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ニチネン刈払機

ガスカルＧＫＣ-6

●正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使
　用ください。
●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

（刈払アタッチメントG6A01）

目　次

本機は 「ガスカルボンベ」 を燃料とする、
（オイルが混合されている専用カセットボンベ )

雑草の刈払いを目的とした機械です。「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故障します。

各種アタッチメントにも取扱説明書がありますの
で、ご使用前によくお読みください。本書の内容は、

刈払アタッチメントG6A01の取扱説明書を兼ねています。

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、本機（ニチネン刈払機ガスカルＧＫＣ-６）をご購入いただき、誠にありがとうございます。
※以後、本機とは「ニチネン刈払機ガスカルＧＫＣ-６」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。ご使用の際は必ず熟読の上、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。本機を譲

　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。

●専用部品の購入や本機の故障の場合には、購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

この取扱説明書に解説されている本機には、以下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。万一ラベルが取れていたり、ラベルが読めなくなった場合は、購入された販売店、又は弊社にお
問い合わせください。新しいラベルに貼り替えて、常に表示が読めるようにしてください。

本機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機への表示では、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。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。

「ループハンドル」は必ずこの
位置に取り付けてください。

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。

本機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述べられ
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

り

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

ル
ー
プ
ハ
ン
ド
ル

取
付
け
位
置



専用カセットボンベ「ガスカルボンベ」 （※）

①②

③

④

⑤

⑥

⑦

㉘

⑨

⑯

⑭

⑰

⑮

警告・本機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述べられた正しい
　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。
・部品の交換等は、本機を購入された販売店又は、弊社ま
　で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」はブタンの燃焼に合わせた、
２ストロークエンジン用オイルを調合しております。
他のカセットボンベではエンジンが焼けてしまうため
ご使用になれません。またニチネンガスカルシリーズ
（ＧＫＣ－３を除く）のみにご使用ください。他機種へ
の使用は事故や傷害の原因となる恐れがあります。

その他付属品：防護メガネ、工具、アクセサリーバッグ

⑦ ガスカルボンベ固定キャップ
⑧ ガスカルボンベ装着ケース
⑨ ガス栓つまみ
⑩ キャブレーター
⑪ エアクリーナー
⑫ チョークレバー
⑬ 燃料パイプ
⑭ 点火プラグキャップ
⑮ マフラー
⑯ シリアルナンバー(製造番号)
⑰ キルスイッチ（１:運転、０:停止） 
⑱ グリップハンドル
⑲ ロック解除レバー
⑳ スロットルレバー
㉑ 肩掛けバンド用フックホルダー
㉒ 肩掛けバンド
㉓ ループハンドル
㉔ ジョイント
㉕ 接続固定つまみ
㉖ 接続固定ピン 
㉗ スロットルワイヤー
㉘ 排気口
㉙ ガスカルエンジン純正オイル
㉚ 「ガスカルボンベ」×３本パック

① 刈払アタッチメント
② 飛散防護カバー
③ シャフト

④ ギヤケース
⑤ チップソー
⑥ チップソーカバー

刈払アタッチメント（G6A01）

エンジン本体

各部の名称・仕様

型　　式 重量（飛散防護カバー・チップソー・肩掛けバンドを除く）全長×幅×高さ（mm）

ＧＫＣ-６
エンジン本体 :975×265×260
刈払アタッチメント取付時 :1,740×265×260

エンジン本体 :３.９ kg
刈払アタッチメント取付時 :４.６ kg

総排気量ハンドル 燃料 ・ オイルクラッチ方式始動方式点火方式

23.1 ml 自動遠心式リコイル式無接点マグネトー式ループハンドル

２

⑩

⑧

⑪

⑬

⑱

⑲

⑳

⑫

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉙ ㉚
(※)

別販売品のご紹介

別販売品の詳細につきましてはカタログをご参照頂くか、購入された販売店又は、弊社までお問い合わせください。
・ニチネンヘッジトリマーアタッチメント G6A02
・ニチネン高枝切りチェーンソーアタッチメント G6A03



作業中

立入禁止

15ｍ
以上

安全にご使用いただくために
本機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本機は刈払い作業のために設計・製造されています。他の作業には絶対に使用しないでください。

②本機を天地逆転（チップソーの地面側を上にした）したまま使用しないでください。

③チップソーにて枝打ち作業はしないでください。ケガや事故の原因となりますので、腰より高い

　位置での作業はしないでください。

④疲労を感じている時、身体の調子が悪い時は使用しないでください。また酒類や薬類を飲んでいる

　時も同様に使用しないでください。

⑤作業中の本機に火気を絶対に近づけないでください。咥えタバコは引火・火災の恐れがあります。

　絶対にしないでください。

⑥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て各部の点検をしてください。

⑦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。

⑧取扱の指導を受けていない人や扱いに不慣れな人に、本機を貸さないでください。

⑨夜間及び天候の悪い時、足元が滑りやすい状況では作業しないでください。

⑩作業中転倒した際は、直ちにエンジンを停止し各部の点検を行ってください。

⑪作業中定期的に、ギヤケースに付着したゴミ(土、砂、草片など)を取り除いてください。その際は必ずエン

　ジンを停止してください。ゴミ(土、砂、草片など)が付いたまま使用すると、本機を傷める恐れがあります。

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本機を使用しない時は、「ガスカルボンベ」を外し、キャブレーターから燃料を全部抜いて、乾燥

　したきれいな場所に格納してください。

⑭本機の点検・調整・清掃時、燃料の補給や部品交換時は、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ているか、

　ガス漏れはないか点検し、異常がないことを確認してからご使用ください。

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、ハンドルは汚れのない乾いた清潔な状態を保ってください。ハンドルがグリ

　スや燃料等で汚れていると、誤操作の原因となります。 

④作業時には必ず肩掛けバンドを着用してください。

⑤アタッチメントとエンジンの取り付けに異常はないか、アタッチメントの刃物

　に異常がないかを確認し、問題のないことを確認してから使用してください。

⑥チップソーの取り付けに異常がないか、チップソーそのものに損傷等の

　異常がないかを確認し、問題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

警告

３

注意
注意

危険

危険

警告

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。３０～４０分作業し

　たら、１０～２０分休憩しましょう。

危険

警告

警告

危険

警告
警告

(１) 本機の点検

注意

危険

危険

危険

警告

①本機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

　いように、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

　もこの距離は保ってください。

②作業中はもとより、エンジン・マフラー及びその周辺は停止後もしばらく高温になっています。火

　災防止のため、枯草など燃えやすい物のそばに本機を置かないでください。

③可燃物(ガソリン、ＬＰガス、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、本機が安

　全に使用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、空き缶、針金、小石などの障害物は取り除

　いてから作業を行ってください。

(２) 作業場所の点検



ボルトやナット類の点検
・ 各部のボルトやナット類の緩み
　や脱落などはありませんか？
・ 緩みや脱落などがあれば整備
　してください。

（５）服装

(４)エンジン部の始動前点検

４

注意

注意

注意
注意

注意

注意

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。

作業用手袋を着用してください。

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）

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。

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。

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

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）パイプ及びガス栓つまみ周辺の点検

・ 燃料パイプにひび割れや亀裂、継手部分の抜け・緩みは
　ありませんか？

　　　・燃料パイプのひび割れや亀裂、継手部分の抜け・
　　　　緩み等の異常がある場合、燃料が漏れる原因とな
　　　　ります。火災・爆発に至る恐れがあるため、直ち
　　　　に修理を依頼してください。

