようにしてください。
8) 転落防⽌のため、川や崖や段差（路肩）を⾛⾏する場合は、路肩崩れや転落の危険性を考慮し、
⼗分に安全な平坦地を⾛⾏してください。
9) 暗い時、視界が悪いときの使用は危険です。周囲の状況が⼗分に把握できない時には使用しない
でください。

1) 雨天時や水たまり等本機が⼤量の水を浴びるような条件での使用は避けてください。
2) その他気象条件等に留意し、作業実施の判断や装備の選択に⼗分配慮してください。

1.2.２ 作業前の点検･確認

1) 前回の作業終了後に確認された要修理箇所等について、確実に修理が⾏われている事を作業開始
前に必ず確認し、修理が完了するまでは絶対に作業を開始しないでください。
2) 安全のためのカバー類はもとより、標準に装備されている安全装置及び関連部品を外したままの
運転は非常に危険です。事故防⽌のため、これらの部品は必ず装着した状態で使用してくださ
い。もし異常がある場合は修理を⾏い、正常な状態を確認してから作業をしてください。
3) 作業クラッチ（ナイフクラッチ等）が「切」位置の時、ナイフ等が確実に⽌まっているか点検
し、もし少しでも動いている場合にはエンジンを⽌め、点検を⾏ってください。
4) ナイフの脱落は危険です。ナイフのセットボルト・ナットをしっかり締めてください。また、古
いものは新しいものに取り換えてください。
5) ナイフ交換のための開閉カバーがあるものは、開いたままの使用は危険です。必ず閉めた状態で
使用してください。
6) 冷却風の吸込⼝、シリンダ付近の草詰まり、特に⾼温となる排気管周辺に堆積した草屑等は注意
深く取り除いてください。エンジンの焼付きや⽕災の原因となります。
また、外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。また、エアクリーナ内部の清掃、Ｈ
ＳＴファンカバー（該当製品）に堆積した草屑の清掃も同時に⾏ってください。
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1.ご使用前に

1.2.3 ⽕気厳禁・燃料の給油

1) 作業中及び給油中に限らず機械の周辺は火気厳禁です。引⽕や⽕傷の危険があります。くわえタ
バコ、焚き⽕等、裸⽕の使用等は、機械のそばで絶対⾏わないでください。
2) 給油はエンジン停⽌後、マフラの温度が⼗分下がってから⾏ってください。
3) 給油は油面上限マークがあるものは、マーク以下(傾斜地使用の場合には更に少なく)にしてくだ
さい。多く入れ過ぎた時はマ―ク以下になるまで抜き取ってください。また、こぼれた燃料は必
ず拭き取ってください。
4) ⾝体に静電気が帯電した状態では⾏わないでください。気化したガソリンにより引⽕の可能性が
あり、⽕傷、⽕災につながる恐れがあります。

1.3 作業中は
1.3.1 作業中の注意事項

1) 安全のため、余裕を持った運転を心掛け、急発進・急停⽌・急旋回はしないでください。
2) 無理な姿勢で作業を⾏わず、体調に合わせ１〜２時間程度で休息を取るようにしてください。
3) 作業範囲内（半径１０ｍ以内）に⼈(特に子供)やペットが入り込まないよう､草刈り作業中である
旨の⽴て札やガードロープを張るなどし､半径１０ｍ以内に近づけないでください。⼈やペットが
近づいた時には直ちに作業を中断し、エンジンを停⽌してください。
4) 運転中、周囲に燃えやすい物や危険物を置かないでください。また排気マフラは⾼温となりま
す。本機操作時・作業終了直後等に⼿をかけると、⽕傷を負う恐れがあります。

5) 斜面での作業は、勾配が５０°以下でご使用ください。上下方向よりも横方向（等⾼線方向）に⾏
うようにしてください。上下方向の作業は、本機が滑り落ちてくる、作業者の⾜が滑って本機に
巻き込まれる等の恐れがあります。
6) 滑り⽌めなどの注意を⼗分⾏って、それでも滑りやすい場所では作業を⾏わないでください。

1.3.2 操作上の注意事項

1) 始動時は⾛⾏(主)クラッチ、作業(ナイフ･ロータリー)クラッチを「切」位置にし、中⽴のある
ものは変速レバーを「中⽴」位置にして、ブレーキがあるものはブレーキを掛けてから始動し
てください。
2) 斜面での旋回等の操作は⼗分に注意して⾏ってください。バランスを崩し、転倒してけがをする
恐れがあります。
3) 斜面では、安全のため、変速レバー・クラッチレバー類の不要な操作は⾏わないでください。ス
リップ・転落・滑落等の危険があります。
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1.ご使用前に

4) バックする時は、⼈(特に子ども)･動物･障害物がない事を確認して機械との間に挟まれたり、崖
や段差からの転落等がないよう⾜場に注意してください。(該当製品)
5) 木の周りや壁際などの作業時は、ハウスの支柱や木の枝、鉄線等と本機との間に体や⼿を挟んだ
り、枝での打撲･挟まれに⼗分注意して作業を⾏ってください。
6) 旋回時は特に⾜元に注意し、作業部(ナイフ･爪など)、⾛⾏部(タイヤ･クローラー等)に巻き込ま
れないようにしてください。
7) 刈取方向を切り替える時には、その前後方向の安全性を確認した後に⾏ってください。
8) 作業(ナイフ･ロータリー)クラッチは、⼈(子ども含む)や動物がいない事を確認し、安全に⼗分注
意した後に操作してください。

1.3.3 作業中の点検・停⽌・清掃
1）作業中、異物と衝突（噛み込み）した時は直ちに作業（草刈･耕運など）を⽌め、エンジンを停⽌
してください。そして、必ずナイフ･ナイフステー･爪類（該当製品）及びカバー類の欠けや曲がりの
有無を調べ、必要に応じ修正･交換ください。
2）冷却風の吸込⼝、シリンダ付近の草詰まり、特に⾼温となる排気管周辺に堆積した草屑等は注意
深く取り除いてください。エンジンの焼付きや⽕災の原因となります。
また、外側のみならず、内側もこまめに清掃してください。また、エアクリーナ内部の清掃、ＨＳＴ
ファンカバー（該当製品）に堆積した草屑の清掃も同時に⾏ってください。

1) 作業中に点検する際は、必ずエンジンを停⽌し、各部が冷えてから、⼿を保護するために皮⼿袋
などの丈夫な⼿袋を着用してください。
2) 本機より離れる時は、必ずエンジンを⽌めてください。また、安定した平坦地で確実に停⾞して
ください。
3) エンジンを⽌める際は、該当する製品については次の事を⾏ってください。
①ブレーキをかける。②キーを抜く。③燃料コックを閉める。
4) 運転中の異常な⾳、匂い、発熱は⽕災の原因となる恐れがある為、直ちにエンジンを停⽌し、点
検・修理してください。
5) 作業中、異物と衝突（噛み込み）した時は直ちに作業（草刈･耕運など）を⽌め、エンジンを停⽌
してください。そして、必ずナイフ･ナイフステー･爪類（該当製品）及びカバー類の欠けや曲が
りの有無を調べ、必要に応じ修正･交換ください。
6) その他作業中、異常を感じたら必ずエンジンを停⽌してから、点検を⾏ってください。
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1.4 載せ降ろし及び運搬時の注意
1) 本機を運搬する時は必ずエンジンを停⽌してください。燃料漏れなどにより、こぼれた燃料が引
⽕する恐れがあります。
2) 必要以上に本機を傾けないでください。燃料が漏れ出す恐れがあります。

1) 運搬⽤の⾞は製品に応じた⾞を使⽤してください。(積載重量、荷台のサイズ、⼲渉の有無)
2) 運搬⽤の⾞は平坦で安全な場所を選び、搭載時に動き出さない様にエンジンを⽌め、サイドブ
レーキを引き、⾞輪⽌めをしてください。
3) ナイフ･⽖がブリッジと接触しない位置まで⾼さを調整してください。また、該当する機種は次
の事を⾏ってください。①作業クラッチは「切」位置。②デフロックを「⼊」位置。
4) 基準にあった丈夫なブリッジをゆるい勾配（１５度以下）で確実にかけ、エンジン回転を下げ、
積み込みは「前進」で、降ろす時には「後進」で低速でゆっくり⾏ってください。
〈その際、速度や⽅向を変える操作は危険ですので、⾏わないでください。〉
5) 本機がブリッジとトラックの荷台との境を越える時には、急に重⼼の位置が変わりますので、
⼗分に注意してください。
6) 運搬時は丈夫なロープ等で確実に固定してください。また、安全運転を⼼掛けてください。

1.5 点検・整備
◎品質及び性能維持のためには定期点検が不可⽋です。
始業前点検・⽉次点検は所有者ご⾃⾝で、年次点検は販売店(有料)へご依頼ください。
〈定期点検を怠ったことによる事故・故障については責任を負いかねますのでご注意ください。〉
下記に記載の内容を守らないと⽕傷や傷害事故、機械故障の原因となります。
1) ご使⽤前後に、⽇常の点検、整備を⾏う他、定期的に点検、整備を⾏って常に製品を安全で快適
な状態に保つようにしてください。
2) 点検、調整、整備はエンジンを停⽌し、マフラ部やその他ミッションケースの過熱部位が完全に
冷えてから⽪⼿袋などの丈夫な⼿袋や保護メガネを着⽤し、適正な⼯具を正しく使⽤して⾏って
ください。
3) 点検、調整、整備は地⾯が平坦で硬く、広くて明るい場所で実施し、常に機体のバランスに留意
し、転倒させない様に⼗分注意してください。
4) 本機を吊り上げて点検する場合には、必ず落下防⽌を⾏ってください。
5) 作業部（ナイフ･⽖）や⾛⾏部（タイヤ･クローラー）の交換や着脱を⾏った場合は、指定の場所
に確実に装着されているか、しっかりと締め付けしているか確認してください。
6) 作業部（ナイフ･⽖）や⾛⾏部（タイヤ･クローラー）を新品に交換する際には安全のため取付け
ボルト類も⼀緒にメーカー純正品の新品と交換してください。
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7) ベルトやナイフ部の安全カバー、及び⾶散防⽌用のカバーの破損は危険です。作業中に異常を感
じた箇所はそのままにせず、必ず作業を中断して点検し、必要な修理を⾏ってください。また作
業終了後に再度点検してください。
8) 取外したカバー類は、必ず元の位置に正しく取り付けてください。
9) 指定外のアタッチメント取付けや、改造は絶対にしないでください。
10) 燃料パイプは古くなると、燃料漏れの原因となり危険です。３年毎、または傷んだ時には締め付
けバンドとともに新品と交換してください。

