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プレスリリース 

主力草刈機のカラーリングをリニューアル 

コーポレートカラー 『Harmonic
ハ ー モ ニ ッ ク

 Green
グ リ ー ン

』 を新たに採用 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 「草と共に生きる」をブランドコンセプトに掲げる株式会社オーレック（福岡県八女郡・代表取

締役社長今村健二）は、主力草刈機 4シリーズ（ラビットモアー/スパイダーモアー/ウイング

モアー/ブルモアー）のカラーリングおよび型式を変更、販売を開始いたしました。 

 

 弊社は、2016年に開始したブランドリニューアルを期に、2018年 10月の創業 70周年に向

けて、主力草刈機 4シリーズのカラーリング変更を順次行ってまいりました。 

 先行して変更を行った、あぜ草刈機「ウイングモアー」シリーズ、雑草刈機「ブルモアー」シリ

ーズに加え、このたび、残る 2シリーズ、乗用草刈機「ラビットモアー」シリーズおよび斜面用

草刈機「スパイダーモアー」シリーズのカラーリング・型式を変更し、2019年 1月より販売を開

始いたしました。 

 

 リニューアルしたカラーリングには、ブランドコンセプト「草と共に生きる」を表現するコーポレ

ートカラー『 Harmonic
ハ ー モ ニ ッ ク

 Green
グ リ ー ン

 』を新たに採用。この Harmonic
ハ ー モ ニ ッ ク

 Green
グ リ ー ン

 には、自然と調和し、

人々の幸せに寄り添い続けたいという ORECの願いが込められています。 

 

 カラーリング・型式の変更を実施した機種は別紙の通りです。 

 
 【株式会社オーレック 会社概要】  

・創業     ：1948年（昭和 23年）10月  

・本社所在地：福岡県八女郡広川町日吉 548-22 

・代表者名   ：代表取締役社長 今村健二 

・主要事業  ：緑地管理機／農業機械製造販売、健康事業、IT事業、花粉事業など 
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発行：株式会社オーレック ブランディング広報グループ 

☎ 0943-32-5072 

 

カラーリング・型式変更機種一覧 （型式は変更後のもの） 

 

 

 
ラビットモアー 

RM831G 

RM831 

RM883 

RM953 

RM983 

RM983F 

RMK151 

 
スパイダーモアー 

SP301 

SP431F 
※2019 年 3 月発売予定 

SP852F 

 

 
ウイングモアー 

WM646 

WM746F 

WM757P 

WMC736F 

WMC1317 

 

 

 

 

ブルモアー 

HR402 

HR532 

HR532S（セル付） 

HR663 

HR663 ステンレス仕様 

HR803 

HRC664 

HRC804 



 

 

 

 

 

 

ラビットモアー RM983 主要諸元 

 

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。 

※掲載内容は 2019（平成 31年）1月現在のものです。 

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。 

品 名 ラビットモアー 

型 式 RM983 

全長×全幅×全高（mm） 2,000 × 1,070 × 830 

重 量（kg） 290 

 

 

 
 

本体 

 

車速（km/h） 
高速：前進 0 ～ 14.0 後進 0 ～ 10.0  

低速：前進 0 ～ 8.0  後進 0 ～ 6.0 

能率（反/時間） 0 ～ 10.9 

車 輪 前輪：3.50-7（φ350）後輪：17×8.00-8（φ450） 

ハンドル調整 上下：4段調整 前後：チルト 4段 

走行クラッチ HST方式 

走行ベルト Vベルト SB-28（W800）×1本 

 シートスライド、カバー簡単開閉 

 

 

作業部 

刈幅（mm） 975 

刈高（mm） 10 ～ 80（無段階アシスト付） 

ナイフ ナイフステー×1連 フリーナイフ×2枚 

刈取ベルト Vベルト SB-83（W800）×1本 

作業クラッチ ベルトテンション 

 

 

 

エンジン 

型 式 カワサキ/FS651V-BG81 
 

最大出力 kW

（ps） 

グロス：16.4kW （22.0ps） 

ネット：14.2kW (19.3ps) 

排気量：726cc 
 

油量／燃料 
エンジンオイル量：2.2ℓ 

ガソリンタンク容量：14.0ℓ 

E/Gコード No. 9021-0110 
 

製品コード No. 
0342-0210 

0342-0310（ターフタイヤ仕様） 

価格（税別） ￥793,000 



 