注意

詰まりの点検
・ エンジンカバーの排気ベント周り、マフラー排気口
　周りが塞がれていませんか？
・ ゴミや草などが詰まっていたら排除してください。



（６）運転

①エンジンを始動する時は、周囲の安全を確認し、足場の良い所で、安全な姿勢で行ってください。

②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。

③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、本機を身体から離してください。

④チップソー等刃物に雑草などが絡みついた時は、必ずエンジンを停止

　し、刃物の回転が停止したことを確認してから取り除いてください。

⑤無理な姿勢での作業は大変危険です。ハンドルは左手でしっかりと握

　り、両足に体重がかかるような立ち姿勢で作業を行いましょう。

⑥飛散防護カバーは必ず指定の位置に取り付けて使用してください。

⑦エンジンがかかっている時は、絶対に刃物に触れないでください。

⑧屋内では使用しないでください。

⑨エンジン本体やマフラー及びその周辺は、エンジン停止後もしばらくは高温ですので触れないでください。

⑩本機を使って打つ、叩く等の方法で刈払い作業をしないでください。

⑪刈払アタッチメントを刈払い作業以外に使用しないでください。

⑫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。

⑬チップソーは本機指定のものを使用してください。

⑭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。

⑮エンジンを始動させた状態で放置しないでください。

⑯排気を直接吸い込まないでください。

⑰エンジンの回転は徐々に上げてください。また刈払い作業をしない場合は回転を下げるようにしてく

　ださい。無駄な空ぶかしは本機の寿命を縮めます。

⑱チップソーに硬いものが当たった時は、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。破損がある場合は、交換してから作業を行ってください。

⑲２人以上で作業する場合は呼子（ホイッスル）などで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、人と人との間隔は１５ｍ以上確保して作業を行ってください。

⑳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にしない

　でください。

㉑場所を移動する時、本機を地面に降ろす時、作業を中断

　する時は必ずエンジンを停止してください。

㉒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、作業中にチクチク、ヒリヒリといった痛みを感じ、指先の感覚が

　なくなるような症状が現れることがあります。原因は振動と冷えにあるとされておりますので、傷害

　予防のために次のことをお守りください。

　・作業時間を制限する。

　・他の作業と組み合わせて行い、振動を受ける時間を少なくする。

　・手や手首、腕を温かくする。

　・頻繁に休憩をとり、軽い腕の運動をする。

　・喫煙しない。

　・身体に異常を感じたら医師の診察を受ける。

㉓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あります。傷害を予防するために次のこと

　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と、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
危険
危険

危険

警告
警告
警告

警告

危険

警告
警告

警告

注意
注意
注意
注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

作業中に立ち話禁止

作業中

立入禁止

必ず
エンジン停止

５



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 工場出荷時に最適調整がなされておりますが、使用につれワイヤーが伸ばされ、遊びが多くなります。

スロットルワイヤー調整ネジにて適当な調整をしてください。

キャブレーターは、工場出荷時に最適調整がなされております。

万一アイドリングが不調となった場合のみ調整を行ってください。

エンジン始動時にチップソーが回転したり、スロットルレバーを

始動位置に戻しアイドリング状態にしてもチップソーが回転し続

ける場合は異常です。このような場合には、次のような手順で調

整を行ってください。

アイドリング時にアイドリング回転調整ネジを回転させます。

・時計回りへ回す…エンジン回転が高くなります。

・反時計回りへ回す…エンジン回転が低くなります。

アイドリング時とクラッチミート（チップソーが回転し始める回転速度）時との間には十分な差が

あり、アイドリング時にはチップソーが完全に停止しているように調整を行ってください。アイド

リング回転調整ネジは、１/４回転位の微調整でもアイドリングが変化します。一気にネジを締める

とチップソーが回転してしまうことがあります。少しずつ変化させながら調整してください。

アイドリングの調整



アタッチメント
エンジン本体

① ③

②　

① ②

④

⑤

位置

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

引いて確認
する。

使用準備（組み付け）

７

アタッチメントの接続方法・取り外し方法

①接続固定つまみを反時計回りに回し、緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げてください。軽く引き上げ、

　反時計回りに捻ると、引き上げたまま固定できます。

③アタッチメントのシャフトをジョイントに挿入し、目

　印位置まで差し込んでください。

④接続固定ピンを時計回りに捻り、元に戻します。アタッ

　チメントの穴と位置が合うと、“パチッ”と音がして元に戻

　ります。元に戻らない場合は、アタッチメントの位置を調

　整し、接続固定ピンを再度引き上げて確認してください。

⑤シャフトがジョイントに固定できたことを確認してか

　ら、接続固定つまみを時計回りに回し、緩みのないよ

　うに締めて固定してください。

接続方法

①接続固定つまみを反時計回りに回して緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げると、固定が解除されます。

③アタッチメントを引き抜いてください。

取り外し方法

危険 接続固定ピンがシャフトの位置決め穴に嵌

っていること、アタッチメントのシャフト

がしっかり固定されていることを必ず確認

してください。

注意
注意

本機の組み立てや付属品の取り付け及び取り外しの際は、必ずキルスイッチを「０:停止」にしてください。

指定付属品を確実に取り付けてから作業を行ってください。

ループハンドルの取り付け

固定ボルト（M5×30）…4本

プラスドライバー（または付属のボックスレンチ）

使用するもの

取り付け方

ハンドルは図のようにシャフトに取り付けます。ラベルの

位置に合わせて、４本の固定ボルトで固定してください。

約 10ｃｍの高さ

地面

＜外し方（緊急時）＞ ＜調整方法＞

肩掛けバンド止め具の両

サイドにあるスナップを

同時に押し込むと、本機

はバンドから外れます。

①肩掛けバンドを左肩へたすき掛けして、フッ

　クを本機のフックホルダーに取り付けます。

②チップソーが地面と水平になるように本

　機を持ち、刃先が地面から約１０ｃｍの

　　　　　　　　　高さになるように肩掛

　　　　　　　　　けバンドの長さを調整

　　　　　　　　　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

③



グリス補給口

グリス補給口ボルト

アーチ型金具取り付け位置

飛散防護カバーの組み付け

警告 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、切りくず・小石などの飛散に

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、飛散防護カバーの穴に固定ボルト

　を差し込んでください。

②シャフトの取り付け位置に合わせて、固定ボルトを

　締め付けてください。

８

回転軸を固定

取り外しは
時計回りに回す

取り付けは
反時計回りに回す

ギヤケースへのグリス補給

以下の作業を使用頻度に応じて定期的に行ってください。

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余分なグリスを拭き取り、グリス補給口ボルトを取り付けてください。
※グリスは市販の刈払機用をご使用ください。

注意

チップの欠損

ひび割れ注意

① 
※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、ギヤケースの穴に付属レンチ、又は

　ドライバー等を差し込み、回転させないよ

　うにします。

②チップソーは表・裏があります（印刷があ

　る面が表側）。必ず確かめてください。表面

　がチップソーベースプレート側になるよう

　に嵌めてください。

③ボルトカバー、ボルトの順に取り付け、ボッ

　クスレンチで反時計回りに締め付けてくだ

　さい（逆ネジのため）。

④穴に差し込んだ金具を外し、チップソーが

　空転しないか、がたつきがないか、しっかり

　取り付けられたか確認してください。

刈払アタッチメントの取扱方法

交換（取り外し方法）

チップソーの取り付け方法

①ギヤケースの穴に付属レンチ、又はドライ

　バー等を差し込み、回転させないようにし

　ます。

②ボックスレンチでボルトを時計回りに緩め

　て（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指定サイズのチップソー以外は使用しないでください。

②チップソーは、良く切れる状態か、破損・割れ等がないか、

　注意深く点検してから使用してください。

③チップソーに硬いものが当たった時は、直ちにエンジンを

　停止し、チップソーに破損がないか点検してください。

危険

注意

注意

※チップソーは

　Φ２３０㎜×３６Ｐの

　サイズを使用してください。

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

裏面

表面

裏面

固定ボルト



開

キルスイッチ

「１:運転」

⑦⑦

⑧⑧

②②

⑪

チョークレバーを
下げる
チョークレバーを
下げる

③③

ガス栓つまみを閉める 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

③

④

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

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

(a)

(c)

②②

⑥⑥⑤⑤

①本機を平坦な地面の上に置いてください。

②ガスカルボンベ固定キャップを奥に押し込み(a)、

　反時計回りに約３０度回し (b)、手前に引く (c)

