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安全に作業をするために

安全に作業をするために
本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読
み理解したうえで、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
事項は本章のとおりですが、これ以外にも、本文の中で
危険、警告、注意、重要、または補足としてそのつど取
り上げています。

作業に適した服装例

掘取機を使用する前の注意事項
1. 正しい作業方法、作業してはいけない
人
• 掘取機を使用する前に必ずこの取扱説明書、掘取機
を装備しているトラクタの取扱説明書、および機械
に貼ってある安全ラベルをよく読み、理解したうえ
で作業してください。
• 掘取機を他人に貸すとき、または、他人が作業する
ときは、事前に操作のしかたを教え、本書を読んで
もらってください。
• 本書とラベルの内容が理解できない人や子供が絶
対に作業しないようにしてください。

(1) ヘルメット
(2) 活動的な服装
(3) きっちりした袖口

作業に適さない服装例

(1) 巻きタオル
(2) 腰タオル

2. 作業に適した服装
• ダブダブの衣服やかさばった衣服を着用しないで
ください。回転部分や操縦装置にひっ掛かり事故
の原因になります。
安全のため、ヘルメット、すべりにくい靴を着用
し、必要に応じて安全靴、保護めがねや手袋などの
保護具を使ってください。
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(4) きっちりしたスソ
(5) すべりにくい靴

(3) サンダル

掘取機の着脱時の注意事項
1. 掘取機の着脱
• トラクタの PTO を中立にして平たんな場所で着脱
してください。
• 着脱時はトラクタと掘取機の間に立たないでくだ
さい。トラクタと掘取機に挟まれるおそれがあり
ます。
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2. 共同作業時の注意
• 共同で作業をするときはお互いに合図しあい、注意
して作業してください。
• ３点リンクの留めピンやユニバーサルジョイント
のロックピンが、確実にセットされていることを確
認してください。

3. 転倒防止のための重量バランス
• 装着するトラクタによってそれぞれ前後バランス
が異なる場合があります。前部ウエイトの指示が
ある場合は必ず装着してください。前輪浮上がり
事故の原因になります。

• ロアリンクのチェックチェーンは、掘取機が左右に
1 cm～2 cm 動く程度に調節してください。走行
時、掘取機が揺れてバランスをくずし事故の原因に
なります。
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• 着脱時、掘取機のスタンドと尾輪を下げて接地して
ください。また、掘取機が安定していることを確認
してください。掘取機が倒れ、事故の原因になりま
す。

コンベアの点検、交換、および調
整時の注意事項
1. 安全にコンベアを点検、交換、および
調整するために
• トラクタを平たんな場所に置いてください。
• 掘取機を下げ、接地してください。掘取機が落下す
るおそれがあります。
• 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してくださ
い。トラクタが動き出すおそれがあります。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキグリップ
(3) 駐車ブレーキランプ

(A) ブレーキ作動
(B) 駐車ブレーキ作動
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運転時の注意事項
1. 掘取機使用時の注意事項
• ユニバーサルジョイントの安全カバーなど、カバー
類を外した状態で掘取機を使用しないでください。
また紛失や損傷した場合、交換してください。巻込
まれや切傷事故の原因になります。
• ユニバーサルジョイント、コンベアなど回転部分に
は近づかないでください。裂傷や巻込まれなど事
故のおそれがあります。

3. 運転時の注意、周囲の安全
• 必ず座席に座って掘取作業を行ってください。作
業中、トラクタからの飛降り、飛乗りは重大事故に
つながります。
• 掘取機を持ち上げ、バックおよび急旋回するとき
は、周囲の安全確認を行ってください。

4. 登坂時の注意
• 掘取りアシストレバー作動部に近づかないでくだ
さい。裂傷や巻込まれなど事故のおそれがありま
す。

• 傾斜地やあぜを登るときは、転倒防止のため掘取機
を下げて前輪の浮上がりを防いでください。

2. 同乗禁止
• 掘取機の上に人を乗せないでください。

KOD-1
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5. あゆみ板の使用
• ほ場の出入りなど、高低差の大きい急傾斜の登り降
りや溝越えが必要な場合、あゆみ板を使用し、確実
に固定してから低速で行ってください。
あゆみ板は段差の 4 倍以上長い物を使用してくだ
さい。

• 掘取機に寄り掛かったり、乗ったりしないでくださ
い。掘取機が転倒するおそれがあります。

廃棄物の処理について
1. 廃棄物の処理
(1) あゆみ板

(2) 段差

6. 交通法規遵守
• インプルメントやアタッチメントを装着した状態
では、［道路運送車両法の保安基準］を満たしてい
なければ道路走行することはできません。インプ
ルメントやアタッチメントと、トラクタとの組み合
わせごとに、［保安基準］を満たしていることの確
認が必要です。

格納時の注意事項

• 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。
– 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。
– 廃 油 、 燃 料 、 冷 却 水 （ 不 凍 液 ）、 尿 素 水
（AdBlue）、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、または焼却す
るときは、購入先、または産業廃棄物処理業者
などにに相談して、所定の規則に従って処理し
てください。

1. 駐車場所、駐車時の操作
• トラクタを平たんな場所に置いてください。
• 掘取機を下げ、接地させてください。掘取機が落下
するおそれがあります。
• 駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止してくださ
い。トラクタが動き出すおそれがあります。

(1) ブレーキペダル
(2) 駐車ブレーキグリップ
(3) 駐車ブレーキランプ
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(A) ブレーキ作動
(B) 駐車ブレーキ作動

KOD-1

安全ラベル

安全に作業をするために

1. 安全ラベルと貼付け位置
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2. 安全ラベルの手入れ
• 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、やわらかい布で拭いてください。
• 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
掛けないでください。
• 破損や紛失したラベルは、製品購入先に注文し、新
しいラベルに貼り替えてください。
• 新しいラベルを貼る場合は、貼付け面の汚れを完全
に拭き取り、乾いた後、もとの位置に貼ってくださ
い。
• ラベルが貼り付けら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。
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サービスと保証、公道走行時の注意

