
・ご使用の前に必ずお読みください。

取扱説明書

オーロラ・トランプシェーバー

ＴＳ１２００

5118 9106 000 02





このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、本製品の正しい運転操作および保守・点検方法を知っていただくために、詳しい情

報を提供することを目的とし作成しています。本製品をご使用になる前に必ず本書を読み、

理解された上で、正しい取り扱いをしてください。

なお、本書ははじめて本製品を使用される方を対象として作成しています。

・	本書を必ず読んで内容を理解してから本製品の運転および保守・点検を行ってくださ

い。

・本製品の運転操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。

・本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

・本製品には、潜在する危険があります。本製品の運転操作および保守・点検を行う場

合は、必ず本書に従ってください。

・本製品は多目的造林機械です。それ以外の用途では使用しないでください。

・本製品は、公道および公道とみなされる道路での運転はできません。当該道路上での

運転による事故および違反につきましては、責任を負いかねます。

・本製品を改造して使用しないでください。また、安全カバー等を取り外して使用しな

いでください。重大な事故の原因となります。

本書について

本書について

・	本製品はハンドガイド式草刈機(弊社型式：CG510)専用に開発された製品です。CG510

以外への装着は保証の対象外になります。



警 告 用 語 意 味

差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしく

は重症を負う場合に使用されます。

潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは

重症を負う可能性のある場合に使用されます。

潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を負

う可能性のある場合に使用されます。また、本製品に物的損害が発生

する場合にも使用されます。

注意を促したい場合、使用上役立つ情報について使用されます。

本書では、危険度の高さ（または事故の大きさ）にしたがって、警告用語を下記のとおり分

類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容（指示）に従ってください。

本書の警告について

☝アドバイス

・	本製品を他の事業者または個人に貸し出す際には、取り扱い方法を明確に説明し、使

用の前に本書を必ず読むよう指導してください。

リース（レンタル）業者の皆様へ



保証とアフターサービスについて

当社は本製品について、保証書の内容に基づいて保証をいたします。詳しくは本書巻末に貼

付の保証書を参照してください。

保証について

ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販

売店または当社センターへお気軽にご相談ください。その際、型式ラベルに記載の商品型式、

機体No.を併せてご連絡ください。

アフターサービスについて

型式ラベル位置 型式ラベル

5231M-0004-0205118M-9106-0004-010

フレールモア機番位置
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本製品に添付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが添付してあります。

この警告ラベルは安全に関して特に注意を要する事項について記載してあります。本製品を

使用する際には必ず警告ラベルの指示に従い、禁止事項は絶対に行わないでください。

・	警告ラベルの位置および内容について十分把握しておいてください。

・	警告ラベルは内容がわかるようにいつもきれいにしておいてください。

	 また、清掃には有機溶剤やガソリンを使用しないでください。

・	警告ラベルを損傷・紛失したり判別できなくなったりした場合は、新品と交換してくださ

い。部品番号は本書または実物で確認し、販売店へ注文してください。

5118M-9106-0101-010

① 5116 5063 000

前

①
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１

始業点検の励行

運転時・作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載していま

す。運転時・作業時には各章に記載されている安全事項についても必ず従い、安全運転、安

全作業を心がけてください。

安全運転・作業のための心得 (ＣＧ５１０装着時 )

燃料・油脂の取扱時は、火気を近づけないでくだ

さい。また、バッテリの充電中やエンジンの整備

時にも、火気を近づけないでください。

火気厳禁

正しい服装と保護具の着用

運転前の心得

CG‑01‑030

CG‑01‑010

CG‑01‑020

運転の前に必ず始業点検を行い、異常箇所はただ

ちに補修してください。

また、車両に堆積した草等はきれいに取り除いて

ください。火災のおそれがあります。

運転・作業にふさわしい服を着用し、軽装やサン

ダル履き等で運転・作業をしないでください。ま

た、ヘルメット、保護靴、保護めがね、手袋等の

保護具を着用してください。
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作業中の安全確保（立入禁止）