　とガスカルボンベ固定キャップが取り外せます。

③「ガスカルボンベ」をよく振ってください。

④「ガスカルボンベ」のボンベキャップを外し、切込

　み凹部を下に向けて、ガスカルボンベ装着ケー

　スに奥まで挿入してください。

⑤「ガスカルボンベ」を左右に動かし、切込みが

　しっかり嵌っていることを確認してください。

※凸部と凹部がかみ合っていないとガスカルボン

　ベ固定キャップは閉められません。

⑥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合わせて押し込み、

　矢印方向へ約３０度回すと、「ガスカルボンベ」

　の取り付けは完了です。

⑦キルスイッチを「１:運転」にしてください。

⑧ガス栓つまみを「開」にしてください。

⑨チョークレバーを上げてください。

⑩エンジンを片手でしっかりと押さえ、リコイルスターターグリップを勢いよ

　く数回引いてください。この時、ロープを最後まで引ききると、ロープが傷

　む原因となりますのでご注意ください (ロープは約７０ｃｍあります )。

⑪エンジンが始動したら、チョークレバーを下げてください。

※エンジンが暖かい状態で再始動させる場合、チョーク操作(⑨・⑪)は不要です。

９

エンジンの始動・停止方法

注意　　 　 ガスカルボンベ固定キャップの取り付け時に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、運転中に固定キャップが外れる恐れがあり
ます。確実に取り付けてください。

・ エンジン始動と同時に刃先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、 少し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、エンジン始動しにくい場合があります。
・ エンジンが暖かい状態 （暖気後） でエンジンがかかりにくい時は、 スロット
　ルレバーを少し握り （1/4）、 スロットルを開き目で始動してください。 この時、
　刃先が回転する場合があるので十分に注意してください。

警告

注意

停止方法

①スロットルレバーをアイドリング位置に戻してく

　ださい。

※スロットルレバーを放せば低速回転へ移行し、の

　ちアイドリング状態となります。

②アイドリングの状態となってから、キルスイッチを

　「０:停止」にしてください。高速回転からの急激

　な停止は、エンジンに負担がかかり寿命を縮めま

　す。必ず低速回転まで下げてから停止してください。

③エンジンが停止したら、必ずガス栓つまみを「閉」

　にしてください。 

④「ガスカルボンベ」を取り外し、ガスカルボンベ

　固定キャップを本機に取り付けてください。

⑤取り外した「ガスカルボンベ」にはボンベキャップ

　を付け、風通しの良い湿気が少なく、温度が４０℃

　未満の場所に保管してください。

始動方法

⑩⑩
リコイル
スターターグリップ

(b)

ガス栓つまみを開くガス栓つまみを開く

キルスイッチ

「０:停止」

⑨

チョークレバーを
上げる
チョークレバーを
上げる



2
3

刈払機の操作方法

・ チップソーで打つ、叩くなどの方法で刈払い作業を行わないでください。

・ 低速回転での作業は、草が絡みやすくなりますのでご注意ください。

・ チップソーは反時計回りに回転します。チップソーの右側を使用した作業は、キックバックが

　発生しやすく危険ですので行わないでください。

警告
注意
注意

①暖気運転が完了後、肩掛けバンドをかけて左手でハンド

　ルを持ってください。

②ハンドルグリップのロック解除レバーを手のひらで押す

　と、スロットルレバーは固定解除となり、動かすことが

　できます。ロック解除レバーとスロットルレバーを同時

　に握ると、エンジンが高速回転しはじめ、チップソーが

　回転します。

右から左へ振る

ように刈ってください。

刈払い作業時は左手でループ

ハンドルを持ち、ロック解除

レバーとスロットルレバーを

しっかり握ってください。

・刈払アタッチメントは刈払い作業のために設計・製造され

　ています。他の作業には絶対に使用しないでください。

①刈払い作業は、右から左へ振るように行ってください。

②楽な立ち姿勢で身体を左右に振り、刈り取られた草を左

　側へ寄せるように前進してください。

※１回の刈り込み深さは、チップソーの先端２/３までに

　してください。それより深い位置での作業は、刈り残し

　や絡みつきの増加に繋がります。

作業方法

刈払アタッチメント組み付け時の操作方法

（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)ロック解除レバー
　 を押さえながら

10



・ガスカルボンベ装着ケースとガスカル
　ボンベ固定キャップに、割れ等の異常
　がないか点検してください。
・ガスカルボンベ固定キャップの嵌合部に
　は潤滑オイルが塗布してあります。清掃
　後に付属オイル又はミシン油等の潤滑オ
　イルを滴下し、布で拭き伸ばしてください。

ガスカルボンベ固定キャップの点検・清掃

・マフラー周りの清掃
・各部ボルト・ナットの点検締め付け

各部の清掃

電極に堆積しているカー
ボンを清掃後、電極の隙間
が 0.6 ～ 0.7ｍｍになってい
るか点検・調整してください。

点火プラグの清掃と調整

電極の隙間

0.6 ～ 0.7mm

点火プラグキャップ

組み付け時、
点火プラグ
キャップを
しっかりと押し
込んでください。

注意

運搬時注意点

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運搬時は常に刃先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本機のエンジン及びマフラー周りは、エンジン停止後もしばらく熱くなっております。火傷にご注意ください。

⑤トラック等の荷台に積んで運搬する場合は、しっかりと固定してください。

⑥自転車やオートバイの荷台に載せて運搬しないでください。

〈注意〉 本機の寿命は、手入れの良否によります。上述の項目について点検・整備を行ってく
       ださい。
　　　 時間はあくまで目安ですので、負荷状態や使用頻度・使用環境によって変化します。

（※１.）状態が悪い場合は交換してください。
 ＣＨＡＭＰＩＯＮ製 ＲＣＪ７Ｙ 、 ＣＪ７Ｙ又は、
 ＮＧＫ製 ＢＰＭ７Ａ、 ＢＰＲＭ７Ａ をお買い求
 めください。

(※２.)Ｐ.１２の「保管・格納方法」、「長期保管からの始動方法」を確認してください。

①エンジンは水洗いできませんのでしないでください。

②不意な始動を防ぐため、点検・調整・清掃時は点火プラグキャップを点火プラグから外してください。

※調整・修理交換等でお困りの際は、本機を購入された販売店又は、弊社までお問い合わせください。

警告
注意

警告 点検・清掃作業を怠ると、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

点
検
整
備
表

チップソーの切れ味、偏心等の異常確認　　　　 　　　○

各部ボルト・ナットの点検締め付け　　　　　　　　 　○

燃料（ガスカルボンベ）・ガス栓周りの点検　　　      　 ○

ガスカルボンベ固定キャップの点検・清掃　　　　　　　○

エアクリーナーの点検・清掃　　　　　 　 　　　　   ○

ギヤケース、ジョイントへのグリス補給                         　　○

エンジン周り・マフラー周りの清掃　　　　　　　　　 　○

点火プラグ点検・清掃 (※１.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

キャブレーター・キャブレーター周りの点検・清掃　  　　　        　　　　　　　　○

保管・格納前、始動性が悪い時 (※２.)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

20時間毎毎運転前  40時間毎 長期保管
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・始動前に必ず点検・整備を行ってください。

・点検・整備は必ずエンジンを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、元の状態に組み付けてください。

警告
警告

注意

カバーやフィルターを中性洗剤で
洗浄後、よく乾燥させてから元に
戻してください。

エアクリーナーの清掃

フィルターカバー ベース

ギヤケース、ジョイントへのグリス補給
・各アタッチメントのギヤケースにある、グリス補給口に指定グリスを補給してください。
・ジョイントのアタッチメント差し込み側の中央部（スプラインギヤ凹）にグリスを適量塗り付けてください。
※市販の刈払機用グリスをご使用ください。

