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はじめに

このたびは、ゴールデンラビット ロータリータイプモアーをお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。この取扱い説明書は、製品の取扱方法や操作手順
、使用上の注意を説明したものです。ご使用前に必ずよく読み十分に理解されて
から、正しくお使いください。ご使用後は作業者の手の届くところに保管してくださ
い。

本取扱い説明書の目的

本取扱い説明書は機械の安全で正しい使用方法を案内するものです。製品をご
使用前に必ずお読みください。

所有者の責任について

本取扱い説明書の指示を無視し事故や損失が起きた場合、所有者の責任となり
ます。

本取扱い説明書の役立て方

ご不明な点等ございましたら販売店またはメーカーへお問い合わせください。

損耗や破損、紛失によりマニュアルを再度お求めの場合、もしくは他の言語の取
扱い説明書をお求めの場合は、販売店かメーカーへお問い合わせください。

警告サインに注意してください。

<危険>: 死亡や深刻な事故につながる可能性のある危険な状況を示して

います。

<警告>:死亡や深刻な事故につながる可能性のある危険な状況を示して

います。

<注意>:重大には至らない傷害となる潜在的に危険な状況、もしくは安全

ではない手順を踏んでいる状況を示しています。

<重要> : 環境や工程、製品への損害を避けるための指示を説明してい

ます。

<Note>: 追加説明です。
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安全について

使用目的・用途に関して

本製品は、木材の粉砕にご使用できます。使用目的以外では決してご使用なさ
いませんようお願い致します。使用目的以外の作業で故障した場合は、保障の
対象になりません。
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主要諸元

※：最大粉砕幅は、粉砕する木材の材質により異なります。

バージョン

エンジン独立タイプ・ＰＴＯタイプ

※重量は本体のみ（ユニバーサルジョイント・キャスター含みません）

ご使用上の注意

• 本製品は木材、葉、野菜などの粉砕用として本取扱説明書の最大投入可能
幅の範囲内でご使用になれます。プラスチックやガラス、石、鉄などを投入し
ないようご注意ください。

• ご使用前に異物付着等がないようご注意ください。

• 平らな地面でご使用ください。

• 本機をご使用の際は、必ず一人で作業を行って下さい。

• 斜面での使用には注意して下さい。傾斜方向へは本体を傾けて作業しない
で下さい。

• 作業終了後は、エンジンが停止していること、またPTOタイプの場合はトラク
ターのエンジンを切りPTOレバーをニュートラルに戻して下さい。

• 異物に接触した時はすぐに機械停止し、点検して下さい。

• 異常な揺れを感じた時はすぐに機械停止しし、点検して下さい。

• 不良になった部品はすぐに交換して下さい。

5

シリーズ モデル 馬力 最大処理径 チッパー刃 シュレッダー刃
重量
(kg)

HONDA GX270 9 5-7 2 6 125
HONDA GX390 13 5-7 2 6 125

直装 3P 10-45 5-7 2 6 135

SCUTUM
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安全上の注意

使用上のご注意

・本説明書を紛失した場合、すみやかにメーカー又は販売代理店にご連絡くださ
い。

・安全上のパーツや順序を必ず守ってください。

・日中若しくは適度な明かりの下、作業を行って下さい。

・ご使用の際は、保護ゴーグル・保護手袋を着用してください。

・指輪やネックレスなど、機械に巻き込まれやすいものは身に着けないで下さい。

・閉所や風通りの悪い場所でのご使用はお避け下さい。エンジンから排気ガスが
発生します。

・平らで、本体が安定する場所でご使用ください。

・作業終了後は、エンジンが停止していること、またPTOタイプの場合はトラクタ
ーのエンジンを切りPTOレバーをニュートラルに戻して下さい。

・異常な揺れや音を感じた時はすぐに機械停止しし、点検して下さい。

・故障部品はすみやかにはずし、純正部品と交換して下さい。

・子供や、機械操作に慣れていない人のご使用はお避け下さい。

・挿入口や排出口の正面に立たないでください。粉砕物が飛んでくる危険性があ
ります。
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安全名盤について

１．保護服を着用して下さい。

２．保護グローブを着用して下さい。

３．耳栓を着用して下さい。

４．防護ゴーグルを着用して下さい。

５．安全靴を着用して下さい。

６．本取扱説明書をよく読んで下さい。

７．最大粉砕径：７ｃｍ

８．安全な手順を踏まずに、本機を作動しないで下さい。

• 安全サインは見やすく掲示して下さい。

• サインシールが破損した場合は交換して下さい。

• 安全サインがある部品を交換した時は、新しい部品に安全サインも貼り直し
て下さい。

• 新しい安全サインのシールが必要な場合は、各販売店にお問い合わせ下さ
い。
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組立手順（エンジンタイプ）