サービスと保証、公道走行時の注意
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
警告

• 機械の改造は危険です。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。
ご使用中の故障やご不審な点およ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それぞれご相
談窓口を設けておりますので、お気軽にご相談くださ
い。その際銘板に記載している次の項目を併せてご連
絡ください。
• 型式名
• 製造番号
なお、部品をご注文の際は、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。

(1) 型式

公道走行時の注意
インプルメントやアタッチメントを装着した状態では、
［道路運送車両法の保安基準］を満たしていなければ道
路走行することはできません。インプルメントやアタ
ッチメントと、トラクタとの組み合わせごとに、［保安
基準］を満たしていることの確認が必要です。
農耕トラクタに関わる［道路運送車両法の保安基準］の
運用見直しにより、直装型の作業機については、条件を
満たせば装着した状態で公道を走行することができる
ようになりました。
緩和措置に関する情報、公道を走行するための対応方法
等の詳細につきましては、農業ソリューション製品サイ
ト（下記）の特設ページに掲載しております。
ご確認の上、正しく対応した状態で、公道を走行してく
ださい。
農業ソリューション製品サイトは下記の URL または、
QR コードからアクセスできます。
https://agriculture.kubota.co.jp/support/tractorpublicroad/index.html

(2) 製造番号

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 12 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、納期などの供給条件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既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、納期および価格についてご相談させ
ていただきます。
補足 :
• V ベルトサイズ、コンベアバー品番は型式と製造番
号を記した銘板の下に記載しております。
KOD-1

9

掘取機の外観

各部の名称

各部の名称
掘取機の外観

(1) トップマスト
(2) ポジションステー
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(3) 幅調整プレート３
(4) 整地板

(5) 尾輪
(6) コンベア

(7) ギヤサポート
(8) ユニバーサルジョイント

KOD-1

各部の名称

(1) 掘取りアシストレバー
(2) スイングプレート

KOD-1

(3) 幅調整プレート２
(4) 幅調整プレート１

(5) ブレード
(6) スタンド

(7) ベルトカバー
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掘取機の着脱の方法

掘取機の着脱の方法
警告

傷害事故の防止のため、掘取機を着脱するときは次の事
を守ってください。
• トラクタを平たんな場所に停めて駐車ブレーキを
掛け、PTO を中立にしてください。
• 掘取機のスタンドと尾輪を接地して、掘取機が傾か
ないようにしてください。
• ユニバーサルジョイントを着脱するときは、トラク
タの駐車ブレーキが掛かっているか確認し、エンジ
ンを停止してください。
• 作業時はトラクタと掘取機の間に立たないでくだ
さい。
• 掘取機を外した状態で、PTO 軸を回転させないでく
ださい。
• PTO 軸を使わない場合は、必ず PTO 軸キャップを
取り付けてください。
補足 :
• PTO 軸キャップを使わない場合は大切に保管して
ください。PTO 軸キャップはトラクタの出荷部品
袋に入っています。

(1) 延長ロアリンク

(2) ロアリンク

トラクタ前輪、後輪の内寸法の調整
トラクタの前後輪の内寸法（タイヤ幅）をうねのすそ幅
に合わせてください。
調整方法はトラクタの取扱説明書を参照してください。

適応トラクタ
本掘取機は次のトラクタに装着できます。
トラクタ型式

FT220HN、FT280FHN、FT280FHT、
FT280FQHN

取付け前の準備
トラクタを本項のとおり準備してください。
ロアリンクの確認

(1) タイヤ
(2) うね

(A) 内寸法（タイヤ幅）
(B) うねのすそ幅

重要 :
• 延長ロアリンクが装着されていることを確認して
ください。

トラクタの３点リンクの取付け位置の確認

警告

• トップリンク取付け穴位置、トップリンク長さ、リ
フトロッド取付け穴位置、およびロアリンク取付け
穴位置を間違うと、ジョイント抜けやトップリンク
の破損などの不具合による傷害事故のおそれがあ
ります。
トラクタの３点リンク各部の位置や長さが次図および
次表の示すとおりであるか確認し、異なる場合は同じに
なるよう設定してください。なお、トップリンク長さは
使用しているトラクタの型式とうねの高さで長さの目
安が変わります。
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掘取機の取付け方法

(1)
(2)
(3)
(4)

掘取機の着脱の方法

リフトロッド
ロアリンク
トップリンクブラケット
トップリンク

(A) リフトロッド取付け位置（2
段目穴）
(B) ロアリンク取付け位置（前側
穴）
(C) トップリンク取付け位置（上
段穴）
(D) トップリンク長さ

(1) セットピン
(2) ロアリンクピン

(3) ロアリンク

3. セットピンと頭付きピンでトラクタのトップリンク
を掘取機に取り付けます。

トップリンク長さ（mm）目安表
トラクタ型式

うねの高さ（mm）
100

125

150

175

200

225

250

FT220HN
FT280FHN
FT280FQHN

615

620

625

630

640

645

650

FT280FHT

625

630

640

645

655

660

670

掘取機の取付け方法
警告

(1) セットピン
(2) 頭付きピン

(3) トップリンク

傷害事故の防止のため、掘取機を取り付けるときは次の
事を守ってください。
• トラクタを平たんな場所に停めて駐車ブレーキを
掛け、PTO を中立にしてください。
• ユニバーサルジョイントを取り付けるときは、トラ
クタの駐車ブレーキが掛かっているか確認し、エン
ジンを停止してください。
• トップリンク、ロアリンク、およびリフトロッドの
取付け穴位置を間違うと、ユニバーサルジョイント
が破損し傷害事故を引き起こすおそれがあります。
掘取機を取り付ける前に、ロアリンクとリフトロッ
ドの取付け穴位置を再確認してください。
1. トラクタのエンジンを止めます。
2. 掘取機のロアリンクピンにトラクタのロアリンクを
取り付け、セットピンで固定します。

KOD-1
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掘取機の着脱の方法
4. ユニバーサルジョイントをトラクタの PTO 軸、掘取
機側の入力軸にセットします。

