














安全に作業するために

( 6 )急な発進・停止・ 旋回・スピードの

出しすぎ禁止

スピードの出しすぎ、急な発進・停止・

旋回は、事故の原因となるだけでなく、

機械の寿命も縮めますので行わないで

ください。

また、起状の多いほ場や傾斜地は、危

険です。作業スピードは極力落として

作業を行ってくださ い。

( 7 )立ち乗り運転の心得

立ち乗り運転時は運転者が振り落とさ

れたり車輔が転倒したりする恐れがあ

りますので、十分注意してください。

また、立ち乗り運転時は 6速を使用し

ないでください。

( 8 )傾斜地で作業するときは

次のことを必ず守ってください。

①等高線に平行、または斜めに走行する

と横転の危険があります。

斜面の作業は必ず等高線に対して直角

方向に走行してください。

②傾斜地で旋回するときは、速度を落と

し、急旋回をおこなわないでください。

高速で旋回すると、転倒する危険があ

ります。また、傾斜地でのステップに

乗っての作業は転倒、転落する可能性

がありますので行わないでください。

③傾斜地では駐車しないでください。や

むなく傾斜地に駐車する際には、輪止

めをしてください。

( 9 )溝や畦を横断したり軟弱な所を通る

ときは

スリップや転倒による事故を防ぐため

に、幅 ・長さ ・強度が十分あるスリッ

プしないアユミ板をかけ、最低速度で

通ってください。

ゆっぐりと
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(' 0)作業途中で運転席より離れるときは

平坦な場所に停車し、エンジンを止め、

走行クラッチを切ってください。
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安全に作業するために

(1 1 )後進して作業するときは

後方に障害物のないことを充分確認し、

本機と障害物の聞に人や動物を挟まな

いようにしてください。

②火傷やケガを負った場合は、速やかに

医者の診療を受けてください。

4.道路走行・輸送するときは

( 1 )公道走行はできません

本機で公道を走行すると道路運送車両

(1 2)慢持、散布作業中は | 法に違反します。公道を移動するとき

ホッパー上に手を置く、あるいはホッ| は、トラックなどで運送してください。

パー内部に手を入れないでください。ア

ジテータに巻き込まれると傷害を負う恐 I ( 2 )トラックなどへの積込み・積降ろしは

れがあります。 I 平坦な場所でトラックが移動しないよ

うエンジンを止め、サイドブレーキを

かけ、車止めをしてください。

積込んだ機械は、強度が充分にあるロ

ープで確実に固定してください。

(13)高温油に注意してください

①高温油による傷害を防止するために作

業直後の注油やミッションのオイル交

換はしないでください。作業前か充分

温度が冷えてから行ってください。

以上、機械の取扱で注意していただく主だ、った事項を記載しましたが、これ以外にも

本文の中で A印を付けて安全上の注意事項を表記しております。
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作業方法
.シャ ッター開度位置の選定