1. 箱から本機MAH、ホッパーTR,DE, RU, TAを取り出してください。

2. ナット“1”、“2”を取り外し、7本のワッシャーを除きます。

3. ホッパーTRを本機MAHフランジに取付け、ボルトと穴を合わせます。

4. 2で外したナット”1”、”2 ”を取り付けます。

5. DEを排出パイプに付けボルト”3”、ノブ”4”で固定します。

6. アクスル部に車輪RUを固定します。

7. TAを2本のネジ M10x20で後下部に固定します。

8. 取り付けたネジ・ナットが正しく閉まっていることを確認してください。

9. オイルをエンジンに入れます。

※ご購入時にはエンジンオイルは入っていません。
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組立手順（PTOタイプ）

1. 箱から本機MAT、ホッパーTR、排出プラウDE、車輪RU、ゴム脚TA 、3Pブ
ラケットSU、3P”TI”、安全カバーCUを取り出してください。

2. ナット“1”、“2”を取り外し、７本のワッシャーを除きます。

3. ホッパーTRを本機MATフランジに取付け、ボルトと穴を合わせます。

4. 2で外したナット”1”、”2 ”を取り付けます。

5. 排出プラウDEを排出パイプへボルト”3”とノブ”4”を使用し取り付けます。

6. 車輪RUをアクセルにはめ込み安全ピンで固定します。

7. ゴム脚TAを後下部に2本のネジで止めます。M10x20

8. 安全カバーCUをマルチプライヤーに止めます。M8x16

9. 3PブラケットSUを後部フレームに取り付けます。M12x35 5本

10. 3P”TI”をブラケットSUにボルトM16x140で止めます。

11. 取り付けたネジ・ナットが正しく閉まっていることを確認してください。

12. マルチプライヤ内のオイル量を確認してください。
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エンジンタイプご使用方法

平らな地面に本機を設置します。閉所や風通りの悪い場所でのご使用はお避け下
さい。

確認事項

1. エンジンオイル量を確認してください。

2. エンジンの燃料量を確認してください。

3. 挿入口内に異物がないことを確認してください。

4. 裁断の際は石やプラスチック、鉄などの付着物がないことを確認してください。

エンジン始動

1. 本機は必ず1人で作業して下さい。

2. 本取扱説明書に沿って、エンジンを始動して下さい。

3. 徐々にエンジンを最大回転数まで上げてください。最大回転数を超える運転は
行わないでください。

粉砕

1. 太い側から挿入します。詰まりの原因となりますので、横木は予め折るか、裁
断して下さい。

2. 軽く枝を押し込むと、自動で枝が挿入されます。過度な押し込みは詰まりの原
因となりますので、避けてください。 危険ですので枝を掴んだままの作業はお
やめください。

3. もしエンジンの回転数が落ちた場合は詰め込み過ぎの可能性があります。作業
を止め、粉砕したものを取り出してください。

作業終了

1. エンジンを切る前に、数分間運転を続け、粉砕物の排出を待ってください。

2. ※エンジンを止めても、内部機構は回転を続けている可能性があります。

完全に停止したことを確認し、作業を終えてください。
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3P直装タイプご使用方法

1. 注意：本機はトラクター用PTOに540 ｒｐｍで取付運転するよう設計されています。

2. 本機をトラクタの油圧ヒッチに取り付けます。

3. PTOシャフトでトラクタと連結します。 安全チェーンを固く締め、トラクター側と本機側が
連結していることを確認します。

4. 平らな地面に本機を設置します。閉所や風通りの悪い場所でのご使用はお避け下さい
。

確認事項

1. エンジンオイル量を確認してください。

2. 挿入口内に異物がないことを確認してください。

3. 裁断の際は石やプラスチック、鉄などの付着物がないことを確認してください。

エンジン始動

1. 本機は必ず1人で作業して下さい。

2. トラクターのエンジンを始動し、PTOを最小回転で運転して下さい。

3. 徐々に回転数を最大まで上げてください。最大回転数を超える運転は行わないでくださ
い。

粉砕

1. 太い側から挿入します。詰まりの原因となりますので、横木は予め折るか、裁断して下
さい。

2. 軽く枝を押し込むと、自動で枝が挿入されます。過度な押し込みは詰まりの原因となり
ますので、避けてください。 危険ですので枝を掴んだままの作業はおやめください。

3. もしエンジンの回転数が落ちた場合は詰め込み過ぎの可能性があります。作業を止め
、粉砕したものを取り出してください。

作業終了

1. PTOを止める前に、数分間運転を続け、粉砕物の排出を待ってください。

2. ※PTO運転を止めても、内部機構は回転を続けている可能性があります。

完全に停止したことを確認し、作業を終えてください。
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メンテナンス