本製品は一人乗りです。運転者以外は乗せないで

ください。

同乗禁止

無謀運転禁止

運転・作業時の心得

CG‑01‑040

CG‑01‑050

CG‑03‑010

CG‑03‑030

飲酒時や体調不良時には運転・作業を行わないで

ください。また、本製品の運転・作業に適さない

人による運転・作業も行わないでください。

運転・作業時は本製品の周辺に人（特に子供）を

近づけないでください。

必要な場合には、草刈作業中であることを掲示し、

ガードロープを張る等してください。

運転・作業の前に必ず穴・溝・障害物等を確認し、

十分に注意して運転・作業を行ってください。

また、石・空き缶など飛び跳ねるおそれのあるも

のや、投棄物、・ワイヤーなど機械に巻き込むお

それのあるものを取り除いてから作業してくださ

い。また、不法投棄された可燃性のスプレー缶等

を巻き込むと発火する危険性があります。

穴・溝・障害物等に注意　　
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１

下り坂では副変速を「低速」にし、低速で走行し

てください。

下り坂では低速で走行する

安全速度遵守

急発進、急加速、急旋回、急停止の禁止

CG‑02‑010

CG‑02‑020

CG‑02‑030

発進時は必ず周囲の安全を確認し、走行時は路面

の勾配や状態に応じた安全速度で走行してくださ

い。

急発進・急加速・急旋回および急停止を行わない

でください。運転者が振り落とされたり、車両が

スリップや転倒をしたりするおそれがあります。

エンジンの始動・運転は必ず換気のよい場所で行

なってください。排気ガスによる中毒のおそれが

あります。

換気の悪い場所での始動・運転禁止

CG‑02‑040
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溝や土手の端は作業を行わないでください。路肩

が崩れるおそれがあります。特に降雨後や地震後

は注意してください。

路肩の崩れに注意　　

小石等の異物の飛散により、人や動物、農作物、

建築物、自動車等へ被害を及ぼさないように十分

に注意して作業を行ってください。

周囲へ配慮する

CG‑03‑020

CG‑03‑040

斜面での旋回は乗車姿勢が不安定になり危険です

ので、行わないでください。

斜面での旋回禁止

CG‑03‑050

作業中は、使用２時間毎にエンジンルーム内を清

掃してください。刈取った草が堆積したまま使用

を続けると、エンジン、マフラーの熱により発火

する危険性があります。

作業中の清掃励行

CG‑03‑060
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１

傾斜地での輪止め励行

CG‑04‑020

CG‑04‑030

傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾

斜地に駐車する場合は、輪止めをしてください。

駐停車時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所

には駐停車しないでください。

また、燃えやすいものの近くには駐停車しないで

ください。

危険な場所での駐停車禁止

使用後は、車両に堆積した草等をきれいに取り除

いてください。刈取った草が堆積したまま使用を

続けると、エンジン、マフラーなどの熱により発

火する危険性があります。

使用後の清掃の励行

CG‑01‑020

駐車時の心得

CG‑04‑010

駐車時は必ず駐車ブレーキをかけ、キーを抜き

取ってください。

駐車時の安全確認
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整備時の心得

CG‑05‑010

点検・整備時は必ずエンジンを停止し、キーを抜

き取ってください。

点検・整備時エンジン停止
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２

各部の名称とはたらき

刈刃

マスト

5118M-9106-0201-010

前

前

フロントカバー

フロントガード

油圧ホース
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製品仕様 ３

・	本製品の仕様を理解した上で、正しく使用してください。

本製品の仕様

名 称 オーロラ・トランプ・シェーバー

型 式 ＴＳ１２００

機 械 質 量 kg 595

機
械
寸
法

全 長 mm 870

全 幅 mm 1605

全 高 mm 825

作
業
能
力

作 業 幅 mm 1200

刈 高 さ 範 囲 mm 0 〜 370

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

No. 部 品 名 個 数 備 考

1 取扱説明書 1 本書

2 コネクタ 1

3 トルクレンチ 1

4 ソケット 1

付属品明細
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４

作業前の準備

始業点検

運転前には必ず始業点検を行ってください。

点検の要領については「定期点検表」（☞18ページ）を参照してください。

ベース車両への装着

・作業は必ず平坦な場所で車両を水平にして行ってください。

・作業機の下に足等を入れないでください。

・	クイックカプラーを外した状態で刈刃スイッチを入れないでください。油圧機器や配

管の破損の原因となります。

フック部

5118M-9106-0401-010

1.	 車両を前進させ、位置を合わせます。

2.	 刈刃リンクを上昇させ、フック部を引っ掛け

ます。

3.	 レバーを起こし、ロックします。

4.	 ピンを差し込み、リンクピンを取り付けます。

（左右2ヶ所）
レバー

ピン

5118M-9106-0401-020
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運転と操作 ４

クイックカプラー

5118M-9106-0401-030

5.	 油圧ホースのクイックカプラーを取り付けま

す。（3ヶ所)