(1) 安全カバー回転止め鎖
(2) PTO 軸カバー穴
(1) ユニバーサルジョイント
(2) PTO 軸

(3) 入力軸

警告

• ユニバーサルジョイントを確実にセットしない
と、抜けるおそれがります。ロックピンの頭が
7 mm 以上出ているか確認してください。

重要 :
• 安全カバー回転止め鎖で、ユニバーサルジョイ
ントを吊らないでください。
6. エンジンを始動します。
7. トラクタの油圧レバーを[上げ]方向に操作して掘取
機を少し上げます。

(1) 油圧レバー
(1) ロックピン
(2) ユニバーサルジョイント

(3) 入力軸カバー穴

(A) 作業機上昇

(A) 7 mm 以上

5. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖
を、トラクタ側の PTO 軸カバーの穴と、掘取機側の
入力軸カバーの穴に取り付けます。
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掘取機の着脱方法

掘取機の着脱の方法

8. トラクタのチェックチェーンを張ります。
a. トラクタの駐車ブレーキが掛かっていることを
確認し、エンジンを止めます。
b. スナップピンを抜き、ターンバックルを回して
チェックチェーンの張りを調整します。
掘取機が中央になるようにチェックチェーン長
さを左右均等に保ちつつ、 掘取機が横方向に
1 cm～2 cm 程度だけ動くように調整してくだ
さい。

(1) スタンド
(2) スナップピン
(3) 頭付きピン

(A) 格納

重要 :
• スタンドを出したまま走行するとスタンドおよ
びその周辺が破損するおそれがあります。

(1) チェックチェーン
(2) ターンバックル

(3) スナップピン

c. スナップピンでターンバックルをロックしま
す。

(1) スナップピン
(2) ターンバックル

(A) ロック

掘取機の着脱方法
警告

傷害事故の防止のため、掘取機を取り外すときは次の事
を守ってください。
• トラクタを平たんな場所に停めて駐車ブレーキを
掛け、PTO を中立にしてください。
• 掘取機を取り外すときは、必ず掘取機のスタンドと
尾輪を接地して安定していることを確認してくだ
さい。
• ユニバーサルジョイントを取り外すときは、トラク
タの駐車ブレーキが掛かっているか確認し、エンジ
ンを停止してください。
• 掘取機に寄り掛かったり、乗ったりしないでくださ
い。
掘取機の取外しは、取付け方法と逆の手順で行ってくだ
さい。
1. 掘取機のスタンドを下ろします。

9. 掘取機のスタンドを上げます。
スナップピンと頭付きピンを外しスタンドを上げ、
頭付きピンとスナップピンで再びスタンドを固定し
ます。

(1) スタンド

KOD-1

(A) 接地
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掘取機の着脱の方法
2. 尾輪を上から３番目穴の高さにします。スナップピ
ンと頭付きピンを外して、尾輪高さを調整後、スナ
ップピンと頭付きピンで尾輪を固定します。

(1) 尾輪
(2) スナップピン
(3) 頭付きピン

(A) 上から３番目穴位置

補足 :
• スタンドと尾輪を下ろしたとき接地しない場合
は、トップリンクの長さを調整してスタンドと
尾輪を接地させてください。
3. トラクタのエンジンを止めます。
4. ユニバーサルジョイントの安全カバー回転止め鎖を
外し、ユニバーサルジョイントをトラクタ、掘取機
から外します。
5. トラクタのトップリンクを掘取機から外した後、ト
ラクタのロアリンクを掘取機から外します。

16

KOD-1

うねに入る前の確認、調整

作業の方法

作業の方法
警告

• 掘取機のユニバーサルジョイントやコンベアに接
触すると、巻込まれなどの死傷事故のおそれがあり
ます。回転中は近づかないでください。
• 必ず座席に座って、作業を行ってください。作業
中、トラクタからの飛降り、飛乗りは重大事故につ
ながります。
• 掘取機の上に人を乗せたり、運転者以外の人をトラ
クタに乗せたりしないでください。転落、巻込まれ
など、重大事故の原因になります。
• ユニバーサルジョイントの安全カバーを外したま
まで使用しないでください。傷害事故を引き起こ
すおそれがあります。

うねに入る前の確認、調整
1. 掘取機落下速度の調整
トラクタ側の落下速度調整グリップで掘取機の落下速
度を調整できます。

重要 :
• 落下速度調整グリップは軽く回すだけで油圧がロ
ックされます。破損の原因となるため、無理に回さ
ないでください。

2. スタンド、尾輪位置の確認
スタンドと尾輪が上がっているか確認してください。
（詳細は、尾輪の調整方法（21 ページ）を参照）

3. 幅調整プレート２の調整
うねの天幅と幅調整プレート２の幅を合わせることで、
掘取り時にたまねぎをうね間に落下させず、うね上に掘
り上げられます。幅調整プレート２の幅は 900 mm～
1100 mm の範囲で調整できます。
重要 :
• 幅調整プレート２の幅は必ずたまねぎ植付け幅よ
りも広くしてください。狭い場合、たまねぎを傷つ
けるおそれがあります。
• 幅調整プレート２の幅をうね天幅より大きくする
とたまねぎがうねから落下するおそれがあります。
うね天幅よりも小さくしてください。
1. ボルトとナットを外してチョウセイカラー A、チョ
ウセイカラー B、および幅調整プレート２を取り外
します。

(1) 落下速度調整グリップ

(A) 落下速度増
(B) 落下速度減
(C) 停止

“落下速度増”方向に回す
油圧回路が開き、掘取機の落下速度が速くなりま
す。
“落下速度減”方向に回す
油圧回路が閉じ、掘取機の落下速度が遅くなりま
す。
“停止”位置まで回す
油圧がロック（停止）します。
掘取機の落下速度は、上昇位置から接地するまで 2 秒～
3 秒が適当です。

KOD-1

(1) ボルト
(2) ナット
(3) チョウセイカラー A
（50 mm）

(4) チョウセイカラー B
（25 mm）
(5) 幅調整プレート２
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うねに入った後の作業の手順

作業の方法
2. 幅調整プレート２の幅を調整します。次図と次表を
参照し、幅調整プレート２が目的の幅となるようチ
ョウセイカラー A とチョウセイカラー B の位置を
組み替えて、取り外したボルトとナットで幅調整プ
レート２を取り付けてください。
（例）調整幅 950 mm のときのチョウセイカラー位置

