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製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください取扱説明書を必ずお読みください取扱説明書を必ずお読みください取扱説明書を必ずお読みください取扱説明書を必ずお読みください｡｡｡｡｡

●●●●●製品の使用目的製品の使用目的製品の使用目的製品の使用目的製品の使用目的
・この製品は木および木製品を切断するために作ら
れたものです。金属、プラスチックその他木製品
以外のものは切断しないでください。

●●●●●製品の使用者について製品の使用者について製品の使用者について製品の使用者について製品の使用者について
・この製品は取扱説明書をよく読んで充分に熟知し
た人が使用してください｡
・取扱説明書をよく読んでいない人、風邪や疲労な
ど体調のよくない人、１６歳未満の人は製品を使
用しないでください｡

●●●●●取扱説明書について取扱説明書について取扱説明書について取扱説明書について取扱説明書について
・本書には、製品の組立や操作、整備に必要な事項
が書かれています。よく読んで理解してください。
・本書はいつでも読めるように必ず保管してくださ
い。
・本書が損傷により読めなくなったり、紛失した場
合は、販売店から新しく取扱説明書を購入してく
ださい。
・単位はＳＩ単位（国際単位系）を使用しています｡
（　）内は参考値ですので若干の換算誤差がある場
合もあります｡
●●●●●製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、譲渡譲渡譲渡譲渡譲渡
・本書で解説している製品を貸与する場合、借りて
作業をする人に、この取扱説明書とともに製品を
貸与してください。製品を譲渡される場合は、本
書を製品に添付してお渡しください。

●●●●●保証書保証書保証書保証書保証書
・本書の巻末に保証書があります｡
・使用目的以外の作業による製品の故障､あるいは改
造による故障の場合は､保証の対象外になりますの
でご注意ください。
・詳しくは巻末の保証書をお読みください｡

●●●●●お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先
・この製品についての内容や消耗品のご購入、修理
などのご用命はお買い求めいただいた販売店にお
問い合わせください｡

●●●●●おことわりおことわりおことわりおことわりおことわり
・本書の内容は、製品の改良のため予告なしに変更
することがあります。また、使用している図は説
明をわかりやすくするため、現品と異なる場合が
あります。
・本製品はガイドバーとソーチェーンの組立作業が
必要です。
・ご不明なことやお気付きのことがございましたら
販売店にご相談ください。
●●●●●製品の特徴製品の特徴製品の特徴製品の特徴製品の特徴
・この製品は  方式を採用しています
ので、エンジン始動時にスターターグリップを軽
く引くことができます｡
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製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、この章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みください｡｡｡｡｡

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

■■■■■ この製品を正しく上手に使用するためにこの製品を正しく上手に使用するためにこの製品を正しく上手に使用するためにこの製品を正しく上手に使用するためにこの製品を正しく上手に使用するために

　警　告
・・・・・２５ＡＰソーチェーンとスプロケットノーズバーとの組合わせは、２５ＡＰソーチェーンとスプロケットノーズバーとの組合わせは、２５ＡＰソーチェーンとスプロケットノーズバーとの組合わせは、２５ＡＰソーチェーンとスプロケットノーズバーとの組合わせは、２５ＡＰソーチェーンとスプロケットノーズバーとの組合わせは、チェンソーの跳ねチェンソーの跳ねチェンソーの跳ねチェンソーの跳ねチェンソーの跳ね
返り返り返り返り返り(((((キックバックキックバックキックバックキックバックキックバック)))))に注意が必要です。に注意が必要です。に注意が必要です。に注意が必要です。に注意が必要です。

・・・・・チェンソーの使用に慣れていない人は、チェンソーの使用に慣れていない人は、チェンソーの使用に慣れていない人は、チェンソーの使用に慣れていない人は、チェンソーの使用に慣れていない人は、カービングバーとの組合わせで使用するこカービングバーとの組合わせで使用するこカービングバーとの組合わせで使用するこカービングバーとの組合わせで使用するこカービングバーとの組合わせで使用するこ
と。と。と。と。と。

☆キックバックにより重傷を負う原因となります。

ソー ガイドバー 適用作業
チェーン

２５ＡＰ カービングバー 林業枝払い用
造園作業用
（ローキックタイプ）

２５ＡＰ スプロケット 林業用
　　　ノーズバー
（ローラー
　　　ノーズバー）

●●●●●  の用途の用途の用途の用途の用途 ●●●●●  エンジン始動方法エンジン始動方法エンジン始動方法エンジン始動方法エンジン始動方法

この製品は小径木の切断、枝払い、および造園関
連作業のために開発致しました。
下表のソーチェーンとガイドバーの組合わせと適
用作業を理解して、正しく上手にご使用くださ
い。

 の後ハンドルは本体の上部にあります
ので、後ハンドルに足を入れて固定し始動するこ
とはできません。下図のように、下図のように、下図のように、下図のように、下図のように、膝で固定して始膝で固定して始膝で固定して始膝で固定して始膝で固定して始

動してください動してください動してください動してください動してください。(１９ページ参照)
始動しやすいように、オートリターンチョーク付
きのキャブレター（気化器）を使用しています。よ
く理解してご使用ください。

・・・・・チョークノブを手前に回した後に、チョークノブを手前に回した後に、チョークノブを手前に回した後に、チョークノブを手前に回した後に、チョークノブを手前に回した後に、ノブを戻しノブを戻しノブを戻しノブを戻しノブを戻し

てもキャブレターのスロットルは、てもキャブレターのスロットルは、てもキャブレターのスロットルは、てもキャブレターのスロットルは、てもキャブレターのスロットルは、少し開いた少し開いた少し開いた少し開いた少し開いた

状態状態状態状態状態（（（（（スススススロロロロロッッッッットトトトトルルルルルラララララッッッッッチチチチチ状状状状状態態態態態）））））のままです。のままです。のままです。のままです。のままです。

このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すこのスロットルラッチ状態でエンジンを始動すこのスロットルラッチ状態でエンジンを始動すこのスロットルラッチ状態でエンジンを始動すこのスロットルラッチ状態でエンジンを始動す

るとソーチェーンが回り始めますので、るとソーチェーンが回り始めますので、るとソーチェーンが回り始めますので、るとソーチェーンが回り始めますので、るとソーチェーンが回り始めますので、必ず必ず必ず必ず必ず

チェーンブレーキを作動させてから、チェーンブレーキを作動させてから、チェーンブレーキを作動させてから、チェーンブレーキを作動させてから、チェーンブレーキを作動させてから、エンジンエンジンエンジンエンジンエンジン
を始動させてください。を始動させてください。を始動させてください。を始動させてください。を始動させてください。ソーチェーンに身体やソーチェーンに身体やソーチェーンに身体やソーチェーンに身体やソーチェーンに身体や
その他のものが触れてケガしないように、その他のものが触れてケガしないように、その他のものが触れてケガしないように、その他のものが触れてケガしないように、その他のものが触れてケガしないように、充分充分充分充分充分
注意して始動してください。注意して始動してください。注意して始動してください。注意して始動してください。注意して始動してください。エンジン始動後はエンジン始動後はエンジン始動後はエンジン始動後はエンジン始動後は
スロットルロックアウトを押してからスロットスロットルロックアウトを押してからスロットスロットルロックアウトを押してからスロットスロットルロックアウトを押してからスロットスロットルロックアウトを押してからスロット
ルトリガーを少し引いて、ルトリガーを少し引いて、ルトリガーを少し引いて、ルトリガーを少し引いて、ルトリガーを少し引いて、キャブレターのスキャブレターのスキャブレターのスキャブレターのスキャブレターのス
ロットルラッチを解除してください。ロットルラッチを解除してください。ロットルラッチを解除してください。ロットルラッチを解除してください。ロットルラッチを解除してください。

(((((１９、１９、１９、１９、１９、２０ページ参照２０ページ参照２０ページ参照２０ページ参照２０ページ参照)))))
☆ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガを
負う原因となります。

チョークノブ
手前に回す 元に戻す
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     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

●●●●●２５ＡＰソーチェーンに関して２５ＡＰソーチェーンに関して２５ＡＰソーチェーンに関して２５ＡＰソーチェーンに関して２５ＡＰソーチェーンに関して

常に適正な張り状態で使用すること

キックバック

●●●●●チェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返り(((((キックバックキックバックキックバックキックバックキックバック)))))による事故を防止するためにによる事故を防止するためにによる事故を防止するためにによる事故を防止するためにによる事故を防止するために

①キックバックが発生する状態を充分理解してくキックバックが発生する状態を充分理解してくキックバックが発生する状態を充分理解してくキックバックが発生する状態を充分理解してくキックバックが発生する状態を充分理解してく

ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。
＊ガイドバーの先端上部でソーチェーンがものに
当たったとき発生します。特に堅い木、材木の
木口に当たった場合が大きくなります。
(１１ページ参照)

＊枝の多い木の枝払い、積み重なった木の枝払い
や玉切りなどでキックバックは多く発生しま
す。

②両手でしっかりチェンソーを持って、両手でしっかりチェンソーを持って、両手でしっかりチェンソーを持って、両手でしっかりチェンソーを持って、両手でしっかりチェンソーを持って、無理のな無理のな無理のな無理のな無理のな

い姿勢で使用してください。い姿勢で使用してください。い姿勢で使用してください。い姿勢で使用してください。い姿勢で使用してください。
③キックバックの発生しやすい状況での作業にキックバックの発生しやすい状況での作業にキックバックの発生しやすい状況での作業にキックバックの発生しやすい状況での作業にキックバックの発生しやすい状況での作業に

は、は、は、は、は、キックバックの少ないカービングバーを使キックバックの少ないカービングバーを使キックバックの少ないカービングバーを使キックバックの少ないカービングバーを使キックバックの少ないカービングバーを使

用してください。用してください。用してください。用してください。用してください。

２５ＡＰソーチェーンは小形軽量チェンソーでの
作業に適したソーチェーンですが、特徴を生かし
て使用するために次の傾向も理解して使用してく
ださい。
①２５ＡＰソーチェーンはキックバックの起こり
やすいソーチェーンです。キックバックの力を
低下させるために必ず新ダイワ純正のガイド
バーとの組合わせで使用してください。

②２５ＡＰソーチェーンはドライブリンクが小さ
いため、ガイドバーから外れやすい傾向があり
ます。ソーチェーンは常に適正な張り状態で、
無理な力がかからないように使用してくださ
い。

＊適正なソーチェーンの張り状態は、ソーチェー
ンがガイドバーの下側に軽く接触し、しかも軽
く手で動かせる状態です。(１６ページ参照)

＊ソーチェーンの切れ味が低下していると、無理
な力がかかりソーチェーンが外れやすくなりま
す。
本書の｢ソーチェーンの目立て｣(２８ページ参
照)に従って常によく切れる状態で使用してく
ださい。

両手で握る

新ダイワ純正のガイドバーとの組合わせで使用
すること

デプスゲージ
左カッタ

タイストラップ

右カッタ

リベット

ドライブリンク
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重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説
明されている製品の使用、点検、保守、保管に関
する重要な注意事項です。

その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのケガを負う恐れのケガを負う恐れのケガを負う恐れのケガを負う恐れの
あるものです。あるものです。あるものです。あるものです。あるものです。

その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を

負う可能性があるものです。負う可能性があるものです。負う可能性があるものです。負う可能性があるものです。負う可能性があるものです。

■■■■■ シンボルマークシンボルマークシンボルマークシンボルマークシンボルマーク
本書と製品にはシンボルマークを付けています｡各シンボルマークの意味を充分に理解してください｡

■■■■■ 警告表示警告表示警告表示警告表示警告表示
本書や製品では作業者などが人身事故を負う危険性
のある事柄を、下記の警告表示で示しています｡
安全作業のためによく読んで、必ず守ってくださ
い｡

　注　意

丸に左斜線の入ったこの記号は、表示
されているものが全て禁止されている
ことを表わします。

その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を死亡または重傷を

負うことになるものです。負うことになるものです。負うことになるものです。負うことになるものです。負うことになるものです。

　危　険

作業中は、保護具を必ず着用す
ること。

ご使用前に取扱説明書を読み、
正しく作業すること。

製品を通気の悪い場所では使用
しないこと。

火災に注意すること。

電気ショックに注意すること。

高温部に注意すること。

シンボルマークの意味

■■■■■ その他の表示その他の表示その他の表示その他の表示その他の表示
本書では警告表示以外に下記の表示を使って説明し
ています｡

手の切断に注意すること。

製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、製品をご使用になる前に、この章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みくださいこの章を必ずお読みください｡｡｡｡｡

回転部の巻き込まれに、注意す
ること。

シンボルマーク シンボルマークの意味シンボルマーク

エンジン停止

キックバック注意

キャブレター
アイドリング調整

キャブレター
高速調整

キャブレター
低速調整

チェーンオイル

混合燃料

チェーンオイル
吐出量の調整

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

　警　告
重　要
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・本書で解説されている製品には、下図の「警告表示」のラベルが貼ってあります。
ご使用前にラベルの意味を理解してください。
・ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店から新
しくラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態を維持してください。

■■■■■ 警告表示ラベルの貼付け位置警告表示ラベルの貼付け位置警告表示ラベルの貼付け位置警告表示ラベルの貼付け位置警告表示ラベルの貼付け位置

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

部品番号；Ｘ５０５-０００４８０

警警警警警     告告告告告
ご使用前に取扱説明書をよく
お読みください。
チョークを使って始動したときは
チェーンが回り始めます。
チェーンに身体やその他のも
のが触れないよう、十分注意
して始動してください。
取扱説明書に記載されている
保護具を使用してください｡

部品番号；Ｘ５０５-０００８５１

キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意
必ず両手でご使用ください。
必ず取扱説明書に記載して
いるチェーン，バーの
組合せで使用してください。
特に２５ＡＰチェーンと，
スプロケットノーズバーと
の組合せでの使用はキック
バックにご注意ください。

警警警警警     告告告告告
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■■■■■ 一般的なご注意一般的なご注意一般的なご注意一般的なご注意一般的なご注意

　警　告
●●●●●製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、製品の貸与、譲渡譲渡譲渡譲渡譲渡
・・・・・製品を貸すときは借りる人に、製品を貸すときは借りる人に、製品を貸すときは借りる人に、製品を貸すときは借りる人に、製品を貸すときは借りる人に、取扱説明書と共取扱説明書と共取扱説明書と共取扱説明書と共取扱説明書と共

