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2 agria 9500 premium 

 

銘板 

こちらに記入してください。 

 

機器品目番号：  ..............................................................  

製品 ID 番号：  ................................................................  

エンジンの種類:  .............................................................  

エンジンの番号：  ...........................................................  

購入日：  .........................................................................  
 

銘板、ページを参照 4、図 A/8 ガソリンエンジン: エンジン
の番号、ページを参照 71、図 C/5 納品ミス防止のため、予
備部品発注時は毎回これらの情報をお知らせください。 

agria の純正予備部品のみを使用してください。 

 

本取扱説明書に記載の技術データ、図、寸法は拘束力を持

つものではありません。本取扱説明書に記載のこれらの情

報に基づいて、いかなる請求をすることもできません。弊

社は製品を改善した場合でも、本取扱説明書を改訂しない

権利を留保します。 

納品の明細（確認してください）： 

• リモートコントロール雑草刈機 

• リモコン並びに、オリジナル取扱説明書、 

充電式バッテリーおよびストラップ 

• 予備バッテリー、バッテリー充電器 

• オリジナル取扱説明書 
• オリジナルエンジン取扱説明書 

• 機器識別カード 

(本機のプラグインスリーブ内） 

機器識別カードに記入して、ブリッグスアンドストラ

ットンジャパンにご返送ください。 



1 安全注意事項  
 

リモートコントロール式雑草刈機 agria 9500 premium 3 

記号 

 警告記号、危険箇所への
言及 

 
注意 

 
重要な情報 

 
機器停止 

 
エンジン始動 

 
エンジン停止 

 

エンジン無負荷回転数 

 
エンジンオイル 

 
エンジンオイルレベル 

 
燃料 

 
速く 

 ゆっくりと 

 
刈高調整 

 
刈刃作動 

 
刈刃停止 

 
オイル潤滑箇所 

  

 

回収、固縛、けん引時の
取り付け点 

  

 

 

 
別冊のエンジン取扱説明
書を参照してください。 

 
取扱説明書 

 

バッテリーおよび本取扱
説明書に記載の注意事項
に従ってください。 

 

目保護用具を着用してく
ださい。 

 

保護手袋を使用してくだ
さい。 

 
禁煙 

 

火炎、裸火、喫煙は禁止
されています。 

 

酸、バッテリー、充電器
に子供が近づかないよう
にしてください 

 

表面が熱くなっていま
す。 

 
爆発物 

 

一般廃棄物として処理し
ないでください。 

 
自治体の指示により、処
理してください。 

- agria-Service -= 担当の agria サービ 

スセンターへ連絡してください。 
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図 A 部品の名称 
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図 A： 
  

1 ドライブホイール 

2 発電機 

3 トラベルホイール 

4 ガイドホイール 

5 クローラー 

6 マフラー 

7 モアデッキ 

8 銘板（製品 ID 番号） 

9 エンジン 

10 着脱式燃料カン 

11 ランプ（ホワイトが前進/オレンジが後進） 

12 締付けボルト 

13 走行用トランスミッション 

14 緊急停止スイッチ 

15 メインスイッチ 

16 バッテリー 

17 接続ボックス E テクノロジー 
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1 安全注意事項 

運転開始の前に、本取扱説明書をよく読
み、警告記号に注意してください。 
  

警 告
記号  
  

使用者の安全に関係する箇所を強調する
ため、本取扱説明書を全体でこの記号を
使用しています。すべての安全注意事項
を他の使用者にも伝えてください。 

  

意図されている使用方法 

本機は現在の最新技術を取り入れており、
認められた方法で使用する場合、市場に
出た時点で適用される安全規則に準拠し
ています。設計においては、規則に従っ
て機能を限定すること以外、予測される
誤使用または残存するリスクを取り除く
ことは不可能でした。 

このリモートコントロール雑草刈機、
agria 9500 は、草、草に準ずる植物の除
去（意図されている使用方法）に最適な
雑草刈機です。 

本機は最高 45°の斜面で作業ができます。 

それ以外の使用方法は、意図された用途
外となります。意図されていない使用方
法から起こるすべての損害の責任をメー
カーが負うことはなく、すべてのリスク
の責任は使用者自身が負うことになりま
す。 

意図されている使用の中には、メーカー
が規定する、運転、修理、保守管理条件
の順守も含まれます。 

本機への、特に安全に関わる機器への無
許可の変更は、危険度が高い状況につな
がる可能性があり、発生した損害に対す
るメーカーの責任の範囲外となります。 

未承認のバッテリーを使用した結果発生
する損害は、保証範囲から明確に除外し
ます。 

本機は本取扱説明書に従い運転してくだ
さい。必要に応じ他の運転者に操作を指
示してください。 

すべての不適切な使用方法、または、本
取扱説明書に記載していない使用方法は、
不正使用であり、メーカーの責任に対す
る法的限界外となります。 

本機を不適切に使用することで周囲の人
が危険にさらされ、本機や、運転者の他
の財産に損害を与える可能性があります。
本機の機能も損なわれる場合があります。 

合理的に予見可能な誤使用 

予見可能な誤使用および不適切な取り扱
いは以下を含みます。 

• 人や物の運搬 
  

• 防護および安全用具の取り外しまた
は改造 

  

• 保守間隔の非順守 
  

• 摩耗部品の未交換 
  

• 誤った保守または修理 
  

• 不適切な使用 
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全般的な安全および事故防止規則 

基本的な規則： 

 
本機の運転を開始する前に、本取扱説明
書のすべてをよく読んでください。 

本機を使用する際は周りの状況に注意を
払い、安全な使用方法と安全ではない使
用方法の区別を常に考慮してください。 

該当する事故防止規則や一般的に認めら
れている安全性、労働衛生、交通法に関
する規則を順守してください。 

公共の輸送経路を使用する際は最新の道
路交通法を順守してください。 

運転開始前には必ず、交通状況と本機を
運転する際の安全を確認してください。 

本機に慣れた、危険発生時の処置を理解
している人員のみが、本機を使用し、保
守・修理を行うことができます。 

本取扱説明書を理解し、本機に慣れてい
る責任ある大人のみが、本機を使用する
ことができます。未経験者または子供は
本機を使用することはできません。 

 
子供たちに本機で遊ばせないでください。
これはおもちゃではありません。 

充分に明るいときにのみ、本機を使用し
てください。アルコールや薬の影響があ
るときは、本機を決して使用しないでく
ださい。 

表示された警告や情報の記号は安全な運
転のための重要な注意事項を示していま
す。自身の安全のためにそれらを順守し
てください。 

エンジン車またはトレーラーに乗せて、
作業場の外へ輸送する際は、エンジンの
スイッチを必ず切ってください。 

回転する器具には注意し、安全な距離を
保ってください。 

惰走する器具には注意をしてください。 

惰走する器具にはご注意ください。完全
に停止してから、作業を開始してくださ
い。 

運転中に本機に乗ってはいけません。 

運転速度を状況に合わせてください。 

エンジン調速機の設定を変更しないでく
ださい。 

エンジンの調速機の設定を変更しないで
ください。回転数が高くなると事故の危
険が大きくなります。 

作業エリアと危険ゾーン 

作業エリアは作業を行う場所の全部を指
します。作業エリア内の第三者に対し、
使用者は責任があります。 

本機の危険ゾーンには立ち入らないでく
ださい（ページを参照 30)。 

 

 
本機の作業エリアに子供や第三者が立ち
入らないようにしてください。人が作業
エリアに近づいたら、すぐに本機を停止
してください。 
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作業を始
める前に、作業エリアに異物（石、ケー
ブル、ホースなど）がないか確認し、あ
れば、取り除いてください。本機の刈刃
で飛ばされた物が人に当たり重傷を負わ
せる恐れがあります。 

本機を運転し刈り取りを行っている間、
石、切り株、ビンなどの異物がないかさ
らに注意し、必要に応じ、タイミングを
見て取り除いてください。 

囲われた空間で作業する場合は、器具を
損傷することがないように、端から安全
な距離を保つようにしてください。 
  

運転および防護用具 

運転開始前 

本機と運転にかかわる部品、およびそれ
らの機能に精通するようにしてください。
何よりも、緊急時にエンジンを迅速かつ
安全に切る方法を確認してください。 

すべての防護用具を着用し、調整が適切
であることを確認してください。 

運転開始前には必ず、すべての部品およ
び防護用具の機能を確認してください。
損傷した部品があれば、取り替えてくだ
さい。必要に応じ専門員に依頼してくだ
さい。 ご自分の安全のために、Agria の
純正予備部品のみを使用してください。 

滑ったり転倒したりしないよう、地面表
面の状態（植生、湿度など）に合わせて、
適切な靴を履いてください。 

運転開始 

エンジンをかける前に、エンジンの取扱
説明書をよく読み、オイルとガソリンが
充分であることを確認してください。 

使用前に、リモコンのスイッチを入れて
充分に充電してください。 

締め切った部屋の中でエンジンをかけな
いでください。排気ガスが一酸化炭素を
含んでいるため吸引すると非常に有害で
す。 

エンジンをかける前に、すべての運転に
かかわる各部分をニュートラルまたはア
イドルの位置に設定してください。 

本機の前面に立ってエンジンをかけない
でください。 

電気式始動補助器（ジャンパケーブル）
を使用するときは、始動補助剤を使用し
ないでください。爆発の危険があります。 
  

運転 

本機と作業エリアの両方が充分よく見え
るような明るさである場合のみ、作業を
行ってください。 

まずは平らで滑らかな表面で本機とリモ
コンに慣れ、その後ゆっくりとリモコン
を操作してください。広い場所を確保し、
前進・後進する、方向転換、坂を登る・
下るなどのさまざまな機能をゆっくりと
操作してください。 

 

 
危険な場所や、水たまりが見えない可能
性のある濡れた地面上では運転しないで
ください。雨の中や、濡れた草での作業
は刈り取ったものが詰まるため、多くの
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場合、除草作業がはかどりません。本機
には通電中の電気・電子部品が装備され
ていることを常に心に留めておいてくだ
さい。 

リモコンは約 100 m の範囲で有効です。 

しかしながら、運転中は、本機が見える
位置にいてください。土手、茂み、丘な
どで、本機が見えなくなる恐れがありま
す。本機が見えなくなると、人や物、本
機自体に危険がおよぶ恐れがあります。 

 

 
運転中は本機との適切な距離を保ってく
ださい。稼働している本機に近づかない
でください。また、本機または刈取機構
の下に手や足を出さないでください。 

 

