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はじめに

製品の説明

この製品は、燃料エンジンを搭載したバックパックブロ
ワーです。

当社は継続的に製品の開発を行っています。そのため、
設計や外見などが予告なく変更されることがあります。

用途

本製品を使用して、芝生、歩道、道路などから葉や不要
な物体を吹き飛ばすことができます。

製品の概要
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1. ハーネスフレーム

2. ハーネス

3. エンジンカバー

4. ファンハウジング

5. エアインテークスクリーン

6. ファン
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7. エアフィルター

8. スターターロープハンドル

9. 燃料タンク

10. スパークプラグ

11. 防振装置

12. チョークコントロール

13. ハンドル

14. スロットルレバー

15. 停止スイッチ

16. アングルパイプ

17. クランプ

18. フレキシブルホース

19. 調整パイプ

20. 中間パイプ

21. 標準ノズル

22. 取扱説明書

23. コンビレンチ

製品に表記されるシンボル

警告！本製品の使用には危険が伴います。
不注意な取り扱いや誤った取り扱いは、作業
者や周囲の人などの負傷または死亡事故を
引き起こすおそれがあります。作業者や周
囲の人の負傷を防止するため、本取扱説明書
に記載されている安全注意事項をすべて読
んで、従ってください。

この取扱説明書をよくお読みになり、内容を
しっかりと把握したうえで、使用してくださ
い。

認可されたイヤマフと防護メガネを使用し
てください。使用環境に粉塵がある場合は、
呼吸マスクを使用してください。

ファンブレードにより指または手を切断す
る場合あり

認可された保護手袋を着用してください。

燃料補充

エアパージバルブ

体のあらゆる部分を、高温の表面から遠ざけ
るようにしてください。

チョーク、開位置

チョーク、閉位置

作業中、作業者は人や動物が 15 メートル以内に近づかないように注意する必要

があります。作業場所内に複数の作業者がいる場合は、安全のために、 低 15
メートルの距離を取ってください。本製品で吹き飛ばしたものが跳ね返ってく
る場合があります。そのため、推奨されている安全装置を使用していない場合、
目に重傷を負うことがあります。

yyyywwxxxxx 製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、ww は製造された週で、

xxxxx はシリアル番号です。

注記： 本製品に付いている他のシンボル／銘板は、他の

販売地域での認定条件を示しています。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本
製品を原因とする損傷について責任を負いません。

• 本製品が誤って修理された場合。

• メーカーによるものではない部品、またはメーカー
の認可していない部品を使用して本製品を修理した
場合。

• メーカーによるものではないアクセサリー、または
メーカーの認可していないアクセサリーを本製品に
使用した場合。

• 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修
理されていない場合。
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安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示
しています。

警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使

用者が負傷したり、死亡したりするか、ある
いは付近の人に損傷を与える危険があるこ
とを意味します。

注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製

品や他の物品、または隣接するエリアに損傷
を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するた

めに使用されます。

一般的な安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示をお読みください。

• いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなく
本製品の設計に変更を加えないでください。常に純
正の部品をお使いください。不認可の設計変更や付
属品は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因
となることがあります。

• 何らかの改造を受け、出荷時の仕様と異なっている
製品は、絶対に使用しないでください。

• 本製品に欠陥がある場合は絶対に使用しないでくだ
さい。この取扱説明書の内容に従って、安全点検、
メンテナンス、サービスを行ってください。メンテ
ナンスやサービスの内容によっては、専門家でなけ
ればできないものもあります。手順については、「メ
ンテナンススケジュール 12 ページ 」を参照してく

ださい。

• 本製品に関するすべてのサービス、修理には、特別
な研修が必須です。安全装置には、特に研修が必要
です。安全装置に欠陥のある製品は決して使用しな
いでください。本製品が本取扱説明書の検査のいず
れかで不合格になったときは、サービス代理店に連
絡してください。本製品の安全装置は、本取扱説明
書の説明に従ってメンテナンスする必要がありま
す。弊社の製品を購入されると、専門的な修理とサ
ービスの提供も保証されます。本製品を販売した小
売店がサービス代理店ではない場合、 寄りのサー
ビス代理店の住所を小売店にお尋ねください。

操作のための安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示をお読みください。

• 不注意な取り扱いや誤った取り扱いをすると、本製
品は危険な道具となり、重傷や時には致命傷の原因
となります。この取扱説明書をよくお読みになり、
内容を理解することが非常に重要です。