散布量は前ページの表を参考に、開度ス

トッパーレバーで開度位置を設定して

ください。

《例》

粒状肥料を 10アール当り 100kg散布

したい場合、表中の 100kgに近い数値を

探すと次のような例となります。

3速開度 3→ 100kg 

4速開度 4→110kg 

5速開度 6→110kg 

ほ場条件 ・作業条件に適した組合せを選

定してください。

園圏
目安表の数値は参考値としてお考えく

ださい。実際には肥料の種類、散布条件、

ほ場条件により 差異が生じる場合があ

ります。

最初に使用されるときは、目標散布量の

半分に設定して、 2度播きされることを

おすすめします。

.シャッター開度ストッパ一位置の変更

シャッター開度を設定されましたら、シ

ャッター開度ストッパーレバーを上へ

引き、設定開度位置まで移動させて、レ

バーを固定してください。

4.エンジンの回転速度について

エンジン回転速度を上げるほど、肥料の

散布距離は長くなりますが、逆にアジテ

ータによる肥料の破砕が多く発生する

ようになります。

エンジンの回転速度は肥料の散布距離

及び破砕状態を見ながら調整してくだ

さい。

5.散布作業の方法について

.作業手順について

①散布 ・境枠クラッチを入れ、シャッター

開閉レバーを設定開度位置まで確実に

倒してください。

②肥料が本機前方に散布されることが確

認できたら、走行クラッチを入れ、走行

を開始してください。

A 注意
散布作業に入る前には、側方および

前方に人や動物がいないことを確認

してください。

6.散布幅について

.散布幅は肥料の大きさ、スピンナーの回

転速度、風などに影響されます。

一般的には、大きい粒子の肥料の場合は

スピンナーの回転速度が速いほど散布

幅が広くなります。

.肥料の種類によっても散布幅が変わり

ます。その種類や特性により散布幅に適

切な重複が必要です。

----------
粒状 袋詰めコンポス ト

S:有効散布幅 6~ 1 Om 2. 5 ~3. 5m 

L:重複幅 1~ 2 m 1~ 2 m 

B' .最大散布幅 8~ 10m 3~ 5. 5m 

7.傾斜地に関して

等高線に対して直角方向に走行し、旋回

時は速度を落とし、急旋回をしないでく

ださい。
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作 業一

企

方法

警告

等高線に平行、または斜め走行や

急旋回は横転の危険がありますので

決して行わないでください。

8.移動するときは

公道を走行すると、道路運逆車両法に違

反します。公道を移動するときは、トラ

ック等で運搬してください。

9.車鏑のトラックへの積込み・積降し

トラックへの積込み・積降ろしは、次の

要領で行ってください。

思わぬ事故につながる恐れがあります

ので積込み、積降しとも充分注意してく

ださい。

じ1午是主

A 魯.a:.E富田

.積込み・積降ろしの場所は、周囲に危

険物のない、平坦で安定した場所を選

んでください。

.アユミ板のフックを荷台に段差のない

ように確実にかけてください。

.周囲は機械が不意に動いたときに危険

ですので立たないでください。

.アユミ板の上でサイドクラッチを

操作して、進路変更を絶対に行わない

でください。

クローラがアユミ板から外れてi転倒す

老罫れが玄 ります。

.アユミ板とトラックの継ぎ目を越える

時は、急に重心が変わりますので充分

に注意してください。

特に、スピードの速い時には転倒の恐

れがありますので、必ず遅いスピード

で行ってください。

①トラックへの積込み・積降ろしは平坦地

を選び、補助者 1名の立合いのもとで行

ってください。

②積込み・積降ろしに使用するアユミ板は

滑り止めがあり、車輔の重量に充分耐え

られるものを使用し、地面との傾斜角度

が 15度以内になる長さのものをご使

用ください。

③アユミ板のフック部をトラックの荷台

部に確実にかけて外れないことを確認

してから、車車両の積降ろしを行ってくだ

さい。

④積込み時の速度は最低速度で安全運転

をしながら行ってください。

⑤トラックへの積込みは、必ず前進走行で

行ってください。

1 O. トラックでの運搬

企警告
丈夫なロープを車嗣にかけ、確実に

固定してください。

守らないと、急ブレーキをかけた時な

どに荷台から軍輔が転落する恐れが

あります。

車輔を運搬する時は車車両重量以上の積載

量をもち充分な広さを有するトラックを

使用し、運転には坂道やカーブに注意して

安全な速度を厳守してください。
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付表
2 .主な消耗部品

-園田園・E

部 品 名称 部品コード 数量 備考

Vベルト(エンジン→散布ミッション) 03610 3 120 420 1 LB-42 

Vベルト(エンジン→中間軸) 03610 3 120 280 1 LB-28 

Vベルト(中間軸→走行ミッション) 03610 3 1 2 0 630 LB-63 

スピンナーファン 3 7 1 0 5 3 3 1 3 000 3 

シェアピン 1 0 1 163 5 189 2 000 
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