本機の制御ができるよう安定した姿勢で
立ち、リモコンを手にしっかりと持って
ください。 

本機が過負荷にならないように、本機の
運転条件を設定してください。必要に応
じ速度を遅くしてください。 

本機がスリップしたり転がったりして運
転者を轢く恐れがあるような位置に、運
転者が立ったり本機を配置したりしない
でください。 

 

 
本機が決して人や物に向かわないように
動かしてください。本機を壁や物の近く
で運転する際は、刈り取ったものや異物
が跳ね返ることを考慮に入れてください。 

 

 
特に砂混じりの表面を移動させる際は、
刈刃の駆動装置のスイッチを切ってくだ
さい。 

 

 
埃の多い地面で作業を行う際は、防護ゴ
ーグルおよび埃除けマスクを着用してく
ださい。本機に対する作業を行う際は、
保護手袋を着用してください。 

 

 
本機に近づく際は必ずエンジンを切り刈
刃が停止するのを待ってください。坂の
下側から本機に近づかないでください。 

 

 
本機の清掃や本機に対するその他の作業
を行う前には、エンジン、機器、リモコ
ンのスイッチを切り、刈刃が停止するの
を待ってください。 

重要：リモコンの緊急停止スイッチを入
れると、直ちに本機のすべての部品のス
イッチが切れます。 

リモコンと本機が非常に離れた場合また
は伝送周波数に妨害が入った場合も、本
機は直ちに停止します。いつでも本機を
安全に監視、制御、操作できるような距
離を、本気との間に保ってください。 
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本機とエンジンが停止し、メインスイッ
チを切り、キーまたは点火プラグコネク
タを外し、リモコンのスイッチを切って
から、棒や適切な道具を使用して、本機
の詰まりを取り除いてください。 

 

 
本機が異物にぶつかった場合は、エンジ
ン、本機、リモコンのスイッチを切り、
刈刃が停止するのを待ち、損傷を確認し、
損傷のある部品があれば、修理してから、
本機のスイッチを再度入れてください。 

 
本機を常にきれいな、適切に保守管理さ
れた状態に保ってください。効率の良い、
安全な運転が保証されます。リモコンは
きれいな乾いた状態に保ち、油脂が付か
ないようにしてください。 

よく切れる刈刃を使用してください。刈
刃を取り替えたり、研いだりする必要が
あるときは、保護手袋を着用してくださ
い。 

安全の記号や取扱説明書を良い状態に保
ってください。必要に応じ交換してくだ
さい。 
  

坂での運転 

 本機が横転する可能性のあるよう
な坂では作業を行わないでください。本
機やその他の物への重大な損傷を招いた

り、近くにいる人が重傷を負ったりする
場合があります。 

可能であれば、坂では、作業は等高線に
沿って坂を横切るように行い、方向転換
は上方に向かって行ってください。 

スリップしたり、ひっくり返ったりしな
いように、穴、くぼみ、段差、その他の
物に気を付けてください。 

背の高い草むらでは物、危険物、小動物
が見えなくなることに留意してください。 

坂の濡れた地面での作業は避けてくださ
い。溝や川岸での作業には特に注意を払
ってください。  

その他の子供や動物に対する安全注意事
項 

子供たちは、本機をおもちゃと思いがち
です。このため、本機またはリモコンを
見えないところに絶対に放置しないでく
ださい。 

 子供たちや動物は思いがけないと
ころに現れることを心に留めてください。
子供たちや動物が見えていない恐れのあ
る、見晴らしの悪いところ、茂み、樹木、
その他の物体のある所に本機を近づける
ときは、特に気を付けてください。 
  

終了作業 

エンジンがかかっているときは、本機か
ら目を離さないでください。 

本機から離れる前に、エンジンを切って
ください。続いて、（あれば）燃料栓を
閉めてください。 

熱くなった本機を炎天下に置かないよう
に、注意してください。 

許可のない使用を防ぐためにリモコンか
らキーを取り、本機が転がらないように
してください。 
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保守管理 

保守および修理の訓練を受けた専門員の
みが、保守管理を行うことができます。 

エンジンがかかったままで、保守と清掃
を行わないでください。 

エンジンへの保守作業を行う際は、必ず、
（あれば）点火キーと、ガソリンエンジ
ンの場合は点火プラグコネクタも取り外
してください。 

摩耗し、引きちぎれる恐れのある防護用
具と道具は、定期的に検査し、必要に応
じ交換してください。 

損傷した刈刃は交換してください。 

刈刃を交換する際は、適切な道具と保護
手袋を使用してください。 

構造上の、安全に関係する部品において、
溶接、研磨、削り、穿孔などの修理は行
わないでください。 

溶接作業を始める前に、バッテリーを取
り外してください。 

溶接作業の間に、本機の電気および電子
コンポーネントが影響されないようにし
てください。 

火災が起こらないように、本機および付
属品をきれいに保ってください。 

ナットとボルトがゆるんでいないか、定
期的に確認し、必要に応じ締め直してく
ださい。 

保守と清掃の後、防護用具を再度着用し、
適切に調節してください。 

agria の純正予備部品のみを使用してく
ださい。 

作業完了後、機能性と安全性を試験して
ください。 
  

保管 

開放式暖房を行っている部屋で本機を保
管しないでください。 

タンクに燃料が残った状態のまま本機を
締め切った部屋に置かないでください。
燃料が気化し危険です。 
  



1 安全注意事項  
 

14 リモートコントロール式雑草刈機 agria 9500 premium 

エンジン、燃料、オイル 

締め切った部屋でエンジンをかけないで
ください。中毒になる可能性が高くなり
ます。これを避けるため、損傷したマフ
ラー部品は必ず交換してください。 

熱くなったエンジン部品は注意して取り
扱ってください。 

マフラーなどのエンジン部品は、エンジ
ンがかかっている間は、非常に熱く、エ
ンジンが切られた直後も非常に熱くなっ
ています。高温の表面から充分に離れ、
また子供たちが稼働しているエンジンに
近づかないようにしてください。 

燃料を取り扱う際は、注意が必要です。
火災が起こる可能性が高くなります。直
火、点火スパーク、高温のエンジン部品
の近くでは、決して燃料を使って作業し
ないようにしてください。 

締め切った部屋で燃料を入れないでくだ
さい。燃料を入れている際は喫煙しない
でください。 

エンジンのスイッチを切り、温度が下が
った燃料カンのみに注入、または交換を
してください。 

燃料を入れる際にこぼさないようしてく
ださい。適切な注入サポート器具をご使
用ください。 

規定の品質の燃料を使用するようにして
ください。 

燃料は承認された容器のみを使用して保
管してください。 

燃料を燃料カンの端までいっぱいに満た
さないでください。燃料は温度が上昇す
ると膨張します。 

燃料カン内に、燃料の膨張に十分な予備
燃料が入っているように留意してくださ
い。 

カンを交換した後、燃料接続具が燃料カ
ンのキャップに再度しっかりとはまって
いることを確認してください。 

安全性の面から、燃料タンクキャップな
どのタンクキャップが損傷していれば取
り替えてください。 

防錆剤と安定剤は子供の手の届かない場
所に保管してください。嘔吐などが起こ
った場合は直ちに医者に相談してくださ
い。目に入った際はすぐに充分な水です
すいでください。蒸気を吸い込まないで
ください。 付属の説明書をよく読んで
順守してください。 

開栓され空に見える加圧缶を廃棄する前
に、完全に空であることを確認してくだ
さい。 

火花や炎のない、よく換気された場所で
中身を出してください。必要に応じてカ
ンを危険物として廃棄してください。 

オイル、燃料、グリースを扱う際は、適
切な保護手袋を使用し、必要に応じて、
肌用保護剤を使用してください。 

高温のオイルを排出する際は火傷をしな
いように注意してください。 

規定の品質のオイルを使用してください。
承認された容器のみを使用して保管して
ください。 

オイル、燃料、グリース、フィルターは
分別して適切に廃棄してください。 
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電気システムとバッテリー 

電気システムのメンテナンスを行う場合

は、ずバッテリー（マイナス端子）を切
り離してください。 

バッテリーは、最初にプラス端子、その
後マイナス端子を接続し、正しく接続し
てください。切り離す際は、その反対の
順番で行ってください。 

既定のヒューズのみを使用してください。
ヒューズの定格が高すぎると、電気シス
テムが回復できないほどに損傷する場合
があり、火災の危険があります。 

必ず、プラス端子を規定のカバーまたは
端子キャップで覆ってください。 

その他のバッテリーに対する安全注意事
項 

雨の中、または湿気のある部屋の中でバ
ッテリーを充電しないでください。すべ
ての保守および清掃を行う前に、バッテ
リーからバッテリーケーブルを取り外し
てください。本取扱説明書に記載されて
いるバッテリーのみをご使用ください。
バッテリーを開けたり、損傷を与えたり、
熱源の近くに保管したりしないでくださ
い。 

 漏れた液類はすべて腐食性があり、
目や肌を損傷する恐れがあります。蒸気
やガスは毒性がある場合があるため、吸
い込まないでください。 

バッテリーを取り扱う際は、道具、指輪、
ブレスレット、キーがうっかり端子間の
短絡を引き起こさないように、常に注意
してください。火傷を負う場合がありま
す。 

危険：バッテリーに含まれる物質は、目
や肌に損傷を与え、伝導性および腐食性
があります。目や肌を守るために、安全
ゴーグルと保護服を着用してください。
手で触れた場合は、手をよく洗ってくだ
さい。目に入った後は、直ちに充分な水
ですすぎ、医師に相談してください。 

注意：純正のバッテリーのみを使用して
ください。その他のバッテリーは、本機
を損傷したり人を負傷させたりする恐れ
があります。付属品のバッテリーは密閉
され、維持管理が不要で、横転しても液
漏れの心配がありません。完全に放電し
たバッテリーは、充電に数時間かかる場
合があります。 
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警告と必須の記号について 

 

本機の運転を開始する前に取扱説明書と安全注意事項をよく
読み、順守してください。 

清掃、保守、修理を行う前にはエンジンを切り、緊急停止ス
イッチを押し、リモコンからキースイッチを取り外してくだ
さい。 

 

エンジンの稼働中は、安全のため、刈刃から充分に離れた位
置にいてください。 

 

本機部品に触れる際は各部が完全に停止してから触れてくだ
さい。 

 

特に石の多い土壌では、飛来物に注意してください。エンジ
ンが作動しているときは距離を保ってください。 

作業エリアから異物を取り除いてください。 

 