• 長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害
の原因になることがあります。本機を使用する際
は、品質を保証されたイヤマフを必ず着用してくだ
さい。

• 使用前に本機全体の点検を実施してください。メン
テナンススケジュール 12 ページ を参照してくださ

い。

• 疲労時や飲酒後、視力・判断力・動作に影響を及ぼ
すような医薬品を服用している場合は、絶対に本機
を使用しないでください。

• 身体保護具を着用してください。使用者の身体保護
具 5 ページ を参照してください。

• 始動する前に、すべてのカバーやガードを取り付け
る必要があります。感電の危険を回避するために、
スパークプラグキャップやイグニションリードが損
傷していないことを確認してください。

• ブロワーの作業者は、15 m 以内に人や動物がいない

ことを確認してください。 複数の作業者が同じ作業

領域で作業する場合は、常に互いに 15 m 以上の安全

な距離を維持する必要があります。

• 子供に本機を操作させないでください。本取扱説明
書の内容を読んで、理解していない人には決して本
機の使用を許可しないでください。

• 作業開始前に必ずエアインテークスクリーンを遮る
ものがないことを確認してください。

• エアインテークスクリーンは決して取り外さないで
ください。

• 緊急時は、ウエストベルトとチェストベルトを解除
して本機から手を離し、本機を後方に落下させます。

• 地域の行政機関に相談して法令への準拠を守ってく
ださい。

• 体のあらゆる部分を、高温の表面から遠ざけるよう
にしてください。

• 本機を室内で始動しないでください。排気ガスを吸
入すると危険です。

• 周囲を良く見回してください。人や動物が本製品に
接触することがないことを確認してください。作業
エリアに人が近づいて来たら、その人との間に安全
な距離が確保できるまでスロットルコントロールを
小のスロットルにします。人、動物、遊び場、窓、

車などにはブロワーを向けないでください。周囲 15
メートルの作業領域に、許可なく人や動物が入らな
いようにしてください。

• 循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続ける
と、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。
過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合
は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、
感覚麻痺、ピリピリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚
の色や状態の変化などがあります。これらの症状は
通常、指や手、手首に現れます。気温が低い場合、
この危険性が高くなります。
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• エンジンの排気ガスには、一酸化炭素中毒を引き起
こす一酸化炭素が含まれています。このため、屋内
あるいは通気の悪い場所で本製品を起動または運転
しないでください。エンジンの排気ガスは高温で火
花を含むこともあり、火災発生の原因となります。
屋内や可燃物のそばでは、決して本製品を始動しな
いでください。

• 燃料を充填する場合は、エンジンが冷えるまで待ち
ます。

• 強力な風力で物体を高速で動かすため、物体がはね
返り、目に重傷を与える可能性があります。

• 空気流を人や動物に向けないでください。

• 濃霧、豪雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いとき
は、本機を使用しないでください。悪天候下での作
業は、疲れやすく、また、足元が滑りやすくなるな
ど危険です。

• 埃っぽいエリアを軽く湿らせたり、スプレー装置を
使用したりすると、作業時間を短縮できます。

• 身体の動きが自由に取れ、足場が良いことを確認し
てください。とっさに身をかわさなければならない
場合に邪魔になる物（木の根、岩、枝、溝など）が
周囲にあるかどうか確認してください。斜面での作
業は特に注意してください。

• エンジンをかけたまま本製品を地面に置く場合は、
決して目を離さないでください。

• はしごや高所（屋根など）で本製品を操作しないで
ください。高所での使用は禁止されており、重傷を
負うおそれがあります。

• 事故のときに助けを求めることができない状況で、
本製品を使用してはいけません。

• 飛んでくる物に気をつけてください。常に視覚保護
具を着用してください。石やごみなどが目に入っ
て、失明や重傷となる可能性があります。許可のな
い人が一定の距離以上近寄らないようにしてくださ
い。子供、動物、見学者、補助者は、15 メートル以

上離れた安全圏にいるようにしてください。誰かが
近づいたら、すぐに本機を停止してください。

• エンジンカバーの排気ガス出口が壁やその他の障害
物で塞がれている場合は、本製品を操作しないでく
ださい。製品が損傷する可能性があります。操作中
は、障害物からの距離が 50 cm 以上あることを確認