に製品を貸してくださいに製品を貸してくださいに製品を貸してくださいに製品を貸してくださいに製品を貸してください｡｡｡｡｡

・・・・・製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を製品を譲る場合は取扱説明書を添付して製品を

渡してください渡してください渡してください渡してください渡してください｡｡｡｡｡
☆事故や重傷を負う原因となります｡

●●●●●製品の改造禁止製品の改造禁止製品の改造禁止製品の改造禁止製品の改造禁止
・・・・・製品を改造してはいけません製品を改造してはいけません製品を改造してはいけません製品を改造してはいけません製品を改造してはいけません｡｡｡｡｡
☆事故や重傷を負う原因となります｡
製品の改造が原因で故障した場合は、メーカー
保証の対象外となります｡

・・・・・ここに記載されているここに記載されているここに記載されているここに記載されているここに記載されている「「「「「注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項」」」」」は、は、は、は、は、安全に関する重要な項目です安全に関する重要な項目です安全に関する重要な項目です安全に関する重要な項目です安全に関する重要な項目です｡｡｡｡｡必ず守ってください必ず守ってください必ず守ってください必ず守ってください必ず守ってください｡｡｡｡｡

・・・・・本文の中にも重要な本文の中にも重要な本文の中にも重要な本文の中にも重要な本文の中にも重要な「「「「「注注注注注意意意意意事事事事事項項項項項」」」」」を記載していますので、を記載していますので、を記載していますので、を記載していますので、を記載していますので、必ずお読みください。必ずお読みください。必ずお読みください。必ずお読みください。必ずお読みください。
☆印に続く文章は、「注意事項」を守らないと起こり得る結果を示しています｡

●●●●●健康管理健康管理健康管理健康管理健康管理
・・・・・健康管理のために健康管理のために健康管理のために健康管理のために健康管理のために､､､､､休憩を取りながら余裕を休憩を取りながら余裕を休憩を取りながら余裕を休憩を取りながら余裕を休憩を取りながら余裕を
持って作業してください持って作業してください持って作業してください持って作業してください持って作業してください｡｡｡｡｡

・・・・・厚生労働省の通達は次のとおりです厚生労働省の通達は次のとおりです厚生労働省の通達は次のとおりです厚生労働省の通達は次のとおりです厚生労働省の通達は次のとおりです｡｡｡｡｡
１日の操作時間１日の操作時間１日の操作時間１日の操作時間１日の操作時間：：：：： ２時間以内２時間以内２時間以内２時間以内２時間以内
１回の連続操作時間１回の連続操作時間１回の連続操作時間１回の連続操作時間１回の連続操作時間：：：：： １０分以内１０分以内１０分以内１０分以内１０分以内
１回の連続操作後の休止時間１回の連続操作後の休止時間１回の連続操作後の休止時間１回の連続操作後の休止時間１回の連続操作後の休止時間：：：：：操作時間と同操作時間と同操作時間と同操作時間と同操作時間と同

じ時間程度じ時間程度じ時間程度じ時間程度じ時間程度
☆健康障害を受ける恐れがあります｡

●●●●●製品の使用環境製品の使用環境製品の使用環境製品の使用環境製品の使用環境・・・・・作業環境作業環境作業環境作業環境作業環境
・・・・・急傾斜地や雨上がりなどの足元が不安定な場所急傾斜地や雨上がりなどの足元が不安定な場所急傾斜地や雨上がりなどの足元が不安定な場所急傾斜地や雨上がりなどの足元が不安定な場所急傾斜地や雨上がりなどの足元が不安定な場所

では滑りやすく危険なので、では滑りやすく危険なので、では滑りやすく危険なので、では滑りやすく危険なので、では滑りやすく危険なので、製品を使用しない製品を使用しない製品を使用しない製品を使用しない製品を使用しない
でくださいでくださいでくださいでくださいでください｡｡｡｡｡

・・・・・夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作夜間や視界が悪く暗い場所などでは製品を操作
しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください｡｡｡｡｡

・・・・・切断作業中には他の人は近づけないでくださ切断作業中には他の人は近づけないでくださ切断作業中には他の人は近づけないでくださ切断作業中には他の人は近づけないでくださ切断作業中には他の人は近づけないでくださ
い。い。い。い。い。近くにいる人や動物などを作業領域内に入近くにいる人や動物などを作業領域内に入近くにいる人や動物などを作業領域内に入近くにいる人や動物などを作業領域内に入近くにいる人や動物などを作業領域内に入
れないでください。れないでください。れないでください。れないでください。れないでください。

☆転倒や滑落、誤った操作や飛散物、キックバッ
クなどにより重傷を負う原因となります｡

●●●●●ケガへの備えケガへの備えケガへの備えケガへの備えケガへの備え
万一の事故やケガへの準備をしてください万一の事故やケガへの準備をしてください万一の事故やケガへの準備をしてください万一の事故やケガへの準備をしてください万一の事故やケガへの準備をしてください｡｡｡｡｡
・・・・・救急箱救急箱救急箱救急箱救急箱（（（（（応応応応応急急急急急手手手手手当当当当当用用用用用）））））
・・・・・タオルやてぬぐいタオルやてぬぐいタオルやてぬぐいタオルやてぬぐいタオルやてぬぐい（（（（（止止止止止血血血血血用用用用用）））））
・・・・・呼子や携帯電話呼子や携帯電話呼子や携帯電話呼子や携帯電話呼子や携帯電話（（（（（外外外外外部部部部部とととととののののの連連連連連絡絡絡絡絡用用用用用）））））
☆緊急の応急手当や外部への連絡ができず、症状
が悪化する恐れがあります｡

●●●●●点検点検点検点検点検・・・・・整備をしていない製品の使用禁止整備をしていない製品の使用禁止整備をしていない製品の使用禁止整備をしていない製品の使用禁止整備をしていない製品の使用禁止
・・・・・点検点検点検点検点検・・・・・整備をしていない製品を使用してはいけ整備をしていない製品を使用してはいけ整備をしていない製品を使用してはいけ整備をしていない製品を使用してはいけ整備をしていない製品を使用してはいけ
ません。ません。ません。ません。ません。定期的な点検定期的な点検定期的な点検定期的な点検定期的な点検・・・・・整備を必ず行なってく整備を必ず行なってく整備を必ず行なってく整備を必ず行なってく整備を必ず行なってく
ださいださいださいださいださい｡｡｡｡｡

☆事故や重傷を負う原因となります｡

●●●●●製品の使用目的以外の使用禁止製品の使用目的以外の使用禁止製品の使用目的以外の使用禁止製品の使用目的以外の使用禁止製品の使用目的以外の使用禁止
・・・・・製品を取扱説明書に記載されている使用目的以製品を取扱説明書に記載されている使用目的以製品を取扱説明書に記載されている使用目的以製品を取扱説明書に記載されている使用目的以製品を取扱説明書に記載されている使用目的以

外の用途に使用してはいけません外の用途に使用してはいけません外の用途に使用してはいけません外の用途に使用してはいけません外の用途に使用してはいけません｡｡｡｡｡
☆事故や重傷を負う原因となります｡

●●●●●取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
・・・・・ご使用前に、ご使用前に、ご使用前に、ご使用前に、ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正し必ず取扱説明書をよく読んで正し必ず取扱説明書をよく読んで正し必ず取扱説明書をよく読んで正し必ず取扱説明書をよく読んで正し

く作業してください。く作業してください。く作業してください。く作業してください。く作業してください。
☆事故や重傷を負う原因となります｡

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

●●●●●製品の使用者製品の使用者製品の使用者製品の使用者製品の使用者
次の項目に該当する人は次の項目に該当する人は次の項目に該当する人は次の項目に該当する人は次の項目に該当する人は製品製品製品製品製品を使用しないでくを使用しないでくを使用しないでくを使用しないでくを使用しないでくだだだだだ
さいさいさいさいさい｡｡｡｡｡
・・・・・疲労している人疲労している人疲労している人疲労している人疲労している人
・・・・・酒を飲んでいる人酒を飲んでいる人酒を飲んでいる人酒を飲んでいる人酒を飲んでいる人
・・・・・薬物を服用している人薬物を服用している人薬物を服用している人薬物を服用している人薬物を服用している人
・・・・・妊娠している人妊娠している人妊娠している人妊娠している人妊娠している人
・・・・・体調不良の人体調不良の人体調不良の人体調不良の人体調不良の人
・・・・・取扱説明書を読んでいない人取扱説明書を読んでいない人取扱説明書を読んでいない人取扱説明書を読んでいない人取扱説明書を読んでいない人
・・・・・１６歳未満の人１６歳未満の人１６歳未満の人１６歳未満の人１６歳未満の人
☆事故の原因となります｡
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     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

■■■■■ 燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意

●●●●●燃料給油時は火気厳禁燃料給油時は火気厳禁燃料給油時は火気厳禁燃料給油時は火気厳禁燃料給油時は火気厳禁
燃料はレギュラーガソリンと、燃料はレギュラーガソリンと、燃料はレギュラーガソリンと、燃料はレギュラーガソリンと、燃料はレギュラーガソリンと、２サイクルエンジンオイルを混合した２サイクルエンジンオイルを混合した２サイクルエンジンオイルを混合した２サイクルエンジンオイルを混合した２サイクルエンジンオイルを混合した「「「「「混混混混混合合合合合燃燃燃燃燃料料料料料」」」」」を使用してください。を使用してください。を使用してください。を使用してください。を使用してください。

燃料は非常に引火しやすいので、燃料は非常に引火しやすいので、燃料は非常に引火しやすいので、燃料は非常に引火しやすいので、燃料は非常に引火しやすいので、取扱いを誤ると火災の危険があります。取扱いを誤ると火災の危険があります。取扱いを誤ると火災の危険があります。取扱いを誤ると火災の危険があります。取扱いを誤ると火災の危険があります。次の項目を必ず守ってくださ次の項目を必ず守ってくださ次の項目を必ず守ってくださ次の項目を必ず守ってくださ次の項目を必ず守ってくださ

いいいいい｡｡｡｡｡

・・・・・燃料給油中にタバコを吸ったり燃料給油中にタバコを吸ったり燃料給油中にタバコを吸ったり燃料給油中にタバコを吸ったり燃料給油中にタバコを吸ったり､､､､､火花を近づけない火花を近づけない火花を近づけない火花を近づけない火花を近づけない

・・・・・エンジンが熱いときやエンジン運転中は、エンジンが熱いときやエンジン運転中は、エンジンが熱いときやエンジン運転中は、エンジンが熱いときやエンジン運転中は、エンジンが熱いときやエンジン運転中は、燃料補給をしない燃料補給をしない燃料補給をしない燃料補給をしない燃料補給をしない
☆燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うことになります｡

　危　険

●●●●●燃料補給地でのエンジン始動禁止燃料補給地でのエンジン始動禁止燃料補給地でのエンジン始動禁止燃料補給地でのエンジン始動禁止燃料補給地でのエンジン始動禁止
・・・・・燃料を補給した場所でエンジンを始動してはい燃料を補給した場所でエンジンを始動してはい燃料を補給した場所でエンジンを始動してはい燃料を補給した場所でエンジンを始動してはい燃料を補給した場所でエンジンを始動してはい

けませんけませんけませんけませんけません｡｡｡｡｡エンジンを始動する前に、エンジンを始動する前に、エンジンを始動する前に、エンジンを始動する前に、エンジンを始動する前に、燃料を補燃料を補燃料を補燃料を補燃料を補
給した場所から３ｍ以上移動してください。給した場所から３ｍ以上移動してください。給した場所から３ｍ以上移動してください。給した場所から３ｍ以上移動してください。給した場所から３ｍ以上移動してください。

☆燃料補給時の漏れた燃料に引火し火災の原因と
なります｡

●●●●●燃料漏れは火災の原因燃料漏れは火災の原因燃料漏れは火災の原因燃料漏れは火災の原因燃料漏れは火災の原因
・・・・・燃料補給後に、燃料補給後に、燃料補給後に、燃料補給後に、燃料補給後に、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、燃料系グロ燃料系グロ燃料系グロ燃料系グロ燃料系グロ
メット、メット、メット、メット、メット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏
れやにじみがないかを確認してくださいれやにじみがないかを確認してくださいれやにじみがないかを確認してくださいれやにじみがないかを確認してくださいれやにじみがないかを確認してください｡｡｡｡｡

・・・・・燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、にじみがある場合は直ちに使用をにじみがある場合は直ちに使用をにじみがある場合は直ちに使用をにじみがある場合は直ちに使用をにじみがある場合は直ちに使用を
中止し、中止し、中止し、中止し、中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してお買い求めの販売店に修理を依頼してお買い求めの販売店に修理を依頼してお買い求めの販売店に修理を依頼してお買い求めの販売店に修理を依頼して
くださいくださいくださいくださいください｡｡｡｡｡

☆燃料漏れがあった場合、火災の原因となりま
す｡

　警　告
●●●●●こぼれた燃料は火災の原因こぼれた燃料は火災の原因こぼれた燃料は火災の原因こぼれた燃料は火災の原因こぼれた燃料は火災の原因
燃料給油時は、燃料給油時は、燃料給油時は、燃料給油時は、燃料給油時は、次の項目を守ってください次の項目を守ってください次の項目を守ってください次の項目を守ってください次の項目を守ってください｡｡｡｡｡
・・・・・燃料は燃料タンクの口元まで入れない燃料は燃料タンクの口元まで入れない燃料は燃料タンクの口元まで入れない燃料は燃料タンクの口元まで入れない燃料は燃料タンクの口元まで入れない
・・・・・燃料を入れすぎてあふれたり燃料を入れすぎてあふれたり燃料を入れすぎてあふれたり燃料を入れすぎてあふれたり燃料を入れすぎてあふれたり､､､､､こぼれた場合はこぼれた場合はこぼれた場合はこぼれた場合はこぼれた場合は
こぼれた燃料を拭き取るこぼれた燃料を拭き取るこぼれた燃料を拭き取るこぼれた燃料を拭き取るこぼれた燃料を拭き取る

・・・・・燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実燃料を給油した後は燃料タンクキャップを確実
に締付けるに締付けるに締付けるに締付けるに締付ける

☆こぼれた燃料に引火して火災や火傷の原因とな
ります｡

●●●●●ポリ容器での燃料運搬ポリ容器での燃料運搬ポリ容器での燃料運搬ポリ容器での燃料運搬ポリ容器での燃料運搬・・・・・保管は禁止保管は禁止保管は禁止保管は禁止保管は禁止
燃料はできるだけ使い切ってください燃料はできるだけ使い切ってください燃料はできるだけ使い切ってください燃料はできるだけ使い切ってください燃料はできるだけ使い切ってください｡｡｡｡｡燃料を運燃料を運燃料を運燃料を運燃料を運