6.	付属のコネクタを付けます。(2ヶ所)
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作業のしかた

・安全スイッチのひもは必ず体に固定し、万一の転落時に確実に作動するようにしてく

ださい。

・	作業時は本製品の周辺に人を近づけないでください。

・	小石等の異物の飛散により、人や動物、農作物、建築物、自動車等へ被害を及ぼさな

いように十分に注意して作業を行ってください。

・	刈刃スイッチは作業直前に入れ、作業時以外は必ずスイッチを「停止」の位置にして

ください。

・	溝や土手の端は、路肩が崩れ、転倒するおそれがあり危険ですので、作業を行わない

でください。特に降雨後や地震後の地盤は崩れやすいので注意してください。

・作業は必ずステップに乗って行ってください。万一の場合に車両にひかれるおそれが

あります。

・本機を装着しての運転は、道路および、まわりの条件に適した速度で行ってください。

絶対に急発進・急ブレーキ・急ハンドルは行わないでください。

　

・カーブを曲がるときは、重心の変化や機械の幅に十分注意してください。

・	作業の前に必ず穴、障害物等を確認し、十分に注意して作業を行ってください。

・	30°以上の斜面では作業を行わないでください。

・	斜面での旋回は乗車姿勢が不安定になり危険ですので、行わないでください。

・	滑りやすい場所では作業を行わないでください。
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運転と操作 ４