この面にオイルを塗る
割れや摩耗
はないか



次の要領でエンジン・キャブレーターから燃料を抜き、保管・格納してください。

①「ガスカルボンベ」を“取り付けない”状態でＰ.９のエンジンの始動方法⑦から実施し、エンジン始動後、停

　止するまで運転させてください。約３０秒程度で停止しますので、Ｐ.９停止方法と合わせて行ってください。

②十分エンジンが冷えてから、点火プラグを外し、プラグ穴からシリンダー内へ付属オイル（又は２ストローク

　用オイル）を数滴たらしてください。

③リコイルスターターグリップを数回、ゆっくり引き、エンジン内にオイルを渡らせ、点火プラグを再び取り付

　けてください。

④リコイルスターターグリップを引っ張って、重くなったところ（圧縮位置）で止めてください。

　　　　 ⑤アタッチメントの刃先には必ず保護カバーを取り付けてください。

　　　　 ⑥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。

①点火プラグを外し、プラグ穴からシリンダー内に付属オイルを

　滴下してください（１プッシュで十分量です）。

②リコイルスターターグリップを数回、ゆっくり引き、エンジン

　内にオイルを渡らせて、再び点火プラグを取り付けてください。

③Ｐ.９のエンジン始動方法を実施してください。

　　　　 しばらくオイルの燃焼で白煙が出ます。

　　　　 作業中はオイルが飛び散ることがありますので、防護メ

　　　　 ガネをご使用ください。

　　　　 点火プラグが汚れやすくなりますので、使用後の清掃を

　　　　 行ってください。

点火プラグを外して

キャップを取り
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注意
注意

注意

保管・格納方法

長期保管からの始動方法

●付属品：ガスカルエンジン
　　　　　純正オイル

上述の要領で保管・格納された本機が、始動しにくい場合は以下

の手順で始動を試みてください。

長期間ご使用にならない時は、 キャブレーターから燃料を全部抜いた状態で、 乾燥したきれいな場所に保

管してください。

「ガスカルボンベ」の取り扱いは火気に十分注意して行ってください。危険

注意

注意
注意

１プッシュ

本機の保管・格納

「ガスカルボンベ」の保管

①「ガスカルボンベ」は必ずボンベキャップを付けてください。ボンベキャップを付けないと、不意な接触でガ

　スが漏れる恐れがあります。

②「ガスカルボンベ」は風通しの良い、湿気の少ない場所で、４０℃未満の高温とならない、日陰となる場所に

　保管してください。

③お子様や「ガスカルボンベ」の取り扱いの理解をされていない方の手の届かないところに保管してください。



Ｐ.８又は各アタッチメントの取扱説明書
を確認の上、しっかりと固定してください。

Ｐ.８又は各アタッチメントの取扱説明書
を確認の上、清掃してください。

Ｐ.８又は各アタッチメントの取扱説明書
を確認の上、交換してください。

エンジンと導線を繋ぐ端子の抜けがない
か点検してください。

販売店又は弊社まで点検をご依頼ください。

異常があれば交換してください。

電極の隙間が適切か点検してください。

汚れていないか点検してください。

しっかり押し込んで装着してください。

ガス漏れ・緩みがないか点検してください。

ガスカルボンベ固定キャップの取り付け
を点検してください。

始動手順を再確認してください。Ｐ.９及
びＰ.１２を確認してください。

新しいボンベに交換してください。

もう少し勢いよく引いてみましょう。（ロ
ープ４０ｃｍ程度を１秒以内で引く速度）

ガス栓つまみを「開」にしてください。

キルスイッチを「１：運転」にしてくだ
さい。

清掃してください。

Ｐ.６を確認の上、ご不明な点はお問い
合わせください。

もう少し暖気運転してください。

チョークレバーを下げてください。

エンジンが

始動しない

取扱説明書を再度ご確認の上、上述の対処でも改善しない場合や、該当しない場合、その他ご不明点が
ございましたら弊社までお問い合わせください。

修理をお申し付ける前に、まずご自身で点検を行い、その上でなお異常がある場合は、むやみに分解しないで
購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

始動手順
の再確認

キルスイッチを 「１ ： 運転」 に
し忘れ

燃料がない

燃料がある

点火プラグキャップの外れ

ジョイントとの結合

チップソー、 刃先の固定不足

チップソー、 刃先周辺の切り

くずのつまり

チップソー、 刃先の摩耗

キルスイッチ導線のエンジン側

端子抜け

キルスイッチ不良

「ガスカル
ボンベ」の
点検

点火プラ
グの点検

アタッチ

メントの

点検

電気系の

点検

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

エンジンが

加速しない、

すぐ止まる

チップソー、

刃が回転しない、

切れない

※必ず直ちに
エンジン停止
すること

※必ず直ちに
チョークレバー
を上げること

エンジンが
止まらない

点火プラグの電極不良

リコイルスターターグリップの
引き速度が遅い

ガス栓つまみが 「閉」 のまま

チョークレバーの下げ忘れ

フィルターの汚れ

調整不良 （遊びが大きい）

始動手順の
再確認

エアフィル
ターの点検

スロットルワ
イヤーの点検

暖気不足

ラベルの「ここまで」の位置まで挿入し、
各部しっかりと固定してください。
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◎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、取扱説明書を今一度ご確認の上、購入された販

　売店、又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、すべて有償となります。詳しくは購入され

　た販売店、又は弊社まで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

ガスカルＧＫＣ-６（刈払アタッチメント） ＧＫＣ-６（Ｇ６Ａ０１）

※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

0145028C1603
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ニチネン

高枝切りチェーンソーアタッチメント

●正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使
　用ください。
●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

G6A03

本品はニチネン製ガスカルシリーズ （GKC-5、
GKC-6） に適合するアタッチメントです。 単品
ではご使用になれません。 また該当機種以外
はご使用になれません。
※1…2016 年 3 月現在

イメージ図

・ご使用前に……………………………………Ｐ.１

・各部の名称・仕様……………………………Ｐ.２

・本品の組み立て方法…………………………Ｐ.２

・安全にご使用いただくために………………Ｐ.３

・本品の取り付け方法…………………………Ｐ.４

・ガイドバーとチェーン刃の取り付け方法………Ｐ.４

・チェーン刃の調整方法………………………Ｐ.５

・チェーン用オイル給油方法…………………Ｐ.５

・オイル吐出量調整方法………………………Ｐ.５

・肩掛けバンドについて………………………Ｐ.６

・高枝切りチェーンソーの操作方法…………Ｐ.６

・点検・整備……………………………Ｐ.７～Ｐ.８

・保管……………………………………………Ｐ.８

・故障かな？と思ったら………………………Ｐ.９

目　次

※1



このたびは、本品（ニチネン高枝切りチェーンソーアタッチメント G6A03）をご購入いただき、誠

にありがとうございます。

●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。ご使用の際は必ず熟読の上、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。

●専用部品の購入や本品の故障の場合には、購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

この取扱説明書に解説されている本品には、以下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。万一ラベルが取れていたり、ラベルが読めなくなった場合は、購入された販売店、又は弊社にお
問い合わせください。新しいラベルに貼り替えて、常に表示が読めるようにしてください。

本機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機への表示では、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。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】

１

作業中は目や耳、顔、

頭部の防護具を必ず

着用すること。

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。

使用前に取扱説明書

を必ず読み理解する

こと。

注意

必ず取扱説明書
を熟読してから
使用してください。

危険

火気厳禁

警告

防護具を着用し、
作業してください。

警告 警告

排気ガス注意

危険

半径１５ｍ以内 立入禁止

１５ｍ (５０ｆｔ）

１５ｍ(５０ｆｔ）

１５ｍ(５０ｆｔ）

警告

手袋を必ずしてください。
作業中、手、顔、衣服など
を近づけないでください。

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。

傷害事故防止のた
め、チェーンカバー
をしてください。

傷害事故防止のため、移動

時、保管時はチェーンカバー

を必ず取り付けること。

作業中はチェーンに触れな

いように注意し、作業手袋

を必ず着用すること。

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。



① ギヤケース

② ガイドバー

③ チェーン刃

④ オイルタンク

⑤ オイルキャップ

⑥ バーホルダー

⑦ シャフト

⑧ チェーンカバー

その他付属品：工具、チェーン用オイル

ニチネン高枝切りチェーンソーアタッチメント（G6A03）

各部の名称・仕様

本品の組み立て方法

２

※1…91PX、91VX 等互換性があります。
※2…チェーン刃、ガイドバーを含まない。

スプロケット刃数チェーン刃 ピッチ オイルタンク容量給油方式チェーン用オイル

7 140mｌ自動ニチネン純正チェーンオイル3/8"

39

ガイドバー長さ型式 チェーン刃 ドライブリンク数チェーン刃 ゲージ （インチ）チェーン刃 型式

255mm 1.3mm （0.050"）91P039x （oregon 社製）※1G6A03

845×75×115

全長 × 幅 × 高さ （mm） ※2

1.0kg ※2

重量

※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。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①ギヤケースの固定ボルトを緩め、位置決めボルトを外してシャフトを挿入してください。その際、シャフトの