搬あるいは保管する場合は、搬あるいは保管する場合は、搬あるいは保管する場合は、搬あるいは保管する場合は、搬あるいは保管する場合は、次の項目を守ってく次の項目を守ってく次の項目を守ってく次の項目を守ってく次の項目を守ってく

ださいださいださいださいださい｡｡｡｡｡
・・・・・鋼板製のガソリン携行缶で運搬鋼板製のガソリン携行缶で運搬鋼板製のガソリン携行缶で運搬鋼板製のガソリン携行缶で運搬鋼板製のガソリン携行缶で運搬・・・・・保管保管保管保管保管

・・・・・保管期間は１ヶ月程度保管期間は１ヶ月程度保管期間は１ヶ月程度保管期間は１ヶ月程度保管期間は１ヶ月程度

・・・・・ポリ容器やペットボトルに燃料を入れて運搬ポリ容器やペットボトルに燃料を入れて運搬ポリ容器やペットボトルに燃料を入れて運搬ポリ容器やペットボトルに燃料を入れて運搬ポリ容器やペットボトルに燃料を入れて運搬・・・・・

保管することは禁止保管することは禁止保管することは禁止保管することは禁止保管することは禁止
☆ポリ容器での運搬や保管は法律で禁止されてお
り、火災の原因となります。３ｍ以上
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●●●●●移動時はエンジン停止移動時はエンジン停止移動時はエンジン停止移動時はエンジン停止移動時はエンジン停止
次のような移動時は、次のような移動時は、次のような移動時は、次のような移動時は、次のような移動時は、エンジンを停止してチェーエンジンを停止してチェーエンジンを停止してチェーエンジンを停止してチェーエンジンを停止してチェー
ンカバーを装着し、ンカバーを装着し、ンカバーを装着し、ンカバーを装着し、ンカバーを装着し、ガイドバーとソーチェーンはガイドバーとソーチェーンはガイドバーとソーチェーンはガイドバーとソーチェーンはガイドバーとソーチェーンは
後側にして持ち、後側にして持ち、後側にして持ち、後側にして持ち、後側にして持ち、マフラは身体から離してくださマフラは身体から離してくださマフラは身体から離してくださマフラは身体から離してくださマフラは身体から離してくださ
いいいいい｡｡｡｡｡
・・・・・作業場へ移動するとき作業場へ移動するとき作業場へ移動するとき作業場へ移動するとき作業場へ移動するとき

・・・・・作業中に他の場所へ移動するとき作業中に他の場所へ移動するとき作業中に他の場所へ移動するとき作業中に他の場所へ移動するとき作業中に他の場所へ移動するとき

・・・・・作業場から帰るとき　作業場から帰るとき　作業場から帰るとき　作業場から帰るとき　作業場から帰るとき　
☆火傷や重傷を負う原因となります｡

　警　告
●●●●●エンジン始動時エンジン始動時エンジン始動時エンジン始動時エンジン始動時
エンジンを始動するときは、エンジンを始動するときは、エンジンを始動するときは、エンジンを始動するときは、エンジンを始動するときは、特に次の項目を守っ特に次の項目を守っ特に次の項目を守っ特に次の項目を守っ特に次の項目を守っ

てくださいてくださいてくださいてくださいてください｡｡｡｡｡

・・・・・ボルトやナット類にゆるみがないことを確認ボルトやナット類にゆるみがないことを確認ボルトやナット類にゆるみがないことを確認ボルトやナット類にゆるみがないことを確認ボルトやナット類にゆるみがないことを確認

・・・・・燃料が漏れていないか確認燃料が漏れていないか確認燃料が漏れていないか確認燃料が漏れていないか確認燃料が漏れていないか確認

・・・・・エンジン単体での始動禁止エンジン単体での始動禁止エンジン単体での始動禁止エンジン単体での始動禁止エンジン単体での始動禁止

・・・・・ハンドルのオイルや燃料をよく拭き取るハンドルのオイルや燃料をよく拭き取るハンドルのオイルや燃料をよく拭き取るハンドルのオイルや燃料をよく拭き取るハンドルのオイルや燃料をよく拭き取る

・・・・・製品を平坦で通気のよい場所に置く製品を平坦で通気のよい場所に置く製品を平坦で通気のよい場所に置く製品を平坦で通気のよい場所に置く製品を平坦で通気のよい場所に置く

・・・・・周囲は広くとり、周囲は広くとり、周囲は広くとり、周囲は広くとり、周囲は広くとり、人や動物を近づけない人や動物を近づけない人や動物を近づけない人や動物を近づけない人や動物を近づけない

・・・・・ソーチェーンの地面や障害物への接触禁止ソーチェーンの地面や障害物への接触禁止ソーチェーンの地面や障害物への接触禁止ソーチェーンの地面や障害物への接触禁止ソーチェーンの地面や障害物への接触禁止

・・・・・製品を地面にしっかりと押え始動操作製品を地面にしっかりと押え始動操作製品を地面にしっかりと押え始動操作製品を地面にしっかりと押え始動操作製品を地面にしっかりと押え始動操作

・・・・・製品を持ったままでの始動禁止製品を持ったままでの始動禁止製品を持ったままでの始動禁止製品を持ったままでの始動禁止製品を持ったままでの始動禁止
☆ソーチェーンが地面や障害物に触れていると、
キックバックなどにより重傷を負う原因となり
ます｡

●●●●●排気ガスは有毒排気ガスは有毒排気ガスは有毒排気ガスは有毒排気ガスは有毒
・・・・・エンジンの排気ガスには、エンジンの排気ガスには、エンジンの排気ガスには、エンジンの排気ガスには、エンジンの排気ガスには、有毒なガスが含まれ有毒なガスが含まれ有毒なガスが含まれ有毒なガスが含まれ有毒なガスが含まれ

ています。ています。ています。ています。ています。

・・・・・屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないで屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないで屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないで屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないで屋内など通気の悪い場所で製品を運転しないで

ください。ください。ください。ください。ください。
☆排気ガスによる中毒事故の原因となります｡

■■■■■ 燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意燃料およびエンジン取扱い上のご注意

●●●●●始動後は異常振動始動後は異常振動始動後は異常振動始動後は異常振動始動後は異常振動･････異常音の確認異常音の確認異常音の確認異常音の確認異常音の確認
・・・・・エンジンを始動したら、エンジンを始動したら、エンジンを始動したら、エンジンを始動したら、エンジンを始動したら、異常振動異常振動異常振動異常振動異常振動･････異常音が発異常音が発異常音が発異常音が発異常音が発
生していないか確認してください。生していないか確認してください。生していないか確認してください。生していないか確認してください。生していないか確認してください。
異常振動異常振動異常振動異常振動異常振動･････異常音がある場合は製品を使用して異常音がある場合は製品を使用して異常音がある場合は製品を使用して異常音がある場合は製品を使用して異常音がある場合は製品を使用して

はいけません。はいけません。はいけません。はいけません。はいけません。販売店に修理を依頼してくださ販売店に修理を依頼してくださ販売店に修理を依頼してくださ販売店に修理を依頼してくださ販売店に修理を依頼してくださ

い。い。い。い。い。
☆部品の脱落、飛散などの事故により、重傷を負
う原因となります｡

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

●●●●●発火発火発火発火発火・・・・・発煙には、発煙には、発煙には、発煙には、発煙には、まず安全確保まず安全確保まず安全確保まず安全確保まず安全確保
・・・・・エンジンから発火または排気口以外から発煙しエンジンから発火または排気口以外から発煙しエンジンから発火または排気口以外から発煙しエンジンから発火または排気口以外から発煙しエンジンから発火または排気口以外から発煙し

たら、たら、たら、たら、たら、まず身体から製品を離し、まず身体から製品を離し、まず身体から製品を離し、まず身体から製品を離し、まず身体から製品を離し、身体の安全を身体の安全を身体の安全を身体の安全を身体の安全を

確保してください。確保してください。確保してください。確保してください。確保してください。周囲に類焼しないように周囲に類焼しないように周囲に類焼しないように周囲に類焼しないように周囲に類焼しないように
シャベルで砂などをかけるか、シャベルで砂などをかけるか、シャベルで砂などをかけるか、シャベルで砂などをかけるか、シャベルで砂などをかけるか、または消火器でまたは消火器でまたは消火器でまたは消火器でまたは消火器で

消火してください。消火してください。消火してください。消火してください。消火してください。
☆あわてて対処しようとすると、火災やその他の
傷害の拡大につながります｡

消火器 シャベル

チェーンカバー

●●●●●点検点検点検点検点検・・・・・整備時はエンジン停止整備時はエンジン停止整備時はエンジン停止整備時はエンジン停止整備時はエンジン停止
作業後に製品の点検作業後に製品の点検作業後に製品の点検作業後に製品の点検作業後に製品の点検・・・・・整備を行なう場合は次の項整備を行なう場合は次の項整備を行なう場合は次の項整備を行なう場合は次の項整備を行なう場合は次の項
目を守ってください目を守ってください目を守ってください目を守ってください目を守ってください｡｡｡｡｡
・・・・・エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンが冷えてから点エンジンが冷えてから点エンジンが冷えてから点エンジンが冷えてから点エンジンが冷えてから点
検検検検検・・・・・整備整備整備整備整備

☆火傷を負う原因となります｡

・・・・・スパークプラグキャップを外して点検スパークプラグキャップを外して点検スパークプラグキャップを外して点検スパークプラグキャップを外して点検スパークプラグキャップを外して点検・・・・・整備整備整備整備整備
☆突然の始動により事故を起こすことがありま
す｡
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●●●●●ガイドバーとソーチェーンは純正部品ガイドバーとソーチェーンは純正部品ガイドバーとソーチェーンは純正部品ガイドバーとソーチェーンは純正部品ガイドバーとソーチェーンは純正部品
・・・・・ガイドバーとソーチェーンは新ダイワ純正部品ガイドバーとソーチェーンは新ダイワ純正部品ガイドバーとソーチェーンは新ダイワ純正部品ガイドバーとソーチェーンは新ダイワ純正部品ガイドバーとソーチェーンは新ダイワ純正部品

を使用してくださいを使用してくださいを使用してくださいを使用してくださいを使用してください｡｡｡｡｡

（（（（（３３３３３４４４４４ペペペペペーーーーージジジジジ「「「「「仕仕仕仕仕様様様様様」」」」」参照）参照）参照）参照）参照）
☆キックバックが起きやすくなり、ケガや重大事
故を起こす恐れがあります｡

　注　意

●●●●●始動前のソーチェーンの点検始動前のソーチェーンの点検始動前のソーチェーンの点検始動前のソーチェーンの点検始動前のソーチェーンの点検
始動前にソーチェーンの張りと目立ての状況を点始動前にソーチェーンの張りと目立ての状況を点始動前にソーチェーンの張りと目立ての状況を点始動前にソーチェーンの張りと目立ての状況を点始動前にソーチェーンの張りと目立ての状況を点

検してください検してください検してください検してください検してください｡｡｡｡｡
（（（（（１１１１１６６６６６ペペペペペーーーーージジジジジ「「「「「ソソソソソーーーーーチチチチチェェェェェーーーーーンンンンンののののの適適適適適正正正正正ななななな張張張張張りりりりり」」」」」、、、、、２８２８２８２８２８
ページページページページページ「「「「「ソソソソソーーーーーチチチチチェェェェェーーーーーンンンンンののののの目目目目目立立立立立ててててて」」」」」参照）参照）参照）参照）参照）
☆ソーチェーンの張りがゆるい状態で使用します
とガイドバーから外れやすくなり、また切れ味
の鈍ったソーチェーンは横滑りを起こしやす
く、ケガを負う恐れがあります｡

■■■■■ ガイドバーとソーチェーンに関するご注意ガイドバーとソーチェーンに関するご注意ガイドバーとソーチェーンに関するご注意ガイドバーとソーチェーンに関するご注意ガイドバーとソーチェーンに関するご注意

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

■■■■■ 製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意

　危　険

●●●●●各部の点検はエンジン停止状態で各部の点検はエンジン停止状態で各部の点検はエンジン停止状態で各部の点検はエンジン停止状態で各部の点検はエンジン停止状態で
次のような場合は、次のような場合は、次のような場合は、次のような場合は、次のような場合は、必ずエンジンを停止して、必ずエンジンを停止して、必ずエンジンを停止して、必ずエンジンを停止して、必ずエンジンを停止して、手手手手手

袋を着用して作業してください袋を着用して作業してください袋を着用して作業してください袋を着用して作業してください袋を着用して作業してください｡｡｡｡｡

・・・・・ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンをソーチェーンを取付けるときやソーチェーンをソーチェーンを取付けるときやソーチェーンをソーチェーンを取付けるときやソーチェーンをソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを

回すとき回すとき回すとき回すとき回すとき

・・・・・ソーチェーンを張るときソーチェーンを張るときソーチェーンを張るときソーチェーンを張るときソーチェーンを張るとき

・・・・・目立て作業のとき目立て作業のとき目立て作業のとき目立て作業のとき目立て作業のとき
☆ソーチェーンに接触しケガを負う恐れがありま
す｡

●●●●●高所での枝打ち、高所での枝打ち、高所での枝打ち、高所での枝打ち、高所での枝打ち、枝払い作業の注意枝払い作業の注意枝払い作業の注意枝払い作業の注意枝払い作業の注意
・・・・・木の上および高さが２ｍ以上の高所で作業をす木の上および高さが２ｍ以上の高所で作業をす木の上および高さが２ｍ以上の高所で作業をす木の上および高さが２ｍ以上の高所で作業をす木の上および高さが２ｍ以上の高所で作業をす

るときは、るときは、るときは、るときは、るときは、高所作業車、高所作業車、高所作業車、高所作業車、高所作業車、バケット車などを使用バケット車などを使用バケット車などを使用バケット車などを使用バケット車などを使用

して安定した足場を確保するとともに、して安定した足場を確保するとともに、して安定した足場を確保するとともに、して安定した足場を確保するとともに、して安定した足場を確保するとともに、必ず安必ず安必ず安必ず安必ず安

全帯を着用して身体をしっかり固定すること。全帯を着用して身体をしっかり固定すること。全帯を着用して身体をしっかり固定すること。全帯を着用して身体をしっかり固定すること。全帯を着用して身体をしっかり固定すること。