移動するときは、必ず本機を十分な高さまで吊り

上げてから走行してください。

使用前には、必ず試運転をしてください。まず、

アイドリングでトランプシェーバーを回転させ

て異常のないことを確認しながら、徐々に回転

数を上げます。

作業時は、副変則スイッチを「　　(低速)」にし

て、作業を行ってください。

5118M-9106-0402-010

移動

試運転

作業時の速度調整

副変速スイッチ
5118M-0402-090
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４

刈取装置

・取外したカバー類は必ず取付けてください。衣服が巻き込まれたりして危険です。

・点検・整備をするときは、ＰＴＯを切り、エンジンを停止させ、キーを抜き取り、回

転部が止まってから行ってください。

・	エンジン停止直後は各部が高温になっており、やけどのおそれがありますので、各部

が冷えてから作業を行ってください。

・刈刃の取り付けボルトが規定のトルク通りに締付けられていない場合は、刈刃の寿命

を縮める、また刈刃が作業中に外れる可能性があり大変危険なため、作業前に必ず確

認を行ってください。

・	刈刃が折損した場合には、ただちに新しい刈刃と交換してください。回転バランスが

くずれ、異常振動を発生し、故障の原因となります。

・	刈刃を交換する場合は全数交換をしてください。やむを得ず一部を交換する場合は左

右対称になるように交換してください。回転バランスがくずれ、異常振動を発生し、

故障の原因となります。

・	本製品の刈刃は四辺が鋭い刃となっており、触ると怪我する可能性があります。刈刃

の取扱時は必ず厚い手袋を着用し、慎重に取り扱ってください。

刈刃の点検・回転・交換・ローテーション

・本製品にはトルクレンチが付属しています。刈刃ボルトの締め付け時には、必ず締め付け

トルクを確認してください。

・刈刃の交換やローテーションを行った後は、無負荷状態で運転し、異常振動などが無いこ

とを確認してください。

・左右両端2か所ずつ、計4か所のみ、取付ボルトが短くなっています。（M18-40mm）ボルト

取り外し時は混同が無いように、位置の確認をしてください。

☝アドバイス
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運転と操作 ４

作業を始める前に付属のトルクレンチとソケット

にて規定のトルクでボルトが締付けられているか

点検を行ってください。

刈刃の締付けトルク点検

5118M-9106-0404-020

刈刃

ボルト

1.　回転止めボルト及びナットにて刈刃回転部を

固定します。

2.　刈刃のボルトのトルクチェックをします。

　　刈刃の締付けトルク：210N・m

3.　回転止めボルト及びナットを取外します。

5118M-9106-0404-010

ナット

回転止めボルト

刈刃の点検

5118M-9106-0404-030

刈刃

刈刃ボルト

摩耗

未使用刃

欠け、凹み

1.　本機が車両本体に装着された状態で平たんな

場所に停車し、駐車ブレーキを掛けます。ク

ローラに車止めを掛けます。

2.　刈高さを30cm程度に上げ、スキッドの下にブ

ロックを置き、本機を固定します。

3.　エンジンを停止し、キーを抜きます。

4.　目視で刈刃の摩耗具合および折損や脱落を点

検します。刈刃およびボルトに摩耗や変形、

破損、脱落がある場合は新品を取り付けます。



運転と操作
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5118M-9106-0404-040

刈刃

刈刃ボルト

摩耗した刃

未使用刃

刈刃の回転
1.　刈刃ボルトを緩めます。

2.　摩耗していない辺が前になるように、刈刃を

回転します。

3.　刈刃ボルトを締めます。締め付けた後、付属

のトルクレンチで規定のトルクになっている

か、確認します。

・本製品は四辺に刃のある正方形の刈刃を使用し

ています。一辺が摩耗したときは、回転して摩

耗の少ない刃を使い、切れ味を長く維持するこ

とができます。

・規定トルク値：210N・m

☝アドバイス

刈刃の交換
１．　刈刃ボルトを緩め、刈刃を取り外します。

２．　新しい刈刃を刈刃ボルトで固定し、規定ト

ルクで締めつけます。

・刈刃を交換する際は、刈刃ボルトも一緒に交換

してください。

・防錆のために刈刃ボルトにグリスを塗布してか

ら取り付けてください。

☝アドバイス
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5118M-9106-0404-050

左右均等になるように

順番を決めてローテーションする

刈刃のローテーション
1.　中央部の刈刃を取り外します。

2.　右か左の刈刃を取り外し、中央部より取り外

した刈刃と入れ替えます。

3.　刈刃を規定トルクで締めつけます。

・本機の使用上、刈り取りローターの中央部と両

端部で、刈刃の摩耗の度合いが異なることがあ

ります。その時は中央部と両端部の刈刃のロー

テーションを行うことで、切れ味を長く維持す

ることができます。

・ローテーションを行うときは、左右のバランス

を考慮してください。

☝アドバイス



保守・お手入れ
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・	点検や整備を怠ると事故の原因となります。本製品の正常な機能を維持するために下

