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付属部品の内容物（ブロワー無集草専用） 
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付属部品の内容物（ヒッチとフレーム） 
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安全の手引き 

 

以下の安全事項をよく読み、完全に従ってください。これらの安全事項に従わない場

合、機械のコントロールを失い、作業者や周囲の人に重大な事故や死亡事故を引き起

こす可能性があります。また、機械に損傷を与える可能性があります。 

注意事項、警告事項を必ず守ってください。 

 
取扱説明書を参照ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 警告 

常に芝刈機のエンジンを止め、PTO の連結を解

除し、全ての可動部品が止まるのを待ってから、

チューブの取り外しと清掃や、集草袋の中身を捨

ててください。 

いかなる理由でも、作業者が座席を離れる際には、

駐車ブレーキをかけ、PTO の連結を解除し、エ

ンジンを止め、キーを抜いてください。 

火災の発生を減らすために、エンジン、芝刈機、

モアに着いている刈り芝、落ち葉、余分なグリー

スをきれいにしてください。 

乾いた落ち葉や刈り芝、可燃性のものの上に芝刈

機を駐停車しないでください。 

 

 注意 

芝刈機の操作を始める前に、このグラスキャッ

チャーと連結して使用する芝刈機の取扱説明書と

同様に、本書の安全の手引きを全て読んでいるか

確認してください。 
 

※ 16.7％（10 度）以上の斜面では、決して芝

刈機を使用しないでください。 

 注意 

刈り芝を集草袋の中に入れたままにしないでくだ

さい。使用のたびに、倉庫に入れる前に、集草袋

を空にしてください。これを怠ると、自然発火が

原因で火災に至ることが多々あります。 

一般的警告事項 

・ 取扱説明書や関連する機器の説明書をよくお

読みください。各部の操作方法や警告ラベ

ル、本機の正しい使用方法に十分慣れておき

ましょう。 

・ 安全のためのラベルを良く見て従ってください。 

・ 機械の操作に精通した大人だけ操作してくだ

さい。 

・ 集草装置のいかなる部分の取り付け、調整、

取り外しを行う際は、ＰＴＯスイッチを解除

し、エンジンを停止し、稼動部が完全に停止

したことを確認してから行ってください。 

・ 集草装置がしっかりと芝刈機本体にボルトで

固定されているかを確認してください。 

・ グラスキャッチャー、排出口カバーが取り付

けられていない状態での芝刈機の操作は絶対

に行わないでください。 

・ 芝刈りをしないときは、ブレードＰＴＯスイッ

チは停止にしてください。 

・ 特別な必要がない限り、後進しながら芝刈り

をしないでください。後進する際は、方向を

よく確認してゆっくり後進してください。 

・ 旋回する際は、ゆっくり行ってください。 

・ 決して人を運ぶために使用しないでください。 

・ グラスキャッチャーをモアデッキから取り外

したときには、排出口カバーを正しい位置に

取り付けてください。 

・ 集草袋は通常の使用下でも品質劣化や摩耗を

します。裂け目や穴、弱くなった部分がない

かを定期的に調べ、「BARONESS 純正部

品」または「弊社指定部品」の新しい袋と交

換してください。 

・ 安全性を高め、転倒をしないようにするため

に： 

1. 凸凹な場所や旋回する際は、ゆっくり

行ってください。 

2. 斜面では荷重を減らしてください。傾斜

地作業時には集草袋内の量は最大でも半

分くらいまでにしてください。傾斜地で

刈込み作業を開始するときには、集草袋

を空にした状態で作業を開始してくださ

い。 

3. 斜面に対して、上下に芝刈り作業を行っ

てください。決して、斜面に対して横切

る方向で芝刈りを行わないでください。 

(等高線刈り禁止) 

・ 16.7％（10 度）以上の斜面では、決して芝

刈機を使用しないでください。 
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警告ラベル 

 

安全に関する重要な取り扱い上の注意事項につい

て、警告ラベルが貼ってあります。 
 

乗用機械、アタッチメントそしてモアに貼ってあ

る警告ラベルは「危険」「警告」「注意」に関す

る項目を意味します。 

いずれも安全確保のための重要事項が記載してあ

りますので、注意してお読みいただき、十分理解

してから作業を行ってください。 

これらを遵守されない場合、事故につながる恐れ

があります。 

以下の安全のためのラベルが製品に貼ってありま

す。 

 

ラベルはきれいに保ち、損傷や汚れ、はがれがあっ

た場合は、新しいものと交換してください。 
 

この芝刈機は、適切に操作すれば、安全に使用で

きるように設計、生産されています。本書をよく

読み、基本知識を理解して操作いただければ、安

全に有効にこの芝刈機を取り扱う事ができます。

操作中に特に重要な説明を警告ラベルとして、機

械に貼ってあります。 
 

アタッチメントのラベル 

 