・・・・・片手持ち作業や腕を伸ばしてのチェンソーの操片手持ち作業や腕を伸ばしてのチェンソーの操片手持ち作業や腕を伸ばしてのチェンソーの操片手持ち作業や腕を伸ばしてのチェンソーの操片手持ち作業や腕を伸ばしてのチェンソーの操

作はしてはいけません。作はしてはいけません。作はしてはいけません。作はしてはいけません。作はしてはいけません。
作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、作業範囲は作業者の肩から腰までの高さとし、
それ以外の姿勢での作業は危険です。それ以外の姿勢での作業は危険です。それ以外の姿勢での作業は危険です。それ以外の姿勢での作業は危険です。それ以外の姿勢での作業は危険です。

・・・・・エンジンの始動は地上で行ない、エンジンの始動は地上で行ない、エンジンの始動は地上で行ない、エンジンの始動は地上で行ない、エンジンの始動は地上で行ない、木の上および木の上および木の上および木の上および木の上および

高所での始動はしてはいけません。高所での始動はしてはいけません。高所での始動はしてはいけません。高所での始動はしてはいけません。高所での始動はしてはいけません。

安全な作業を行なうため、安全な作業を行なうため、安全な作業を行なうため、安全な作業を行なうため、安全な作業を行なうため、作業前にスロットル作業前にスロットル作業前にスロットル作業前にスロットル作業前にスロットル
ロックアウトが確実に作動することを確認してロックアウトが確実に作動することを確認してロックアウトが確実に作動することを確認してロックアウトが確実に作動することを確認してロックアウトが確実に作動することを確認して
ください。ください。ください。ください。ください。

☆落下事故などにより重傷を負うことになりま
す。 はしごを使用した

作業は危険です

木の上での作業禁止
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　警　告

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

■■■■■ 製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意製品取扱い上のご注意

●●●●●キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意キックバックに注意
・・・・・チェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返りチェンソーの跳ね返り(((((キックバックキックバックキックバックキックバックキックバック)))))は非常には非常には非常には非常には非常に危険です。危険です。危険です。危険です。危険です。チェンソーの使用中にソーチェーンのチェンソーの使用中にソーチェーンのチェンソーの使用中にソーチェーンのチェンソーの使用中にソーチェーンのチェンソーの使用中にソーチェーンの先端先端先端先端先端

を木材、を木材、を木材、を木材、を木材、石などに接触させたり、石などに接触させたり、石などに接触させたり、石などに接触させたり、石などに接触させたり、ソーソーソーソーソーチェーンが木にはさまれた場合、チェーンが木にはさまれた場合、チェーンが木にはさまれた場合、チェーンが木にはさまれた場合、チェーンが木にはさまれた場合、キックバックがキックバックがキックバックがキックバックがキックバックが発生すること発生すること発生すること発生すること発生すること

があります。があります。があります。があります。があります。木を切る作業を行なっている場所には、木を切る作業を行なっている場所には、木を切る作業を行なっている場所には、木を切る作業を行なっている場所には、木を切る作業を行なっている場所には、他の他の他の他の他の木材や切株などの障害物がないことを確木材や切株などの障害物がないことを確木材や切株などの障害物がないことを確木材や切株などの障害物がないことを確木材や切株などの障害物がないことを確

認してください。認してください。認してください。認してください。認してください。また必ず両手でハンドルを握ってください。また必ず両手でハンドルを握ってください。また必ず両手でハンドルを握ってください。また必ず両手でハンドルを握ってください。また必ず両手でハンドルを握ってください。
☆ソーチェーンに接触し重傷を負うことがあります。

・・・・・細い木や枝を切る場合、細い木や枝を切る場合、細い木や枝を切る場合、細い木や枝を切る場合、細い木や枝を切る場合、細い木や枝がソー細い木や枝がソー細い木や枝がソー細い木や枝がソー細い木や枝がソーチェーンに絡まったり、チェーンに絡まったり、チェーンに絡まったり、チェーンに絡まったり、チェーンに絡まったり、作業者の方に跳ね返って来たりして、作業者の方に跳ね返って来たりして、作業者の方に跳ね返って来たりして、作業者の方に跳ね返って来たりして、作業者の方に跳ね返って来たりして、

バランスを失うことがありますのでバランスを失うことがありますのでバランスを失うことがありますのでバランスを失うことがありますのでバランスを失うことがありますので充分に注意してください。充分に注意してください。充分に注意してください。充分に注意してください。充分に注意してください。
☆飛散物に当たりケガを負ったり、転倒して重傷を負うことがあります。

回転キックバック

直線キックバック

はさみ込み

●●●●●保護具の着用保護具の着用保護具の着用保護具の着用保護具の着用
作業を行なう場合は、作業を行なう場合は、作業を行なう場合は、作業を行なう場合は、作業を行なう場合は、必ず下記の保護具を着用し必ず下記の保護具を着用し必ず下記の保護具を着用し必ず下記の保護具を着用し必ず下記の保護具を着用し

てくださいてくださいてくださいてくださいてください｡｡｡｡｡

・・・・・保護帽保護帽保護帽保護帽保護帽(((((ヘルメットヘルメットヘルメットヘルメットヘルメット) ) ) ) ) ：：：：：     頭部の保護

・・・・・耳覆い耳覆い耳覆い耳覆い耳覆い(((((イヤーマフ）イヤーマフ）イヤーマフ）イヤーマフ）イヤーマフ）や耳栓や耳栓や耳栓や耳栓や耳栓     ：：：：：     聴力の保護

・・・・・保護めがね保護めがね保護めがね保護めがね保護めがね(((((ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル) ) ) ) ) ：：：：：     目の保護

・・・・・フェースシールドフェースシールドフェースシールドフェースシールドフェースシールド     ：：：：：     顔の保護
・・・・・防振手袋防振手袋防振手袋防振手袋防振手袋     ：：：：：     寒さや振動から手を保護
・・・・・身体に合った作業衣身体に合った作業衣身体に合った作業衣身体に合った作業衣身体に合った作業衣(((((長袖長袖長袖長袖長袖) : ) : ) : ) : ) : 身体の保護
・・・・・滑りにくい丈夫な保護長靴滑りにくい丈夫な保護長靴滑りにくい丈夫な保護長靴滑りにくい丈夫な保護長靴滑りにくい丈夫な保護長靴(((((先しん入り先しん入り先しん入り先しん入り先しん入り)))))や滑りや滑りや滑りや滑りや滑り

にくい作業靴にくい作業靴にくい作業靴にくい作業靴にくい作業靴(((((先しん入り先しん入り先しん入り先しん入り先しん入り) ) ) ) ) ：：：：：     足の保護

・・・・・すね当てすね当てすね当てすね当てすね当て     ：：：：：     脚の保護
☆視覚障害、聴覚障害、重傷などを負う原因とな
ります｡

必要に応じて下記の保護具をご使用ください。必要に応じて下記の保護具をご使用ください。必要に応じて下記の保護具をご使用ください。必要に応じて下記の保護具をご使用ください。必要に応じて下記の保護具をご使用ください。

・・・・・防じんマスク防じんマスク防じんマスク防じんマスク防じんマスク     ：：：：：     呼吸器の保護
・・・・・防蜂網防蜂網防蜂網防蜂網防蜂網     ：：：：：     蜂の襲来対策

保護帽(ヘルメット）

耳覆い(イヤーマフ）

保護めがね
フェースシールド

防振手袋

保護長靴
作業靴

ー回転キックバックー
ガイドバー先端の接触が瞬間的にキックバックを
引き起こし、ガイドバーが作業者の方向に跳ね
返って来ます。

ー直線キックバックー
ガイドバーが木にはさまれてソーチェーンが動か
なくなったとき、エンジンの回転速度を上げると
急にチェンソーは後方に押し出されます。
ガイドバーの上側で切断する場合も、チェンソー
は作業者の方へ押されます。

ガイドバーの上側での切断
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　警　告

■製品取扱い上のご注意■製品取扱い上のご注意■製品取扱い上のご注意■製品取扱い上のご注意■製品取扱い上のご注意

●●●●●運転中は高温部、運転中は高温部、運転中は高温部、運転中は高温部、運転中は高温部、高電圧部に接触禁止高電圧部に接触禁止高電圧部に接触禁止高電圧部に接触禁止高電圧部に接触禁止
製品の運転中および停止後しばらくの間は、製品の運転中および停止後しばらくの間は、製品の運転中および停止後しばらくの間は、製品の運転中および停止後しばらくの間は、製品の運転中および停止後しばらくの間は、次の次の次の次の次の
高温部や高電圧部に触らないでください。高温部や高電圧部に触らないでください。高温部や高電圧部に触らないでください。高温部や高電圧部に触らないでください。高温部や高電圧部に触らないでください。
・・・・・シリンダーカバー、シリンダーカバー、シリンダーカバー、シリンダーカバー、シリンダーカバー、マフラマフラマフラマフラマフラ､､､､､ガイドバー、ガイドバー、ガイドバー、ガイドバー、ガイドバー、ソーソーソーソーソー
チェーンなどの高温部チェーンなどの高温部チェーンなどの高温部チェーンなどの高温部チェーンなどの高温部

☆高温部に触れると火傷します。

・・・・・スパークプラグ、スパークプラグ、スパークプラグ、スパークプラグ、スパークプラグ、プラグコードなどの高電圧部プラグコードなどの高電圧部プラグコードなどの高電圧部プラグコードなどの高電圧部プラグコードなどの高電圧部
☆運転中に高電圧部に触れると感電します｡

●●●●●スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検
スパークプラグの点検では次の項目を守ってくだスパークプラグの点検では次の項目を守ってくだスパークプラグの点検では次の項目を守ってくだスパークプラグの点検では次の項目を守ってくだスパークプラグの点検では次の項目を守ってくだ

さいさいさいさいさい｡｡｡｡｡

・・・・・電極やターミナルの摩耗、電極やターミナルの摩耗、電極やターミナルの摩耗、電極やターミナルの摩耗、電極やターミナルの摩耗、ガイシに亀裂があるガイシに亀裂があるガイシに亀裂があるガイシに亀裂があるガイシに亀裂がある

場合は新品と交換場合は新品と交換場合は新品と交換場合は新品と交換場合は新品と交換

・・・・・スパークプラグの火花を確認する発火テストはスパークプラグの火花を確認する発火テストはスパークプラグの火花を確認する発火テストはスパークプラグの火花を確認する発火テストはスパークプラグの火花を確認する発火テストは

販売店に依頼販売店に依頼販売店に依頼販売店に依頼販売店に依頼

・・・・・シリンダーのプラグ孔付近での発火テストは禁シリンダーのプラグ孔付近での発火テストは禁シリンダーのプラグ孔付近での発火テストは禁シリンダーのプラグ孔付近での発火テストは禁シリンダーのプラグ孔付近での発火テストは禁

止止止止止

・・・・・燃料がこぼれたり、燃料がこぼれたり、燃料がこぼれたり、燃料がこぼれたり、燃料がこぼれたり、燃えやすいガスがある場所燃えやすいガスがある場所燃えやすいガスがある場所燃えやすいガスがある場所燃えやすいガスがある場所

での発火テストは禁止での発火テストは禁止での発火テストは禁止での発火テストは禁止での発火テストは禁止

・・・・・スパークプラグの金属部に触れることは禁止スパークプラグの金属部に触れることは禁止スパークプラグの金属部に触れることは禁止スパークプラグの金属部に触れることは禁止スパークプラグの金属部に触れることは禁止
☆引火による火災および感電事故の原因となりま
す｡

●●●●●燃料を入れたまま車での移動は禁止燃料を入れたまま車での移動は禁止燃料を入れたまま車での移動は禁止燃料を入れたまま車での移動は禁止燃料を入れたまま車での移動は禁止
・・・・・作業中や作業後に場所を移動する場合は、作業中や作業後に場所を移動する場合は、作業中や作業後に場所を移動する場合は、作業中や作業後に場所を移動する場合は、作業中や作業後に場所を移動する場合は、必ず必ず必ず必ず必ず
エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、エンジンを停止し、チェーンカバーを装着してチェーンカバーを装着してチェーンカバーを装着してチェーンカバーを装着してチェーンカバーを装着して
くださいくださいくださいくださいください｡｡｡｡｡

・・・・・車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、車で運搬する場合は燃料タンクをカラにして、

チェーンカバーを装着して、チェーンカバーを装着して、チェーンカバーを装着して、チェーンカバーを装着して、チェーンカバーを装着して、製品が動かないよ製品が動かないよ製品が動かないよ製品が動かないよ製品が動かないよ

うにしっかり固定してくださいうにしっかり固定してくださいうにしっかり固定してくださいうにしっかり固定してくださいうにしっかり固定してください｡｡｡｡｡
☆燃料を入れたまま車で移動すると、火災の原因
となります｡

     安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために安全にご使用いただくために

●●●●●低速回転時はソーチェーン停止のこと低速回転時はソーチェーン停止のこと低速回転時はソーチェーン停止のこと低速回転時はソーチェーン停止のこと低速回転時はソーチェーン停止のこと
・・・・・スロットルトリガーを放したときの低速回転時スロットルトリガーを放したときの低速回転時スロットルトリガーを放したときの低速回転時スロットルトリガーを放したときの低速回転時スロットルトリガーを放したときの低速回転時

にはソーチェーンが回らないようキャブレターにはソーチェーンが回らないようキャブレターにはソーチェーンが回らないようキャブレターにはソーチェーンが回らないようキャブレターにはソーチェーンが回らないようキャブレター

を調整しなければなりません。を調整しなければなりません。を調整しなければなりません。を調整しなければなりません。を調整しなければなりません。

（（（（（３３３３３１１１１１ペペペペペーーーーージジジジジ参参参参参照照照照照）））））
☆ソーチェーンに接触しケガを負う原因となりま
す｡

●●●●●片手使用禁止片手使用禁止片手使用禁止片手使用禁止片手使用禁止
・・・・・製品を片手で操作してはいけません。製品を片手で操作してはいけません。製品を片手で操作してはいけません。製品を片手で操作してはいけません。製品を片手で操作してはいけません。
☆片手で操作すると製品をコントロールできず、
ソーチェーンに接触し重傷を負うことがありま
す。