下記に記載の内容を守らないと機械故障の原因となります。
1) 本機を洗⾞する場合は、エンジン部（電装部、エアクリーナ付近、燃料キャップなど）及び警告
ラベル貼付け箇所に水をかけないでください。
2) クラッチ類、スロットル、ギアチェンジ等の点検、調整は⼗分に⾏ってください。

3) シートをかける場合には⽕傷や⽕災を防ぐため、エンジンの停⽌後「約 5 分以上」待って、マフ
ラやエンジン本体の冷却状態を⼗分確認した上で⾏ってください。

1.6 保管時

1) 本機を⻑期保管する場合は屋内で保管ください。〈5.5 ⻑期保管のしかた 参照〉
2) 本体や作業部に付いたごみや付着物・異物は取り除いてください。

1.7 警告表示マーク

●警告表示マークは本項目内における重要危険事項の中からとくに重要なものとして厳選され、本
体に貼付されています。ご使用の前に必ずお読み頂き、⼗分理解して必ず守ってください。
※警告表示マークが⾒えにくくなった場合には、必ず同じものを販売店で購入、貼り換える等して
常にはっきり識別できるようにしてください。〈6.3 消耗品明細 参照〉
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警告表示マーク貼付箇所

0306-74500

0305-73110

0327-73200

0339-73210

0326-74610
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３．作業前の点検
参考︔
２ストローク専⽤オイルには、この他にも下記の種類があります。

使⽤不可

grade/性能
ＦＢ
ＦＣ
ＦＤ

潤滑性
◎
◎
◎

清浄性
△
○
◎

◎:⾮常に優れる

排気煙性
△
◎
◎

○:優れる

排気系閉塞性
△
◎
◎

△:普通

×:劣る

ＦＢ︓潤滑性能はよいが、その他は最低限の性能のエンジンオイル。（本機では使⽤不可）
ＦＣ︓上記の全ての性能が優れているエンジンオイル。
ＦＤ︓ＦＣ級よりもエンジン⾼温時の清浄性が優れているエンジンオイル。

1) 作業中及び給油中に限らず機械の周辺は⽕気厳禁です。
引⽕や⽕傷の危険があります。くわえタバコ、焚き⽕等、裸⽕の使⽤等は、機械のそばで絶対に
⾏わないでください。
2) 給油はエンジン停⽌後、マフラの温度が⼗分下がってから⾏ってください。
3) 給油は油⾯上限マークあるものは、マーク以下 (傾斜地使⽤の場合には更に少なく )にしてくださ
い。給油⼝の⼝元まで⼊れないように給油してください。多く⼊れ過ぎた時はマ―ク以下になる
まで抜き取ってください。また、こぼれた燃料は必ず拭き取ってください。
4) ⾝体に静電気が帯電した状態では⾏わないでください。気化したガソリンにより引⽕の可能性が
あり、⽕傷、⽕災につながる恐れがあります。

平坦な安定した、換気の良い場所で⾏ってください。

1) 燃料を補給する場合は、ほこり･草･⾬･雪などの異物が燃料タンク内に⼊らないようにしてくだ
さい。エンジン不調の原因になる恐れがあります。
2) ガソリンのみ及び規定より薄い混合⽐での運転はエンジンが焼付を起こします。逆に濃いとエン
ジン回転の不調を招きます。必ず指定の混合⽐を順守してください。
3) 燃料は⾃然劣化します。⼀ヶ⽉以上使⽤しない場合は新しい燃料と⼊れ替えてください。またポリ
タンクに保管した燃料も使⽤しないでください。不調の原因となることがあります。
4）エンジンの設定回転をむやみに調整しないでください。
5）燃料が少なくなったら早めに燃料を補給してください。次の始動が容易になります。
6）燃料補給後は燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。
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 ઈૡҩभखऊञ

 ઈૡҩभखऊञ                     






 َپઞ৷भିਔُ॑ઈૡघॊपؚङउഭाऎटऔः؛
  ્प َؚ੯َُ ॑घॊपَُ রमُ॑ेऎഭाؚ৶ੰखञअइद
  ઈૡ؞॑ষढथऎटऔः؛


 ग़থ४থभ؞ૃभखऊञ                   
 ग़থ४থभखऊञ
⋇ॡছॵॳঞংشऊैু॑खؚឥᘍǯȩȃȁǛžЏſˮፗƴƠƯ

ॡছॵॳঞংش

ƘƩƞƍŵ





⋈ॼॖইॡছॵॳঞংشमَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛






                      
⋉ग़থ४থ५ॖॵॳَ॑ো ُ ۃۄਜ਼઼पखथऎटऔः؛
ž21ſ
َ21ُ





              


⋊উছॖথॢএথউ॑दਈऽदॉନखखथऎटऔः؛
ੂڬڭਰ                        
উছॖথॢএথউभඝदમ॑③ाऑؚ॑ઍಔपखऽघ؛


અؠ
উছॖথॢඝमેীपষढथऎटऔः؛উছॖথॢඝ
উছॖথॢএথউ

 पेॉड़شংشইটشखञમमؚમॱথॡपರॊଡୗप       
ऩढथःऽघभदؚลःाૌऍपमऩॉऽच॒؛




4. 運転･作業のしかた
⑤チョークレバーを操作し、チョーク弁を「全閉」

位置にして

ください。

参考︔
燃料が残っていて且つエンジンが暖まっている時には、チョーク
レバーの操作は必要ありません。

⑥エンジン上部を⽚⼿で押え(マフラ等⾼温部は押えないでください。
⽕傷の恐れがあります)、本機が動かないようにして圧縮を感じる
位置からスタータノブを勢いよく引いてください。

リコイルスタータを引っ張る⽅向に⼈がいないか、突起物・障害物
がないことを確かめてから始動してください。傷害事故のおそれが
あります。

参考︔
初爆（爆発⾳）だけがあり、始動しない場合にはチョークレバー
を「全開」

位置にして、再びスタータを勢いよく引いてくだ

さい。
⑦エンジン始動後、チョークレバーを「全閉」

のままで始動

した場合には、エンジンの調⼦を⾒ながらチョークレバーを
「全開」

位置へ戻してください。

参考︔
主クラッチレバーを握ると⾃動的にチョークレバーは戻ります。
「握る」

⑧エンジンの調⼦を⾒ながら約 3 分間暖機運転を⾏ってください。

参考︔
エンジン始動後、主クラッチレバーを操作して⼩刻みに素早く数回
エンジン回転を上げてください。これは気化器内の空気を抜くため
で、空気があると加速不良及びエンストの原因となります。

1）新品で製品を購⼊後、最初の⼀週間(3〜4 時間)は、慣らし運転期間として、過負荷をかけない様
に控えめな運転を⼼がけてください。
2）チョークレバーを「全閉」

のまま暖気運転すると、エンジン各部に悪影響を与え、エンジン

の寿命を短くしますのでご注意ください。
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4. 運転･作業のしかた

4.1.2 エンジン停⽌のしかた
①主クラッチレバーから⼿を離し、エンジンスイッチを「停⽌(OFF)」
「OFF」
「OFF」

位置にしてエンジンを停⽌してください。

参考︔
エンジン停⽌時に本機を押し引きして動かすには〈エンジン停⽌時
の移動〉を参照してください。

4.2 ⾛⾏・変速・停⽌のしかた
4.2.1 ⾛⾏のしかた
①エンジンを始動させてください。
〈エンジン始動・停⽌のしかた参照〉
②正逆レバーを所要の位置に確実に⼊れてください。
（本機右側が前進、左側が後進になります。）

1) ⾛向操作が不⼗分な場合、ギヤ抜けの恐れがあり⼤変危険です。
2) ギヤが⼊りにくい時には、無理に⼊れずに主クラッチレバーを「⼊」⽅向に少し移動させるか本
機を前後に振ってみて再度確実に変速操作を⾏ってください。
「握る」
「握る」

③主クラッチレバーを徐々にハンドル側に倒していくと、
エンジン回転が上昇し⾛⾏を始めます。

参考︔
緊急の場合には、ハンドルから⼿を離してください。エンジン回転がアイドリング状態にまで下が
り、遠⼼クラッチが切れ停⽌します。この時、正逆レバーが前後どちらかの位置にあれば、スパイ
ク⾞輪が「ロック」状態となり、特に傾斜地では⾕側へ滑り出す事はありません。

・移動の際にはナイフクラッチレバーは「切」位置にしてください。「⼊」位置のままでは、⾼速で
回転するナイフに巻き込まれたり、異物を⾶散させたりして危険です。
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 ઈૡҩभखऊञ

 ਤ؞ૃभखऊञ
⋇ॡছॵॳঞংشऊैু॑खग़থ४থभૡ॑॔ॖॻজথॢ૾ଙप

َघُ

खथऎटऔः؛





⋈ਫಗঞং॑شඝखؚంకभજಳऌਜ਼઼पનৰपোो౹इथऎटऔः؛
  



َਤُ

َਤُ


َॊُ

⋉ॡছॵॳঞংঁ॑شথॻঝधુपढथગਤखथऎटऔः؛

⋊ॡছॵॳঞংشऊैু॑खथমਃ॑ૃखथऎटऔः؛

⋋ग़থ४থ५ॖॵॳَ॑જ ُ ڻڻۄਜ਼઼पखथऎटऔः؛
ٮমਃ॑ोॊৃ়पमङग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛


 ঁথॻঝभ৹ତ                         
 ঁথॻঝৣ؞ంకभ৹ତ


ঁথॻঝਜ਼઼भ৹ତमङমਃ॑ૃखञ૾ଙदষढथऎटऔः؛॑खऩऋैऽञमষखऩऋ
ैभඝमઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛


ঁথॻঝৣ؞ంకঞংش

⋇ঁথॻঝৣ؞ంకঞংু॑شपਬऌঁؚথॻঝभಕ॑ੰखथ
ऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝৣम  ؚంకमਫਜ਼઼धకડ  ॣਚؚంડ  ॣਚद
ಕदऌऽघ؛፳ৃ੯प়ॎचथ৹ତखथऎटऔः؛








 ઈૡҩभखऊञ


রमঁথॻঝకડषभाखथऎटऔः؛ంડषघॊध౮ఄ
ങभ૭ચਙुৈऎ૫दघؚ؛ᄑৎभाधखथऎटऔः؛

ঁথॻঝৣਜ਼઼भਈुਜ਼઼मઽವ௧৷ਜ਼઼दघ؛
पमઞ৷खऩःदऎटऔः؛



㻌

 ঁথॻঝಇೠभ৹ତ
੯प়ॎचथঁথॻঝभশऔ॑ۜےڱڭभ࿒भ  మदಕ
दऌऽघ؛ൊએभশऔपૢगथઞःীऐथऎटऔः؛
⋇ঁথॻঝಇೠঞংشदটॵॡ॑ੰखथঁথॻঝभলखোो॑ख
  थऎटऔः؛৹ତमঁথॻঝऋَढ़ॳॵُधఠऋखथটॵॡऔोञ
হ॑નੳखथऎटऔः؛

અ ؠ
ঁথॻঝभলखোोमؚটॵॡੰঁথॻঝಇೠঞংشऊैু॑
खथুदষढथऎटऔःঁ؛থॻঝಇೠঞং॑شढञऽऽൺুद
ඝ॑घॊधলखোोऋऎऩॉऽघ؛


 ग़থ४থૃৎभ                                           
અ ؠ
ਫಗঞংشऋਤ্؞ਤ্नठैऊभਜ਼઼पँॊध५ঃॖॡमটॵॡऔोऽघ؛ऒभ૾
ଙदमমਃ॑खਬऌखथऊघহमলਟऽच॒؛ग़থ४থऋૃखञ૾ଙदমਃ॑खਬऌघॊ
ਏऋँॊৃ়पमৣ੶ඝ॑ষढथऎटऔः؛

⋇ਫಗঞং ॑ش1قরয়كਜ਼઼पखथऎटऔः؛
  


মਃभखਬऌमङᎉदষढथऎटऔः؛ൊदभඝ
मෟभതोऋँॉপ૫दघ            ؛

َ 1ُਜ਼ ઼



⋈৸भನॼؚॖইॡছॵॳঞংشमَજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛

⋉५ঃॖॡमইজشधऩॉমਃ॑खਬऌखथऊघऒधऋ
दऌऽघ؛




 ઈૡҩभखऊञ

 ুऩभखऊञ                                             


  



 ৸भञीؚఏदಎାऔोथःॊढ़ং؞شইছॵঃథमङಎାखञऽऽ॑ষढथऎट
औः؛ॉਗखञऽऽभमপ૫दघ؛લಉ౮ऋ࿘৸ఢपॎञॉఄങखؚ
॑मगीఢ೧प૩॑ऻघ૫ऋँॉऽघ؛
 ፳ৃभ૩ҨડདྷҨໞൠऩଡ଼๛भँॊधऒौҨએभᐄಉ૫ऩৃਚपम৯ഀ॑য়थथෙढ
थமखऩःेअपିਔखथऎटऔःҥ
 ॼॖইपऊैाહःञൃृଉসजभभ౮॑ॉऎपमҨङग़থ४থ॑ૃखथऊै
ষढथऎटऔः؛
 ೧पয ્प ऋোॉऽऩःेअҨൃ࿘ॉরदँॊ຺भয়थైृफ़ॻشটشউ
॑ॊऩनखҨྫྷۜڬڭਰपऒोैभुभ॑तऐऩःदऎटऔःҥ
 মਃಎାभढ़ংشథमؚ࿘ऊैभ౮भఄങ॑ਈ৵प೪इॊਝੑऔोथःऽघऋؚऒ
ो॑৸पଆૃघॊुभदमँॉऽच॒؛भ፳ৃ౮ જઙؚલؚଉসؚ૬࿁ؚᑛજ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ो ಉभுमؚभிભ दનৰपৰखथऎटऔः؛
 ઞ৷૭ચऩ፳ৃमᎉलڬڱऽदभൊदघ؛ःङोुᐄभऩःତऔोञ፳ৃद
ઞ৷खؚजोਰਗदमઞ৷खऩःदऎटऔः؛ઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛
 ્पൊदभदममङᎉपয়ठؚએपमয়ञऩःदऎटऔः؛ଌ॑ෟ
ैचૡরभॼॖইपඕऌऽोथଈംघॊതोऋँॉऽघ؛ऽञؚએ ৺ڬڮங২ऽद
भदु५ঃॖॡಉෟॉૃीभणःञ৸ၫ॑ା৷खؚ५জॵউपमેীିਔखथऎटऔः  ؛
 মਃमभৣ દ ડपਜ਼઼औचथऎटऔः؛  ડपਜ਼઼औचॊઞः্म૫॑ൣःऽघ؛
 ൊऺनડषभ౮भఄങ২়ऋপऌऎऩॉऽघ્؛पओିਔऎटऔः؛
 મஔఅઠऋଞपડषऎेअऩઞः্॑खथऎटऔः؛મऋोলख૫दघ؛



 मশཐभାपႸ॑ढञশ६থ॑ା৷खؚ५ঃॖॡ৸ၫृၣऽञमঊঝওॵॺؚ
घबਊथؚଆ૧ওफ़ॿ ଲષહര ಉ॑ଞपା৷खथऎटऔःҥ
 જॉઙؚલؚଉসؚ૬ढ़থؚ༈જोಉभ౮मपলਟॊॉॉःथऎटऔः؛
 લಉ౮भः፳ৃदभपणःथमؚऒोैभఄങपेॊ૩॑ଆૃघॊञीৈ࿘ॉ॑घॊ
ಉखथ৸पमેীିਔखथऎटऔःҥ
 ࿘৸ఢपॎञॉؚલಉभ౮ऋఄങघॊതोऋँॉऽघ؛যृؚ૦ऊैोथેীओି
ਔभखथऎटऔः؛
  মਃઈૡরभग़থ४থঐইছमৈആपऩॉؚෙढथඡढञॉघॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛ઈૡ
রलઈૡૃેীपഐइॊऽदঐইছपमബৌपඡैऩःदऎटऔः؛


અؠ
 ੂीथমਃ॑ઞ৷घॊधऌमલಉभ౮भऩःᎉदඝ্১ಉ॑ેীपಆ੭खथऎटऔः؛
࿘ॉऋखളघॊेअपखथ༼୮घॊध࿘ଋखऋ૮ऎؚऌोःपலऋॉऽघ؛ൊद
भൃ࿘मؚᎉदેীपಫಆखञपखथऎटऔः؛
 ५ঃ ॖॡम॑ ڰଞपம औचथऎ टऔः؛ൺ ડ ॑ڮठऑॊे अऩઞ৷্ ১मؚ५
ঃ ॖॡ  भॺ ঝॡজ ॵ ॱषभ ૿ ੜधऩ ॉ ؚऋ ૬ૡ खಔऎ ऩॉ ऽघ્ ؛प ৣ্ 
भൊदमओିਔऎटऔः؛




 ઈૡҩभखऊञ
كਫಗඝमॡছॵॳঞং॑شढञऽऽदुඝदऌऽघ؛ਃ༊॑ంకقكपऊऎ
ऊघৃ়ॡছॵॳঞং॑شढञऽऽඝघॊधટदघ؛


 ൃ࿘भखऊञ
⋇૾யप়ॎचथ࿘ৈ৹ତঞংشद࿘ৈऔ॑৹ତखथऎटऔः؛
  
⋈ग़থ४থ॑औचथऎटऔः؛
يग़থ४থ؞ૃभखऊञසً



⋉ਫಗঞং॑شਤਜ਼઼पखथऎटऔः؛




َਤُ


⋊ॼॖইॡছॵॳঞংَ॑شোُਜ਼઼पखथऎटऔः؛





⋋ॡছॵॳঞং॑شဉرपঁথॻঝડपਬःथःऎधؚग़থ४থ

َॊُ

ૡऋಊखؚ೫ੱॡছॵॳपेॉ॑৫खऽघ؛

يষ ؞ਤ भखऊञසً


َघُ

⋌॑ીവघॊৃ়पमؚऽङॡছॵॳঞংشऊैু॑खؚম
ਃ॑ૃऔचथऎटऔः ؛೫ੱॡছॵॳऋજोॼؚॖইभૡध
ষऋૃखऽघ ؛
⋎ॼॖইॡছॵॳঞংَ॑شજُਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋏يग़থ४থभ؞ૃभखऊञً॑සखथग़থ४থ॑ૃखथ
ऎटऔः؛






 ઈૡҩभखऊञ

 ൊदभൃ࿘



 ॑ڬڱதइॊൊदमઞ৷खऩःदऎटऔः؛মਃૡभ૫ऋँॉऽघ؛
 ङমਃभ  ડपয়ठ ৣؚદ ડषमয়ञऩःदऎटऔः؛ઓःुऊऐङૡघॊॼॖইपඕ
ऌऽोॊ૫ऋँॉऽघ؛
 મஔఅઠऋଞप  ડ॑ऎेअऩ࿘্॑खथऎटऔः؛મஔఅઠऋৣ દ ડपऎेअऩ
ઞः্दमમऋोলघऒधऋँॉ૫दघ؛
 র౮ଞ॑गञैؚङঁথॻঝऊैু॑खؚমਃ॑ૃऔचथऎटऔः؛ൊदૃख
थुਫಗঞংشऋਤ؞ਤभਜ਼઼पँोयষॡছॵॳमੰऔोङؚ५ঃॖॡमটॵॡऔ
ोञ૾ଙदघभदؚমਃऋৣ દ ડषෟॉলघহमँॉऽच॒ ؛ऒभৎؚਫಗঞং ۃ॑شরয়
पखथखऽअध५ঃॖॡमইজشधऩॉৣ દ ડषෟॉলघহऋँॉऽघ ؛