してください。

• 清掃する前は、必ずエンジンを停止してください。

• 本製品を始動する際は、必ず給油場所から移動して
ください。本機を平らな面に移動します。

• 本製品は正常に組み立てられた状態でのみ、始動す
ることができます。すべてのガードを装着せずに本
製品を開始した場合、人身事故につながる恐れがあ
ります。

使用者の身体保護具

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示をお読みください。

• 本製品を使用するときは、常に、認可された身体保
護具を着用してください。身体保護具で怪我を完全
に防止できるわけではありませんが、万が一事故が

起こった場合、負傷の度合いを軽減することができ
ます。適切な保護具の選択については、販売店にご
相談ください。

• 認可されたイヤマフを使用してください。

• 認可された防護メガネを使用してください。バイザ
ーを使用する場合は、認可された防護ゴーグルも使
用する必要があります。認可された保護メガネは、
米国の ANSI Z87.1 規格または EU 諸国の EN 166
に適合していなければなりません。

• 本製品の点検や清掃を行うときは、必要に応じて保
護グローブを着用してください。

• 保護ブーツ、安全靴、または靴底が滑りにくい靴を
着用してください。

• 丈夫な素材でできた服を着用してください。常に厚
手の長いズボンと長袖を着用してください。小枝や
枝が引っかかるようなゆったりした衣服は身につけ
ないでください。宝飾品、半ズボン、オープンシュ
ーズを着用したり、はだしで作業したりしないでく
ださい。安全のため、髪の毛は肩よりも上にまとめ
てください。
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• 粉塵が生じる可能性があるときは、呼吸保護マスク
を使用してください。

• 救急器具を近くに準備してください。

本製品の安全装置

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示を読んでください。

この項では、本製品の安全機能とその目的、本機の正し
い動作を確保するための検査とメンテナンスの方法につ
いて説明します。本製品の部品の位置については、「製品
の概要 2 ページ 」を参照してください。

本製品のメンテナンスを適切に行わなかったり、専門技
術者が整備・修理を行わなかったりすると、本製品の寿
命が短くなり、事故発生の危険性が増します。詳しくは、
お近くのサービス代理店にお問い合わせください。

警告： 安全装置に欠陥のある製品は決して使

用しないでください。本項目の記載に従っ
て、本製品の安全装置の点検、メンテナンス
を行ってください。お持ちの製品がこれら
の点検項目を一点でも満たさない場合は、お
近くのサービス代理店に修理を依頼してく
ださい。

注意： 本機に関するすべてのサービス、修理

には、特別な研修が必須です。本機の安全装
置には、特に研修が必要です。本機が下記の
検査のいずれかに不合格であったときは、サ
ービス代理店に連絡してください。弊社の
製品を購入された場合、専門的な修理とサー
ビスの提供が保証されています。本機を販
売した小売店がサービス代理店ではない場
合、 寄りのサービス代理店の住所を小売店
にお尋ねください。

マフラーの点検方法

警告： マフラーに不具合のある製品は使用し

ないでください。

警告： マフラーは、操作の前後およびアイド

リング速度時に非常に高温になります。火
傷を防ぐために保護グローブを着用してく
ださい。

マフラーの騒音レベルを 小限に抑え、作業者に排気ガ
スを向けないようにしてください。

1. エンジンを止めます。

2. 損傷や変形がないか目視点検します。

注記： マフラーの内側には、がんを引き起こす可能

性のある化学物質が存在します。マフラーが損傷し
ている場合は、これらの部品に触れないように注意
してください。

3. マフラーが本製品に適切に取り付けられていること
を確認してください。8～12 Nm でネジを締め込み

ます。

4. スパークアレスタースクリーンを点検し、目視点検
します。

a) スパークアレスタースクリーンに欠陥がある場
合は交換してください。

b) スパークアレスタースクリーンを清掃します（ス
パークプラグに詰まりがある場合）。詳しくは、

マフラーのメンテナンス方法 13 ページ を参照

してください。

防振装置

本製品には振動を軽減し、操作を容易にする防振装置が
装備されています。防振装置を点検し、損傷していない
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ことを確認します。防振装置が正しく取り付けられてい
ることを確認します。

x2

エアフィルター

エアフィルターを取り付けていない場合、またはエアフ
ィルターが損傷／変形している場合は、本製品を使用し
ないでください。

停止スイッチ

停止スイッチはエンジンを停止するとき使用します。エ
ンジンが完全に停止していることを確認してください。

ハーネスの安全性

本製品を操作するときは、必ずハーネスを使用してくだ
さい。ハーネスを使用していない場合、本製品を安全に
操作することはできません。使用しないと、自分や他の
人が負傷するおそれがあります。ストラップが取り付け
られ、正しく調整されていることを確認してください。
緩んだストラップが製品のファンに巻き込まれる恐れが
あります。