　端部に赤矢印で「ここまで」と書かれた側を挿入してください。

②図示位置「ここまで」までシャフトを挿入したら、位置決めボルトネジ穴と、シャフト穴が合うように位置を

　調整してください。

③位置決めボルトを固定してから固定ボルトを締め付けて、しっかりと固定してください。

位置決めボルト固定ボルト

※必ず作業用手袋を着用して作業をしてください。

位置決めボルトネジ穴

シャフト穴



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。

作業前には必ず本品の点検及び、本機「ガスカル」の点検を行ってください。

その他の注意事項は、お手持ちの本機「ガスカル」の取扱説明書と合わせて

ご参照ください。

①本品は枝切り作業のために設計・製造されています。他の作業には絶対に使用しないでください。

②本品は高速回転するチェーン刃を装着しています。操作を誤ると大変危険です。作業に適した天候

　・体調の時以外は使用しないでください。

③疲労を感じている時、身体の調子が悪い時は使用しないでください。また酒類や薬類を飲んでいる

　時も同様に使用しないでください。

④夜間及び視界の悪い時、また足元が滑りやすい状況では作業しないでください。

⑤作業中に異常な振動、音を感じた時は、直ちに作業を中断して、各部の点検をしてください。

⑥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。

⑦取扱の指導を受けていない人や扱いに不慣れな人に、本機を貸さないでください。

危険

警告

危険
危険

危険

３

警告

（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

（４）作業時間について

注意

注意

注意
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。３０～４０分作業したら、１０～２０分

　休憩しましょう。

危険

警告

(１) 服装

注意

注意
注意
注意
注意
注意

注意

注意

注意

危険
危険

①点検は必ず停止した状態で行ってください。

②チェーン刃の着脱や目立て時にはケガ防止のために、必ず丈夫な手袋を着用して作業をしてください。

③本品の各部に緩みがないか、オイル、グリスは補給されているか、チェーン刃周りの点検を行い、

　異常がないことを確認してから作業をしてください。

④チェーン刃やガイドバーに“亀裂”、“欠け”、“変形”などの異常がある場合は直ちに新品の

　チェーン刃やガイドバーに交換してください。

⑤交換部品はすべてニチネン指定品をお求めください。特に、チェーン刃やガイドバーの代用部品の

　ご使用はおやめください。

危険

危険

危険
危険

危険
危険

①本機「ガスカル」に取り付けて始動の際、作業者の周囲に人がいないことを確認してください。ま

　たガイドバーやチェーン刃が地面やその他のものに触れていないことを確かめてください。

②作業者の周囲１５ｍ以内に人を近づけないでください。

③本品及び、本機「ガスカル」には感電防止の絶縁処理をしておりません。感電の恐れがありますの

　で電線から１５ｍ以上離れて作業してください。

④使用中に異常な振動や異常音が聞こえたら、直ちに本機を停止させて点検を行ってください。

⑤転倒や不意の姿勢変化により、思わぬ負傷をすることがあります。次のような場合は必ず、本品及

　び本機を停止してください。

　・作業が終了し運搬する時　・切粉などゴミを取り除く時　・作業中に作業以外のことをする時（人と話す等）

⑥作業時に方向転換する際は、先に目視で安全を確かめてから刃先を向けてください。

⑦傾斜地や不整地、雨上がりの足場等では、足元に十分注意してください。

⑧作業終了後、バーホルダーを外し、バーホルダー内に入り込んだ切粉やくずなどのゴミを取り除いてください。

⑨作業終了後、又は運搬時には必ずチェーンカバーをチェーン刃に取り付けてください。

(２) 作業前点検

(３)作業時

本品の改造、メンテナンス以上の分解はしないでください。故障や動作不良の原因となります。

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。

作業用手袋を着用してください。

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）

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。

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。

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。



アタッチメント
エンジン本体

① ③

②　

① ②

④

⑤

位置

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

引いて確認
する。

本品の取り付け方法

ガイドバーとチェーン刃の取り付け方法

４

①接続固定つまみを反時計回りに回し、緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げてください。軽く引き上げ、

　反時計回りに捻ると、引き上げたまま固定できます。

③アタッチメントのシャフトをジョイントに挿入し、目

　印位置まで差し込んでください。

④接続固定ピンを時計回りに捻り、元に戻します。アタッ

　チメントの穴と位置が合うと、“パチッ”と音がして元に戻

　ります。元に戻らない場合は、アタッチメントの位置を調

　整し、接続固定ピンを再度引き上げて確認してください。

⑤シャフトがジョイントに固定できたことを確認してか

　ら、接続固定つまみを時計回りに回し、緩みのないよ

　うに締めて固定してください。

①接続固定つまみを反時計回りに回して緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げると、固定が解除されます。