本機を運転する際は、保護耳栓を使用してください。 

- 安全靴を着用してください。 

 
熱くなったエンジン部品は注意して取り扱ってください。 

 
手の負傷に関する警告。 

  

 
水を吹きかけないでください。 

  

 

運転開始および保守を始める前に、本取扱説明書を読み、理
解するようにしてください。 

子供たちが近づかないようにして、子供たちの近くでは作業
をしないでください。 

  

 
手や足で触れないでください。 

  

 

注意！電圧 
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2 技術データ 

リモートコントロール雑草刈機

エンジン： .............................................................. ブリッグス アンド ストラットン 

けん引駆動装置： ............................................. 無段変速 48V 電動式クローラー駆動 

移動速度： ....................................................................................... 前進 0～6.0 km/h 

後進 0～6.0 km/h 

ブレーキ： ........................................................................... 電気機械式安全ブレーキ 

地面圧： ................................................................................ 0.08 kg/cm²（8.0kPa） 

刈刃駆動装置： ....................................................................... クラッチ付き V ベルト 

刃軸の速度： ............................................................................................... 2,725rpm 

刈刃： .......................................................................................... 除草用刈刃 660mm 

作業容量： ...................................................................................... 2,500～3,000m²/h 

制御： .................................................................................. 操作レバー付きリモコン 

リモコンの範囲： ...................................................................................... 最大 300m 

リモコンの通常の作業範囲： ................................................................... 最大 100 m 

外気温度： ...........................................................................................  -5 から+40 °C 

音響出力レベル： ............................................. LWA = 99dB（EN ISO 3744 による） 

軸受潤滑剤： ......................................................................................... 潤滑剤封入式 

重量：(燃料カンが満タンの状態で） .............................................................. 357 kg 

刈高調整： ................................................................................................ 35-120 mm 

最低地上高： ............................................................................................ 35-120 mm 

刈幅： ............................................................................................................... 70 cm 

寸法（mm）： 
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ガソリンエンジン 

エンジン： .......................................... ブリッグス アンド ストラットン社 Vanguard 

モデル： ......................................................................................................... 305777 

種類： ..................... 空冷、2 シリンダー、4 ストローク、OHV ガソリンエンジン、 

フロートキャブレター装備 

内径 x 行程： ........................................................................................... 68 x 66 mm 

容積： ............................................................................................................ 479 ccm 

出力： ........................................................................... 3,600rpm で 11.9kW(16.2PS) 

トルク： .................................................................................... 2,400rpm で 30.6Nm 

点火プラグ： ............................................................................... Champion XC92YC 

スパークプラグギャップ 0.76 mm 

点火： .................. 電子式マグネット点火、非接触式、エアギャップ 0.20～0.30mm 

VDE 0879 に準拠した無線干渉のない 

バルブクリアランス：（エンジン冷却時） ...................... 吸排気とも 0.10～0.15mm 

始動機器： ............................................................................... 電動式スターター12V 

発電機： .............................................................................................................. 16 A 

バッテリー： ..................................................................................... 12V, 8Ah, 120A 

燃料： ....................................................................... 自動車用レギュラーガソリン、 

オクタン価については、エンジン取扱説明書を参照してください。 

燃料消費： .................................................................................................. 313g/kWh 

燃料カン容量： ..................................................................................................... 5.0• 

エアフィルター： ................................................................ エアフィルターシステム 

  プレフィルター付きエアフィルターシステム 

動作速度： ................................................................................................... 3,600rpm 

無負荷速度： ............................................................................................... 2,750rpm 

潤滑： ................................................................ オイルフィルター付き強制循環潤滑 

エンジンオイル： ........................................... マルチグレードオイル、給油量：1.4• 

周囲温度が-15～+45 °C: SAE 10W-40、API 等級：SF、SG、SH、SJ またはそれ
以上 

傾斜能力： 

最大 45°（100 %）の傾斜での継続操作 
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3 機器および運転にかかわる各部分 

本機の準備 

 
  

 
  

• 梱包から本機を取り出してください。 

            
• 梱包は環境に適合した方法でリサイクルし

てください。 

• 本機のスイッチが入っていないこと、つま
り、本機のメインスイッチ（A/15）の O 側
がオフの状態にあることを確認してくださ
い。 

  
  

システムの基本的機能 

本機 
  

 
  

除草作業用の本機と無線リモコンの 2 つの主な
コンポーネントでのセットとなっています。 

本機は、草および草に準ずる植物の除去を目的
としています。 

本機には、発電機と除草作業機器を駆動するた
めのガソリンエンジンが付いています。発電機
はクローラーを駆動する走行用モーターに電気
を供給します。 

本機の制御ユニットとリモコン受信機は、本機
の後部にある安全ハウジングの中にあります。 

本機には緊急停止スイッチ（A/14）が装備され
ています。メインスイッチ（A/15）は同様に、
本機にあります。 

  

リモコン 
  

 
  

通常の運転の間、すべての命令がリモコン送信
機で送信されます。エンジンが止まっている間
でも、エンジン回転数および刈高調整をリモコ
ンで事前に設定することができます。 

運転中に、移動速度、刈高、エンジン回転数、
刈刃駆動装置クラッチを、リモコンで制御しま
す。 

緊急停止スイッチは、リモコン（B/11）にも設
置されています。 

リモコンは、使用国で承認されている周波数を
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使用します。 

リモコンの操作範囲は、バッテリー残量、無線
の障害、環境により変化しますが最適条件にお
いて、約 300m です。 

リモコンの通常の動作範囲は約 100m ですが、
状況によって変化します。 

安全のために、本機が動作範囲から外れるとす
ぐにエンジンが切れるように、リモコンが設定
されています。したがって、この距離は状況に
よって変化する場合があります。 

  

ガソリンエンジン 

 
  

4 ストロークガソリンエンジンは、レギュラー
ガソリン（運転開始の章のページを参照してく
ださい 29）を使用します。 

最初の 20 時間（ならし運転期間）は、エンジン
を最大出力にしないでください。 

また、 ならし運転期間の後は 必ず、各々の作業
の実行にちょうど必要な量以上のガソリンを使
わないようにしてください。 

 過回転で使用することは、すべてのエンジ
ンにとって有害であり、エンジンの寿命を著し
く縮めます。負荷がない状態で運転する場合、
これは特に当てはまります。エンジンをオーバ
ーレブ（許容回転数の超過、エンジンのうな
り）させた場合、直ちに損傷につながります。 

  

点火システム 
  

ガソリンエンジンは、非接触式電子点火システ
ムを使用します。必要な検査は専門員が行うこ
とを推奨します。 

  

冷却 
  

エンジンはファン冷却を使用します。エンジン
の上のファングリル（C/1）には、常に刈取くず
や汚れが付いていない状態にしてください。 
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無負荷回転数 

 
  

常にエンジンの無負荷回転数が適切に調整され
ていることを確認してください。常にエンジン
の無負荷回転数が適切に調整されていることを
確認してください。無負荷回転数をリモコンで
選択するときは、エンジンを推奨回転数で稼働
させてください。これにより除草作業なしで、
本機を電動走行用トランスミッションで容易に
動かすことができます。 

  

 
 設定されたエンジン回転数以下に到達した

場合、けん引駆動装置制御器がオフになりエン
ジンが停止します。 

例えば、エンジン回転数が低い時にモア作動ス
イッチを入れたり、負荷の高い作業をすると、
回転数が落ちる場合があります。けん引駆動装
置制御器がオフになりエンジンが停止します。 

このような場合、リモコンと本機をそれぞれ最
初から再起動する必要があります。 

  

エアフィルター 

 
  

エアフィルター（C/3）は吸入した空気をきれい
にします。フィルターが汚れていると、エンジ
ン不調の原因となります。 
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着脱式燃料カン 

 
  

 燃料カンの交換は平らな場所でのみ、行っ
てください。 

（空であっても）常に燃料カンは閉じた状態で
動かしてください。 

 シールが正しい位置にあることを確認して
ください。燃料カンの上の通気ネジは常に閉じ
た状態にしてください。 

燃料カンを交換した後、燃料ホースを、異物か
ら保護する場所に戻してください。その際、燃
料ホースが擦れない様にしてください。 
本機を移動させるとき、特に輸送中は、不意の
動きでも燃料カンが動かないように、ストラッ
プで常に固定しておく必要があります。 
Agria 純正の 5• 燃料カンのみをご使用くださ
い。 
周辺温度が高温の場合には、燃料カンの 4 分の
3 までしか燃料を満たすことができません。 

  

けん引駆動装置 

 
  

クローラー駆動装置 

本機はクローラー駆動装置を介して作動しま
す。クローラーは、ドライブホイール（A/1）、
ガイドホイール（A/4）、トラベルホイール
（A/3）で動きます。クローラーは、前のガイド
ホイールによって張力が与えられています。ク
ローラーの張力は、対応するガイドホイールの
調節台の締付けネジを介して調整します。 

  

 走行用トランスミッション 

クローラー駆動装置の駆動輪（A/1)）は、走行
用トランスミッション軸（A/13）に設置されて
います。電動モーターが走行用トランスミッシ
ョンを動かします。電動モーター用電力は、発
電機（A/2）で作ります。電動モーターの回転数
は、リモコンとパワーエレクトロニクス機器を
介して指定されます。この回転数が本機の速度
を制御します。 
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刈取機駆動装置 

 V ベルトプーリーと V ベルトが付いた電磁クラ
ッチを介してガソリンエンジンが刈刃を動かし
ます。電磁クラッチは、発電機用の V ベルトプ
ーリーの下にあるエンジン軸に設置されていま
す。 

  

ブレーキチョッパー 

 
  

ブレーキチョッパーは、オーバーラン中の電動
モーターの過剰な回生エネルギーを熱に変換す
るため、電子部品の過負荷を防ぎます。 

  

H1 が点灯します（本機がオンの時は常に）：発電機のラインまたは発電機を点検
できない場合、電圧 48V が発電機に印加されます。  

H2 が点灯します（オンの状態では常に）：バッテリーを点検できない場合、電圧
12V がパワーエレクトロニクス機器に印加されます。  

H3 が点灯します（ブレーキチョッパーが有効な時のみ）：負荷なしで下り坂を走
行する場合など、ブレーキチョッパーに電圧が印加されます。 
  

刈高調整 

 
  

刈高は 30～130 mm で調整可能です。刈高値
は、リモコンにあるモアデッキの上下ボタン
（B/6）で入力し、ディスプレイに表示されま
す。刈高調整用モーターがその値に従って、モ
アデッキを動かします。 

