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ニチネン刈払機

ガスカルＧＫＣ-5

●正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読ん
　でから作業してください。
●この取扱説明書は大切に保管し、いつでも見られるようにしてください。

注意

取扱説明書

目　次

本品は「ガスカルボンベ」を燃
（オイルが混合されている専用カセットボンベ)

料として使用する刈払機です。
「ガスカルボンベ」以外は使用
できません。他のカセットボンベを

使用すると、エンジンが故障します。

イメージ図



火傷に注意

火気厳禁

傷害事故防止のた
め、チップソーカバー
をしてください。

 エンジン

停止の際

必ずガス

 栓を閉め

   てください。

開

閉

注 意
必ず！オイル入り

「ガスカルボンベ」を

ご使用ください。

注 意

※他のカセットボンベを使
用するとエンジンが

故障します。

ご使用後、本品を保管する場
合、キャブレーター内の混合ガ
スを取り除く作業を必ず行って
ください。
　　　　　　　　　作業を終了後、
または運搬時は、ガスカルボン
ベを必ず取り外してください。

　　　　　　　　（作業の詳細は取扱説明書を
ご確認ください。）

このたびは、本品（ニチネン刈払機ガスカルＧＫＣ-５）をご購入いただき、誠にありがとうございます。
※以後、本品とは「ニチネン刈払機ガスカルＧＫＣ-５」のことを示します。　

●この取扱説明書は、安全かつ快適にご使用していただくために、常に心掛けていただきたい点に

　ついて述べてあります。ご使用前には必ず熟読のうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態で

　ご使用ください。また、この取扱説明書はお読みになった後も、必ず保管してください。本品を

　譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。

この取扱説明書に解説されている本品には、下記の警告ラベルが貼付してあります。ご使用前に警告ラベルの意味を理解
してください。万一ラベルが剥がれたり、ラベルが読めなくなった場合は、購入された販売店、または弊社にお問い合わせ
いただき、新しくラベルを貼り替え常に表示が読めるようにしてください。

本品を正しくご使用いただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するために、この取扱説明書及び本品への表示では、いろいろな絵表示をしています。
絵表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者及び近くの人が死亡
または重傷を負う可能性が極めて大きいと想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者及び近くの人が傷害を負
う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表
しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者及び近くの人が死亡
または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。警告

注意

安全上特に重要な項目ですので、必ずお守りください。注意

ご使用前に

【　警告表示絵表示の意味】

作業中は目や耳、顔、
頭部の防護具を必ず
着用すること。

傷害事故防止のため、
移動時、保管時はチッ
プソーカバーを必ず
取り付けること。

排気ガスは、人体に有害
な一酸化炭素が含まれ
ています。通気の悪い場
所での使用禁止。

作業中は危険ですので、
半径１５ｍ以内に人、
動物を入れないこと。

「飛散防護カバー」は必ずこの位置に取
り付けてください。「飛散防護カバー」
を外した状態での作業は絶対行わない
でください。

警
告

使用前に取扱説明書
を必ず読み理解する
こと。

キックバック (強い跳ね
返り現象）によりケガを
する恐れがあるので、障
害物にチップソーを接
触させないこと。

飛散防護カバーを取り
外して使用しないこと。
外して使用すると、死傷
事故の恐れがあります。

引火しやすいガスを燃
料としています。火気
に注意すること。

本品の改造は大変危険ですので、絶対に改造しない
でください。改造した場合や取扱説明書に示された
正しい使用目的と異なる使い方、間違った使用方法
により、人的、物的損害が生じた場合は、メーカー
保証の対象外となりますのでご注意ください。

１

ガスカルボンベセット時　厳守事項
エンジン操作時　厳守事項

ご使用前に必ず飛散
防護カバーを付けて
ください。飛散防護
カバーは絶対に取り
外さないでください。

注 意

飛
散
防
護
カ
バ
ー

取
付
け
位
置

り
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警告 ・本品の改造は大変危険ですので、絶対に改造しないでく
　ださい。改造した場合や取扱説明書に示された正しい使
　用目的と異なる使い方、間違った使用方法により、人的、
　物的損害が生じた場合は、メーカー保証の対象外となりま
　すのでご注意ください。
・部品の交換などについては、本品を購入された販売店ま
　たは弊社にお問い合わせください。

(※) 「ガスカルボンベ」を
　  必ずご使用ください。

(※)「ガスカルボンベ」は、オイルが混合されている

　　専用カセットボンベです。「ガスカルボンベ以外

　　は使用できません。また、「ガスカルボンベ」は

　　ニチネンガスカルシリーズ（ＧＫＣ、ＧＫＪ）以

　　外へのご使用は危険ですのでおやめください。

ボンベ1本当たりの
稼働時間目安

●その他付属品：防護メガネ、工具

① チップソーφ230 ㎜
② チップソーカバー 
③ ボルトカバー　
④ ボルト  

⑨ ガスカルボンベ固定キャップ
⑩ ガスカルボンベ装着ケース
⑪ ガス栓
⑫ キャブレーター
⑬ エアクリーナー
⑭ リコイルスターターグリップ
⑮ 点火プラグコード
⑯ 点火プラグ
⑰ マフラー
⑱ シリアルナンバー(製造番号)外箱にも表示してあります。

