えだまめ
取扱説明書

EDC1100

1AXBFAAAP1100

EDC1100

ご使用前に必ずお読みください
いつまでも大切に保管してください

ႣΰⓓΈǽȿɻɤɳɦʀȷ
⣌⟵ႣΰڽȂЄમᶩᥴǽǮȐǺ⾻ႣΰⓓΈǽȿɻɤɳɦʀȷǛπ᧸ǤțǵǓȍ
ǨƹȿɻɤɳɦʀȷǽܬǾˁ▉ǽǷǙșǶǨǽǶ↝Ǟᥴ╫Ǧǵ༴ǜ◳Ⴃΰǽ
ǹǓȗǕǣᗨǞǯǤǓƹ

ɣʀɻ

Ȱɻɀɻџᓹ

Ȱɻɀɻࡋ⟵ᄋࡋ⟵

ᡨᄦ

Ȱɻɀɻࡋ⟵ᄋⶲࡋ⟵

ᕮᚩ

ɠɋɑɱɻɟ

Ȱɻɀɻᖿࡿ

ɠɋɑɱɻɟǷΰᏡ៩

ɘɋɎɲӛ⯍
ΰᏡ៩᠊៩

専門用語の説明
予熱（グロー）

エンジンの始動を容易にするための補助装置

パワーステアリングレバー

機体の操向操作と引抜部の昇降を行なうレバー

ドレーン（プラグ）

エンジンオイル・トランスミッションオイルの排油栓，ラジエー
タの水を抜く栓

スローブローヒューズ

バッテリ近くに設けたメイン回路保護のためのヒューズ

引抜一方クラッチ

前進のときに引抜部を駆動し，後進のとき引抜部の駆動を断つ装置

HST

油圧式の無断変速装置

主変速レバー

［前進］［後進］の切替えおよびそのスピードをコントロールす
るレバー

デバイダ

枝をすくい上げる部分

ゲージタイヤ（オプション） 引抜部が深く入り込むことを防ぐタイヤ

本製品の使用目的について
本製品は，えだまめ収穫用の作業機としてご使用ください。
使用目的以外の作業や改造はしないでください。
使用目的以外の作業や改造をした場合は，保証の対象になりませんのでご注意くだ
さい。（詳細は保証書をご覧ください。）

は じ め に
このたびは，クボタ製品をお買上げいただきありがとうございます。
製品をご使用になる前に本書をよくお読みいただき，正しくお使いください。本書は，
いつでもご覧頂ける場所に，大切に保管してください。なお，予告なく製品の仕様
が変更されることがあります。本書の内容が，製品と一致しない場合がありますので，
あらかじめご了承ください。

安 全 第 一
本書に記載した注意事項や機械に貼られた

の表示があるラベルは，人身事故の危

険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。
なお， 表示ラベルが汚損したり，はがれた場合はお買上げの購入先に注文し，必ず
所定の位置に貼ってください。

注意表示について

本取扱説明書では，特に重要と考えられる取扱い上の注意
事項について，次のように表示しています。
注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負うことになるも
のを示します。
注意事項を守らないと，死亡又は重傷を負う危険性がある
ものを示します。
注意事項を守らないと，ケガを負うことになるものを示し
ます。
注意事項を守らないと，機械の損傷や故障のおそれのある
ものを示します。
その他，使用上役立つ補足説明を示します。
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安全に作業するために

必ず読んでください

本機をご使用になる前に，必ずこの『取扱説明書』をよく読み理解した上で，安全な作業をし
てください。安全に作業をしていただくため，ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通り
ですが，これ以外にも，本文の中で
・
・
・
・
としてそのつど取
上げています。
安全作業をするため次のことがらを必ず守ってください。

安全上の基本的事項
安全指示遵守
■ 本書及び機械の警告ラベルをよく読み理解してくだ
さい。
A 警告ラベルはいつもきれいにしておいてください。
A 破損・紛失したときは，注文して再度貼付けてくださ
い。
A 正しい運転，作業方法を覚えてください。
A 製品を改造しないでください。安全性をそこなった
り，機能や寿命低下の原因になります。
A 本書記載事項以外についても，安全には細心の注意を
払ってください。

機械を改造しない。
［守らないと］
安全性をそこない，思わぬ事故の原因になります。

適格者運転
■ 運転操作には的確な判断が必要です。
A お酒を飲んでいる方，睡眠不足の方，妊娠中のご婦人，
16 才未満の方，過労，病気の方は使用しないでくださ
い。
A 初めて運転する人は，操作に慣れるまで低速で運転し
てください。
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安全に作業するために
安全な服装
■ 運転者・補助者とも作業に適した服を着用してくださ
い。
A レバーや作動部に誤って引っ掛かり，ケガをすること
がありますのでだぶついた服は，着用しないでくださ
い。
また，そで口はきっちりと止めてください。
A はち巻き，首巻き，腰タオルの着用は禁止です。
A サンダル，スリッパなどの履物は着用しないでくださ
い。
A ヘルメット，安全靴，保護メガネや手袋を必要に応じ
て着用してください。

日常点検（作業前点検）の実施
■ 運転の前には点検項目（
［日常点検項目］の項を参照）
の点検をしてください。異常があれば整備してから運
転してください。
■ 点検・整備・調整・掃除・給油・グリースアップする
ときはエンジンを必ず止めてください。
A 作業クラッチレバーは［切］位置にし，主変速レバー
を［N］
（中立）位置にして駐車ブレーキを掛けてくだ
さい。
A マフラ部周辺・ベルトカバー内・配線部・バッテリ周
辺に葉くずがたまっていると火災の原因となります
のできれいに取除いてください。
A 燃料・オイル・グリースは指定のものを使ってくださ
い。
■ 取外した安全カバー，保護カバーは必ず取付けて作業
してください。

火災防止
■ 葉くずは燃えやすく注意が必要です。
A エンジン本体・マフラ周辺・ベルトカバー内側配線
部・バッテリ周辺に葉くずやごみがたまっていると危
険です。作業前，作業後に点検しきれいに取除いてく
ださい。
A 運転後葉くずや枯れた雑草の上に停車すると，火災の
おそれがありますのでさけてください。
■ 機体にカバー（おおい）をかけるときは，エンジン・
マフラが冷えてからかけてください。停止直後にカ
バーをかけると火災のおそれがあります。
■ 電気配線の被覆が破れるとショートして火災が発生
するおそれがあります。点検をして破れている部分は
修理が必要です。
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必ず読んでください

安全に作業するために
この機械を他人に貸すときは
■ 取扱説明書をよく読んでいただくとともに，取扱い方
法・安全な使いかたを説明して，安全な作業ができる
ように指導を行なってください。

作業前の注意
燃料の取扱いは安全に─火気厳禁
■ 燃料は非常に燃えやすく危険です。取扱いにはじゅう
ぶん注意してください。
A 燃料補給するときはエンジンを必ず止めてください。
A 燃料補給中は火気厳禁です。くわえタバコや裸火照明
は近づけないでください。
A 燃料タンク規定値を補給してください。
A 燃料やオイルをこぼしたときは，きれいにふきとって
ください。
A 燃料補給後，タンクキャップは，もれないように，しっ
かり締めてください。

機械を動かす場合は安全に注意
■ 機械を動かす場合は周囲の安全に気をつけてくださ
い。
A エンジンを始動するときは，運転座席に必ず座って，
主変速レバーを［N］
（中立）位置に，作業クラッチレ
バーを［切］位置にし，ホーンを鳴らすなどの合図を
してください。
A 機械を発進するときや作業クラッチレバーを［入］位
置にするときは，ホーンを鳴らすなどの合図をして，
機械に人を近づけないでください。
A 前進・後進・旋回するときは，必ず周囲の安全を確認
してください。
A 収穫作業中，補助者が機械に近づくときは，必ず機械
を停止させてください。

作業中の注意
子供が近づくのは危険
■ 点検・整備中及び収穫作業中，機械に子供を近づけな
いでください。見えないところで機械にさわったり，
隠れたりして危険です。
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必ず読んでください

安全に作業するために
運転者以外の搭乗禁止
■ 運転者以外の人を乗せて運転しないでください。
A ふり落とされたり，障害物にぶつかったりすることが
あり危険です。
A 運転者は動いている機械にとび乗ったり，とび降りた
りしないでください。

安全な収穫作業
■ 異常に気づいたらすぐエンジンを止めてください。
A 危険な作動部が多くありますので運転中に葉くずの
巻付きや詰まりを取除くことはしないでください。エ
ンジンを必ず止めて処置してください。
A 搬送部に葉くずが詰まったときは，すぐ作業クラッチ
レバーを［切］位置にして，必ずエンジンを止めて処
置してください。
A ベルトカバー・チェーンカバーなどの内部には危険な
回転物があります。カバーの下に手を入れたり，カ
バーを取外したままで運転しないでください。
A 各部の掃除口，点検窓の内部には高速回転物があり危
険です。掃除口や点検窓を開けるときはエンジンを必
ず止めてください。

運転上の注意
転倒・転落注意
■ 転倒・転落は重大事故になります。
A 溝・穴・土手の近くは路肩が弱いことがあり，機械の
重みでくずれる場合がありますので，走行しないでく
ださい。
A 道幅に余裕がなく高所にある道路（土手）で運転を誤
ると，転落して死亡事故になることがありますので走
行しないでください。
■ 坂道走行・ほ場の出入口・傾斜地作業は転倒・転落の
危険があります。注意しましょう。
A 坂道の途中や傾斜地では速度を落とし副変速レバー・
パワーステアリングレバーを操作しないでください。
A 斜め走行は危険です。機械を傾斜の方向に合わせた作
業（走行）をしてください。
A 坂道・傾斜地で旋回はしないでください。
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必ず読んでください

安全に作業するために
■ 10cm 以上の段差のあるところでは，段差の 4 倍以上の
長さですべり止めがある基準にあったあゆみ板を
使ってください。
A 低速で段差に直角に進入してください。
A 途中で副変速レバー・パワーステアリングレバーの操
作はしないでください。

共同作業の安全確保
■ 運転者及び機械後部の補助者は，役割分担を決めて，
共同作業してください。
■ 補助者は運転席からみえにくい位置にいることがあ
ります。補助者の安全にも配慮してください。
A エンジン始動時，作業クラッチレバーを［入］位置に
するときはホーンで合図し，補助者の OK をもらって
ください。
A 補助者が機械に近づくときは，運転者に知らせること
を徹底させてください。

作業後の注意
安全な駐車のしかた
■ 駐車するとき（運転席を離れるとき）は，駐車ブレー
キを掛け，引抜部を地面にあたるまで降ろしキーを抜
いてください。
A 傾斜地に駐車するときは，車止めをしてください。
A 駐車ブレーキを解除するときは副変速レバーを［低
（作業）］位置にし，主変速レバーを［N］
（中立）位置
にしてください。

定期点検を行なうこと
排気ガスに注意
■ エンジンの排気ガスは有毒です。
A 屋内で運転するときは，適切な換気をしてください。
A 排気管を屋外に延長するか，ドアや窓を開け，外気が
じゅうぶん入るようにしてください。
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必ず読んでください

安全に作業するために
定期点検整備
■ 1 年ごとに定期点検整備を受け，各部の保守をしてく
ださい。
A フューエルパイプ，ラジエータホース，オイルドレー
ンゴムホースは 2 年ごとに交換してください。
（［定期
点検一覧表］の項を参照）
A 電気配線は毎年点検してください。
（［定期点検一覧
表］の項を参照）
■ 高圧噴油が皮ふに浸入すると危険です。
A 油圧パイプなどからの高圧油のもれは厚紙や板など
を使って点検してください。高圧噴油に直接，手や体
を触れないようにしてください。
もし，高圧噴油に触れた場合，直ちに医者の診断を受
けてください。油が皮ふに浸入した場合，数時間以内
に取除かないと壊疸（えそ）にかかるおそれがありま
す。

点検整備時の注意
安全な点検・整備
■ 点検・整備は水平で平たんな場所で行なってくださ
い。
■ エンジンをかけたままでの点検・整備・清掃は危険で
す。エンジンを必ず止めて，駐車ブレーキを掛けてく
ださい。
A 引抜部を上げて点検・調整・清掃をするとき，昇降部
をロックするとともに，落下防止の歯止めをしてくだ
さい。
A 引抜部の下へもぐったり，足や手をつっこんだりしな
いでください。
A 点検・整備後はカバーを必ず元の状態に取付けてくだ
さい。
タイヤの取扱い注意
■ タイヤは破裂のおそれがあります。
A タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載している規定圧
力を必ず守ってください。
空気の入過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり死傷事故
を引起こす原因になります。
A タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に達してい
る場合は，使用しないでください。
タイヤ破裂のおそれがあります。
A タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は，必ず購
入先にご相談ください。
（特別教育を受けた人が行なうように，法で決められ
ています。）
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必ず読んでください

安全に作業するために
バッテリの取扱い注意
■ バッテリのガスは爆発のおそれがあります。
A バッテリの近くに裸火（マッチ，ライター，タバコの
火など）を近づけたり，ケーブルのショートによるス
パークをさせないでください。
■ バッテリはエンジン始動用ですから，ほかの用途には
使わないでください。
■ バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下になった
ままで使用や充電をしないでください。
A LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部位の劣化が
促進され，バッテリの寿命を縮めるばかりでなく，爆
発の原因となることがあります。
すぐに UPPER LEVEL（上限）と LOWER LEVEL（下限）の
間に補水してください。（補水可能なバッテリ）
■ バッテリの充電時，交換時は，バッテリの注意ラベル
をよく読んでください。
A バッテリを取外すときは，最初にマイナス（－）側の
ケーブルを取外してください。
バッテリを取付けるときは，最初にプラス（＋）側の
ケーブルをプラス（＋）側の端子に取付けてください。
A 充電は，機械から取外して行なってください。
A 密閉状態で充電を行なうと破裂するおそれがあり危
険です。
A 指定外のバッテリは使わないでください。
■ バッテリ液（希硫酸）に触れると危険です。
A 目，皮ふ，衣服についたときは，すぐに水でよく洗っ
てください。
A 目に入ったときは，水でよく洗った後，医師に治療を
受けてください。

ヤケド防止
■ 過熱された冷却水あるいは蒸気が皮ふに触れるとヤ
ケドします。
A 運転後のエンジン・ラジエータ・リザーブタンク中の
冷却水は，過熱，加圧され高温あるいは蒸気になって
います。エンジン停止後 30 分以上経過してからエン
ジンルームを開け，ラジエータキャップを徐々にゆる
めて蒸気の圧力を抜いてから作業してください。
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必ず読んでください

安全に作業するために
■ 高温の油が皮ふに触れるとヤケドをします。
A 運転中エンジンオイル・油圧オイルは高温になりま
す。エンジン・ホース・配管及びその他の部品も高温
になっています。また残圧による油のふき出しやプラ
グ・ネジのとび出しによるケガのおそれがあるため
じゅうぶんに温度が下がったことを確かめて整備し
てください。
■ エンジン本体・マフラ・排気管も高温になります。運
転中及び停止直後は触れないでください。
A エンジン停止後 30 分以上経過してからにしてくださ
い。

移動・運搬上の注意
移動走行
■ この機械は “ 道路運送車両法 ” に適合していないの
で公道を走ることができません。移動するときはト
ラック運搬（［機械の移動と運搬］の項，
［トラックに
よる運搬について］の項を参照）してください。

安全なトラック運搬
■ 積込み・積降ろしはトラックの駐車ブレーキをしっか
り掛けてください。
■ トラックへの積込み・積降ろしは，平地を選んで，最
低速で行なってください。
A あゆみ板はフックが付いているものを使用し，トラッ
クの荷台に段差のないように確実に掛けてください。
また，あゆみ板は段差の 4 倍以上の長さで，すべり止
めがあり，強度がじゅうぶんある基準にあったものを
使ってください。
A あゆみ板は平行において，安定していることを確認し
てください。
A 操作は機械から降りて行なってください。
A 積込みは前進で，積降ろしは後進で行なってくださ
い。
A あゆみ板の途中でパワーステアリングレバー・副変速
レバー・駐車ブレーキレバーを操作すると，機械の移
動方向が変化したり，急降下，落下する危険がありま
すので操作しないでください。方向を変えるときは，
いったん地上又は荷台にもどって方向を修正し，再度
上り下りし直してください。
A 自動車体水平制御は，水平自動スイッチを［切］にし
て機体を一番下げた状態にしてください。
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必ず読んでください

安全に作業するために
■ トラックの上では引抜部を床まで降ろし駐車ブレー
キを掛け，車止めをし，ロープでしっかり床に固定し
ます。
A 収納部は格納し，倒れないように必ずロックしてくだ
さい。
A 運搬中の急発進・急ブレーキ・急ハンドルは積荷が動
いて危険ですから，絶対しないでください。

安全な移動走行
■ 収納部を格納して機体幅をせまくしてください。
A 作業クラッチレバーを［切］位置にして作業クラッチ
を切り，運転者以外乗らないでください。

高速走行の場合の注意
■ 高速走行するときに，急激なパワーステアリングレ
バーの操作をすると急旋回し危険です。
A 方向を変えるときは速度を低速にしてください。

廃棄物の処理について
A 廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境汚染に
つながり，法令により処罰されることがあります。
A 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてください。
A 地面へのたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄は し
ないでください。
A 廃油，ゴム類，その他の有害物を廃棄，又は焼却する
ときは，購入先，又は産業廃棄物処理業者などに相談
して，所定の規則に従って処理してください。
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安全に作業するために
表示ラベルと貼付位置
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安全に作業するために

-11

必ず読んでください

安全に作業するために

-12

必ず読んでください

安全に作業するために
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安全に作業するために

必ず読んでください

表示ラベルの手入れ
1. ラベルは，いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
もしラベルが汚れている場合は，石鹸水で洗い，やわらかい布でふいてください。
シンナーやアセトンなどの溶剤を使うと，文字や絵が消えることがありますので絶対に使わ
ないでください。
2. 高圧洗浄機で洗車すると，高圧水によりラベルが剥がれるおそれがあります。高圧水を直接
ラベルにかけないでください。
3. 破損や紛失したラベルは，製品購入先に注文し，新しいラベルに貼替えてください。
4. 新しいラベルを貼る場合は，貼付け面の汚れを完全にふき取り，乾いた後，もとの位置に
貼ってください。
5. ラベルが貼付けされている部品を新部品と交換するときは，ラベルも同時に交換してくださ
い。
-14

サービスと保証について
この製品には，保証書が添付してありますのでご
使用前によくご覧ください。
◆ ご相談窓口
ご使用中の故障やご不審な点及びサービスにつ
いてのご用命は，お買上げいただいた購入先にご
相談ください。
その際 ,
（1）販売型式名（商品名）・区分と車台番号
（2）エンジンの型式名 (Model No.) と
番号 (Serial No.)
をあわせてご連絡ください。
なお，部品ご注文の際は，購入先に純正部品表を
準備しておりますので，そちらでご相談くださ
い。

＊ 機械の改造は危険ですので，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場合は，
メーカ保証の対象外になるのでご注意くだ
さい。

ビーンタンク仕様
コンテナデッキ仕様

①エンジン番号

■ 補修用部品の供給年限について
この製品の補修用部品の供給年限（期限）は製造
打切り後 9 年といたします。
ただし，供給年限内であっても特殊部品につきま
しては，納期などについてご相談させていただく
場合もあります。
補修用部品の供給は原則的に上記の供給年限で
終了致しますが，供給年限経過後であっても部品
供給のご要請があった場合には，納期及び価格に
ついてご相談させていただきます。

1

サービスと保証について
■ 取扱説明書の収納場所について
本冊子を付属部品のビニール袋にいれたあと，運
転席（シート）裏側にある収納袋に本冊子を収納
して，常時携帯してください。（出荷時は取扱説
明書がビニール袋に入っています。
）

①取扱説明書
②ビニール袋

①取扱説明書収納場所

2

各部の名称
◆ 機体方向説明
この取扱説明書で使用している前後・左右・左回り・右回りなどの方向は，図示の通りです。

①右側
②前方
③左側
④後方

右回り（時計方向）
左回り（反時計方向）
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各部の名称
［ビーンタンク仕様］

①運転席（シート）
②防じん網
③ヘッドランプ
④クローラ
⑤デバイダ
⑥アームレスト
⑦作業灯
⑧作業灯
⑨補助ステップ
⑩ビーンタンク
⑪ロープ掛フック（4 箇所）
⑫メンテナンスステップ
⑬コンテナ台
⑭ロックカナグ
⑮ロックレバー
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各部の名称
［コンテナデッキ仕様］

①運転席（シート）
②防じん網
③ヘッドランプ
④クローラ
⑤デバイダ
⑥アームレスト
⑦作業灯
⑧作業灯
⑨補助ステップ
⑩コンテナデッキ
⑪ロープ掛フック（4 箇所）
⑫メンテナンスステップ
⑬コンテナ台
⑭ロックカナグ
⑮ロックレバー
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各部の名称
装置の名称と各部のはたらき