ٸએ ڬڮ दभ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
⋇ङ५ঃॖॡಉෟॉૃीभणःञၫ ॑၎ःथऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝभਜ਼઼॑৹ତखൃيؚ࿘भखऊञً॑અप॑৫
؞ીവखथऎटऔः؛


અ ؠ


  ડऊैৣ દ ડषऊढथਤद॑खथऎटऔः؛


ٸએ  ڬڱعڬڮदभ
⋇मङᎉषয়ठؚমਃभा॑ൊषোोथ॑
खथऎटऔः؛
⋈ঁথॻঝभਜ਼઼॑৹ତखൃ ي ؚ࿘भखऊञً॑અप॑৫
؞ીവखथऎटऔः؛

અؠ



  ડऊैৣ દ ડषऊढथਤद॑खथऎटऔः؛

ٸশःએदभ
ीۜےڬڴۜڭؚਰभ࿒दᎉऩଌৃ॑ढथउःथऎटऔः؛


    એदममബৌपએपয়ञऩःदऎटऔः؛ଌ॑ෟैच
ञৃ়पमপ૫दघ؛
 ৣ દ ડऊै  ડषऊढथभमखऩःदऎटऔः؛
   মਃऋ દ ડषෟॉठञৃ়पमপ૫दघ؛



 ઈૡҩभखऊञ


  রؚग़থ४থपऋऊऊॉᄄ෬पग़থ५ॺखजअपऩढञৃ়पमؚऽङॡছॵॳঞ
ং॑شखथऎटऔः؛ઃपॡছॵॳঞং॑ش৵മापऊखथग़থ४থ ॼॖই भૡऋ
ಊघोयச২पुିਔ॑खथ॑ગ৫खथऎटऔः؛
  जोदुग़থ४থभૡऋಊखऩःৃ়पमॼؚॖইपൃऋ൪ऽढथःॊऽञमൃभऋૌ
ऍॊ૭ચਙऋँॉऽघभदؚङग़থ४থ॑ૃखञॼॖইप൪ऽढञൃ⌶॑ऌोःपॉ
ऌؚ࿘ৈऔ॑ৈऎखथऎटऔः؛
  ग़থ४থपऋऊऊॉᄄ෬पग़থ५ॺखजअपऩढञ૾ଙभऽऽ૮৶प॑ਢऐॊधؚমਃ
भ೫ੱॡছॵॳऋ൏ऐؚभਉधऩॊयऊॉदऩऎؚઓॎफহभਉधऩॉऽघ؛


  ৸भञीؚਈੂमசਜ਼઼ऊै५ॱॺشखؚఢ೧भ৸॑નऊीञद੯ऋ়इयৈச
पசखथऎटऔः؛
  ॼॖইभૡরमॼॖইढ़ংشડ౬ऽदॼॖইऋਟऽघभदؚബৌपൃಉ॑ଌಉदॼॖইढ़
ংشपোोऩःदऎटऔः؛পऐऋभਉपऩॉऽघ؛
  ग़থ४থଆጶढ़ংشఢఈपᇊखञൃ⌶ಉमଞपखथऎटऔः؛ग़থ४থഐేਂଌपेॉ
ग़থ४থ൏હऌऽञमౌ಼भਉधऩॉ૫दघپق؛घॊमङग़থ४থ॑ૃऔचथ
ऎटऔःك؛























 ઈૡҩभखऊञ

 ॺছॵॡषभൗचఋौखऊञ                                       



মਃ॑ઈဦघॊৎमङग़থ४থ॑ૃखथऎटऔः؛મोऩनपेॉऒऻोञમऋਬౌ
घॊതोऋँॉऽघ؛

 ऽञؚਏਰपমਃ॑ൊऐऩःदऎटऔः؛મऋोলघതोऋँॉऽघ؛

  
 ઈဦ৷भमଲષपૢगञ॑ઞ৷खथऎटऔः ؛ൗؚभ१ॖ६ؚ௱भથ૮ 
 ઈဦ৷भमᎉद৸ऩৃਚ॑৭लؚ࿌ൗৎपऌলऔऩःपग़থ४থ॑ૃीؚ१ॖॻঈ
ঞشय़॑ਬऌؚૃी॑खथऎटऔः؛
 ॺছॵॡषभൗचఋौखभपमؚ࿘ৈ৹ତঞংشद࿘ৈऔ॑ৈःਜ਼઼पखॼؚॖইऋঈ
জॵ४धமඡखऩःेअିਔखथऎटऔः؛
 ঁথॻঝంకम 3 भਜ਼઼पರखथऎटऔः؛
 ੦पँढञຣऩঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदનৰपऊऐؚाामَਤُ
दؚఋौघৎपमَਤُदசदॅढऎॉষढथऎटऔः؛
يजभؚச২ृ্॑इॊඝम૫दघभदؚষॎऩःदऎटऔःً؛
 মਃऋঈজॵ४धॺছॵॡभधभ॑௭इॊৎपमؚपੱभਜ਼઼ऋॎॉऽघभदؚ
ેীपିਔखथऎटऔः؛
 ઈဦৎमຣऩটشউಉदનৰपಕखथऎटऔः؛ऽञؚ৸ઈૡ॑ੱෳऐथऎटऔः؛


અ ؠ
 মਃपम५ঃॖॡऋಎऔोथःऽघभदॺؚছॵॡभदෟढञॉؚ෫એऋംહःञॉघ
ॊহऋँॉऽघ؛ऒभेअऩৃ়पमभৣपഝજोृௐুभ०ঐॵॺ॑ഢऎಉखथ॑৳
૧खथऎटऔः؛
 ঁথॻঝ॑টشউदਘऎၛॉघऍॊधঁথॻঝऋශऋॉघॊതोऋँॉऽघ؛





જਜ਼઼
㻌




োਜ਼઼

ॡছ⑁ॳঞং␗म

ॼॖইॡছ⑁ॳঞং␗म


⋇ఢ೧प૫भऩःؚᎉऩৃਚ॑৭॒दऎटऔः؛
⋈੦पँढञঈজॵ४॑ॅॊःᐉଦڱڭق২ਰৣكदؚऽञؚ
ଲષप়ॎचञ்दؚનৰपऊऐथऎटऔः؛
⋉ॡছॵॳঞংشद५টॵॺঝ৫২॑৹ତखथऎटऔः؛
⋊ൗचामَਤُदؚఋौघৎपमَਤُदষःؚनठ

㻌

㻌

㻌

ैुசदॅढऎॉষढथऎटऔः؛
৸भञीؚजभभਜ਼઼पमःोऩःदऎटऔः؛

અ ؠঈজॵ४੦
    ঈজॵ४म੦पँढञેؚীऩਘ২भँॊुभ॑ઞ৷खथऎटऔः؛
ٴশऔॺؼছॵॡभৈऔभڱگਰँॊुभ؛
ؼ ்ٴমਃभ்पँढञुभ؛
ٴਘ২ؼমਃҨलभ৬भਮपેীञइॊुभ؛
ٴ५জॵউखऩःेअपએ૪৶ऋखथँॊुभ؛


5. 点検･整備･調整

5. 点検・整備・調整
5.1 オイルの点検・交換・注油
1) 出荷時本機には予めミッションオイルが注油されていますが、初めて本機をご使⽤になる前に
は、必ずオイルの確認をしてください。
2) 定期的なオイル交換は、本機を常に最良の状態で使⽤するために是⾮必要です。
3) 各部オイルの点検・交換・注油をする場合には、必ず本機を平坦な広い場所に置いてエンジンを
暖機運転した後停⽌し、本機各部が触っても熱くない程度に冷えるのを「約 5 分以上」待ってか
ら作業を⾏ってください。
＊エンジン停⽌直後に作業を⾏うと、エンジン本体は、かなりの⾼温になっており、⽕傷の危険が
あります｡また、ミッション各部にオイルがまだ残っており、正確なオイル量が⽰されません｡
■交換後の廃油は、お住まいの地⽅公共団体の取り決めに従い適切に処理をしてください■

5.1.1 ミッションオイルの点検・交換
ドレンプラグ

◎ 排

油…

①オイルを受ける適当な容器を⽤意します。
②ロータリーディスクを取り外してください。
③ミッションケース下側⾯のドレンプラグ（排油栓）を取り外し、
オイルを抜きます。
④ドレンプラグを確実に取付けた後、注油⼝からミッションオイ
ルを注油してください。
◎ 給

油… 注油量を厳守ください。

①ミッションケース後⾯上部の注油⼝から３５０ｃｃ(検油ボル
注油栓

トを取り外して検油⼝からオイルが溢れるまで)のミッションオ
イル(＃80)を注油してください。

参考︔
・注油は少しずつ⾏ってください。⼀度に注油しようとすると、
検油ボルト

エアを噛んで注油⼝よりオイルが溢れ出す事があります。
・注油はオイル差し(オイラー)で⾏うと正確に注油できます。
・取り外した検油ボルトは元通りに締付けておいてください。
交換の⽬安
初回︓２０時間⽬、２回⽬以降︓１０0 時間毎

⾼負荷または⾼温下で連続⻑時間使⽤する場合には、上記⽬安より早めの交換(約半分の時間)でミッ
ションオイルを交換してください。
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5.1.2 チェーンケースへの注油
①ゴムキャップをはずしてください。
②変速レバーを N（中⽴）の位置にしてください。
③左下図の丸の部分（スプロケットとチェーン）にグリスを塗っ
てください。
④スパイク⾞輪を回してチェーンを駆動させ、位置を変えてグリ
ゴムキャップ