③アタッチメントを引き抜いてください。

①チェーン刃の先端側が前になるようにガイドバー溝

　に嵌めてください。

②スプロケットにチェーン刃を引っかけてください。

③スリットをギヤケースの応じる場所へ嵌め込んでく

　ださい。その際テンションナットがガイドバー丸穴

　に入るよう、テンションスクリューを回して調整して

　ください。

④バーホルダーを合わせ、ナットで仮締めをしてください。

⑤ガイドバーの先端を持ち上げ、ドライバーでテンション

　スクリューを回してチェーン刃がガイドバーの下側に

　軽く触れるまで張り（テンション）を調整してください。

⑥バーホルダーのナットをしっかりと締め付けて、ガイ

　ドバーを固定します。

⑦ガイドバーの中央付近でチェーン刃を指で軽く持ち上

　げ、ガイドバーからおよそ３～４ｍｍ浮くようになっ

　ていることを確認してください。

取り外し方法

接続方法

危険 接続固定ピンがシャフトの位置決め穴に嵌

っていること、アタッチメントのシャフト

がしっかり固定されていることを必ず確認

してください。

③

①チェーン刃の着脱・調整を行う時は、必ず丈夫な手袋を着用してから行ってください。

②チェーン刃の着脱・調整を行う時は、必ず本機を停止状態にしてから行ってください。

③チェーン刃の張り（テンション）が弱すぎる状態で使用すると、チェーン刃がガイドバーから外れ

　る恐れがあります。必ず使用前に点検してください。

警告
警告

・チェーン刃の張り過ぎは、ガイドバーの摩耗やチェーン刃の破損の原因となりますので、必ず適正

　な張りで調整を行ってください。

・新品のチェーン刃は伸び易いので、しばらく使用したものよりも頻繁に張りの調整を行う必要があります。

注意

注意

危険

チェーン刃

ガイドバー

回転方向

スプロケット
テンションスクリュー

スリット

バーホルダーナット

テンションナット
ガイドバー丸穴



チェーン刃の調整方法

チェーン用オイル給油方法

オイル吐出量調整方法

５

①バーホルダーのナットを１回転ほど緩めてください。

②ガイドバーの先端を持ち上げ、テンションスクリューにマ

　イナスドライバーなどを差し込んで回し、調整を行ってく

　ださい。

　時計回り：張り（テンション）が強くなる

　反時計回り：張り（テンション）が弱くなる

③調整ができたら、バーホルダーのナットをしっかりと締め

　付けてください。

④ガイドバーの中央付近でチェーン刃を指で軽く持ち上げる

　と、ガイドバーからおよそ３～４ｍｍ浮くようになってい

　ることを確認してください。

①オイルキャップを外し、オイルタンクにニチネン純

　正チェーンオイル又は市販のチェーンソー用オイル

　を給油してください。

②給油後、オイルキャップを時計回りに回して確実に

　締め付けてください。チェーン刃を回して、ガイド

　バーの先端からチェーン用オイルが吐出されるか確

　認してください。

①新品時や空タンクに給油した場合、オイルがチェーン刃に吐出されるまでにしばらく時間がかかる

　ことがありますので、その際は高速回転を行わないでください。

②新品のチェーン刃使用時は、チェーン用オイルにしばらく漬け置くか、組み込み時に直接ガイド

　バーとチェーン刃に塗布してから使用してください。オイルが十分潤っていないと焼き付きの原

　因となります。

③本品使用時はオイル量に常に注意し、少なくなってきたら補充してください。

警告

注意

注意

注意

チェーン用オイルはニチネン純正チェーンオイルか、市販のチェーンソー用オイルを使用してくださ

い。それ以外のものを使用すると破損や異常磨耗の原因となります。

オイルの吐出量はギヤケース下側の調整スクリューで調整が可能です。硬い枝を切るなど、チェーン刃への負担に

応じて調整してください。調整スクリューにマイナスドライバーなどを差し込んで、反時計回りに回せば吐出量は

増え、時計回りに回せば減ります。

ニチネン純正チェーンオイル
又は市販のチェーンソー用
オイルを給油

マイナスドライバーなど
を差し込んで回す

調整スクリュー

減増



高枝切りチェーンソーの操作方法

・ 剪定する枝がガイド部に接していないと、本機が急激にガイド側へ引っ張られる恐れがあります。

・ 回転しているチェーン刃に硬いものが接触すると、火花が発生して引火する恐れがあります。

　チェーン刃周囲の塵埃は常に清掃を行ってください。

注意
注意

・剪定は下の枝から順に行ってください。

・本機を動かし、チェーン刃を軽く枝に押し当てて切り

　ます。その際、対象の枝はガイドバーの下側で、ガイ

　ド部に沿えるように当ててください（チェーンの回転

　数が低い状態では、切断しにくくなります）。

剪定方法

６

①ご使用の際は本機「ガスカル」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

②作業時には作業に相応しい長袖・長ズボン、ヘルメットまたは帽子、防護メガネ、作業用手袋、安

　全靴や防塵マスクを着用してください。

③本品「ニチネン高枝切りチェーンソーアタッチメントG6A03」は枝切り作業のみにご使用ください。

④本機で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

　に、ロープで囲う、立て札を立てるなど、警告してください。また複数台同時に使用する時もこの

　距離は保ってください。

⑤本機は感電防止の絶縁処理はなされていません。感電の恐れがありますので、電線から１５ｍ以上

　離れて作業してください。

⑥枝切り作業は、シャフトの傾きが６０度以下になる位置にて行って

　ください。

⑦切った枝が作業者の方へ落ちてくる場合もありますので、もしもの

　場合に退避できるように、常に足場と退路を確保してください。

⑧ガイドバーの先端部で切断しないでください。またガイドバーの先

　端部を枝や地面などに触れさせないように作業を行ってください。

警告

警告

警告

注意

危険
危険

危険

警告

肩掛けバンドについて

＜調整方法＞

危険

ガイド部

肩掛けバンドのフックを必ず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。

①肩掛けバンドを左肩へたすき掛けして、フックを本機のフックホルダーに取り

　付けます。

②肩掛けバンドのフックと腰の高さがほぼ同じになるように、肩掛けバンドの長

　さを調整してください。



注意 弊社指定（Ｐ.２参照）のチェーン刃をお求めください。詳しくは、購入された販売店又は弊社まで

お問い合わせください。

※交換部品については、購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

必ず手袋を付けて行ってください。注意

点検・整備

時間　処置項目　現象

点
検
整
備
表

各部ボルト・ナットの点検締め付け

チェーン刃・オイル吹き出し口点検

ガイドバーの点検

スプロケット・スプロケットノーズの点検

ギヤケースへのグリス補給

チェーン刃の目立て・交換

○

○

○

○

○

○

20 時間毎毎運転前 能率低下

・点検・整備をする際は、必ず本機「ガスカル」を停止させてください。本機のキルスイッチが「０：

　停止」になっていることを確認した上で点検を行ってください。

　※本品（ニチネン高枝切りチェーンソーアタッチメント G6A03）を本機から外して点検される場合、

　　接続ギヤへの塵付着予防のため保護キャップを付けてください。塵が付着すると、機能劣化の

　　原因となります。

・傷害事故を引き起こす恐れがあります。ネジの緩み、チェーン刃に損傷がないかを必ず点検し、

　必要であれば交換してください。

・各部位の点検・整備・清掃後は元の状態に組み付けてください。

警告

警告

注意

チェーンソーのメンテナンス

チェーン刃の目立て

切りくずが細かくなってきた場合や、チェーン刃を強めに押し当てないと切れない場合は、チェーン刃を目立て

する必要があります。チェーン刃の切れ味は作業の効率を大きく左右させます。こまめに目立てすることをお

薦め致します。目立てには、必ず適したヤスリをご使用ください。

チェーン刃の交換

チェーン刃は消耗品です。目立てを行っても切れ味に不足を感じたら交換をしてください。

①チェーン刃をガイドバーに対して強めに張り、バーホルダー

　のナットをしっかりと締め、固定してください。

②チェーン刃及びガイドバーが垂直となるように、万力等で固

　定してください。

③直径4.0mm のヤスリを使用し、チェーン刃のカッターに当て

　ます。その際ヤスリの直径方向 1/5 程をカッターより上へ出

　すようにします。

※ホルダー付きヤスリを利用すると、この位置を保つことが容

　易となります。

④各カッターの内側から外側に、ヤスリを押し出すようにまっ

　すぐ動かします。この時、ガイドバーに対して９０°、ガイド

　バーの垂直線より３０°になるように、ヤスリを動かしてく

　ださい。

⑤片側のカッターを研いだ後、反対側のカッターを研ぎます。そ

　れぞれのカッターの長さや角度は、必ず揃えて研いでください。

⑥目立てが終了したら、チェーン刃をよく洗浄して、ヤスリの

　切粉を落としてチェーン用オイルを十分に塗布してください。

７

ヤスリの直径の

１/５（２０％）

３０°

３０°

動かす

方向 ３０°

動かす方向

ヤスリ

カッター
９０°



注意
注意

①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。

②必ず本機「ガスカル」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

ガイドバーのメンテナンス

長期間使用しない時は、付着した汚れをよく落とし、チェー

ン用オイルを塗布して、チェーン刃の張りを緩めた状態にし

てください。保管する際は、シャフト端部に保護キャップを

取り付け、チェーンカバーを被せて保管してください。

①作業が終了したら、ガイドバーとチェーン刃を取り外してください。

②ガイドバー溝やオイル穴に付着した切りくずやゴミを取り除い

　てください。特にオイル穴が詰まっていないか点検してください。

③本品のオイル吹き出し口周りやスプロケット周りの、切りくず

　やゴミを取り除いてください。

　※ガイドバーの偏摩耗防止と寿命を延ばすために、時々ガイド

　　バーを上下逆に取り付けてください。

④各部清掃の後、ガイドバー先端のグリス穴（スプロケットノー

　ズ）にグリスを補給してください。

　※グリスは市販の刈払機用グリスをご使用ください。

スプロケットのメンテナンス

①作業が終了したら、スプロケットを点検してください。固定ネジ

　の緩み、摩耗の具合を確認してください。

②スプロケットが０.３ｍｍ以上摩耗している場合は、交換してく

　ださい。

８

ガイドバーのメンテナンス不足は、チェーン刃の焼き

付きの原因となります。
注意

保管

保護キャップ

ガイドバー溝

オイル穴
グリス穴

スプロケット

オイル吹き出し口

固定ネジ

０.３ｍｍ以上

摩耗したら交換

シャフトのメンテナンス

ギヤケースのグリス補給

アタッチメント差し込み側のドライブシャフトスプライン側表面

に、刈払機用グリスを適量塗り付けてください。

ギヤケースにはグリス補給穴があります。こちらに刈払機用グリ

スを定期的に補給してください。

グリス補給穴



９

故障かな？と思ったら
修理をお申し付ける前に、まずご自身で点検を行い、その上でなお異常がある場合は、むやみに分解しないで

購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

症状 原因箇所の点検・確認 対応方法

点検・整備をお申し付けください。

ガイドバーを交換してください。

ゴミ、異物を取り除いてください。

本機「ガスカル」の取扱説明書をご参照
ください。

ラベルの「ここまで」の位置まで挿入し、
各部しっかりと固定してください。

オイル吹き出し口やガイドバーのオイル
穴を清掃してください。

ガスカルが動かない、
動いてもすぐ止まる、
回転が上がらない

本機「ガスカル」の点検

切りくずや小枝等
の詰まり

ガイドバーの
変形、 損傷

シャフトの
挿入不足

チェーン刃の
点検

ガイドバーの
点検

ジョイントの
点検

ギヤ回りの点検

チェーンオイル

が供給されない

本機「ガスカル」の取扱説明書をご参照
ください。

本機「ガスカル」の点検
チェーン刃が止まらない

オイルタンクが空

オイル吹き出し口
の詰まり

オイル吐出量調整
がされていない

①直ちにチョークレバーを上げる
②ガス栓つまみを 「閉」 にする

チェーン刃が

動かない

直ちに本機を

停止させる

オイルタンク
の点検

オイル吹き出
し口の点検

オイル吐出量
の点検

チェーン用オイルを給油してください。

オイル吐出量調整スクリューを調整して
ください。

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



●正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使
　用ください。
●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

