使用する前に必ずよく読んで正しく使いましょう

玉ねぎ茎葉処理機

OCK-1

取扱説明書

はじめに
●このたびは、本機をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
●本機は、収穫前に玉ねぎの葉を切る機械です。
●使用目的以外の作業や改造はしないでください。
●本書は、製品の正しい取り扱い方法と点検、整備について説明してあります。
●ご使用される前には本書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
●本書は大切に保管し、本機を貸与または譲渡される場合は、相手の方に本書の内容
を十分理解していただき、本書を本機に添付してお渡しください。
●本書に従った製品の正しい取り扱いや、点検・保守を行なっていただくことを推奨
します。注意事項に従わず何らかの損害が発生した場合、保証の対象外になるため
ご注意ください。
●本書を紛失または損傷された場合は、すみやかにお買い上げいただいた販売店にご
注文ください。
●なお、品質・性能向上あるいは安全上の観点から、使用部品の変更を行なうことが
あります。その際には、本書の内容及びイラストなどの一部が本機と一致しない場
合もありますが、ご了承ください。
●本書では、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について次のように表示し
ています。

表示

重要度
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うこと
になるものを示しています。
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性
があるものを示しています。
その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものを
示しています。
この項目に従わなかった場合、物的損害をこうむる恐れの
あるものを示しています。
また、商品の性能を発揮させるための注意事項を説明して
おります。よく読んで商品の性能を最大限発揮してご使用
ください。

ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお買いあげいただいた販売店にご相談
ください。
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各部の名称
本機は、収穫前に玉ねぎの葉を切る機械です。
掻揚げブラシで畝に倒れた葉を持ち上げ、刈刃で葉を切断し、排出します。

■各部の名称
駆動カバー前右

駆動カバー前左

ブラシ高さ調節ハンドル（左右）

リンクピン

トップリンク
ロアーリンクピン（左右）

後部スタンド
掻揚げ装置

キャスター（左右）

掻揚げチェーンカバー
（左右）

キャスター
拡大図

掻揚げ装置
拡大図
ブラシカバー（左右）
ピンで固定
する位置

ピンで固定
する位置

上げる
使用時
収納時
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掻揚げブラシ
（左右）

各部の名称
刈り高さ調節ハンドル
駆動カバー後左

駆動カバー後中

尾輪調節ハンドル
駆動カバー後右

尾輪調節アーム
（左右）
尾輪アーム

清掃用扉
尾輪（左右）

後カバー（左右）

バンパーパイプ
ターンバックル
ユニット

後カバー
内部拡大図

マルチ押さえ

スタンド上面
窓からスタンド
上面が見えると
穴の位置が合う

ピンで固定
する位置

上げる

刈刃（左右）

使用時

■付属品
取扱説明書（本書）・角栓

ピンで固定
する位置

収納時

後部スタンド
拡大図
2

安全に作業するために
本機の安全に係わる特性を、以下に記述
します。十分に熟読して、内容を守り、
作業を行なってください。

■使用する前に
●「取扱説明書」をよく読んで
本機を使用する前に必ず、本書とトラ
クタの取扱説明書、および本機に貼っ
てある安全表 示 ラ ベ ル を よ く 読み、
理解した上で作業してください。

●他人が本機を使う時は
本機を他人に貸すとき、また他人に作
業を依頼するときは、取扱方法をよ
く説明し、本書を熟読するように指
導してください。

■トラクタへの本機の着脱時
●本機の着脱場所
平坦な場所で行なってください。

●本機の装着
トラクタの周辺や本機との間に人が
入らないようにしてください。挟ま
れる恐れがあります。

●トラクタの重量バランス
本機をトラクタに取り付けた時、トラ
クタの前輪にかかる荷重が総重量の
20％以上になるようにバランスウエ
イトを装着してください。

●作業時の服装
作業するときは、だぶついた衣服を着
用しないでください。回転部にひっ
かかり事故の原因になります。ヘル
メット、安全靴、防護メガネや手袋
などを使用してください。

●公道の走行は本機取り付け禁止
防護メガネ着用

手袋

トラクタで公道を走行するときは、
必ず本機を取り外してください。

■点検・交換・調節時
トラクタを平坦な場所に置いてくださ
い。駐車ブレーキをかけ、エンジンを
停止してください。トラクタが動き出
す恐れがあります。

●安全カバー類の装着確認
本機を運転する前に、安全カバー類が
外されたままになっていないか確認
しましょう。外れたまま作業を行な
うと、むきだしの回転部や過熱部に
接触し、傷害事故の原因になります。
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安全に作業するために
本機が落下しないようにトラクタの落
下調節グリップをロックの状態にし、
本機の下に支えを入れて作業を行なっ
てください。

また、運搬中は不必要な急発進・急ブ
レーキ・急ハンドルはしないでくださ
い。機械が移動して大変危険です。
長距離を運搬する場合は、安全のため
に途中でロープのゆるみ等を確認して
ください。
砂利道や凹凸の激しい道はゆっくり走
行してください。

①本機単体をトラックに積むとき
（1）P.10「トラクタへの着脱 取り外し
方」を参考にトラクタから取り外し
てください。
落下調節グリップ

■移動・運搬時
●一般公道での走行

(2) 本機をクレーンなどでゆっくりと
吊り上げます。本機を吊り上げる場
合は、下図の吊り位置（マークを貼
り付けています）に吊ベルトを掛け、
吊り上げてください。
機体吊り位置