①運転操作部
②エンジン部
③走行部
④引抜部（下段）
⑤引抜部（上段）
⑥供給部
⑦脱莢部
⑧選別部
⑨第 1 コンベア
⑩第 2 コンベア
⑪収納部

6

各部の名称
A
A
A
A
A
A
A
A
A

エンジンの始動・停止や移動走行・収穫作業の運転操作を行なうところ
運転席下部にある動力装置
クローラにより走行を行なうところ
えだまめを引き抜き，供給部まで搬送するところ
えだまめの姿勢を倒して，引抜部からフィードチェーン部への受け渡しをする
ところ
脱莢部 …………… えだまめの莢と枝，葉を分離するところ
選別部 …………… 分離したえだまめの枝，葉と莢を分けるところ
第 1 コンベア・
第 2 コンベア …… えだまめの莢を収納部まで搬送するところ
収納部 …………… 運ばれてきたえだまめの莢を貯蔵するところ
運転操作部 ………
エンジン部 ………
走行部 ……………
引抜部 ……………
供給部 ……………

＊ 引抜部には下段と上段があります。
＊ 第 1 コンベアと第 2 コンベアをまとめて “ 搬送部 ” といいます。
＊ 運転操作部，エンジン部，走行部以外をまとめて “ 作業機部 ” といいます。
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スイッチとメータ・ランプの取扱い

①メータユニット
②［ビーンタンク仕様］ビーンタンク搬送スイッチ
③［ビーンタンク仕様］自動搬送スイッチ
④ホーンスイッチ
⑤メインスイッチ
⑥コンビネーションスイッチ
⑦自動車体水平制御装置（モンロー）
⑧ゲージタイヤ昇降スイッチ（オプション）
⑨緊急停止スイッチ
⑩［ビーンタンク仕様］モンロー上昇スイッチ（後方）
⑪［ビーンタンク仕様］ビーンタンク搬送センサ
［コンテナデッキ仕様］えだまめこぼれ警報センサ
⑫満杯検出スイッチ
⑬シャッタ
⑭シャッタ固定レバー
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スイッチとメータ・ランプの取扱い
スイッチとメータユニット
■コンビネーションスイッチ
■メインスイッチ
コンバインの電源の入・切，及びエンジンの始
動・停止を行なうスイッチです。

①コンビネーションスイッチ
②ヘッドランプ点灯位置
③ヘッドランプ・作業灯点灯位置

スイッチを操作するとランプが点灯します。
［OFF］…… ヘッドランプ・作業灯消灯位置
［ ］…… ヘッドランプ点灯位置
［
］…… ヘッドランプ・作業灯点灯位置

［切］……… スイッチキーが抜き差しできるエン
ジン停止中の位置。
［入］……… 電気（電装）装置がはたらく位置。
［予熱］…… エンジンの燃焼室内が予熱される位
置。
［始動］…… セルモータが回転し，エンジンが始
動する位置。

＊ ウィンカ部は使用しません。

＊ エンジン始動後，スイッチキーから手を離す
とスイッチキーは，［入］の位置に戻ります。
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スイッチとメータ・ランプの取扱い
■ホーンスイッチ

■緊急停止スイッチ

ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

第 2 コンベアの前に緊急停止スイッチがありま
す。危険を感じたときなど，非常時にエンジンを
停止させるスイッチです。

①緊急停止スイッチ

回す
引く

＊ エンジンを非常停止するときは，緊急停止ス
イッチを押してください。元に戻すときは，
［停止］位置から時計方向一杯まで回してか
ら，手前方向にコツンと音が鳴るまで確実に
引上げ，［運転］位置にしてください。
＊［停止］位置では，エンジンは始動しません。
①ホーンスイッチ

■ゲージタイヤ昇降スイッチ（オプション）
［上］
・・・ゲージタイヤが上がります。
［下］
・・・ゲージタイヤが下がります。

①ゲージタイヤ昇降スイッチ
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上（上げる）
下（下げる）

スイッチとメータ・ランプの取扱い
■メータユニット
液晶ディスプレイは，機械の状態や状況（エンジ
ン始動前や始動後，異常発生のときなど）に応じ
て，必要な情報をマイコンが判断し，液晶ディス
プレイに表示します。

①異常発生表示例

＊ 液晶ディスプレイに異常のエラーメッセージ
が表示されたとき，警報ブザーは鳴りません
ので注意してください。ただし，異常が 2 つ
以上同時に発生したときは，警報ブザーが鳴
ります。
①水温ランプ
②傾斜ランプ
③満杯ランプ
④液晶ディスプレイ

⑤警報ランプ
⑥作業灯点灯ランプ
⑦充電ランプ
⑧オイルランプ

◆ 各メータ
A 燃料計（常時表示）
燃料の残量を液晶の目盛り（8 段階）で表示しま
す。

［液晶ディスプレイ表示パターン］

A アワメータ（単位：h［時間］
）
エンジン停止中（メインスイッチ［入］時），エ
ンジン運転時間の積算使用時間を表示します。
A エンジン回転数表示（単位：n/min［rpm］
）
エンジン作動中，1 分間のエンジン回転数をデジ
タル表示します。
◆ 各ランプ
＊ 処置については，46 ページを参照してくださ
い。
＊ エンジンが停止しているときは，メインス
イッチを［入］位置にすると，充電ランプ・
オイルランプが点灯しますが異常ではありま
せん。

①アワメータ表示例
②エンジン回転数表示例
③燃料計
④水温計

A 水温ランプ
エンジンの冷却水温が高温になると水温ランプ
が点滅し，警報ブザーが鳴ります。（水温警報）

＊ 異常が発生すると，メータユニットの液晶
ディスプレイに異常のエラーメッセージを表
示します。故障によるエラーメッセージが表
示されたときは作業を中止し，購入先に連絡
して処置してください。

A 充電ランプ
充電系統に異常が発生すると点灯します。
（充電
警報）
A オイルランプ
エンジンオイルの圧力が，異常に低下すると点灯
します。（油圧警報）
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スイッチとメータ・ランプの取扱い
A 作業灯点灯ランプ
コンビネーションスイッチを［ヘッドランプ・作
業灯点灯位置］にすると，ヘッドランプが点灯す
ると同時に，作業灯ランプが点灯します。

■ビーンタンク搬送スイッチ［ビーンタンク
仕様］
ビーンタンクを手動で搬送するスイッチです。
スイッチを押す方向でビーンタンクが前方また
は後方に作動します。

A 満杯ランプ
［ビーンタンク仕様］
ビーンタンク内のえだまめが満杯になるとラン
プが点滅し，警報ブザーが鳴ります。
［コンテナデッキ仕様］
ミニコンテナからえだまめがあふれるとランプ
が点滅し，警報ブザーが鳴ります。
A 傾斜ランプ
機械の傾斜角度が 12 度を越えるとランプが点灯
し，同時に警報ブザーが鳴ります。（傾斜警報）

①傾斜ランプ

■自動搬送スイッチ［ビーンタンク仕様］

①ビーンタンク搬送スイッチ

“ 緑ランプ消灯 ”… ビーンタンクが手動搬送
モードになっている。
“ 緑ランプ点灯 ”… ビーンタンクが自動搬送
モードになっている。

①自動搬送スイッチ
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スイッチとメータ・ランプの取扱い
■自動車体水平制御装置（モンロー）
自動車体水平制御装置は，作業クラッチが［入］
のときに機体が右に傾くと，自動的に機体を水平
状態に修正・保持する装置です。

①引抜部

①自動車体水平制御装置（モンロー）

A 水平自動スイッチ
自動車体水平制御の入／切をするスイッチです。
水平自動スイッチが点灯 …… 自動車体水平制御
が［入］になり，作
業クラッチが［入］
の時に自動車体水
平制御が作動しま
す。
水平自動スイッチが消灯 …… 自動車体水平制御
が［切］になり，自
動車体水平制御が
解除されます。

①水平自動スイッチ
②ランプ
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水平

＊ 自動車体水平制御を［切］にすると，機体は
いったん一番下まで下がります。また，下降
中に，水平操作スイッチを操作すると下降が
停止します。
ただし，作業クラッチレバーを［切］位置に
すると自動車対水平制御は解除されますが，
機体は一番下まで下がりません。
＊ 自動車体水平制御を［入］にしたとき，ラン
プが点滅しているときは，システム異常を起
こしていますので購入先に連絡してくださ
い。

スイッチとメータ・ランプの取扱い
■水平操作手動スイッチ

■モンロー上昇スイッチ（後方）

車体右側の上昇
イッチです。

モンローを手動で上昇させるスイッチです。
排出作業を行なうときにビーンタンク下側にミ
ニコンテナが設置できない場合，モンローを上昇
させます。

下降を行なう手動操作ス

①水平自動スイッチ
②ランプ
③水平操作手動スイッチ

①モンロー上昇スイッチ（後方）

スイッチの操作方向

機体の動き

上

車体右側上昇

下

車体右側下降

＊ 作業クラッチレバーが［入］位置にあるとき
は，モンロー上昇スイッチ（後方）を押して
もモンローは作動しません。
＊ 主変速レバーが［N］（中立）以外の位置にあ
るときは，モンロー上昇スイッチ（後方）を
押してもモンローは作動しません。
＊［コンテナデッキ仕様］
モンロー上昇スイッチ（後方）を押しても，
モンローは作動しません。

＊ 自動車体水平制御がはたらいているときで
も，水平操作手動スイッチによる操作が優先
されます。
＊ 傾斜地では操作しないでください。
＊ モンロー操作時（特に全上昇，全下降）は，
エンジン回転数を上げてください。
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操作レバーとペダルの取扱い

①主変速レバー
②副変速レバー
③作業クラッチレバー
④アクセルレバー
⑤アームレスト
⑥非常エンジン停止レバー
⑦パワーステアリングレバー
⑧ブレーキペダル（駐車ブレーキ）
⑨駐車ブレーキレバー
⑩引抜下降ロックレバー
⑪駐車ブレーキロックレバー
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操作レバーとペダルの取扱い
運転装置
＊ 駐車ブレーキを掛けると主変速レバーは，
［N］
（中立）位置に固定され，主変速レバーを操作
しても動きません。
＊［後進］位置にするとバックブザーが鳴りま
す。

■アクセルレバー
エンジン回転をコントロールするレバーです。レ
バーを後方に引くと回転数が上がります。
［ ］…… エンジン低速回転位置
［ ］…… エンジン高速回転位置

■パワーステアリングレバー
パワーステアリングレバーは，機体走行時の進路
変更と引抜部の昇降操作を行なうレバーです。
A パワーステアリングレバー
［左］ ［右］ ……

レバーを倒した方向に機
体の進路が変わります。
倒す角度に応じて進路の
方向修正から旋回を行な
います。
［下］ …………… レバーを倒した方向に引
抜部が上下に動きます。
［上］
…… レバーを倒した方向に機
体の進路が変わると同時
に，引抜部が上下に動き
ます。

①アクセルレバー

■主変速レバー・副変速レバー
移動走行時や作業時に変速をするレバーです。

①主変速レバー
②副変速レバー

前進
後進
低（作業）
高（移動）
中立

①パワーステアリングレバー

＊ 駐車ブレーキが掛かっているときは，主変速
レバーを動かさないでください。無理に動か
すと故障の原因となります。
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右旋回
左旋回
引抜部上げ
引抜部下げ

操作レバーとペダルの取扱い
［運転席にすわって操作する方向］

■非常エンジン停止レバー
メインスイッチを［切］位置にしてもエンジンが
止まらないときなど非常時に，エンジンを停止さ
せるレバーです。

右旋回
左旋回
右方向修正
左方向修正

①非常エンジン停止レバー

＊ エンジンが停止中で，引抜部が上がっている
ときにパワーステアリングレバーを前方
（［下］方向）に倒しても引抜部は下がりませ
ん。

■引抜下降ロックレバー
引抜部の落下を防止するロックレバーです。操作
するときはレバーのつまみのネジをゆるめて
ロックレバーを動かし，
［ロック］位置でネジを
締付けてください。
［ロック］位置にするとパワーステアリングレ
バーは前方へ倒れません。また，解除するときは
［解除］位置でネジを締付けてください。

①停止
②始動

＊ レバーが停止位置では，エンジンは始動しま
せん。

①引抜下降ロックレバー

ロック
解除
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操作レバーとペダルの取扱い
■ブレーキペダル（駐車ブレーキ）

■作業クラッチレバー

ブレーキペダルを踏むとブレーキが掛かり，駐車
ブレーキロックレバーで駐車ブレーキレバーを
ロックすると駐車ブレーキが掛かります。駐車ブ
レーキを解除するときは，ブレーキペダルを強く
踏込んでロックを解除してください。機体に乗っ
ていない状況で操作する場合は，駐車ブレーキレ
バーを手で操作してください。

作業機部の動力を入／切するクラッチレバーで
す。

①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

［入］ …… 作業機部が駆動します。ただし，引
抜部・供給部・フィードチェーン部
は主変速レバーが［前進］位置にあ
るときのみ駆動します。
［切］ …… 作業機部の駆動が停止します。

踏込む
駐車ブレーキロックレバー
でロックする
解除位置
ロック（駐車ブレーキ位置）

①作業クラッチレバー

入
切

■運転席（シート）
運転席（シート）を前方に倒しながら，前・後に
調節が行なえます。

＊ 駐車ブレーキレバーを押さえると，減速する
と同時に主変速レバーが［N］（中立）側に戻
ります。
＊ 駐車ブレーキを掛けると主変速レバーは，
［N］
（中立）位置に固定され，主変速レバーを操作
しても動きません。
＊ 駐車ブレーキを掛けていないときは，ブレー
キペダルをいっぱいに踏込まないとエンジン
は始動しません。

①運転席（シート）
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前
後

えだまめコンバインのしくみについて
えだまめコンバインは，えだまめの莢，枝，葉を機械で選別して，莢をビーンタンクまたはミニコンテ
ナに収納する機械です。

機械のしくみの説明
1. えだまめを引抜き，下段スポンジベルトでえだまめ茎部の中央部を挟み，上段スポンジベルトでえ
だまめ茎部の下部に挟み替えます。
2. 引抜部から搬送されたえだまめを，供給爪付きチェーン・ガイドにより 90 度姿勢を倒し，フィード
チェーンにより後方に搬送します。
3. 脱莢部でえだまめを莢と枝・葉・茎に分離します。
4. 分離した莢・枝・葉をトウミの風により選別し，莢は第 2 コンベアに送り，枝・葉は機外へ排出します。
5.［ビーンタンク仕様］
第 2 コンベアで莢を搬送し，ビーンタンクに投入します。
［コンテナデッキ仕様］
第 2 コンベアで莢を搬送し，ミニコンテナに投入します。
作物の状態はその年の気候によって変化します。取扱説明書の［えだまめ収穫作業のしかた］を熟読し，
理解し，毎年機械を調整して収穫作業を行なってください。
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収納部の取扱い
3. 前カバーに取付いている樹脂ボルトを取外
し，前カバーを起こしてください。
4. 右カバー，左カバーについている樹脂ボルト
を取外し，右カバー，左カバーを起こしてく
ださい。
5. 取外した樹脂ボルトを各カバーに取付けて，
ビーンタンクを収穫状態にしてください。

＊ 収納部を展開する前に，周囲に誰もいない
ことを確認してください。
＊ 収納部はゆっくりと展開してください。

ビーンタンクの取扱い［ビーンタ
ンク仕様］
■ビーンタンクの展開・格納方法
◆ 展開方法
1. ロックカナグの樹脂ボルトを取外して，ビー
ンタンクを少し降ろしてください。
ロックレバーにピンが引っ掛かります。
2. ビーンタンクを少し持ち上げてからロックレ
バーを引いてロックを解除し，ビーンタンク
を機体と平行になるまで下げてください。

①前カバー
②右カバー
③左カバー

［ビーンタンク収穫状態］

①ビーンタンク
②ロックカナグ
③ロックレバー
①ビーンタンク

◆ 格納方法
1. 各カバー，ロックカナグの樹脂ボルトを取外
してください。
2. 右カバー，左カバーを倒し，樹脂ボルトを取
付けてください。
3. 前カバーを倒し，樹脂ボルトを取付けてくだ
さい。
4. ビーンタンクを持ち上げ，ロックカナグを元
の位置に戻して樹脂ボルトで固定してくださ
い。
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収納部の取扱い
コンテナデッキの取扱い［コンテ
ナデッキ仕様］
■コンテナデッキの展開・格納方法
◆ 展開方法
1. ロックカナグの樹脂ボルトを取外して，コン
テナデッキを少し降ろしてください。
ロックレバーにピンが引っ掛かります。
2. コンテナデッキを少し持ち上げてからロック
レバーを引いてロックを解除し，コンテナ
デッキを機体と平行になるまで下げて収穫状
態にしてください。

①コンテナデッキ
②ロックカナグ
③ロックレバー

［コンテナデッキ収穫状態］

①コンテナデッキ

◆ 格納方法
コンテナデッキを持ち上げ，ロックカナグを元の
位置に戻して樹脂ボルトで固定してください。
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エンジンの始動と停止
故障を未然に防ぐには，機械の状態をいつもよく知っておくことが大切です。日常点検は一日一回，運
転前に欠かさず行なってください。（点検・調整方法の詳細は，54 ページ以降を参照）

＊ 平たんな安全な場所で，エンジンを止めて駐車ブレーキを必ず掛けてから行なってください。
＊ バッテリの点検・充電・交換中は火気厳禁です。
＊ 各部の調整・点検・交換を行なうときは，エンジンを必ず停止させ，各レバー類を［切］位置にし
て，回転部を止めてから作業をしてください。
＊ 取外した回転部のカバー類は，取外したままでは衣服などを巻込むおそれがあり危険ですので，点
検後は，必ず取付けてから作業をしてください。
＊ 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
＊ 運転前にブレーキ・クラッチや安全装置などの日常点検を行ない，摩耗や損傷している部品があれ
ば交換してください。また，定期的にボルトやナットがゆるんでいないか点検してください。
＊ 使用前にはオイル，燃料が規定量入っているか必ず点検してください。
＊ 燃料，オイルがこぼれた場合は，きれいにふき取ってください。
＊ バッテリ，マフラやエンジン・燃料タンク・ベルトカバー内・配線部周辺にごみや燃料の付着，泥
のたい積などがあると火災の原因になることがあります。日常点検をして取除いてください。

各部への給油と交換
＊ 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
＊ 使用するエンジンオイル，ミッションオイル，グリースは，指定の［クボタ純オイル・スペアグリー
ス］を必ず使用してください。
＊ 燃料補給の際は，ごみや水が混入しないようにしてください。
◆ 前日の異常箇所
前日の作業中に異常を感じたところがあれば，使用前に支障がないか点検してください。
◆
1.
2.
3.
4.

えだまめコンバインの回りを歩いて
ボルトやナットのゆるみや脱落がないか点検します。
車体各部の変形や損傷がないか点検します。
油もれや水もれなどないか点検します。
機体各部に枯葉などがたまっていないか点検します。

22

エンジンの始動と停止
始動のしかた

3.

＊ この取扱説明書前編の黄色のページの［安
全に作業をするために］の内容を必ずお読
みいただいて安全作業を心掛けてくださ
い。
＊ えだまめコンバインに貼ってある警告ラベ
ルの内容を必ずお読みください。
＊ えだまめコンバインに乗り降りするとき
は，飛び乗ったり飛び降りたりしないでく
ださい。転倒・転落してケガをするおそれ
があります。
＊ エンジン排気ガスによる，排気ガス中毒を
さけるため，換気の悪い納屋・倉庫でエン
ジンを回さないでください。
＊ 始動操作は，ホーンなどで周囲の人に始動
の合図をしてから行なってください。

1.

①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

踏込む
駐車ブレーキロックレバー
でロックする
ロック（駐車ブレーキ位置）

＊ ブレーキペダルをいっぱいまで踏むと主変速
レバーが［N］
（中立）位置に戻ります。また，
駐車ブレーキが掛かっているときには，主変
速レバーは動きません。
＊ 駐車ブレーキを掛けていないときは，ブレー
キペダルをいっぱいに踏込まないとエンジン
は始動しません。

アームレストをしっかりと握り，補助ス
テップに確実に足を掛けてすべらないよう
に注意しながら運転席に座ります。

＊ 運転席へ乗降りするときは，アームレスト以
外は握らないでください。特にパワーステア
リングレバーを握って乗降りすると，変形し
たり，破損する原因となります。また，パワー
ステアリングレバーが変形したり破損する
と，正常な運転が行なえなくなるおそれがあ
ります。
2.

駐車ブレーキを掛けます。

4.

各レバー位置の確認をします。

1. 主変速レバーを［N］
（中立）位置にします。
2. 副変速レバーを［N］
（中立）位置にします。
3. 作業クラッチレバーを［切］位置にします。

運転しやすい位置に運転席（シート）を
調整します。
（18 ページを参照）

①主変速レバー
②副変速レバー
③作業クラッチレバー
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前進
後進
低（作業）
高（移動）

入
切
中立

エンジンの始動と停止
5.

A メータユニットを点検してください。
(1) エンジン停止中にメインスイッチを［入］
にすると，水温ランプ・オイルランプ・
充電ランプが点灯します。エンジンを始
動すると，水温ランプ・オイルランプ・
充電ランプは消灯します。

アクセルレバーを確認をします。

1. アクセルレバーを中間位置にします。

①アクセルレバー

6.

①水温ランプ
②オイルランプ
③充電ランプ

非常エンジン停止レバーを確認します。

レバーを押し込み，始動位置にします。
(2) エンジン回転中に検知箇所に異常があれ
ば水温ランプ・オイルランプ・充電ラン
プが点灯し，異常を知らせます。

7. 非常停止スイッチが「運転」になっている
か確認します。

8.