うねに入った後の作業の手順
重要 :
• 掘取機の尾輪が接地しない状態で作業しないでく
ださい。整地板やコンベアが破損する原因になり
ます。
• ブレード先端がたまねぎ下端よりも上にある状態
のまま作業すると、たまねぎを損傷するおそれがあ
ります。
1. トラクタの油圧レバーで掘取機を最下げの位置にし
ます。
このとき、ブレード先端がたまねぎ下端よりも下に
あることを確認してください。

(1) 幅調整プレート２
(2) チョウセイカラー A
（50 mm）
(3) チョウセイカラー B
（25 mm）
(4) ボルト
(5) ナット

(A) 掘取機外側
(B) 掘取機内側

重要 :
• ボルトを取り付ける際は、ボルト頭を掘取機内
側に向けてください。ボルト頭を掘取機外側に
向けて取り付けると、たまねぎを傷つけるおそ
れがあります。
調整幅

900 mm

チョウセイカラー個数
掘取機外側
無し

掘取機内側
• チョウセイカラー A
（50 mm）1 個
• チョウセイカラー B
（25 mm）2 個

950 mm
（出荷時）

• チョウセイカラー B
（25 mm）1 個

• チョウセイカラー A
（50 mm）1 個
• チョウセイカラー B
（25 mm）1 個

1000 mm

• チョウセイカラー B
（25 mm）2 個

• チョウセイカラー A
（50 mm）1 個

1050 mm

• チョウセイカラー A
（50 mm）1 個
• チョウセイカラー B
（25 mm）1 個

• チョウセイカラー B
（25 mm）1 個

1100 mm

• チョウセイカラー A
（50 mm）1 個
• チョウセイカラー B
（25 mm）2 個
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無し

(1) ブレード

ブレード先端がたまねぎ下端よりも上にある場合
は、いずれかの方法で位置を調整します。
• トラクタのトップリンクを適正な長さに調整し
てください。さらに調整が必要な場合は、トッ
プリンク長さを短くしてください。
（詳細は、取付け前の準備（12 ページ）を参照）
• 掘取機の尾輪位置を上げてください。
2. トラクタの速度、変速、および PTO 段数を適切に調
整してうねを走行し、たまねぎを掘り取ります。
掘取機の落下速度は、上昇位置から接地するまで 2
秒～3 秒が適当です。

1. 適応作業速度の調整
次表の車速および変速段を参照して、ほ場条件と仕上が
り具合を見ながら調整してください。
作業速度（km/h）

～2.5（推奨 1.5）

（例）作業速度 1.5 km/h のときのトラクタ型式ごとの変
速設定
副変速

主変速

PTO
段数

エンジン回転数
（rpm）

FT220HN

低

2

2

2200

FT280FHN
FT280FQHN

低

4.5

2

2000

トラクタ型式

KOD-1

うね出入口で掘取りアシストレバーを利用した場合の作業方法

上手な掘取り作業の方法

上手な掘取り作業の方法
うね出入口で掘取りアシストレバ
ーを利用した場合の作業方法
うね出入口でたまねぎを切るおそれがある場合、うねを
出入りする前に掘取りアシストレバーを使い深く掘り
込むことができます。

1. うねに入る前の操作手順
1. 掘取機を上げた状態で運転席から掘取りアシストレ
バーのロープを引き、スイングプレートのロックが
解除されたことを確認します。
ロック状態

(1) 掘取りアシストレバー
(2) ロープ

重要 :
• ロープを機械に巻き込まないようにしてくださ
い。
補足 :
• スプリングが伸びた状態であればロープを離し
てもロック解除の状態を維持します。ローブを
放して作業してください。

2. うねに入った後の操作手順
重要 :
• ほ場に入った後の操作は必ず、トラクタを止めてか
ら行ってください。トラクタを動かしながら操作
するとたまねぎを切るおそれがあります。
• たまねぎを切ってしまった場合は、すぐ作業を中断
してください。トップリンクを短く調整し、掘取機
最下げ時にブレードがたまねぎよりも下にあるこ
とを確認してください。ほ場によって土のかたさ
やうね形状が違うため、作業前に必ず調整を行って
ください。
（詳細は、取付け前の準備（12 ページ）を参照）

(3) スイングプレート

ロック解除状態

(1)
(2)
(3)
(4)

掘取りアシストレバー
ロープ
スイングプレート
スプリング

KOD-1

(A) ロック解除
(B) 伸びる
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うね出入口で掘取りアシストレバーを利用した場合の作業方法

上手な掘取り作業の方法

1. トラクタの油圧レバーを最下げ位置にして、前進し
ながらスイングプレートの長穴が端まで移動したこ
とを確認してからうねに入ります。

(1) スイングプレート

(1) 油圧レバー

(A) 最下げ位置

(A) ロック状態

4. 運転を再開し、掘取り作業を行います。
ブレード先端がたまねぎよりも下にあることを確認
してください。

3. うねを出る前の操作手順
1. トラクタを停止します。

(1) スイングプレート

(A) 長穴端

2. うね出入口から 1 m～2 m 進み、トラクタを停止し
ます。
3. 油圧レバーを[上げ]方向に操作してスイングプレー
トから“カチッ”と音がしたら、レバーを最下げ位置
にします。

(1) 油圧レバー

(A) 掘取機上昇
(B) 最下げ位置

スイングプレートがロックされます。
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浅く掘り取る場合、深く掘り取る場合の調整

上手な掘取り作業の方法

2. 油圧レバーを[上げ]方向に操作し、掘取機を少し上
げながら掘取りアシストレバーのロープを引っ張
り、スイングプレートのロックを解除します。

浅く掘り取る場合、深く掘り取る
場合の調整

ロック状態

浅く掘り取る場合の調整
トップリンクを長く調整し、掘込みを浅くします。
尾輪がうね上面を走るように、尾輪高さを調整すると上
手に作業できます。
深く掘り取る場合の調整
トップリンクを短く調整し、掘込みを深くします。
トップリンクを短くすると掘取機が前傾になるので、尾
輪高さをうね上面につくよう調整します。
重要 :
• 尾輪がうね上面につかない場合、整地板で荷重を受
けてしまうため、整地板が破損するおそれがありま
す。