表を参考に始業点検を行ってください。

・始業点検は毎回行ってください。

・取外したカバー類は必ず取付けてください。衣服が巻き込まれたりして危険です。

・点検・整備をするときは、ＰＴＯを切り、エンジンを停止させ、回転部が止まってか

ら行ってください。

定期点検表

項 目 点 検 内 容 参照ページ チェック

1 各部のボルト・ナット 緩み、ガタつきがないか

2 刈刃等の破損、有無 補充、または修理 ☞14ページ

3 刈刃の締付けトルクチェック 刈刃の締付けトルク	210N・m ☞14ページ

4 グリスアップ グリスアップは十分か ☞ 20 ページ

5 刈刃駆動ベルトの張り調整 張りが基準値以内か ☞19 ページ

点検後、先ず低速でＰＴＯを回転させて異常がないことを確認しながら、徐々に定回転まで回転速度を

上げます。

項 目 部品番号 交換インターバル 個 数 参 照 適 用 号 機

刈刃セット A 51189107000 不具合があれば交換 40 ☞ 14 ページ ～ No.M51180010

刈刃セット B 51189111000 不具合があれば交換 40 ☞ 14 ページ No.M51180011 ～

消耗部品
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刈刃駆動ベルトの点検・調整

・	ベルトの張りが弱いとベルトがスリップし、作業能力が低下します。また、ベルトの

寿命が縮みます。

5118M-9106-0503-020

油圧モータ部カバー

5118M-9106-0503-010

刈刃駆動部ベルトカバー

油圧モータ部カバー

1.　ボルト(4本)を取外し、油圧モータ部カバー

を取外します。

刈刃駆動部ベルトカバー

1.　ボルト(9本)を取外し、ベルトカバーを取外

します。

カバーの取外しかた

・	たわみ量：約10.8kgで約6.3mm

☝アドバイス

1.	 油圧モータ部カバー、刈刃駆動部ベルトカ

バーを取り外します。

2.	 ブラケットの取り付けボルトを緩めます。

3.	 ロックナットを緩め、張りボルトでベルトの

張りを調整します。

4.	 ロックナットを締め付け確実にロックします。

5.	 ブラケットの取り付けボルトを締め付けます。

6.	 2～3分間試運転を行い、緩みがないことを確

認します。

7.	 油圧モータ部、刈刃駆動部ベルトカバーを取

り付けます。

調整
ブラケット

プレート

5118M-9106-0503-030

ロックナット 張りボルト

1.　刈刃駆動部ベルトカバーを取外します。

2.　刈刃駆動ベルトの中心を指で押さえ、刈刃駆

動ベルトの張りを点検します。たわみ量が適

正でない場合にはベルトの張りを調整します。

3.　刈刃駆動部ベルトカバーを取付けます。

点検



保守・お手入れ
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・	給脂がおろそかになると、焼き付きや錆び付きの原因となり、作動が円滑に行われな

くなるおそれがありますので、定期的に給脂を行ってください。

・	手動式のグリースポンプを使用の場合は5～6回突いてください。途中でポンプハンドルが

重くなった場合は、ただちに給脂を終了してください。

・	エア式のグリースポンプを使用の場合は2～3秒間給脂してください。

1.	 左図に示す箇所にグリースを注入してくださ

い。

給脂

☝アドバイス

上面図

正面図

5118M-9106-0504-010
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長期保管のしかた

ボルト、ナット類が確実に締められているか確か

めてください。

運転後（特に試運転後）にはネジ類のゆるみに特

に注意し、ゆるんでいる場合は増締めを行なって

ください。

・水洗いして付着した泥や埃等を落とし巻き付い

た草等を取り除いてください。

・乾燥後は、各回転・摺動部には十分注油し、錆

びないようにしてください。

・塗装のはがれた部分には、補修塗料等を塗って、

錆が出ないようにしてください。

・格納する場所は、雨や埃のかからない屋内に保

管してください。

・格納は平坦な所で保管してください。

・	付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。

・湿気やほこりの多い場所に格納しないでください。

・火気のある場所に格納しないでください。火災のおそれがあります。

ボルト・ナットの確認

長期格納時の手入れ



不具合発生時の処置
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不具合診断表

・	不具合と考えられる現象が起きた場合は本製品の使用を停止し、下記の不具合診断表を参

照して適切な処置をとってください。不具合診断表に記載されていない不具合が発生した

場合や、適切な処置をとっても不具合が解消されない場合は、販売店（当社センター）へ

連絡してください。

・	下記の処置内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なも

のが含まれています。ユーザー自身で実施できない処置内容については販売店（当社セン

ター）へ依頼してください。

不 具 合 現 象 考 え ら れ る 原 因 処 置 参照

刈り残しがある PTO回転速度と車速が合っていない
→PTO回転速度と車速を合

わせる

モアより異音及び

スリップがある

刈刃駆動ベルトの張り具合が適正で

ない

→刈刃駆動ベルトの張り調

整を適正にする。
19ページ

刈刃の異常摩耗により回転バランス

が崩れている

→刈刃の摩耗具合を点検し、

交換する。
14ページ





〒839-1396　福岡県うきは市吉井町福益90-1

ご注文、製品に関するお問合せは

アドバンスオーダーセンター

TEL (0943)75-8055　FAX (0943)75-8060

部品、修理に関するお問合せは

東日本パーツ・サービスセンター

TEL (0270)63-8201（代）　FAX (0270)63-8200

西日本パーツ・サービスセンター

TEL (0943)75-3170（代）　FAX (0943)75-5861

https://www.canycom.jp/

連絡先控え（販売店名）

本書の無断転載、複写を禁止します。
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