ラベル －注意：飛散物注意マーク 

部品番号 －K4205001730 
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組み立て

 警告 

いかなるメンテナンス作業をする前にも、PTO ス

イッチを解除し、駐車ブレーキをかけ、イグニッ

ションキーを抜き取り、点火プラグのワイヤーの

接続を外してください。 

 

モア取り付け金具の取り付け 

 

1. 排出口の左側に、1/4-20×1.25“の根角ボ

ルト(図 1 の A)を、モアデッキの内側から差

し込み、図に示されているようにコニカルナッ

ト(B)で締めてください。 

 

図 1 

2. 排出口の前方のデッキの内側から、1.25"の

根角ボルト（図 3 の A）、0.341“OD×1.00”

ODのワッシャー（B）、スペーサー(C)、0.341

“OD×1.25”OD のワッシャー（D）を組

み付け、図に示されているように、フランジ

付きロックナット（E）で締めてください。 

 

図 3 

 

バッフルの取り付け 

 

1. 横の排出口カバー（図 4 の A）を持ち上げて

ください。 

2. バッフル（B）を排出口から挿入し、モアデッ

キの中にバッフルを位置合わせしてください。 

3. 2.0”の根角ボルト（D）を、バッフル（B）

の穴、一番長いスペーサー（E）、モアデッ

キの排出口に一番近い穴（C）を通して差し

込み、フランジ付きロックナット（F）で締

めてください。 

4. 0.75”の根角ボルト（H）を、バッフルの穴

とモアデッキの中央よりの穴（G）を通して

差し込み、フランジ付きロックナット（F）

で締めてください。 

 

図 4 
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ヒッチとフレームの取り付け 

 

1. 5/16-18 のスピードナット（図 6 の A）ね

じ部（B）が、リアフレーム支え（E）の内側

になるように、芝刈機後部のリアフレーム支

えの四角い穴（C）を通して差し込んでくだ

さい。 

2. 5/16-18 の段付きボルト（D）を図に示さ

れているように差し込んでください。 

3. 反対側も同様にします。 

 

図 6 

4. 図に示されているようにヒッチ（図 7 の A）

を、芝刈機後部のリアフレーム支え（C）の

左右の段付きボルト（B）上に引っ掛けます。 

 

図 7 

 

 

5. 図に示されているようにカバーサポートブラ

ケット（図 8 の A）を、3/8-16×0.875

のボルト（C）4 本と 3/8-16 のフランジ付

きロックナット（D）で、ヒッチに取り付け

られた支柱支え（B）に差し込んで固定して

ください。 

 

図 8 

6. カバーAssy（図 9 の B）を、ヒンジピボッ

ト（C）を使って、カバーサポートブラケッ

ト（A）に取り付けてください。カバーを図

に示されているようにヒンジピン（D）とク

イックピン（E）で固定してください。 

 

図 9 
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チューブの取り付け 

 

1. 図 10 に示されているように、掛け金を 

４６“モア用の穴（後側の穴）に組み付けて

ください。 

※ 必要であれば掛け金を外して組み付け直

してください。 

 
図 10 

2. 集草用排出口カバーの左側を、1/4-20 の根

角ボルト（図 11 の B）（組み立て-モア取り

付け金具の取り付け-手順１で取り付け）に差

し込んで、図11のAの状態にしてください。 

3. 集草用排出口カバーの先端をディフレクター

取り付けブラケット（C）の下に差し込んで

ください。 

4. 集草用排出口カバーのつまみ（D）をモアデッ

キの内側に掛けてください。 

 

図 11 

 

 

5. 掛け金（図 14 の A）を回して、モアデッキ

の取り付け金具 Assy（B）（組み立て-モア

取り付け金具の取り付け-手順２で取り付け）

の凹部にはめてください。 

 

図 14 

6. 取り付け用ストラップ（図 15 の D）のフッ

ク（C）をローラーバー支えブラケット（E）

に固定してください。 

 

図 15 

 

チューブ（上）と透明チューブの取り付け 

 

1. 透明チューブ（図 16 の A）をチューブ（上）

（B）の中に差し込んでください。 

2. 図 16 のように、チューブ（上）の４６“モ

ア用の穴と透明チューブの穴（C）をネジ（D）

で締めてください。 

 

図 16 
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3. 組み付けられたチューブ（図 17 の E）の背

（G）をカバーAssy（F）の切れ込み（H）

に合わせて、差し込んでください。 

 

図 17 

4. 透明チューブ（図 18 の I）を集草用排出口カ

バー（J）に差し込んでください。ストラッ

プ（K）の穴をピン（L）に引っ掛けてくださ

い。 

 

図 18 

 

 

集草袋の取り付け 

 

1. カバーAssy（図19のA）を上げてください。 

2. 集草袋（B）を、集草袋ハンガー（C）で集草

袋ハンガー用支柱（D）に取り付けてくださ

い。 

※ 座席を前に倒しカバーを上げた状態にし

てください。 

 