(1) 掘取りアシストレバー
(2) ロープ

(3) スイングプレート

ロック解除状態

(1) 整地板

(1)
(2)
(3)
(4)

掘取りアシストレバー
ロープ
スイングプレート
スプリング

(A) ロック解除
(B) 伸びる

3. 油圧レバーを最下げ位置にして、掘取機を下げます。

1. 尾輪の調整方法
注意

• 尾輪を上げたままピンを外すと尾輪が落ちるので、
ピンを外すときは、必ず尾輪を支えながらピンを外
してください。尾輪が落ちてけがをするおそれが
あります。
尾輪は出荷時状態で最上げの高さとなっています。
尾輪はうね上面を走る高さにしてください。
土のかたさにより尾輪の沈込み量が異なるので、沈込み
量が多い場合やコンベアが低く感じる場合は、つど尾輪
の高さを調整してください。
1. スナップピンと頭付きピンを外します。

(1) 油圧レバー

(A) 最下げ位置

4. 運転を再開します。

KOD-1
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草やたまねぎの茎葉の挟まり防止の方法

上手な掘取り作業の方法

草やたまねぎの茎葉の挟まり防止
の方法
ブレードと幅調整プレート１の間にすき間があると、そ
こに雑草やたまねぎの茎葉が挟まり、掘取り作業の妨げ
となります。
ブレードと幅調整プレート１の間にすき間ができた場
合、幅調整プレート１の位置を調整してすき間を埋めて
ください。
1. ボルトを緩めます。
2. 幅調整プレート１がブレードに当たるよう位置を調
整します。
(1) スナップピン

(2) 頭付きピン

2. 尾輪高さを調整します。尾輪が目的の高さの位置
になるよう、尾輪ステーと尾輪の穴位置を合わせて
ください。

(1) ボルト
(2) 幅調整プレート１
(3) ブレード

(A) 調整

3. 緩めたボルトを締め付けます。
(1) 尾輪

(2) 尾輪ステー

3. スナップピンとピンで尾輪を固定します。
補足 :
• 土がやわらかく尾輪が沈み込む場合、うね幅に
合わない場合は左右の尾輪および尾輪ブラケッ
トを入れ替えて取り付けると尾輪がうね間を通
るように調整できます。

(1) 尾輪
(2) 尾輪ブラケット
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(A) 出荷時状態
(B) 入れ替え後

たまねぎの排出幅の変更
幅調整プレート３を動かすことでたまねぎの排出幅を
変更できます。
たまねぎを広げて排出したい場合などに調整してくだ
さい。

(1) 幅調整プレート３
(2) ポジションステー

(A) 排出幅

1. ジャッキボルトを緩めます。
2. ポジションステーを動かし排出幅を調整します。排
出幅は 1 段目～4 段目まで調整できます。
KOD-1

石の噛込みによるコンベア停止時の対処
3. 調整後はジャッキボルトを締めます。

上手な掘取り作業の方法
コンベアのバーに噛み込みんだ石は本項の手順で取り
除いてください。
1. トラクタを停止し、駐車ブレーキを掛けます。
2. PTO 変速レバーを中立位置にします。

(1) ポジションステー
(2) ジャッキボルト

(A)
(B)
(C)
(D)

1 段目
2 段目
3 段目
4 段目

補足 :
• 幅調整プレート３は幅調整プレート２と繋がっ
ているため、幅調整プレート３の排出幅は幅調
整プレート２の幅により変化します。

(1) PTO 変速レバー

(A) 中立位置

3. 油圧レバーを[上げ]方向に操作し、掘取機を上げま
す。

石の噛込みによるコンベア停止時
の対処
危険

• コンベアをたるませたり、手や道具で石を取り除く
ときは必ず PTO を中立にしてトラクタのエンジン
を停止してください。石を取り除いたときにコン
ベアが回転し、巻き込まれなどの死傷事故のおそれ
があります。
重要 :
• 石を噛み込んだまま作業を続けるとコンベアのバ
ーが破損するおそれがあります。石が噛み込みコ
ンベアの回転が停止した場合はすぐに作業を中断
し、石を取り除いてください。

(1) 油圧レバー

(A) 掘取機上昇

4. アクセルレバーを前方に倒し、エンジン回転をアイ
ドリングにします。

(1) アクセルレバー

(A) アイドリング

(1) バー

KOD-1
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上手な掘取り作業の方法
5. PTO 変速レバーを逆転位置にしてコンベアを逆回
転させ、石を取り除きます。

(1) PTO 変速レバー

(A) 逆転位置

重要 :
• PTO を逆転にしてもコンベアが動かない場合
は、エンジンを切ってコンベアが動かなくなっ
ている原因を取り除いてください。
手順 1～5 を行っても石を取り除けない場合は、コンベ
アをたるませて石を取り除きます。
石を取り除いたあとはコンベアのたるみ量をもとに戻
してください。
（詳細は、コンベアのたるみ量の点検、調整（26 ペー
ジ）を参照）
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掘取機の保管方法

掘取機の保管方法
警告

• トラクタに装着したまま掘取機を保管する際は、掘
取機を必ず地面に下ろした状態で保管してくださ
い。掘取機の自然落下により挟まれのおそれがあ
ります。
• 掘取機を保管している場所では火気厳禁です。ま
た、ストーブなどの熱源、電気火花の出る装置、蒸
気、油、および薬品類の無い場所で保管してくださ
い。火災のおそれがあります。
重要 :
• トラクタに装着したまま保管する際は、掘取機を必
ず地面に下ろした状態で保管してください。落下
による器物破損やトラクタ作業機昇降装置の故障
の原因となります。
• 長期間保管するときや洗車後は、錆つき防止のため
必ず一度掘取機を取り外し、ユニバーサルジョイン
ト側ジョイントスプライン部と掘取機側の入力軸
にグリースを塗布してください。

(1) ユニバーサルジョイント

• 直射日光や風雨をさけ、湿度が低い平たんな場所に
保 管 し て く だ さ い 。 保 管 推 奨 温 度 は 、 -10 ℃ ～
+40 ℃です。
• 長期保管するときはコンベアのつなぎ部をスプロ
ケットに接触しない位置にしてください。
スプロケット接触状態