トラクタに本機を装着したまま一般の
公道は走行できません。移動は必ずト
ラック等にのせて運搬してください。

●トラックへの積み・降ろし

機体吊り位置マーク

積み・降ろしのときは、トラックのエ
ンジンを止めて、駐車ブレーキをかけ、
車輪止めをしてから行なってください。 (3) 後 部 ス タ ン ド（P.1「 各 部 の 名 称 」
参照）を接地させた状態で、本機の
トラックが動いて転落事故を引き起こ
フックにロープをかけ固定してくだ
す恐れがあります。
さい。
積み・降ろし作業は、誘導者を付けて
尾輪が荷台からはみ出る場合は、P.7
周囲の安全を十分確認しながら行なっ
「開梱方法⑧」を参考に下図の向きに
てください。
組み替えて運搬してください。
また、誘導者を本機の前には絶対に立
たせないでください。傷害事故の原因
になり大変危険です。

ロープ
フック

●運搬するとき
本機をトラック等で運搬する場合は、
必ず本機のフックと可動しないフレー
ム部を使い、ロープで荷台に固定して
ください。

トラック等の荷台

4

安全に作業するために
②本機をトラクタに装着してトラック

■作業時

に積むとき
○アユミ板を使って積んでください。

●安全カバー類の装着

アユミ板は、下表の基準以上のものを
使用し、トラクタと本機の重量でアユ
ミ板が傾いたりしない場所を選んでく
ださい。
●アユミ板の基準
・長さ：車の荷台の高さの 4 倍以上
・幅 ：30cm 以上
・数量：2 枚
・強度：1 枚の強度がトラクタと本機の
質量に耐えうるもの
・すべり止めのあるもの

安全カバー類を外した状態で本機を使
用しないでください。また紛失したり
損傷した場合、交換してください。巻
き込まれや、切傷事故の原因になりま
す。

●アユミ板を使ってほ場の出入り
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、アユミ板を使用
し、確実に固定してから低速で行なっ
てください。

アユミ板のフックは荷台に段差がない
ようにまた、ずれないように確実にか
けてください。
(1) 油圧レバーを操作し、本機を最上昇
位置にします。
(2)「後進」で積み込み、「前進」で降ろ
します。
(3) トラクタのエンジンを停止し、駐車
ブレーキをかけます。

アユミ板は段差の 4 倍以上の長さのも
のを使用してください。

●回転部分に近づかない

(4) 油圧レバーを操作し、本機を下ろし
ます。

ユニバーサルジョイント、刈刃、掻揚
げブラシ等回転部分には近づかないで
ください。裂傷・巻き込まれ等、事故
の恐れがあります。

(5) 前輪と後輪をそれぞれロープで固定
します。

●大きな石などに刈刃が当たった
場合

(6) 本機のフックにロープをかけ固定し
ます。

作業中、大きな石に刈刃が当たったり、
マルチを引っかけた場合は、本機を止
め、直ちに作業を中断してください。
その後、本機をトラクタの油圧レバー
で上昇させ、石やマルチ等を取り除き、
刈刃の変形や駆動部に異常の無いこと
を確認してください。
そのまま作業を行なうと、本機や生産
物（玉ねぎ）が損傷する恐れがありま
す。
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安全表示ラベル
●本機には、安全に作業していただくために安全表示ラベルが貼り付けてあります。必ずよ
く読み、これらの指示に従ってください。
●安全表示ラベルが破損したり、はがれたり、読めなくなった場合は、販売店に連絡し、交
換してください。
●薬液などがついた場合は、きれいにふき取り、いつでも読めるようにしてください。
●安全表示ラベルが貼り付けてある部品を交換する場合、同時に安全表示ラベルも購入して
ください。
②

⑨

①
④
③

②

④
①
⑧ ( 左右２ヶ所 )
⑤ ( 左右４ヶ所 )

⑧

⑧
①
⑦

⑥ ( 左右２ヶ所）

①接近警告マーク
ＯＣ１－７１１３

②破損警告マーク
ＯＣ１－７１１１

⑤チェーン警告マーク
ＰＦＴ６－８１１８

⑧刈刃接触警告マーク
ＯＣ１－７１１５

⑥作動部警告マーク
ＬＳＰＥ４－７００９

③やけど注意マーク
ＭＢ１－７１０３
⑦乗るなマーク
ＯＣ１－７１１４
④カバー警告マーク
ＬＳＰＥ４－７１０３

⑨刈刃警告マーク
ＯＣ１－７１１２
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開梱方法
⑥梱包用スタンドを外し、同じ位置にキャスター
をパイプピンで下図のように取り付けます。

●平坦で広い場所で作業をしてください。
●厚手の手袋を着用し、手を保護して
ください。
①梱包用のビニールを本機から外します。
②キャスター、掻揚げ装置を固定している
結束バンドを外します。

パイプピンの付け方

ピンを穴にさす
キャスター
パイプピン
クリップで止める

①

②

掻揚げ装置
③

③

②結束バンド

④キャスター
③

梱包用パレット

⑥梱包用スタンド

結束バンド

⑦本機を下ろし、キャスターと後部スタン
ドで地面に接地します。
⑧尾輪アームのボルトをゆるめ尾輪を尾輪
アームから引き抜きます。尾輪を下へ回
転させて差し込みます。

組付けは絵の方向に合わせてください。
逆にすると破損する恐れがあります。
組み換え前

組み換え後
尾輪アーム

⑨ターンバックルユニット
尾輪

③本機と梱包用パレットを取り付けている
ナット（左右 8 ヶ所）を外します。
④キャスター上部のボルトを外し、キャス
ターを本体から取り外します。
梱包用パレットの
ボルト拡大図