スをチェーン全体に⾏き渡らせてください。

チェーンケース内に刈った草や泥などが進⼊している場合は販
売店にご相談の上、分解・清掃してください。
（その際、駆動部への注油をお願いします。）

5.2 エンジン関連の清掃・点検・調整
5.2.1 エアクリーナの清掃

1）エアクリーナ・リコイルスタータが草屑等で⽬詰まりを起こしたまま作業を続けると、出⼒不⾜
や燃料消費が多くなるばかりでなく、排ガス温度が上昇することにより燃料への引⽕の原因となり
⼤変危険です。必ず定期的に点検し清掃してください。
…エアクリーナを外したままエンジンを始動させないでください。…
ゴミやほこりをエンジン内部へ吸い込み、エンジン不調や故障の原因となります。
2）清掃はエンジン停⽌後軍⼿やブラシ等の⽤具を使ってください。特にエンジン停⽌直後の各部
パーツは⾼温であり、直に⼿を触れると⽕傷の危険があります。

ケース

ノブボルト
フェルトエレメント
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ



  ঀঈঝॺ॑ంषखथॣش५॑ਗखؚ॥জृ०॑ਞ৲ஓડषোोऩःेअपିਔऎ
ইख़ঝॺग़ঞওথॺقਰৣؚग़ঞওথॺ॑كॉলखथऎटऔः؛
  ग़ঞওথॺमೄऎᇗऎऊؚऊैग़॔ऌखथ॥জृ०॑धखथऎटऔः؛
  ॣش५भළो॑क़ग़५ಉदऴऌॉؚ੪भधउॉपੌाહऐथऎटऔः؛
پग़ঞওথॺमङॣش५ऊैॉਗखشॣؚ५धৎपखथऎटऔः؛ਗ௴दमළोथः
ऩःेअपৄइथुग़ঞওথॺ॑ৢૌखञऩෛጶಉऋॣش५पᇊखथःॊৃ়ऋँॉؚ
जभऽऽઞ৷घॊधग़থ४থभਉधऩॉऽघ؛



અؼ      ؠग़॔ॡজॼشभؚઐఌৎपणःथؼ

                                      ઐఌ
               ইख़ঝॺग़ঞওথॺ  ڬڭ ؼৎྼम      ڬڱৎ  
ॳজؚ॥জൃؚ⌶ಉभःૌ႓ऩ୭दमᄄ෬ મஔఅ पखथऎटऔः؛


 ଆጶढ़ংشఢఈभ


 ग़॔ॡজॼشधৎपग़থ४থଆጶढ़ংشఢఈपᇊखञൃ⌶ಉुखथऎटऔःൃ؛⌶ಉ
ऋᇊखञऽऽ॑ਢऐॊधؚग़থ४থഐేਂଌपेॊਂ৹भाऩैङؚग़থ४থ൏હऌृൾफ़
५ആ২ऋಊखؚႶोൃृમಉषਬౌभ૫ऋँॉऽघ؛
 मग़থ४থૃଔুृঈছ३ಉभ৷॑ઞढथऎटऔः્؛पग़থ४থૃઉभঃش
ॶमৈആदँॉؚઉपু॑ඡोॊधౌംभ૫ऋँॉऽघ؛

                     ଆጶढ़ংش







 મঃॖউभਡਫ਼


༓૰ȑǤȗ





ऎॎइॱং॥ृᅄౌසदभరૃ











મঃॖউऩनभ०ଲષमؚઞॎऩऎथु༄৲खऽ
घ؛



ഁહऐংথॻधુपگফؚऽञमം॒टৎपमৗષध
ઐఌखथऎटऔः؛ঃॖউథृഁહऐংথॻऋ॒ट
ॉؚം॒टॉखथःऩःऊଞपିਔखथऎटऔः؛


 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
અؠ
ঃॖউథभઐఌৎपؚঃॖউप॥জृॳজऋোैऩःेअपିਔखथऎटऔः؛


 મইॕঝॱ

મইॕঝॱ




ऎॎइॱং॥ृᅄౌසदभరૃ




ڬڮৎओधपમইॕঝॱ॑ऌोःऩஜྩఅदखथऎट
औः؛





म॥জृॳজभऩःၷऩৃਚदষढथऎटऔः؛





ଉসಉदમஔఅઠऊैમইॕঝॱ॑ਬऌলखथऎटऔः؛





ළोऋऱनःৎमؚইॕঝॱ॑ઐఌभॱؚথॡुຸཱིखथ
ऎटऔः؛






ຸཱིपमऌोःऩஜྩఅऩन॑ઞ৷खथऎटऔः؛
फ़९জথृ३থॼಉभਬౌਙभৈःຸཱིఅम૫दघऊैઞ৷खऩःदऎटऔः؛



 ਡౌউছॢभਡਫ਼؞৹ତ



फ़५ॣॵ ॺ 

ڬڱৎपউছॢঞথॳदਡౌউছॢ॑ਗखؚਗ਼ா
ী $ पढ़شথऋહାखथःञैডॖখঈছ३दऒो॑
ுखؚဒॉऋँोयऒो॑ሁऌढथऎटऔः؛



রఙᄓஓपঅডঞؚऽञਗ਼ாীपራऋੳीैो
ञৃ়पमਡౌউছॢ॑ৗષधઐఌखथऎटऔः؛



ਡ ౌ উ ছ ॢ भ ਗ਼ ா 傝   ڳ ؝ ڬ ع ڲ ؝ ڬ ॑ ڷPP प ৹ ତ ख
थऎटऔः؛



અؠ
ഁीહऐৎमੂؚीুदೄऎबग॒दऊै फ़५ॣॵॺऋౠએपਊञॊऽद উছॢঞথॳ॑ઞ৷
खथऎटऔः؛
ੂीऊैউছॢঞথॳदഁीिधॿؚ४॑ንघऒधऋँॉऽघभदିਔखथऎटऔः؛
ٛਡౌউছॢ੦ٌؼலٍසٜ


 जभऺऊभਡਫ਼
ফप২قऽञम  ৎكपؚঐইছଵؚ३জথॲൾਞሠؚআ५ॺথຘؚ൏पᇊ
खञढ़شথ॑ுखथऎटऔः؛

અؠ
  ऒभमؚग़থ४থତभૼल॑ਏखऽघ؛
ଲષउେःऑभਲ਼ऽदओৼऎटऔः ؛થમ 


 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ଲષমਃঢ়৴भਡਫ਼؞৹ତ

 ਡਫ਼ҩ৹ତमङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ऌؚग़থ४থ॑ૃखथষढथऎटऔः؛
 ඝঞংشऋਫखऎघॊऊનऊीथऎटऔःق؛ৎك
 ডॖখमੂಇलखऽघभदگعڮؚৎઈૡपગ৹ତखथऎटऔः؛
 ডॖখमራષदघ؛౮ଞऋँोयৗષधઐఌखथऎटऔः؛
 মਃ॑खऊखथ౮ଞఠؚ౮ଞभથ૮॑৹सथऎटऔः؛
 ৹ତमؚঞংشभَোَُ؞જُभનੳ॑ङষढथऎटऔः؛
 भঝॺॺॵॼ؞థपाؚऋऩःऊનੳखؚનৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛
 ৹ତभञीपॉਗखञढ़ংشథमङ੪भधउॉपॉહऐथऎटऔः؛
 ॑ેীपሖഉऽचॊನؚਈੂभگعڮৎम૮৶ऩमऔऐथऎटऔः؛
 भুোोؚलऩਡਫ਼ुພोङपষढथऎटऔः ي؛ਡਫ਼ සً
 মਃ৸৬॑ৄखؚपड़ॖঝभोऋऩःऊਡਫ਼खथऎटऔः
   ुٴखड़ॖঝोऋનੳदऌञৃ়पमؚउେःऑभਲ਼षओৼऎटऔः؛
   پग़॔ঈজش२شఢఈप႕૾पહାघॊड़ॖঝम౮ଞदमँॉऽच॒؛
   ٴड़ॖঝोभ૾ଙदઞःਢऐॊध૫ऩयऊॉऊؚমਃभपुणऩऋॉऽघ؛


 ரডॖখ৹ତ                                         


㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 ডॖখ॑৹ତघॊपमङমਃ॑ᎉऩઁःৃਚप઼ऌؚग़থ४থ॑ૃखञ पষढथऎट
औः؛
 মਃभਡਫ਼؞ତৎपमਂؚਔऩ॑ೂऐॊನग़থ४থभਡౌউছॢऊैউছॢय़কॵউ॑௷ः
थउःथऎटऔः؛





















⋇ਤડডॖখ৹ත
ం ॑ અपਤডॖখभ॔४ক५ॺॼॵॺद৹ତ॑खथऎटऔः؛


ٸਤ্दॡছॵॳऋ௷ऐॊৃ়؛
॔ؼ४ক५ॺॼॵॺ॑ڷभ্षؼ








5. 点検･整備･調整
②後進側ワイヤ調整
左図を参考に後進ワイヤのアジャストナットで調整してください。
□「後進」⽅向でクラッチが抜ける場合。
…アジャストナットを B の⽅向へ…
注意︓N（中⽴）で⼿押しできない場合（クラッチが抜けない）
前進・後進ワイヤの張りが均等になるように調整してください。
＊正逆レバーが重くなるほど張りすぎないようにしてください。
③ブレーキワイヤ調整
左図を参考にブレーキワイヤのアジャストナットで調整してください。
□ワイヤにたるみがある場合。
…アジャストナット B の⽅向へ…
□ブレーキが解除されずエンジンの吹き上がりが悪い場合。
…アジャストナットを A の⽅向へ…