⑲ キルスイッチ（ＯＮ・ＯＦＦ） 
⑳ スロットルレバー (ロック解除レバー )
㉑ スロットルレバー
㉒ 肩掛けバンド用フックホルダー
㉓ 肩掛けバンド
㉔ Ｕ字ハンドル 
㉕ ハンドル固定具
㉖ 接続固定つまみ
㉗ 接続固定ピン 
㉘ スロットルワイヤー
㉙ クラッチ 
㉚ 排気出口
㉛ 冷却フィン
㉜ 通風口
㉝ チョークレバー   

㉞ 燃料パイプ
㉟ ガスカルエンジン純正オイル
㊱ 「ガスカルボンベ」×３本 (※)

⑤ チップソーベースプレート 
⑥ ギヤケース 
⑦ 飛散防護カバー
⑧ シャフト

刈払アダプター

エンジン本体

各部の名称・仕様

型　　式 重　量全長×幅×高さ(組立接続）

ＧＫＣ-５ 1,750×580×460（㎜） ５.４ kg

ハンドル

Ｕ字ハンドル

総排気量 専用カセットボンベクラッチ方式始動方式気化器点火方式

25.4 ml 約３０分ガスカルボンベ (※)自動遠心式リコイル式ダイヤフラム式無接点マグネット式

２
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作業中

立入禁止

15ｍ
以上

安全にご使用いただくために‥‥
本品を安全に使用するために、次の事項は必ずお守りください。

①本品は刈払い作業のために設計・製造されています。他の作業などには絶対使用しないでください。

②本品を天地逆転した（チップソーを上向きに付けた）まま使用しないでください。

③チップソーの先を水平以上に上げたり、シャフト周りに回転・傾けたり（チップソーの先で縦切りし

　たり）して使用しないでください。

④疲れている時、身体の調子の悪い時は使用しないでください。

⑤足を踏み外して転んだ場合は、直ちにエンジンを停止し、作業を中止してください。

⑥絶対にくわえタバコや火気を近づけたりしないでください。

⑦作業中に異常な振動、音を感じた時は直ちにエンジンを停止し、各部の点検をしてください。

⑧子供や取扱の指導を受けていない人には使用させないでください。

⑨取扱の指導を受けていない人や扱いに不慣れな人には本品を貸さないでください。

⑩夜間及び天候の悪い時、雨上がりで足元が滑りやすい状況では作業しないでください。

⑪作業中、定期的に、ギヤケースに付いているゴミ(土、砂、草片、ナイロンヒモなど)を取り除いてくだ

　さい。その場合は、エンジンを停止して行ってください。ゴミ(土、砂、草片、ナイロンヒモなど)が付

　いたまま使用を続けた場合、チップソーが破損する恐れがあり危険です。

⑫緊急時のための呼子 (ホイッスル )を用意してください。

⑬本品を使用しない時は、「ガスカルボンベ」を本品から取り外し、取り外した「ガスカルボンベ」

　はボンベキャップを付け、風通しの良い湿気の少ない４０℃未満の場所に保管してください。

⑭本品の点検・調整・清掃時、「ガスカルボンベ」や部品のセット・交換時には、必ずエンジンを停

　止してください。

①各部の緩みがないか、グリスは補給されているか、「ガスカルボンベ」が正しくセットされ、ガス

　漏れがないか点検し、異常がないことを確認してから使用してください。

②「ガスカルボンベ」のセットは火気のないところで行ってください。

③安全な操作のために、ハンドルはグリスなどの付着や

　汚れのない乾いた清潔な状態を保ってください。 

④作業時には必ず肩掛けバンドを着用してください。

⑤チップソーは、確実に取り付られているか、損傷はな

　いか確認し、異常のないことを確認してから使用して

　ください。

危険

警告

危険
危険

危険
危険
危険

警告

３

注意

注意

注意

危険

危険

危険

危険

（参考として） 国有林の作業者基準
　　　　　　　　　（連続作業３日を限度）

１回の連続作業時間 ： ３０分以内

１日の作業時間 ： ２時間以内

１週間の作業日数 ： ５日以内

１ヵ月の作業時間 ： ４０時間以内

（３）作業時間について

注意
注意

①１日の作業時間は２時間以内にしてください。

②疲労は事故の最大原因です。３０分～４０分作業し

　たら、１０分～２０分休憩してください。

危険

警告
警告
警告

(１)本品の点検

注意

危険

危険

危険

警告

①本品で刈払い作業をする作業者から１５ｍ以内を危険区域とし、この中に作業者以外の人が入らな

　いようロープで囲う、立て札を立てるなど警告してください。また、複数台同時に作業する時もこ

　の距離は守ってください。

②火災防止のため、作業中はもとより、エンジン停止後もしばらくは、マフラー及び周辺が熱いので枯草など、

　燃えやすい物の傍には本品を置かないでください。

③可燃物(ＬＰＧボンベ、ガソリン、揮発性のある薬品類

　など)の近くでは使用しないでください。

④事故やケガの危険性を回避するために、本品が安全

　に運転できない場合は作業しないでください。

⑤キックバック（強い跳ね返り現象）による事故防止のた

  め、空缶、針金、小石などの有無を確認し、ある場合は

  取り除いてから作業してください。

(２)作業場所の点検



必ず
エンジン停止

作業中に立ち話禁止

作業中

立入禁止

４

注意

注意

注意

危険
危険

注意

危険

注意

注意
注意
注意

警告

警告
警告

警告

警告

注意

（４）運転

①電気ショックを受ける可能性がありますので、作業中は点火プラグキャップに触れないでください。

②危険を感じた時は直ちにエンジンを停止して、肩掛けバンドを外すなど、本品を身体から離してください。

③チップソーに草などが巻き付いてチップソーの回転が停止した場合は、必

　ずエンジンを停止してから草などを取り除いてください。

④無理な姿勢での作業は大変危険です。ハンドルは、両手でしっかり握り、

　両足に平均に体重がかかるよう開いて立ち、作業を行ってください。

⑤エンジンがかかっている時は、絶対にチップソーに触れないでください。

⑥屋内では始動しないでください。