(1) コンベアつなぎ部

(2) スプロケット

(2) ジョイントスプライン部

(1) 入力軸

KOD-1
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点検箇所

日常点検、作業前の点検

日常点検、作業前の点検
点検箇所
警告

傷害事故の防止のため、点検整備をする際は次の事を守
ってください。
• トラクタを平たんな場所に停めて駐車ブレーキを
掛け、PTO を中立にしてください。
• エンジンを止めてください。
• 掘取機の落下を防止するため、落下速度調整グリッ
プを“停止”位置に回してロックしてください。
• コンベアの下に木の台などを設置し、より安全性を
確保してください。
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。
日常点検は毎日欠かさず行ってください。

1. 点検の順序
点検は次の順序で実施してください。
1. 前日、および前使用時の異常箇所を確認します。
2. 次の点検ポイントを確認します。
• 掘取機各部のボルトのゆるみは無いか
• ユニバーサルジョイントのロックピンが正確に
はまっているか
• コンベアのたるみ量は適正か
• コンベア部に異物の嚙み込みは無いか
• コンベアのバーに損傷は無いか
• コンベアベルトに作業できない程のひび割れ、
亀裂は無いか
• コンベアがスムーズに回るか
– トラクタの PTO 変速レバーを操作して確認
してください。
• 油もれは無いか
• 異音は無いか

(1) ロックピン
(1) ユニバーサルジョイント

(A) 7 mm 以上

2. コンベアのたるみ量の点検、調整
重要 :
• コンベアはたるませて使用してください。張って
使用すると石詰まりの原因になります。
また、コンベアバーが破損するおそれがあります。
• コンベアのたるみ量は左右で同じに調整してくだ
さい。
左右の調整が異なるとコンベア破損につながるお
それがあります。
点検
掘取機両側から確認してください。
1. トラクタの油圧レバーで掘取機を上げます。
2. スタンドを固定しているスナップピンと頭付きピ
ンを外し、スタンドを外します。
3. スタンドを図の位置に合わせて、コンベアがスタン
ドの黄色ラベル位置にあるかを確認します。

点検の方法
1. ユニバーサルジョイントのロックピ
ンの確認
ロックピンが正確に溝にはまったかどうかの確認は、ピ
ンの頭が 7 mm 以上出ているかどうかを調べてくださ
い。
(1) スタンド
(2) コンベア
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(A) 黄色ラベル位置
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点検の方法

日常点検、作業前の点検

コンベアが黄色ラベル位置から外れている場合は、
黄色ラベル位置に収まるように調整してください。
調整
たるみ量調整部は掘取機両側にあります。左右で同じ
たるみ量に調整してください。

(1) たるみ量調整部

3. コンベアバーの点検、交換
コンベア部のバーを点検し、損傷がある場合はバーを購
入して交換してください。
バーの購入については購入先にご相談ください。
交換
1. コンベアを回して、交換したいバーを石抜け穴位置
に合わせます。

(A) 掘取機左側
(B) 掘取機右側

1. ナットを緩めます。

(1) コンベア

(A) 石抜け穴

2. コンベアのベルトのボルト、ナット、およびオサエ
イタを外して交換したいバーを取り外します。
ベルトによってナット類の取り外し方法が異なり
ます。
• コンベア両端のベルト
石抜け穴から工具を入れてボルト、ナット、お
よびオサエイタを取り外します。

(1) ナット

2. たるみ量調整部のナットでコンベアのたるみ量を
調整します。

(1) 工具
(2) ナット
(3) ボルト

(4) オサエイタ

• コンベア中央のベルト
コンベアバーのすき間から工具を入れてボル
ト、ナット、およびオサエイタを取り外します。

(1) ナット

(A) たわむ
(B) 張る

3. 手順 1 で緩めたットを締めます。

KOD-1
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点検の方法

日常点検、作業前の点検

(1) 工具
(2) ナット
(3) ボルト

(4) オサエイタ

3. 手順 2 同様に工具を使って、ボルト、ナット、およ
びオサエイタで新しいバーをベルトに取り付けま
す。
このときボルトは次図に示すように、ボルト先端面
がナット表面にくる程度まで締め付けてください。

(1)
(2)
(3)
(4)

ボルト
オサエイタ
バー
ナット

(1) コンベアつなぎ部

(2) バー

2. 新しいコンベアを取り付けます。このとき、次の点
に注意して取り付けてください。
• コンベアをアイドラベアリングの上側になるよ
うに組み付けているか
• つなぎ部の向きが上図のとおりたまねぎを傷つ
けない方向を向いているか
3. ベルトつなぎ部にバーを取り付けて、コンベアを取
り付けます。
このとき、コンベア中央のベルトからバーを取り付
けるようにしてください。
（バーの取付け方法の詳細は、コンベアバーの点検、
交換（27 ページ）を参照）

[A] 上
[B] 下

4. コンベアの点検、交換
コンベアのベルトに作業できない程のひび割れや亀裂
があったり、その他コンベアごと交換する必要がある場
合は新しいコンベアを購入して交換してください。
コンベアの購入については購入先にご相談ください。
交換
1. コンベアベルトのつなぎ部のバーを取り外し、コン
ベアを外します。
（バーの取外し方法の詳細は、コンベアバーの点検、
交換（27 ページ）を参照）
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廃棄物の処理について

掘取機の簡単な手入れと処置

掘取機の簡単な手入れと処置
廃棄物の処理について

直射洗車厳禁

警告

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。
廃棄物を処理するときは、次の事項を守ってください。
• 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。
• 廃油、燃料、冷却水（不凍液）、尿素水（AdBlue）、
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、または焼却するときは、購入先、
また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。

洗車時の注意

(1) 洗浄ノズル

(A) 直射
(B) 拡散

近距離洗車厳禁

高圧洗車機の使用方法を誤ると人を怪我させたり、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。

注意

洗浄ノズルを拡散にし、2 m 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、
次のような問題を引き起こすおそれがあります。
• 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。
• 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。

(1) 洗浄ノズル

(A) 2 m 未満
(B) 2 m 以上

重要 :
• 洗車のしかたが不適切な場合、次のような機械の破
損、損傷、故障の原因になります。
– シール、ラベルの剥がれ
– 電子部品、エンジン、トランスミッション室内、
安全キャブ室内などへの浸入による故障
– タイヤ、オイルシールなどのゴム類、樹脂類、
ガラスなどの破損
– 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ

KOD-1
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定期点検箇所一覧表

掘取機の簡単な手入れと処置

定期点検箇所一覧表
警告

傷害事故の防止のため、点検整備をする際は次の事を守ってください。
1. トラクタを平たんな場所に停めて駐車ブレーキを掛け、PTO を中立にします。
2. エンジンを止めます。
3. 掘取機の落下を防止するため、落下速度調整グリップを“停止”位置に回してロックします。
4. コンベアの下に木の台などの支えになる物を設置し、より安全性を確保します。
次の定期点検箇所に従って、定期点検を行ってください。
点検項目

No.