2. 周囲の人にホーンなどで始動の合図を送り，
安全を確認してください。
3. スイッチキーを［始動］の位置に回してエン
ジンを始動します。始動後はキーから手を離
してください。

メインスイッチの操作

1. スイッチキーを差込み，
［入］の位置にセット
してください。

＊ スイッチキーを［始動］位置にし，セルモー
タを回して 10 秒たっても始動しないときは，
いったんキーを［切］にして，30 秒ほど休止
してから，エンジンを再起動してください。
10 秒以上の使用は故障の原因になります。
＊ エンジン回転中にスイッチキーを［始動］位
置に回すと故障の原因になります。
＊ エンジン始動後，暖機運転をしてください。

①メインスイッチ
②ホーンスイッチ
③非常エンジン停止レバー

切
入
予熱
始動
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エンジンの始動と停止
■暖気運転のしかた

■寒冷時の始動のしかた
寒冷時にエンジンを始動するときは，始動する前
にスイッチキーを［予熱］位置で 5 ～ 10 秒間予
熱したあと［始動］位置に回してください。

＊ 暖機運転中は必ず平地で駐車ブレーキを掛
けて，副変速レバーを［N］
（中立）にして
ください。
始動後，5 ～ 10 分間は負荷をかけずに暖機運転
をしてください。オイルを各部にじゅうぶんゆき
わたらせるためで，始動してからすぐ負担をかけ
ると，運転部分の焼付けや破損など故障の原因と
なりますのでご注意ください。
5 ～ 10 秒

＊ 寒冷時は暖機運転を怠るとパワーステアリン
グレバーの操作ができなくなったり，ブレー
キが効かなくなるなど油圧系統の故障につな
がりますので，下記の表を目安に暖機運転を
行なってください。
気

温

暖機運転時間

0 ℃～ -10 ℃

約 10 分

-10 ℃～ -15 ℃

10 ～ 15 分

-15 ℃～ -20 ℃

15 ～ 20 分

-20 ℃以下

20 分以上

■燃料切れ後の再始動のしかた
運転中に燃料切れで停止した場合は，
1. 作業クラッチレバー及びスイッチキーを［切］
位置にします。
2. 燃料タンクに燃料を補給します。
3. 始動のしかたの 1 ～ 4 を確認後，エンジンを
始動します。

＊ スイッチキーを［入］位置にすると約 30 秒で
自動的にエア抜きされます。
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エンジンの始動と停止
停止のしかた
■バッテリが上がったときの始動のしかた

1. 作業クラッチレバーを［切］位置にします。
2. アクセルレバーを［
］
（低回転）位置にし
ます。

＊ バッテリの近くに裸火（マッチ，ライタ，タ
バコの火など）を近づけたり，
（＋）端子と
（－）端子が金属工具やブースタケーブルな
どの接触によって起こるスパークをさせな
いでください。バッテリのガスで引火爆発
するおそれがあります。
バッテリ上りによりエンジンが始動できなく
なったときは，バッテリの補充電又は，交換を行
なってください。（86 ページを参照）
補充電や交換がすぐに行なえないときは，救援車
のバッテリにブースタケーブルを接続して始動
してください。

①作業クラッチレバー
②アクセルレバー

切

3. スイッチキーを［切］位置にしてエンジンを
停止します。
＊ 接続するバッテリは，必ず 12V のものを利用
してください。故障の原因となります。
＊ バッテリを直列につないで始動しないでくだ
さい。電装品が破損するおそれがあります。
＊ 充電異常による場合（充電ランプ点灯）は購
入先に連絡してください。

＊ ブースタケーブルの取扱いは，ブースタケー
ブルの取扱説明書に従ってください。
1. ブースタケーブル（赤）をコンバイン側と救
援車側のバッテリの（＋）端子にそれぞれ接
続したあと，ブースタケーブル（黒）を救援
車側のバッテリの（－）端子に接続し，コン
バイン側はバッテリから離れたところの金属
部で塗装がされていないところに接続しま
す。
2. 利用するバッテリが車などの場合は，エンジ
ン回転を上げます。
3. コンバインのエンジンを始動します。
4. ブースタケーブルを取付の逆の手順で取外し
ます。

①スイッチキー

切

＊ エンジン停止中でスイッチキーが［入］位置
で長時間放置するとバッテリ上りとなりま
す。
＊ スイッチキーを［切］位置にしてもエンジン
が停止しないときは非常エンジン停止レバー
を引いてください。そのあと，購入先へ連絡
してください。
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えだまめコンバインの作業前の準備と運転
新車時の扱いかた

作業前の準備

新車時の上手な運転操作やメンテナンスがえだ
まめコンバインの寿命に影響を及ぼします。新車
の出荷時は厳重な検査をしていますが，えだまめ
コンバインの各部の部品はならし運転されてい
ません。ならし運転期間中はえだまめコンバイン
各部の部品がなじむまでは作業速度は低速で，過
負荷となる作業は避けましょう。
えだまめコンバインの性能を最大限に発揮させ
たり，長期にわたる耐久力を維持させるために
は，適正なならし運転が重要です。新車時の取扱
いは次の事項を遵守してください。

＊ 作業前の準備を行なうときは，エンジンを
必ず止めてください。

■デバイダキャップの取外しと収納
デバイダ先端のデバイダキャップを取外してく
ださい。

■初期 20 時間のならし運転
＊ 急発進や急ブレーキ操作はしないでくださ
い。
＊ 寒い日や冬期，エンジンはじゅうぶん暖気運
転をしてください。
＊ 高速での作業は避けてください。
＊ 整地されていない場所では適切な低速走行を
してください。
以上はならし運転以降も必要な事項ですが，新車
時は特に注意してください。
◆ 油脂・フィルタ類の交換とチェーン・ベルト
の張り調整
＊ 新車時はえだまめコンバインの回転・しゅう
動部の各部品はなじみがついていませんの
で，ならし運転期間中に細かい金属粉が生じ，
部品の極度な摩耗につながるおそれがありま
す。よって，油脂・フィルタ類は初期 50 時間
で交換してください。
＊ チェーンやベルト類はならし運転中に初期伸
びが発生します。初期 20 又は，50 時間で張
り調整をしてください。

①デバイダ
②デバイダキャップ

＊ 取外したデバイダキャップはビニール袋など
に入れてから，運転席後部にある取扱説明書
の収納場所に入れて保管してください。

■補助デバイダの取付け
状況に応じて，デバイダ先端に補助デバイダを取
付けてください。
補助デバイダには枝を拾い上げる効果がありま
すが，草が引抜部先端に溜まりやすくなります。

①デバイダ
②補助デバイダ
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えだまめコンバインの作業前の準備と運転
◆ 予備コンテナの載せ方
［2 個搭載の場合］
空コンテナ 1 の中に空コンテナ 2 を立てて入れま
す。

■収納部の展開

［3 個搭載の場合］
2 個搭載した状態から，空コンテナ 3 の天地を逆
にし，空コンテナ 2 に被せます。

＊ 収納部を展開する前に，周囲に誰もいない
ことを確認してください。
＊ 収納部はゆっくりと倒してください。
収納部の展開については 20 ページを参照してく
ださい。

■ミニコンテナの準備

＊ 極端に変形，破損したミニコンテナは使用
しないでください。

①空コンテナ 1
②空コンテナ 2
③空コンテナ 3

◆ 推奨のミニコンテナサイズ

2 個搭載
3 個搭載
被せる

■運転席（シート）の調節
運転席（シート）の調節については 18 ページを
参照してください。

515mm 程度
360mm 程度
300mm 程度

＊ ただし，リブ形状によってこの機械では使用
できないコンテナがあります。
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えだまめコンバインの作業前の準備と運転
発進のしかた

3.

引抜部を上げます。

パワーステアリングレバーを引いて視界を妨げ
ない程度まで引抜部を上げます。
＊ 発進をするときは，ホーン，その他の方法
で補助者や周りにいる人に合図をして，周
囲の人の安全を確認してください。
＊ 急発進は危険ですので，ゆっくりと発進し
てください。

1.

運転席の調整を行ないます。
（18 ページを参照）
①パワーステアリングレバー

引く

①運転席

2.

上げる

エンジンを始動します。
（23 ページを参照）
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えだまめコンバインの作業前の準備と運転
■旋回のしかた
4.

走行速度を選んで発進します。

1. 副変速レバーで速度を選びます。
2. 駐車ブレーキペダルを踏込んで駐車ブレーキ
を解除します。
3. 主変速レバーを［N］（中立）位置より前に押
すと前進し，後に引くと後進します。

①主変速レバー
②副変速レバー

＊ 高速走行時，パワーステアリングレバーを
強く操作すると急旋回して危険ですので，
旋回前に必ず減速してください。

前進
後進
低（作業）
高（移動）
中立

①パワーステアリングレバー

右旋回
左旋回

［運転席にすわって操作する方向］

①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

踏込む
駐車ブレーキロックレバー
が外れる
解除位置
ロック（駐車ブレーキ位置）

右旋回
左旋回
右方向修正
左方向修正

＊ 砂利道での急旋回は，クローラに石がかみこ
み故障するおそれがありますので避けてくだ
さい。

＊ 駐車ブレーキが掛かっているときは，主変速
レバーを動かさないでください。無理に動か
すと故障の原因となります。
＊ 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主変
速レバーを［N］
（中立）位置にし，ブレーキ
ペダルをいっぱいまで踏込み走行をいったん
止めてから行なってください。止まる前に操
作すると故障の原因となります。
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えだまめコンバインの作業前の準備と運転
駐車・停車のしかた

3. アクセルレバーを［
ます。

］（低回転）位置にし

＊ コンバインを離れるときは，平たんで安全
な場所に置き，引抜部を降ろして駐車ブ
レーキを掛け，エンジンを止めてください。
＊ やむをえず坂道で駐車するときは，木片な
どで車止めをし，暴走を防いでください。
1. 主変速レバーを［N］
（中立）位置にします。
①アクセルレバー

4. 副変速レバーを［N］（中立）以外の位置にし
ます。

①主変速レバー

中立

2. 駐車ブレーキを掛けます。

①副変速レバー

低（作業）
高（移動）
中立

5. 引抜部を降ろして接地します。
6. エンジンを停止してスイッチキーを抜きま
す。

①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

踏込む
駐車ブレーキロックレバー
でロックする
ロック（駐車ブレーキ位置）

＊ 駐車ブレーキが掛かっているときは，主変速
レバーを動かさないでください。無理に動か
すと故障の原因となります。
①スイッチキー
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切

えだまめ収穫作業のしかた
作業ができる作物とほ場の条件
＊ 条件を満たしていても，腐り始めている作物，
倒伏している作物，枝が地面にはうように広
がっているような作物は正常な収穫作業はで
きません。
＊ 条件を満たしていても，根に土が多く付着し
ていると，搬送姿勢が乱れて詰まりの原因と
なるおそれがあります。
＊ 条件を満たしていても，枝が弱いと折れてし
まい，脱莢性能の低下や詰まりが発生するお
それがあります。

＊ 運転者及び機械後部の補助者は，役割分担
を決めて共同作業してください。
＊ 補助者は運転席からみえにくい位置にいる
ことがあります。補助者の安全にも配慮し
てください。
＊ エンジン始動時，作業クラッチレバーを
［入］位置にするときはホーンで合図し，補
助者の OK をもらってください。
＊ 補助者が機械に近づくときは，運転者に知
らせることを徹底させてください。
＊ 発進するときや引抜部・脱莢部などの作業
機部を作動させるときは，周囲の安全を確
かめ，合図をして機械に人を近づけないで
ください。また，バックするときは必ず後
方の安全を確認してください。

2. 本機は条間 300mm 以上となる植付に合うよう
に設計されていますので，
植付けは条間 300mm
以上で行なってください。

作物とほ場の条件によっては，正常な作業ができ
ないことがあります。
まず，次に示す 1 ～ 6 項目の作物とほ場の条件を
確認してください。
1. 本機はえだまめの茎を挟んで抜取る機構で
す。次の条件を満たす事が必要です。
A 草丈 …………………500 ～ 1100mm
A 茎の太さ ……………10 ～ 20mm
A 地面から一番下の
莢までの高さ ………100mm 以上
A 枝が丈夫であること
A 裸地栽培であること

300mm 以上

3. 植付けている条が曲がっていると，えだまめ
をいためることがありますので，真直ぐに植
付けてください。

500 ～ 1100mm
10 ～ 20mm
100mm 以上
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えだまめ収穫作業のしかた
4. 畝立てによる作付けがしてあるほ場では，ク
ローラが溝に入りこむために車体が傾き，う
まく引抜けないことがあります。自動車体水
平制御装置を使用すれば作業できますが，で
きるだけ溝の深さは浅くしてください。

■ほ場の枕掘りについて
能率よく作業を進めるためにはコンバインをほ
場に入れる前に，図中の斜線部を手掘りします
が，枕掘りは少し余裕をもって多くしたほうが運
転は楽にできます。

A ほ場のぬかるみ度合い …… 足の沈み 6cm
まで

①ほ場のぬかるみ
②長靴

A 往復掘りの場合

沈み量
長靴をはいた状態

A 一方掘りの場合 …… 旋回する必要がないの
で，狭いほ場では操作も楽に作業ができます。

5. 大きめの雑草は，必ず作業前に取除いてくだ
さい。搬送の詰まりや，引抜きベルトの外れ
などの原因になります。
6. 傾斜地での作業と走行では以下に留意してく
ださい。

＊ 傾斜地では低速で走行し，急旋回はしない
でください。転倒事故の危険がありますの
で，傾斜地で使用する場合は，必ず下記使
用限度内で作業をしてください。
A 傾斜地での使用限度
左右

前後

空車走行時

10 度

12 度

コンテナ搭載運搬時

5度

5度

作業時

5度

5度
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えだまめ収穫作業のしかた
収穫作業について
＊ エンジン始動直後に引抜部昇降レバーの操作
をするとエンジンが停まることがありますの
で，じゅうぶん暖気運転をしてください。
＊ 作業中エンジン回りの防じんカバーにごみの
付着が多くなれば，そのつど清掃してくださ
い。
防じんあみ全面にごみが付着したまま作業を
続けますと，エンジンオーバヒートの原因に
なりますので注意してください。
＊ あぜぎわがコンクリート畦畔の場合は，ク
ローラをあぜに乗り上げたり，急旋回などは
絶対しないでください。脱輪及びクローラ切
損の原因となります。

＊ 点検・整備時は必ずエンジンを停止してくだ
さい。
＊ エンジン回転中は，えだまめコンバインの回
転部に手や身体を近づけないでください。
＊ 異常が発生したときは，必ずエンジンを停止
してから点検してください。
＊ 外装部品（安全カバーなど）を取外しての作
業は絶対にしないでください。
＊ 作業をする場合は，周囲にじゅうぶん注意を
し，特に子供達を近寄らせないでください。
＊ エンジンを始動したり作業クラッチレバー
を［入］位置にするときは，ホーン，その他
の方法で補助者や周りにいる人に合図をし
て，周囲の人の安全を確認してください。
＊ バックする場合は後方の安全をじゅうぶん
確かめてください。
＊ 機体があぜや凸部を越えるときは，重心の位
置が変わって機体が上向きから下向きに姿
勢が急に変わり，たいへん危険です。減速し
てゆっくり走行するようにしてください。
＊ 本機を止める場合は，かれ草の上に止めない
でください。マフラ排気口にかれ草が触れる
と火災のおそれがあります。なお，機械を離
れるときは，必ずエンジンを停止してくださ
い。
＊ エンジン・マフラ・バッテリにかれ草がたま
ると火災の原因になることがあります。日常
点検して取除いてください。
＊ 運転中及び停止直後は，ラジエータの圧力
キャップを絶対に開けないでください。
また，オーバヒートなどの高温時はエンジン
を停止し，30 分以上経過するまでエンジン
ルームを開けないでください。熱湯が噴出し
高温部でヤケドをするおそれがあります。
＊ 作業を終って，本機にシートカバーをかける
ときは，マフラ・エンジンが冷えてからにし
てください。火災の原因になることがありま
す。
＊ えだまめコンバインを離れるときは，平たん
で安全な場所に置き，引抜部を降ろして駐車
ブレーキを掛け，エンジンを止めてくださ
い。
＊ やむをえず坂道で駐車するときは，木片など
で車止めをし，暴走を防いでください。

＊ ほ場内を走行するときは畝にクローラを載
せ，畝上を走行するようにしてください。
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えだまめ収穫作業のしかた
［コンテナデッキ仕様］
ミニコンテナをコンテナデッキに 6 個，コンテナ
台に 4 個搭載できます。

■収納コンテナの搭載

＊ 転倒の危険がありますので，コンテナ台，コ
ンテナデッキへは 2 段積みまでにしてくだ
さい。また，コンテナデッキの機体後方 2 列
は 1 段積みまでにしてください。
＊ コンテナ搭載時は，低速で走行し急旋回は
しないでください。
［ビーンタンク仕様］
ミニコンテナをコンテナ台に 4 個搭載できます。

①コンテナ台
②コンテナデッキ

①コンテナ台
①ミニコンテナ

①ミニコンテナ
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えだまめ収穫作業のしかた
［ビーンタンク仕様］
1. ビーンタンクに莢が搬送され，溜まった莢が
ビーンタンク搬送センサを遮断すると，ビー
ンタンクベルトが回転して莢を一定距離搬送
します。

■収納作業について

＊ 作業中はコンベアの中に指や手を入れない
でください。
＊ 土などの詰まりを取除く場合は，必ずエン
ジンを停止してから行なってください。
＊ 転落のおそれがあるので，作業及び走行中
はメンテナンスステップに乗らないでくだ
さい。
＊ 補助者が危険に感じたときなど，非常時に
は緊急停止スイッチを押して，エンジンを
停止させてください。
または非常エンジン停止レバーを引いて，
エンジンを停止させてください。
＊ 収穫作業中，補助者が機械に近づくときは，
必ず機械を停止させてください。

①ビーンタンク搬送センサ

遮断

2. 1 の工程を繰り返し行うことでビーンタンク
が満杯になると，莢が満杯検出スイッチを押
し，警報により満杯を運転者に知らせます。
3. ビーンタンクが満杯になると莢をミニコンテ
ナに移し替える必要があるため，えだまめコ
ンバインをほ場端などのミニコンテナをほ場
から搬出しやすい場所に移動してください。
4. ビーンタンク後方にミニコンテナを設置して
ください。

＊ 収穫後，洗浄までの時間が長いと品質が低下
するおそれがあります。品質を低下させない
ようできる限り早く洗浄してください。

＊ ミニコンテナを設置する前にシャッタを開け
ると，莢がこぼれて地面に落ちてしまいます。

①ミニコンテナ
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＊ 雨天で使用すると，莢や土汚れがビーンタン
ク搬送センサの表面に付着しやすくなりま
す。付着した状態で使用を続けると莢が溜
まっていなくてもビーンタンクベルトが回転
するときがありますので，都度清掃してくだ
さい。

5. ビーンタンクのシャッタ左右にあるシャッタ
固定レバーを “ 開 ” 位置にして，シャッタ
を持ち上げて開けてください。

［コンテナデッキ仕様］
1. コンテナデッキの第 2 コンベア終端下部にミ
ニコンテナを設置してください。

①ミニコンテナ

①シャッタ
②シャッタ固定レバー

2. 莢が搬送されてミニコンテナが満杯になる
と，機械を停止してから空のミニコンテナを
後方から差し込み，満杯になったミニコンテ
ナを前方に押し出してください。
3. コンテナデッキにはミニコンテナを縦に 4 個
搭載できるので，4 個満杯になった時点でコ
ンテナデッキ前方に 2 個ずつ 2 段に積み重ね
て下さい。

閉位置
開位置

6. ビーンタンク搬送スイッチの後方側を押し
て，ミニコンテナが満杯になるまで莢を排出
してください。
7. 全ての莢を排出後，シャッタを閉めてから
シャッタ固定レバーを “ 閉 ” 位置に戻して
ください。

＊ コンテナデッキの最大積載量は 6 個なので，7
個以上積載する場合はコンテナ台に積んでく
ださい。
コンテナ台の最大積載量は 4 個ですので，そ
れ以上は積まないでください。

＊ ほ場途中でビーンタンクが満杯になった場合
は，状況に応じてその場でミニコンテナに排
出し，ミニコンテナをコンテナ台に積んでく
ださい。コンテナ台の最大積載量は 4 個です
ので，それ以上は積まないでください。
＊ ビーンタンク搬送センサの表面が汚れている
とセンサが反応してしまい，莢が溜まってい
なくてもビーンタンクベルトが回転するとき
があります。定期的に清掃してください。
＊ 地面とビーンタンクとのすき間が狭くミニコ
ンテナを設置できない場合は，モンロー上昇
スイッチ（後方）を押して機体右側を上昇さ
せてすき間を広げてから，ミニコンテナを設
置してください。
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■作業に合わせた各部の調整・調節のしかた

＊ 作業中の調整以外は，エンジンを必ず止め
て，メインスイッチのキーを抜いてから調
整・調節を行なってください。
＊ 衣服などが回転部に巻込まれ危険ですの
で，取外した回転部のカバー類は必ず取付
けてください。
＊ 平たんで安定した場所で行なってくださ
い。
＊ えだまめコンバインを停止するときは，葉
くずの上に止めないでください。マフラ排
出口に葉くずが触れると，火災のおそれが
あります。