燃料の安全について

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示をお読みください。

• 燃料を屋内や熱源の近くで混合しないでください。

• 本製品に燃料やエンジンオイルが付着している場合
は始動しないでください。不要な燃料やオイルを本
製品から除去し、乾かしてください。不要な燃料を
本製品から除去してください。

• 衣服にガソリンをこぼした場合は、すぐに着替えて
ください。

• 燃料が身体に付着しないようにしてください。負傷
する場合があります。身体に燃料が付着した場合
は、石鹸と水を使用して燃料を洗い流してください。

• 本製品や身体にオイル／燃料をこぼした場合は、エ
ンジンを始動しないでください。

• エンジンに漏れがある場合は、本製品を始動しない
でください。エンジンに漏れがないかどうかは定期
的に点検してください。

• 燃料に注意してください。燃料は可燃性で蒸気には
爆発性があるため、負傷や死亡に至ることがありま
す。

• 燃料の蒸気を吸引しないでください。負傷の原因に
なることがあります。十分な空気の流れを確保して
ください。

• 燃料やエンジンのそばで喫煙しないでください。

• 燃料やエンジンのそばに温かい物を置かないでくだ
さい。

• エンジンの稼働中は、燃料を補充しないでください。

• 燃料の補充は、エンジンが冷えてからにしてくださ
い。

• 燃料を補充する前に、燃料タンクのキャップを開け
て慎重に圧力を解放してください。

• 屋内でエンジンに燃料を補充しないでください。十
分な空気の流れがないと、窒息や一酸化炭素中毒に
よって負傷や死亡に至ることがあります。

• 発火するおそれがあるので、燃料タンクキャップは
慎重に閉めてください。

• 始動する前に燃料を入れた場所から本製品を 3 m
（10 フィート）以上移動させてください。

• 燃料タンクに燃料を入れすぎないでください。

• 本製品または燃料容器を動かしたときに漏れがない
ことを確認してください。

• 本製品または燃料容器を裸火、火花、または種火が
ある場所に置かないでください。保管場所に裸火が
ないことを確認してください。

• 燃料を移動するとき、または燃料を保管場所に置く
ときは、認可されている容器のみを使用してくださ
い。

• 長期間保管するときは、燃料タンクを空にしてくだ
さい。燃料を廃棄する場所については、地域の法律
に従ってください。

• 長期間保管するときは、本製品を清掃してください。
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• エンジンが誤って始動しないようにするために、本
製品を保管する前にスパークプラグキャップを外し
てください。

メンテナンスのための安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指

示をお読みください。

• 品質保証されていないアクセサリーや交換部品を使
用した場合、損害または製造物責任に対して保証が
適用されないことがあります。

• マフラー内部の化学物質には発ガン性のものがあり
ます。万が一マフラーが損傷した場合、これらの物
質に触れないようにしてください。

• アクセサリーや部品を着脱する前に、電源をオフに
し、バッテリーを取り外してください。

• クランプの太い丸いピンがストラップに挿入されて
いることを確認します。正しく挿入しないと、怪我
をするおそれがあります。

組立

はじめに

警告： 本製品を組み立てる前に、安全に関す

る章を読んで理解してください。

チューブとハンドルの取り付け方法

1. クランプ（C）を使用してフレキシブルホース（A）
をアングルパイプに取り付けます。

C

A

D

B

E

F

G

2. ハンドル（E）を調節パイプ（B）に押し込みます

。

3. 図に示すように、ボルト、ワッシャー、ナットを取
り付けて締め付けます。

4. クランプ（D）を使用して調節パイプ（B）をフレキ

シブルホース（A）に取り付けます。調整パイプのマ

ークが上にあることを確認します。
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5. 中間パイプ（F）を調整パイプに取り付けます。