1

ギヤケース

2

グリースの補給

3

V ベルト

アワメータの表示時間
50

油量点検
オイル交換
ユニバーサルジョイント
ベアリング
張り強さ点検
交換

100

150

200

250

○

○

○

○

◎

300

31
○

1 年ごと

参照ページ

31
31
32

1 年ごと

32

必要に応じて

33

重要 :
• ◎はならし運転の 50 時間使用後に必ず行ってください。
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ギヤケースオイルの点検と交換

ギヤケースオイルの点検と交換
使用するギヤオイルは、必ずクボタ純オイル M90 を使
用してください。
（詳細は、推奨オイル、グリース一覧表（34 ページ）
を参照）
補足 :
• 点検するときは、掘取機をトラクタに装着したまま
平たんな地面に置いて、尾輪とスタンドを接地して
掘取機を安定した状態にしてください。
掘取機が傾いていると正確な油量を示さないこと
があります。

(1) 尾輪
(2) スタンド

(A) 接地

点検
本書と同梱のオイルゲージを使用して点検してくださ
い。
1. トラクタの油圧レバーを最下げの位置にして、掘取
機を下ろします。
2. 給油プラグを抜きます。
3. オイルゲージの先端をきれいに拭いてから、給油口
に挿し込みます。
4. オイルゲージを引き抜き、刻み線の間にオイルが付
いたか確認します。
下側の刻み線より下にオイルが付いた場合は、オイ
ルを補給します。

(1) 給油プラグ
(2) 給油口
(3) オイルゲージ

KOD-1

掘取機の簡単な手入れと処置
交換
1. ドレンプラグを外してオイルを容器に排出します。
補足 :
• ドレンプラグを緩める前に必ず下に容器を置い
てから緩めてください。ドレンプラグを緩める
とオイルが出てくるおそれがあります。
2. ドレンプラグを付けます。
このとき、ゴム座金に変形や損傷がある場合は新品
に交換してください。
3. ギヤオイルを給油口から規定量入れます。
ギヤオイル規定量（L）

(1) ドレンプラグ

1.0

(2) 給油口

点検、交換後は給油プラグを給油口に付けてください。

グリースの補給と注油
グリースアップは定期点検箇所一覧表（30 ページ）に
従って行ってください。
グリースは、クボタ純グリース No.2 を使用してくださ
い。
（詳細は、推奨オイル、グリース一覧表（34 ページ）
を参照）
ユニバーサルジョイントのグリースアップ
次図で示す位置をグリースアップします。
しゅう動部は安全カバー内にあります。しゅう動部へ
のグリースアップは、安全カバーから引き抜いて行って
ください。

(4) 下側の刻み線
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V ベルトの張り点検と調整

掘取機の簡単な手入れと処置

(1) グリース注油部
(2) しゅう動部

(3) 安全カバー

補足 :
• トラクタの PTO 軸、掘取機側の入力軸にもグリー
スを薄く塗布してください。

(1) ナット

(2) ベルトカバー

2. V ベルトにひび割れが無いか確認してください。
ひび割れがある場合は交換してください。
3. V ベルトの張り強さを点検します。
スプリングの伸び量が適正か確認してください。

ベアリングのグリースアップ
次図で示す位置をグリースアップします。

(1) スプリング

(1) グリース注油部

V ベルトの張り点検と調整
点検
1. ナットを緩めてベルトカバーを外します。

適正張り強さ

(A) スプリング伸び量
スプリングのすき間(A)が 1 mm

張り強さが足りない場合は調整してください。
調整
1. ネジ部のナットで V ベルトの張り強さを適正に調
整します。

(1) ナット

(A) 張る
(B) 緩む

点検、調整後はベルトカバーを取り付けてください。
32
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V ベルトの張り点検と調整

掘取機の簡単な手入れと処置

1. V ベルトの交換
V ベルトにひび割れがあった場合は、V ベルトを購入し
て交換してください。
V ベルトの購入については購入先にご相談ください。
1. ネジ部のナットを緩め、V ベルトの張りを弱めます。

(1) ナット

(2) V ベルト

2. V ベルトを交換します。
3. ネジ部のナットを締めて V ベルトの張り強さを適
正にします。

(1) ナット
(2) スプリング
適正張り強さ

(A) 張る
(B) 伸び量
スプリングのすき間(B)が 1 mm

4. ベルトカバーをボルトで取り付けます。

掘取機分解時の注意
重要 :
• 整備などの処置の目的でギヤケースなどの掘取機
各部を分解する場合は、必ず新しいオイルシールと
交換してください。 オイル漏れの原因となります。
• 液状ガスケットはスリーボンド 1206C、スリーボン
ド 1206D、またはその相当品を使用し、必ず塗布面
を脱脂してください。