①上部カバー
②クランプ

外す
引く

3. 調節したいすき間の調節ボルトについている
ノブボルトを取外してください。
4. 次の表を参考に調節ボルトを回してすき間を
調節してください。

■脱莢ゴムブレード間のすき間の調節
調節方向

1. メンテナンスステップを開いてください。
（58 ページを参照）

現象（状態），条件

広くする A 損傷莢が多い
A 脱ぷが多い
A 枝折れが多い
狭くする A 未脱莢が多い

①メンテナンスステップ
②溝

2. 上部カバーを開けてください。
（56 ページを参照）
①ノブボルト
②調節ボルト

5. 調節を終えたら，取外したノブボルトを取付
けて調節ボルトを固定してください。
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3. 調節を終えたら，取外した蝶ボルトを取付け
てトウミ調節プレートを固定してください。

＊ 調節ボルトは時計回りに回すとすき間が広く
なり，反時計回りに回すとすき間が狭くなり
ます。
＊ 調節ボルト1回転で，
すき間は2mm変わります。
＊ 片方の調節を終えたら反対側も同時に調節し
てください。
＊ 脱莢ローラすき間を狭くし過ぎると，ブレー
ドの早期破損に繋がるおそれがあります。ブ
レードすき間が 4mm 未満にならないよう調節
してください。

＊ 出荷時は［閉］
（弱）の位置です。
＊ トウミ調節プレートを機体前側（［開］（強）
方向）に動かすと風量は強くなります。
＊ 片方の調節を終えたら，反対側も同時に調節
してください。
＊ 左側を調節するときは，サイドカバー（左前），
バッテリカバーを取外してください。
（56 ページ，57 ページを参照）

■選別風量の調節（シャッタ）
1. 蝶ボルトを緩めてください。
2. 次の表を参考にトウミ調節プレートを動かし
て選別風量を調節してください。
調節方向

現象（状態）

［開］（強） A 選別が悪い
［閉］（弱） A 莢の飛び出しが多い
［機体左側の調節］
①サイドカバー（左前）

①トウミ調節プレート
②蝶ボルト

［開］方向（強）
［閉］方向（弱）

［機体右側の調節］

①トウミ調節プレート
②蝶ボルト

①バッテリカバー
②ボルト

［開］方向（強）
［閉］方向（弱）
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■選別風圧の調節（排出口）
1. 選別部カバーを上に開いて固定します。
（57 ページを参照）
2. 調節ステーからノブボルト2本を取外します。
3. 排出カバーの位置を動かし，取外したノブボ
ルトを調節ステーに取付けて排出カバーを固
定します。
風圧を強くする場合 … 調節ステーと排出カ
バーを機体前方側に
起 こ し て，調 節 ス
テー上側の穴（強位
置）にノブボルトを
固定します。
風圧を弱くする場合 … 調節ステーと排出カ
バーを機体後方側に
倒して，調節ステー
下側の穴（弱位置）に
ノブボルトを固定し
ます。
調節内容

現象（状態）

調節ステー上側穴 A 選別が悪い（枝や葉の
（強）で固定する
混入が多い）
（風圧を強くする）

①排出カバー
②調節ステー
③ノブボルト

調節ステー下側穴 A 莢が機外に排出され
る
（弱）で固定する
（風圧を弱くする）

風圧強位置
風圧弱位置

＊ 出荷時，排出カバーは風圧弱位置（ノブボル
トは調節ステー下側の穴）です。
＊ 選別性が悪く莢以外の枝や葉の混入が多い場
合は，先にシャッタの調節（39 ページを参照）
を行ない，風圧が足りない場合に排出口の調
節を行なうようにしてください。
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■フィードチェーン押さえレール圧縮力の
調節

■排出ガイドの調節
1. 選別部カバーを上に開いて固定します。
（57 ページを参照）
2. 調節用長穴部のボルトを緩めます
3. 次の表を参考にアジャスタを上下に動かし
て，ピアノ線位置を調節します。

1. フィードチェーンカバーを取外します。
（56 ページを参照）
2. ロックナットを緩めます。
3. 次の表を参考に調節ナットを動かして，押さ
えレール圧縮力を調節します。
調節内容

調節内容

現象（状態）

アジャスタを上げる
（すき間を広げる）

A 排出された茎が根側
から地面に落ちる（草
丈が長い）

現象（状態）

A 脱莢中に茎がフィー
調節ナットを上げる
ドチェーンから抜け
（圧縮力強）
る

アジャスタを下げる A 排出された茎が上側
から地面に落ちる（草
（すき間を狭める）
丈が短い）

調節ナットを下げる A 脱莢中に茎がフィー
ドチェーンでちぎれ
（圧縮力弱）
る
4. 調節後，ロックナットで調節ナットを固定し
ます。

①調節用長穴
②ボルト
③アジャスタ
④ピアノ線
①調節ナット
②ロックナット

調節範囲

上げる
下げる

4. 調節を終えたら，ボルトを締めてアジャスタ
を固定します。

＊ 出荷時，圧縮力は最弱の状態（調節範囲の長
さが 65.3mm）です。
＊ 径が太いえだまめ（20mm 程度）はフィード
チェーンから抜けやすい傾向にあります。

＊ 出荷時，アジャスタの位置は草丈が短いえだ
まめに合わせて最下位置です。
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◆ 10cm 以上の段差があるとき
1. ほ場の端を手掘り（枕掘り）をします。
（33 ページを参照）
2. あゆみ板を準備し，アクセルレバーを操作し
てエンジン回転を2000n/min(rpm)以上にしま
す。
3. 副変速レバーを［低（作業）］位置にし，主変
速レバーをゆっくり操作して，低速で前進し
ます。
4. いったん停車したあと，あゆみ板の中央に左
右のクローラを合わせ，あゆみ板と平行に
なっているか確認してからほ場へ進入しま
す。

■ほ場の出入りのしかた

＊ 10 ㎝以上の段差（あぜやコンクリート畦畔
など）のあるところではあゆみ板を使って
ください。
＊ あゆみ板を使うときや前後左右とも 10 度を
こえる傾斜地を走行するときは，速度を最
低速にしてください。
＊ あゆみ板はじゅうぶんな強度，幅（55cm 以
上）
，長さ（高さの 4 倍以上）のある基準に
合ったすべり止め付きのものを使用し，コ
ンバインの重量であゆみ板が傾いたりしな
い場所を選んでください。また，あゆみ板
はあぜに直角においてください。
＊ あゆみ板を使うときは，速度を最低速にし，
あぜに対して上り方向は前進，下り方向は
後進で直角に走行してください。斜めに走
行すると転倒してケガをするおそれがあり
ます。
＊ あぜ越えやあゆみ板を走行するときは，自
動車体水平制御（モンロー）は，機体をいっ
ぱい下げた状態にしてください。
＊ 後進する場合は後方の安全確認をして，ま
た後方に川（用水路）やがけのある場合は
転落しないよう後方にはじゅうぶん注意し
てください。
＊ 機体が，凸部を越えるときは，重心の位置
が変わって機体が上向きから下向きに姿勢
が変わるのでじゅうぶん注意してくださ
い。

①あぜ

①クローラ
②あゆみ板
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を合わす。
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◆ 段差が低いとき，進入口があるとき
1. ほ場の端を手掘り（枕掘り）をします。
（33 ページを参照）
2. アクセルレバーを操作してエンジン回転を
2000n/min(rpm) 以上にします。
3. 副変速レバーを［低（作業）］位置にし，主変
速レバーをゆっくり操作して，低速で前進し
ます。

＊ 異常が発生したときは，エンジンを必ず止
めてください。
＊ 小さなほ場や，ほ場のすみでは作業がしに
くいので，安全のため低速で注意しながら
作業を行なってください。
＊ 夜間など暗い場所で作業するときは，ヘッ
ドランプ・作業灯を必ず点灯してください。

＊ 作業中エンジン周りの防じんカバーにごみの
付着が多くなれば，そのつど掃除してくださ
い。防じんあみ全面にごみが付着したまま作
業を続けますと，エンジンのオーバヒートの
原因になりますので注意してください。
＊ 何回も後進するときは，フレーム下部に葉く
ずを大量に抱込み，トラブルの原因になりま
すので，葉くずの無い場所を後進するか早め
に葉くずを排出してください。
＊ 副変速レバーを［高（移動）
］位置にして作業
はしないでください。トラブルの原因になり
ます。

進入

■作業の手順

1. 作業クラッチレバーを［切］位置にし，主変
速・副変速レバーを［N］
（中立）位置にして
ブレーキペダルを踏込んでエンジンを始動し
ます。

＊ コンバインを停止するときは，葉くずの上
に止めないでください。マフラ排気口に葉
くずが触れると，火災のおそれがあります。

①主変速レバー
②副変速レバー
③作業クラッチレバー

①葉くず
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2. アクセルレバーで回転表示を見ながら 2900n/
min(rpm) 以上に合わせます。

4. パワーステアリングレバーを前後に動かし
て，デバイダの下面が地面に接する程度に下
げた状態で作業します。

＊ 作業クラッチレバーを［入］位置にすると
きは，必ずホーンで合図し，補助者の OK を
もらってから操作してください。
［入］… 作業機部が駆動し，コンベアも同時に駆
動します。
ただし，引抜部・供給部・フィードチェー
ン部は主変速レバーが［前進］位置にあ
るときのみ駆動します。
［切］… 作業機部の駆動が停止します。

①パワーステアリングレバー

引抜部下げ
引抜部上げ

②デバイダ

高さ基準

3. 作業クラッチレバーを［入］位置にし，副変
速レバーを［低（作業）］位置にして主変速レ
バーをゆっくり動かし前進します。
収穫作業中は［作業］速度範囲内で主変速レ
バーを操作します。

①作業クラッチレバー
②副変速レバー
③主変速レバー

＊ エンジンは必ず2900n/min(rpm)以上に合わせ
てから作業してください。低回転での移動，
作業は機器の故障の原因となりますので注意
してください。

入
低（作業）
前進
作業
中立

＊ デバイダの下面（高さ基準）が地面に潜り込
んだ状態で作業すると，収納部への土の混入
が多くなります。注意して作業してください。

＊ 収穫作業中，
［作業］速度範囲を超えて主変速
レバーを操作しないでください。脱莢ロス・
詰まりの原因となります。
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［運転席にすわって操作する方向］

5.［ゲージタイヤ（オプション）］
ゲージタイヤ昇降スイッチでゲージタイヤが
地面を軽く押す程度にゲージタイヤの高さを
合わせます。

右旋回
左旋回
右方向修正
左方向修正
①ゲージタイヤ昇降スイッチ
②ゲージタイヤ

上（上げる）
下（下げる）

＊ 副変速レバー［高（移動）］位置での作業はト
ラブルの原因になりますので収穫時は使用し
ないでください。
＊ 副変速レバーの切換えは平たんな場所で主変
速レバーを［N］
（中立）位置にし，ブレーキ
ペダルをいっぱいまで踏込み走行をいったん
止めてから行なってください。止まる前に操
作すると故障の原因となります。

＊ 作業中，引抜部が地面に突っ込むようであれ
ば，タイヤがまだ下げ足りない状態です。タ
イヤを少しずつ下げて調節してください。
＊ 反対にタイヤを下げ過ぎますと，引抜部が浮
上がり，適正な高さでの作業ができません。
タイヤを少しずつ上げて調節を行なってくだ
さい。
6. 作物がデバイダの中央になるようにパワース
テアリングレバーを左右に軽く動かし，条合
わせをしながら作業します。

＊ 副変速レバーを切換えにくいときは，主変速
レバーを少し［前進］側に動かし，
［N］
（中
立）位置に戻してから切換えてください。
7. 作業を少し行なったあと，異常があればエン
ジンを停止し各部の調節（46 ページを参照）
を行なってください。
8. 作業が終わると，作業クラッチレバーを［切］
位置にします。

①パワーステアリングレバー

右旋回
左旋回
右方向修正
左方向修正

①作業クラッチレバー
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作業条件に応じた各部の調節と点検
■メータユニットによる異常と処置

＊ 各部の点検や葉くず詰まりを取除くとき
は，エンジンを必ず止めてください。
＊ エンジン停止直後は，エンジンにさわった
り，ラジエータキャップを開けないでくだ
さい。ヤケドをするおそれがあります。
＊ 取外したカバー類は，必ず取付けてくださ
い。
各ランプが異常箇所を表示したときは，次のペー
ジを参照して処置してください。

①水温ランプ
②傾斜ランプ
③満杯ランプ
④液晶ディスプレイ

⑤警報ランプ
⑥作業灯表示ランプ
⑦充電ランプ
⑧オイルランプ

①アワメータ表示例
②エンジン回転数表示例
③燃料計
④水温計
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えだまめ収穫作業のしかた
警報の
種 類

燃料警報

油圧警報

充電警報

水温警報

緊急停止
スイッチ

フィード
チェーン
ロック

警
液晶表示
残り
1 目盛が
点滅

―

―

目盛が
全て点滅

―

―

報
ランプ／
メータ表示

―

オイル
ランプ
点 灯

充電
ランプ
点 灯

警報ブザー
（吹鳴時間）

現

象

処

置

・燃料が少なくなっています。 ・燃料を補給します。
○
断続
・そのまま作業を続けると …
（約 3 秒後停止）
エンジンが停止します。

－

・エンジンオイルの圧力が不 ・エンジン停止後，オイル量を点検
足しています。
します。
・オイルドレーンゴムホースの点
・そのまま作業を続けると …
検と処置をします。
エンジンが焼付きを起こし ・バンドの増締めをします。
停止します。
・購入先へ連絡してください。

－

・バッテリに充電されていま ・エンジン停止後，点検と処置をし
せん。
ます。
①ファン駆動ベルトの点検
・そのまま作業を続けると …
ゆるみ …… 張り調整
バッテリ上りとなり，エンジ
破損など … 交換・調整
ンの始動ができなくなりま ②バッテリ
す。
電圧低下 …… 充電
・バッテリを充電してもエンジン
が始動しないときは，交換してく
ださい。

―

・エンジンの冷却水温が上昇 ・エンジン停止後，30 分以上たっ
しています。
てから点検と処置をします。
・点検と処置
・そのまま作業を続けると … ①冷却水量の点検
エンジンが焼付きを起こし
不足 …
停止します。
ラジエータ・リザーブタンク
○
に清水を補給
断続
・エンジン停止後，冷却水温が
水もれ …
（処置後停止）
高温の状態です。
排水プラグ・ラジエータホー
スのバンドを増し締め
・そのまま作業を続けると … ②防じんあみ・ラジエータフィン
エンジンが焼付きを起こし
の点検
停止します。
汚れ・詰まり …
掃除して取除く
・購入先へ連絡してください。

AL 0

・緊急停止スイッチが押され ・メインスイッチを［切］にして，
○
緊急停止スイッチを［運転］位
ています。
断続
置にしてください。
（メインスイッチ
・エンジンが停止します。
切まで継続）

AL 1

○
断続
（異常処置後停
止）

・フィードチェーンに詰まり ・作物や草などの詰まりを取除い
などによって過剰な負荷が
てください。
掛かっています。
・エンジンが停止します。
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えだまめ収穫作業のしかた
警報の
種 類

満杯警報

警
液晶表示

―

報
ランプ／
メータ表示

満杯ランプ
点滅

警報ブザー
（吹鳴時間）

現

象

処

置

・［ビーンタンク仕様］
1. 収穫作業を中止してください。
ビーンタンク内のえだまめ 2. えだまめを排出してください。
が満杯です。

○
長い間隔で断続
（処置後停止） ・そのまま作業を続けると …
収納部からえだまめがあふ
れます。

・機体が異常な傾斜をしてい ・5 度以上の傾斜地では作業しない
ます。
でください。

傾斜警報

―

傾斜ランプ
点滅

モータ
負荷警報

―

警報ランプ
点滅

その他の
異常

―

エラー
コード
交互表示

○
断続
・そのまま作業を続けると …
（処置後停止）
機体が転倒するおそれがあ
ります。

・［ビーンタンク仕様］
1. 収穫作業を中止してください。
搬送モータがロックしてい 2. ビーンタンク駆動ギアに異物が
ます。
ある場合は取除いてください。

○
断続
（処置後停止） ・そのまま作業を続けると …
収納部からえだまめがあふ
れます。
―

・異常を検出しました。
・表示されていたエラーコードを
（作業クラッチレバー［入］ 購入先へ連絡してください。
位置直後含む）

＊ 処置したあとに異常が直らないときは，購入先へ連絡して修理を依頼してください。
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機械の移動と運搬
移動走行について
■移動走行前の準備
移動時は安全にじゅうぶん注意し，走行してくだ
さい。
1. 作業クラッチレバーを［切］位置にし，主変
速レバーを［N］（中立）位置にします。

＊ 高速走行時，パワーステアリングレバーを
強く左右に動かすと急旋回して危険ですの
で，旋回前に必ず減速してからパワーステ
アリングレバーを操作してください。
＊ 移動時は引抜部を最上昇位置にして，引抜
下降ロックレバーで引抜部の下降防止を行
なってください。
＊ あぜの乗り越えは，収納したえだまめやミ
ニコンテナを降ろして，低速であぜに直角
に進入してください。高さ 10cm 以上のあぜ，
又はコンクリートの畦畔は必ずあゆみ板を
使用してください。

①主変速レバー
②作業クラッチレバー

切
中立

2. エンジンを始動します。
3. パワーステアリングレバーを引いて，引抜部
を最上位置まで上げます。

＊ ほ場への移動は，必ずトラックで運搬して
ください。公道走行はしないでください。公
道走行すると，交通法規違反になります。
＊ 運転者以外は運転席に乗せないでくださ
い。
①パワーステアリングレバー
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引く

機械の移動と運搬
トラックによる運搬について

4. 引抜下降ロックレバーを［ロック］の位置に
し，走行中，引抜部が下がらないようにしま
す。

①引抜下降ロックレバー

■トラックへの積込み・積降ろしのしかた

＊ 積込み・積降ろしは平たん地を選び，トラッ
クの駐車ブレーキを掛け，トラックの変速
レバーを R（後進）又は，1 速に入れたあと，
さらにタイヤに歯止めを行ない，トラック
が動かないようにしっかりと固定してくだ
さい。
＊ あゆみ板は，じゅうぶんな強度，幅（クロー
ラの 1.2 倍以上），長さ（高さの 4 倍以上）
のある基準に合ったすべり止め付きのもの
を使用し，平たんで機械の重量であゆみ板
が傾いたりしない場所を選んでください。

ロック
解除

＊ あゆみ板のフックは荷台に段差のないよう
に，また，ずれないように確実に掛けてく
ださい。
＊ あゆみ板を荷台に掛けるときは，段差が無
く平行で，左・右のあおりに機体が接触し
ない位置に合わせてください。
＊ パワーステアリングレバーの操作は，あゆ
み板の上では行なわないでください。もし，
操作すると急に方向転換し落下するおそれ
があります。
＊ デバイダを取外してください。
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機械の移動と運搬
3. あゆみ板の前でいったん停止し，あゆみ板の
中央に左右のクローラを合わせ，機体から降
りてあゆみ板と平行になっているか確認して
から積込み・積降ろしをしてください。

＊ あゆみ板の途中でパワーステアリングレ
バー・副変速レバー・駐車ブレーキを操作
すると，機械が急降下，落下する危険があ
りますので，操作しないでください。方向
を変えるときは，いったん地上又は荷台に
戻って方向を修正し，再度上り下りし直し
てください。
＊ 万一にそなえて，機械の周辺には人を近づ
けないようにしてください。
＊ 積込み・積降ろし作業を行なうときは，機
体から降りて発進させてください。
＊ あゆみ板を走行中の機体から離れてくださ
い。
＊ 自動車体水平スイッチで機体を最下降位置
まで下げてください。

①クローラ
②あゆみ板

1. 移動走行前の準備が終わったら，エンジンを
始動します。17 ～ 21 ページ［エンジンの始
動と停止］の項を参照してください。
2. エンジン回転数は 2000n/min(rpm) 以上で使
い，副変速レバーを［低（作業）］位置にし，
主変速レバーをゆっくり操作して，低速で走
行します。

あゆみ板とクローラを合わす。

4. 荷台に載せ終わったら引抜部を接地させて駐
車ブレーキを掛けます。

＊ 平たん地を選び，できるだけ助手の立合い
誘導のもとに行なってください。また，機
械の周辺に人を近づけないでください。
＊ 機体がトラックの端を越えるときは，急に
姿勢が変わりますので，じゅうぶん注意し
てください。

①主変速レバー
②副変速レバー

前進
後進
低（作業）
高（移動）
中立
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機械の移動と運搬
■運搬時の注意

＊ トラックの上では，副変速レバーを［高（移
動）
］又は［低（作業）］に入れ，駐車ブレー
キを［ロック］にし，車止めをしてください。
＊ トラックの上では，引抜部を下げてブロッ
クをかませ，ロープ掛けフック 4 箇所に，
ロープでしっかり床に固定してください。
急に下がる

＊ 走行中に異常が発生し，緊急に停止すると
きは，駐車ブレーキレバーをすばやくいっ
ぱい押下げて，駐車ブレーキロックレバー
で駐車ブレーキを掛けてください。

①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

ブレーキレバーを下げる
駐車ブレーキロックレバー
でロックする
①ブロック
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機械の移動と運搬
■けん引について
えだまめコンバインが自力で動けずけん引を必
要とする場合は，機体後方のフレームを使用して
ください。このとき，ロープ掛けフックは，けん
引に使用しないでください。

①ロープ掛けフック

①けん引箇所

＊ このえだまめコンバインを使って，けん引は
しないでください。故障の原因になります。

①ロープ掛けフック

＊ ロープ掛けフック以外の所には，ロープを掛
けないでください。
＊ ロープ掛けフックはけん引作業に使用しない
でください。
＊［ゲージタイヤ（オプション）］
ゲージタイヤは一杯に上げ，移動中は地面よ
り浮かせてください。