本品はニチネン製ガスカルシリーズ （GKC-5、
GKC-6） に適合するアタッチメントです。 単品
ではご使用になれません。 また該当機種以外
はご使用になれません。
※1…2016 年 3 月現在
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このたびは、本品（ニチネンヘッジトリマーアタッチメント G6A02）をご購入いただき、誠にあり

がとうございます。

●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。ご使用の際は必ず熟読の上、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。

●専用部品の購入や本品の故障の場合には、購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

この取扱説明書に解説されている本品には、以下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。万一ラベルが取れていたり、ラベルが読めなくなった場合は、購入された販売店、又は弊社にお
問い合わせください。新しいラベルに貼り替えて、常に表示が読めるようにしてください。

本機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機への表示では、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。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】

１

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。

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、保管時はブレードカバー

を必ず取り付けること。

作業中はシャーブレードに

触れないように注意し、作業

手袋を必ず着用すること。

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。

使用前に取扱説明書

を必ず読み理解する

こと。

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。

注意

必ず取扱説明書
を熟読してから
使用してください。

危険

火気厳禁

警告

防護具を着用し、
作業してください。

警告 警告

排気ガス注意

危険

半径１５ｍ以内 立入禁止

１５ｍ (５０ｆｔ）

１５ｍ(５０ｆｔ）

１５ｍ(５０ｆｔ）

警告

手袋を必ずしてください。
作業中、手、顔、衣服など
を近づけないでください。

傷害事故防止のた
め、ブレードカバー
をしてください。



①

②

④

⑤

① ギヤケース

② シャーブレード

③ ロックプランジャー

④ グリップ

⑤ シャフト

⑥ ブレードカバー

その他付属品：工具

ニチネンヘッジトリマーアタッチメント（G6A02）

各部の名称・仕様

刃物有効長型式 シャーブレード可変角度

435mm 167度（上6段階：77度、下7段階：90度）G6A02

２

③

※1…ブレードカバーを含まない。

全長 × 幅 × 高さ （mm）

2.0kg ※1

重量

※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。

展開時 :1,320×110×85
折り畳み時 :935×110×87

⑥



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。

作業前には必ず本品の点検及び、本機「ガスカル」の点検を行ってください。

その他の注意事項は、お手持ちの本機「ガスカル」の取扱説明書と合わせて

ご参照ください。

①本品は刈り込み作業のために設計・製造されています。他の作業には絶対に使用しないでください。

②本品のシャーブレードを素手で触らないでください。必ず手袋を着用してください。

③本品は高速でせん断する刈り込み刃を装着しています。操作を誤ると大変危険です。作業に適した

　天候・体調の時以外は使用しないでください。

④疲労を感じている時、身体の調子が悪い時は使用しないでください。また酒類や薬類を飲んでいる

　時も同様に使用しないでください。

⑤夜間及び視界の悪い時、また足元が滑りやすい状況では作業しないでください。

⑥作業中に異常な振動、音を感じた時は、直ちに作業を中断して、各部の点検をしてください。

⑦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。

⑧取扱の指導を受けていない人や扱いに不慣れな人に、本機を貸さないでください。

３

警告

（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

（５）作業時間について

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。３０～４０分作業したら、１０～２０

　分休憩しましょう。

警告
警告

(１) 服装

①点検は必ず停止した状態で行ってください。

②必ず丈夫な手袋を着用して作業をしてください。

③本品の各部に緩みがないか、オイル、グリスは補給されているか、シャーブレード周りの点検を行

　い、異常がないことを確認してから作業をしてください。

④シャーブレードに“亀裂”、“欠け”、“変形”などの異常がある場合は直ちに修理を依頼してください。

⑤交換部品はすべてニチネン指定品をお求めください。代用部品のご使用はおやめください。

危険

危険
危険

危険
危険

危険 ①本機「ガスカル」に取り付けて始動の際、作業者の周囲に人がいないことを確認してください。ま

　たシャーブレードが地面や樹木その他のものに触れていないことを確かめてください。

②作業者の周囲１５ｍ以内に人を近づけないでください。

③本品及び、本機「ガスカル」には感電防止の絶縁処理をしておりません。感電の恐れがありますの

　で電線から１５ｍ以上離れて作業してください。

④使用中に異常な振動や異常音が聞こえたら、直ちに本機を停止させて点検を行ってください。

⑤転倒や不意の姿勢変化により、思わぬ負傷をすることがあります。次のような場合は必ず、本品及

　び本機を停止してください。

　・作業が終了し運搬する時　・枝葉などゴミを取り除く時　・作業中に作業以外のことをする時（人と話す等）

⑥作業時に方向転換する際は、先に目視で安全を確かめてから刃先を向けてください。

⑦傾斜地や不整地、雨上がりの足場等では、足元に十分注意してください。

⑧作業時は石や金属など、硬いものがシャーブレードに当たらないよう注意してください。

⑨シャーブレードの角度調整をする時は、必ずエンジンを停止させてください。

(２) 作業前点検

(３)作業時

注意

注意
注意

注意
注意

注意

注意

注意
注意
注意
注意
注意

注意

危険
危険

危険
危険
危険

危険

危険
危険

注意
注意

注意

注意

①作業終了後、又は運搬時には必ずシャーブレードにブレードカバーを取り付けてください。

②格納時にはきれいに掃除とメンテナンスを行ってください。

③本品を立てかけて保管しないでください。倒れた場合思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。

(４) 作業後

本品の改造、メンテナンス以上の分解はしないでください。故障や動作不良の原因となります。

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。

作業用手袋を着用してください。

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）

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。

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。

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。



本品の取り付け方法（シャフトの取り付け方法）

４

①ギヤケースの固定ボルトを緩め、位置決めボ

　ルトを外してシャフトを挿入してください。

　その際、シャフトの端部に赤矢印で「ここま

　で」と書かれた側を挿入してください。

②図示位置「ここまで」までシャフトを挿入し

　たら、位置決めボルトネジ穴と、シャフト穴

　が合うように位置を調整してください。

③位置決めボルトを固定してから固定ボルトを

　締め付けて、しっかりと固定してください。

アタッチメント

エンジン本体

① ③

②　

① ②

④

⑤

位置

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

引いて確認
する。

①接続固定つまみを反時計回りに回し、緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げてください。軽く引き上げ、