メンテナンススケジュール

・本スケジュールに沿わない運転は保証対象外となります。

・エンジンのメンテナンスはエンジンメンテナンスマニュアルをご覧ください。

・メンテナンス開始前には、エンジンまたはPTOが完全に停止していることを確認
してください。

・異常な揺れや音を感じた時はすぐにメンテナンスを中止し、販売代理店へご連
絡ください。
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確認事項 始動前 シーズン初め シーズン終わり 始動前 シーズン初め シーズン終わり

エンジンオイル量 ○

マルチプライヤオイル量 ○

ボルト締まり ○ ○ ○ ○

Vベルト張り ○ ○ ○ ○

ブレード消耗 ○ ○ ○ ○

ホッパーゴムの保護 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ハブベアリング ○ ○ ○ ○

洗浄 ○ ○ ○ ○

エンジンタイプ 直装3Pタイプ
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メンテナンス

マルチプライヤー：オイル量確認

1. オイルは OIL SAE140EPを使用して下さい。オイル量は0.28Lです。

2. オイル量を”LV”で確認してください。

3. オイルが少ない場合プラグ”RI”を開け、適切な量まで注ぎ足してください。

4. 適切な量までオイルを注ぎ、プラグ”RI”を締めてください。

マルチプライヤー：オイル交換

1. オイルは OIL SAE140EPを使用して下さい。オイル量は0.28Lです。毎シー
ズン毎にオイルを入れ替えてください。

2. プラグ”SV”を開け、中のオイルを排出して下さい。

3. プラグ”SV”を締めてください。

4. プラグ”RI”を開け、適切な量までオイルを注いでください。

5. 適切な量までオイルを注ぎ、プラグ”RI”を締めてください。
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メンテナンス

エンジン： オイル量確認と確認

1. エンジンオイル量とタイプは、エンジンマニュアルを確認してください。

チッパーナイフ交換

1. ナット”1”、”2”を取り外します。

2. フランジ”3”を取り外します。

3. 純正のナイフと交換します。

4. フランジ”3”を取付け、ナット”1”、”2”を取り付けます。
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メンテナンス

シュレッダーナイフ交換

1. ナット”1”、”2”を取り外します。

2. フランジ”3”を取り外します。

3. ネジ”8”、”7”、”6”を取り外し、フランジ”8”を取り外します。

4. 純正のナイフと交換します。スペーサとワッシャーを必ず取り付けてください
。

5. フランジ”8”を取付け、ナット”8”、”7”、”6”を取り付けます。
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メンテナンス

直装3Pタイプ エンジンタイプ

ベルトの調整と交換

1. ネジ”2”を回し、保護部”1”を取り外します。

2. ネジ”3”を取り外します。

3. ネジ”4”を回しVベルトを緩めます。

4. Ｖベルトを交換します。

5. ネジ”4”を回し、適切な張りまで調整します。

6. 調整のみの場合、3,4は省略して下さい。

7. ネジ”3”を締めます。

8. 保護部”1”、ネジ”2”を締めます。
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故障診断

以下の症状がある場合は、不良個所を特定してください。

機械の分解整備等が必要な場合はお近くの販売店へご相談ください。
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異常な振動
- 刃の状態を確認し、必要であれば交換して下さい。
- 本機の詰まりを確認し、内容物を全て排出して下さい。

排出量の減少
- 刃の状態を確認し、必要であれば交換して下さい。
-  挿入物に異物が付着していないか確認してください。
-  Vベルトの状態を確認し、必要であれば交換して下さい。

エンジンがかかりにくい
出力が落ちている

- エンジンの状態を確認します。エンジンマニュアルを確認してください。

挿入口に入らない
- 刃の状態を確認し、必要であれば交換して下さい。
- 本機の詰まりを確認し、内容物を全て排出して下さい。
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移動時

作業時以外は、PTOが駆動されていない静止状態で、機械を移動してください。

<重要>:地表の悪いところや穴を避け、低速度を保って下さい。

<重要>: 移動する前に、トラクター油圧の安全ロックがかかっていることを確

認して下さい。

<注意 > 道路上では、実際の交通規則に従って下さい。

保管

本製品の保管は、ホコリのない乾燥した場所で保管して下さい。

廃棄処理に関する注意事項

本製品や消耗部品の廃棄については、各市町村の条例に従ってください。

本体は主に鉄と塗料で構成されています。

保障に関して

本製品は購入から12か月のメーカー保証が付属しております。

以下の場合、保証は適用されません。

a) メンテナンスが適正に行われていなかった。

b) 使用目的外の使い方をした。

c) メーカーの許可なく改造や改良をした。
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メンテナンスシート

お客様はこのシートに機械の状況（作業内容、メンテナンス内容）を記入して下さ
い。
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日付 使用時間 メンテナンス 注意 作業者
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