①ゲージタイヤ昇降スイッチ
②ゲージタイヤ

上（上げる）
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メンテナンス
各部の開閉と脱着のしかた

◆開きかた
1. 収納部を機体と平行になるまで下げてくださ
い。
（20 ページを参照）

＊ 平たんで安全な場所に置き，引抜部を降ろ
して駐車ブレーキを掛け，エンジンを止め
てください。
＊ 取外したカバー類は，必ず取付けてくださ
い。
＊ 傾斜地では，開閉や脱着を行なわないでく
ださい。

＊［ビーンタンク仕様］
前カバー・右カバー・左カバーは起こさない
でください。
2. シートを前方に倒し，シートフレーム部の
クランプを外します。

■エンジンルームの開閉

＊ オーバヒートなどでエンジンルームを開け
て点検・整備するときは，次の手順に従っ
てください。
(1) 作業を中止する。
(2) エンジンを約 5 分間アイドリング回
転で運転したあと，エンジンを停止す
る。
(3) エンジン停止後 30 分以上経過してから
開ける。
(4) 点検・整備で内部に触れるときは， ヤ
ケ ド の 危 険 性 が な い こ と を確 認 す
る。
＊ エンジンが冷えていないとき，エンジン
ルームを開けるとラジエータ部より熱湯の
噴出のおそれ，あるいは高温部に接触して
ヤケドするおそれがあります。

①運転席（シート）
②クランプ

倒す
外す

3. シートを戻し，エンジンルームを外（手前）
側に倒し，開きます。

①エンジンルーム
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倒す

メンテナンス
2. フロントカバー左上側の樹脂ボルトを取外し
たあと，フロントカバーの上側を下側にずら
して運転パネルカバーからフロントカバーを
取外します。
3. フロントカバー左下側を手前に引き，ピン部
からフロントカバーを取外したあと，フロン
トカバーを電装パネルからゆっくり取外しま
す。

◆ 閉じかた
エンジンルームを閉じたあと，クランプをしま
す。

①クランプ

金具を引っ掛ける
ロック

①フロントカバー
②樹脂ボルト
③ピン部
④運転パネルカバー

＊ 閉じたときは，クランプで必ずロックして
ください。

取外す
引く

4. フロントカバーのヘッドライトと電装パネル
のハーネスを接続しているカプラを取外して
フロントカバーを取外します。

■フロントカバーの脱着
引抜部を地面まで降ろして行なってください。
◆ 取外しかた
1. フロントカバー右上側の樹脂ボルトと右下側
のピン部に差込んでいるキャップをそれぞれ
取外します。

①フロントカバー
②電装パネル
③カプラ
④ヘッドライト

◆ 取付けかた
1. ヘッドライトのカプラを接続したあと，フロ
ントカバーの下側の穴をピンに差込み，フロ
ントカバーを樹脂ボルトで取付けます。
2. フロントカバー右下側のピン部にキャップを
取付けます。

①フロントカバー
②キャップ
③樹脂ボルト
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メンテナンス
■サイドカバー（左前，左後）の脱着

■上部カバーの開閉

取っ手を手前に引くと，左前のサイドカバーが外
れます。
樹脂ボルト 2 本を取外すと，左後のサイドカバー
が外れます。

◆開きかた
1. 上部カバー前部のクランプを外してくださ
い。
2. 上部カバーを機体後方に引いてください。

①サイドカバー（左前）
②取っ手

①上部カバー
②クランプ

③サイドカバー（左後）

外す
引く

◆閉じかた
1. 上部カバーを元の位置に戻してください。
2. クランプでロックしてください。

■フィードチェーンカバーの脱着
ノブボルト 2 本を取外すとフィードチェーンカ
バーが外れます。
フィードチェーンカバーを取付ける際はノブボ
ルト 2 本で固定します。

①上部カバー
②クランプ
①ノブボルト
②フィードチェーンカバー
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戻す
金具を引っ掛ける
ロック

メンテナンス
■引抜部カバーの脱着

■運転席左側板の脱着

ボルトを取外すと，引抜部カバーが外れます。

◆ 取外しかた
1. エンジンルームを開きます。（54 ページを参
照）
2. ステップを取外します。
3. ノブボルト 2 本を取外して，左側板を取外し
ます。

①引抜部カバー
②ボルト

■バッテリカバーの脱着
1. サイドカバー（左前）を取外してください。
2. ボルト 2 本を取外すと，バッテリカバーが外
れます。

①ノブボルト（2 本）
②左側板
③ステップ

◆ 取付けかた
取外しかたの逆の手順で取付けます。

■選別部の開閉

＊ 選別部を開いているときは，周囲に注意し
てください。
＊ 平たんで安全な場所で，エンジンを必ず止
めて，メインスイッチのキーを抜いてから
行なってください。
＊ 選別部を開いた状態で走行しないでくださ
い。
＊ 選別部の開閉範囲内に人がいないことを確
認してください。

①バッテリカバー
②ボルト

＊ 傾斜地では選別部の開閉をしないでくださ
い。
＊ 選別部を開いて掃除するときは，ノブボル
トで必ず固定してください。
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メンテナンス
◆開きかた
1. 選別部カバーを固定しているノブボルトを取
外してください。

■メンテナンスステップの開閉
◆ 開きかた
1. メンテナンスステップを手前に引きながら上
に持ち上げてください。
2. 左右の溝にストッパを引っ掛け，メンテナン
スステップを固定してください。

①選別部カバー
②ノブボルト（2 本）

2. 選別部カバーを上に開いて，取外したノブボ
ルトで固定してください。

①メンテナンスステップ
②溝

◆ 閉じかた
逆の手順でメンテナンスステップを元の位置に
戻してください。

■右カバー・コンテナ台の脱着
◆ 右カバー
右カバーの M6 ボルトを取外すと，右カバーを取
外すことができます。

①選別部カバー

開く

＊ 選別部を開く場合は，エンジンを停止させて
から開いてください。
＊ 選別部カバーを開けた状態で移動・収穫を行
なわないでください。
◆ 閉じかた
開きかたの逆の手順で閉じてください。
①右カバー
② M6 ボルト

＊ 選別部を閉じたあとは，ノブボルトで確実に
ロックされていることを確認してください。
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メンテナンス
◆ コンテナ台
右カバーを取外し，カバーについている M8 ボル
トを取外すと，コンテナ台を取外すことができま
す。

■丸棒ガイドの詰まり解消（脱着）
丸棒ガイド部にえだまめが詰まった場合，ハンド
ル付ボルト2本を取外すことで詰まりを解消しや
すくすることができます。
1. ハンドル付ボルトのハンドルを回し，ハンド
ル付ボルトを取外します。
2. 丸棒ガイド部を上に動かし，詰まったえだま
めを取除きます。
3. 丸棒ガイドをもとの位置に戻し，ハンドル付
ボルトを取付けます。

①コンテナ台
② M8 ボルト

＊ 右カバーを取付けるときは，必ずコンテナ台
を先に取付けてください。
＊ コンテナ台を脱着するときは，燃料タンクを
傷つけないように注意してください。

①丸棒ガイド
②ハンドル付ボルト
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日常点検
■オイル･フィルタ類の交換とチェーン･ベ
ルト･クローラの張り調整
1. 新車時はコンバインの回転・しゅう動部の各
部品はなじみがついていませんのでならし運
転期間中に細かい金属粉が生じ，部品の極度
な摩耗につながるおそれがあります。よって，
オイル・フィルタ類は初期 50 時間で交換して
ください。
2. チェーンやベルト類・クローラはならし運転
中に初期伸びが発生します。初期 20 又は，50
時間で張り調整をしてください。
（交換したときも同様です。）

＊ 各部の調整・点検・交換を行なうときは，エ
ンジンを必ず停止させ，各レバー類を［切］
位置にして，回転部を止めてから作業をし
てください。
＊ 取外した回転部のカバー類は，衣服などが
巻込み危険ですので，点検後は必ず取付け
てから作業をしてください。
＊ 点検・作業するときは，駐車ブレーキを掛
けてください。また引抜部は一番下まで降
ろしてください。
もし引抜部を上げた状態で作業するとき
は，引抜下降ロックレバーを［ロック］位
置にして引抜部の下降防止を行なってくだ
さい。さらに枕木などを使用して落下防止
の歯止めをしてください。
＊ エンジンルーム内の点検のためカバーを取
外すときは，内部がじゅうぶん冷え，ヤケ
ドのおそれがないことを確認してくださ
い。
＊ オイル交換中は火気厳禁。
＊ 機械は平たんで，周りに枯葉などの燃えや
す い ご み の な い 場 所 へ お い て く だ さ い。
バッテリ，マフラやエンジン周辺部にごみ
や燃料の付着，泥のたい積などがあると火
災の原因となります。
＊ 燃料，オイルがこぼれた場合は，きれいに
ふき取ってください。

■廃棄物の処理について

廃棄物をみだりに捨てたり，焼却すると，環境
汚染につながり，法令により処罰されることが
あるばかりでなく，環境汚染につながります。
廃棄物を処理するときは
＊ 機械から廃液を抜く場合は，容器に受けてく
ださい。
＊ 地面へたれ流しや河川，湖沼，海洋への投棄
はしないでください。
＊ 廃油，燃料，冷却水（不凍液），冷媒，溶剤，
フィルタ，バッテリ，ゴム類，その他の有害
物を廃棄，又は焼却するときは，購入先，又
は産業廃棄物処理業者などに相談して，所定
の規則に従って処理してください。

＊ 専門的な技術や特殊工具を必要とする場合及
び定期点検一覧表の参照ページ欄に☆印のあ
る項目は，購入先又は，整備工場で行なって
ください。
＊ 点検･交換の時期は，使用条件や環境に大きく
左右されます。従ってひとつの目やすとして
早目の点検をお願いします。
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メンテナンス
［近距離洗車厳禁］

■洗車時の注意
高圧洗車機の使用方法を誤まると人をケガさせ
たり，機械を破損・損傷・故障させることがあり
ますので，高圧洗車機の取扱説明書・ラベルに
従って，正しく使用してください。

機械を損傷させないように洗浄ノズルを拡散に
し，2m 以上離して洗車してください。
もし，直射にしたり，不適切に近距離から洗車
すると，
1. 電気配線部被覆の損傷・断線により，火災を
引き起こすおそれがあります。
2. 油圧ホースの破損により，高圧の油が噴出し
て傷害を負うおそれがあります。

2m 未満
2m 以上

■使用者が行なってはいけない修理
下記部位に異常があるときは，購入先に必ず連絡
して修理を依頼してください。
A 電気系統（自動制御関係）
A エンジン本体
A トランスミッションケース
A ギヤ（ベベルギヤを含む）を内蔵したケース類
A 油圧系統（HST 含む）
A 電気部品と電気系統
A 引抜部の動力伝達系統

＊ 洗車のしかたが不適切な場合，以下のような
機械の破損・損傷・故障の原因になります。
例）
1. シール・ラベルの剥がれ
2. 電装部品，エンジン・ラジエータ室内などへ
の浸入による故障
3. クローラ，オイルシールなどのゴム類，化粧
カバーなどの樹脂部品などの破損
4. 塗装，メッキ面の皮膜剥がれ

＊ 分解・調整・交換などを自ら行なうと機械の
トラブルの原因となります。また，メーカ保
証の対象外となりますのでご注意ください。

［直射洗車厳禁］

直射
拡散
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メンテナンス
■日常点検項目
＜ここを＞

＜点検し異常があれば＞

＜こうする＞

参照
ページ

機体の回りを歩いて

機体各部

1. 損傷や変形はないか。

1. 修理又は，交換する。

2. ボルトやナットのゆるみや脱落は
ないか。

2. 補充，増締めをする。

3. 油もれや水もれはないか。

3. ホースやパイプの取付部の締付け
又は，部品交換をする。

4. 葉くずがたまっていないか。

4. 掃除する。

5. 安全ラベルの損傷やはがれはない
か。

5. 新しいラベルに貼替える。

78
64 ～ 65
-10

マフラ排気管周辺部

・葉くずがたまっていないか。

-

引抜きベルト

・葉くず，土，砂などがたまっていな ・掃除する。
いか。

64

爪付チェーン

・泥の付着除去がないか。

64

供給駆動チェーン

・土，砂などがたまっていないか。

64

第 1・第 2 コンベア

・葉くず，土，砂などがたまっていな
・掃除，注油する。
いか。

65

・葉くずがたまっていないか。

-

フィードチェーン

・葉くず，土，砂などがたまっていな
・掃除，食品機械用油を注油する。
いか。

64

クローラ

・たるみや損傷はないか。

・調整又は，交換する。

93

防じんあみ

・詰まりはないか。

・掃除する。

79

反射器

・汚れ損傷はないか。

・掃除又は，交換する。

92

エンジンオイル

・油量は規定量（オイルゲージの上
限線と下限線の間）あるか。

・規定量まで補給する。
…… クボタ純オイル D10W-30

72

・リザーブタンクの水量は規定量
（タンクの FULL 線と LOW 線の間）
あるか。

・清水を規定量まで補給する。

ラジエータ冷却水
ラジエータフィン

・詰まりはないか。

・掃除する。

エアクリーナ

・エレメントが汚れたり，ほこりが
詰まっていないか。

・掃除又は，エレメントを交換する。

ファン駆動ベルト

・たるみはないか。
・損傷はないか。

・調整する。
・交換する。

84

ホース，パイプ

・油もれ，水もれはないか。

・取付部の締付け又は，交換する。

78

配線コード

・コネクタなどの外れやゆるみ又は， ・接続する。
被覆の損傷はないか。
・交換する。

コンベア駆動チェーン
脱莢駆動チェーン
ビーンタンク

64

エンジン回りを確認して

62

75
79
77

90

メンテナンス
＜ここを＞

＜点検し異常があれば＞

＜こうする＞

参照
ページ

運転席に座りメインスイッチを入れて
各ランプ

・各スイッチを操作すると点灯
するか。

液晶ディスプレイ

・表示はされているか。

・球切れ，ヒューズ切れ，配線コー
ドの外れを調べ交換又は，接続を
する。
・バッテリの充電又は交換する。

燃料計

・作業に必要な燃料はあるか。

・軽油を補給する。

71

ホーン

・スイッチを押すと鳴るか。

バックブザー

・主変速レバーを［後進］位置にする
とブザーが鳴るか。

・ヒューズ切れ，配線コードの外れを
調べ交換又は，接続をする。

90

バッテリ

・エンジンは始動するか。

・充電又は，交換する。

86

エンジン回転計

・回転計の作動に異常はないか。

・購入先へ連絡してください。

-

エンジン（マフラ）

・異音はしないか。
・排気ガスの色に異常はないか。

・購入先へ連絡してください。

86，
90 ～ 92

エンジンを始動して

各レバー

・各レバーの作動に異常はないか。

・購入先へ連絡してください。

駐車ブレーキ

・機体は停止するか。また，遊び量は
・購入先へ連絡してください。
適正か。

緊急停止スイッチ

・スイッチを押すとブザーが鳴りエン
ジンが停止するか。

・ヒューズ切れ，配線コード外れを調
べ交換又は，接続をする。又は，購
入先へ連絡してください。

15 ～ 18，
82

82

65，90

［各部への補給と交換］
＊ 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
＊ 使用するオイル・グリースは，指定のクボタ純オイル・スペアグリースを使用してください。ただ
し，フィードチェーンへはクボタ純オイルではなく，食品機械用油を注油してください。
＊ 補給や交換の際は，ごみや水が混入しないようにしてください。
＊ 処置したあとに異常が直らないときは，購入先に連絡して修理を依頼してください。
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メンテナンス
■バックブザーの点検
■搬送チェーンの清掃及び注油

主変速レバーを［後進］位置にしたとき，バック
ブザーが鳴るか確認してください。

長時間使用してくると，搬送チェーンのしゅう動
部の動きが悪くなってきます。しゅう動部に注油
してください。

■引抜きベルトの清掃

＊ 清掃をするときは，エンジンを必ず止めて
行なってください。
ベルトとスクレーパの間に葉のくずがたまって
ベルトのスリップや異音の発生などのトラブル
が起こりますので，作業終了後にカバーを開けて
清掃してください。
①フィードチェーン注油口

①引抜きベルト
①爪付チェーン注油口
②供給駆動チェーン注油口

＊ ベルトが傷むおそれがあるので，洗浄剤を使
用しての引抜きベルトの清掃・洗浄は行わな
いでください。

＊ フィードチェーンへはクボタ純オイルではな
く，食品機械用油を注油してください。

＊ 搬送途中にえだまめが倒れる傾向が出てきた
ら，引抜きベルトを交換してください。

＊ 爪付きチェーンへの注油は，先端のキャップ
を取外してから行なってください。

64

メンテナンス
■コンベア付近の清掃

■緊急停止スイッチ・ホーンスイッチの点検
緊急停止スイッチを押すと，エンジンが停止する
ことを確認してください。
ホーンスイッチを押すと，ホーンが鳴ることを確
認してください。

＊ 清掃をするときは，エンジンを必ず止めて
行なってください。
長時間作業を行なうと，選別部カバー内部に泥や
葉くずが溜まってきます。定期的に選別部カバー
を開けて清掃してください。

＊ 清掃の際，燃料チューブやワイヤハーネスの
破損に注意してください。

①コンベア
①緊急停止スイッチ
②ホーンスイッチ

65

メンテナンス
定期点検
■定期点検一覧表
※ 処置項目：点検・調整・掃除・締付け（バンド）・充電・交換
点検項目

点検・交換時期
（アワメータ表示時間）

処置項目

参照
ページ

◆エンジン部
ファン駆動ベルト
エアクリーナエレメント
インレットパイプ（エアクリーナ）
フューエルフィルタエレメント
エンジンオイルフィルタカートリッジ
フューエルパイプ
燃料こしあみ
オイルドレーンゴムホース
ラジエータホース
排水ホース
防じんあみ，ラジエータフィン，
オイルクーラフィン

点検・調整

初回又は，交換後：50 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

250 時間ごと

掃除

50 時間ごと

交換

300 時間ごと（点検･掃除が６回目のときに交換）

締付け

150 時間又は，６ヵ月ごとの早いほうで点検・処置

交換

300 時間又は，2 年ごとの早いほうで交換

掃除

100 時間ごと

交換

400 時間ごと

交換
締付け

初回：50 時間後，それ以降 200 時間ごと
（エンジンオイルの交換が 2 回目のとき，同時に交換）
150 時間又は，６ヵ月ごとの早いほうで点検・処置

84
☆
77
78
80
81

交換

300 時間又は，2 年ごとの早いほうで交換

78
☆

掃除

100 時間ごと

71

150 時間又は，６ヵ月ごとの早いほうで点検・処置

78
☆

締付け
交換
締付け
交換
締付け

300 時間又は，2 年ごとの早いほうで交換
150 時間又は，６ヵ月ごとの早いほうで点検・処置
300 時間又は，2 年ごとの早いほうで交換
150 時間又は，６ヵ月ごとの早いほうで点検・処置

78
☆

交換

300 時間又は，2 年ごとの早いほうで交換

78
☆

掃除

50 時間ごと

79

◆走行部・運転操作部
走行（ミッション）駆動ベルト
駐車ブレーキ
アクセルワイヤ
パワーステアリングレバー
プッシュプルワイヤ

点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

50 時間ごと

点検・調整

初回又は，交換後：50 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換
点検・調整
交換

250 時間ごと
初回又は，交換後：50 時間後，それ以降 100 時間ごと
250 時間ごと
初回：50 時間後，それ以降 200 時間ごと
（ミッション・HST オイル交換が 3 回目のとき，同時に交換）

☆
82
☆
☆
☆

ミッション・HST オイルフィルタ
カートリッジ

交換

車軸のオイルシール

交換

500 時間ごと

☆

転輪・ドライブスプロケット・
転輪ベアリング・オイルシール

交換

300 時間ごと

☆

81

＊ 参照ページに☆印のある処置項目については，購入先又は，整備工場で行なってください。
＊ 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により異なる場合があります。
＊ 調整は点検を行なったときに，必要に応じて実施してください。
＊ 各ベルト・チェーン・各ワイヤを交換したあとは，ならし運転後の点検と調整を行なってください。
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※ 処置項目：点検・調整・掃除・締付け（バンド）・充電・交換
点検項目

クローラ

点検・交換時期
（アワメータ表示時間）

処置項目
点検・調整

初回又は，交換後：20 時間又は 50 時間後，
それ以降 100 時間ごと

参照
ページ
93
☆

交換

500 時間ごと

交換

300 時間ごと

☆

点検

100 時間ごと

交換

500 時間ごと又は，リブの厚さが 2mm 以下のとき

95
☆

交換

500 時間ごと

☆

交換

500 時間ごと

☆

シール（車軸，トラックローラ，テンショ
ンローラ，キャリアローラ）

交換

500 時間ごと

☆

ベアリング（トラックローラ，テンショ
ンローラ，キャリアローラ）

交換

500 時間ごと

☆

ドライブスプロケット，可動ローラ
トラックローラ
テンションローラ（後輪）
，キャリアロー
ラ，クローラガイド（前，後）
ブッシュ
（モンローリンク，揺動転輪軸部）

◆引抜部
引抜ベルト
引抜ベルト駆動ベルト
ベルト挟持ローラ
ベルト背面ローラ
スクレーパ
デバイダ
引抜部・フィードチェーン部分配ベルト
引抜部・フィードチェーン部駆動ベルト