　反時計回りに捻ると、引き上げたまま固定できます。

③アタッチメントのシャフトをジョイントに挿入し、目

　印位置まで差し込んでください。

④接続固定ピンを時計回りに捻り、元に戻します。アタッ

　チメントの穴と位置が合うと、“パチッ”と音がして元に戻

　ります。元に戻らない場合は、アタッチメントの位置を調

　整し、接続固定ピンを再度引き上げて確認してください。

⑤シャフトがジョイントに固定できたことを確認してか

　ら、接続固定つまみを時計回りに回し、緩みのないよ

　うに締めて固定してください。

接続方法①

①接続固定つまみを反時計回りに回して緩めてください。

②接続固定ピンを引き上げると、固定が解除されます。

③アタッチメントを引き抜いてください。

取り外し方法

通常の接続方法

危険 接続固定ピンがシャフトの位置決め穴に嵌

っていること、アタッチメントのシャフト

がしっかり固定されていることを必ず確認

してください。

③

※必ず作業用手袋を着用して作業をしてください。

（畔刈込みや、高い樹木の剪定作業の場合）

位置決めボルト

固定ボルト



５

①ロックプランジャーを引き上げたまま、セーフティレ

　バーを引き上げてください。セーフティレバーを引き

　上げたら、ロックプランジャーを放してください。

②セーフティレバーを引き上げたまま、ロックレバーを

　押し下げると、アジャストプレートのロックが外れて

　角度調整することができます。

③角度を変え終えたら、ロックレバーを放し、次にセー

　フティレバーを放してください。ギヤケースが固定さ

　れているか必ず確認してください。固定が確認された

　ら、作業が可能な状態になります。

ヘッジトリマーの角度調整方法
①シャーブレードの角度調整を行う時は、必ず丈夫な手袋を着用してから行ってください。

②シャーブレードの角度調整を行う時は、必ず本機を停止状態にして、調整しやすい場所に置いて行っ

　てください。

危険
警告

セーフティレバー

ロックレバー

アジャストプレート

ギヤケース

可動範囲０～２７０°

（１５°刻みで調整可能）

ロックプランジャー

※この接続方法は、適合機種であっても接続できない

　機種があります。

①トリマーアタッチメントのギヤケース側面にある固定

　ボルトを緩め、位置決めボルトを外し、メインシャ

　フトとドライブシャフトを抜き取ります。

②エンジン側のジョイントとシャフトを固定している

　固定ボルトを緩め、位置決めボルトを外し、ジョイン

　トとシャフトを分離してください。

③①で外したギヤケースを②のシャフトに挿入、赤矢

　印「ここまで」の位置まで差し込み、位置決め穴を合

　わせて位置決めボルトで固定してください。

④固定ボルトをしっかりと締め付けてください。

①ギヤケースの固定ボルトを緩め、位置決めボルトを

　外し、ギヤケースとシャフトを分離してください。

②ジョイント及び、ヘッジトリマーアタッチメントを元

　に戻してから格納してください。

取り外し方法

特殊接続方法

注意

・シャーブレードと作業者の距離が近くな
　ります。十分に気を付けて作業を行ってく
　ださい。
・作業を行う前に、肩掛けバンドに対する
　エンジンとアタッチメントのバランスを
　調整してください。

危険
必ず本機を停止させ、シャーブレードにブ
レードカバーを取り付けてから行ってください。

（手元で剪定作業を行いたい場合）

接続方法②

メインシャフト

ドライブシャフト

ジョイント

シャフト

①

③

②

④

合わせる

固定ボルト

位置決めボルト

位置決めボルト

固定ボルト

位置決めボルト

固定ボルト



６

ヘッジトリマーの使用方法

・本機「ガスカル」を始動させ、肩掛けバンドをたすき掛けに着用し、本機を身体の右側に吊ってください。

・両手でハンドルを持ち、両足に体重がかかるような立ち姿勢で作業を行いましょう。

刈り込み方法

①ご使用の際は本機「ガスカル」の取扱説明書も合わせてご確認ください。

②作業時には作業に相応しい長袖・長ズボン、ヘルメットまたは帽子、防護メガネ、作業用手袋、安

　全靴や防塵マスクを着用してください。

③本品「ニチネンヘッジトリマーアタッチメントG6A02」は刈り込み作業のみにご使用ください。

④本機で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

　に、ロープで囲う、立て札を立てるなど、警告してください。また複数台同時に使用する時もこの

　距離は保ってください。

⑤本機は感電防止の絶縁処理はなされていません。感電の恐れがありますので、電線から１５ｍ以上

　離れて作業してください。

警告

危険
危険

危険

警告

水平方向 垂直方向

水平方向への刈り込み：図のように水平方向へ動かして

　　　　　　　　　　　刈り込みます。

垂直方向への刈り込み：図のように、シャーブレードが

　　　　　　　　　　　下から上に向かうように動かし

　　　　　　　　　　　ながら刈り込みます。

剪定

畦刈

畦面に沿う方向にシャーブレードを向け、水平方向に動

かしながら刈り込みます。

＜調整方法＞

①肩掛けバンドを左肩へたすき掛けして、フックを本機のフックホルダーに取り

　付けます。

②肩掛けバンドのフックと腰の高さがほぼ同じになるように、肩掛けバンドの長

　さを調整してください。

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



※交換部品については、購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

点検・整備

時間　処置項目　現象

点
検
整
備
表

各部ボルト・ナットの点検締め付け

シャーブレードへのオイルさし

ギヤケースへのグリス補給

シャーブレードの点検

シャーブレードの調整

○

○

○

○

○

20 時間毎毎運転前 能率低下

・点検・整備をする際は、必ず本機「ガスカル」を停止させてください。本機のキルスイッチが「０：

　停止」になっていることを確認した上で点検を行ってください。

　※本品（ニチネンヘッジトリマーアタッチメント G6A02）を本機から外して点検される場合、接続

　　ギヤへの塵付着予防のため保護キャップを付けてください。塵が付着すると、機能劣化の原因

　　となります。

・傷害事故を引き起こす恐れがあります。ネジの緩み、シャーブレードに損傷がないかを必ず点検し、

　必要であれば交換してください。

・各部位の点検・整備・清掃後は元の状態に組み付けてください。

警告

警告

注意

シャーブレードのメンテナンス

シャーブレードへのオイルさし

シャーブレードの摺動する面に対し、ミシン油等の潤滑オイル

を適当量滴下してください。

・ギヤケースにはグリス補給穴が２箇所あります。こちらに刈

　払機用グリスを定期的に補給してください。

・ヘッジトリマーを外してご使用された場合は、シャフト（ドラ

　イブシャフト）挿入部に刈払機用グリスを付けて潤滑補給して

　ください。

ギヤケースのグリス補給

７

摺動する面
上刃と下刃の間

グリス補給穴



８

・シャーブレードについた汚れ、ゴミを落とし、潤滑オイルを適

　量滴下してブレードカバーを付けてください。

・シャフトのジョイント挿入側先端に保護キャップを被せてくだ

　さい。

保管

シャフトのメンテナンス

アタッチメント差し込み側のドライブシャフトスプライン側表面に、

刈払機用グリスを適量塗り付けてください。

注意 締切ボルトを締め過ぎると、シャーブレードが動かなくなる事があります。調整しても隙間がある場

合は、締切ボルトの戻し量を減らし、再び調整を行ってください。

①ナットを緩めてください。

②締切ボルトをいっぱいまで締め付けてから、1/4 ～ 1/2 回転

　戻してください。

③ナットを締め付けてください。このとき、カラーに少し遊び

　が出来るようにしてください。

締切ボルトの調整

保護キャップ

切れ味の低下が見られる場合は、シャーブレードの以下の部分

を点検してください。

①シャーブレードが摩耗して隙間が空いていないか。

　………隙間が空いている場合は、締切ボルトを調整してくだ

　　　　さい。

②シャーブレードにヒビ、欠け等の異常がないか。

　………異常がある場合は、直ちに使用を取り止め、購入された

　　　　販売店又は弊社まで点検整備をお問い合わせください。

シャーブレードの点検

締切ボルト
カラー

ナット

ヒビ

折損

欠け

ブレードカバー



９

故障かな？と思ったら
修理をお申し付ける前に、まずご自身で点検を行い、その上でなお異常がある場合は、むやみに分解しないで

購入された販売店又は弊社までお問い合わせください。

点検・整備をお申し付けください。

ゴミ、異物を取り除いてください。

本機「ガスカル」の取扱説明書をご参照
ください。

ガスカルが動かない、
動いてもすぐ止まる、
回転が上がらない

本機「ガスカル」の点検

切りくずやゴミ等
の詰まり

シャーブレードの
変形、 損傷

シャフト又はヘッジ
トリマーの挿入不足

シャーブレー
ドの点検

シャーブレードの
調整不足

ジョイントの
点検

ギヤ回りの点検

症状 原因箇所の点検・確認 対応方法

本機「ガスカル」の取扱説明書をご参照
ください。

本機「ガスカル」の点検
シャーブレードが止まらない

点検・整備をお申し付けください。

①直ちにチョークレバーを上げる
②ガス栓つまみを 「閉」 にする

シャーブレード

が動かない

シャーブレードの
変形、 損傷

シャフト又はヘッジ
トリマーの挿入不足

シャーブレー
ドの点検

シャーブレードの
調整不足

ジョイントの
点検

ギヤ回りの点検

直ちに本機を

停止させる

直ちに本機を

停止させる

Ｐ.８に従い正しく調整してください。

Ｐ.８に従い正しく調整してください。

シャーブレードを交換してください。
または点検・整備をお申し付けください。

シャーブレードを交換してください。
または点検・整備をお申し付けください。

本品が異常に

振動する、

動きがぎこちない

ラベルの「ここまで」の位置まで挿入し、
各部しっかりと固定してください。

ラベルの「ここまで」の位置まで挿入し、
各部しっかりと固定してください。

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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