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三陽機器株式会社

トラクター装着アーム草刈機

ZH341(ZH451) 

導入前の検討事項
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〔1 / 2］

トラクタ装着アーム式草刈機ZH341（ZH451） 導入前の検討事項 
トラクタ条件 
□お持ちのトラクタに装着可能ですか？ 
ＺＨ３４１：カテゴリＪＩＳ１, トラクタ質量 1,700kg 以上 
ＺＨ４５１：カテゴリＪＩＳ２, トラクタ質量 2,800kg 以上 

畦畔法面条件 
□石、水路、杭、埋設物など障害物がないですか？
空き缶やワイヤなどのゴミ、石などについても、
事前に確認をおこなってください。 

□法面状態が悪い箇所は、旗などを立てて注意喚起
してください。 

□トラクタが走行できる所からアームが届く所まで
が草刈り可能範囲です。実機にてご確認くださ
い。 

□法面の路肩が崩れやすくないですか？ 
トラクタで走行しても安全ですか？ 

□農道を走行可能ですか？ 
道幅は十分余裕がありますか？ 
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メンテナンス 
□刈刃の洗浄は可能です。 
油圧ホース、電気コネクタ、油圧機器に高圧洗浄は
できません。 

□刈刃はスパナで交換可能です。摩耗した場合は交換
してください。 

□修理・メンテナンス、消耗部品のご注文は農機販売
店またはＪＡ（農協）へご連絡ねがいます。 

価格 
□ランニングコストも検討してください。 

消耗品 交換時期（目安） 
ナイフ刃（ブレード刃） １００時間毎 
サクションフィルタ ２００時間毎 
作動油（100Ｌ） ２００時間毎 
フラッパ（石飛び防止用） ５００時間使用毎 
ヒール ５００時間使用毎 
Ｖベルト ５００時間毎 
ボールベアリング １,０００時間毎 
油圧ホース ２年毎 

導入前に 
□実際にアーム式草刈機を使用したい、畦畔法面でのデモはお近くの農機販
売店またはＪＡ（農協）を通じ、弊社へご連絡ください。実機によるデモで
草刈り性能をご確認ください。 
TEL：0865-64-4301 

最後に 
□アーム式草刈機で、すべての畦畔法面を管理できるわけではありません、
集草作業が必要な場合もあります。 

□アーム式草刈機がアクセスできない、作業ができない法面は存在します。 
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三陽機器株式会社

リモコン式草刈機 AJK600

導入前の検討事項
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リモコン式草刈機AJK600 導入前の検討事項 
傾斜面草刈りについて 
□導入前に実際に畦畔の傾斜を計測してください。斜
面に長板を当てて平均的な角度の計測と局所的な
凸凹による角度を計測。 40°を越えなければ作業
可能です。 
□坂道で降ろす必要がある場合は、歩み板の傾斜も確
認してください。歩み板の途中で傾斜エラーで停止
するリスクもあります。 
□できるだけ傾斜面の下から上へ草刈りをおこなっ
てください。上から作業していくと、傾斜によって
は戻ってこれなくなる場合があります。 

畦畔法面条件 
□石、水路、杭、埋設物など障害物がないですか？ 
空き缶やワイヤなどのゴミ、石などについても、事
前に確認をおこなってください。 
□法面内の凹凸はありますか？ 陥没はないですか？
法面状態が悪い箇所は、旗などを立てて注意喚起し
てください。 
□凹凸による局所的な傾斜角度が機体の傾斜制限を
超えてしまうと、斜面内で機体が停止して動かなく
なってしまうことがあります。 
斜面で立ち往生した場合、救出できるか検討してく
ださい。 
□畦畔法面までリモコン式草刈機がアクセスできま
すか？ 
□機体重量は 200kg あり、移動は軽トラでの移送に
なります。 

仕様表 
質量 200 kg 
エンジン馬力 11.8 PS 
走行速度 2.6 km/h 

23



[2 / 3] 

□水路や溝は渡し板が必要になります。 
□畦畔法面が柔らかい場合、法面を壊すおそれがあり
ます。 
□太陽光パネル、果樹園などの作業時、棚下の高さに
余裕がありますか？ 
□刈刃が機体の中央にあり、前後方向を切替えして作
業します。 

動力 
□ガソリンタンク容量 6.1L で、１回の給油で約２時
間作業可能です。 
□法面内で燃料切れが起きないように注意する。斜面
作業時はガソリンがこぼれないよう７割程度の給
油にし、１時間ごとのこまめな給油をしてください。 

リモコン 
□リモコンはジョイスティックにより操作は簡単。 
□通信異常・エンジンオイルレベル異常・リモコン電
池のエラー表示をリモコンのディスプレイで確認
できるので異常時に対処しやすいです。 
□リモコンの電池は手に入りやすい 9V角電池（充電
式も使用可能）です。 