 モアデッキを上げる際に、道具や木などが
載っていないことを確認してください。本機、
特に刈高調整用モーターが損傷する場合があり
ます。 
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リモコン 

本機はリモコンで制御します。 

 
(1) 操作レバー 

移動方向と移動速度は、操作レバーで制御します。 
(2) ディスプレイ 

本機の設定と無線信号の強さがディスプレイに表示されます。 
(3) 移動速度の設定 

本機の最高速度を、移動速度選択スイッチで 3 つのレベルのいずれか
に設定します。速度レベルの 1、2、3 は、それぞれ 0.8、2.0、
6.0km/h に対応します。1 と 2 のレベルは作業用であり、3 のレベルは
除草作業なしの移動用です。 

(4) エンジン回転数 
エンジン回転数は、無負荷回転数（最小）から作業回転数（最大）ま
で、「rpm」スイッチで調節します。 

(5) キースイッチ 
リモコンは、キースイッチで、スイッチを入れたり、切ったりします。 

(6) 発信ボタン 
緑色の「発信」ボタンは、リモコンと本機の間の無線交信を開始時に
使用します。 

(7) モアデッキの昇降 
「モアデッキ」スイッチで刈高を調整します。 

(8) 刈取駆動装置オン・オフ 
電磁クラッチを介して、刈取駆動装置のスイッチを切り替えます。 

(9) エンジンオン 
「エンジンオン」スイッチでエンジンを始動します。 

(10) 緑色 LED、無線接続 
LED の速い点滅は、無線接続が中断しているか、回復の途中であるこ
とを示し、遅い点滅は無線接続が有効であることを示します。 

(11) 緊急停止スイッチ 
緊急停止スイッチを押すと、本機のエンジンと刈取駆動装置のスイッ
チが切れます。 
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(12) 赤色 LED、走行用トランスミッションの機能とバッテリーの状態 
赤色 LED の点灯は、バッテリーの充電が充分ではないこと、または
個々の機能の別のエラーを示しています。 

(13) このボタンはリモートコントロール雑草刈機では使用しません。 
 
 
リモコンのディスプレイ 

 
以下につき、本機の状態と設定がディスプレイに表示されます。 
(1) 移動速度 
(2) 刈高 
(3) 稼働時間 
(4) 無線信号の強さ 
(5) リモコンのバッテリーの充電状態 
(6) 刈取機オン・オフ 
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電気システム 
  

本機の電気システムは、運転者が行ったリモコ
ンへの入力を変換することにより電動式駆動シ
ステムとガソリンエンジンを制御します。 

本機の電気システムは、リモコン受信機、プロ
グラマブル論理制御器、パワーエレクトロニク
ス機器、リレー、ヒューズで構成されます。 

リモコン受信機およびリレー、並びにパワーエ
レクトロニクス機器は接続ボックス E テクノロ
ジーにあります（A/17） 

  

電気機械式安全ブレーキ 

 
  

本機には電動式安全ブレーキが装備されていま
す。この電動式安全ブレーキは、停止中の本機
に有効となり、それ以上の動きを阻止します。
したがって、くさびを下に使用するなどの追加
的な安全対策を取り、本機から目を離さないよ
うにしてください。 

本機が救助のために牽引される場合は、電気機
械式安全ブレーキを解除する必要があります。
電気機械式安全ブレーキを手動で解除するため
には、解除レバーをブレーキから横に押しま
す。ページを参照のこと 38。このとき、決して
ガソリンエンジンが稼働中であったり、または
エンジンを始動させたりしてはいけません。 
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バッテリー 
  

本機のスターター・バッテリーは、接続ボック
ス E テクノロジーの下に設置されています。 

 
  

このスターター用 12V バッテリー（A/16）は、
発電機を介しエンジンから充電されます。 

赤色のバッテリーケーブルをプラス端子へ、黒
色のケーブルはマイナス端子へ接続してくださ
い。 

プラス端子（赤いケーブル）には、短絡を防ぐ
ために、カバーをかける必要があります。 

 短絡とバッテリーの外板への損傷によっ
て、急速な放電とバッテリーの過熱が起こる恐
れがあります。 

 バッテリーの交換には、純正品のみを使用
してください。 

  

 リモコンには、リチウムイオンの充電式バッテ
リーを使用しています。このリモコンに必要な
充電器と予備の充電式バッテリーは付属品に含
まれます。 

 Agria 純正または Autec 製の充電式バッテ

リーのみを使用してください。 

 
 充電式バッテリーが不十分な充電状態であ

る場合、無線の送受信にエラーが発生し、本機
を部分的または全体的に制御できなくなりま
す。これにより、危険な状態につながる恐れが
あります。 
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リモコン用充電式バッテリーの正しい調節についての注意事項 

 
  

1. 充電式バッテリーが最適な性能に達するため、最
初に 3 回、完全な充電と放電を繰り返す必要があ
ります。 

2. 初めての運転開始前に、少なくとも 12 時間の充
電式バッテリーの充電を行ってください。 

3. 調整状態を保つために、充電式バッテリーを、使
用していなくとも、2 カ月ごとに充電してくださ
い。 

4. 充電式バッテリーは、乾燥して、換気された場所
で充電してください。 

充電式バッテリーを、湿気、熱源、直火、化学製
品のそばで充電しないでください 

5. できれば、充電式バッテリーを、充電前に、完全
に放電させないようにしてください。 

6. 充電式バッテリーは、霜の降りない場所に保管し
てください。 

  
  

充電式バッテリー充電器 

 
  

リモコンの充電式バッテリーを充電する際は、
付属品の充電器のみを使用してください。 

充電器の電気ケーブルに損傷があってはいけま
せん。損傷したケーブルは、直ちに、専門員が
取り替える必要があります。 

  

本機のつり上げ 

 
  

本機のけん引、回収、安全な輸送のための固
定、荷積みの際は、ストラップを取り付け点に
取り付ける必要があります。 

他の所につり下げると本機を損傷する場合があ
ります。 

ストラップに損傷がないかを確認し、必要に応
じ交換してください。 

（先の尖ったフックと留め穴など）先の尖った
荷物運搬用器具は使用しないでください。 

  

 
  

吊り上げられた荷物の下に立ったり、歩いたり
しないでください。命が危険にさらされる恐れ
があります。 
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4 運転開始と運転 

運転開始 

エンジンの稼働寿命と運転の信頼性は、ならし運転の時間に大きく左右されること
に注意してください。最初に必ず、冷えたエンジンが温まるまで数分待ってくださ
い。直ちに全開にはしないでください。 

最初の 20 時間（ならし運転期間）は、エンジンを最大出力にしないでください。 

 
  

 注意：エンジンは運搬上の理由からエンジ
ンオイルを満タンにしないでください。 

初回の運転開始前に、エンジンオイルをエンジ
ンに、最大レベルを超えないように入れてくだ
さい。 

 エンジン取扱説明書 
  

始動時の問題が起こらないように、初めての運転開始時と、長期間稼働させなかっ
た後は、燃料カンを完全に満たしてください。 

 このエンジンは、従来の無鉛レギュラーおよび
プレミアムガソリン（E10 も）並びにスーパー
プラスでスムーズに稼働します。 

ガソリンへオイルを加えないでください。 

3 カ月以内の）新鮮できれいな燃料を使用し、
専門販売者から購入した認証された燃料カンの
みを使用してください。錆びた金属カンや耐燃
料ではないプラスチックの容器は使用しないで
ください。 

  

 
 常にフィルターの手入れと、きれいな燃料

の使用を考慮してください。銘柄のあるガソリ
ンのみを使用してください。 

  

 
燃料を取り扱う際は、注意が必要です。 

  

 

特定の条件においては、ガソリンの引火、爆発
の可能性が高くなります。 
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締め切った部屋で燃料を入れないでください。 

  

 

直火、点火スパーク、高温のエンジン部品の近
くでは、燃料を入れないでください。 

  

 

 

燃料を入れている際は喫煙しないでください。 
  

 

燃料カンに燃料を入れる際は、必ず本機から取
り外してください。スイッチを切り、温度が下
がったエンジンのカンのみを交換してくださ
い。 

  

 
 ページの着脱式燃料カンについての注意事

項を必ず順守してください 22。 
  

危険ゾーン 

 
  

 
  

本機の始動時および運転中は危険ゾーンに立ち
入らないでください。 

運転者は、人や動物が作業エリアにいることに
気づいた場合は、直ちに本機のスイッチを切っ
てください。そして、エリアから人や動物がい
なくなるまで、作業を再開しないでください。 

作業エリア（作業を行う場所の全部）内の第三
者に対し、使用者は責任があります。危険ゾー
ン 

  

 
  

危険ゾーン 

リモコン式コンパクト草刈機 
  

V H S 

4 m 4 m 1 m 
  

 坂の下側から本機に近づかないでくださ
い。 
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本機の始動 - 基本 

 

ナットとボルトの締め付け、特に刈刃を固定し
ているネジの締付けを確認してください。ペー
ジを参照してください 46。 

  

 

3m 以上離れたところでの音圧レベルは 85dB
（A）未満です。運転者が常に本機から 3m 以内
にいる場合は保護耳栓を使用してください。 

  

 
 

 

本機を始動する前に、子供や動物が作業エリア
にいないことを確認してください。 

  

 
また、刈刃などの回転部品に当たる可能性があ
る物が作業エリアにないようにしてください。
これらの物によって運転者が重傷を負ったり、
他の所有物や本機自体を損傷したりする可能性
があります。 

作業を開始する前に、防護用具が適切に機能し
ていることを確認してください。 

  

 • 近くにいる同じ周波数を使用する第三者に
よる干渉が起こる可能性があります。同じ
周波数帯を使用する送信器が近くで使用さ
れていないことを確認してください。 

• リモコンのバッテリーがいっぱいに充電さ
れていることを確認してください。 

• ファンフィルターに刈取くずや土などが付
いていないことを確認してください。 

• 刈刃駆動装置を始動する前に、刈刃が自由
に回転できることを確認してください。刈
刃の回転が（異物で）妨げられると、刈刃
駆動装置が損傷する場合があります。 

  

  

 
使用前に、リモコンの取扱説明書をよく読んで
ください。 
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エンジンの始動前に 

 
タンクの燃料は充分ですか。 

 

エアフィルターはきれいですか。 

 エンジン取扱説明書 

 

エンジンオイルレベルを確認してください。 

 エンジン取扱説明書 

またはページ 41 

 