片手使用禁止

●●●●●近接作業の禁止近接作業の禁止近接作業の禁止近接作業の禁止近接作業の禁止
作業中は次の項目を守ってください作業中は次の項目を守ってください作業中は次の項目を守ってください作業中は次の項目を守ってください作業中は次の項目を守ってください｡｡｡｡｡
・・・・・作業の際には誰かに木を支えさせてはいけませ作業の際には誰かに木を支えさせてはいけませ作業の際には誰かに木を支えさせてはいけませ作業の際には誰かに木を支えさせてはいけませ作業の際には誰かに木を支えさせてはいけませ
ん。ん。ん。ん。ん。

・・・・・周囲に他の作業者が作業を行なっている場合は周囲に他の作業者が作業を行なっている場合は周囲に他の作業者が作業を行なっている場合は周囲に他の作業者が作業を行なっている場合は周囲に他の作業者が作業を行なっている場合は
充分な距離を保つようにしてください。充分な距離を保つようにしてください。充分な距離を保つようにしてください。充分な距離を保つようにしてください。充分な距離を保つようにしてください。

・・・・・二人以上で作業する場合は、二人以上で作業する場合は、二人以上で作業する場合は、二人以上で作業する場合は、二人以上で作業する場合は、お互いに呼子などお互いに呼子などお互いに呼子などお互いに呼子などお互いに呼子など

で合図のしかたを決めて作業してください。で合図のしかたを決めて作業してください。で合図のしかたを決めて作業してください。で合図のしかたを決めて作業してください。で合図のしかたを決めて作業してください。
☆飛散物や倒れる木により重傷を負う原因となり
ます。

●●●●●作業中断時はエンジン停止作業中断時はエンジン停止作業中断時はエンジン停止作業中断時はエンジン停止作業中断時はエンジン停止
作業を中断し製品を下に置く前に、作業を中断し製品を下に置く前に、作業を中断し製品を下に置く前に、作業を中断し製品を下に置く前に、作業を中断し製品を下に置く前に、エンジンエンジンエンジンエンジンエンジンを停を停を停を停を停
止してください。止してください。止してください。止してください。止してください。
☆スロットルトリガー部に木の枝などが進入しエ
ンジンの回転速度が上昇することがあります。

●●●●●レイノー現象の症状に注意レイノー現象の症状に注意レイノー現象の症状に注意レイノー現象の症状に注意レイノー現象の症状に注意
・・・・・指に不快感、指に不快感、指に不快感、指に不快感、指に不快感、赤み、赤み、赤み、赤み、赤み、腫れがあり、腫れがあり、腫れがあり、腫れがあり、腫れがあり、白くなったり白くなったり白くなったり白くなったり白くなったり

感覚がなくなったことのある方は、感覚がなくなったことのある方は、感覚がなくなったことのある方は、感覚がなくなったことのある方は、感覚がなくなったことのある方は、製品を使用製品を使用製品を使用製品を使用製品を使用

する前に医師に相談してください。する前に医師に相談してください。する前に医師に相談してください。する前に医師に相談してください。する前に医師に相談してください。
☆指にレイノー現象と呼ばれる症状が現われるこ
とがあります。
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・梱包箱の中には、下記部品が分かれて梱包されています。
・梱包箱を解きましたら、中の部品を確認してください。
・欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください｡

１１１１１. . . . . 梱包部品一覧梱包部品一覧梱包部品一覧梱包部品一覧梱包部品一覧

ヤスリ用グリップ丸ヤスリ
ソケットレンチ
１３×１９

取扱説明書

ガイドバー ソーチェーン

チェーンカバー

チェンソー

調整ドライバ

工具袋
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２２２２２. . . . . 各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能

1. フロントハンドガード ー 前ハンドルの前方にあり、左手を保護します。この製品ではソーチェー
ンの回転を止めるブレーキレバーの役目もします。（前ハンドガード）

2. チョークノブ ー 冷えているエンジンの始動時に燃料と空気の混合比を調整します。

3. マフラ（消音器） ー エンジンの排気音を小さくする装置です。高温になりますので火傷に注
意してください。

4. スプロケットカバー ー ガイドバー、ソーチェーン、クラッチ、スプロケットなどをカバーしま
す。

5. チェーン張調整ネジ ー ソーチェーンの張りを調整するネジです。右方向に回すとソーチェーン
が張ってきます。

6. チェーンキャッチャ ー ソーチェーンが切れたり、ガイドバーから外れた場合、作業者を保護し
ます。

7. ガイドバー ー ソーチェーンを支え案内します。

8. ソーチェーン ー カッタの付いたチェーンです。

9. 燃料タンクキャップ ー 燃料タンク給油口のふたです。

10. オイルタンクキャップ ー オイルタンク給油口のふたです。

11. フロントハンドル ー エンジン本体の側方にある左手用ハンドルです。（前ハンドル）

12. リコイルスターター ー スターターグリップを引いてエンジンを始動します。 

13. エアクリーナカバー ー エアフィルターを保護しています。

14. クリーナカバーつまみ ー エアクリーナカバーを組付けるつまみです。

15. プライマリーポンプ ー エンジン始動前に３～４回ポンプを押すことにより燃料タンクから気化
器（キャブレター）に燃料を吸い上げエンジン始動を容易にします。

16. リヤハンドル ー エンジン本体の上方にある右手用ハンドルです。（後ハンドル）

17. スロットルロックアウト ー スロットルトリガーを誤って引かないように、スロットルロックアウト
を押さなければスロットルトリガーは引けないようになっています。

18. スロットルトリガー ー 指で操作し、エンジンの回転速度を調節します。

19. ストップスイッチ ー ストップスイッチを停止位置にするとエンジンが停止します。

20. チェーンカバー ー 輸送時およびチェンソーを使用していないときにソーチェーンとガイド
バーをカバーします。

181920
17
16

15

14

3

12

11

10

9

8
7

4

13

1

5
6

2
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　警　告
取扱説明書をよく読んで、取扱説明書をよく読んで、取扱説明書をよく読んで、取扱説明書をよく読んで、取扱説明書をよく読んで、正しく組立ててください。正しく組立ててください。正しく組立ててください。正しく組立ててください。正しく組立ててください。
☆誤って組立てた製品を使用すると、重傷を負う原因となります。

３３３３３-----１１１１１ガイドバーとソーチェーンの取付けガイドバーとソーチェーンの取付けガイドバーとソーチェーンの取付けガイドバーとソーチェーンの取付けガイドバーとソーチェーンの取付け

３３３３３. . . . . 作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備

　注　意
ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。
☆ケガや火傷の恐れがあります。

重　要
・スプロケットカバー取付け用のナットを締める前に、前ハンドガード（ブレーキレバー）を引いて
チェーンブレーキが解除されていることを確認してください。（２２ページ参照）

・スプロケットカバー後端部が確実に組まれていない場合は、ナットを締付けたときソーチェーンが異
常に張る恐れがあります。

・ソーチェーンが張れないのは、チェーン張金具がガイドバーの孔に適正にセットされていないからで
す。

ソーチェーン

ナット

ガイドバークラッチ

チェーン張調整ネジ

ソーチェーンを張る方向

ソーチェーン回転方向

ナット

スプロケットカバー

スプロケットカバー

チェーン張金具

ナット

1. 前ハンドガード（ブレーキレバー）を引いて
チェーンブレーキが解除されていることを確認
してから、スプロケットカバー取付け用のナッ
トを付属のソケットレンチを使って外し、スプ
ロケットカバーを外します。

2. ガイドバーをソーチェーンが入りやすいように
クラッチ（スプロケット）側によせて入れます。

3. ソーチェーンはまずクラッチ（スプロケット）
の方からはめ、それからガイドバーの先端に向
かってはめます。

4. チェーンブレーキが解除されていることを確認
し、スプロケットカバーを取付けます。
チェーン張金具をガイドバーの孔にきちんと入
れてください。入らないときはチェーン張調整
ネジを右または左に回し、合わせてください。
スプロケットカバーの後端部も確実に合わせて
ください。

5. スプロケットカバー取付け用のナットを軽く締
めます。（チェーン張金具が外れずガイドバー
が動く程度。）

6. ガイドバーの先端を持ち上げて、チェーン張調
整ネジを矢印（右方向）の方向に回すとソー
チェーンが張ってきます。

チェーンブレーキ解除
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1. ソーチェーンの適正な張り状態は、ガイドバー
の先端を持ち上げチェーン張調整ネジを右に回
し、バー下側にソーチェーンが接触する程度で
す。

2. 最後にガイドバーの先端を持ち上げたまま、付
属のソケットレンチを使ってナットをしっかり
締付けます。その後ソーチェーンが手で動くこ
とを確認します。

3. ソーチェーンには初期伸びがありますから、新
品時は特に適正な張り状態を確認しながら作業
を行なってください。

３３３３３-----２２２２２ソーチェーンの適正な張りソーチェーンの適正な張りソーチェーンの適正な張りソーチェーンの適正な張りソーチェーンの適正な張り

３３３３３. . . . . 作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備

　注　意
ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、ソーチェーンを取付けるときやソーチェーンを回すときには、必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。必ず手袋をしてください。
☆ケガや火傷の恐れがあります。

チェーン張調整ネジ

ソーチェーンを張る方向

重　要
使用中にソーチェーンがたるんだ場合は、スプロケットカバー取付け用のナットを１回転ゆるめた後、指
で締めた状態でソーチェーンの張りを調整してください。
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３３３３３-----３３３３３燃料の準備燃料の準備燃料の準備燃料の準備燃料の準備

３３３３３. . . . . 作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備

■■■■■燃料補給燃料補給燃料補給燃料補給燃料補給

燃料補給地でエンジンを始動しないこと

・燃料を補給する際、燃料タンク口元まで給油しな
いでください。
・燃料タンクには、外気との間に圧力差が生じてい
ます。燃料を補給するときは、燃料タンクキャッ
プをすこしゆるめて圧力差を取除いてください。
燃料タンクキャップを開け、燃料補給ポンプなど
を使用してこぼさないように補給してください。
・エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所か
ら３ｍ以上移動してください。
・補給用タンクは火気のない日陰に置いてくださ
い。

・・・・・燃料は引火しやすいので、燃料は引火しやすいので、燃料は引火しやすいので、燃料は引火しやすいので、燃料は引火しやすいので、取扱いは火災に充分注意してください取扱いは火災に充分注意してください取扱いは火災に充分注意してください取扱いは火災に充分注意してください取扱いは火災に充分注意してください｡｡｡｡｡

燃料補給中にタバコを吸ったり、燃料補給中にタバコを吸ったり、燃料補給中にタバコを吸ったり、燃料補給中にタバコを吸ったり、燃料補給中にタバコを吸ったり、裸火を近づけたりしてはいけません裸火を近づけたりしてはいけません裸火を近づけたりしてはいけません裸火を近づけたりしてはいけません裸火を近づけたりしてはいけません｡｡｡｡｡

・・・・・エンジンが熱いときや、エンジンが熱いときや、エンジンが熱いときや、エンジンが熱いときや、エンジンが熱いときや、エンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけませんエンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけませんエンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけませんエンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけませんエンジンを運転したまま燃料補給をしてはいけません｡｡｡｡｡
☆燃料に引火して、火傷や火災を起こすことになります｡

・燃料はレギュラーガソリン（アルコール混入燃料アルコール混入燃料アルコール混入燃料アルコール混入燃料アルコール混入燃料
はゴム製部品の劣化を早めますはゴム製部品の劣化を早めますはゴム製部品の劣化を早めますはゴム製部品の劣化を早めますはゴム製部品の劣化を早めます）と、２サイクル
エンジンオイルを混合した「混合燃料」を使用し
てください。
混合比［２５：１］＝
[ガソリン：２サイクルエンジンオイル]

混合比の正しくない燃料はエンジン不調の原因と
なります。

重　要

　警　告
・・・・・燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、燃料を補給する際は燃料補給ポンプを使用し、機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注機体が安定した状態で給油口からこぼさないように注

意して補給してください。意して補給してください。意して補給してください。意して補給してください。意して補給してください。製品に燃料が少しでもこぼれたら、製品に燃料が少しでもこぼれたら、製品に燃料が少しでもこぼれたら、製品に燃料が少しでもこぼれたら、製品に燃料が少しでもこぼれたら、必ず拭き取ってください。必ず拭き取ってください。必ず拭き取ってください。必ず拭き取ってください。必ず拭き取ってください。

・・・・・燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、燃料を補給した後は燃料タンクキャップを確実に締付け、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、必ず燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料燃料燃料燃料燃料

タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。にじみがないことを確認してください。にじみがないことを確認してください。にじみがないことを確認してください。にじみがないことを確認してください。燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、燃料の漏れ、にじみがにじみがにじみがにじみがにじみが

ある場合は直ちに使用を中止し、ある場合は直ちに使用を中止し、ある場合は直ちに使用を中止し、ある場合は直ちに使用を中止し、ある場合は直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
☆燃料に引火して、火傷や火災を起こす原因となります｡

混合燃料は劣化しやすいので、使用する分量だけ混合してください。 燃料の混合は、製品の燃料タンク
では行なわないで、ガソリン用の容器を使用してよく混合してください。

ガソリン

　危　険

オイル

■■■■■燃料燃料燃料燃料燃料

２サイクルエンジンオイルの種類と混合比２サイクルエンジンオイルの種類と混合比２サイクルエンジンオイルの種類と混合比２サイクルエンジンオイルの種類と混合比２サイクルエンジンオイルの種類と混合比
ガソリン ２サイクルエンジンオイル

２５：１
４ Ｌ １６０ ｍｌ
８ ３２０
２０ ８００
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３３３３３. . . . . 作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備作業前の準備

３３３３３-----４４４４４チェーンオイルの準備チェーンオイルの準備チェーンオイルの準備チェーンオイルの準備チェーンオイルの準備

重　要
廃油、再生油は故障の原因になりますから使用しないでください。

新ダイワ純正チェーンオイル

・運転中、ソーチェーンにオイルを与えるのは、
ソーチェーンとガイドバーとの摩擦を少なくし、
摩耗を防ぐためと、ソーチェーンへの樹脂の付着
を防ぐためです。
・チェーンオイルには新ダイワ純正チェーンオイル
を使用してください。
・燃料を補給するときは、同時にチェーンオイルも
オイルタンクに補給してください。

　警　告
・・・・・エンジンを始動する場合は、エンジンを始動する場合は、エンジンを始動する場合は、エンジンを始動する場合は、エンジンを始動する場合は、本書の本書の本書の本書の本書の「「「「「安安安安安全全全全全にににににごごごごご使使使使使用用用用用いいいいいたたたたただだだだだくくくくくたたたたためめめめめににににに」」」」」（（（（（33333～～～～～1212121212ページ）ページ）ページ）ページ）ページ）記載の記載の記載の記載の記載の「「「「「注注注注注意意意意意事事事事事
項」項」項」項」項」を守って正しく操作してください。を守って正しく操作してください。を守って正しく操作してください。を守って正しく操作してください。を守って正しく操作してください。