6. 標準ノズル（G）を中間パイプに取り付けます。

注記： 組み立てやすくするために、調節パイプとフ

レキシブルホースを潤滑します。

7. ノブ（H）を緩めて、ハンドルの位置を調整します。

H

8. ノブを再度締め込みます。

ハーネスの調節方法

ハーネスと製品を正しく調整すると操作が容易になりま
す。

1. 製品のハーネスを取り付けます。

2. 製品が身体に密着するまでサイドストラップを締め
付けます。

操作

はじめに

警告： 本製品を使用する前に、安全に関する

章を読んで理解してください。

燃料

本製品には 2 サイクルエンジンが搭載されています。

注意： 誤った種類の燃料を充填すると、エン

ジンが損傷する可能性があります。ガソリ
ンと 2 サイクルエンジンオイルの混合燃料

を使用してください。

燃料の混合方法

ガソリン

• エタノールを 大 10% 含んだ高品質の無鉛プレミ

アムガソリンを使用してください。

注意： オクタン価が 90 RON/87 AKI 未
満のガソリンは使用しないでください。
オクタン価が低いガソリンを使用する
と、エンジンがノッキングし、エンジン
が損傷するおそれがあります。

• 高回転での作業を連続する場合は、オクタン価の高
いガソリンを使用することをお勧めします。

2 サイクルエンジンオイル

• 適な結果を得るには、 Zenoah 2 ストロークオイル

を使用してください。

• Zenoah 2 サイクルエンジンオイルが入手できない

場合は、空冷エンジン用に調合された市販の高品質 2
サイクルオイルを使用してください。適切なオイル
の選択については、サービス代理店にお問い合わせ
ください。

注意： アウトボードオイルとも呼ばれる

水冷式船外機用の 2 サイクルエンジンオ

イルは、使用しないでください。4 サイ
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クルエンジンオイルは使用しないでくだ
さい。

ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合方法

ガソリン、リットル 2 サイクルエ

ンジンオイル、
リットル

2% (50:1)

5 0.10

10 0.20

15 0.30

20 0.40

注意： 少量の燃料を混合する場合、わずかな

誤差が混合比率に大きく影響します。オイ
ル量を慎重に計量し、正しい混合比率にして
ください。

1. 汚れのない燃料用容器に半分の量のガソリンを注ぎ
ます。

2. 全量のオイルを追加します。

3. 燃料混合物を混ぜ合わせます。

4. 残りのガソリンを容器に加えます。

5. 燃料混合物を慎重に混ぜ合わせます。

注意： 1 か月分以上の混合燃料を一度に作ら

ないでください。

燃料タンクの充填

1. 燃料タンクキャップの周囲をきれいにしてくださ
い。

2. 容器を振って、燃料を十分混合してください。

3. 燃料タンクキャップをしっかり締めます。

4. 給油場所から 3 m（10 フィート）以上離れた場所で、

本製品を始動してください。

注記： 燃料タンクの位置を確認するには、製品の概要 2
ページ を参照してください。

本製品を操作する前に

警告： 本製品を操作する前に、安全注意事項

をお読みください。

• ブロワーはできるだけ 低のスロットルで使用しま
す。低スロットルの場合、騒音と粉塵も少なく、ま
た集めたごみの扱いが簡単になります。熊手かほう
きを使い、集めたごみを片付けます。

• ブロワーの開口部を地面にできるだけ近づけます。
ブローパイプの長さを活かして空気流が地面に近く
なるようにします。 後に片づけをします。よその
庭にごみを吹き入れなかったか確認してください。
エンジン搭載機器は適切な時間にのみ使用してくだ
さい。他の人の迷惑になる早朝や夜間は使用しない
でください。地域の条例に記載されている時間に従
ってください。

• このブロワーはバックパックタイプで、運転中はシ
ョルダーハーネスを使用して運びます。右手でチュ
ーブのハンドルを操作し、制御します。

• 風速はスロットルで調節されます。作業に適した処
理速度を選択してください。

• 空気取り入れ口が葉やごみなどで塞がっていないか
確認します。空気取り入れ口が詰まっていると、ブ
ロワーの送風性能が下がり、エンジンの作動温度が
上がり、これによりエンジン不良の原因となる場合
があります。エンジンを停止して、異物を除去して
ください。

• 風の方向に気をつけてください。作業が楽になるよ
うに、風を利用してください。

• ブロワーを使用し、たくさん集めたものを移動させ
ると、時間がかかり、不必要な騒音を発生させるこ
とになります。

• バランスを保ち、しっかりした足場を確保してくだ
さい。

• 作業が終了したら、ブロワーは縦置きをし、保管し
てください。
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スロットルスイッチの操作方法

