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このたびは除雪機をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 安全に

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守

りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管し

てください。

●すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますので

ご注意ください。
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はじめに

誤った取扱をしたときに、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの。

誤った取扱をしたとき
に、軽傷または家屋・
財産などの損害に結
びつくもの。

取扱においてその行為

を禁止します。

指示に基づく行為を強
制します。

警告 注意
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安全にお使いいただくために

警告

・エンジンが熱いうちは、給油しないで

ください。

・燃料が漏れたり、こぼれたままエンジ

ンをかけないでください。

・運転時、給油時、喫煙など火気を発

生させないでください。

・燃料をこぼさないように注意してくだ

い。 所定のレベルを超えて補給しな

いでください。

・使用中は、点火プラグキャップ部や

高圧コードに触れないでください。

・換気の悪い場所ではエンジンをかけ

ないでください。

・エンジン回転中及び停止後しばらく

の間はエンジンやマフラーなどが熱

くなっています。触れるとやけどする

ことがありますので注意してください。

・回転している部分の近くに手又は足

を入れないでください。

・改造、分解は絶対行わないでくださ

い。安全性・信頼性が低下したり故

障の原因になります。 また、当社の

保証サービスは一切受けられなくな

ります。

・指定された用途以外には使用しない

でください。

・正しい操作を知らない人、子供の方

には操作をさせないでください。

・操作のしかたがよく分からない方の

独自使用はしないでください。

・使用前に部品に損傷がないか十分

点検し、正常に作動するか、また所

定機能を発揮するか確認してくださ

い。

・燃料を補給するときは必ずエンジン

を停止して、屋外の換気の良い場所

で行って下さい。

・燃料がこぼれた場合は、直ちにふき

取ってください。

・燃料キャップは確実に締めてください。

・運転中は、排気ガスに十分注意して

ください。

・ご使用前にこの説明書をお読みにな

り取扱の注意事項をよくご理解の上

ご使用ください。

・未成年者の単独使用は禁止です。監

督下で作業してください。

・エンジンを始動するときは、周囲に人

や動物がいないことを確認してくださ

い。

・始動前点検を実施してください。

・始動前点検で異常が見つかった場

合は、直ちに使用を中止し、点検、修

理を行ってください。

警告
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警告

・使用中に異常音、異常振動があった

ときは、直ちに使用を中止し、点検、

修理を行ってください。

・回転しているオーガに接触すると負

傷または死亡する恐れがあります。

・可動部分の位置および締め付け状

態、部品の破損、取付け状態、その

他動作に影響を及ぼす全ての箇所に

異常がないか確認してください。

・破損した部品交換や修理は、取扱説

明書の指示に従ってください。取扱説

明書に指示されていない場合は、お

買い求めの販売店に修理を依頼して

ください。修理の知識や技術のない

方が修理しますと、十分な性能を発

揮しないだけでなく、事故やけがの

原因になることがあります。

・長期保管する場合は、燃料タンクの

燃料を抜き取り、火気のないところに

保管してください。

・部品交換は、純正部品を使用してく

ださい。

・装置をご使用になる前に、エンジン

の始動、停止のしかたを覚えてくださ

い。

・定期点検整備を行ってください。

・子供の手の届かない安全な場所に

保管して下さい。

安全にお使いいただくために

・身体の調子が悪いとき、判断力に影

響するような酒類、薬物を服用して使

用しないでください。

・夜間、悪天候時、霧の発生時など、

視界が良くないときは使用しないでく

ださい。

・正しい操作を知らない人、子供には

操作をさせないでください。

・操作中は、子供を近づけないでくださ

い。操作者以外、装置へ近づけない

でください。けがの恐れがあります。

警告
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安全にお使いいただくために

注意

・除雪する場所の異物はあらかじめ取

り除いておいてください。

・除雪部が異物に突き当たったり、巻

きついた場合には、速やかにエンジ

ンを停止し、回転部が完全に停止し

てから異物を除去し、除雪機が損傷

していないかを調べてください。損傷

があった場合には、完全に補修した

後でなければ除雪機を再始動しない

でください。

・除雪部分、投雪口などに詰まった雪

を取り除くときは、エンジンを停止し、

誤ってエンジンがかからないようにし

たうえで、回転が完全に止まった後に、

棒等を使って取り除いてください。

・装置から離れるときは、必ずエンジン

を停止してください。危険を感じたり、

予測される場合も、必ずエンジンを停

止してください。

・燃料は無鉛ガソリンを使って下さい。

・長期保管する場合は、燃料タンクの