・・・・・チョークノブを手前に回したり、チョークノブを手前に回したり、チョークノブを手前に回したり、チョークノブを手前に回したり、チョークノブを手前に回したり、その後ノブを戻しても、その後ノブを戻しても、その後ノブを戻しても、その後ノブを戻しても、その後ノブを戻しても、キャブレターのスロットルは、キャブレターのスロットルは、キャブレターのスロットルは、キャブレターのスロットルは、キャブレターのスロットルは、少し開いた少し開いた少し開いた少し開いた少し開いた
状態状態状態状態状態（（（（（スススススロロロロロッッッッットトトトトルルルルルラララララッッッッッチチチチチ状状状状状態態態態態）））））のままです。のままです。のままです。のままです。のままです。このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すると、このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すると、このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すると、このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すると、このスロットルラッチ状態でエンジンを始動すると、ソーソーソーソーソー
チェーンが回り始めますので、チェーンが回り始めますので、チェーンが回り始めますので、チェーンが回り始めますので、チェーンが回り始めますので、必ずチェーンブレーキを作動させてから、必ずチェーンブレーキを作動させてから、必ずチェーンブレーキを作動させてから、必ずチェーンブレーキを作動させてから、必ずチェーンブレーキを作動させてから、エンジンを始動させてくだエンジンを始動させてくだエンジンを始動させてくだエンジンを始動させてくだエンジンを始動させてくだ
さい。さい。さい。さい。さい。ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガしないよう充分注意して始動してください。ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガしないよう充分注意して始動してください。ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガしないよう充分注意して始動してください。ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガしないよう充分注意して始動してください。ソーチェーンに身体や他のものが触れてケガしないよう充分注意して始動してください。
切断作業中は、切断作業中は、切断作業中は、切断作業中は、切断作業中は、絶対にこのラッチ状態でチェンソーを操作しないでください。絶対にこのラッチ状態でチェンソーを操作しないでください。絶対にこのラッチ状態でチェンソーを操作しないでください。絶対にこのラッチ状態でチェンソーを操作しないでください。絶対にこのラッチ状態でチェンソーを操作しないでください。

☆「注意事項」を守らないと、死亡または重傷を負う原因となります｡

・・・・・ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。ハンドルは清潔な乾燥状態に保ってください。

オイルや燃料が付着している場合はよく拭き取ってください。オイルや燃料が付着している場合はよく拭き取ってください。オイルや燃料が付着している場合はよく拭き取ってください。オイルや燃料が付着している場合はよく拭き取ってください。オイルや燃料が付着している場合はよく拭き取ってください。
☆手が滑りケガをする恐れがあります｡

・・・・・エンジンの始動時、エンジンの始動時、エンジンの始動時、エンジンの始動時、エンジンの始動時、スロットルトリガーを低速の位置にしておいても、スロットルトリガーを低速の位置にしておいても、スロットルトリガーを低速の位置にしておいても、スロットルトリガーを低速の位置にしておいても、スロットルトリガーを低速の位置にしておいても、ソーチェーンが動く場合にはソーチェーンが動く場合にはソーチェーンが動く場合にはソーチェーンが動く場合にはソーチェーンが動く場合には
キャブレターを調整して使用してください。キャブレターを調整して使用してください。キャブレターを調整して使用してください。キャブレターを調整して使用してください。キャブレターを調整して使用してください。     （（（（（３３３３３１１１１１ペペペペペーーーーージジジジジ参参参参参照照照照照）））））

☆ソーチェーンに接触しケガをする恐れがあります｡

４４４４４-----１１１１１エンジンの始動エンジンの始動エンジンの始動エンジンの始動エンジンの始動

４４４４４. . . . . エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転

　衷　意

重　要
・チェーンブレーキが掛かっている間はエンジンの回転を上げないでください。
・チェーンブレーキは必要なとき以外には使用しないでください。
・スターターグリップを引くときは、まず軽く引出し更に素早く引いてください。引きヒモの２／３以
上は引出さないでください。

・スターターグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。
・エンジン始動操作のときに最初の爆発音が聞こえたら、チョークノブを戻して再度スターターグリッ
プを引くと始動します｡最初の爆発音を聞き逃さないようにしてください。
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（長期保管の後はエアクリーナカバーを外し、ス
パークプラグキャップを接続してエアクリーナカ
バーを取付けてください。）

エンジンの始動には、冷えたエンジンの場合と暖
まっているエンジンの場合があります。冷えたエ
ンジンの始動は次のようにしてください｡

1. 混合燃料、チェーンオイルをそれぞれのタンク
に入れてください。

2. エンジンを始動させるとき、ソーチェーンが近
くにある小枝やその他のものに触れていないこ
とを確認してください。

3. 燃料が漏れていないことを確認します。

4. ストップスイッチを左図矢印の始動位置にして
ください。

5. チョークノブを手前（左図始動方向）に回して
ください。

6. プライマリーポンプを押す・離すの操作を数回
くり返してポンプ内に燃料が上がって来るのを
確認し、さらに２回押します。

7. 前ハンドガード（ブレーキレバー）を前方に押
し、チェーンブレーキ作動位置にしてくださ
い。

8. チェンソーのリヤハンドル後部を左図のように
膝で押え、スターターグリップを最初の爆発音
がするまで数回引いてください。

9. 爆発音がしたらすぐにチョークノブを元に戻
し、スターターグリップを勢いよく引くとエン
ジンは始動します。

10.エンジンの始動後は、スロットルロックアウト
を押してから、スロットルトリガーを少しだけ
引いてキャブレターのスロットルラッチを解除
し、次に前ハンドガードを引いてチェーンブ
レーキを解除してください。

11.チョークノブを戻さないままスターターグリッ
プを引き続けると、燃料を吸い込みすぎてエン
ジンが始動しにくくなります。

■■■■■冷えたエンジンの始動冷えたエンジンの始動冷えたエンジンの始動冷えたエンジンの始動冷えたエンジンの始動

４４４４４-----１１１１１エエエエエンンンンンジジジジジンンンンンののののの始始始始始動動動動動　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

４４４４４. . . . . エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転

チェーンオイル混合燃料

プライマリーポンプ

スターターグリップ

ストップスイッチ チョークノブ
始動

始動・運転

スターターグリップ

スロットルロックアウト

スロットルトリガー

チェーンブレーキ作動

チェーンブレーキ解除
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■■■■■暖まっているエンジンの始動暖まっているエンジンの始動暖まっているエンジンの始動暖まっているエンジンの始動暖まっているエンジンの始動

４４４４４-----１１１１１エエエエエンンンンンジジジジジンンンンンののののの始始始始始動動動動動　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

４４４４４. . . . . エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転

1. それぞれのタンクの残量を確認してください。
2. エンジンを始動させるとき、ソーチェーンが近
くにある小枝やその他のものに触れていないこ
とを確認してください。

3. 燃料が漏れていないことを確認します。
4. ストップスイッチを始動位置にしてください。
5. 前ハンドガード（ブレーキレバー）を前方に押
し、チェーンブレーキ作動位置にしてくださ
い。

6. チョークを使用せずスターターグリップを引い
てください。

※ エンジンが始動しにくい場合は、チョークノブ
を一旦手前に回し、また元に戻してください。
キャブレターのスロットルが少し開いた状態
（スロットルラッチ状態）になります。エンジ
ンの始動後は、スロットルロックアウトを押し
てからスロットルトリガーを少しだけ引いて
キャブレターのスロットルラッチを解除し、次
に前ハンドガードを引いてチェーンブレーキを
解除してください。
もしエンジンが始動しない場合は冷えたエンジ
ンの始動の手順で始動操作を行なってくださ
い。

■■■■■エンジンの暖機運転エンジンの暖機運転エンジンの暖機運転エンジンの暖機運転エンジンの暖機運転

1. エンジンが始動しましたら、数分間低速運転を
してください。

2. スロットルロックアウトを押してからスロット
ルトリガーを徐々に引き、エンジンの回転速度
を上げてください。

3. エンジンの回転速度が、約4,500 min-1 -1 -1 -1 -1 {rpm}
に達するとクラッチインし、ソーチェーンが回
り始めます。

4. ソーチェーンとガイドバーの給油状況を確認し
てください。

5. スロットルトリガーを戻すと、ソーチェーンの
回転が停止します。

■■■■■エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止

1. スロットルトリガーを戻し、ストップスイッチ
を停止（ＳＴＯＰ）位置にします。

2. エンジンが停止しないときは、チョークノブを
手前に回してください。エンジンは失速し停止
します。（応急停止；チョークストップ）

※ ストップスイッチでエンジンが停止しなかった
場合は、製品を再び使用する前に、お買い求め
の販売店にストップスイッチの点検と修理を依
頼してください。

４４４４４-----２２２２２エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止エンジンの停止

ストップスイッチ
停止（ＳＴＯＰ）

スロットルトリガー

スロットルロックアウト

スロットルトリガー

チョークノブ

手前に回す

ストップスイッチ

始動・運転

チョークノブ
手前に回して元に戻す

チェーンブレーキ解除

チェーンブレーキ作動

スターターグリップ
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４４４４４. . . . . エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転

４４４４４-----３３３３３チェーンブレーキの操作チェーンブレーキの操作チェーンブレーキの操作チェーンブレーキの操作チェーンブレーキの操作

　注　意
・・・・・１日に数回手動チェーンブレーキが正しく作動することを確認してください。１日に数回手動チェーンブレーキが正しく作動することを確認してください。１日に数回手動チェーンブレーキが正しく作動することを確認してください。１日に数回手動チェーンブレーキが正しく作動することを確認してください。１日に数回手動チェーンブレーキが正しく作動することを確認してください。
☆キックバックによる負傷の恐れがあります。

・・・・・ガソリンの近くやガソリンの臭気がある場所ではチェーンブレーキの試験は絶対に行なわないでくだガソリンの近くやガソリンの臭気がある場所ではチェーンブレーキの試験は絶対に行なわないでくだガソリンの近くやガソリンの臭気がある場所ではチェーンブレーキの試験は絶対に行なわないでくだガソリンの近くやガソリンの臭気がある場所ではチェーンブレーキの試験は絶対に行なわないでくだガソリンの近くやガソリンの臭気がある場所ではチェーンブレーキの試験は絶対に行なわないでくだ

さい。さい。さい。さい。さい。
☆チェーンブレーキの過熱による引火の恐れがあります｡

重　要
・チェーンブレーキは必要のないときはむやみに使用しないでください。
・チェーンブレーキが掛かっている間はエンジンの回転を上げないでください。
・チェーンブレーキにおが屑が詰まりますと、チェーンブレーキの作動が多少悪くなることがあります。
いつもきれいに掃除しておいてください。

・もしソーチェーンが即座に停止しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

　警　告
自動チェーンブレーキの確認は、自動チェーンブレーキの確認は、自動チェーンブレーキの確認は、自動チェーンブレーキの確認は、自動チェーンブレーキの確認は、必ずエンジンを停止してから行なってください。必ずエンジンを停止してから行なってください。必ずエンジンを停止してから行なってください。必ずエンジンを停止してから行なってください。必ずエンジンを停止してから行なってください。
☆エンジンを始動したまま行なうと跳ね返ることがあり、重傷を負う原因となります。

■■■■■チェーンブレーキの機能チェーンブレーキの機能チェーンブレーキの機能チェーンブレーキの機能チェーンブレーキの機能

手が前ハンドガード（ブレーキレバー）を押し倒
すとソーチェーンが停止します。

チェーンブレーキの機能は、キックバックの発生
時にソーチェーンの回転を停止させ負傷を減少さ
せることです。
チェーンブレーキではキックバックを防ぐことは
できません。
チェーンブレーキがあっても、注意してキック
バックが起こらないようにチェンソーを操作して
ください。
通常の使用および整備が適切であっても、チェー
ンブレーキの正常な作動は下記によって妨げられ
ることがありますので次の状態では、使用しない
でください。
・作業者がチェンソーを身体に近すぎる位置で持っ
た場合。
・作業者の手が前ハンドガード（ブレーキレバー）
に接触する位置にない場合。
・ブレーキ部品の摩耗、または疲労、ブレーキバン
ドおよびクラッチドラムの摩耗などの適切な整備
がされていない場合、ソーチェーンの停止時間が
伸び、効果を低下させます。
・ブレーキバンドにゴミ、グリース、オイルなどが
入り込むとソーチェーンの停止時間が伸びること
があります。
・前ハンドガード（ブレーキレバー）が故障してい
るとチェーンブレーキは作動不能になります。

左ひじはしっかり伸ばす

前ハンドガード
（ブレーキレバー）
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■■■■■手動チェーンブレーキの確認手動チェーンブレーキの確認手動チェーンブレーキの確認手動チェーンブレーキの確認手動チェーンブレーキの確認

手動チェーンブレーキは前ハンドガード（ブレー
キレバー）を前に倒すことにより作動し、ハンド
ガード（ブレーキレバー）を手前に引くことにより
解除します。その確認は次の方法で行なってくだ
さい。
1. エンジンを始動させます。
2. ハンドルを両手で持ち、エンジンを高速まで加
速します。

3. 前ハンドルを持ちながら左手首を前ハンドガー
ド方向に回してチェーンブレーキを作動させま
す。

4. ソーチェンは瞬時に停止します。
5. スロットルトリガーを戻します。
6. 前ハンドガードを手前にいっぱいに引くと、
チェーンブレーキは解除されます。

※ 始動時にチョークノブを一旦手前に回したとき
は、必ずチェーンブレーキ作動位置に保ちま
す。そしてエンジンの始動後スロットルロック
アウトを押してからスロットルトリガーを少し
引きラッチを解除した後、チェーンブレーキを
解除してください。

４４４４４-----３３３３３チチチチチェェェェェーーーーーンンンンンブブブブブレレレレレーーーーーキキキキキののののの操操操操操作作作作作　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

４４４４４. . . . . エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転エンジンの運転

チェーンブレーキ作動

チェーンブレーキ解除

使用する前に自動チェーンブレーキが正しく作動
することを確認してください。
自動チェーンブレーキの確認は次の通り行ないま
す。

1. エンジンを始動したまま行なうと危険なため、エンジンを始動したまま行なうと危険なため、エンジンを始動したまま行なうと危険なため、エンジンを始動したまま行なうと危険なため、エンジンを始動したまま行なうと危険なため、