⑦火傷防止のため、作業中はもとより、エンジン停止後もしばらくはエンジ

　ン本体、マフラー及び周辺は熱いので触れないでください。

⑧刈払い作業以外に本品を振り回したり、氷や土を切ったりしないでください。

⑨エンジンが始動すると逆方向に力がかかる場合があります。ハンドルをしっかりと握ってください。

⑩チップソーは必ず本品推奨のチップソーを使用してください。

⑪スロットルレバーを放しても、(フライホイール効果により)チップソーはしばらく回転し続けます。

⑫アイドリング回転設定が正しいことを確認してください。スロットルレバーを放してエンジンがアイドリ

　ングしている時は、チップソーは回転しません。万一回転するようならば、回転設定が高いと考えられま

　す。作業を中止し購入された販売店、または弊社までご連絡ください。

⑬エンジンを始動させた状態で放置しないでください。

⑭排気を吸わないよう注意してください。

⑮回転を上げる場合は急激に上げず徐々に回転を上げてください。

　また、刈払い作業をしない時は回転を落とすようにしてください。無駄な空ぶかしは機械の寿命を縮

　めることになります。

⑯チップソーが硬いものに当たった時は、直ちにエンジンを停止し、チップソーに破損がないか確認して

　ください。破損があった場合はチップソーを交換してから作業を行ってください。

⑰２人以上で作業する場合は呼子（ホイッスル）などでの合図の方法をあらかじめ決め、合図を徹底して

　ください。

　また、人と人の間は１５ｍ以上の間隔を保ってください。

⑱うしろから声をかけられた場合、作業状態のまま急に振り

　向かないでください。作業中に立ち話は絶対しないでくだ

　さい。話をする時は必ずエンジンを停止してください。

⑲場所を移動する時、本品を地面に降ろす時、作業を中断す

　る時は必ずエンジンを停止してください。

⑳振動と冷えによる傷害について：作業を行う人の体質によっては作業を続ける中で、チクチク、ヒリヒ

　リといった痛みを感じ、指先の感覚がなくなる症状が現れることがあります。原因が振動と冷えにある

　とされていますが、予防のため、次のことをお守りください。〔作業時間を制限する。他作業との組み

　合わせで行い、振動を受ける時間を少なくする。手・手首・腕を温かくする。頻繁に休憩し、軽い腕の

　運動をする。喫煙はしない。身体に異常を感じたら医師の診察を受ける。〕

㉑反復作業による傷害について：反復の動作を長く続けると体に傷害を引き起こす恐れが高くなります。

　傷害を予防するため、次のことをお守りください。〔手首を曲げたまま、伸ばしたまま、ひねったまま作

　業を続けない。定期的に休憩する。反復作業はゆっくりゆとりをもって行う。身体に異常を感じたら医師

　の診察を受ける。〕

危険

　　　　　　　　　　　　外気温度１５℃以上の環境でご使用ください。

ご使用時に天候の急変などで外気温度が１５℃以下になった場合、徐々に燃料が気化しにくくなり、エン

ジンに燃料供給がうまく行かない場合が考えられますので、安定した作業をしていただくためには、外気温

度１５℃以上での作業をお薦め致します。また、ご使用前には３分程度の暖気運転を必ず行ってください。

ご使用環境について

注意

注意

注意



エアクリーナーの点検

・ エアクリーナーのフィルター
　が汚れていませんか？
・ フィルターが汚れている場合
　は点検、整備をしてください。

燃料（ガス）パイプ及び周辺の点検

・ 燃料パイプのひび割れや亀裂、継手部分の抜け、ナット
　の緩みはないですか？
　　　・ひび割れや亀裂、継手部分からの抜けやナットの
　　　　緩みがあれば燃料（ガス）が漏れ、火災・爆発の原因
         になりますので燃料パイプ交換、または整備してく
　　　　ださい。

注意

ネジやナット類の点検

詰まりの点検
・ 冷却フィンやマフラー周辺及び冷却
　通風口にゴミや草など、詰まっていま
　せんか？
・ 詰まっていたら取り除いてください。

・ 各部のネジやナット類の緩み
　脱落などはないですか？
・ 緩みや脱落などあれば整備し
　てください。

５

注意

注意

注意
注意

注意

注意

（６）服装

①だぶついた上着、スカーフ、ネクタイ、装身具など木の枝や藪な

　どで引っかかる可能性のあるものを身に付けないでください。

②作業用手袋を着用してください。

③ヘルメット、または帽子を着用してください。(長い髪は束ね、

　ヘルメット、または帽子の中に押し込む）

④目の防護のために防護メガネを、塵やホコリを吸わないように

　防塵マスクを着用してください。

⑤耳を保護するため、適正な防護具（耳栓など）を着用してくだ

  さい。

⑥安全靴または長靴（カカトの低いもの）を着用してください。

ヘルメット
　または
帽　　　子

防護メガネ

防塵マスク

長袖
(袖じまりのよいもの)

手　袋

長ズボン
(裾じまりのよいもの)

安全靴または長靴
（カカトの低いもの）

防音用耳栓

(５) エンジン部の点検



アイドリング

回転調整ネジ

スロットルワイヤー調整ネジ

ロックナット

遊び（外索が軽く動く範囲）

（遊びは 0.5 ～ 1.0mm)

６

スロットルワイヤーについて

キャブレーターの調整

注意

注意

注意

注意

注意

スロットルワイヤー調整ネジの遊びが多いと

・始動不良になることがあります。

・スロットルワイヤー外索外れによる思わぬ

　回転上昇となることがあります。

スロットルワイヤー調整ネジの

遊びが無いと

・スロットルレバーを戻しても

　アイドリング回転に戻らない

　場合があります。

エンジンの回転数は工場出荷時に最適調整してあります。

万一エンジン不調の場合のみ調整してください。

アイドリング回転調整は低速調整ネジで行います。

・時計方向回し：回転が高くなります。

・反時計方向回し：回転が低くなります。

アイドリング回転を上げすぎると、チップソーが回

転してしまいます。回転を上げすぎないでください。

    