リモコン 注意事項 
□電波塔が近い場合などや、近くで同じ機種を複数台
動かす場合は、混信を防ぐため無線のチャンネルを
変えてください。 
□操作可能な無線距離が長くても、法面状態の目視が
十分できない場合は、作業に危険があるので、過度
な遠距離操作は避けてください。 
□リモコン操作はなるべく立ち止まっておこない、機
体が離れ過ぎたら、操作をやめて、歩いて機体に近
づくようにしてください。 
□機体に近づき過ぎない、飛散物があるので適度な距

草刈走行

イメージ 

ジョイスティック
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離を保ってください。 

メンテナンス 
□機体は高圧洗浄できません。機体下部の刈刃部は高
圧洗浄可能です。 
□刈刃交換はスパナで可能です。 
摩耗した場合は交換してください。 
□冬季等長期保管時はバッテリをはずしてください。 
□修理や部品のご注文はお近くの農機販売店または
ＪＡ（農協）へご連絡ねがいます。 

価格 
□ランニングコストも検討してください。 

消耗品 交換時期の目安 
エンジンオイル（1.1 Ｌ） ６か月または１００時間毎 
作動油（12.5 Ｌ） ２００時間毎 
チェーン、ジョイントリンク ５００時間毎 
ナイフ刃セット（フリーハンマー刃８枚） 摩耗・破損時 
Ｖベルト 

破損時 
バッテリー 
フラッパ 
タイヤ 
ヒューズ 

導入前に 
□実際にリモコン式草刈機を使用したい、畦畔法面でのデモはお近くの農機
販売店またはＪＡ（農協）を通じ、弊社へご連絡ください。実機によるデモ
で草刈り性能をご確認ください。 
TEL：0865-64-4301 

最後に 
□リモコン式草刈機で、すべての畦畔法面を管理できるわけではありません。 
□リモコン式草刈機がアクセスできない、作業ができない法面は存在します。 

×
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株式会社アテックス

ハイブリッドラジコン草刈機

説明資料
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株式会社ササキコーポレーション

電動リモコン作業機（草刈機）

【スマモ】説明資料
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株式会社ササキコーポレーション

ご紹介

4
3



現在の作業環境の中で、人手不足が深刻化しております。人手不足
を解消すべく、作業のロボット化、ICT、IoT活用等が進む中、狭い
場所など人が入れない所での作業を機械化する需要が増えてきてお
り、例えば、太陽光発電所のパネルの下など、大型の作業機や人が
入れない場所での機械による作業の需要がある。

そこで、当社は
無線リモコン式電動作業機
smamo[スマモ]を開発。
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スマモの走行ユニット紹介
走行ユニット RS400-1・2

スマモの走行部分
RS400-1（バッテリー１個付属）
RS400-2（バッテリー２個付属）

1・2はバッテリーの付属する個数が
違うだけで、走行ユニット本体自体
は同じです。

4
5



アタッチメントの紹介
草刈アタッチ M700

草刈の用途に。

刈幅 716㎜
刈取刃 フリーナイフ刃８本
刈取り適応草丈 300～500㎜（基本400㎜）
果樹園など 太陽光パネル下 傾斜地（最大35度まで）

草刈作業面積 草刈作業時間

バッテリー１個 840㎡(※2) 約60分
バッテリー2個 1680㎡(※2) 約120分

※1 速度3.2km/h時
※2 草丈約30㎝/速度1.5km/hの場合。（草の密集度などの条件により変わります。）
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アタッチメントの紹介
際刈アタッチ SSC-30

障害物の際に沿って草刈作業。

刈幅 340㎜
刈取刃 ナイロンカッター
作業時間 約150分(バッテリー1個時)

約300分(バッテリー2個時)4
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アタッチメントの紹介
畦草刈アタッチ AZ720

畦上面や法面の草刈作業。

刈幅 717㎜
刈取刃 フリーナイフ刃８本
刈取り適応草丈 300～500㎜（基本400㎜）
作業時間 約60分(バッテリー1個時) 約120分(バッテリー2個時)4
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アタッチメントの紹介

ブレードアタッチ
除雪などの押し出し用途に。

トレーラーアタッチ
荷物などの運搬に。

運搬アタッチ
荷物などの運搬に。

スマモは様々アタッチメントが
想定されています!
用途開発については
お問い合わせください。
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電動ならではの作業
●排ガスゼロ
クリーンな作業が可能。排気ガスゼロなので屋内でも使用できます。

●簡単操作
走行ユニットとリモコンの電源を入れるだけで、誰でも簡単に使えます。

●低騒音
電動ならではの静かさ。
例）走行時の騒音レベル 60db（5ｍ離れた場所での測定[弊社調べ]）

5
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株式会社ササキコーポレーション
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