エンジン冷却時：チョーク操作をチョーク上に設
定します。エンジンが暖気運転している時に、チ
ョークをリセットします 

運転して温まったエンジン：チョークを通常の操
作位置に保ちます。 

 
 すべての防護用具を身に着け、それらの機

能を確認し、安全な位置についてからのみ、本
機を運転してください。 

  

 

 締め切った部屋、または換気がなされてい
ない部屋でエンジンをかけないでください。 
換気が充分であること、排気ガスを迅速に取り除
くことは重要です。排気ガスは、吸い込むと非常
に有害な一酸化炭素を含みます。 

 
  

 
  

熱くなったエンジン部品は注意して取り扱って
ください。 

マフラーおよびその他のエンジン部品は、エン
ジンがかかっている間は、非常に熱く、エンジ
ンが切られた直後も非常に熱くなっています。
高温の表面から充分な距離を置き、また子供た
ちが稼働しているエンジンに近づかないように
してください。 

  

 
 ガソリンエンジンが稼働しているときは、

点火ケーブルや点火プラグコネクタに触った
り、外したりしないでください。 
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ガソリンエンジンの始動 

 

 

➊本機の緊急停止スイッチ（A/14）を解除し
(左に回し)、メインスイッチ（A/15）を左に回
して ON 位置にしてください。 

 

➋リモコンの緊急停止スイッチ（B/11）を解
除し（右に回し）、リモコンの左側にあるキ
ースイッチ（B/5）を右に回してリモコンのス
イッチを入れてください。 

 

➌リモコンの左側にある緑色の発信ボタン
（B/6）を 2 秒間押し続けてください。リモコ
ンの LED（B/10）が最初は素早く点滅し、そ
の後、無線接続が確立されるとゆっくりと点
滅します。ディスプレイ画面の表示が始まり
ます。ディスプレイの右下に、無線信号の強
さがバーで示されます。 

 

➍スロットル制御のためのサーボモーターが
無負荷回転数になるまで、「rpm」スイッチ
（B/4）で、エンジン回転数を落としてくださ
い。サーボモーターは、稼働しているとき、
作動音を発生します。回転数が無負荷回転数
まで落ちると作動音は止みます。 

 

➎リモコンのエンジン始動スイッチ（B/9）を
上方へ、エンジンがかかるまで押してくださ
い。 

 

        
   

設定されたエンジン回転数以下に到達した場
合、走行用コントローラーがオフになりエン
ジンが停止します。 
例えば、エンジン回転数が低い時にモア作動
スイッチを入れたり、負荷の高い作業をする
と、回転数が落ちる場合があります。走行用
コントローラーがオフになりエンジンが停止
します。 
このような場合、リモコンと本機をそれぞれ
最初から再起動する必要があります。 
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本機での作業 

 
 
 

➊本機を作業エリアまで移動し、モアデッキ
が草がない場所に来たときに止めてくださ
い。 
操縦および移動速度は操作レバー（B/1）で制
御します。 
操作レバーをゆっくりと動かしてください。 
- 上方 = 前進 
- 下方 = 後進 
- 左へ = 左進、右へ = 右進 
本機の速度は操作レバーの位置で決まりま
す。 
リモコンの操作レバーは慎重に扱い、方向を
急に変えないようにしてください。 
 

本機に慣れるまで、操作レバーの命令が
正確に実行されていることが確認できるよう
に、本機をゆっくりと動かしてください。 

 

➋モアデッキの上下スイッチ（B/7）で必要な
刈高を設定してください。刈高は、ディスプ
レイ（B/2）に表示されます。刈高は作業中、
また、エンジンを切っているときにも変更で
きます。 

 

➌移動速度選択スイッチ（B/3）で移動速度を
選択してください。草木の状況に従い、除草
作業のための 1 または 2 の位置を選択してく
ださい。除草作業なしで本機を移動するとき
にのみ、3 の位置を選択してください。 

 

➍rpm スイッチ（B/4）で（+ rpm を押して）
エンジンの回転数をスロットル全開まで上げ
てください。 

 

➎「刈取駆動装置」スイッチ（B/8）で刈取駆
動装置のスイッチを入れ、作業をする場所ま
で本機を移動させます。 
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本機を回転させることができます。これはゼ
ロ回転モードで行います。 
ゼロ回転モードに切り替えるには、操作レバ
ー（B/1）で方向（右または左）を選択する必
要があります。 
ゼロ回転は移動速度がゼロではないが、最小
のときにのみ行うことができます。つまり、
操作レバーを右進または左進へいっぱいに動
かした後に、前進または後進へわずかに動か
します。 
 

  

 
  

 地面や草木を過度に損傷しないようにする
ために、急激なハンドル操作をしないでくださ
い。 

坂で本機を取り扱う技術を向上させるには、ま
ず勾配の少ないところで作業を行ってくださ
い。上達するに従い、勾配を上げます。 

• 急な坂では、幅の広いジグザグ線が効果的
に作れるよう、ほぼすべて等高線に沿って
（坂を横切る方向に）作業します。 

  
  

 • 等高線モードでは、前進および後進が利用
できます。本機を 180°回転させる必要がな
いため、作業できるエリアが大幅に増加し
ます。 

  

  



4 運転開始と運転  
 

36 リモートコントロール式雑草刈機 agria 9500 premium 

 
  

 例えば、堤防の上や、溝を通るときなど、
地形が原因で稼働中のギアの車輪（A/4 または
A/3）の一部のみがクローラー（A/5）に接触し
ているという状況はできる限り避けてくださ
い。 

クローラーが本機から外れ、動かなくなる可能
性が増します。  

左図から分かるように、本機の傾きとクローラ
ーの接触面の角度が異なる場合にこのような状
況が必ず発生します。 

  

 
  

 本機が稼働中は、クローラー機構に手を触
れないでください。 
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本機の停止 

 

 
➊刈取駆動装置スイッチ（B/8）で刈取駆動装
置のスイッチを切ってください。 

 

 
➋モアデッキスイッチ（B/7）でモアデッキを
いっぱいに上げてください。 

 

 
➌エンジンを切る前に、rpm スイッチ（B/4）
でエンジンの回転数を無負荷回転数まで落と
してください。 
本機を安全な場所に停めてください。 
エンジンは、機械本体またはリモコンでスイ
ッチを切ることができます。 

 

 
リモコンでエンジンを切るには： 
リモコンの緊急停止スイッチ（B/11）を押す
だけで、エンジンを切ることができます。 
エンジンが止まるまで待ってください。 

 

 
機械本体でエンジンを切るには： 
メインスイッチ（A/15）の「O」を押すか、緊
急停止スイッチ（A/14）を押してください。 
エンジンが止まるまで待ってください。 

 

 
 

エンジンをリモコンで切った場合も、メインスイッ
チ（A/15）でイグニッションを切ることを忘れない
でください。  

イグニッションスイッチでイグニッションをオフに
しないと、バッテリーが放電する場合があります。  
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また、バッテリーが、特定の環境下で

は、徐々に自己放電する場合があるため、リ
モコンと機械本体の緊急停止スイッチ（A/14
および B/11）を押したままにしてください。 

 
緊急時に緊急停止スイッチ（A/14 または

B/11）を押すと、エンジンと刈刃駆動装置が
直ちに切れます。 
 

注意：本機の制動距離は環境に応じて変
わります。特に下り坂では長くなります。 

 
 

締め切った部屋へは、エンジンの温度が
下がった後に保管してください。 

  

本機の移動 

 
  

エンジンをオフにしてけん引または回収のため
に本機を移動する必要がある場合は、電気機械
式安全ブレーキを解除する必要があります。 

電気機械式安全ブレーキを手動で解除するため
には、解除レバー(１)をブレーキから横に押しま
す。 

 駆動エンジンのブレーキの効果が機能しな
いように設定されない限り、ガソリンエンジン
が切れていて、始動しないことを確認してくだ
さい。 

これに関しては「機器および運転にかかわる各
部分」のページも参照してください  Fehler! 

Textmarke nicht definiert.。 
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5 保守と修理 

 本機に有効な取扱説明書を順守す
るとともに、以下の保守管理に関する説
明書に注意を払うことも、同じく重要で
す。 

規模の大きい保守や修理作業は、専門的
な保守や修理の訓練を受けた専門員のみ
が行うことができます。 

関連する道具を持ち、本機や燃焼機関の
訓練を受けたことがある場合は、規模の
小さい保守や修理作業のみを行ってくだ
さい。 

agria の純正予備部品のみを使用してく
ださい。 

作業完了後、機能性と安全性を試験して
ください。 
  

潤滑剤と防錆剤 

エンジンには指定の潤滑剤を使用してく
ださい（「技術データ」を参照してくだ
さい）。 

本機と付属部品を保護するために、バイ
オ防錆オイル を使用することを推奨し
ます（塗料が塗られたカバーには使用し
ないでください）。オイルはブラシで塗
るか、スプレーを使用することができま
す。 

バイオ潤滑剤とバイオ防錆剤は迅速に生
物を分解し、環境に配慮しています。 

バイオ潤滑剤とバイオスラッシングオイ
ルを使用することは、環境に責任を持ち、
環境を守り、人間、動物、植物の健康を
促進することになります。 

 

 
  

すべての修理や保守管理作業を行う前に、
エンジンが切れ、リモコンからキーが抜
かれていることを確認してください。 
  

 
  

刈刃を扱う作業をするときは、保護手袋
を着用してください。 

オイル、燃料、グリースを扱う際は、適
切な保護手袋を使用し、必要に応じて、
肌用保護剤を使用してください。 
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全般 

 
  

常に運転開始前に、燃料やオイルの漏れを確認
し、必要に応じ処置してください。 

- agria-Service - 

  

 
  

ナットとボルトがゆるんでいないか、定期的に
確認し、必要に応じ締め直してください。 

  

 
  

少なくとも、年に 1 回および清掃後に： 

すべての滑動部品または可動部品に、バイオ潤
滑グリースまたはバイオ潤滑オイルを塗布して
ください。 

  

緊急停止スイッチの確認 

 
  

始動のたびに、リモコンの緊急停止スイッ
チを確認してください。 

エンジンおよびリモコンのスイッチを入れ
てください。リモコンの緊急停止スイッチ
（B/11）を押すとリモコンが切れ、緑色の
LED（B/10）が速く点滅します。 

  

 
  

始動のたびに、機械本体の緊急停止スイッ
チを確認してください。 
エンジンおよびリモコンのスイッチを入れ
てください。機械本体の緊急停止スイッチ
（A/14）を押すとリモコンのスイッチが切
れ、緑色の LED（B/10）が速く点滅します 