キャブレーターの燃料調整は工場出荷時に最適調

整してあります。

尚、更なる調整は弊社専用ダイヤル048-729-6851まで

お問い合わせください。



ボルト

②

ハンドル
角度調整

①

刈払アダプター

エンジン本体

ハンドルを
受け側に嵌める

①
②　

③

④

① ③

位置

②　

危険
しっかり接
続されたこ
とを確認し
てください。

ここ
まで

ここ
まで

アーチ型金具
取り付け位置

引いて確認
する。

使用準備（組付け）

警告

飛散防護カバーの組付け

飛散防護カバーは必ず取り付けてください。

取り付けないと、小石・切屑などの飛散によ

る傷害事故を引き起こす原因になります。

①シャフトの飛散防護カバー取り付け位置にアーチ型金

　具を取り付け、飛散防護カバーの取り付け穴にボルト

　を差し込んでください。

②ボルトを締付けてください。

７

Ｕ字ハンドルの組付け

刈払アダプターとエンジン本体の
接続方法、取り外し方法

①接続固定つまみを反時計方向に回し、緩めてください。

②刈払アダプターのシャフトを目印の位置まで差し込ん

　でください。

③接続固定ピンを一旦引いて、シャフトの穴に合わせて

　嵌め、刈払アダプターを取り外し方向に引いてみて固

　定されたことを確認してださい。

④シャフトがしっかり固定されたことを確認してから接

　続固定つまみを時計方向に回し、緩みのないように締

　めてください。

①ハンドル固定具の４本のボルトを緩め、ハンドル固定具

　を外してください。

②右ハンドルと左ハンドルを受け側に嵌め、ハンドル固定

　具を合わせて、ボルトを締めて固定してください。

※ハンドルは、お客様に合う角度（前後６０度まで調整可

　能）に固定し、必ずしっかりボルトを締めてください。

①接続固定つまみを反時計方向に回して緩めてください。

②接続固定ピンを引くと、固定が解除されます。

③刈払アダプターを引き抜いてください。

接続方法

取り外し方法

危険 接続固定ピンがシャフトの穴に嵌っているこ

と、刈払アダプターのシャフトがしっかり固

定され、接続されたことを必ず確認してくだ

さい。



開

キルスイッチ

ＯＮ（始動）

⑥

⑦

ガス栓を開く

チョークレバーを
上げる

⑧

⑩

キルスイッチ

ＯＦＦ（停止）

①

チョークレバーを
上げる
チョークレバーを
上げる

チョークレバーを
下げる
チョークレバーを
下げる

②

ガス栓を閉める 閉

ガスカルボンベ装着ケース
に差し込む

GAS KARU
BOMBE

ガスカル
ボンベ

G
A
S
 K

A
R
U

B
O
M
B
E

ガ
ス
カル

ボ
ン
ベ

②

③

ガスカルボンベ固定キャップを取り外す

「ガスカルボンベ」を
よく振る

ボンベキャップを外し、
「ガスカルボンベ」の切
込み凹部を下にして

※〔注意〕ガスカルボンベ固定キャップ
　はよく押し込んで回してください。

ガスカルボンベ固定キャップを
取り付ける

※「ガスカルボンベ」

※「ガスカル
　 ボンベ」

「ガスカルボンベ」を左右に動かし、
確実に嵌ったことを確認

(b) (a)

(c)