キャスター拡大図

⑦後部スタンド

④
上部のボルト
※開梱後不要

③
結束バンド
⑥梱包用
スタンド

⑤本機をクレーンなどでゆっくりと吊り上
げ、梱包用パレットから外します。
本機を吊り上げるときは、下図の機体吊
り位置を吊ベルトで吊り上げてください。

尾輪
ボルト
( 対辺 17)

⑨梱包用パレットの後方に固定されたターン
バックルユニットを外し、左右の尾輪アーム
のカラーに、ターンバックルの長さを調節し
て適当な穴に組付けてください。尾輪フレー
ムに付属の角栓を挿入してください。

ターンバックルユニットを組付けない場合、
尾輪フレームが変形する恐れがあります。
ロックナット
( 対辺 21)
尾輪フレーム

機体吊り位置

角栓

機体吊り位置マーク
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ターンバックル
穴
ユニット
バネ座金

ナット
（対辺 14）
座金

ボルト
( 対辺 14)

トラクタへの着脱
最大芯間位置
Ａ寸法

●本機の取付け取り外しはトラクタの
駐車ブレーキをかけ、PTO を中立にし、
エンジンを停止して行なってくださ
い。
●平坦な場所で行なってください。
●本機の下にもぐったり、足を入れたり
しないでください。

■適応トラクタについて

嵌合長さ Ｂ寸法

マーキング

Ａ寸法
40 ㎝未満
40 ㎝以上
60 ㎝以上

嵌合長さＢ寸法
8 ㎝以上
10 ㎝以上
16 ㎝以上

●トラクタの大きさ
２５馬力以上を使用してください。
●適応リンクについて

標準３点リンク方式（JIS １形）
のトラクタを使用してください。それ以
外のトラクタには装着できません。

本機をトラクタに取り付けた時、トラ
クタの前輪にかかる荷重が総重量の
20％以上になるようにバランスウエイ
トを装着してください。

■ドライブシャフトの長さ調節
●ドライブシャフトの長さ確認
ドライブシャフトの安全カバーに最少芯間
位置、最大芯間位置をマーキングしておく
と便利です。

最大芯間時の中間軸の勘合長さＢ寸法
は、表を目安にしてください。
●ドライブシャフトの切断方法
マーキングしたドライブシャフトが最大
芯間位置より長くなる場合は、他の長い
ドライブシャフトに交換してください。
反対に、最少芯間位置より短くなる場合
は、ドライブシャフトが長すぎるため、
適当な長さに切断してください。
①ドライブシャフトの切断方法は、ドライブ
シャフトをトラクタ・本機に取り付け最少
芯間にした時、安全カバーがオーバーラッ
プするところにマーキングします。
安全カバー

最少芯間位置
中間軸

隙間 1～2cm

マーキング

オーバー
ラップ部

マーキング

切断寸法はオス・メス側とも同じ長さ
にしてください。
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トラクタへの着脱
②安全カバーを切断します。

中間軸

マーキング位置

切断

③切断したカバーと同じ長さだけ中間軸を
切断します。

切断した安全カバー

①本機を平坦な場所に置きます。
②刈り高さ調節ハンドルを回して尾輪が地
面に着くように調節します。
尾輪が地面に着いたら、後部スタンドを
上げてください。(P.2「後部スタンド拡
大図」参照）
( 尾輪が地面に着くと、本機を手で押して、
動かすことができるようになります。)
刈り高さ調節ハンドル

尾輪

切断

●ドライブシャフトの長さが不適当な
場合、ジョイントが破損する恐れが
ありますので作業は十分に注意して
行なってください。
●ドライブシャフトは位相を正確に取
り付けてください。

後部スタンド
刈り高さ調節ハンドル

低い

高い

○正位相
③本機をトラクタの後方にゆっくり移動さ
せます。

×誤位相

■ロアーリンク・トップリンク
への取り付け

④トラクタの作業機昇降レバー（油圧レ
バー）を操作し、ロアーリンクを最下げ
にします。

完全に取り付けるまで、トラクタと本
機の間に入らないでください。

必ず、リンクピンで抜け止めをしてく
ださい。
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⑤水平調節機構（モンロー）を上げ下げし
てロアーリンクの位置を調節し、左右の
ロアーリンクをロアーリンク取付座にリ
ンクピンで取り付けます。

トラクタへの着脱
⑥トラクタのトップリンクをトップリンク取
付座にトップリンクピンとリンクピンで取
り付けます。

安全カバーのチェーン

押す

10mm 以上

駆動カバー後

トップリンク取付座
取付ヨーク
リンクピン

ノックピン

キャスター
トップリンク

トップリンク
ピン
ロアーリンク取付座
ロアーリンク

②反対側の取付ヨークを本機入力軸にノッ
クピンを押しながらはめ込み、取り付けま
す。ノックピンが軸溝に正確にはまって
いることを確認してください。
（押し込んだ側が 10mm 以上出ていると
正確にはまっています。）

⑦トラクタの中心に合わせ、本機が左右に揺
れないようにチェックチェーンで揺れ止め
をします。

本機入力軸

ロアーリンク

チェックチェーン

⑧キャスターを上げます。
3. ピンで
固定する
1. ピンを外す
2. キャスターを上げる

⑨本機の駆動カバー後が地面と平行になるよ
うにトップリンクの長さを調節します。

■ドライブシャフトの取り付け
①ドライブシャフトの取付ヨークをノック
ピンを押しながらトラクタ側（PTO 側）に
取り付けます。
ノックピンが軸溝に正確にはまっている
ことを確認してください。
（押し込んだ側が 10mm 以上出ていると
正確にはまっています。）