④ハンドル上下左右ワイヤ調整
左図を参考にハンドル上下左右ワイヤのアジャストナットで調整して
ください。
□ロックのかかりが浅い場合。
（作業中にハンドルのロックがはずれ上下左右に動くとき）
…アジャストナット A の⽅向へ…
□ロックのかかりが深く、抜け難い場合。
（ロックがはずれず、上下左右操作できないとき）
…アジャストナットを B の⽅向へ…
⑤スロットルワイヤ調整
左図を参考にスロットルワイヤのアジャストナットで調整してくださ
い。
□エンジン回転が⾼すぎる場合。
…アジャストナット A の⽅向へ…
□エンジン回転が低い場合。
…アジャストナットを B の⽅向へ…
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 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
               અ ؠ
                  ॡছॵॳঞংشपฉलقपऍॉमगीؚग़থ४থૡभऋ
ैऩः೧كऋँॊऒध॑નੳखथऎटऔः؛
                  ৹ତमটॵॡॼॵॺ॑નৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛
                  ग़থ४থૡ॑ૌૡقड़شংشঞঈكऔचऩःदऎटऔः؛
ૌૡपेॊग़থ४থभृঁؚথॻঝऊैু॑खथुॼ
ॖইभૡऋૃऽैऩऎऩॊহऋँॉऽघ؛


 ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌभखऊञ                                   


 মਃपमོਹऩॼॖইऋઞ৷औोथःऽघभदؚਡਫ਼؞ઐఌৎभॼॖইାभपमङଲષહര
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
भَॼॖইା৷ੵ ُ॑ઞ৷खؚബৌपಞুदઉமॼॖইपඡैऩःदऎटऔःॣ؛फ़॑घॊത
ोऋँॉऽघ؛
 ॼॖই॑ઐఌघॊपमङওشढ़شෞਫષ 25 മഀથ धओऎटऔः؛ਗॼॖইभઞ৷म
૫दँॊयऊॉदऩऎؚઞ৷पेॊ؞হपणःथु৳भৌਗधऩॉऽघ؛Ń
 ऒभमङযदষःؚর࿘ऋৣखऩःेअঁথॻঝ॑खढऊॉध੍इऩऋै
  ষढथऎटऔः؛
 भৎपલृभஉಉपॼॖইऋਊञॉॼؚॖইभශऋॉृಳऋেगथःऩःऊؚऽञؚ
ॼॖইऋ༂ራखथःऩःऊ॑ीॊपਡਫ਼खथऎटऔः؛
 ॼॖইभ༂ራؚસोؚශऋॉؚಳಉ॑ଣ઼खञऽऽ॑ਢऐॊधؚরपॼॖইऋീखथ
ఄलলखؚृહपःॊযपਊञढञॉखथপऩযମহ॑ഃऎਉधऩढञॉؚஷप
ेॉমਃभਉधऩॊৃ়ऋँॉऽघ؛
 ॼॖইभઐఌ؞৹ତमङ৸ਯৎपৰखथऎटऔः؛ীऩઐఌ؞৹ତमॼॖইभংছথ५
ऋဩःؚஷেಉभਉधऩॉऽघ؛


 ॼॖইभઐఌ؞ఊਫಉभमిજऩੵधତૼ॑उुठभ্ऋৰखथऎटऔः؛
 ฦॼॵॺु༂ራखऽघॼ؛ॖইभଢ଼༂भपमฦॼॵॺुৎपઐఌघॊेअपखؚৠखथभ
ॼॵॺद৻৷खऩःदऎटऔः؛
 ॑घॊৎमু॑ෟैखथॣफ़॑खऩःेअपેীିਔखथऎटऔः؛










 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ

 ॼॖইभਡਫ਼؞ઐఌ 


⋇ग़থ४থ॑ૃखؚभञीਡౌউছॢभय़কॵউ॑



ਗखथऎटऔः؛



⋈ुअযभযपমਃभঁথॻঝ॑खৣऑथुैःؚ



࿘ী॑ऑथর৳खथुैढथऎटऔः؛



⋉ॼॖইभસोؚශऋॉؚ༿ራ॑ਡਫ਼खथऎटऔः؛



⋊টॱشজॹشॕ५ॡؚฦॼॵॺقওॵॡહكभॉહ



ऐ૾ଙ॑ਡਫ਼खथऎटऔःॺॵॼق؛కॿ४ك



ৣभप౮ଞऩ૾ଙपऩढथःञैॼؚॖইभంక॑োो౹इथઞ৷घॊऊઐఌखथऎटऔः؛
ৣোो౹इ 

ৗ  ષ


༿ራ

ઐ          ఌ
ಳ

ශऋॉ



અ ؠ
 ᄩखञଅृෛ॑அ॒टৃਚदभઞ৷मॼॖইभ༂ራऋଫःञीؚᄄ෬पਡਫ਼खथऎटऔःҥ
 ीभॼॖই॑उେःीຘऌুؚ੪पउऊोथउऎऒध॑उတीःञखऽघ؛
 ॼॖইটॱشজॹشॕ५ॡुራखऽघ؛ශऑؚ༂ራऩनऋੳीैोऩःৃ়दु ڬৎ
ुखऎमڮফभःङोऊଫः্दઐఌखथऎटऔः؛


 ॼॖইभહऐऊञ

  মਃभढ़ংشपॼॖইઐఌੵ॑୷खिาऋँॊभ
दটॱشজॹشॕ५ॡभาप়ॎचथऎटऔः؛
                    ॼॖইઐఌੵ॑હऐथહരभ / ঞথॳ  दরੱप
ँॊॼॵॺ॑ంपखथीथऎटऔः؛
كটॱشজॹشॕ५ॡ॑ॉਗखञभठॼؚॖই॑ઐఌखथ
ȊǤȕʩ੭φ

ऎटऔः ؛




মਃभढ़ংش

ॼॖইઐఌੵ

টॱشজॹشॕ५ॡ

ঝॺॺॵॼ؞मॼؚॖইઐఌभ২पઐఌखथऎटऔः؛

અؠ
ॼॵॺमघसथฦॼॵॺق৯ওॵॡહك0قకॿ४ك



 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
ॼॖইীੰ                   ॼॖইડએ

টॱشজॹشॕ५ॡ



ഁ હ ॺ ঝॡ 0 



1ҩP
NJҩFP 




ॼॖই




ॼॖই

ংॿౠস



ฦॼॵॺ



ংॿౠস

 ഁ હ ॺ ঝॡ 0 

ฦॼॵॺ

1ҩP



NJҩFP 



ॼٷٷॖইभહऐम੶ৣؚभਡपିਔखथৰखथऎटऔःٷٷ




  ॼॖইमؚऊैৄथଞपৎੑॉपૡखऽघ؛ংছথ५॑ടघधஷऋেखऽघभदؚ
ङ৸ਯ২पઐఌखथऎटऔः؛ऽञؚঝॺुৎपઐఌखथऎटऔः؛
  ॼॖইુपకॿ४॑ઞ৷खथःऽघॼ؛ॖইलটॱشজॹشॕ५ॡभାपमିਔखथऎटऔः
  ॑અप  মभ ॼॖই॑७ॵॺखथऎटऔः؛७ॵॺਜ਼઼॑ୀइॊधૡরप௱ख ؚ

ॼॖইभീؚಳऐؚஷಉभਉधऩॉऽघ؛
  ॼॖই७ॵॺमঝॺ॑ॺॵॼ؞੪भৢॉपનৰपഁीહऐथउःथऎटऔः؛



 শ৳ଵभखऊञ                                  
 শ৳ଵभ


كમॱথॡृय़কঈঞॱपમ॑ଋखञऽऽশ৳ଵघॊधਂଐृলৡৣಉभॺছঈঝ
भਉधऩॉऽघ ؛
كમमঽே༄৲खऽघ؛নাਰઞ৷खऩःৃ়मৗखःમधোो౹इथऎटऔः؛ऽञএ
জॱথॡप৳ଵखञમुઞ৷खऩःदऎटऔःਂ؛৹भਉधऩॊऒधऋँॉऽघ؛






 મ॑௷ऎৎम௯ৢखभଐःৃਚदؚऎॎइॱং॥ृᅄౌಉभౌਞपमેীିਔख௷ؚःञ
મभඞःपमેীपିਔखथऎटऔः؛
 મॱথॡभ়फ़९জথ॑௷ऎৎؚऽञमমਃपढ़ং॑شऊऐॊৎपमग़থ४থधঐইছ
ऋેীपഐइथःॊभ॑નੳखथऊैपखथऎटऔः؛




 ਡਫ਼ҩତҩ৹ତ
⋇ মਃ॑ڬگਰઞ৷खऩःৎमؚમॱথॡभમम৸थ௷
ऌॉؚग़থ४থ॑खथ॔ॖॻজথॢ૾ଙदঽேपૃघॊ

ໜ້ȗȩǰᆭ

ऽदजभऽऽपखथउऌऽघ؛
⋈ ग़থ४থૃ५ॖॵॳَ॑ૃق2))ُكਜ਼઼पखथऎटऔः؛
⋉ ५ॡজগॺॵॼ؞థऋഁऽढथःॊऊનੳखॅؚॊ॒दःॊৃ়
मੜखഁीखथऎटऔः؛
⋊ ਡౌউছॢ॑ਗख ؚ१ॖॡঝड़ॖঝ॑৺ ۜ⒝ିোखؚ
জ॥ॖঝ५ॱ॑ॱشಯऊप  عਬऌؚਡౌউছॢ॑ഁी
હऐथऎटऔः؛
⋋ জ॥ॖঝ५ॱॅ॑ॱشढऎॉਬऌؚऎऩढञधऒौقಓೠਡكदૃीथऎटऔः؛
⋌ ॑खؚढ़ংشಉ॑ऊऐथ॥জभऩःᄩखञৃਚप৳ଵखथऎटऔः؛


અ
ॼॖইढ़ংشपહାखञာृൃ⌶मؚऒोैऋऊऩःपش५ಉदਸಓखञद॑ষअध
ૻຎලपຸःधघऒधऋदऌऽघ؛


ଲષຸཱི॑घॊपमग़থ४থ્قपय़কঈঞॱؚग़॔ॡজؚॼشউছॢಉृكग़থ४থ५ॖॵॳभ
ഫડपઉம॑ऊऐऩःेअपखथऎटऔः્؛पৈಓຸཱིਃभઞ৷दमग़থ४থਂ৹भਉध
ऩॉऽघ؛