①①

⑤⑤④④

⑨⑨ リコイル
スターターグリップ

始動方法

①ガスカルボンベ固定キャップを奥に押し込み(a)、

　反時計方向に約３０度回し(b)、ガスカルボンベ固定

　キャップを取り外してください(c)。

②「ガスカルボンベ」をよく振ってください。

③「ガスカルボンベ」のボンベキャップを外し、切込

　み凹部を下にし、ガスカルボンベ装着ケースに差し

　込んでください。

④この時、ボンベの切込み凹部をエンジンのボンベ

　受けガイド凸部に必ず合わせてセットしてくださ

　い。（「ガスカルボンベ」を左右に動かし、確実に

　嵌ったことを確認してください。）セットされてい

　ないとガスカルボンベ固定キャップが閉まりません。

⑤ガスカルボンベ固定キャップの矢印とガスカル

　ボンベ装着ケースの矢印を「ガスカルボンベ」底部

　に合わせて押し込み、矢印方向に約３０度回して

　取り付けてください。

注意 ・本品は「ガスカルボンベ」以外の燃料は使用でき
  ません。

⑥キルスイッチを「ＯＮ」にしてください。

　　　　　　　　　　　　　 ⑦ガス栓を「開」にしてください。

　　　　　　　　　　　　　 ⑧チョークレバーを上げてください。（空気がキャブ

　　　　　　　　　　　　　　 レーターに入りにくくなります。）

　　　　　　　　　　　　　 ⑨本品を押え、リコイルスターターグリップを数

　　　　　　　　　　　　　　 回引いてください。（１０回程度）ロープは最後

　　　　　　　　　　　　　　　 まで引ききらないようにしてください。

⑩エンジンがかかりはじめたらチョークレバーを下げてください。（空気がキャブ

  レーターに入ります。）

８

エンジンの始動・停止方法

注意　　 　 ガスボンベ固定キャップの取り付け、取り外し時に固定キャップの押し込みが

不足したまま回すと、固定キャップの固定凸部が損傷し、運転中にキャップが外れる原

因となるので、十分に押し込んでから回してください。

・ エンジン始動と同時にチップソーが回転する場合がありますので注意してください。

・リコイルスターターグリップを引いてから、 遅れてエンジンが始動する場合が

　ありますので注意してください。

ブタンガスは低温環境では気化しにくく、 エンジン始動しづらい場合があり

ます。

警告

注意

停止方法

①キルスイッチをＯＦＦにします。

②エンジンが止まったら、必ずガス栓を「閉」にして

  ください。

③「ガスカルボンベ」を取り外し、ガスボンベ固定キャッ

　プを取り付けてください。

④取り外した「ガスカルボンベ」にはボンベキャップ

　を付け、風通しの良い湿気の少ない４０℃未満の場

　所に保管してください。



1
3

2
3

キルスイッチON ・ OFF
(ONにしてからエンジンを始動）

（2)スロットルレバーを
　 握る（ロック解除レ
　 バーを押さえないと
   スロットルレバーを
　 操作できない安全構
　 造）

(1)スロットルレバー
　 （ロック解除レバー）
　 を押さえながら

９

刈払機の操作方法

刈払い作業専用

・ チップソーで打つ、たたくなどの方法での刈払い作業は行わないでください。

・ 低速回転でも、作業はできますが、草が巻きつくことがありますのでご注意ください。

警告
注意

①エンジンが始動したら、肩掛けバンドをかけて両手でＵ字ハ

  ンドルを持ってください。

②作業したい場所へ行き、右ハンドルのスロットルレバー

　(1)(2)を握るとチップソーが回転します。(両方握らない

　と回転しません。）

右から左へ振って

履くように刈ってください。

刈払い作業時は両手でハンドル

を持ち、スロットルレバー（手

前と反対側）をしっかり握って

ください。

・本品は刈払い作業のみでご使用ください。

①刈払いの方法は、右から左に振って履くように刈ってくだ

  さい。

②身体を左右に振るようにして楽な姿勢で作業を行い、刈り

  取られた草を左に寄せるようにして前進してください。

※チップソーの切れ味は、先端から１/３位が最高です。先端か

　ら２/３の範囲を使うようにすると、刈り残しがありません。

刈払方法

操作方法



回転軸を固定

取り外しは
時計方向に回す

取り付けは
反時計方向に回す

約 10ｃｍの高さ

地面

ギヤケースへのグリス補給

・グリスは「エッソのリスタン
  ＥＰ２相当のもの」を定期的
　に補給してください。

①グリス補給口ボルトを取り外してくだ

　さい。

②グリスを補給してください。

③補給後ボルトを必ず取り付けてください。

注意

チップの欠損
ひび割れ