③安全カバーのチェーンを固定し、回転止め
をしてください。チェーンの固定箇所は作
業機をいっぱいに昇降させたときにチェー
ンが緊張しない箇所を選んでください。

■取り外し方
①作業が終わり本機をトラクタから外すと
きは、平坦な場所まで移動します。
②キャスターを下げます。
③トラクタの油圧レバーを操作してを本機
のキャスターが地面に着くまでゆっくり
下降させます。
④刈り高さ調節ハンドルを回して尾輪が地
面に着くように調節します。
⑤トップリンク取付座のリンクピンを抜き
取り、トップリンクから取り外します。
⑥ロアーリンク取付座のリンクピンを抜き
取り、ロアーリンクから取り外します。
⑦ドライブシャフトをノックピンを押しな
がら取り外し、本機をトラクタから外し
てください。
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各部の調節
本機は、玉ねぎの葉を吸い上げて切
断します。
刈り高さの調節は、ほ場条件（畝の
高さ、マルチの有無など）や処理後
の玉ねぎの状態等、お客様のお好み
に合わせて調節してください。

●トラクタの周りや本機との間に人が
入らないようにしてください。
●本機が動いたり、倒れたりしない平
らで固い場所で行なってください。
●トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO
を「中立」の位置にし、エンジンを
停止してください。
●回転部が止まっていることを確認し
てから、調節を行なってください。
●変形、損傷などの異常を見つけたら、
速やかに交換・修理をしてください。

■刈り高さの調節
①トラクタの油圧レバーを上げて尾輪を浮か
せた状態にします。
②刈り高さ調節ハンドルを回し、尾輪の高さ
を目盛の ｢0｣ まで上げます。
③トラクタの油圧レバーを下げて、刈刃を刈
りたい高さに合わせます。
④トラクタの座席側から、刈り高さ調節ハン
ドルを回して尾輪を地面に接地させます。
⑤トップリンクを調節して、駆動カバー後の
上面を水平にします。
刈り高さ調節ハンドル
駆動カバー後

作業者

刈り高さ調節ハンドル

低い

高い

※調節位置は目盛マークを目安にしてください。
※刈り高さの調節後、切断した葉が希望の
高さでない場合は、再調節してください。

メスネジの端部

目盛マーク

メスネジの端部
で目盛を見てく
ださい。

●刈り高さ調節ハンドルの操作は、目
盛マークの目盛の範囲外になるまで
操作しないでください。本機が破損
する恐れがあります。
●刈り取ったマルチやロープなどは刈
刃の軸等に巻きつき、本機を破損さ
せる恐れがあります。取り除いてく
ださい。
●刈り高さ調節ハンドルが軽く回せな
い場合は、可動範囲または、ネジ部
にものが挟まっていないか確認して
ください。砂や残渣が堆積した状態
で操作しないでください。

■マルチ栽培
●マルチ栽培の場合、刈り高さが低いとマル
チを吸い込みやすくなります。
●マルチに穴が開いた時は、作業を中断し、
マルチを固定するか、穴の開いてない場所
から作業を始めてください。

■露地栽培
尾輪
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露地栽培の場合はマルチ押えを取り
外して使用してください。

各部の調節
■尾輪の幅調節

■尾輪の左右高さの調節

①尾輪アームのボルトをゆるめてください。

●刈り取った残渣は、進行方向『右側』に
排出します。
残渣が多い場合は、尾輪が残渣に乗り上げ
て機体が左に傾く場合があります。
作業に支障がある場合は、右側の尾輪高さ
を上げて機体を水平にしてください。
尾輪高さは、尾輪調節アームを尾輪調節ハ
ンドルのピンの挿入穴位置で調節してくだ
さい。４段階に調節できます。

尾輪アーム

尾輪

ボルト

②尾輪が畝をまたげるように左右に尾輪アー
ムを動かして、調節してください。
尾輪アームで畝を崩さないように注意して
ください。

ピン挿入位置

尾輪調節
尾輪

ハンドル

拡大図
尾輪調節アーム

■ブラシの調節
③尾輪の幅を調節したら、ボルトを 20 ～
25N・m で締め込み、ゆるみ止めのナット
をしっかり締めてください。
④尾輪の幅を調節した場合は、ターンバック
ルユニットもゆるみが無い様、適宜長さを
調整してください。調整後はロックナット
をしっかり締めこんでください。

ターンバックルユニットのロックナットを
締めこんでいない場合、尾輪フレームが変
形する恐れがあります。

掻揚げブラシは、畝の側面に垂れ下
がった葉を畝の上面に持ち上げ、刈
刃の吸い上げを補助します。
回転ブラシが畝の肩部に接する位置
が目安となります。
①ブラシ高さの調節
左右のブラシ高さ調節ハンドルを回して、
掻揚げブラシの高さを調節します。

ブラシ高さ調節ハンドル

ロックナット
掻揚げブラシ
ボルト

ターンバックル
ユニット
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各部の調節
※左右の高さ調節
昇降レール部に見える
穴位置を目安に調節し
てください。
昇降レール

●畝の押し付けを『弱く』したいとき
機体内側のナットをゆるめて、機体外側の
ナットを締め込み、バネがゆるんだらゆる
めたナットを締めて固定してください。
ブラシ高さ調節
ハンドル

バネをゆるめる

機体外側のナット

レール部の穴

②ブラシを畝に押し付ける強さ調節
バネ掛け座のネジで調節できます。ブラシ
を強く押し付けたいときなどに調節してく
ださい。
バネ掛け座のネジ
機体内側

機体内側のナット

バネ掛け座のネジ拡大図（弱くするとき）
③ブラシを機体の内側に寄せる調節
5 段階に調節ができます。出荷時は中央に
設定しています。掻揚げブラシを使いたく
ない場合や畝肩を崩す場合は機体の外側に
してご使用ください。