。 

 緊急停止スイッチが正常に機能していな
い場合、決して本機の操作をそのまま継続しな
いでください。このような場合はイグニッシ
ョンをオフにして、担当の agria サービス
センターへ連絡してください。 

- agria-Service - 
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ガソリンエンジン 

エンジンオイルレベルの確認 

 
  

毎回の始動前と 8 時間の運転ごとに実施 
  

• エンジンを必ず切り、平らな場所で点検を
行ってください。 

  

 エンジン取扱説明書 

 エンジンオイルのレベルが「最小」より
下、また「最大」より上であると、エンジン不
調の原因となり、故障にもつながります。 
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エンジンオイルの交換 

 
  

 エンジン取扱説明書 

最初の 5 時間の運転後に、その後は、5 時間の
運転後または年に一度の、いずれか早いほうの
時期に、エンジンオイルを交換してください。 

- エンジンがまだ温かいうちに交換してくださ
い。ただし、熱いときは行わないでください。
火傷の危険があります。 

  

• オイル注入ノズル（C/9）とその周りをきれ
いにしてください。 

• エンジンからオイル排出ホースを外してく
ださい。 

• オイル排出キャップを、ネジを取って外し
てください。オイル排出ホースを承認され
た容器に注意して入れ、オイルを排出させ
てください。 

• オイル排出キャップを付け、オイル排出ホ
ースをエンジンへ固定してください。 

• 古いオイルは適切な方法で廃棄してくださ
い。 

• 新しいエンジンオイルを入れ、エンジンオ
イルレベルを確認してください。 

• エンジンをかけ、オイルレベルを再度確認
し、必要に応じ継ぎ足してください。 

  

- エンジンオイルの品質については、「技術デー
タ」のページを参照してください。 18。 

  

燃料フィルター 

 
  

1 年に 1 度燃料フィルター（C/6）を交換してく
ださい。 

流れの向きに注意して交換してください。 
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空冷システム 

 
  

長い期間の運転の後、冷却システムに泥や植物
片が絡まる場合があります。過熱とエンジン損
傷を防ぐために、ファングリル（C/1）を定期的
に清掃してください。始動の前に必ず点検して
ください。 

1.)少なくとも 100 時間の運転ごとに（埃や植物
片の堆積がひどい場合はさらに早く）ファンホ
イールを清掃してください。その際、ファンハ
ウジングを取り外してください。 

2.)少なくとも 200 時間の運転ごとに（埃や植物
片の堆積がひどい場合はさらに早く）内部の冷
却フィンと表面を清掃してください。 

- agria-Service - 
  

排気システムおよび調速機 

 
  

マフラー（A/6）、調速機レバー、リンク装置、
調速機スプリングに土や植物片が付いていない
かどうかを定期的に確認し、付いていれば、ブ
ラシまたは圧縮空気で清掃してください。排気
システムが汚れていると、火災の危険がありま
す。 

始動の前に必ず確認してください。 

損傷のあるマフラー部品は交換してください。 
  

 エンジンを正しい回転数で始動し、運転し、停
止するために、調速機を正確に調整する必要が
あります。 

- agria-Service - 
  

 

エンジンの保守と手入れについての詳細 エンジン取扱説明書 
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バッテリー 

 
  

100 時間ごとにバッテリーの充電の状態を確認
してください。 

イグニッションがオフになっており、電気負荷
がないことを確認してください。負荷が取付け
られたままの場合、徐々に電圧が落ちます。 

バッテリー（A/16）を電圧テスターで確認して
ください。電圧が 12.4V を超えている必要があ
ります。電圧が低すぎる場合は、バッテリーを
充電し、試験を繰り返してください。 

使用していないにもかかわらずバッテリーが充
分に充電されない場合は、交換する必要があり
ます。 

  

 
  

バッテリーメーカーの指示に従ってください。 

充電： 
  

• 適合する充電器のみを使用してください。 

• 再充電するには、最大充電電圧 14.8V の充
電器を使用してください。 

• 十分な室内換気を確保してください。 

• 本機からバッテリーを取り外してくださ
い。マイナス端子から外してください。 

• バッテリーのプラス端子を充電器の正出力
へ接続し、負極の接続を同様に行ってくだ
さい。 

• バッテリーを接続してから、充電器のスイ
ッチを入れてください。 

• 推奨事項：AGM モード付きの完全自動充電
器を使用してください。 
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AGM モード付きのバッテリーの保守管
理 

• バッテリーをきれいで、乾燥した状
態に保ってください。 

• バッテリーは、湿らせた布で拭くの
みにしてください。それ以外の清掃
は爆発の危険があります。 

• バッテリーを開けないでください。 

• バッテリーはメンテナンスフリーで
す。 バッテリーの酸全体がゲルに
保存されているため、充填はできま
せん。 

•  バッテリーは放電した状態で
放置しないでください。バッテリー
の近くでの火花や裸火を避けてくだ
さい。バッテリーのハウジングを破
壊しないでください。ゲルは液体バ
ッテリーの酸と同じくらい腐食性が
あります。既定のヒューズのみを使
用してください。不適切な容量のヒ
ューズを使用すると、電気システム
が修復できないほどに損傷し、火災
の危険があります。 

  

バッテリーの保管 

• バッテリーを充電し、涼しい場所に
保管し、本機からマイナス端子を取
り外してください。 

• 充電の状態を定期的に確認し、放電
があれば、充電式してください。 

  

廃棄 

• 古いバッテリーは、適切な収集場所
に廃棄してください（ハウジングが
損傷しないように、またゲルが漏れ
ないように、安定させて保管や輸送
を行ってください）。 

• バッテリーを一般廃棄物として処理
しないでください。 
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本機 

刈刃 

 
  

25 時間の運転ごとに、刈刃が摩耗したり損傷し
たりしていないか確認してください。 

1. 刈刃を刈高調整の最も高い刈高の位置まで
動かしてください。エンジンを切ってくだ
さい。 

2. イグニッションをオフにして、点火プラグ
コネクタを取り外してください。  

3. 刈刃（1）、ナット（2）、刃軸（3）に損傷
がないかを確認してください。刃軸は手で
回せるため、刈刃をすべて確認することが
できます。 

 保護手袋を着用してください。 

4. 損傷のある刈刃を交換してください。 
刈刃（1）の交換は、専門員のみが行うよう
にしてください。刃軸が損傷している場合
は、担当の- agria-Service -に連絡をしてく
ださい。 

  
  

 
  

 
  

刈刃の交換 

刈刃（1）が明らかに摩耗し、それ以上使用でき
ない場合は、交換する必要があります。 

 イグニッションをオフにして、点火プラグ
コネクタを取り外してください。 

 刈刃が尖っている場合があるため、作業を
するときは、保護手袋を着用してください。 

取り外しには、ナット（2）を外してください。
新しい刈刃を取り付けてください。 

刈刃の交換後は、ナットを（例えばロックタイ
ト 270）で固定し、約 700Nm のトルク締め付け
てください。 

 バランスの取れたナイフのみを取り付けて
ください。 
刈刃の配置は、交換前と同じように配置してく
ださい。 
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刈刃駆動装置 V ベルトの確認 

 イグニッションがオフになっていることを確認
してください。V ベルトは、モアデッキに設置
されており、エンジンキャリアの右カバーを開
けて作業します。 

 V ベルトの張力は、初めての運転開始後、
25 時間の運転後、その後は 100 時間の運転のた
びに確認してください。 

  

 
  

適切な V ベルトの張り： 

V ベルトは、親指で押すと、約 15～20mm たわ
みます。 

 

  

 
  

V ベルトは、ベルト張力調整装置によって張力
がかけられます。 

張力はあらかじめ決められています。 

ベルト張力調整装置の調整は、専門員または 

- agria-Service - によってのみ行ってください。 

  

 V ベルトに摩耗と損傷がないか、確認してくだ
さい。 

損傷があれば、交換してください。 

ベルトの交換は、専門員または担当の- agria-

Service -によってのみ行ってください。 
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クローラー 

 運転を行う日は毎日、クローラーの張りを確認
してください。 

クローラーはホイールにしっかりと納まってい
る必要があります。張ったり、緩めて調整をす
る必要がある場合があります。 

  

 
  

クローラーの張りの設定 

クローラーは、締め付けナット（1）を使用して
張りを出します。上側の真ん中に約 25～30mm
程度押し付けることができる場合、クローラー
の張りは正しい状態にあります。その際には約
25ｋｇ程度の圧力をかかっています。 

 クローラーが外れる主な原因はクローラー
の張りが充分ではないことです。 

 作業中の直射日光でクローラーが伸び、ク
ローラーの張りが少なくなります。 

  

 
  

クローラーの損傷の確認 

イグニッションをオフにして点火プラグコネク
タを取り外してから、クローラー（A/5）に損傷
がないか確認してください。エンジンを始動さ
せ、本機を前方へ移動し、クローラーの他の部
分を確認してください。 

 本機を移動するときに破損個所に手を触れ
ないようにしてください。 

検査を行う前に、エンジンとイグニッションを
切り、点火プラグコネクタを取り外してくださ
い。 

上記の手順を繰り返し、両方のクローラーの全
体を確認してください。損傷している場合は、
クローラーを交換してください。 

クローラーの交換は、専門員または 

- agria-Service - によってのみ行ってください。 
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けん引駆動装置発電機 

 
  

 

けん引駆動装置のための発電機は、ブラシをか
ける必要がなくメンテナンスフリーです。 

 

  

 発電機の V ベルトの張力の点検 

イグニッションがオフになっていることを確認
してください。 

V ベルトはエンジンキャリアの下にあります。V
ベルトはエンジンキャリアの横のカバーを開け
てアクセスできます。 

100 時間の運転ごとに、V ベルトの張力を確認
してください。正しい V ベルトの張力について
は、次のページを参照してください。 

  

 
  

適切な V ベルトの張力： 

V ベルトは、親指で押すと、約 15～20mm たわ
みます。 

 

  

 
  

V ベルトは、ベルト張力調整装置によって張力
がかけられます。 

張力はあらかじめ決められています。 

ベルト張力調整装置の調整は、専門員または 

- agria-Service - によってのみ行ってください。 
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 V ベルトに摩耗と損傷がないか、確認してくだ
さい。 

損傷があれば、交換してください。 

ベルトの交換は、専門員または担当の- agria-
Service -によってのみ行ってください。 

  

伝動軸 

 
  