点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

500 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

500 時間ごと

点検・調整

50 時間ごと

交換

300 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整
交換
点検・調整
交換

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

◆供給部
爪付チェーン
供給駆動チェーン

点検・調整
交換
点検・調整
交換

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと

☆
☆

＊ 参照ページに☆印のある処置項目については，購入先又は，整備工場で行なってください。
＊ 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により異なる場合があります。
＊ 調整は点検を行なったときに，必要に応じて実施してください。
＊ 各ベルト・チェーン・各ワイヤを交換したあとは，ならし運転後の点検と調整を行なってください。
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※ 処置項目：点検・調整・掃除・締付け（バンド）・充電・交換
点検項目

点検・交換時期
（アワメータ表示時間）

処置項目

参照
ページ

◆脱莢部
脱莢部駆動ベルト
トウミ駆動ベルト
フィードチェーン駆動ベルト
フィードチェーン

フィードチェーンレール前方部

フィードチェーン押さえレール

フィードチェーン押さえ樹脂ブッシュ

脱莢部カウンタベルト
ドラムカウンタベルト
ドラム・コンベア駆動ベルト

脱莢ゴムブレード
ユニバーサルジョイント

点検・調整
交換
点検・調整
交換
点検・調整
交換
点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検

100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整
交換
点検・調整
交換
点検・調整
交換
点検・調整
交換
点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

20 時間ごと

交換

80 時間ごと

交換

500 時間ごと

☆
☆
☆
☆

☆

☆

☆

☆
☆
☆

☆
☆

◆搬送部
コンベア駆動チェーン

第 1 コンベアベルト

第 1 コンベアスクレーパ

第 2 コンベアベルト

第 2 コンベアスクレーパ

点検・調整
交換
点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと
300 時間ごと
初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

50 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

50 時間ごと

交換

300 時間ごと

☆

☆

☆

☆

☆

＊ 参照ページに☆印のある処置項目については，購入先又は，整備工場で行なってください。
＊ 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により異なる場合があります。
＊ 調整は点検を行なったときに，必要に応じて実施してください。
＊ 各ベルト・チェーン・各ワイヤを交換したあとは，ならし運転後の点検と調整を行なってください。
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※ 処置項目：点検・調整・掃除・締付け（バンド）・充電・交換
点検項目

点検・交換時期
（アワメータ表示時間）

処置項目

参照
ページ

◆電装部
バッテリ

ワイヤハーネス・バッテリコード

ヒューズ・スローブローヒューズ

ホーンスイッチ

充電

インジケータの色が黒色のとき

交換

インジケータの色が透明のとき

点検

50 時間ごと

交換

破損しているとき

点検

100 時間ごと

交換

破損しているとき

点検

100 時間ごと

交換

破損しているとき

86
90
☆
90
92
☆

◆収納部
ビーンタンクベルト

ビーンタンクスクレーパ

点検・調整

初回又は，交換後：20 時間後，それ以降 100 時間ごと

交換

300 時間ごと

点検・調整

50 時間ごと

交換

300 時間ごと

☆

☆

＊ 参照ページに☆印のある処置項目については，購入先又は，整備工場で行なってください。
＊ 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により異なる場合があります。
＊ 調整は点検を行なったときに，必要に応じて実施してください。
＊ 各ベルト・チェーン・各ワイヤを交換したあとは，ならし運転後の点検と調整を行なってください。
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■給・注油（水）点検一覧表

種類

点検箇所

処置

点検・交換時期
（アワメータ表示時間）
点検

燃
料

燃料タンク

エンジン

オ
イ
ル

トランスミッション
ケース

補給
・
交換

－

100 時間
ごと

参照
ページ

・容量 ………… 約 24

ディーゼル軽油

71

＊規定量
（オイルゲージの
下限と上限の間）
……………2.2 ～ 3.2

クボタ純オイル
D10W-30

72

＊規定量
（検油口からオイ
ルがにじむまで）
……………… 約 3.0

クボタ純オイル
スーパー UDT-2

73

交換

給油
作業前
又は，
作業後

種類

容量・規定量 (L)

・初回
…50 時間目
・2 回目以降
…100 時間
ごと

減速ギヤケース

補給

－

分解時

・容量 ………… 約 0.4

クボタ純オイル
スーパー UDT-2

74

フィードチェーン
駆動ケース

補給

－

分解時

・容量 ………… 約 0.3

クボタ純正オイル
M80 または M90

75

清水

75

ロングライフ
クーラント

75

冷却水
水 （リザーブタンク）
・
液
冷却水
（ラジエータ）

補給
・
交換

作業前
又は，
作業後

交換

＊規定量
（タンク側面の L（下
2 年ごと又は，
限）と F（上限）の間）
冬季停止時は排出
L…………………0.15
F…………………0.25
2 年ごと

・容量 ………… 約 1.8

◆引抜部
分解時

－

適

量

クボタ
スペアグリース

74

補給

作業シーズン
終了後又は，
分解時

－

適

量

クボタ
スペアグリース

74

補給

分解時

－

適

量

クボタ
スペアグリース

74

作業シーズン
終了後又は，
分解時

－

適

量

クボタ
スペアグリース

74

作業シーズン
終了後

－

適

量

クボタ
スペアグリース

74

引抜ベルト駆動ケース 補給
◆脱莢部
脱莢駆動チェーン
◆搬送部
グ
リ
|
ス

第 2 コンベア駆動
ケース

コンベア駆動チェーン 補給
◆走行部
転輪部
スイングアーム部
フレーム部

補給

後輪部

＊ 上記の時間は作業・作物条件やメンテナンス（保守・点検）により，異なる場合があります。
［各部への補給と交換］
＊ 点検するときは機体を水平な場所において行なってください。傾いていると正確な量を示しません。
＊ 使用するオイル・グリースは，指定のクボタ純オイル・スペアグリースを使用してください。
＊ 補給や交換の際は，ごみや水が混入しないようにしてください。
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■燃料・オイル・グリースの点検・補給・交換

＊ 燃料やオイル補給中は火気厳禁です。
＊ 燃料を補給する前に給油口やタンク周辺の
ごみを取除いてください。

＊ 補給・交換を行なうときは，機械の故障の原
因となりますので下記事項を守ってくださ
い。
A 廃油は使用しないでください。
A 今まで使用していたオイルと異なるメー
カ，あるいは粘度 No. の異なるものを使用
する場合は，オイルを全部排出してから，
新しいオイルと交換してください。
A 給油口やその周辺からごみなどの異物や
水の混入を防ぐため掃除してください。
＊ 点検するときは機体を水平な場所において行
なってください。傾いていると正確な量を示
しません。

①給油口

＊［ビーンタンク仕様］
給油する際は必ずえだまめを全て排出して，
各カバーを折りたたんだ状態で行なってくだ
さい。
えだまめに燃料がかかる可能性があります。
＊ 給油口の燃料こしあみは取外さないでくださ
い。燃料タンクにごみなどの異物が混入する
とエンジンの故障の原因となります。

■燃料
メータユニットの燃料計の最後の 1 目盛が点滅
し，ブザーが鳴ったとき（燃料警報）は給油して
ください。

①燃料こしあみ

①燃料計
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◆ 点検・補給
エンジン停止後，数分たってからオイルゲージを
抜いて，先端をきれいにふき取ります。もう一度
いっぱいまで差し込んでから抜き，ゲージの上限
と下限の間にオイルがあるか点検します。不足し
ているときは，給油口から規定量になるまで給油
してください。さらに，油もれのないことも調べ
てください。

◆ 給油
燃料を給油するときは平たんな場所でエンジン
を止め，燃料キャップを取外してください。ま
た，メインスイッチを［入］位置にすると燃料が
満タン近くになったとき満タンお知らせ機能が
は た ら き，ブ ザ ー が 鳴 り ま す。給 油 後 は 燃 料
キャップを取付けてください。
燃料の種類

燃料タンク容量

ディーゼル軽油

約 24L

＊ 満タンお知らせ機能は，ブザーが 5 回鳴ると
停止します。
＊ ブザーが鳴ったあと，あふれさせないように
注意してください。
＊ 満タンお知らせ機能は下記の条件のとき，
はたらかない場合があります。
A エンジン停止後約 20 秒間
A 給油中に機体を揺らしたり，急激に給油し
たとき
A 給油量が少ないとき

①オイルゲージ
②給油栓

◆
A
1.
2.

■エンジンオイルの点検と交換

上限
下限

交換
排油のしかた
給油栓を取外します。
排油プラグを取外し，排油口からオイルを排
出します。

＊ 交換をするときは，エンジンを必ず止めて，
エンジンがじゅうぶん冷えてから，メイン
スイッチのキーを抜いて行なってくださ
い。ヤケドをするおそれがあります。
エンジンルームを開いてください。

＊ エンジンオイルをオイルゲージの上限以上給
油しないでください。エンジントラブルの原
因となります。

①排油プラグ（排油口）

3. 排油プラグを取付けたあと，給油栓を取付け
ます。

＊ 排油プラグを締め忘れると油もれが発生し，
クローラの劣化やエンジントラブルの原因と
なります。
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◆ 交換

A 給油のしかた
排油プラグを締付けて，給油口から規定量のオイ
ルを給油し，給油栓を締付けたあとエンジンルー
ムを閉じてください。

A 排油のしかた
カバーを取外し，給油栓を取外してから，排油プ
ラグを取外し，オイルを排出してください。
A 給油のしかた
給油口を開け，排油プラグを締付けて，検油口か
らオイルが出てくるまで給油口から規定量のオ
イルを給油し，検油ボルトを締付けたあと，給油
栓を閉めてからカバーを取付けてください。

＊ 指定以外のオイルを使用すると，出力が低下
したり，エンジンオイルが異常に消耗又は劣
化し，エンジントラブルの原因となります。
オイルの種類
クボタ純オイル
（ディーゼルエンジン用）
D10W-30

規定オイル容量
・上限線 … 約 3.2L
・下限線 … 約 2.2L

※D10W-30 はオールシーズン用です。
1. エンジンを始動し，アイドリング状態で約 1
分間運転します。
2. エンジンを停止したあと，5 分間以上たって
からオイル量の点検を行ないます。
3. オイルが不足しているときは，規定量になる
までオイルを追加補給します。
①トランスミッションケース
②給油栓（給油口）
③検油ボルト（検油口）

■トランスミッションケースオイル

＊ 引抜部を上げて点検・補給・交換を行なう
ときは，引抜下降ロックレバーを［ロック］
位置にして，引抜部の下降防止を行なって
ください。さらに枕木などを使用して落下
防止の歯止めをしてください。
点検を行なうときは，車体水平制御を最下降位置
にしてください。（13 ページを参照）
①トランスミッションケース
②排油プラグ（排油口）

＊ 点検するとき，引抜部が上昇していたり機体
が傾いていると，正確な量を示しません。
◆ 点検・補給
検油ボルトを取外してオイルが検油口から出て
くれば適正量です。不足しているときは，給油口
から規定量になるまで給油してください。さら
に，油もれのないことも調べてください。

オイルの種類

規定オイル容量

クボタ純オイル
スーパー UDT-2

約 3.0L

＊ 給油したあとエンジンを約 1 分回転させて，
再度点検を行ない検油口からオイルが出ない
ときは，オイルを追加補給してください。
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■減速ギヤケースオイルの補給
■各部のグリース
クボタスペアグリースをグリースニップルから
補給してください。補給後は，各カバーを閉じる
又は，取付けてください。

＊ 点検・補給・交換するときは，引抜部を上
げて引抜下降ロックレバーを［ロック］位
置にして，引抜部の下降防止を行なってく
ださい。さらに落下防止の歯止めをしてく
ださい。

◆ スイングアーム部（右 2 箇所）
◆ フレーム部（右 2 箇所）

A 排油のしかた
カバーを取外し，給油栓を取外してから，排油プ
ラグを取外し，オイルを排出してください。
A 給油のしかた
排油プラグを締付けて，給油口から規定量のオイ
ルを給油し，給油栓を締付けたあと，カバーを取
付けてください。

①カバー
②ボルト
③減速ギヤケース
④給油栓
⑤排油栓

①グリースニップル

オイルの種類

規定オイル量

クボタ純オイル NEW UDT
又は，スーパー UDT

約 0.4L
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◆ 引抜ベルト駆動ケース（左，右各 1 箇所）

■各部の注油
機体各部の掃除が終わったあと又は，作業を始め
る前には各部の注油やグリースの塗布を行なっ
てください。
◆ 注油のしかた
平たんな場所に引抜部を接地させたあと，駐車ブ
レーキを掛けます。

■ラジエータ冷却水の点検･補給･交換

①グリースニップル

◆ 第 2 コンベア駆動ケース（1 箇所）
◆ コンベア駆動チェーン（1 箇所）

＊ ラジエータキャップやリザーブタンクは，
エンジン運転中及び停止直後に開けると，
熱湯が噴出することがありますので，エン
ジン停止後じゅうぶん冷えてから，メイン
スイッチのキーを抜いて行なってくださ
い。
＊ 異なるメーカの不凍液を混用しないでくだ
さい。
◆ 点検・補給
エンジンルームを開いたあと，リザーブタンク水
量が［LOW］（下限）と［FULL］（上限）の間にあ
るか確かめます。［LOW］
（下限）の線より下にあ
るときは，リザーブタンクのキャップを取外して
清水を補給してください。点検・補給後は，リ
ザーブタンクのキャップを取付けたあと，エンジ
ンルームを閉じてください。

①第 2 コンベア駆動ケース
②コンベア駆動チェーン

◆ 脱莢駆動チェーン（1 箇所）

①リザーブタンク
②リザーブタンクキャップ

①脱莢駆動チェーン
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4. 排水プラグを締付けたあと，目標温度（外気
温）の比率分（混合比）の不凍液をラジエー
タ及びリザーブタンクに入れます。

＊ オーバーヒート時は，ラジエータ内の冷却水
の水量を確認し，水量が不足しているときは，
清水を補給してください。
＊ 冷却水が自然に不足したときは，必ず清水を
補給してください。不凍液を補給すると濃度
が濃くなりエンジンやラジエータの故障の原
因となります。

＊ 不凍液の混合比を誤まると，冬期には冷却水
の凍結，夏期にはエンジンの故障やラジエー
タの破損の原因になります。
＊ クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の
有効使用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換
してください。
＊ 排水プラグを締め忘れると水もれが発生し，
エンジンが焼付きを起こすおそれがありま
す。

＊［FULL］
（上限）の線以上は補給しないでくだ
さい。
＊［FULL］
（上限）で約 0.6L です。
リザーブタンク全水容量

0.94L
＊ 不凍液混合比は，寒冷地ほど高くなります。
購入先に相談して，次表を参照して混合比を
決めてください。また，不凍液はエチレング
リコール（EG）タイプのロングライフクーラ
ントをご使用ください。

◆ 交換
1. ラジエータの冷却水は排水プラグを取外した
あと，ラジエータキャップを取外して排水し
ます。
2. リザーブタンクの冷却水はリザーブタンクの
キャップ（吸引パイプ付）を取外したあと，
リザーブタンクを上側に抜いて取外し，排水
します。
3. 水道水でごみやさびが出なくなるまで洗いま
す。

A 不凍液混合比率表
外気温度
（℃）
水
比 （％）
率 不凍液
（％）

-5

-8

-11.5

-15

-20

-25

-30

-35

-43

85

80

75

70

65

60

55

50

45

15

20

25

30

35

40

45

50

55

※ 出荷標準 : 不凍液 35％
（北海道［H］向け：50％）
※ 冷却水容量 :1.8L
（リザーブタンク容量は含まない）
※ 新しい冷却水と交換を行なったあとは，必ず
不凍液を入れて，5 分間エンジンを空回転し，
不凍液の混合を早めてください。そのあと，
リザーブタンクの水量を確かめておいてくだ
さい。
5. ラジエータ キャップ及びリザーブタ ンク，
キャップを取付けます。
6. エンジンルームを閉じます。

①ラジエータキャップ
②ラジエータ
③リザーブタンク
④リザーブタンクキャップ
⑤排水プラグ
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4. エアクリーナのダストカップ側を手前に引い
た状態にしたあと，クランプを解除してダス
トカップを取外します。

■エアクリーナの点検･掃除･交換
エンジンルームを開いたあと，クランプを解除し
てダストカップを取外してください。掃除･交換
後はダストカップを取付けたあと，エンジンルー
ムを閉じてください。
◆ ダストカップの取外し
1. エンジンルームを開きます。（54 ページを参
照）
2. ボルトを取外して固定金具を取外します。
3. インレットパイプをラジエータブラケットか
ら抜いて取外します。

①インレットパイプ
②エアクリーナ
③固定金具
④ボルト

①クランプ
②ダストカップ

上側
下側

◆ 取付けかた
取外しかたと逆の手順で取付けてください。

＊ ダストカップを取付けるときは，
［TOP］の文
字を上側にし取付けてください。

①インレットパイプ
②ラジエータブラケット

抜いて取外す

①クランプ
②ダストカップ
③ TOP
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上側
下側
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◆ 点検・掃除・交換
エレメントの点検を行ない，掃除又は，交換を行
なってください。エレメントの掃除は，エレメン
トの内側から圧縮空気を吹きつけるか，又は軽く
振ってゴミを取除いてください。汚れのひどい場
合や 300 時間経過しているときは，交換してくだ
さい。

＊ エアクリーナの点検を行なったときは，ダス
トカップのエバキュエータバルブの先端部を
つまんでダストカップ内に溜まったごみを排
出してください。

①ダストカップ
②エバキュエータバルブ

①エレメント

先端部をつまむ

＊ 固定金具を取付けるとき，固定金具のフック
部をフレーム側の長穴に引掛けてください。
＊ インレットパイプをラジエータブラケットの
穴に確実に差込んでください。

＊ エレメントは乾式のため，エレメントにオイ
ルを塗らないでください。
＊ エアクリーナにほこりが詰まったまま運転す
ると，エンジンの出力が低下したり，エンジ
ンオイルが異常に消耗又は劣化し，エンジン
トラブルの原因となります。点検は運転前に
欠かさず行なってください。
＊ エレメントは傷がつかないように取扱ってく
ださい。特に掃除時は，たたいたり固い物に
当てて変形させるとエンジンの故障の原因と
なりますのでしないでください。
＊ エレメントを取付けたあと，ダストカップの
取付け方向に注意してください。
＊ ダストカップを取付けるときは，傾かないよ
うに取付けてください。傾いた状態で取付け
るとすき間からほこりが侵入してエンジンの
故障の原因となります。
＊ エレメントを掃除する場合，圧縮空気の圧力
は 205kPa（2.1kgf/
）をこえないよう注意
し，エアガンのノズルとエレメントの間は適
当にあけてください。
また，エアはエレメントの内側から外側に通
してください。

■パイプ･ホース類の点検･交換

＊ 運転中ラジエータホースが外れると熱湯が
吹き出し，ヤケドをするおそれがあります。
＊ 燃料系ゴムホースが破損していると燃料も
れを起し火災の原因となります。
＊ 使用者は交換作業を行なわないでくださ
い。
◆ 点検
エンジン，エアクリーナ，ラジエータ，燃料タン
ク各部にある各パイプやホースを点検し，油もれ
や水もれが発生しているときは，パイプやホース
の交換やバンドを締付けてください。

＊ エンジンオイルゴムホースが破損している
と，エンジンが焼付を起します。
＊ 油もれや水もれをしていなくても,2年経過し
ているときや劣化の激しい場合は購入先に連
絡して交換してください。
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■防じんあみ，ラジエータフィン・オイル
クーラフィンの掃除
◆ 掃除
エンジンルームを開いたあと，圧縮空気を使用す
るなどして防じんあみやラジエータ部及びエン
ジンに付着しているごみなどを掃除してくださ
い。

①フューエルフィルタ
②フューエルパイプ
③フューエルポンプ
④フューエルタンク

①ラジエータ
②オイルクーラ

＊ ヘラやドライバなど固いものや高圧洗車機を
使用して，ラジエータフィンやオイルクーラ
は掃除しないでください。ラジエータフィン
を傷め，ラジエータの機能を低下させる原因
になります。
＊ エアクリーナの吸入口から水が入ると，エン
ジンの不調又は，故障の原因となりますので，
水が入らないように吸入口を水を通さないも
ので覆って掃除してください。

①オイルクーラ
②エンジンオイルゴムホース
③各バンド

①エアクリーナ
②インレットパイプ
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3. リングネジをゆるめてフィルタカップを取外
します。
4. フィルタエレメントを取出して軽油で O リン
グを含めて洗浄（すすぎ洗い）をします。こ
のとき，汚れのひどい場合や運転時間が 400
時間経過しているときは交換してください。

■フューエルフィルタエレメントの掃除
◆ フューエルフィルタのエレメントの掃除，交
換
＊ フィルタ下部に水が溜まっているときは，早
めに掃除又は，交換してください。
＊ 燃料タンクにごみなどの異物や水が混入する
と，フィルタの目詰まりが早くなったり，フィ
ルタ内に水が溜まりやすくなりエンジンの故
障の原因となります。
1. コンテナ台を取外してください。
（58 ページを参照）
2. セ パ レ ー タ の フ ュ ー エ ル コ ッ ク レ バ ー を
（開）位置から （閉）位置にします。