掻揚げ装置
最も外側
（畝肩を崩す時等）

進行方向
機体外側

中央
（出荷時）

●畝の押し付けを『強く』したいとき
機体外側のナットをゆるめて、機体内側の
ナットを締め込み、バネが張ったらゆるめ
たナットを締めて固定してください。
バネを張る

機体内側のナット
機体外側のナット

バネ掛け座のネジ拡大図（強くするとき）
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●昇降レールには下限上限ストッパー
がついています。
ブラシ高さ調節ハンドルが軽く回ら
ないときは、無理に回さないでくだ
さい。本機が破損する恐れがあります。
●ハンドルが軽く回らないときは、可
動部やネジに砂や残渣が噛みこんで
いないか確認してください。
砂や残渣が堆積した状態のまま操作
しないでください。
●掻揚げブラシは回転刃が回転してい
るときは常に回転するので注意して
ください。

作業方法
安全に十分注意して、次の要領で作業
をすすめてください。
●トラクタの周りや本機との間に人が
入らないようにしてください。
●ほ場への出入りは必ずあぜと直角に
行なってください。
●作業中は、回転部分に手や足を近づ
けないでください。死亡事故や傷害
事故、本機の破損の原因となります。
●本機やトラクタに巻きついた残渣や
マルチなどを取り除く時は、トラク
タの駐車ブレーキをかけてください。
PTO 変速レバーを「中立」の位置にし、
エンジンを停止してください。
●回転部が止まっていることを確認し
てから巻きついた残渣を取り除いて
ください。
●トラクタで公道を走行する時は、必
ず本機を取り外してください。
●トラクタの取扱説明書をよく読んで
ください。
●異常が発生したら、すぐにエンジン
を停止し、点検を行なってください。

■作業の手順

ほ場の条件により、刈り高さ、掻揚げ
高さは変化します。必ず確認をしてか
ら作業を行なってください。

■作業のしかた
●作業速度
作業速度の目安は、約 1.3km/h です。
作業速度が速すぎると刈り残すことがあ
ります。
ほ場条件に合わせて調節してください。

●ＰＴＯ回転数
トラクタのＰＴＯ回転数の目安は、

約 735rpm です。
回転数が速すぎるとマルチを吸い上げる
ことがあります。
ほ場条件に合わせて調節してください。
PTO は３速を奨励します。

●上記指定の PTO 回転数よりも高速で PTO
を回転させた場合、機械の破損、およ
びオイルが吹き出す恐れがあります。
●三点リンクを上げた状態で PTO を回
転させないでください。機械が破損
する恐れがあります。

①トラクタが止まった状態で PTO 回転数を
徐々に上げ、上記の回転数の目安になっ
②トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）
てから数メートル前進してください。
を上げて、本機を持ち上げます。
②刈り高さ、掻揚げ高さに問題がなければ
そのまま作業を再開してください。
③旋回するときは、PTO の変速を「中立」にし、
本機をトラクタの油圧レバーで上げてく
ださい。
④トラクタの進行方向右側に残渣が排出さ
れます。そのことを考慮して走行ルート
③ほ場の作業を開始する位置にトラクタを移
を考えてください。
動します。
① PTO 変速レバーを「中立」の位置にします。

④トラクタの駐車ブレーキをかけ、停止します。
⑤トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）
を下げて、本機をゆっくり地面まで下げます。
⑥このとき、刈り高さ、尾輪、掻揚げ高さ位
置の確認を行なってください。
（P.11 ～ 13「各部の調節参照」）

■マルチ栽培
作業機を下げた状態で後退させないで
ください。マルチ押えが変形する恐れ
があります。
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点検・整備・保管
●トラクタの駐車ブレーキをかけ、PTO 変速レバーを「中立」にし、エンジンを
停止してください。
●回転部が止まっていることを確認してから点検・整備を行なってください。
●変形・損傷などの異常を見つけたら、速やかに修理をしてください。
●点検・整備で外したカバー類は必ず取り付けてください。
●刈刃は鋭利で危険です。厚手の手袋をして、手を保護してください。
●オイルを排出するときは、必ず容器に受けてください。地面へのたれ流しや河
川への廃棄は絶対にしないでください。

■各部の名称と場所
尾輪調節ネジ
ゴム蓋
駆動カバー前

駆動カバー後

プーリー軸受け
（３ヶ所）
掻揚げケース

掻揚げケース
（３ヶ所）
刈刃（左右４枚）

プーリー軸受け
駆動カバー前を取り外した図

■清掃用扉
吸い上げ、排出が悪くなったら清掃用扉を
開いて、たまった残渣等を適宜排出、清掃
してください。

●作業時には必ず清掃用扉に扉フック
をしっかり掛けて扉が確実にしまっ
ていることを確認してください。
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清掃用扉
扉フック

清掃用扉を開いた図

点検・整備・保管
■オイル量の点検と交換
●シーズン毎に行なってください。

オイルの種類

ギヤオイル＃９０
（各 0.6L）

①本機の駆動カバー後が水平になるように
調節し、静置させます。
②左右の駆動カバー後の進行方向左側にあ
るゴム蓋を外しオイル窓を確認します。

駆動カバー後

ゴム蓋

●オイルの交換方法
①駆動カバー後を取り外し、エア抜きゴム栓
を抜いてください。
②給油栓を取り外し、中のスポンジを抜きま
す。給油栓の裏側にある排油穴ねじをはず
し、排油穴からオイルを排出します。
③オイルが出なくなったら、排油穴を閉め、
給油口から給油してください。