• フルスロットル（A）にします。

• 1/3 の速度（B）にします。

• アイドリング速度（C）にします。

• 停止スイッチ（D）で本製品を停止します。

A

B

C

D

本製品の始動方法

1. エンジンが冷えている場合は、チョークレバーをチ
ョークの閉位置に設定します。

2. 燃料がエアパージバルブを満たし始めるまでエアパ
ージバルブを繰り返し押します。エアパージバルブ
を完全に充填する必要はありません。

3. スロットルレバーを押して、1/3 速度ポジションにし

ます。スロットルスイッチの操作方法 11 ページ を
参照してください。

4. 本製品を地面の平らな場所に置きます。

5. 左手で本製品を持ちます。

6. 右足をフレームの上に置きます。

7. 抵抗を感じるまで、スターターロープハンドルをゆ
っくりと引きます。

8. エンジンが始動するか始動しそうになるまで、右手
でスターターロープハンドルをすばやく引きます
（ 大 10 回）。エンジンが始動したら、チョークレバ

ーを徐々に開位置まで動かします。

注記： スターターロープハンドルを完全に引き出さ

ないでください。スターターロープハンドルを放さ
ないでください。

9. チョークレバーが止まるまで、チョークレバーを開
位置に動かします。

10. エンジンが始動し、回転数が安定するまで、スター
ターロープハンドルを引きます。

11. エンジンが始動しない場合は、手順 1～10 を再度実

施します。

12. エンジンを 2～3 分間作動させて暖機してから操作

します。

本製品の停止方法

注意： 本製品を 高速度時に停止しないでく

ださい。

1. 停止スイッチを押します。
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メンテナンス

はじめに

警告： 本製品のメンテナンスを実行する前

に、安全に関する章を読んで理解してくださ
い。

メンテナンススケジュール

メンテナンス 毎日 毎週 毎月

外面を清掃します。 X

スロットルコントロールが適切に操作できることを確認します。 X

停止スイッチが正常に機能することを確認します。 X

停止スイッチを点検します（停止スイッチ 7 ページ を参照）。 X

エンジン、燃料タンク、燃料ラインに漏れが発生していないか点検します。 X

エアフィルターを清掃します。必要に応じて交換します。 X

ナットとネジを締め込みます。 X

燃料フィルターに汚れがないか、燃料ホースに亀裂などの異常がないかを点検し
ます。必要に応じて交換します。

X

エアインテークを点検して、詰まりがないことを確認します。 X

スターターとスターターロープに損傷がないか点検します。 X

防振ユニットに損傷やひびがないかを確認します。 X

スパークプラグを点検します（スパークプラグの点検方法 12 ページ を参照）。 X

冷却システムを洗浄します。 X

キャブレターの外側と周辺を掃除します。 X

燃料タンクを清掃します。 X

すべてのコードと接続部を点検します。 X

マフラーのスパークアレスタースクリーンを点検して清掃します。 X

スパークプラグの交換サプレッサーが取り付けられていることを確認してくだ
さい。

X

スパークプラグの点検方法

注意： 推奨されているスパークプラグを使用

します。主要諸元 16 ページ を参照してく

ださい。誤ったスパークプラグを使用する
と、本製品が損傷することがあります。

1. 製品の始動や操作がスムーズにいかない場合や、ア
イドル速度で正常に動作しない場合は、スパークプ
ラグに異物が付着していないかを確認します。スパ
ークプラグ電極に異物が付着するリスクを低減する
方法

a) アイドリング速度が正しく調整されていること
を確認します。

b) 適切な燃料混合物を使用していることを確認し
ます。

c) エアフィルターに汚れがないことを確認します。
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2. スパークプラグを清掃します（スパークプラグが汚
れている場合）。