注意

① 

グリス補給口

補給口ボルト
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＜離脱方法＞ ＜調節方法＞

・ 緊急の場合、バンド止

　め具の両サイドを内側

　に押すと本品を身体か

　ら離脱することができ

　ます。

・ 肩掛けバンドをして本品を身体の右側

　に保持し、エンジンを止めた状態の刈

　　　　　　刃が地面から約１０ｃｍの

　　　　　　　　　　高さになるようバ

　　　　　　　　　　ンドの長さを調節

　　　　　　　　　　してください。

肩掛けバンドについて
・肩掛けバンドのフックを必ず肩掛けバンド用フックホルダーに取り付け、作業時は必ず着用してください。危険

※必ず作業用手袋を着用して作業してください。

①ギヤケースにチップソーベースプレートを

　嵌めてから固定部穴に六角レンチを刺し込

　み、回転軸を固定してください。

②チップソーは表、裏があるため必ず確認（文

　字の印刷がある方が表）し、表がチップソー

　ベースプレート側になるようにして嵌めてく

　ださい。

③ボルトカバー、ボルトの順に取り付け、プラグ

　レンチで反時計方向に締めて （逆ネジのため）

　ください。

④六角レンチを外し、チップソーが空転しない

　か、がたつきはないか、しっかり取り付けら

　れたか確認してください。

チップソーの取扱方法

交換（取り外し方法）

組付け（取り付け方法）

①ギヤケースの固定部穴に六角レンチを刺し込

  み、回転軸を固定してください。

②プラグレンチでボルトを時計方向に緩め

　（逆ネジのため）、ボルトカバー、チップソー

　の順に取り外してください。

①推奨サイズのチップソーを使用してください。

②チップソーは、良く切れる状態か、破損割れなどがないか注意深

　く点検してから使用してください。特に使用中、チップソーを石

　などに当てて急激なショックを受けた時は、すぐ作業を中止し、

　点検してください。

③定期的に点検し、摩耗や破損を確認した場合は部品を交換して

  ください。能率が上がり安全で、疲労が少なくなります。

注意

注意

注意

※チップソーは

　Φ２３０㎜×３６Ｐの

　サイズを推奨します。

ボルト

チップソー

② 表をチップソー
　 ベースプレート側にセット

チップソー
ベースプレート

ギヤケース

回転軸

ボルトカバー

表面

表面

裏面

表面

裏面



カバーや各フィルターを中性洗剤など
で洗浄後、よく乾かしてから取り付けて
ください。

・ マフラー周辺の清掃
・ 冷却フィン、通風口の清掃
・ 各部ボルト、ナットの点検締付け
・ 燃料（ガスカルボンベ）漏れがないこと
　を点検してください。

電極に堆積しているカーボ
ンを清掃後、電極隙間が
0.6 ～ 0.7ｍｍであること
を確認してください。

エアクリーナーの清掃（毎運転前）

フィルターカバー

各部の清掃・点検（毎運転前） 点火プラグの清掃と調整（20時間毎）

電極隙間

0.6 ～ 0.7mm

プラグキャップ

組付時プラグ
キャップは確
実に押し込ん
でください。

注意

運搬時、一時保管の注意点

注意

注意

注意

注意

注意
注意

注意
注意

①運搬時は常にエンジンを停止してください。

②運搬時、たとえすぐ近くであっても、常にチップソーカバーを装着してください。

③シャフトを待ち、バランスを取りながら正しく運搬してください。

④本品を使用後しばらくは、熱くなっている部分があります。特にマフラー及び周辺が熱くなっています

　ので火傷をしないように注意してください。

⑤一時保管する時も、雨風の影響を受けない状態にし、屋根のある場所に保管してください。

⑥トラックなどの荷台に本品を積み運搬する場合は、飛び跳ねないようにしっかりと固定してください。

⑦自転車やオートバイの荷台に乗せて運搬しないでください。

⑧運搬時は必ず「ガスカルボンベ」を取り外してください。

〈注意〉 本品の寿命は、手入れの良否によります。上記の表の項目について点検・
　　　 整備を行ってください。
　　　 時間数は標準的な目安ですので、負荷状態や使用環境によって変化します。

（※１.）点火プラグ交換部品は（メーカー）
   ＣＨＡＭＰＩＯＮ の ＲＣＪ７Ｙ か ＣＪ７Ｙ を、
  又は（メーカー) ＮＧＫの ＢＰＭＲ７Ａ
  か ＢＰＭ７Ａ を使用してください。

(※２.)１２頁の「長期保管からの始動方法」を確認してください。

①エンジンを水洗い(丸洗い)しないでください。

②不意な始動を防ぐため、点検、調整、清掃時は、点火プラグコードを外してください。