 

 

 

スパイダーモアーSP852F 主要諸元 

 

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。 

※掲載内容は 2019（平成 31年）1月現在のものです。 

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。 

品 名 スパイダーモアー 

型 式 SP852F 

全長×全幅×全高(mm) 1,700×550×1,100 

重量(kg) 49.5 

 

 

本体 

車速(km/h) 前進①1.22 ②2.25 後進①1.22 ②2.25 

能率(反/時間) ①0.6 ②1.1 

車輪 特殊スパイク車輪（幅広スパイク） 

ハンドル左右 ワンタッチ可変式 左右：216°（11段調整) 

ハンドル上下 ワンタッチ可変式 70°（7段調整） 

走行クラッチ 噛合式 

 

作業部 

刈幅(mm) 500 

刈高(mm) 35～70（4段調整) 

ナイフ フリーナイフ×8枚 

刈取ベルト Vベルト SA-23.1（W1000）×1 

作業クラッチ ベルトテンション 

 

エンジン 

型式 YB/GEH800 

排気量（cc） 79.4 

油量/燃料 混合ガソリン（50:1）1.45ℓ 

E/Gコード No. 9001-0060 

製品コード No. 0339-0360 

価格（税別） \253,000 



 

 

 

 

ウイングモアーWM757P 主要諸元 

 

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。 

※掲載内容は 2019（平成 31年）1月現在のものです。 

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。 

品 名 ウイングモアー 

型 式 WM757P 

全長×全幅×全高(mm) 1,780×915×940 

重量(kg) 76 

 

 

本体 

車速(km/h) 前進①1.3 ②2.2 後進①3.2 ②1.3 

能率(反/時間) ①0.9 ②1.6 ③2.3 

車輪 前輪：スパイク車輪(Φ306) 後輪：幅広タイヤ/12×5.50-6 

ハンドル調整 左右：各 1段 上下：菊座固定式 

走行クラッチ 噛合式 

走行ベルト Vベルト SA-31×1本（オートテンション） 

 

作業部 

刈幅(mm) 710 

刈高(mm) 10～70（4段調整) 

ナイフ フリーナイフ×8枚 

刈取ベルト コグベルト HP-Ⅱ SB44×1本 

作業クラッチ ダブルテンション 

 
 

エンジン 

型式 三菱/GB221PN-412 

出力 kW(ps) 5.1kW（7.0ps） 

 

油量/燃料 
エンジンオイル量：0.55ℓ 

ガソリンタンク容量：3.6ℓ 

E/Gコード No. 9019-0520 

製品コード No. 0328-0120 

価格（税別） \295,000 



 

 

 

 

ブルモアーHR663 主要諸元 

 

※作業能率は時間的な目安です。作業環境により異なります。 

※掲載内容は 2019（平成 31年）1月現在のものです。 

※改良のため、仕様は予告なく変更する場合がございます。 

品 名 ブルモアー 

型 式 HR663 

全長×全幅×全高(mm) 1,680×810×930 

重量(kg) 135 

 

 

 
本体 

車速(km/h) 前進①0.95 ②1.99 ③3.50 後進①0.95 

能率(反/時間) ①0.6 ②1.3 ③2.3 

車輪 前輪：プラスチックタイヤ 後輪：16×7.00-8(Φ400) 

ハンドル左右 ワンタッチ可変式（左右各 2段） 

ハンドル上下 ワンタッチ可変式（4段調整） 

走行クラッチ ベルトテンション 

走行ベルト Vベルト LA-46×1本 

 
 
 

作業部 

刈幅(mm) 650 

刈高(mm) 20～80（無段階) 

ナイフ ハンマーナイフ×38枚 

刈取ベルト Vベルト LB-39×1本 

中間ベルト Vベルト LB-62×1本 

作業クラッチ ベルトテンション 

 
 

エンジン 

型式 三菱/GB290PN-400 

出力 kW(ps) 5.8kW（8.0ps） 

 

油量/燃料 
エンジンオイル量：1.0ℓ 

ガソリンタンク容量：5.4ℓ 

E/Gコード No. 9015-0520 

製品コード No. 0285-0320 

価格（税別） \378,000 