けん引駆動装置用走行用トランスミッション 

けん引駆動装置用電動モーターは、ブラシをか
ける必要がなくメンテナンスフリーです。 

けん引駆動装置は保守管理が必要ありません。 

オイル漏れの場合は、以下にご連絡ください。 

- agria-Service - 
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リモコン 

 

 

 

 
 
リモコンの充電式バッテリーの充電 
付属品に含まれる充電器を使用して、終了作
業の後、毎日、リモコンの充電式バッテリー
を充電してください。 
充電式バッテリーは、リモコンの下部に設置
されています。 
 
充電式バッテリーの挿入： 
1. 充電式バッテリーをリモコンの接点の方へ

押してください。 
2. 充電式バッテリーを下に押してください。 
充電式バッテリーの取出し： 
3. 充電式バッテリーをリモコンの接点の方へ

押してください。 
4. 充電式バッテリーを持ち上げてください。 
充電器に対しても同じ手順で作業を行ってく
ださい。 
 
リモコンの充電式バッテリーの交換 
リモコンの充電式バッテリーが適切な充電を
維持できないか、早く放電するようであれ
ば、交換する必要があります。充電式バッテ
リーの予測寿命は 3～6 年です。これも、条件
によります。 
バッテリーは、リモコンの下部に設置されて
います。充電式バッテリーの充電の節に記載
しているように、充電式バッテリーの取り外
しと挿入を行ってください。 

  

リモコンの詳細  リモコン 
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清掃 

 
  

エンジン 

エンジンを清掃する際は、布のみを使用してく
ださい。水が点火装置や燃料システムに入る
と、不具合を起こす可能性があるため、水を吹
きかけないでください。 

  

 
  

 
  

本機 

使用後すぐに水でしっかりと清掃してくださ
い。 

電気ケーブルやコンポーネントに水を直接吹き
かけないでください。 

すべての滑動部品にバイオ潤滑オイルまたはグ
リースを塗布してください。 

 
  

クローラドライブギアについた草やその他の付
着物を清掃してください。 

クローラーのドライブホイール、ガイドホイー
ル、トラベルホイールについた草や植物片を棒
やその他の適切な道具で清掃してください。 

 手で直接触らないでください。 

本機、特に電気コンポーネント、ファングリ
ル、エンジンガソリンについた草、葉、その他
の付着物を清掃してください。 

  

 
  

モアデッキの前後にあるストーンガードを清掃
します。 

ストーンガードは損傷していない状態で、可動
が自由に開始位置に戻ることができる必要があ
ります。 

 自由に可動し損傷のないストーンガードの
みが、作物や異物の放出を防ぐことができま
す。 
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保管 

 本機を保管する際には、以下の点に注意してく
ださい。 
  

• 記載のとおりに本機を徹底的に清掃してく
ださい。 

• 本機のスイッチを切り、必要に応じプラス
端子を外してください。特定の状況下で
は、バッテリーが徐々に自己放電する場合
があるため、機械本体とリモコンの緊急停
止スイッチを押した状態にしておいてくだ
さい。リモコンのバッテリーを外してくだ
さい。 

  

 
  

• 本機が転がらないように、また許可なく使
用されないようにしてください。 

• メインスイッチ（A/15）を切り、リモコン
からキー（B/5）を抜いてください。 

  

 
  

• 本機をきれいな、乾燥した場所に保管して
ください。化学肥料や塩などの腐食性の物
質がなく、換気がよく、子供や第三者が入
らないような場所である必要があります。 

• 本機をプラスチックシートなどで被わない
でください。シートの下にたまる湿気が錆
の原因になります。 
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ラベル 

操作や安全指示のための警告や必須記号ラベルが摩耗したり、紛失したりした場合
は、取り替えてください。 
  

 
  

729 84 4 ストロークエンジン - オイルを毎日確認 

787 64 本機のつり上げ 

794 26 高温部品に対する警告記号 

105 292 リモートコントロール雑草刈機のための警告記号 

105 021 手の負傷の警告 

105 958 水をかけることは禁止されています 

105 701 取扱説明書を読み、子供たちを遠ざけてください 

105 702 切傷の警告 

104 224 注意！電圧 
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6 トラブルシューティングと処置 

 

安全注意事項を順守してください。本機やエンジンが故障し大規模
な修理を必要とする場合は必ず、必要な道具が揃っている agria の工場で
専門員が修理を行う必要があります。不適切な修理は破損を招きます。 

リモコン 

故障 可能性のある原因 処置 ページ 

RC の緑色の LED
が、ロック解除ボタ
ンを押したときに点
灯しない。充電式バ
ッテリーとキースイ
ッチは挿入されてい
る。 

充電式バッテリーがあがっ
ている。 

充電した充電式バッテリー
を挿入してください。 

51 

リモコンの緑色の
LED が速く点滅す
る。 

無線接続なし 送信機を受信機に近づけて
ください。 

20 

リモコンの赤色 LED
が 2 秒間点灯し、続
いて、リモコンのス
イッチが切れる。 

送信機が正しく機能してい
ない。 

アドレスを保存してくださ
い。 

- 緊急停止を押してくださ
い。 

- 緑色の LED が消えるま
で、発信ボタンを長押して
ください。 

- 緊急停止を解除してくだ
さい。 

- agria-Service - 

 

リモコンの赤色の
LED が、始動時に 1
回点滅する。 

緊急停止スイッチが作動し
ているか、不具合がある。 

緊急停止スイッチを解除し
てください。症状が解消し
ない場合： 

- agria-Service - 

40 

リモコンの赤色の
LED が、始動時に 2
回点滅する。 

少なくとも、D2-D20 と安
全性のコマンドに関係する
運転にかかわる各部分の一
つが作動中または不具合が
ある。 

運転にかかわる各部分を通
常の位置に戻してくださ
い。症状が解消しない場
合： 

- agria-Service - 

 

リモコンの赤色の
LED が、始動時に 3
回点滅する。 

バッテリーがあがってい
る。 

充電した充電式バッテリー
を挿入してください。 

51 

リモコンの赤色の
LED が、始動時に 4
回点滅する。 

少なくとも A1-A8、L1-L8、
H1-H8 および安全性のコマ
ンドに関係する運転にかか
わる各部分の一つが、作動
中、または不具合がある。 
リモコン取扱説明書を参照
してください。 

運転にかかわる各部分を通
常の位置に戻してくださ
い。症状が解消しない場
合： 

- agria-Service - 
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モートコントロール雑草刈機 

故障 可能性のある原因 処置 ペ ー
ジ 

刃軸が回転しない。 刈刃駆動装置の Vベルトが緩
すぎる 

V ベルトの張りを強くしてくださ
い。 

47 

刈刃駆動装置の Vベルトの不
具合 

V ベルトを交換してください 47 

異物が刈刃を妨げている。 異物を取り除いてください。  

クラッチへのケーブルに不具
合がある。 

配線を確認し、必要に応じ交換し
てください 

 

クラッチに不具合がある。 クラッチを交換してください。  

操作レバーを動かし
たときに、クローラ
ーが動かない 

草やその他の異物がクローラ
ーの動きを妨げている。 

付着物や妨げているものを取り除
いてください。 

52 

走行用モーターへのケーブル
の不具合 

配線を確認し、必要に応じ交換し
てください 

 

発電機の配線に不具合があ
る。 

配線を確認し、必要に応じ交換し
てください 

 

電気機械式安全ブレーキが遮
断された 

配線を確認し、必要に応じて 

- agria-Service - 

 

エンジンの回転数が少ないた
め、けん引駆動装置制御器の

スイッチが切れた 

リモコンと本機を再度始動し、エ
ンジンを全開にしてください。 

33 

エンジンの回転数が多いた

め、けん引駆動装置制御器の

スイッチが切れた 

エンジンの最大回転数をより低く

設定してください 

- agria-Service - 

 

クローラーの動きが

通常よりも遅い。 

草やその他の異物がクローラ

ーの動きを妨げている。 

付着物や妨げているものを取り除

いてください。 

52 
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故障 可能性のある原因 処置 ペ ー
ジ 

モアデッキが上がら

ない。

モーターの不具合。 モーターを修理するか、交換して

ください。

モアデッキに異物がある 異物を取り除いてください。 23 

刈高調整用モーターへの配線

の不具合 

配線を確認し、必要に応じ交換し

てください 

モアデッキが下がら

ない

モーターの不具合。 モーターを修理するか、交換して

ください。

刈高調整用モーターへの配線

の不具合 

配線を確認し、必要に応じ交換し

てください 

モアデッキに異物がある 異物を取り除いてください。 23 

無線接続が操作中に

中断される 

リモコンと本機の距離が長す

ぎる

離れすぎないようにしてくださ

い。 

19 

過剰な振動 固定ボルトのゆるみ。 固定ボルトを締めてください。 40 

刃軸のバランスが悪い。 刃軸と刈刃を確認し、必要に応じ

刈刃を交換してください 

46 
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ガソリンエンジン 

故障 可能性のある原因 処置 ペ ー
ジ 

電動スターターは
機能しているが、
ガソリンエンジン
がかからない 

燃料カンが空または燃料が不
適合 

新しい燃料を燃料容器に注入し
てください。 

29 

燃料ホース、燃料フィルター

が詰まっている。 
燃料ホースを清掃、燃料フィル

ターを交換してください。 

 

点火プラグコネクタが取り付
けられていない。 

点火プラグコネクタを取り付け
てください。 

OM 

点火プラグの不具合 点火プラグを清掃するか、調整
するか、交換してください。 

OM 

エンジンに燃料が多すぎる
（オーバーフロー） 

点火プラグを清掃し乾燥させ、
全開で始動してください。 

OM 

エアフィルターが汚れてい

る。 

エアフィルターを清掃してくだ
さい。 

OM 

キャブレターとインテークマ

ニホールドのゆるみによる空
気侵入 

固定ボルトを締めてください。 OM 

電動スターターが
機能しない 

電動スターターまたはマグネ
ットスイッチが故障している 

電動スターターまたはマグネッ
トスイッチを交換してください 

- agria-Service - 

 

バッテリーを放電する バッテリーを充電または交換し
てください 

 

メインスイッチが故障してい
る 

メインスイッチを交換してくだ
さい 

- agria-Service - 

 

ケーブルまたは制御ユニット
のエラー 

ケーブルを点検し、必要があれ
ば交換してください 

- agria-Service - 

 