■グリスの補充
グリスの種類

マルチＢＳ

○駆動カバー前を取り外して作業してくだ
さい。

●プーリー軸受け（３ヶ所：各２個）

駆動カバー後を開けた図

シーズン毎に行なってください。
グリスが軸受からはみ出るまで入れてくだ
さい。

オイル窓

③オイル窓からオイルが見えない場合は、オ
イルを補給するか交換してください。

●オイルの補給方法
①駆動カバー後を取り外し、エア抜きゴム栓
を抜いてください。

●掻揚げケース（３ヶ所）
シーズン毎に行なってください。

グリス量
１個当たり６０ｇ
給油栓
（給油栓を取ると
中にスポンジが
あります）

エア抜きゴム栓

②給油栓を取り外し、中のスポンジを抜き、
オイル窓の赤い点にオイルがかかるまで補
給してください。

●尾輪調節ネジ
動きが悪くなったとき、ゴミが堆積してグ
リスが取れたときに補充してください。

オイル窓

排油穴ねじ
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点検・整備・保管
⑤刃先が下図の向きになるようにＭ８ボル
トナットで取り付けてください。

■刈刃の交換

Ｍ８ボルト

●刈刃は鋭利で危険です。厚手の手袋
をして、手を保護してください。
●刈刃組立品は６㎏あり重いため、作
業時は落下に注意してください。

刈刃の交換は本機の下から行ないます。
①トラクタの作業機昇降レバー（油圧レバー）
を上げて、本機を持ち上げます。

Ｍ８ナット
⑥刈刃軸の下図のくぼみに合わせてＡ→Ｂの順
でボルト等を締めこみ、刈刃組立品、カップ
を③の逆手順で軸に取り付けます。左右の刈
刃は任意の角度で取り付けてください。
（正常な場合、左右の刈刃は接触しません。
接触する場合は P.24 を参照してください。）

②本機が落下防止のためトラクタの落下調節
グリップをロックの状態にし、本機の下に
支えを入れて作業を行なってください。
③（１）→（２）→（３）ゆるめる→（４）
の順にボルト等を外し、刈刃軸からカップ、
くぼみＡ
刈刃組立品を外します。キャップボルトは
(刈刃組立品側)
対辺 8 の六角レンチを使用します。

（４）ボルト

（３）ナット

刈刃
組立品
（２）ノルト
ロックワッシャ
カップ
（１）キャップボルト

④Ｍ８ボルトナットを外して刈刃を外します。
反転させて使うか、新しい物に交換してく
ださい。
（刈刃は両端に刃付けを行なって
います。）

刃先

Ｍ８ボルト・ナット
刃先
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くぼみＢ

(カップ側)

カップ

刈刃

左右の刈刃は任意の
角度で取り付ける

■ベルトの交換
●プーリー、ベルトに泥、ゴミが付着
していると使用中に V ベルトの外れ
が発生します。使用前にはプーリー、
ベルトに泥、ゴミの付着が無いか確
認してください。
●前側のベルトの交換
○使用するベルト
(1) Ｂ型 73 インチ：３本（ＶＢ－７３Ｋ）
(2) Ｂ型 63 インチ：２本（ＶＢ－６３Ｋ）
L
※どちらも背面テンション用
○テンショナーのバネ調節
(1)L=87 ㎜ (2)L=72 ㎜

点検・整備・保管
①駆動カバー前（左右）を開けます。

①駆動カバー前（左右）を開けます。

駆動カバー前（左右）

駆動カバー前（左右）

②テンショナーボルトをゆるめてください。
③ナット対辺 24 を２～３回転ゆるめます。
ナット対辺 24（４ヶ）

②駆動カバー後（左中右）を開けます。

テンショナーボルト
ナット対辺 17
④ベルトテンションボルトをゆるめます。
⑤テンショナーボルトをゆるめます。
③ネジを回してテンショナーボルトをゆるめ
⑥左側のナット対辺 24 をゆるめます。
てください。
⑦左側のベルトテンションボルトをゆるめます。

(1) ベルト
VB-73K: ３本
(2) ベルト
VB-63K: ２本
ベルトテンション
ボルト

⑤テンショナー
(1) ベルト
ボルトナット
VB-73K:
対辺 17３本

ベルトテンションボルト（左右）
⑧古いベルトを取り外し、新しいベルトと交
換します。
⑨外した逆の順番でナット、ボルトを締め、
カバーを取り付けます。

テンショナーボルト
対辺 17
④ボルトを２～３回転ゆるめます。
⑤ネジを回してベルトテンションをゆるめま
す。

●後側のベルトの交換
○使用するベルト
(3) Ａ型 26 インチ：１本（ＶＡ－２６Ｋ）
L
※背面テンション用
○テンショナーのバネ調節
(3)L=100 ㎜

ボルト対辺 12

ベルトテンション
ボルト対辺 12
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点検・整備・保管
⑥古いベルトを取り外し、新しいベルトと交
換します。

凸面

ボルト
対辺 12

回転方向
取付座
押し当てる

(3)
(3) ベルト
ベルト
VA-26K:
VB-26K: １本
１本
⑦外した逆の順番でネジ、ボルトを締め、
カバーを取り付けます。

■ブラシの交換

ブラシ

凹面

ボルト
対辺 12

■保管方法

毛先が広がる、または折れ曲がり、
倒れた葉を掻揚げなくなったら交換
してください。
①ブラシを固定しているボルト（対辺 12）を
外します。
②新しいブラシを回転方向に凸面がくる向き
で取り付けます。
③凹面端部分を取付座に押し当ててボルトを
締め込みます。