図 19 
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操作 

操作の前に 

芝地から、枝、石、電線、その他のロータリー刃に

引っかかったりはじきとばされたりしそうな障害物

を取り除いてください。 

芝地の状態を確かめ、もし湿っていたら、しばらく

待ってください。 

芝生が湿っていると、集草装置が詰まりやすくなり

ます。 

集草を効果的にするには、モアデッキの下、チュー

ブを通ってグラスキャッチャーまたは集草袋までの

空気の循環が重要です。 

この理由により、芝刈りを始める前に、モアデッキ

の内側とグラスキャッチャーのふたの内側に刈り芝

やごみが付いていないか確認してください。 

モアデッキ、ブロワーハウジング、チューブ、グラ

スキャッチャーカバーがぴったりとはまっているか

確認してください。 

 

 

グラスキャッチャーを付けての芝刈り作業 

 

芝刈り作業時には常にスロットルを最速にして作

業してください。 

芝地は頻繁に刈り、一度に短く刈りすぎないよう

に管理する必要があります。芝生が長すぎたり、

密生し過ぎている場合には、詰まりを防ぐために、

作業速度をゆっくりにするか、モアの刈幅の半分

で刈る必要があります。芝生が長い場合には、ま

ずモアの刈高を高くして最初に刈り、次に刈高を

下げて刈ってください。 

刈り芝がチューブに吸い上げられていっているか

を見るには、チューブを外から眺めてください。

モアが接続した状態で、カバーを開けないでくだ

さい。 

もし、大量の刈り芝がモアデッキの下からあふれ

出てきたら、チューブが詰まっているか、集草袋

がいっぱいになっているので、芝刈りを続けない

で、芝刈機を停止させ、PTO スイッチの連結を解

除し、それから集草袋の中身を捨て、チューブを

きれいにしてください。 

 

 

 

 警告 

常に芝刈機のエンジンを止め、PTO の連結を解

除し、全ての可動部品が止まるのを待ってから、

チューブの取り外しと清掃や、集草袋の中身を捨

ててください。 

いかなる理由でも、作業者が座席を離れる際には、

駐車ブレーキをかけ、PTO の連結を解除し、エ

ンジンを止め、キーを抜いてください。 

火災の発生を減らすために、エンジン、芝刈機、

モアに着いている刈り芝、落ち葉、余分なグリー

スをきれいにしてください。 

乾いた落ち葉や刈り芝、可燃性のものの上に芝刈

機を駐停車しないでください。 

作業の後に 

グラスキャッチャーカバーの裏側のスクリーンの

汚れをきれいに清掃してください。 

ブロワーのハウジングとチューブを取り外し清掃

してください。 

集草袋が擦り切れていたり、傷がついてないか確

認してください。モアデッキ、ブロワーのハウジ

ング、グラスキャッチャーカバーがきちんと取り

付いているか確認してください。 

 注意 

刈り芝を集草袋の中に入れたままにしないでくだ

さい。使用のたびに、倉庫に入れる前に、集草袋

を空にしてください。これを怠ると、自然発火が

原因で火災に至ることが多々あります。 
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グラスキャッチャーの取り外し 

 

 注意 

グラスキャッチャー無しで芝刈り作業をするとき

は、排出口カバーはバネ荷重により下向きの位置

になっていることを確認してください。 

 

1. カバーAssy（図 16 の A）の後部のハンドル

を握り、カバーAssy を上げ、集草袋（B）を

取り出し、空にします。 

2. ヒッチとフレーム Assy（C）を芝刈機のリヤ

フレームから外します。 

3. 集草用排出口カバー（D）からストラップを

緩め、透明チューブとチューブ（上）の Assy

（E）を外してください。 

4. 排出口カバー（F）を持ち上げ、集草用排出

口カバーの前の掛け金（G）を上方向に回転

させてください。 

5. 取り付けストラップ（H）をリアブラケット

（I）から外し、モアから集草用排出口カバー

を引き抜いてください。 

6. バッフル（J）を外してください。 

 

 

図 16 
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グラスキャッチャーの取り付け 

 

1. ヒッチとフレーム Assy（図 20 の A）を芝

刈機のリアフレーム支えに載せてください。 

2. カバーAssy（C）を上げてください。 

3. 集草袋（F）を集草袋ハンガー（G）で集草袋

ハンガー用支柱に取り付けてください。 

※ 座席を前に倒しカバーを上げた状態にし

てください。 

 

図 20 

 

保管 

グラスキャッチャーの保管 

 

グラスキャッチャーを掃除するには、薄めた洗剤

を使ってください。（他の製品はチューブを痛め

る可能性があります）グラスキャッチャーカバー

の裏側のスクリーンの汚れをきれいに清掃してく

ださい。 

金属部分の塗料がはがれていたら、タッチペンで

塗るか、油の薄膜で保護してください。 

腐食を防ぐために、乾いた場所に保管してくださ

い。保管する前に時間をかけて完全に乾かせてく

ださい。湿気を避けてください。 
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