 ઃઞ৷ৎभିਔ


 ৗऩમ॑ઞ৷खथऎटऔः؛
 भਡਫ਼॑ষढथऎटऔः؛
 ඝঞংشऋਫखऎघॊऊનऊीथऎटऔःق؛ৎك
 भঝॺॺॵॼ؞థपाؚऋऩःऊનੳखथऎटऔः؛
 মਃ॑खऊखथ౮ଞఠؚ౮ଞभથ૮॑৹सथऎटऔः؛
 ॑ેীपሖഉऽचॊನؚਈੂभگعڮৎम૮৶ऩमऔऐथऎटऔः؛



6. 付表

6. 付表
6.1 仕様 (参考数値)
名

称

スパイダーモアー

型

式

ＳＰ３０1

全⻑×全幅×全高(㎜)
刈

1,300×375×970

幅(㎜)

重

３００

量(㎏)

刈

２９．５

高(㎜)

①15

②25

ナ イ フ(枚)
ベルト(本)

刈

③35

(地面刈禁止)

フリーナイフ×４枚
取

タイヤサイズ(本)
ハンドル上下・左右
ハンドル伸縮

スパイク鉄⾞輪×４(４ＷＤ)
上下 7 段、左右 7 段
正位置と右側 5 ケ所、左側へ 1 ケ所
１５ｃｍ間隔で４ケ所(最大４５ｃｍ)

度

前

進

① 1.34

②

2.02

(直進時)

(㎞/h)

後

進

① 1.34

②

2.02

(直進時)

クラッチ

走

⾏

噛み合い方式

方式

刈

取

噛み合い方式

速

ミッションオイル(CC)

３５０(#8０)

名

称

川崎

型

式

TJ035e

エ

排気量(㏄)

ン

２サイクル専⽤燃料

ジ

(JASO/FC 級以上)

ン

始動方式

リコイルスタータ

点火プラグ(NGK)

BP MR 7A

タンク容量(㍑)

1.0

34.4cc
５０︓１(混合ガソリン)

※本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。
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6. 付表

6.2 工具袋・同梱品明細
No.

部

品

名

規格・寸法

個数

1.

取扱説明書

1

2.

品質保証書

1

3.
4.

両口スパナ

10×12

0015-99100

1

17

0305-75200

1

Ｌ型レンチ

備

考

5.

六角レンチ 5 ミリ

0021-76100

1

6.

フリーナイフ脱着工具

0305-75100

1

専⽤工具

7.

保護メガネ

0328-76100

1

保護具

8.

年次点検表

1

6.3 消耗品明細
No.

部

品

名

部

品

番

号

個数/台

1.

ナイフセット

0305-81100

1set

2.

ナイフ

0305-70500

4

3.

ナイフ取付ボルト

0305-70900

2

4.

ボルトナットセット

0305-82100

1set

5.

前進ワイヤ

0305-71110

1

6.

後進ワイヤ

0305-71210

1

7.

スロットルワイヤ

0305-71300

1

8.

ブレーキワイヤ

0306-71400

1

9.

上下左右ワイヤ

0305-71510

1

10.

エレメント(エアフィルタ)

88-11013-0717

1

11.

チェーン注意ラベル

0305-73110

1

12

エンジン注意ラベル

0306-74500

1

13

警告ラベル（中）

0326-74610

1

14

給油タグ 50︓1

0327-73200

1

15

載せ降ろし警告タグ

0339-73210

1
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備

考

ナイフ×4 , ナット×3,
ボルト×2 , ばね座⾦×1

ボルト×2 , ばね座⾦×1
ナット×3

 ਡਫ਼

 ਡਫ਼                                                  
 ਡਫ਼                                                          

ਡਫ਼ৰৎ

ਡ    ਫ਼        ઍ 



ਫ਼





ম  ৬

ਉ





ဋෟಎ઼



া

 ઃ



ඨ ৯

ਡ

ٲਡਫ਼ृତ॑ဵॊधহृभਉधऩॊহऋँॉऽघ؛ਫଞऩਃચ॑มऔचؚःणु৸ऩ૾
ଙदँॊेअपऒभَਡਫ਼ُ॑અपਡਫ਼॑ষढथऎटऔः؛
ٲফઃਡਫ਼म  ফप  ؚাઃਡਫ਼म  ҽাप  ؚਡਫ਼मपਡਫ਼॑ষढथऎटऔः؛

ফ
ઃ

⋇ऊऊॉ়ؚ౮ఠ

भؚઍಔपକघॊऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋈ૡਯधਸசभ૾ଙ

ૡச২॑ဉرपऑؚਫଞपෟैऊपૡघॊऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋉ൾਞभ૾ଙलफ़५ो

ൾਞ౦ؚൾਞႝलൾਞఠमਫଞऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋊ग़॔ॡজॼشभംؚ፩ाؚළो

ംऩऎؚહप፩ाؚ෩खःළोमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋋३জথॲঊॵॻधঐॽঝॻഁહभ፩ा

फ़५ोؚนຝؚ෩खःྂ୫मऩःऊ؛
قٮਫଞഁહॺঝॡद፩ामऩःऊك





ٳ





ٳ




ਃ

⋍ٮಓೠಓৡ

قਫૠभಓೠಓৡदँॊऊك

⋎ग़থ४থঋش५भนຝؚؚঝॺॺॵॼ؞भ

ग़থ४থঋش५पนຝؚमऩःऊ؛

፩ा؛

ঝॺॺॵॼ؞प፩ामऩःऊ؛

⋇అؚළोق؛ჾਊਃभाك

ड़ॖঝभमిજऊؚड़ॖঝपළोؚ؞সരಉभোमऩः

ٳ ٳ ٳ

⋈అो؛

ड़ॖঝ३شঝؚफ़५ॣॵॺपఅोमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋇મो؛

મभोमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

મಎ઼ ⋈મইॕঝॱभ൵ऽॉ؛



⋉મभ؞ସ؛

ਗ਼ਞಎ઼ ਗ਼ਞଦभமਢभ፩ाؚം؛

෩खःළोؚؚ৯൵ऽॉमऩःऊ؛
મमোढथःॊऊྼؚସमଐःऊ়ؚૻमిજऊ؛
ঁॿش५மਢमిજऊྼؚ፩ाؚംमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ



ٳ ٳ

ٳ ٳ ٳ


ٳ ٳ

⋇ग़॔ॡজॼشग़ঞওথॺभළो

ग़॔ॡজॼشग़ঞওথॺपළोमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋈ग़ঞওথॺभ؛

ग़ঞওথॺपोؚ५জજोमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋇জ॥ॖঝढ़ংشषभൃ⌶ಉभ৯൵ऽॉ؛

জ॥ॖঝढ़ংشऋൃ⌶ಉद৯൵ऽॉखथःऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋈ঐইছषभൃ⌶ಉभᇊ؛

ঐইছఢఈपൃ⌶ऋᇊखथःऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋇౮ఠؚ౮ଞल؛

प౮ଞमऩःऊؚྼؚ౮ఠؚ౮ଞमऩःऊ؛



⋈అؚළो؛

ड़ॖঝभमిજऊؚྼؚ෩खःළोमऩःऊ؛



⋉అो؛

ड़ॖঝ३شঝؚঃॵय़থपఅोमऩःऊ؛

 ৬

นຝؚलહঝॺॺॵॼ؞भ፩ाؚ؛

ইঞشभนຝؚؚঝॺॺॵॼ؞भ፩ाؚमऩः



ढ़ংش

นຝؚؚྂ୫؛

นຝؚؚྂ୫मऩःऊ؛



ঞংؚشডॖখभംҨ፩ाҨफ़ॱҨસআথभಳ؛

लહ૾ଙؚ෩खःംल፩ाؚफ़ॱؚमऩः

ٳ ٳ ٳ

⋇૬ਞಓलདྷभऔق؛ჾਊਃभाك

੦கदँॊऒध؛

ٳ ٳ ٳ

⋈นຝؚംलု༂ራق؛ჾਊਃभाك

นຝؚംलု༂ራमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋉সരൺؚલजभ౮भ፸ााقჾਊਃभाك

౮भ፸ाामऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋊ঝॺॺॵॼ؞भ፩ाؚ؛

ঝॺॺॵॼ؞भ፩ाؚमऩःऊ؛

ٳ ٳ ٳ

⋋फ़ॱؚ౮ఠ؛

હप౮ఠؚफ़ॱमऩःऊ؛



ٳ ٳ

ઔছঋঝलໝഝऋംऩऎॉહऐैोथःॊऊ؛



ٳ ٳ

ཱིಎ઼
ഐే௺ଁ
  ಎ ઼

ӔҳӀҲӡ




৬

ӞӎӢҴҨӠҶӘ



ষಎ઼

ॱॖখ
ॖঝ 

ંӓҴҼ ം؛




ٮپഀमਲ਼पओৼऎटऔः؛ሇखؚથમधऩॉऽघ؛



ٳ ٳ


ٳ

ٳ ٳ ٳ
ٳ ٳ


ٳ



 ਡਫ਼

 ग़থ४থਂ৹धजभ૪৶্১                                       
ुखग़থ४থभ৹ऋபःৃ়ऋँोयؚઃभपेॉ൧खిؚજऩ૪઼॑खथऎटऔः؛
ਠ  