①コックレバー
② O リング
③フィルタエレメント

④フィルタカップ
⑤リングネジ

＊ O リングは傷つけないようにしてください。ま
た，失くさないでください。
＊ 汚れ（目詰まり）がひどい場合は，洗浄を行
なっても短時間で目詰まりします。
5. Ｏ リングやフィルタエレメントにごみが付着
しないように元通りに組付けます。

①セパレータ

＊ Ｏ リングは溝にきちんと入れて組付けてくだ
さい。
＊ ごみが燃料内に混入すると，燃料ポンプや噴
射ノズルの故障の原因となります。
6. カバーを閉じます。

①フューエルコックレバー

閉
開
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■ミッション，HST オイルフィルタカート
リッジの交換

■エンジンオイルフィルタカートリッジの
交換
エンジンオイルの交換（72 ページを参照）が 2 回
目のとき交換してください。交換するときは，エ
ンジンルームを開いてください。

＊ 平たんで安全な場所で，機体を最下降位置
にしてエンジンを必ず止めて，メインス
イッチのキーを抜いてから行なってくださ
い。
＊ 引抜部を上げて交換を行なうときは，引抜
下降ロックレバーを［ロック］位置にして，
引抜部の下降防止を行なってください。さ
らに枕木などを使用して落下防止の歯止め
をしてください。

◆ 交換
1. 専用工具を使ってカートリッジを取外しま
す。

＊ 取外しかたや専用工具については，購入先に
ご相談ください。
2. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。
3. オイルゲージの上限線までオイルを補給した
あと，5 分程度エンジンを運転して各部及び
油圧（オイルランプ）に異常がないことを確
認してから，エンジンを止め，再度油面がオ
イルゲージの規定内にあることを確めておい
てください。

1. ミッションオイルを排出します。（73 ページ
を参照）
2. 専用工具を使ってミッション・HST オイルフィ
ルタカートリッジを取外します。

＊ 取外しかたや専用工具については，購入先に
ご相談ください。
＊ ミッション・HST オイルフィルタカートリッ
ジを取外すとき，少しゆるめたあと，左・右
に 4 ～ 5 回程度動かして，
オイル抜きを行なっ
てください。

①オイルフィルタカートリッジ

＊ 新しいカートリッジは O リングにオイルを薄
く塗布してから，フィルタレンチを使用せず
手で締付けてください。
＊ エンジンオイルフィルタカートリッジを交換
するときに，ごみなどの異物が混入すると
フィルタの目詰まりが早くなったり，エンジ
ンの故障の原因となります。

①ミッション・HST オイルフィタカートリッジ

＊ オイルフィルタカートリッジを交換すると，
オイルフィルタカートリッジに入る量だけエ
ンジンオイルの油面が下がります。
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3. 新しいフィルタカートリッジを取付けます。
4. 73 ページを参照し，オイルを規定量給油しま
す。

■駐車ブレーキの点検・調整
駐車ブレーキレバーを駐車ブレーキロックレ
バーにかけた状態で，圧縮スプリングの長さを 31
～ 33mm に調整します。
1. 駐車ブレーキを掛けます。

＊ 新しいカートリッジは O リングにオイルを薄
く塗布してから，フィルタレンチを使用せず
手で締付けてください。
＊ オイルフィルタカートリッジを交換するとき
に，ゴミなどの異物が混入するとフィルタの
目詰まりが早くなったり，ミッションや HST
の故障の原因となります。
＊ 給油したあとエンジンを約 1 分間以上負荷を
かけずに回転させて，再度点検を行ない検油
口からオイルが出ないときは，オイルを追加
補給してください。

■各部ワイヤ，ロッドの点検・調整
①ブレーキペダル
②駐車ブレーキレバー
③駐車ブレーキロックレバー

＊ スプリングの取付け長さは，引張りスプリン
グの場合はフックの内寸法，圧縮スプリング
の場合は外寸法を測定してください。

①引張りスプリング

2. カバーを取外します。

内寸法

①カバー
②ボルト

①圧縮スプリング

外寸法
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3. ロックナットと調整ナットをゆるめて，調整
ナットで調整を行ないます。
4. ロックナットを締付けます。

①ロックナット
②調整ナット
③圧縮スプリング
④ブレーキロッド

■ゲージタイヤの点検・調整・交換（オプ
ション）

＊ タイヤの空気圧は，取扱説明書に記載して
いる規定圧力を必ず守ってください。空気
の入れ過ぎは，タイヤ破裂のおそれがあり
死傷事故を引起こす原因になります。
＊ タイヤに傷があり，その傷がコード（糸）に
達している場合は，使用しないでください。
タイヤ破裂のおそれがあります。
＊ タイヤ，チューブ，リムなどの交換，修理
は，必ず購入先にご相談ください。
（特別教
育を受けた人が行なうように，法で決めら
れています。）

31 ～ 33mm

ゲージタイヤの空気圧が適正であるかを調べま
す。外観から判断する目安はつぎのとおりです。

5. 駐車ブレーキを解除します。
6. 調整後，駐車ブレーキが正常に作動するか再
確認します。
7. カバーを閉じます。

①空気が不足
②標準
③空気が多い

“ 接地面 ”

◆ 標準空気圧
196 ～ 216kPa（2.0 ～ 2.2kgf/cm ）
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■各部ベルト・チェーン張り調整一覧表
下表を参照して，各部ベルトの張り調整を行なってください。
点
検
番号
箇
所

名

称

り

調

整

サイズ

本数
（本 / 台）

テンション
スプリング
取付け長さ
（mm）

たわみ量
(mm)

34.5 ブイベルト

1

－

5 ～ 10
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参照
ページ

(1)

ファン駆動ベルト

(2)

走行（ミッション）駆動ベルト

特 B40

1

202 ～ 208

－

☆

(3)

作業機部駆動ベルト

特 C58

1

240 ～ 244

－

☆

引抜ベルト駆動ベルト

B50

2

128 ～ 132

－

☆

引抜部・フィードチェーン部
分配ベルト

B83

1

133 ～ 137

－

☆

爪付チェーン

85L×12.7P

1

118 ～ 122

－

☆

供給駆動チェーン

67L×12.7P

1

118 ～ 122

－

☆

B48

1

118 ～ 122

－

☆

146L×33P

1

263 ～ 267

－

☆

B78

1

ワイヤ（ヒキ
ヌキクラッチ）
94 ～ 98

－

☆

(11) 引抜部上段スポンジベルト

3916

2

188 ～ 192

－

☆

(12) 引抜部下段スポンジベルト

1524

2

－

－
(200N)

☆

(13) トウミ駆動ベルト

B66

1

133 ～ 137

5 ～ 10

☆

(14) 脱莢部カウンタベルト

B46

1

118 ～ 122

－

☆

(15) 脱莢部駆動ベルト

B75

1

133 ～ 137

－

☆

(16) ドラムカウンタベルト

A37

1

108 ～ 112

5 ～ 10

☆

(17) ドラム・コンベア駆動ベルト

A67

1

108 ～ 112

－

☆

61L×12.7P

1

118 ～ 122

－

☆

W 374mm ×
L 4723mm

1

57 ～ 59

－

☆

(20) 第 1 コンベアベルト

W 575mm ×
L 2249mm

1

－

－

☆

(21) 第 2 コンベアベルト

W 458mm ×
L 2801mm

1

－

－

☆

(4)
エ
ン (5)
ジ
ン (6)
周
辺 (7)
部 (8)
・
引 (9)
抜
部 (10)

搬
送
部

張

フィードチェーン駆動ベルト
フィードチェーン
引抜部・フィードチェーン部
駆動ベルト

(18) コンベア駆動チェーン
(19)

［ビーンタンク仕様］ビーンタン
クベルト

＊ 参照ページに☆印のある整備項目については，購入先又は，整備工場で行なってください。

＊ ベルト交換の際は，指定のベルトをご使用ください。サイズが同じでもグレードが違います。
また，速度も変わり引抜き性能に影響することもありますのでご注意ください。
＊ 張り調整で，ボルトを固定するときは，スプリングのコイルがねじれないようにご注意ください。

＊ 各点検・調整・交換するときは必ずエンジンを止めてから行なってください。
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◆ 点検
各部のベルトを点検するときは，下記の事項をよ
く確認してください。
1. ベルトの焼付きや摩耗，被覆のはがれ，き裂
やひび割れ
焼付きや摩耗

被覆のはがれ

き裂やひび割れ

×

×

×

＊ スプリングの取付け長さは，引張りスプリン
グの場合はフックの内寸法，圧縮スプリング
の場合は外寸法を測定してください。

①引張りスプリング

内寸法

①圧縮スプリング

外寸法

2. ベルトの底部とプーリ溝部のすき間

すき間

3. ベルトの伸び（たわみ量）
◆ ファン駆動ベルトの調整
指先でベルトの中央部を押したとき（約 100 ～
112N｛10 ～ 11kgf｝の荷重）のたわみ量を 5 ～
10mm に調整します。
1. エンジンルームを開けます｡
2. ダイナモの取付けボルトと調整ボルトをゆる
めます。
3. ダイナモを引っ張ります。
4. 調整ボルトを締付けたあと取付けボルトを締
付けます。

たわみ量

上記の事項を確認したとき，異常があればベルト
交換又は，ベルトの張り調整を行なってくださ
い。ベルトの交換は購入先へ連絡して修理を依頼
してください。

＊ ベルトは必ずクボタ純正品を使用してくださ
い。
①ファン駆動ベルト
②調整ボルト
③取付けボルト
④ダイナモ

◆ 調整
ベルトが伸びているとき（スリップが発生しやす
い）は，張り調整を行なってください。
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押す
たわみ量：5 ～ 10mm
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■各部の点検・交換

＊ バッテリを乾いた布などで掃除しないでく
ださい。静電気により引火爆発するおそれ
があります。

＊ 点検・交換は，必ずエンジンを停止してか
ら，作業してください。

■バッテリの点検・交換

＊ 出荷時は，補水不要のバッテリです。

バッテリ上面に貼ってある取扱いの注意ラベル
をよく読んでください

◆ 点検

バッテリが破損や傾いたりして，液もれが発生
しているとき ……
＊ バッテリの電解液が身体や衣服に付かない
ようにしてください。付着したときは，す
ぐに水で洗い流してください。電解液（希
硫酸）によってヤケドすることがあります。
＊ バッテリの電解液（希硫酸）が目に入った
場合は，ただちに多量の清水で洗浄したあ
と，速やかに医師（眼科医）の治療を受け
てください｡失明の原因となります。

①バッテリ
②注意ラベル

1. サイドカバー（左前）とバッテリカバーを取
外してください。
（56 ページ，57 ページを参照）
2. バッテリを覆っているゴムバンドを取外し，
ゴムカバーを取除いてください。

＊ バッテリの近くに裸火（マッチ，ライタ，タ
バコの火など）を近づけたり，
（＋）端子と
（－）端子が金属工具などの接触によって起
こるスパークをさせないでください。バッ
テリのガスで引火爆発するおそれがありま
す。
＊ バッテリを取扱うときは，必ず保護メガネ
とゴム手袋を着用してください。バッテリ
に入っている電解液（希硫酸）により，失
明やヤケドの原因となります。
＊ 充電器やブースターケーブルを使用すると
きの取扱いは，それぞれの取扱説明書に
従って行なってください。取扱いを誤まる
と引火爆発するおそれがあります。
＊ この 12V バッテリはエンジン始動用ですか
ら，ほかの用途には使用しないでください。
＊ 急速充電は厳禁です。
＊ 開封は厳禁です。
（密封タイプ）

①ゴムバンド
②ゴムカバー
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(3) ふたの排気口にごみなどが付着している
ときは掃除してください。

3. バッテリの状態を点検し，異常があれば処置
してください。
(1) バッテリ上面にあるインジケータの色で
充電状態を確認できます。下表を参照し，
処置を行なってください。
表示の色

充電状態

処置

緑

正常

使用可能

黒

放電している

補充電

透明

液減り

交換

＊ 排気口をふさぎますと，バッテリ内部で発生
するガスによりバッテリの内圧が上がり，破
損する原因となります。

①排気口

(4) バッテリケーブルの破損や（＋）端子，
（－）端子にゆるみや腐食がないか確認
し，ケーブルの交換や端子の増締めや掃
除を行なってください。

①インジケータ

＊ インジケータは真上から確認してください。
(2) バッテリが破損して液もれが発生してい
るときは，交換してください。

＊ 液もれが発生すると車体が腐食する原因とな
ります。

①（＋）コード
②（－）コード
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◆ 補充電・交換

4. ゴムカバー，ゴムバンドを取付けてください。

＊ 必ず端子全体を覆うようにゴムカバーを取付
けてください。端子に土，泥が堆積したり水
が溜まると，引火爆発するおそれがあります。
＊ ゴムカバーの長辺側が機体前後方向となるよ
うに組付けてください。短辺側を機体前後方
向となるように組付けると，ゴムカバーがト
ウミに巻き込まれ，破損する原因となります。

①ゴムバンド
②ゴムカバー
③トウミ

＊ バッテリは，以下の順序で取換えてくださ
い。順序を誤まると，ショートによるスパー
クで引火爆発するおそれがあります。
・取外し …（－）端子側（アース側）から
取外す。
・取付け …（－）端子側（アース側）を最後
に接続する。
＊ バッテリを転倒させたり，衝撃を与えたり
しないでください。電解液（希硫酸）のも
れにより，失明やヤケドをするおそれがあ
ります。
＊ バッテリを機体に取付けた状態での充電は
避けてください。バッテリの引火爆発の原
因となるおそれがあります。
＊ バッテリの取付け方向を間違わないでくだ
さい。
（＋）と（－）が逆に取付けられると
接続ケーブルが損傷し，火災の原因となる
おそれがあります。
＊ バッテリを投げたり，落としたり，斜めに
したり，衝撃を与えたりしないでください。
バッテリに入っている電解液（希硫酸）に
より，失明やヤケドの原因となることがあ
ります。

長辺

5. バッテリカバー，サイドカバー（左前）を取
付けてください。

次のような状態が発生したときは補充電を行
なってください。また，補充電を行なっても短時
間で再発するときや状態が良くならないときは，
バッテリの寿命ですので交換を行なってくださ
い。
A スタータモータの回転が，いつもより弱い。
A アクセルの加減で，ヘッドランプの明るさが
変わる。
A ホーンの音が，いつもより低い。
1. バッテリを機体から取外してください。
(1) ゴムバンドの端部金具をフックから取外
してください。
(2) ケーブル端子のナットをゆるめて，端子
からケーブル端子を取外してください。
取外すときは，必ず（－）側から取外し
てください。
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補水が必要なバッテリの場合
（補水が不要なバッテリの説明と異なる部分の説
明です。
）
◆ 点検・補水

バッテリには補水不要なタイプと補水が必要
なバッテリの 2 種類があります。補水が必要な
バッテリについては，以下の事を守ってくださ
い。
＊ バッテリは液面が LOWER（最低液面線）以下
になったままで使用や充電をしないでくだ
さい。
LOWER 以下で使用を続けると電池内部の部
位の劣化が促進され，バッテリの寿命を縮
めるばかりでなく，爆発の原因となること
があります。
すぐに UPPER LEVEL と LOWER LEVEL の間に
補水してください。
＊ バッテリ液が身体や衣服に付かないように
してください。付着したときは，すぐに水
で洗い流してください。電解液（希硫酸）に
よってヤケドすることがあります。

①バッテリ
②（－）ケーブル
③（＋）ケーブル
④ケーブル端子
⑤端子
⑥ナット

＊ バッテリを斜めにしたり，横倒しにして運ば
ないでください。電解液（希硫酸）がこぼれ，
衣服の損傷の原因となります。

バッテリカバーを取外してバッテリの状態を点
検し，異常があれば処置します。
1. バッテリ液の量を点検し，
［UPPER LEVEL］
（最
高液面線）と［LOWER LEVEL］
（最低液面線）
の間に液量があるか確認し，不足していると
きは補水キャップを取外して補水します。

2. 補充電を行なうときは，平たんで風通しのよ
い場所を選んで行ないます。また，充電は，
バッテリの（＋）を充電器の（＋）側に，バッ
テリの（－）を充電器の（－）側にそれぞれ
接続して，普通の充電方法で行なってくださ
い。
3. 補充電が終ると取外したときと逆の手順で取
付けます。

＊ バッテリを交換するとき，バッテリは下記指
定のバッテリを使用してください。電圧や容
量が違うと故障の原因となります。
バッテリ形式：50B24L-MF
＊ バッテリはエンジン始動用ですから，ほかの
用途には使用しないでください。
＊ バッテリはきちんと取付けてください。傾い
たりすると転倒や液もれの原因となります。
＊ 機械にバッテリを搭載した状態で急速充電を
しないでください。

①補水キャップ
② UPPER LEVEL（最高液面線）
③ LOWER LEVEL（最低液面線）
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■電気の各配線コード･各ヒューズの点検･
交換

＊ バッテリ液が不足して極板が空気中に露出し
ますと，バッテリの寿命は著しく短くなりま
す。
＊ バッテリ液を補充する場合は，必ず精製水を
補充してください。希硫酸・井戸水・泥水な
どは絶対に入れないでください。
＊ バッテリに精製水を入れ過ぎないでくださ
い。液もれして機体をいためるおそれがあり
ます。

＊ 配線コード被覆の損傷やコネクタ（端子）の
接触不良によるろう電やショート（短絡）は
火災の原因となります。

2. 補水キャップの排気口にごみなどが付着して
いるときは掃除してください。

◆ 各配線コードの点検・交換
各配線コードのコネクタ（端子）の接続状態を点
検し，ゆるみや外れがあるときは確実に差込んで
ください。また，被覆の損傷状態を点検し，被覆
が破れているときは購入先へ連絡して修理を依
頼してください。

＊ 排気口をふさぎますと，バッテリ内部で発生
するガスによりバッテリの内圧が上がり，破
損する原因となります。

◆ 各ヒューズの交換
ヒ ュ ー ズ 切 れ に よ る 異 常 が 発 生 し た と き は，
ヒューズを交換してください。

＊ 新しいヒューズは必ず指定容量のヒューズを
使用してください。異なる容量のヒューズを
使用すると故障の原因となります。
＊ ヒューズを交換してもすぐ切れてしまう場合
は，針金や銀紙などで代用せず，購入先に連
絡して修理を依頼してください。
①補水キャップ
②排気口

1. 引抜部を地面に接地させエンジンを止めま
す。

◆ 補充電・交換

＊ 補充電中は補水キャップすべてを取外して
行ないますので裸火は近づけないでくださ
い。引火爆発するおそれがあります。
1. 補充電を行なうときは，平たんで風通しのよ
い場所を選んで補水キャップをすべて取外し
た状態で行ないます。
また，充電は，バッテリの（＋）を充電器の
（＋）側に，バッテリの（－）を充電器の（－）
側にそれぞれ接続して，普通の充電方法で行
なってください。
2. 補充電が終ると補水キャップをすべて取付け
てください。

①カバー
②樹脂ボルト

2. ヒューズケースのカバーを取外します。
3. 切れたヒューズを同じ容量のヒューズと交換
します。
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A スローブローヒューズ・バッテリ（＋）コー
ド・ヒューズの点検・交換
スローブローヒューズは，過電流が流れたときに
各配線が損傷しないように保護するためのもの
です。エンジンがかからないときは点検し，切れ
ているときはフロントカバーを取外し，新しい
ヒューズと交換してください。

＊ ヒューズを交換するときは，ヒューズケース
にあるヒューズ抜きを使用してください。

①ヒューズ抜き

はさんで抜く

A ヒューズボックス
①スローブローヒューズ（40A）：スタータ
②スローブローヒューズ（40A）：グロー

回路

容量
(A)

回路

容量
(A)

A

搬送モータ

30

L

マイコン，センサ，
チェッカ

5

B

タイヤモータ

20

M

スタータ SW

5

C

予備

5

N

AES ソレノイド
（直 B）

20

D

ホーン

10

O

作業灯（直 B）

15

E

メイン SW（直 B）

10

P

マイコン（直 B）

5

F

予備

30

Q

予備

5

G

前照灯

10

R

予備

10

H

燃料ポンプ，センサ，
レギュレータ

10

S

予備

15

I

油圧バルブ

10

T

予備

20

J

メータ

5

U

ヒューズ抜き

-

K

ハイサイド SW

5

①スローブローヒューズ（50A）
②バッテリ
③（＋）コード

4. カバーを取付けます。
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■ランプの点検･交換，ホーンスイッチの点
検
ランプ切れがないか点検し，切れているときは交
換してください。また，ホーンスイッチを押して
点検し，鳴らないときは，配線やヒューズを確認
してください。

①ヘッドランプ

①ホーンスイッチ

■反射器の点検・交換
汚れや破損がないか点検し，掃除又は，交換を行
なってください。

①作業灯

①反射器
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■クローラの点検･調整

地面からクローラを約 10cm 浮かした状態で，転
輪外側とクローラの平面部のすき間を 10 ～ 20mm
に調整してください。また，調整は片側ずつ行
なってください。

＊ 点検・調整を行なうときは，エンジンを必
ず止めて，メインスイッチのキーを抜いて
から行なってください。
＊ 平たんな場所で引抜部を上げて，引抜下降
ロックレバーを［ロック］位置にして引抜
部の下降防止を行なってください。さらに，
枕木などを使用して，落下防止の歯止めを
してください。
＊ ジャッキアップを行なうときは，コンク
リートなど地面の固い場所でバランスのと
れた位置にして作業してください。
＊ ジャッキは持上荷重が 2 トン以上の物を使
用してください。
＊ 機体にセットする木材やブロックなどは，
じゅうぶんな強度があるもので，セットす
るときは機体から外れないように注意しな
がら行なってください。