必ずストップスイッチを停止必ずストップスイッチを停止必ずストップスイッチを停止必ずストップスイッチを停止必ずストップスイッチを停止(((((ＳＴＯＰＳＴＯＰＳＴＯＰＳＴＯＰＳＴＯＰ)))))の位置の位置の位置の位置の位置

にしてエンジンを停止してください。にしてエンジンを停止してください。にしてエンジンを停止してください。にしてエンジンを停止してください。にしてエンジンを停止してください。

2. 図のように板などを準備しチェンソーをその上
約５５ｃｍに保持します。

3. その位置から、後ハンドルを右手で軽く支えた
まま前ハンドルを放し、ガイドバーの先端が板
などに当たるように落とします。そのとき、
チェーンブレーキが作動すれば正常です。

上記のような確認手順でチェーンブレーキが作動
しないときは、お買い求めの販売店へご相談くだ
さい。

■■■■■自動チェーンブレーキの確認自動チェーンブレーキの確認自動チェーンブレーキの確認自動チェーンブレーキの確認自動チェーンブレーキの確認

ストップスイッチ
停止（ＳＴＯＰ）

５５ｃｍ
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５５５５５-----１１１１１ 準備準備準備準備準備

５５５５５. . . . . 伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業

■■■■■チェーン張りの点検チェーン張りの点検チェーン張りの点検チェーン張りの点検チェーン張りの点検

1. ソーチェーンの張りがゆるい状態で使用します
とガイドバーから外れやすくなります。ソー
チェーンの張りは作業中にも点検し、必要なら
ば再調整します。（１６ページ参照）

2. 適正なソーチェーンの張り状態は、ソーチェー
ンがガイドバーの下側に軽く接触し、しかも、
軽く手で動かせる状態です。ソーチェーンの張
りの調整は、エンジンを停止しソーチェーンと
ガイドバーの温度が低下してから行なってくだ
さい。

■■■■■チェーンオイルの確認チェーンオイルの確認チェーンオイルの確認チェーンオイルの確認チェーンオイルの確認

■■■■■服装の点検服装の点検服装の点検服装の点検服装の点検

１１ページの保護具のほかに、服装は次の点にも
注意してください。身体を冷やさないようにして
ください。特に頭部、首、脚、足首、手および手首
は温かくしてください。
1. 丈夫で耐久性のある材質の作業衣を着用してく
ださい。引っ掛かりを防げる程度にぴったり
し、自由な運動が可能な程度に余裕がなければ
なりません。ボタン、ファスナを完全にし、作
業衣のすそはズボンに入れてください。

2. ズボンのすそは広がっていたり折り返してあっ
たりしてはならず、作業靴の上部にはさみ込む
ようにしてください。

3. フリルや飾りヒモは製品やヤブに絡まる原因に
なります。ネクタイ、だぶついた服、宝石類は
着用しないでください。

4. 髪の毛は肩より上でまとめてください。
5. 柔らかい革の防振手袋は握りをより確実なもの
にできます。

ネクタイ、
コード、
飾りヒモ

装身具類
ゆるい衣類、
開いた上着

■■■■■消化器具の準備消化器具の準備消化器具の準備消化器具の準備消化器具の準備

火災に備えて消火器かシャベルを用意してくださ
い。

切株などの乾燥した面の上に、木に触れないよう
にチェンソーを支え、数秒間エンジンの回転速度
を上げ（中速）、乾燥した面上にオイルの細い線が
見えなければなりません。

消火器 シャベル

爪先があいた履物
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５５５５５-----２２２２２基本的な操作基本的な操作基本的な操作基本的な操作基本的な操作

５５５５５. . . . . 伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業

■■■■■切断作業切断作業切断作業切断作業切断作業

伐木はチェンソーの左側から
行なうようにしましょう

チェンソーを身体で押えないこと
キックバックの危険に注意し、チェンソーと
身体との距離を充分保つこと

他の人や動物は作業領域内に入れないでください。
チェンソーの操作は一人で行なう作業ですが、一
人だけのときはチェンソーでの作業はしないでく
ださい。助けが必要な場合に備え、呼べる程度の近
い場所に誰かがいるようにしてください。作業の
際には誰かに木を支えさせてはいけません。周囲
に他の作業者が作業を行なっている場合は充分な
距離を保つようにしてください。
チェンソーの持ち方は、チェンソーの左側に立っ
て左手は前ハンドル、右手は後ハンドルを握って
スロットルトリガーは右手の人差指で引きます。
実際の切断を行なう前にチェンソーの操作をよく
理解してください。木を切断する前に、小さな丸太
や枝を切って練習をしてください。チェンソーの
操作方法は充分慣れるようにしましょう。
エンジンを始動し、正常に運転されていることを
確認してください。
スロットルトリガーを一杯に握り切断を開始しま
す。ソーチェーンが正しく目立てされていれば、切
断は比較的楽に行なえます。
切断のためチェンソーを無理に押しつける必要は
ありません。
チェンソーを押しつけすぎますと、エンジンの回
転速度が落ち、切断作業が難しくなってしまいま
す。

伐木をチェンソーの右側から
行なわなければならないとき

両手で握る

(１)

両端支持の場合
(１)→(２)の順に切り込みます

横たわっている長い木材には支持点の位置に応じ
た張力と圧縮力が加わっています。

木材が両端で支えられている場合は圧縮力の加
わっている側は上、張力の加わっている側は下に
なります。
これらの支持点の間を切断するには、最初の切り
込み(1)は木材の直径の約1/3まで下方向に行ない
ます。第二(2)の切り込みは上方向に行ない、最初
の切り込みとつながるようにします。

木材が一端のみで支えられている場合は、最初の
切り込み(1)は木材の直径の約1/3まで上方向に行
ないます。第二の切り込み(2)は下方向に行ない、
最初の切り込みにつながるようにします。

ソーチェーンが木材にはさまりチェンソーが抜け
なくなった場合は直ちにエンジンを停止してくだ
さい。切り口にくさびを押込んで開きチェンソー
を引出してください。

(２)

(１)

(２)

一端支持の場合
(１)→(２)の順に切り込みます

■■■■■木材の張力と圧縮力木材の張力と圧縮力木材の張力と圧縮力木材の張力と圧縮力木材の張力と圧縮力

くさび
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５５５５５-----２２２２２基基基基基本本本本本的的的的的ななななな操操操操操作作作作作　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

５５５５５. . . . . 伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業

■■■■■伐木伐木伐木伐木伐木

まず、木を倒す方向を決めます。
切断前に、倒そうとする木の周りの障害物を取除
き、作業のしやすい足場を作ってください。退避場
所や退避通路も充分整えてください。倒す方向は
一般的に斜面の横方向か斜め下方向を選定します。

① 横方向
倒した木の安定が良く後の作業が容易で安全で
す。倒し方には多少の熟練が必要です。

② 斜め下方向
作業は比較的容易です。

③ 下方向
倒すのは容易ですが、倒れる勢いが最も大きく
折れた幹や枝が飛ばされやすくなります。

④ 上方向
不可能ではありませんが、倒れるときに幹が跳
ね返って来たり、滑落する木に作業者が巻き込
まれる恐れがあります。

次に、退避方向を選びます。
退避方向は、木が倒れる反対方向の斜面上側で、幹
から３ｍ以上離れた場所とし、できるだけ立ち木
などの陰を選んでください。

斜面ではない場合の退避方向は、幹が切株の上に
戻って来るのを避けるため、倒れる反対方向から
45°の方向で、幹から３ｍ以上離れた場所に逃げ
なければなりません。

木を目指す方向に倒すために、木を倒す方向に受
口を作ります。
図に示すように、木の直径の1/4以上1/3程度まで
受口の切込みを入れます。
木は受口のほぼ直角方向に倒れますので、受口の
位置は非常に重要です。
追口は受口の反対側、受口の底部から受口高さの
2/3の場所に入れます。
受口と追口との間に残った部分（直径の1/10）は、
木が倒れるときに蝶番の役割を果たしますので、
伐木作業では受口まで切ってしまわないようにし
てください。
木が倒れ始めたら、エンジンを停止し、チェンソー
を地面に置いて素早く退避します。

伐木作業は非常に危険が伴い、伐木作業は非常に危険が伴い、伐木作業は非常に危険が伴い、伐木作業は非常に危険が伴い、伐木作業は非常に危険が伴い、経験が必要な作業経験が必要な作業経験が必要な作業経験が必要な作業経験が必要な作業
です。です。です。です。です。上記の数値は目安であり、上記の数値は目安であり、上記の数値は目安であり、上記の数値は目安であり、上記の数値は目安であり、切断する木材、切断する木材、切断する木材、切断する木材、切断する木材、周周周周周
囲の状況により変える必要があります。囲の状況により変える必要があります。囲の状況により変える必要があります。囲の状況により変える必要があります。囲の状況により変える必要があります。伐木作業伐木作業伐木作業伐木作業伐木作業
する際は専門家にご相談ください。する際は専門家にご相談ください。する際は専門家にご相談ください。する際は専門家にご相談ください。する際は専門家にご相談ください。

追口：
受口高さの2/3

側面図

直径の1/10

退避方向

退避方向 45°

45°

倒れる方向

斜面ではない場合の退避方向

幹から３ｍ以上

横方向:３０°

斜め下方向:３０°斜め下方向:３０°

横方向:３０°

上方向:作業困難

下方向

斜面で倒す場合の退避方向

倒れる方向が
斜め下の場合

危険区域 坂下方向

幹から３ｍ以上

上面図

③ くさび
（必要な場合）

② 追口

① 受口

直径の1/10を残すこと

倒れる方向

90°

30～ 45°

受口：直径の
1/4以上1/3程度
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５５５５５-----２２２２２基基基基基本本本本本的的的的的ななななな操操操操操作作作作作　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

５５５５５. . . . . 伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業伐木造材作業

■■■■■枝払い枝払い枝払い枝払い枝払い

倒れた木の枝払いをします。
自分の胸より上の方にある木の枝は絶対に切らな
いでください。

枝払い時には、他の枝にガイドバーの先端が接触
しキックバックが発生しやすくなります。
上にある他の枝にも充分に注意し、チェンソーは
必ず両手で操作してください。

ガイドバーの先端が他の木に接触しないようにし
てください。
ソーチェーンが土砂、石などに接触しないように
してください。

枝払い作業では枝に張力が加わっている場合があ
ります。それらを切ると跳ね返りが発生し危険で
す。

枝払いをしている木に乗って作業することは危険
です。

支えになっている
枝は最後まで残す

枝に加えられている反発力に注意

丸太の上には立たないこと

丸太の坂上側に立つこと

坂下方向

■■■■■玉切り玉切り玉切り玉切り玉切り

玉切りとは丸太や倒れた木を切断することをいい
ます。

必ず両手でハンドルを握ってください。

丸太に乗って作業することは危険です。

丸太は動かないよう固定してください。

斜面や傾斜地で切断作業を行なう場合は、木材よ
り上の斜面に立ってください。

手を遠くまで伸ばさないでください

他の枝にも注意

キックバック
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点　検　項　目 作業前または作業後  必要に応じ 参照ページ

スターターの作動点検 ○ ● -

エアフィルターの清掃／交換 ○ ● 30

燃料フィルターの点検／清掃／交換 ○　● 30

オイルフィルターの点検／清掃／交換 ○　● 30

燃料パイプ、燃料系グロメットの点検 ○ ● 30

燃料タンクキャップガスケットの点検 ○ ● 30

燃料の残量、劣化の点検 ○ -

燃料タンクの清掃 ○ 30

オイルタンクの清掃 ○ 30

キャブレターの調整 ○　● 31

スパークプラグの点検／調整／清掃／交換 ○ 30

シリンダーフィンの点検／清掃 ○ 31

マフラの点検／増し締め／清掃 ○　● -

クラッチの点検 ○　● 31

エンジンの異常振動点検 ○ -

チェーンブレーキの点検 ○ ● 22

ガイドバーの点検／交換 ○ 31

スプロケットの点検 ○　● 31

ソーチェーンの点検／目立て／交換 ○ 28

スクリュー、ボルト、ナットの

点検／増し締め／交換 ○ ● -

６．６．６．６．６．     点検点検点検点検点検・・・・・整備整備整備整備整備

・お買い求め頂いた製品を調子よく安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行なってください｡

○ ：お客様が点検してください｡
● ：製品の性能維持のために必要に応じ販売店に定期的な交換を依頼してください｡

６６６６６-----１１１１１点検点検点検点検点検・・・・・整備の目安整備の目安整備の目安整備の目安整備の目安
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６．６．６．６．６．     点検点検点検点検点検・・・・・整備整備整備整備整備

６６６６６-----２２２２２ソーチェーンの目立てソーチェーンの目立てソーチェーンの目立てソーチェーンの目立てソーチェーンの目立て

重　要

30°

ヤスリの方向

丸ヤスリ(直径4.0 mm)

1. デプスゲージ ： カッタの切り込み深さを決め
ます。

2. 右カッタ ： 木材を切削するカッタです。
3. タイストラップ ： カッタとドライブリンクを
結合します。　　

4. 左カッタ ： 木材を切削するカッタです。
5. リベット ： 各部分のつなぎの役目をします。
6. ドライブリンク ： スプロケットとかみ合い、
動力伝達を受けると共に、ガイドバーの溝には
まりソーチェーン全体のガイドとなります。

この製品に付属するソーチェーンタイプは、オレゴン２５ＡＰです。

■■■■■ソーチェーン各部の名称ソーチェーン各部の名称ソーチェーン各部の名称ソーチェーン各部の名称ソーチェーン各部の名称

■■■■■目立て目立て目立て目立て目立て

ソーチェーンの目立てには丸ヤスリと平ヤスリを
使用します。丸ヤスリはカッタの研削に、平ヤスリ
はデプスゲージの研削に使用します。

1. ソーチェーン２５ＡＰに使用する丸ヤスリ直径
は4.0 mmです。

2. 上刃目立て角度は30度です。
丸ヤスリのグリップ側の方を 10 度下げて、前
方に軽く押し出してください。
手前に引くときはヤスリをソーチェーンに当て
ないでください。