ブラシの拡大図

使用後は、本機各部に付着した残渣、
泥、汚れを丁寧に取り除き保管して
ください。
①各部に付着した残渣、泥、汚れを取り除き
ます。
②刈刃の刃先は汚れを除いて油を塗っておい
てください。（推奨グリス：食品用グリス
NSF H1 ちょう度 2 号）
③保管場所は、直接日光の当たらない風通し
のよい場所を選んでください。
④移動しないように後部スタンドを立てて、
尾輪を浮かせて保管してください。

尾輪
凸面

凹面
後部スタンド
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サービス資料
■商品の保証

型式・製造番号記載位置

本機には、保証書が添付されています。詳細は保
証書をご覧ください。

■サービスネット
ご使用中の故障や不審な点およびサービスに関す
るご用命は、販売店にお気軽にご相談ください。
その際、区分、製造番号をあわせてご連絡ください。

■補修用部品供給期間
本機の補修用部品の供給期間は、製造打ち切り後
９年といたします。ただし、供給期間内であって
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。

■主要諸元

寸

名

称

玉ねぎ茎葉処理機

型

式

OC-1

区

分

OCK-1

法

質

量（重

全長（mm）

～ 2000（最大）

全幅（mm）

1820

全高（mm）

1435（保管時）

量）(kg)

390

適応トラクタ

25PS 以上・標準 3 点リンク方式（JIS １形）

刈り幅（mm）

1170

作業速度 (km/h)

1.3

PTO 回転数 (rpm）

735

適応畝幅（mm）

畝肩幅：～ 1000、畝裾幅：1240 ～ 1550
※仕様は予告なく変更する場合があります。

■消耗品
部番

部品名

１台当り個数

図

参照ページ

OC1-1101

刈刃

4

17

OC1-1301(1)

掻揚げブラシ

6

19

VB-73K
VB-63K
VA-26K

(1) ベルト
(2) ベルト
(3) ベルト

3
2
1

17

※ベルトはすべて背面テンション用
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サービス資料
部番

部品名

１台当り個数

図

CN410-86J

チェーン

2

-

OC1-1120(1)

カップリング一式

OC1-1123(3)

（ボルトナット付）

OC1-3125

右下ゴムカバー

1

①

OC1-3123

前下ゴムカバー

2

②

OC1-3121(1)

左前ゴムカバー

1

③

OC1-3181(2)

内ゴムカバー右

1

④

OC1-3182(2)

内ゴムカバー中

1

⑤

OC1-3183(2)

内ゴムカバー左

1

⑥

OC1-3184(1)

スキマゴム

4

⑦

オイル

ギヤオイル＃９０

1.2 Ｌ

-

15

グリス

マルチＢＳ

250g

-
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●チェーン交換位置

参照

2

21

●カップリング交換位置
カップリング
掻揚げ装置

（裏面）

チェーン

チェーン
テンション
調節穴

駆動カバー後（左右）を外して
交換します

掻揚げチェーンカバーを外して
交換します
④

●ゴムカバー交換位置

①

⑤

進行方向
②

21

⑥
⑦

③

不調時の処置
●下記の原因以外については、部品の消耗等が考えられるため、販売店にご相談ください。
不調、処置時は必ず作業を中断し、エンジンを止めて作業を行なってください。

不調内容

原

因

刈刃にごみが絡まっている。
刈刃カバーの中に残渣が堆積
して刈刃に干渉している。
カバーの中から大き
い音がする。

刈刃カバー内の内張りのゴム
カバーの裏に残渣が堆積し
て、ゴムカバーが刈刃に干渉
している。
刈刃が破損して刈刃座がしっ
かり固定されていない。また
は外れている。
刈刃軸とケースのカップリン
グが破損している。

処

置

本機を平坦な場所に停め、作業機
を上げてごみを取り除いてくださ
い。
カバー内の清掃を行なってくださ
い。
清掃を行ってください。
破損したゴムカバーを交換してく
ださい。

すぐに刈刃を交換してください。
刈刃座が変形している場合は刈刃
座も交換してください。
販売店でカップリングを交換して
ください。
テンションバネが規定の長さまで
伸びるように、ベルトを張り直し
高いスリップ音が聞 ベルトが規定のテンションで
てください。
こえる。
張られてない。
バネが伸びきらない場合はベルト
を交換してください。
ブラシの刈軸に絡まっているもの
を除去してください。
掻揚げ装置の安全クラッチが それでも音が聞こえる場合は、駆
作動している。
動部のカバーを外して、駆動部に
ものが挟まっていないか確認して
ください。
ガチガチと音が聞こ
える。
チェーンのテンションを調節して
ください。
掻揚げ装置のチェーンがゆる テンションバネが調節穴いっぱい
んでいる。
の長さまで伸びても改善しない場
合は、チェーンを交換してくださ
い。
ベルトのテンションを調節してく
周期的にカチャカチ ベルトのテンションが十分で ださい。
ャと音がする。
なく、テンションバネが遊ん テンションバネが規定長さまで伸
でいる。
びない場合は、ベルトを交換して
ください。
すぐに刈刃を交換してください。
刈刃が破損している。
刈刃座が変形している場合は刈刃
座も交換してください。
刈刃回転止めボルトがくぼみに入
刈刃が回っていない。
っていない可能性があるため、取
（刈刃座の取り付けが不十分）
り付け直してください。
尾輪調節ハンドルで畝と機体が平
刈刃が畝上面と平行になって
行になるように調節してくださ
いない。
い。
左右が同じ様に刈れ
掻揚げブラシで垂れた葉を持 ブラシ高さ調節ハンドルでブラシ
ない。
ち上げられていない。
の当たりを調節してください。
(2) ベルトのテンションを調節し
てください。
プーリーが滑って右側の刈刃
テンションバネが規定長さまで伸
が回転していない。
びない場合は、(2) ベルトを交換
してください。
刈転刃軸とケースのカップリ
販売店でカップリングを交換して
ングが破損して、刈刃が回転
ください。
していない。