KOD-1
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主要諸元

付表

付表
主要諸元

メーカー

型式
機体寸法

全幅

mm

全高

エピノックグリース AP2

1300

コスモ石油ルブリカンツ

ダイナマックス No.2

1520

出光興産

ダフニーエポネックス SR2

1200

質量*1

kg

185
FT220HN
FT280FHN
FT280FHT
FT280FQHN

適応トラクタ

適応うね形状

ENEOS

KOD-1

全長

うね天幅

mm

900～1100

うね高さ

mm

100～250

調整可能作業幅

ｍｍ 900、950、1000、1050、1100

エンジン回転数

rpm

PTO 段数

適応うね形状と寸法

2000～2200（推奨）
2 または 3

作業速度

km/h

装着方式
*1

製品

～2.5（推奨 1.5）
３点リンク直装

重量にユニバーサルジョイントは含まれておりません。

補足 :
• この主要諸元は、改良のため予告無く変更すること
があります。

標準付属品
品名

数量

取扱説明書

1

保証書

1

オイルゲージ

1

(1) うね
図番

うね部位

(A)

収穫時天幅

(B)

各条間

(C)

収穫時高さ

(D)

収穫時すそ幅

寸法（mm）
900～1100
約 240
100～250
1150～1400

推奨オイル、グリース一覧表
必ず次の指定オイルを使用してください。
ギヤオイル
ギヤオイル

クボタ純オイル（ミッション用）M90

グリース
クボタ純グリース No.2
極圧（万能）
グリース
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重要 :
• 入手できない場合は、次表のメーカー製品、
または JCMAS GK 規格品をご使用くださ
い。
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主な消耗部品一覧表

付表

主な消耗部品一覧表
コンベア、ブレード部

図番

品名

品番

個数

(1)

コンベアアッシ

L2901-3018-0

1

(2)

バー

L2901-3010-0

30

(3)

ベルト１

L2901-3011-0

2

ベルト幅 70 mm

(4)

ベルト２

L2901-3012-0

1

ベルト幅 35 mm

(5)

フランジ付きボタンボルト

L2901-3013-0

145

(6)

フランジ付きボタンボルト

L2901-3014-0

5

(7)

押さえ板

L2901-3015-0

60

(8)

押さえ板

L2901-3016-0

30

(9)

六角ナット

L2901-3017-0

150

(10)

センターローラ

L2901-3007-0

1

(11)

ベアリング

08141-0630-0

8

備考
(2)～(9)の部品で構成

M6×20×1.0 プレコート加工
M6×30×1.0 プレコート加工、
重なり部分のみ使用

（次へ続く）

KOD-1
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付表
図番

品名

品番

個数

(12)

ベアリング

L2901-3009-0

4

(13)

パイプ（アイドラー）

L2901-3019-0

8

(14)

ブレード L

L2901-3003-0

1

(15)

ブレード C

L2901-3032-0

1

(16)

ブレード R

L2901-3001-0

1

(17)

六角穴付皿小ネジ

L2901-3024-0

8

品名

品番

個数

(1)

V ベルト

L2901-2007-0

2

(2)

ユニットベアリング

L2901-2012-0

2

(3)

スプロケット

L2901-2014-0

4

備考

ベルトカバー内

図番

36

備考

KOD-1

付表
掘取りアシストレバー付近

幅調整プレート 3

図番

品名

品番

個数

(1)

カイジョロープＫ

L2901-1017-0

1

(2)

スプリング

L2901-1035-0

1

備考

図番

品名

品番

個数

(1)

ゴムたれ

L2901-5006-0

2

備考

整地板、尾輪

図番

品名

品番

個数

(1)

整地板１

L2901-6001-0

1

(2)

六角袋ナット

L2901-6018-0

4

(3)

尾輪

L2901-6010-0

2

KOD-1

備考
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索引
アルファベット
V ベルト
交換....................................................................... 33
張り調整................................................................32
張り点検................................................................32

あ
安全ラベル
手入れ..................................................................... 8
貼付け位置.............................................................. 7
うね
作業手順................................................................18
適応形状................................................................34
適応寸法................................................................34

か
ギヤケース
オイル交換............................................................ 31
オイル点検............................................................ 31
グリース
補給....................................................................... 31
ご相談窓口.................................................................... 9
コンベア
たるみ量の点検..................................................... 26
たるみ量の調整..................................................... 26
点検、交換............................................................ 28
コンベア停止時の対処
石の噛込み............................................................ 23
コンベアバー
点検、交換............................................................ 27

さ
主要諸元......................................................................34
消耗部品
一覧表................................................................... 35
推奨オイル.................................................................. 34
推奨グリース...............................................................34
スタンド
確認....................................................................... 17
速度
調整....................................................................... 18

た
たまねぎの排出幅
変更....................................................................... 22
注意事項
あゆみ板の使用....................................................... 6
運転時の注意...........................................................5
格納時の駐車操作................................................... 6
格納時の駐車場所................................................... 6
共同作業時の注意................................................... 4
交通法規遵守...........................................................6
38

コンベアの点検、交換、および調整時の注意........ 4
作業してはいけない人............................................ 3
作業に適した服装................................................... 3
周囲の安全.............................................................. 5
洗車時................................................................... 29
正しい作業方法....................................................... 3
転倒防止のための重量バランス..............................4
同乗禁止..................................................................5
登坂時の注意...........................................................5
廃棄物の処理について............................................ 6
掘取機使用時の注意................................................5
掘取機着脱時の注意................................................3
掘取機分解時.........................................................33
注油............................................................................. 31
定期点検
一覧表................................................................... 30
適応トラクタ...............................................................12
掘取機取付け前の準備.......................................... 12
掘取機の着脱.........................................................15
掘取機の取付け..................................................... 13
トラクタ
公道走行時の注意................................................... 9

は
廃棄物の処理について................................................ 29
挟まり防止の手順
草やたまねぎの茎葉..............................................22
幅調整プレート２
調整....................................................................... 17
幅調整プレート１
調整....................................................................... 22
標準付属品.................................................................. 34
尾輪
調整方法................................................................21
尾輪位置
確認....................................................................... 17
補修用部品
供給年限..................................................................9
掘り取り
浅い場合の調整..................................................... 21
深い場合の調整..................................................... 21
掘取機
各部の名称............................................................ 10
点検箇所................................................................26
点検の順序............................................................ 26
保管方法................................................................25
落下速度の調整..................................................... 17
掘取り作業
うねに入った後の操作手順................................... 19
うねに入る前の操作手順.......................................19
うねを出る前の操作手順.......................................20
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や
ユニバーサルジョイント
ロックピンの確認................................................. 26
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KOD 1‑

品番

L2901-1005-1