①トラックローラ（転輪）

①クローラ

たるみ：10 ～ 20mm

1. 機体をジャッキアップして，クローラを地面
から 10cm 程度浮かせます。
(1) 前部はミッションケース部の，調整を行
なう側の前車軸に木材やブロックをセッ
トします。

①前車軸
②ミッションケース
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木材やブロックをセットする
ジャッキアップ

メンテナンス
2. クローラ後部にある張りボルトの回り止め金
具を，スナップピンを抜いて取外します。
3. 張りボルトを左に回してクローラを張りなが
ら，すき間の調整を行ないます。

(2) 後部は機体フレームの下図位置に，調整
を行なう側のフレームに木材やブロック
をセットします。

①フレーム

木材やブロックをセットする
ジャッキアップ

①張りボルト
②回り止め金具
③スナップピン

(3) 機体右側にあるフレームとモンローアー
ムの間にトラックフレーム落下防止用の
スペーサをセットします。

①トラックフレーム
②フレーム
③モンローアーム
④スペーサ

張る
左回転

4. 左，右両方共に行ない調整後は，回り止め金
具を取付けてスナップピンを差込みます。
5. スペーサを取外し，ジャッキアップしてブ
ロックや木材を取外します。
6. ジャッキを取外します。

＊ クローラを張り過ぎると車軸の折損の原因に
なります。
＊ クローラがゆるみ過ぎると脱輪したりスプロ
ケット及び芯金が早期に摩耗することがあり
ます。初期伸びがあるため初期 20，及び 50 時
間目に点検してください。
＊ クローラの劣化が早くなり早期破損の原因と
なるため，下記事項を守ってください。
A 日光や雨による劣化防止のため，屋外に長
期保管しないでください。
A オイルや燃料，農薬，肥料など油脂類の付
着による劣化防止のため，クローラに付着
した油脂類はきれいに拭き取ってくださ
い。

前方

＊ スペーサは金属や固い木材片を使用してくだ
さい。
＊ スペーサをセットしないと，機体を上昇した
あと，トラックフレームが自然落下するため，
クローラが下側に張り，正しい調整が行なえ
なくなります。

94

メンテナンス
■トラックローラ（転輪）の点検

■長期格納時

トラックローラの下図 A 寸法が，2mm 以下になっ
たとき又は，使用時間が 500 時間経過したときの
早いほうで交換してください。

シーズンが終了して翌年まで長期間使用しない
とき，格納する前の各部の点検・整備を念入りに
行なってください。
◆ 各部の掃除・注油と補修
機体を平たんな場所に停めて下記事項を行なっ
てください。
・ 各部に付着した泥などの汚れをきれいに水
洗いし，乾いた布で水分をふき取ってくださ
い。
・ 各回転部分やベルト・チェーンなどに巻付い
た雑草や枯葉などを，完全に取除いてくださ
い。

①トラックローラ（転輪）

＊ 機体を洗う場合は，電装部品に水がかからな
いようにしてください。
＊ ベルトが傷むおそれがあるので，洗浄剤を使
用しての引抜きベルトの清掃・洗浄は行わな
いでください。
＊ 作業シーズン終了後及び長期格納する前に
は，メンテナンスの［給・注油（水）点検一
覧表］（70 ページを参照）を参照して，各部
の給・注油（水）を行なってください。

寸法（厚み）

＊ 購入先に連絡して交換してください。

収穫作業後の手入れ
作業が終わったあとは，機械の点検・整備を怠ら
ず翌日又は，翌年の作業に備えてください。

■毎日の作業後
＊ 各チェーン，各回転部分や摩擦しゅう動部分
には，さびが発生しないようにじゅうぶん注
油してください。
＊ 塗料のはがれたところには補修塗料を塗っ
て，さびが発生しないようにしてください。

＊ 機体に本機カバーをかけるときは，エンジ
ン・マフラが冷えてからかけてください。停
止直後にカバーをかけると火災のおそれが
あります。
1. 平たんな場所にえだまめコンバインを停めま
す。
2. 機体各部の枯葉などを取除いてください。又，
必要なときは各部に注油を行ないます。
（75
ページを参照）
3. 引抜部を地面に接地させます。
4. メインスイッチのスイッチキーを抜取りま
す。
5. 本機カバーを掛けます。
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◆ バッテリ

◆ ラジエータ冷却水
ラジエータ冷却水は冬期のエンジン凍結割れを
防止するため，排水又は，不凍液（ロングライフ
クーラント）を清水に混ぜた冷却水を入れておい
てください。

＊ 保管や持運びの際にバッテリに火気を近づ
けたり，ショートさせると爆発の危険があ
りますので注意してください。

A 排水しておくとき
1. ラジエータ及びリザーブタンクの冷却水を排
水します。（75 ページを参照）
2. ラジエータキャップに［水なし］と書いた札
を掛けておいてください。
A 不凍液を入れておくとき
冷却水の補給・交換を行なって，ラジエータ及び
リザーブタンクには，不凍液の混ざった適正な混
合比の冷却水を規定量入れておきます。
（75 ページを参照）

＊ バッテリを点検するときには，エンジンを
停止し，メインスイッチを［切］にしてく
ださい。
長期間使用しない場合は，できるだけバッテリを
機体から取外してください。また，以下の点に注
意して保管してください。
A 保管前に点検し，必要に応じて補充電を行
なってください。
（バッテリ液補水タイプは，
補水してから補充電を行なってください。）
A バッテリは保管中でも自己放電するので夏は
1 カ月，冬は 2 カ月に 1 回それぞれ点検し，必
要に応じて補充電を行なってください。
A 次のような場所に保管してください。
(1) 直射日光が当らない（温度が低く変化の
少ない）乾燥している場所
(2) 雨露が少なく，水没のおそれがない場所
(3) バッテリの有害なガスや液，粉じんの発
生が起こらない場所
機体に取付けている場合は，
（－）側のケーブル
を必ず取外してださい。

＊ 冷却水には，不凍液（ロングライフクーラン
ト）を適正量入れ（混合比は最高でも 50% 以
下），よく水と混ぜ合せてからお使いくださ
い。
冷却水容量

1.8L（リザーブタンク含まず）

＊ 不凍液の混合比を誤まると，冬期には冷却水
の凍結，夏期にはエンジンの故障やラジエー
タの破損の原因になります。
＊ クボタ不凍液（ロングライフクーラント）の
有効使用期間は 2 年間です。必ず 2 年で交換
してください。

◆ 各レバー・その他
点検・整備が終わったあと，納屋などに停めてお
くときは引抜部を地面に接地させて，下記事項を
行なってください。
A アクセルレバーをいっぱい戻して（［ ］位
置）止めておきます。
A 駐車ブレーキを掛けます。
A 作業クラッチレバーは［切］位置にします。
A 車体水平制御は，機体いっぱいまで下げます。
A メインスイッチのスイッチキーは，必ず抜
取って保管します。
A 本機カバーを掛けます。
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えだまめコンバインの不調と処置
エンジンがかからない
すぐにすること

原

因

燃料がない。

点検箇所

置

参 照
ページ

＊ 燃料があるか点検
し，ない場合は補給
する。（火気厳禁）

71

セ フューエルフィルタの目 フューエルフィルタ ＊ フューエルフィル
ル 詰まり。
タの目詰まりがな
モ
いか点検し，交換す
｜
る。
タ
＊ フューエルパイプ
は
の折れ，破損を点検
回
し，異常があれば交
る
換する。

78

メインスイッチ
を［切］の位置
にする。

燃料の種類が違う。

セ
ル
モ
｜
タ
は
回
ら
な
い

燃料ゲージ

処

燃料の種類

主変速レバーが［N］（中 主変速レバー
立）位置になっていな
い。
作業クラッチレバーが
［切］位置になっていな
い。
バッテリが上がってい
る。

＊ ディーゼル軽油を
補給する。
＊ 主変速レバーを［N］
（中立）位置にする。

作業クラッチレバー ＊ 作 業 ク ラ ッ チ レ
バーを［切］位置に
する。
バッテリ

70

23

23

＊ 補充電する。
＊ バッテリ液を点検
し，不足の場合は補
充する。

86

ヒューズ，スローブロー ヒューズボックス， ＊ 点検し，切れている
ヒューズが切れている。 スローブローヒュー
ときは予備ヒュー
ズ
ズと取換える。

90

収穫作業中にエンジンが停止する
すぐにすること

原

因

点検箇所

メインスイッチ フィードチェーンに詰まりな フィードチェーン
を［切］位置に どによって，過剰な負荷が掛
して，主変速レ かっている。
バーを［中立］
位置にして，作
業クラッチレ
バーを［切］位
置にする。
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処

置

参 照
ページ

＊ 作物・草などの詰ま
りを取除いてくだ
さい。
─

えだまめコンバインの不調と処置
引抜ベルトが回らない
すぐにすること

原

因

点検箇所

主変速レバーを 引抜ベルトのテンション荷重 引抜ベルトのテン
［N］（中立）位 が弱く，引抜ベルトがスリッ ションアーム部
置にして，作業 プしている
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

処

置

＊［上段ベルト部］
テンションボルト
でテンションバネ
を適正張力にする。
＊［下段ベルト部］
テンションアーム
を引っ張り適正荷
重に調整する。

参 照
ページ

─

伝動ベルトのテンション荷重 引抜駆動ケースまで ＊ テンションベルト
が弱く，伝動ベルトがスリッ の伝動ベルトテン
でテンションバネ
プしている
ションアーム部
を適正張力に調整
する。

─

大径茎・木片・石などがベル 引抜ベルト搬送経路 ＊ ロック原因となっ
トに噛み込みロックしてい
て い る 大 径 茎・木
る。
片・石 な ど を 取 除
く。

─

引抜ベルト駆動プーリ表面が 引抜ベルト駆動プー ＊ 引 抜 ベ ル ト 駆 動
土・葉などで目詰まりして引 リ
プーリを掃除する。
抜ベルトがスリップしてい
る。

─

作業クラッチレバーが［切］ 作業クラッチレバー ＊ 作 業 ク ラ ッ チ レ
位置になっている
バーを［入］位置に
する。

43

主変速レバーが［N］（中立） 主変速レバー
位置又は［後進］位置になっ
ている。

43

＊ 主変速レバーを［前
進］位置にする。

搬送部（第 1 コンベア・第 2 コンベア）が回らない
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

原

因

点検箇所

処

置

参 照
ページ

伝動ベルトのテンション荷重 伝動ベルトテンショ ＊ テンションベルト
が弱く，伝動ベルトがスリッ ンアーム部
でテンションバネ
プしている
を適正張力に調整
する。

─

作業クラッチレバーが［切］ 作業クラッチレバー ＊ 作 業 ク ラ ッ チ レ
位置になっている
バーを［入］位置に
する。

43
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えだまめコンバインの不調と処置
ビーンタンクベルトが回らない
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

原

因

点検箇所

電気配線・搬送モータ・光電
センサ・回転センサの不良。

─

搬送モータ駆動ギアに石など 駆動ギア
が噛み込んで，ロックされて
いる。

処

置

＊ 購入先に相談する。

参 照
ページ
─

＊ 石などを取除く。
─

テンション荷重が弱く，搬送 ビーンタンクテン
＊ テンション部を
ベルトがスリップしている。 ション部（アイドル
引っ張り，適正荷重
ローラ部）
に調整する。
回転センサ取付不良で駆動ギ 回転センサ
ア回転を検出できていない。

＊ 回転センサ取付位
置を適正位置に調
整する。

─

─

ビーンタンクベルトが止まらない
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

原

因

点検箇所

電気配線・搬送モータ・光電
センサの不良。
光電センサの投光面・受光面
に葉などが張り付いて，光電
センサが常時 “ON” 状態に
なっている

─
光電センサ

処

置

＊ 購入先に相談する。

参 照
ページ
─

＊ 光電センサ表面を
掃除する。
─

満杯警報が鳴らない
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

原

因

点検箇所

処

置

作業クラッチレバーが［切］ 作業クラッチレバー ＊ 作 業 ク ラ ッ チ レ
位置になっている
バーを［入］位置に
する。
満杯センサ摺動部に莢・砂な 満杯センサ
どが詰まっている。
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＊ 莢・砂 な ど を 取 除
く。

参 照
ページ
43

─

えだまめコンバインの不調と処置
脱莢ミス（茎に残る脱莢されていないえだまめ）が多い
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

原

因

点検箇所

処

置

脱莢ゴムブレード間のすき間 脱莢ゴムブレード間 ＊ 調節ボルトで脱莢
が広いため，脱莢されない莢 のすき間
ゴムブレード間の
が多い。
すき間が狭くなる
ように調節する。
引抜部の高さが高いため，脱 運転操作
莢ゴムブレードに当たらない
莢が多い。

＊ デバイダの板部底
面が地面に接する
まで引抜部を下げ
る。

参 照
ページ

38

43

脱莢ミス（茎から莢が枝ごと千切れるえだまめ）が多い
すぐにすること

原

因

点検箇所

処

置

参 照
ページ

主変速レバーを 脱莢ゴムブレード間のすき間 脱莢ゴムブレード間 ＊ 調節ボルトで脱莢
［N］（中立）位 が狭すぎるため，枝に強い力 のすき間
ゴムブレード間の
置にして，作業 がかかる。
すき間が広くなる
クラッチレバー
ように調節する。
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

38

脱莢する力よりも枝が千切れ 正常な作業はできません。
る力が低いえだまめ

─

─

莢の損傷が多い
すぐにすること
主変速レバーを
［N］（中立）位
置にして，作業
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

─

原

因

点検箇所

処

置

参 照
ページ

脱莢ゴムブレード間のすき間 脱莢ゴムブレード間 ＊ 調節ボルトで脱莢
が狭すぎるため，莢を潰した のすき間
ゴムブレード間の
り，脱ぷする。
すき間が広くなる
ように調節する。

38

引抜部の高さが高いため，
運転操作
フィードチェーン持ち替え後
に莢をフィードチェーンで傷
つける。

43

＊ デバイダの板部底
面が地面に接する
まで引抜部を下げ
る。

地面から一番下の莢までの高 正常な作業はできません。
さが 100mm 以下の場合，引抜
ベルトで挟んで莢をつぶした
り，脱ぷする。
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─

えだまめコンバインの不調と処置
脱莢中に茎がフィードチェーンから抜ける
すぐにすること

原

因

点検箇所

処

置

主変速レバーを フィードチェーン押さえレー 押さえレールの圧縮 ＊ 圧縮バネを狭くし
バネ
［N］（中立）位 ルの圧縮力が低い
て，レールの圧縮力
置にして，作業
を上げる。
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

参 照
ページ

─

収納部への葉・枝の混入が多い
すぐにすること

原

因

点検箇所

処

置

主変速レバーを トウミ風量が弱いため，葉・ トウミ調節プレート ＊ トウミ調節プレー
［N］（中立）位 枝を風で選別しきれない。
トを［開］（強）方
置にして，作業
向に移動させる。
クラッチレバー
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。

参 照
ページ

39

排出された茎が未収穫側に落ちる
すぐにすること

原

因

点検箇所

処

置

主変速レバーを 草丈とピアノ線の隙間の関係 排出ガイド（ピアノ ＊ 草丈が長い場合，排
線・アジャスタ）
［N］（中立）位 が適合していない。
出ガイドを上げる。
置にして，作業
＊ 草丈が短い場合，排
クラッチレバー
出ガイドを下げる。
を［切］位置に
して作業クラッ
チを切り，エン
ジンを止める。
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参 照
ページ

41

推奨オイル・グリース一覧表
クボタ純正オイル
■クボタスペアグリース
■オイルはクボタ純オイルをお使いくださ
い。
オイルは，えだまめコンバインの開発研究から生
まれたクボタ純オイルを，必ずお使いください。
市販のオイル（食品機械用油を除く）をご使用に
なりますと，あなたの大切なえだまめコンバイン
の寿命を縮めることがあります。
お買求めは，購入先へご用命ください。
A D10W-30（ディーゼルエンジン用）

食品機械用油（市販品）
A KLÜBER L402N（400ml スプレータイプ）

A スーパー UDT-2
（油圧駆動・ミッション油圧・各ギヤ兼用）
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付表
主要諸元
名称

えだまめコンバイン

商品名

EDC1100

区分

T

C

農機型式名

SV2001

全長
機体寸法

(mm)

全幅

(mm)［作業時］

全高

(mm)

全質量

(kg)

4570
1925［2175］
1405

名称

1365

水冷 4 サイクル 3 気筒立形ディーゼル

型式名

D902-E3B-HVSI-1

始動方式

セルモータ式

エンジン 総排気量

(L{cc})

出力／回転速度

0.898 {898}

(kW{PS}/rpm)

14.7 {20.0} / 2900

使用燃料

ディーゼル軽油

燃料タンク容量

(L)

24

走行方式
クローラ

クローラ式
中心距離

(mm)

幅 × 接地長

(mm)

867
280×1150

変速方式
走行部

HST 無段変速 × 副変速 2 段
前進

(m/s)

後進

(m/s)

作業：0 ～ 0.90（標準作業速度：0.6）
移動：0 ～ 1.62

走行速度

適応作付

作業：0 ～ 0.87
移動：0 ～ 1.52

うね高さ

(mm)

0 ～ 200

中心距離

(mm)

300 以上

引抜昇降方式

引抜部

油圧シリンダ（単動）

引抜条数

1条

引抜方式

スポンジベルト挟持引抜方式

脱莢方式

脱莢ブレード方式

茎葉選別方式

適応作物

風選（トウミ）＋選別ドラム

草丈

(mm)

500 ～ 1100

茎径

(mm)

10 ～ 20

地面から一番
下の莢まで
(mm)
の高さ

100 以上

収納方式
収納部

1900［2170］
2005

ビーンタンク
ビーンタンク：60kg
コンテナ台：コンテナ 4 個 (40kg)

収納量

作業能率

（hr/10a）

作業人数

（人）

コンテナ
コンテナデッキ：コンテナ 6 個 (60kg)
コンテナ台：コンテナ 4 個 (40kg)

※1.2（ほ場条件などにより異なる）
1

1～2

※ 作業能率は，作物条件やほ場の状態，運転者の操作技術と機械の点検・整備や使用状況によって異な
ります。また，コンテナデッキ仕様の作業能率は 2 人作業の場合の数値です。
＊区分 “T” はビーンタンク仕様，区分 “C” はコンテナデッキ仕様を指します。
＊この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
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付表
付属品

◆ ランプ（電球）

次の部品が付属していますのでお調べください。
＊ 取扱説明書
1
＊ 保証書
1

消耗部品
◆ バッテリ・スローブローヒューズ

図番

図番

品

名

品

番

1

スローブローヒューズ（ミニ ,40A） 3C581-7717-0

2

スローブローヒューズ（50A）

17478-6008-0

104

品

名

品

番

1

ランプ（ワーク，LED）

3S200-7573-0

2

ランプ（サギョウトウ，LED）

3S200-7530-2

付表
◆ ヒューズ

図番

◆ オイルドレーンゴムホース

品

名

品

番

1

ヒューズ（ミニ 5A）

T1060-3043-0

2

ヒューズ（10A，オート）

5H050-4162-0

3

ヒューズ（15A，オート）

5H050-4163-0

4

ヒューズ（20A，オート）

5H050-4164-0

5

ヒューズ（25A，オート）

5H050-4165-0

6

ヒューズ（30A，オート）

5H050-4166-0

図番
1

品

名

オイルドレーンホース

品

番

52600-2531-0

◆ エアクリーナ

◆ エンジンオイルフィルタカートリッジ
◆ ファン駆動ベルト

図番
1

図番

品

名

品

番

1

フィルタ（オイル，カートリッジ） 15853-3243-0

2

34.5 ブイベルト

15881-9701-0
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品

名

エレメント（プライマリ）

品

番

K7311-8239-0

付表
◆ ラジエータホース

図番

品

◆ フューエルパイプ
◆ フューエルフィルタカートリッジ
◆ フューエルフィルタアッシ，
フィルタエレメント

名

品

番

1

ホース（1, ウォータパイプ）

5H591-2581-0

2

ホース（4, ウォータ）

5H730-2572-0

3

チューブ（ハイユ）

5H542-2591-0

4

チューブ（ハイユ）

5H552-2592-0

◆ 排水ホース

図番

図番
1

品

名

チューブ（ハイスイ）

品

番

5H730-2574-0
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品

名

品

番

1

フューエルチューブ

09661-70775

2

フューエルチューブ

09661-70090

3

フューエルホース

09661-70050

4

フューエルチューブ

09661-42000

5

フューエルチューブ

09661-70775

6

フューエルフィルタアッシ

12581-4301-0

7

セパレータ

5H591-2687-0

8

エレメントアッシ

5H591-2688-0

付表
◆ HST オイルフィルタカートリッジ

図番
1

品

名

オイルフィルタ (HST)

品

番

5H540-1895-0

◆ デバイダ

図番

品

名

品

番

1

デバイダ（LH）

5J145-5171-0

2

デバイダ（RH）

5J145-5172-0

3

デバイダ（2，LH）

5J145-5174-0

4

デバイダ（2，RH）

5J145-5175-0

107

索引
あ行
アクセルレバー ..........................
移動走行について ........................
移動走行前の準備 ........................
運転席（シート）..........................
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「ディーラ」
「クボタ」の三者が
一体となって安全宣言を行うための統一マークです。
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