※その他、複雑な調節・修理は弊社専用ダイヤル048-729-6851までお問い合わせください。

警告

注意

警告 上記作業を怠ると、機械の破損や事故の恐れがあります。

点検・整備

時間　処置　項目　現象
長期保管から
の始動方法

点
検
・
整
備
表

チップソーの切味、部品のひび割、偏心、偏摩耗はないか　　　○

各部ボルト、ナットの点検締付け　　　　　　　　 　 　○

燃料（ガスカルボンベ）の点検　　　           　　　　○

エアクリーナーの点検・清掃　　　　　 　 　　　　   ○

ギヤケースへのグリス補給                                　　  　○

通風口、冷却フィン、マフラー周辺の清掃　　　　　　 　○

点火プラグ点検・清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

キャブレーターの点検、清掃　                                 　　　　　　　　 ○

点火プラグの交換（※１.） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　○

始動性が悪い時 (※２.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

20時間毎毎運転前  40時間毎

11

警告 ・始動前に必ず点検・整備を行ってください。

・点検・整備は、エンジンを必ず停止してから行ってください。

・各部位の点検・整備・清掃後は、元の状態に組付けをしてください。

警告
注意



点火プラグを外して

キャップを取り
１プッシュ
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注意

長期保管方法

【手順】

①点火プラグを外し、プラグ穴から1プッシュ、ガス

　カルエンジン純正オイルを流し込み、リコイルスタ

　ーターグリップを数回引きオイルが行き渡るように

　してください。

②点火プラグを取り付けて、エンジンが始動すること

　を確認してください。

・作業時に、油滴などが飛び散ることがありますので、

　防護メガネで目を防護してから作業してください。

点火プラグ

●付属品：ガスカルエンジン
　　　　　純正オイル

リコイル

スターター

グリップ

長期保管からの始動方法
長期保管からの始動方法は、以下の手順で行ってください。

エンジンを長期間使用しない時は、保管中の安全確保や次回使用時も良好な始動性を

確保するため、次の要領で処置をしたうえ、保管してください。

危険

注意
注意

警告

注意

注意

①「ガスカルボンベ」の取扱い時は火気に十分注意してください。

②本品を長期保管する場合、キャブレーター内に残っている混合ガスを消費するため、「ガスカルボンベ」は取リ外

　 した状態でエンジンを始動させ、混合ガスを使い切ってください。 ３０秒程で自然にエンジンが止まりますので ガ

　 ス栓を閉めてください。 この作業はエンジントラブルを未然に防ぐための必要作業ですので必ず実行してください。

※取り外した「ガスカルボンベ」にはボンベキャップを付け、本品とは別に風通しの良い湿気の少ない

　４０℃未満の場所に保管してください。

③リコイルスターターグリップを引っ張って圧縮のあるところ（重くなったところ）で止めてください。

④エアクリーナーを清掃してください。

⑤エンジンが充分冷えていることを確認してから、外面をやわらかい布で清掃し、直射日光の当たらな

　い、湿気やほこりの少ない雨風の影響を受けない、屋根のある場所に保管してください。

⑥各部を十分に清掃し金属部にはサビ防止のため、ホームセンターなどで取り扱っているサビ防止製品を

　薄く塗ってください。

⑦損傷箇所がある場合は放置せず、必ず修理してから保管してください。（購入された販売店、または弊社

　までご連絡ください。）

⑧必ずチップソーカバーを取り付けて保管してください。

⑨お子様や使用許可されていない人、指導を受けていない人の手が届かない場所に保管して

　ください。

注意
注意

注意

注意



使用開始時

エンジンが

始動しない。

取扱説明書を再度ご確認の上、上記に該当しない場合やその他、ご不明な点がありましたら、

弊社までお問い合わせください。　　◆お問い合わせ専用ダイヤル 048-729-6851
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草が刈れない。