参照
ページ

-
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17
21

17

-

21

17

17
17
12
12

18

21

22

不調時の処置
不調内容
掻揚げブラシで垂れ
た葉を持ち上げられ
ていない。

原

因

ブラシが畝に届いていない。
ブラシのこしがなく掻揚げら
れない。
ベルトがスリップしている。

ブラシが回転しな
い。

クラッチが作動している。

掻揚げ装置のチェーンがゆる
んでいる。

昇降ネジにごみが挟まってい
る。
刈り高さ調節ハンド
ルが回らない。
可動部に物が挟まっている。

エンジンストール
（エンジンの回転数
が下がる）

マルチが破れる。

23

処

置

③ブラシを機体の内側に寄せる調
節を行ってください。
新しいブラシに交換してくださ
い。
(3) ベルトのテンションを調節し
てください。
テンションバネが規定長さまで伸
びない場合は、(3) ベルトを交換
してください。
ブラシの回転軸に絡まっているも
のを除去してください。
それでも音が聞こえる場合は、駆
動カバーを外して、駆動部にもの
が挟まっていないか確認してくだ
さい。
チェーンのテンションを調節して
ください。
テンションバネが調節穴いっぱい
の長さまで伸びても改善しない場
合は、チェーンを交換してくださ
い。
機体を上げる向きにハンドルを回
し、ごみの噛み込んでいるネジ部
を出して、ごみを取り除いてくだ
さい。
それでも固い場合はグリスを塗布
ください。
尾輪フレーム周辺に挟まったもの
を取り除いてください。

参照
ページ
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19

18

-
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12

-

可動域を超えて使用してい
る。

目盛の範囲外では使用しないでく
ださい。

11

動かし始めは大きな力が必要
なため、トラクタの馬力が足
りない。

25 馬力以上のトラクタでは定常時
必要な力が十分あります。始動時
はクラッチをゆっくりつないでく
ださい。

9

刈刃にものが絡まっている。

刈刃に絡まったものを取り除いて
ください。

-

刈刃が畝に当たっている。

畝の凹凸に刈刃が当たっていない
か確認し、必要に応じて刈り高さ
を調節してください。

11

PTO 回転数を下げる、または、走
行速度を安全に作業できる範囲で
刈刃の回転が速く、マルチを 上げて作業を行なってください。
吸い上げる。
（機体に掲示してある使用設定は
あくまで目安として使用してくだ
さい。）

-

マルチの破れた箇所から吸い
上げて断続して破る。

マルチが破れた箇所の周辺は吸い
上る恐れがあります。
穴の開いた箇所から少し離れて作
業を再開してください。

-

刈刃を下げ過ぎている。

刈刃を上げてください。

11

不調時の処置
不調内容

ブラシ高さ調節ハン
ドルが回らない。

ギヤオイルが入らな
い。

原

因

処

置

参照
ページ

ネジ部・レール部にものが挟
まっている。

挟まったものを取り除いてくださ
い。
必要に応じて、ネジ部にグリスを
塗布しても構いません。

-

昇降レールの上限下限ストッ
パーに当たっている。

ハンドルが軽く回らないときは、
無理に回さず、この範囲内で使用
してください。

13

エア抜き栓が付いたままにな
っている。

後ろ側の駆動カバーを外してエア
抜きのゴム栓を外してください。
給油後は忘れず取り付けてくださ
い。

15

PTO の回転数が高い。

PTO の回転数を下げて使用してく
ださい。

14

ギヤオイルが給油栓
から吹き出す。
ギヤオイルの量が多い。
刈り高さが高い。

出荷時にはギヤオイルが各 0.6L
ずつ入っています。オイル窓の赤
い点よりオイルが多い場合は排油
穴ネジから排出してください。
刈り高さを再調節してください。

16
11

刈刃が十分に回っていない。

PTO の変速を確認してください。
トラクタの説明書を参考に PTO の
回転数を調節してください。
改善しない場合は、ベルトがスリ
ップしている可能性があります。
テンションを調節してください。
テンションバネが規定長さまで伸
びない場合は、ベルトを交換して
ください。

17

カバー内に残渣が堆積してい
る。

清掃用扉を開いてたまった残渣を
適宜排出、清掃してください。

15

玉ねぎを切断する。

刈り高さが低い。

刈り高さを調節してください。

11

左右の刈刃が接触す
る。

刈刃の取り付けが間違ってい
る。

刈刃の交換をよく読み直して交換
してください。

17

畝に残渣が著しく落
下する。

カバー内に残渣が堆積してい
る。

清掃用扉を開いてたまった残渣を
適宜排出、清掃してください。

15

葉が根元から刈れな
い。
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製造元

産業株式会社

〒 709-0892 岡山県赤磐市下市 447
TEL.086-955-1123 ㈹

FAX.086-955-5520

〒 556-8601
大阪市浪速区敷津東 1 丁目 2 番 47 号
TEL.06-6648-2111
FAX.06-6648-3862
OC1-9681
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