3. 研削のとき丸ヤスリの径の1/5をカッタの上に
出し目立てをしてください。

4. 左右のカッタの長さが均等になるようヤスリを
掛けてください。

5. 正しい位置と角度を保つため、ヤスリホルダを
使用してください。ヤスリホルダは別売りで
す。

10°

ヤスリの手前を10°下げる

デプスゲージ
左カッタ タイストラップ

右カッタ

リベット

ドライブリンク

ヤスリの外径の1/5を上に出す

外径の1/5
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６．６．６．６．６．     点検点検点検点検点検・・・・・整備整備整備整備整備

６６６６６-----２２２２２ソソソソソーーーーーチチチチチェェェェェーーーーーンンンンンののののの目目目目目立立立立立ててててて　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

デプスゲージジョインタ 平ヤスリ

角に丸みをつけます

■■■■■目目目目目立立立立立ててててて　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

6. デプスゲージの調整はデプスゲージジョインタ
と平ヤスリを用いてください。デプスゲージ
ジョインタと平ヤスリは別売りです。

7. デプスゲージジョインタを左図のようにカッタ
にかぶせてください。

8. 平ヤスリを用いてデプスゲージのデプスゲージ
ジョインタから出た部分を削ります。

9. デプスゲージを削った後は、デプスゲージジョ
インタを外し、デプスゲージの前方の角を平ヤ
スリを用いて丸く仕上げます。

正しくヤスリを掛けられたカッタは次のように
なります。
A：上刃目立て角度 30 度
B：横刃目立て角度 85 度
C：上刃切削角度 60 度
D：デプス 0.64 mm

ソーチェーンの目立てが終了したらソーチェーン
をオイルにつけ、ヤスリ粉を洗い落としてから使
用します。
ソーチェーンをガイドバー上でヤスリ掛けした場
合は、オイルを充分に給油し、ソーチェーンをゆっ
くり回してヤスリ粉を洗い落としてから使用しま
す。平行

A：30°

B：85°

C：60°

D：0.64 mm
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■■■■■エアフィルターの清掃エアフィルターの清掃エアフィルターの清掃エアフィルターの清掃エアフィルターの清掃

エアクリーナカバー

スパークプラグ

エアフィルター

クリーナカバーつまみ

1. チョークノブを手前に回してから、クリーナカ
バーつまみをゆるめてエアクリーナカバーとエ
アフィルターを取外します。

2. 軽くホコリを払うか、汚れがひどいときは中性
洗剤で洗い、よく乾かしてから取付けてくださ
い。エアフィルターが破損している場合は交換
してください。

3. エアクリーナカバーを取付け、クリーナカバー
つまみを締めてください。

1. ご使用前に燃料を補給した後、燃料タンク
キャップを確実に締め、燃料パイプ、燃料系グ
ロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の
漏れ、にじみがないことを確認してください。

2. 燃料の漏れ、にじみがある場合は、火災の原因
となりますので、直ちに使用を中止し、お買い
求めの販売店に修理を依頼してください。

■■■■■燃料パイプ、燃料パイプ、燃料パイプ、燃料パイプ、燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料系グロメット、燃料タンクキャップガスケットの点検燃料タンクキャップガスケットの点検燃料タンクキャップガスケットの点検燃料タンクキャップガスケットの点検燃料タンクキャップガスケットの点検

■■■■■燃料フィルター、燃料フィルター、燃料フィルター、燃料フィルター、燃料フィルター、オイルフィルターの点検オイルフィルターの点検オイルフィルターの点検オイルフィルターの点検オイルフィルターの点検

1. 燃料フィルターが詰まるとエンジンの始動が困
難になったり、エンジン不調の原因になりま
す。

2. オイルフィルターが詰まるとガイドバー、ソー
チェーンへのオイル給油が不充分となり摩耗の
原因となります。

3. タンクにはゴミを入れないでください。
4. 針金などを使って給油口からフィルターを引出
し点検してください。

5. フィルターが汚れていたら交換してください。
6. タンクの内側が汚れていたら、燃料できれいに
してください。

7. 点検後は各タンクキャップを確実に締付けてく
ださい。

電極

標準火花隙間
0.6～ 0.7 mm

1. 付属のソケットレンチ(19 mm)でスパークプラ
グを外してください。

2. スパークプラグの標準火花隙間は0.6～0.7 mm
です。標準火花隙間より広すぎたり狭すぎる場
合は調整してください。電極の周囲にオイルや
堆積物が付いているときは清掃してください。
電極やターミナルが摩耗しているときは交換し
てください。

3. スパークプラグは、付属のソケットレンチで
しっかり締付けてください。
参考：締付けトルクは15～17 N・m（150～170
kgf・cm）です。

６６６６６-----３３３３３作業前または作業後の点検作業前または作業後の点検作業前または作業後の点検作業前または作業後の点検作業前または作業後の点検

■■■■■スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検スパークプラグの点検

ターミナル

燃料タンクキャップ

オイルフィルター

オイルタンクキャップ

燃料フィルター
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シリンダーフィン

■■■■■シリンダーフィンの点検シリンダーフィンの点検シリンダーフィンの点検シリンダーフィンの点検シリンダーフィンの点検

シリンダーフィン部にゴミが詰まるとエンジンの
冷却効果が悪くなります。シリンダーフィン部の
間のゴミやホコリを取除いて冷却風の通りを良く
します。

■■■■■ガイドバーとスプロケットの点検ガイドバーとスプロケットの点検ガイドバーとスプロケットの点検ガイドバーとスプロケットの点検ガイドバーとスプロケットの点検

1. 小型ドライバーなどを使ってガイドバーの溝を
清掃してください。

2. オイル孔は針金できれいにしてください。
3. ガイドバーは定期的に裏返してください。
4. ガイドバーを取付ける前には、スプロケット、
クラッチを点検し、ガイドバー取付部をきれい
にしてください。異常がある場合は修理を依頼
してください。

5. スプロケットが摩耗しますと、ソーチェーン
の損傷や摩耗を早めます。新しいソーチェーン
に交換するときはスプロケットを点検し、0.5 mm
以上摩耗したら交換してください。

溝

ソーチェーン

オイル孔

キャブレターの調整は必要に応じて次のように行
ないます。
1. 調整ネジを軽く締まり切るまで右に回し、下記
の回転だけ左に戻します。
-低速調整ネジ（Ｌ）：1～111111/44444回転戻す
-高速調整ネジ（Ｈ）：1～111111/44444回転戻す

2. アイドル調整ネジ（Ｔ）を、ソーチェーンが回
り始めるまで右に回し、その後左に11111/22222 回転戻
します。

■■■■■キャブレターの調整キャブレターの調整キャブレターの調整キャブレターの調整キャブレターの調整

1. 自動オイルポンプの吐出量は、工場出荷時にエ
ンジン回転速度7,000 min-1-1-1-1-1{rpm}で約7 ml/min
に調整されています。

2. 吐出量を増す場合は調整ネジを左に回してくだ
さい。調整ネジがストッパーに当たって止まっ
た位置で最大吐出量(7,000 min-1 -1 -1 -1 -1 {rpm}で 13
ml/min)が得られます。

3. 調整ネジは、調整の上限と下限を越えて回さな
いでください。

■■■■■自動オイルポンプの調整自動オイルポンプの調整自動オイルポンプの調整自動オイルポンプの調整自動オイルポンプの調整

高速調整ネジ（H）

アイドル調整ネジ（T）

低速調整ネジ（L）

６６６６６-----３３３３３作作作作作業業業業業前前前前前まままままたたたたたははははは作作作作作業業業業業後後後後後ののののの点点点点点検検検検検　　　　　（（（（（続続続続続ききききき）））））

ガイドバー

調整ネジ

減 増

クラッチ

0.5 mm
スプロケット
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故 障 内 容
エンジンが始動しない

エンジンが始動しにく
い
また回転が変動する

エンジンは始動するが
加速できない

エンジンが停止する

エンジンが停止しない

アイドリング状態で
ソーチェーンが動く

切れ味の低下

故 障 診 断
キャブレターに燃料がな
い

キャブレターに燃料があ
る

キャブレターに燃料があ
る

スパークプラグが汚れて
いる、または濡れている

対 　 策
燃料補給
清掃か交換
販売店へ依頼
販売店へ依頼

始動位置にする
新しい燃料と交換
スパークプラグの乾燥
販売店へ依頼
販売店へ依頼

新しい燃料と交換
販売店へ依頼

新しい燃料と交換
調整か交換
清掃か交換
販売店へ依頼

清掃か交換
清掃か交換
販売店へ依頼
調整
清掃か販売店へ依頼

調整
販売店へ依頼

応急停止後販売店へ

調整
販売店へ依頼

ソーチェーンの目立て

販売店へ依頼
販売店へ依頼

原　  因
燃料が入っていない
燃料フィルターの目詰まり
燃料系統の目詰まり
キャブレター不良、内部固着

ストップスイッチが停止位置
燃料の変質
燃料の吸込みすぎ
電気的障害
エンジン内部の故障

燃料の変質
キャブレター不良

燃料の変質
電極の火花隙間が正しくない
カーボンが付着している
電気的障害

エアフィルターの汚れ
燃料フィルターの汚れ
燃料通路の詰まり
キャブレター調整不良
排気口、マフラ出口の詰まり

キャブレター調整不良
電気的障害

ストップスイッチ不良

キャブレター調整不良
クラッチ破損

ソーチェーンの摩耗
ガイドバーの摩耗
クラッチの摩耗

６．６．６．６．６．     点検点検点検点検点検・・・・・整備整備整備整備整備

６６６６６-----４４４４４故障診断表故障診断表故障診断表故障診断表故障診断表

・点検・整備には専門的な知識が必要です｡ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、むやみに製
品を分解しないで、お買い求めの販売店にご相談ください｡
・表中に記載されていない故障の場合など、ご不明の点はお買い求めの販売店にご相談ください｡
・補用品や消耗品は必ず新ダイワ純正部品または指定品を使用してください｡他社部品あるいは指定品以外
の部品を使用すると故障の原因となる場合があります｡
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６６６６６-----５５５５５長期保管長期保管長期保管長期保管長期保管(((((３０日以上）３０日以上）３０日以上）３０日以上）３０日以上）

製品を長期間（３０日以上）にわたって保管する場
合は、以下に示す保管の際の整備を必ず実施して
ください。

1．燃料タンクを完全にカラにしてください。
A. 燃料タンク内の燃料を抜き取ってくださ
い。

B. プライマリーポンプを押す・離すの操作を
数回くり返してプライマリーポンプの燃料
を抜きます。

C. エンジンを始動し、自然に停止するまで運
転してください。

2. ストップスイッチを停止位置にしてください。
3. 製品の外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、
ゴミなどをきれいに拭き取ってください。

4. 本書に定められた定期的な点検をしてくださ
い。

5. スクリュー、ナット類が締まっているか確認し
てください。ゆるんでいる場合は、増し締めし
てください。

6. スパークプラグを外し、その取付穴から適量
（１０ｍＬ程度）の、新しくきれいな２サイク
ルエンジンオイルをシリンダーに入れてくださ
い。
A. スパークプラグの取付穴の上にきれいな布
を掛けてください。

B. スターターグリップを２、３回引いて、エ
ンジンオイルをシリンダー内に行き渡らせ
てください。

C. スパークプラグ取付穴からピストンの位置
を確認してください。スターターグリップ
をゆっくり引き、ピストンが最も上のとこ
ろで止まるようにしてください。

7. スパークプラグを取付けてください。
（スパ－クプラグキャップは接続せず、はさま
ないようにエアクリーナカバーを取付けてくだ
さい。ご使用前にスパ－クプラグキャップを接
続してください。）

8. 製品を乾かし、子供の手の届かないホコリの少
ない乾燥した場所に保管してください。必ず
チェーンカバーを装着して保管してください。

●●●●● 製品や部品を廃棄するときは、製品や部品を廃棄するときは、製品や部品を廃棄するときは、製品や部品を廃棄するときは、製品や部品を廃棄するときは、販売店にご相談するか、販売店にご相談するか、販売店にご相談するか、販売店にご相談するか、販売店にご相談するか、自治体の指導に従ってください自治体の指導に従ってください自治体の指導に従ってください自治体の指導に従ってください自治体の指導に従ってください｡｡｡｡｡

　警　告
この取扱説明書は、いつでも読めるよう保管して
ください。

燃料ガスが充満している密閉された場所や、燃料ガスが充満している密閉された場所や、燃料ガスが充満している密閉された場所や、燃料ガスが充満している密閉された場所や、燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸裸裸裸裸

火、火、火、火、火、火花のあるそばに保管しないこと。火花のあるそばに保管しないこと。火花のあるそばに保管しないこと。火花のあるそばに保管しないこと。火花のあるそばに保管しないこと。
☆火災の原因となります｡

重　要

チェーンカバー

スパークプラグキャップ

ストップスイッチ
停止（ＳＴＯＰ）

プライマリーポンプ
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７．７．７．７．７．     仕様仕様仕様仕様仕様

その他の装置 前ハンドガード、チェーンキャッチャ、チェーンブレーキ、
防振装置、スロットルロックアウト、オートリターンチョーク

オプション ナイロンメッシュエアフィルター

モデル

寸　法　長　さ ２５７　（ガイドバー、ソーチェーン除く）
幅 mm ２１９
高　さ ２１０

本　体　乾　燥　質　量 kg ２．９　（ガイドバー、ソーチェーン、燃料、オイル除く）

形 式 - 空冷２サイクルガソリンエンジン
エ 排 気 量 ml ２６．９
ン キャブレター - ダイヤフラム式
ジ マグネト - フライホイールマグネト電子点火方式
ン スパークプラグ - ＮＧＫ ＢＰＭ７Ｙ

始 動 方 法 - リコイルスターター 
動 力 伝 達 方 法 - 自動遠心クラッチ

燃　料　混 合 比 - [２５：１]＝[ガソリン：２サイクルエンジンオイル]
タンク 容 量 L ０．２４

オイル　チェーンオイル - 新ダイワ純正チェーンオイル
タンク 容 量 L ０．１６
ソーチェーン給油方式 - 自動給油

ガイドバー ソーチェーン

ガイドバータイプ 長 さ ゲージ チェーン ピッチ ゲージ リンク 数
cm mm（インチ） タイプ mm（インチ） mm（インチ）

カービングバー ２５ 1.27 (0.050) ２５ＡＰ 6.35 (1/4) 1.27 (0.050) ６０

スプロケットノーズバー ２５ ６０
（ローラーノーズバー） ２０ ５２

＊ この仕様は予告なしに変更することがあります。
＊ 社団法人　林業機械化協会　公表値
振動加速度　10.8 m/sec22222 騒音レベル　96.4 dB(A)
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