●８ページ（エンジンの始動）始動

　方法①～⑩の手順で始動していま

　すか。再度確認してください。

●ガスカルボンベがセット

　されていない。

●ガスカルボンベの残量が

　ない。

●キルスイッチをＯＮに

　していない。

●ガス栓つまみが「閉」に

　なっている。

●リコイルスターターの

　引き方が遅い。

ガスカルボンベを正しくセットしてく

ださい。(８ページ始動方法①～⑤）

内容量が充分あるガスカルボンベをセッ

トしてください。（８ページ始動方法②）

キルスイッチをＯＮにしてください。

（８ページ始動方法⑥）

ガス栓を「開」にしてください。(８ペ

ージ始動方法⑦）

リコイルスターターを勢いよく引いて

ください。（８ページ始動方法⑨）

●プラグキャップが外れて

　いませんか。

●点火プラグの電極が汚れ

　ていませんか。

11ページ（点検・整備）を確認し、プ

ラグキャップを点火プラグにしっかり

と嵌めてください。

11ページ（点検・整備）を確認し、点

火プラグの点検をしてください。

●エアクリーナーが目詰

　まりしていませんか。

●スロットルワイヤーの
　遊びが大きくなってい
　ませんか。

●刈刃アダプターとエンジン本

　体を繋げるシャフトの接続が

　挿入不足ではありませんか。

11ページ（点検・整備）を確認し、エ

アクリーナーの点検をしてください。

６ページ（スロットルワイヤーについて）を確認

し、ご不明な点はお問い合わせください。

７ページ（刈払アダプターとエンジン

本体の接続方法）を確認し、目印の位

置までしっかり挿入してください。

10ページ（チップソーの取扱方法）を確

認し、正しく確実に取り付けてください。

10ページ（チップソーの取扱方法）を

確認し、正しく確実に取り付けできる

ように清掃してください。

10ページ（チップソーの取扱方法）を

確認し、新品のものと交換してください。

症状 原因箇所の点検・確認

対応方法

よくあるお問い合わせについて

使用中、回転数が

上がらない。

すぐに

止まってしまう。

刈刃が回転しない。

●チップソーは正しく固定

　されていますか。

●チップソーに刈屑や異物

　が付着していませんか。

●チップソーが摩耗してい

　ませんか。



◎恐れ入りますが、故障・異常の内容をご記入ください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
ご購入年月日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、購入された販売店に修理をご依頼ください。

　１.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には購入された販売店
　　（修理申出先）に修理をご依頼ください。無償修理をいたします。
　２.保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には商品と一緒に本書をご提示の上、購入された販売店（修理申出先）に
　　 ご依頼ください。
　３.ご贈答品などで本書記載の、購入された販売店に修理を依頼できない場合には、弊社までご連絡ください。
　４.保証期間内でも次の場合には有償修理となります。購入された販売店（修理申出先）へご依頼ください。
　　a)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障や破損

　　b)お買い上げ後の落下などによる故障や破損

　　c)火災、地震、水害、その他天災地変、公害による故障や破損

　　d)保証書の提示がない場合

　　e)保証書にご購入年月日、おところ、おなまえ、電話番号、購入された販売店名の記入

　　　がない場合や字句を書き替えられた場合

　　f)本品のご使用状況により判断させて頂く場合

　５.保証書は再発行できませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

【無償修理規定】

●故障かどうか、不明な点がある場合には、ご自分で修理などなさらずに購入された販売店、

　または弊社までお問い合わせください。

●保証書に記載されている無償修理規定以外は、有償となります。詳しくはお問い合わせく

　ださい。

保　証　書
※無償修理規定を必ずお読みください。

ご購入年月日

お と こ ろ

電 話 番 号

販 売 店 名

住　　　 所

電 話 番 号
お な ま え

型     式

保 証 期 間

商　 品 　名

ご購入年月日より１年間 年　　月　　日

（      ）

アフターサービス

刈払機ガスカルＧＫＣ-５ ＧＫＣ-５

※この保証書は本書内容に明示した期間・条件のもとに､ 無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の

　権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合は、購入された販売店、または弊社までご連絡ください。

※製品の改良に伴い、外観及び仕様は予告なく変更することがあります。
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発売元

ＥＧ事業所

〒362-0066 埼玉県上尾市領家１１３６-５

お問い合わせ専用ダイヤル

月曜～金曜　９：００～１７：００〔祝日、弊社休業日を除く〕

TEL 048-729-6851　FAX 048-729-6853
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