3. 電極間隔が正しいことを確認します。主要諸元 16
ページ を参照してください。

4. 必要に応じて、スパークプラグは月 1 回以上交換し

てください。

冷却システムのクリーニング方法

注意： 冷却システムに汚れや詰まりがある

と、製品が高温になり損傷するおそれがあり
ます。

冷却システムには、シリンダーの冷却フィンとエアイン
テークスクリーンが含まれています。

• 冷却システムに汚れや詰まりがないことを確認して
ください。

• 必要に応じて、ブラシを使用して週に 1 回以上の頻

度で冷却システムを清掃してください。

マフラーのメンテナンス方法

警告： マフラーに不具合のある製品は使用し

ないでください。

警告： マフラーは、操作の前後およびアイド

リング速度時に非常に高温になります。火
傷を防ぐために保護グローブを着用してく
ださい。

1. エンジンを停止し、マフラーを冷やします。

2. スパークアレスタースクリーンに欠陥がある場合は
交換してください。

3. ネジ（E）を取り外し、排気ダクト（D）を取り外し

ます。

E

D

C

注記： マフラーの内側には、がんを引き起こす可能

性のある化学物質が存在します。マフラーが損傷し
ている場合は、これらの部品に触れないように注意
してください。

4. スパークアレスタースクリーン（C）を取り外し、ワ

イヤーブラシで清掃します。ワイヤーブラシを使用
して、マフラーのインレットとアウトレットから汚
れを取り除きます。また、ワイヤーブラシを使用し
てシリンダーの排気ポートから汚れを取り除きま
す。

5. ネジ（E）でスパークアレスタースクリーン（C）と

排気ダクト（D）を取り付けます。2～3 Nm でネジを

締め込みます。

6. マフラーが本製品に適切に取り付けられていること
を確認してください。8～12 Nm でネジ（A）と（B）
を締め込みます。

B

A

エアインテークスクリーンの点検方法

エアインテークスクリーンが詰まっていると、ブローの
出力が低下し、エンジン温度が上昇します。温度が上昇
すると、エンジンが故障するおそれがあります。

1. エンジンを止めます。
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2. エアインテークスクリーンに損傷がないか点検し、
正しく取り付けられていることを確認します。

3. エアインテークスクリーンから汚れ、葉、異物を取
り除きます。

エアフィルターの清掃方法

エアフィルターを定期的に清掃して、汚れやほこりを取
り除いてください。これにより、キャブレターの故障、
始動不良、エンジン出力の低下、エンジン部品の摩耗を
防止でき、通常より燃費が良くなります。エアフィルタ
ーは、運転時間 40 時間以下の間隔で清掃してください。

また、過酷な運転条件で使用した際は清掃してください。

1. エアフィルターカバーを固定しているの留め具を緩
めます。

2. エアフィルターカバー（A）を取り外します。

A

B

C

3. 気泡フレームからフォームフィルター（B）とペーパ

ーフィルター（C）を取り外します。

4. ペーパーフィルター（C）を交換します。

5. 暖かい石鹸水で気泡フィルター（B）を洗浄します。

注記： 長期間使用したエアフィルターの汚れを完全

に除去することはできません。エアフィルターを定
期的に交換し、エアフィルターに欠陥が生じたら必
ず交換してください。

6. 気泡フィルター（B）を濡らさないようにしてくださ

い。

7. エアフィルターカバーの内側の表面をブラシ（A）で

掃除してください。

ハーネスの交換方法

警告： ハーネスが損傷していると、製品が落

下して負傷するおそれがあります。

1. エンジンを止めます。

2. クランプをストラップから取り外します。

3. ストラップの端をハンガーに通します。

4. 新しいストラップをハンガーから引き出します。

5. クランプを新しいストラップに取り付けます。
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搬送、保管、廃棄

搬送と保管

• 本製品と燃料を保管、搬送する場合は、漏れや煙が
ないことを確認してください。電気装置やボイラー
などからの火花や裸火により、火災が発生する場合
があります。

• 燃料を保管、搬送する場合は必ず、認証されたコン
テナを使用してください。

• 搬送や長期間の保管の前は、燃料タンクを空にして
ください。エアパージバルブを押して、すべての燃
料が排出されていることを確認します。燃料は適切
な廃棄場所に廃棄してください。

• 長期間保管する前は、本製品をきれいにしてすべて
の整備を行ってください。

• スパークプラグを取り外して、15 ml の 2 サイクルエ

ンジンオイルをシリンダーに注油します。本製品を
3 回回転させて、スパークプラグを再度取り付けま

す。

• 輸送中は製品をしっかりと固定してください。
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主要諸元

主要諸元

EBZ8550

エンジン

排気量、cm3 75.6

アイドリング回転数、r/min 2000

触媒コンバーターマフラー なし

速度調節イグニションシステム 有り

イグニションシステム 1

スパークプラグ NGK CMR7H

電極隙間、mm 0.6-0.7

燃料および潤滑システム

燃料タンクの容量、リットル 2.3

質量

質量、kg 11.4

1 このスパークイグニッションシステムは、カナダ規格 ICES-002 に準拠しています。
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