6 トラブルシューティングと処置  
 

リモートコントロール式雑草刈機 agria 9500 premium 59 

故障 可能性のある原因 処置 ペ ー
ジ 

ガソリンエンジン
が点火しない。 

点火ケーブルのゆるみ 点火プラグコネクタを点火ケー
ブルへしっかりと接続し、点火
プラグへしっかりと取り付けて
ください。 

OM 

燃料線の詰まり、または燃料
が不適合 

燃料線を清掃し、新しい燃料を
注入してください。 

 

燃料システムに水または泥が
進入 

燃料を排出し、きれいで新しい
燃料を注入してください。 

29 

エアフィルターが汚れてい

る。 

エアフィルターを清掃または交
換してください。 

OM 

キャブレターの調子が悪い キャブレターの洗浄をしてくだ
さい。 
- agria-Service - 

OM 

ガソリンエンジン
が熱くなりすぎる 

エンジンオイルが少なすぎる 直ちにエンジンオイルを補充し
てください 

41/OM 

空気冷却システムが制限され
ている 

空気冷却システムを洗浄してく
ださい 

43 

エアフィルターが汚れてい

る。 

エアフィルターを清掃してくだ
さい。 

OM 

キャブレターが正しく作動し

ていない 

キャブレターの洗浄をしてくだ
さい。 
- agria-Service - 

OM 

ガソリンエンジン
の出力が不十分。 

エアフィルターが汚れてい

る。 

エアフィルターを清掃してくだ
さい。 

OM 

シリンダーヘッドのゆるみ、
またはガスケットの損傷 

シリンダーヘッドを締め、ガス
ケットを交換してください。 
- agria-Service - 

 

圧縮不足 エンジンを確認してください。 
- agria-Service - 

 

燃料カンが適切に
空にされていない 

燃料システムのエラー 燃料システムの漏れを取り除い
てください 

22 

  

RC = リモコン、OM = エンジンのための別冊取扱説明書を参照してください。 
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7 廃止・廃棄 

本機を使用しなくなった場合は、適切な
廃止措置を取る必要があります。 

 廃止措置中に怪我をすることがな
いよう本機を安定した場所に停め、倒れ
たり、転がったりしないように本機を保
護してください。 

 保護手袋を着用してください。 

廃止措置の後、残った燃料とオイルは取
り出し、正しく、環境的に適合する方法
で廃棄してください。 

 本機は価値のある原料でできてお
り、リサイクル、リユーズが可能です。 

機器に使用した液類の残りとともに、本
機を処理施設で廃棄処分してください。 

 古いバッテリーと電気・電子部品
は、該当する法規定に従って、廃棄して
ください。一般廃棄物として処理しない
でください。 
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本機電気図 
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1 ガソリンエンジン 33 ケーブル 48V レッド

2 電動スターター 34 8 ピン プラグ ブレーキチョッパー 

3 電圧制御器 35 ケーブル制動抵抗器

4 アクチュエーター ガス調整 36 ケーブル ブレーキ抵抗器

4.1 6 ピン プラグインスリーブ 37 ブレーキ抵抗器 短パルス 

5 リフティングマグネット チョーク 38 ヒューズ 7.5 A

6 発電機 39 信号コネクタ 

7 地上ケーブルエンジン 40 走行用モーター 

8 スタートケーブルエンジン 41 電磁ブレーキ 

9 プラグ 6 ピン 42 プラグ 2 ピン 

10 プラグ アクチュエータ 5ピン 43 プラグ 2 ピン 

11 2 ピン プラグチョーク 44 ケーブル 電動モーター W

12 スタートリレー 45 ケーブル 電動モーター V

13 地上ケーブルスタートリレー 46 ケーブル 電動モーター U

14 地上ケーブル バッテリー 47 プラグ 信号コネクタマスター 6ピン 

15 スタートケーブル バッテリー側 48 プラグ 信号コネクタスレーブ 6ピン 

16 バッテリー 49 プラグ パワーエレクトロニクス装置マ
スター 35 ピン

17 緊急停止スイッチ 50 プラグ パワーエレクトロニクス装置ス
レーブ 35 ピン

18 ロータリースイッチ 51 パワーエレクトロニクス装置 

19 ヒューズ 15A 52 ケーブル 48V レッド

20 ヒューズ 5 A 53 ケーブル 48V ブラック

21 配線ハーネス、フード 54 配線ハーネス、パワーエレクトロニク
ス装置

22 プラグ 2 ピン 55 プラグ ブレーキチョッパー 4 ピン 

23 回転ビーコン 56 プラグ CAN バス 3ピン 

24 配線ハーネス、テールライト 57 プラグ CAN バス診断 3 ピン 

25 プラグ 6 ピン 58 配線ハーネス、リレーボックス X1 

26 アクチュエータの高さ調整 59 コネクタ リレーボックス X1（4 スロッ
ト） 

27 プラグ 5 ピン 60 コネクタ リレーボックス X2（3 スロッ
ト） 

28 ブレーキチョッパーモデル 61 リレーボックス

29 ケーブル コンデンサー レッド 62 配線ハーネス MRS 

30 コンデンサー 63 コネクタ カップリング 2ピン

31 ケーブル コンデンサー ブラック 64 電磁クラッチ 

32 ケーブル 48V パワーエレクトロニクス
装置 ブラック 

65 リモコン受信機
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66 CAN 入出力モジュール（PLC） 

26 および 27 はプレミアム・バージョ
ンのみ

67     質量ケーブル 
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検査および保守管理概要 

A 

それぞれ 

稼働時間（時間）に応じ
て J B R 

ペ
ー
ジ

 

5 8 25
 

50
 

10
0 

20
0 

40
0 

本機の緊急停止スイッチの機能の
点検 

K 40 

リモコンの緊急停止スイッチの機
能の点検

K 40 

ブレーキの緊急リリース機能の点
検 

K 40 

ケーブルおよび電気システムの損
傷の点検

K 40 

機能の高さ調整を確認する K 40 

燃料装置の漏れを確認する K 40 

本機のメインスイッチ 

機能の点検 
K 37 

リモコンの操作機能の点検 K 37 

ファングリルの清掃 K 43 

エンジンオイルレベルの点検また
はオイルの注入

K K 
41/ 
OM 

エアフィルターの点検 K K OM 

ナットとボルトの締め具合の点検 K K 40 

マフラーとその周りの清掃 K K 43 

刈刃と刈刃の固定具の摩耗と損傷
の点検 

K K 46 

クローラーの張りの点検 K K 48 

最初のエンジンオイル交換、 

その他すべて 

W 
W W OM 

オイルフィルターの交換 W OM 
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A 

それぞれ 

稼働時間（時間）に応じ
て 

 

 

J 

 

 

B 

 

 

R 

ペ
ー
ジ

 

5 8 25
 

50
 

10
0 

20
0 

40
0 

プレフィルターの清掃    K       K OM 

クローラーの損傷の確認    K        48 

刈刃駆動装置 V ベルトの点検    K  K      47/ 
49 

V ベルト発電機の点検      K       

本機全体の清掃    K     K   52 

ファンホイールの清掃 

冷却フィンの内側の清掃 

     W 

 

 

W 

    
43 

エアフィルターカートリッジの交
換 

 
 

    W  W  W OM 

バッテリーの点検      W      44 

燃料フィルターの交換       W  W  W 42 

点火プラグの交換      W   W  W OM 

バルブクリアランスの点検       F     46 

ブレードシャフトの点検        F    OM 

クラッチの点検           F  

刈刃の交換        F   F 46 

ブレード駆動ベルトの交換        F   F 47 

クローラーの交換           W 48 

リモコンのバッテリーの交換           K 51 

エンジンに関する、その他すべての点検および保守 エンジン 
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A =運転開始前に点検 

B =清掃後の点検、特に高圧洗浄機を使用した際には必ず点検 

OM =別冊のエンジン取扱説明書を参照 

F =担当の agria サービスセンターによる保守作業が必要 

  になります 

J  =少なくとも年に 1 回 

K =運転者が点検および保守作業を行うことができる 

R =必要に応じて 

W =専門員が保守作業を行うことができる 

! =バージョンに注意する 



  
 

68 リモートコントロール式雑草刈機 agria 9500 premium 

塗料、充電器、摩耗部品 

Agria 注文番号 

ガソリンエンジン燃料劣化防止剤： 

 673 50 燃料劣化防止剤   250 ml 

塗料：    

 181 03 スプレー塗料（バーチグリーン）  スプレーカ
ン 

400 ml 

 712 98 スプレー塗料（赤）、RAL 2002  スプレーカ
ン 

400 ml 

 509 68 スプレー塗料（黒）、RAL 9005  スプレーカ
ン 

400 ml 

  

リモコン： 

 108 585 リモコンのバッテリー    

 108 586 充電器    

 108 583 9-35V アダプター    

 108 582 100-240V アダプター    

摩耗部品： 

  本機    

 107 939 除草用刈刃    

 107 712 モアブレード V ベルト    

 710 79 発電機 V ベルト    

 107 064 クローラー    

  B&S エンジン    

 845 125 燃料フィルター    

 692 519 エアフィルター    

 692 520 プレフィルター    

 792 015 点火プラグ    

 842 921 エンジンオイルフィルター    

予備部品一覧： 

 997 173 リモコン式コンパクト草刈機 9500    

 997 137 ブリッグス アンド ストラットン社製
エンジン 
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図 B部品の名称 

 
1 操作レバー 

2 ディスプレイ 

3 移動速度の設定 

4 エンジン回転数 

5 キースイッチ 

6 リリーススイッチ 

7 モアデッキ上昇/下降 

8 モアブレード オン/オフ 

9 エンジン始動 

10 緑色 LED、遠隔制御 

11 緊急停止スイッチ 

12 赤色 LED 

13 予備ボタン（割り当てなし） 
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図 C部品の名称 

1 ファングリル 

2 キャブレター 

3 エアフィルター 

4 燃料ポンプ 

5 エンジン番号： 

6 燃料フィルター 

7 点火プラグ・点火プラグキャップ 

8 スターター 

9 オイル給油チューブ・オイルゲージ 

10 オイルドレインプラグ 

11 オイルフィルター 

12 油圧スイッチ 

13 マフラー 
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図 C 

  
  

 

 

  
  



 
 

 

  

 
  

 

  

 
  

 

 

 
  

Agria-Werke GmbH 

Bittelbronner Straße 42 

D-74219 Möckmühl 

電話番号：+49 6298 39-0 

ファックス番号：+49 6298 39-111 

電子メール：info@agria.de 

ホームページ：www.agria.jp 
  

お近くの担当の agria 専門販売店： 

 

  