ਉ    

૪    ઼

ग़থ४থ५ॖॵॳऋَૃ 2)) ُधऩढथःॊ؛

ग़থ४থ५ॖॵॳَ॑ 21 ُਜ਼઼पघॊ؛

ॳঙشॡঞং॑شਬःथःऩः؛

ग़থ४থഐేৎॳؚঙشॡঞংَ॑ش൷ُ   ਜ਼઼पघॊ؛
؞મॱথॡ॑ਡਫ਼खؚຕखथःॊਂෞृী॑ுघॊ؛

મऋोऩः؛

؞મইॕঝॱ॑شुखऎमઐఌघॊ؛

উছॖথॢभඝਂଌ؛
ऩৃ়
قखऩःৃ়ك

؞উছॖথॢএথউ॑ಌपखथેীऩમ॑य़কঈঞॱपघ؛

મଛఅ௺ଁपؚ૬ਞृऋোखथःॊ؛

౮॑ॉऌؚમঃॖউ॑ਡਫ਼खؚംऋँोयৗષधઐఌघॊ؛

મभลःाૌऍ؛

ॳঙشॡَ॑৫ُ   ਜ਼઼पघॊ

મभସऋபः؛

ଐସऩમधઐఌघॊ؛

ਡౌ॥ॖঝྼؚमঘॽॵॺभਂଐ؛

ٮਡౌ॥ॖঝྼؚमঘॽॵॺ॑ઐఌघॊ؛
ਡౌউছॢभਗ਼ாभ傝॑ਡਫ਼खؚ৹ତघॊ؛

ਡౌউছॢभਂ৹؛

ৗखःਡౌউছॢधઐఌघॊ؛

મਂଌ؛

મ॑ଓஔघॊ؛

ग़॔ॡজॼشग़ঞওথॺभ৯൵ऽॉ؛

ग़ঞওথॺ॑घॊ؛

મभସऋபः؛

ଐସऩમधઐఌघॊ؛

ഐే௺ଁऋ৯൵ऽॉ॑खथःॊ؛

জ॥ॖঝ५ॱॱشఢఈ॑घॊ؛

ൾਞஏଵؚग़থ४থषभढ़شথभᇊ

ٮढ़شথ॑ுघॊ؛

મਂଌ؛

મ॑ଓஔघॊ؛

य़কঈঞॱभ৯൵ऽॉ

ٮय़কঈঞॱ॑घॊ؛

મभସऋபः؛

ଐସऩમधઐఌघॊ؛

મইॕঝॱभ৯൵ऽॉ

મইॕঝॱຸཱི॑घॊ؛

উছॖথॢএথউ॑खथु

य़কঈঞॱभ൵ऽॉ

ٮय़কঈঞॱ॑ীੰ؞घॊ؛

મ॑ลॎऩः

મش५ऋംखथःॊ؛

ٮમش५॑ઐఌघॊ؛

य़কঈঞॱभॳख़ॵॡఉऋखथःॊ؛

ٮय़কঈঞॱ॑ઐఌघॊ؛

ग़॔ॡজॼشग़ঞওথॺभ৯൵ऽॉ؛

ग़ঞওথॺ॑घॊ؛

३জথॲ؞আ५ॺথজথॢभ༂ራ؛

ٮআ५ॺথজথॢ॑ઐఌघॊ؛

મभସऋபः؛

ଐସऩમधઐఌघॊ؛

ਡౌ॥ॖঝभਂଐ؛

ٮਡౌ॥ॖঝ॑ઐఌघॊ؛

મইॕঝॱྼमમஔఅዟभ৯൵ऽॉ؛

મইॕঝॱྼमમஔఅዟ॑ྼमઐఌघॊ؛

়ૻऋ෯ः؛

ਫૠभ়ૻपघॊڭ؟؛

়ૻऋුघऍॊ ؛൏હभூ ड़شংشঞঈ

ਫૠभ়ૻपघॊ؟؛

ஔఅዟऋમपऊढथःॊ؛

ஔఅዟऋમपऊैऩःेअમ॑ैघ؛

ॱথॡय़কॵউঈজش२شभહਂଐ؛

ॱথॡय़কॵউঈজش२شभહ૾ଙ॑નੳघॊ؛

লৡਂଌभৃ়

ேૃखञৃ়
ൾਞप౮ႝऋँॊৃ়

ग़থ४থૡऋਂ৹दলৡऋ
ৣखञৃ়
ಓೠऋൠऎؚলৡुৣखञৃ
়
ग़থ४থૡऋखऩः
قಊखऩःك
खयैऎघॊधग़থ५ॺघॊ؛
ൾਞपड़ॖঝऋगॊ
ग़থ४থऊैभ౮ఠऋघॊ؛
قःञఠك
મऋोॊ؛

ٮپഀमਲ਼पओৼऎटऔः؛ሇखؚથમधऩॉऽघ        ؛
پॎऊैऩःৃ়मؚउେःऑःञटऌऽखञਲ਼पओৼऎटऔः؛


 ਡਫ਼

 ঽഞ൧                                          
ुखઃभेअऩਠऋেखञৃ়पमؚඞହછ॑සखथిજऩ૪઼॑खथऎटऔः؛

ਠ   

࿘ൃऋअऽऎଣলखऩः؛

࿘ଋखऋলॊ؛

ଅచॉ॑েघॊ؛

சखऩः؛
॔ॖॻজথॢदॠখॉघॊ 

ஷऋপऌः؛

࿘ॉॉऋপऌः؛

ऋ५জॵউघॊ؛
ऋऊऩः؛

ൃऋဒढथःॊ؛

ਉ





૪   ઼

ൃऋᄩखथऊैघॊ؛

ൃऋশः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎखथؚ࿘घॊ؛

࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛

ग़থ४থૡਯऋः؛

ਈৈૡਯपघॊ؛

ச২ऋசः؛

ச২॑धघ؛

ச২ऋசः؛
ग़থ४থૡਯऋः؛

ச২॑धघ؛
ਈৈૡपघॊ؛

ॼॖইभ༂ራؚ؛

ৗखःॼॖইधઐఌघॊ؛

ॼॖইढ़ংشषभൃ⌶भᇊ؛

ॼॖইढ़ংشએ॑घॊ؛

ൃऋশः؛

࿘ॉ॑घॊ؛

࿘ৈऔऋः؛
ᄑச২ऋசः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛
ᄑৎभச২॑धघ؛

पअबॉऋँॊ؛

ൃ࿘ॉঃॱشথ ࿘্ ॑इॊ؛

पକ ᐄ ऋः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛

ॼॖইभශऋॉ؛

ৗखःॼॖইधઐఌघॊ؛

சभਜ਼઼ऋ६ঞथःॊ؛
ॵ३ঙথभਂ়؛

ਤؚਤডॖখभ৹ତ؛
ॵ३ঙথभఊ৶؛

॔ॖॻজথॢૡऋৈघऍॊ؛

ૠभ॔ॖॻজথॢૡप৹ତघॊ؛

೫ੱॡছॵॳ५উজথॢऋજोथःॊ؛

೫ੱॡছॵॳभઐఌ؛

ॼॖইभংছথ५ऋபःྼقमৗ೮ॼॖইك
ॼॖইभം؛

ॼॖই॑ઐఌघॊ ؛৸ॼॖই 
ৗखःॼॖইधઐఌघॊऊؚఊਫघॊ؛

টॱشজॹشॕ५ॡषभൃभᇊ؛ം؛

টॱشজॹشॕ५ॡؚ॑ઐఌघॊ؛

ॼॖইກऋශऋढथःॊ؛

ॼॖইກ॑ઐఌघॊ؛

ଆஷ०भ؛

ଆஷ०भઐఌ؛

ग़থ४থૡऋः؛
ச২ऋசः؛

ग़থ४থૡ॑ऑॊ؛
ச২॑धघ؛

ॼॖইपൃऋᇊྼؚमඕऌणःथःॊ؛

ग़থ४থ॑ૃखथ࿘॑घॊ؛

ൃऋশः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎखथؚ࿘ॉ॑घॊ؛

࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈऔ॑ৈऎघॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংشषभ౮भᇊ؛
፳ৃऋໞൠदँॊ؛

ॼॖইलॼॖইढ़ংش॑घॊ؛
፳ৃऋऎऽद॑রघॊ؛

࿘ৈऔऋः؛

࿘ৈ॑ৈऎखथ࿘ॉ॑घॊ؛

ॳख़شথ৳૧भನॺؚঝॡজॵॱऋ؛

षऊऊॊ॑ॉऎ؛

५ঃॖॡषभု؛

ڰಉप॑ऊऐॊ؛

౮ऋఄങघॊ

፳ৃषभ౮भো؛

࿘ৈऔ॑ऑॊऊؚी౮॑ுघॊ؛

૬खऋলਟऩः؛
ग़॔ঈজش२ఢఈऋड़ॖঝदቨोथ
ःॊ؛

ਫಗঞংشऋਤनठैऊपোढथःॊ؛

ਫಗঞং॑شরয়ਜ਼઼पघॊ؛

ൊदෟॉলघ؛

ਫಗঞংشऋরয়ਜ਼઼पँॊ؛

ਃ༊ऋघएपૃखऩः؛

ঈঞشय़ऋਹःथःऩः؛

ঈঞشय़ডॖখभ৹ତ؛
ঈঞشय़ংॿभઐఌ؛

ିఅዟऋরఄलলखञ؛

ॵ३ঙথड़ॖঝभোोघऍ ؛ಓૌಊ

ਫૠभड़ॖঝपघॊ؛

ॼॖইभહऐୀः؛
ॼॖইभශऋॉ؛

ॼॖই॑ਫखःਜ਼઼दणऐॊ؛
ॼॖই॑ઐఌघॊ؛

મஔఅઠऋৣ દ ડपःथःॊ؛
મय़কॵউभീ؛

મஔఅઠम  ડपऐथघॊ؛
મय़কॵউ॑ઐఌघॊ؛

મঃॖউऋം॒दःॊ؛હऋः؛

મঃॖউभઐఌྼमહ॑નੳघॊ؛

ॼॖইुखऎमॼॖইກप࿘ൃಉऋඕऌणःथःॊ؛

ॼॖইुखऎमॼॖইກपඕऌणःञൃ⌶॑ॉऎ؛

ॼॖইऋ௱घॊ؛
મऋोॊ؛
ग़থ४থૃؚગघॊध
ग़থ४থૡऋಊखऩः؛

ॵ३ঙথಓ॑ജऋघञीपؚ႕৲ड़ॖঝऋ௷ऐলथःॊ؛

ॵ३ঙথड़ॖঝभোोघऍ ؛ಓૌಊ

ಓಊपेॊିఅዟఄलলखଆૃभನदँॉؚ౮ଞदम૮ः؛

ਫૠभड़ॖঝपघॊ؛
ਫಗঞং॑شਤनठैऊपোोॊ؛

پॎऊैऩःৃ়पमؚउେःऑःञटःञਲ਼पओৼऎटऔः ؛