燃料を抜き取り、火気のないところに

保管してください。

・機械カバーなどは機械が十分冷めて

からかけてください。

・すべりにくい靴、防寒服、手袋など作

業に適した服装を心掛けてください。

・除雪時は操作に集中し、特にバック

時は、滑らないよう足元にご注意くだ

さい。

・すべりにくい靴、手袋、保護メガネ、

保護帽などの作業に適した服装を心

掛けてください。

・定期点検整備を行ってください。

・停止するときは、スノーボードを接地

させてください。

・除雪機を長時間保管するときは、取

扱説明書にしたがって保管してくださ

い。
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・砂利道は石が飛び出すなど危険で

す。除雪しないでください。

・雪の中に石が混入していると遠くまで

飛ぶ事があるので十分注意してくだ

さい。

・除雪部分、投雪口や回転部分に顔や

手足、衣服などを近づけないでくださ

い。

・傾斜面を横切って除雪しなでください。

傾斜面で方向を変える場合には、十

分注意をしてください。

注意

安全にお使いいただくために
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重要ラベル
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ノブ

各部の名称

投雪口

タイヤ

オーガラバー

ハンドル

ロッキングレバー

オーガクラッチレバー

リコイルハンドル

シューターハンドル

ベルトカバー

シューター

燃料タンクキャップ

安全キー

チョーク

リコイルハンドル受け金具
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主要諸元

型 番 HG-K8718

除 雪 幅 （ m m ） 460

除 雪 高 （ m m ） 300

走 行 手押し

最 大 除 雪 距 離 （ m ） 8

投 雪 方 向 190°

エ ン ジ ン LONCIN LC154F

エ ン ジ ン 形 式 4サイクル

定格出力（kW[ps]/rpm） 1.65[2.2]/3,600

総 排 気 量 （ c m 3 ） 87

始 動 方 法 リコイルスターター

使 用 燃 料 無鉛ガソリン（レギュラー）

潤 滑 油 5W-30

燃 料 タ ン ク 容 量 （ L ） 1.6

潤 滑 油 容 量 （ L ） 0.35

重 量 （ k g ） 18



●梱包部品一覧表

念のため、各パーツが不足していないかのご確認をお願いいたします。

不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。
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組立

①ロッキングレバー、ナット、ワッシャ ②ハンドル

④シューター③ノブ

⑤リコイル紐ガイド
ワッシャ、ナット

⑥シューターハンドル

⑦安全キー

ロッキングレバー ナット ワッシャ
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・組立を行うときは、エンジンを停止してください。

・安全キーを抜き安全を確保し作業を行って下さい。

・作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめて下さい。また周囲に子供

や動物が近づかないよう配慮をお願い致します。

・換気の良い場所で行って下さい。

警告

・作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用

し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行って下さい

・工場出荷時は、エンジンオイルが入っておりません。ご使用前に必ず補給してくだ

さい。

注意

組立



●ハンドルの取付け

ハンドルをロッキングレバーを使って

本体に取付ます。

■組立手順

1.①ロッキングレバー、②ハンドルを

準備します。(P11 参照)

2.赤いオーガクラッチレバーが上にな

るように、ハンドルを下ハンドル

に重ね、取付け穴を合わせます。

3.ロッキングレバーの先端がハンドル

の下側を向くようにして、外側から

差し込み、ワッシャを通して、ナッ

トを締めます。

4.ハンドルが適切な高さに近い位置に

なるよう、ハンドルにある角度調節

穴に下ハンドルにあるピンをはめ込

みます。

5.ロッキングレバーを回してハンドル

を固定します。
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組立

ロッキングレバー先端
がハンドルの下側

赤いオーガクラッ
チレバーが上に
なるように

角度調節穴

下ハンドルに
あるピン

ロッキングレバー
を回してハンド
ルを固定

下ハンドル

ハンドルの下側



●オーガクラッチワイヤの取付

け

オーガクラッチレバーにオーガクラッ

チワイヤを取り付けます。

■組立手順

1.オーガクラッチレバーに付いている

取付けリングに被さっている保護チュー

ブをずらします。

2.ガイドリングにワイヤフックを通し、

オーガクラッチワイヤが弛まない程

度にフックを取付けリングに引っ掛

けます。ワイヤは強く張らないでく

ださい。レバーに近いリングになる

ほどワイヤの張りが強くなります。

強く張りすぎるとレバー操作の遊び

が無くなり、クラッチが作動する場

合があります。

3.保護チューブを戻します。

4.オーガクラッチレバーを操作し、適

切な遊びがあり、動作することを確

認してください。

●ワイヤークリップの取付け

ワイヤクリップをハンドルに固定しま

す。

■組立手順

1.ワイヤクリップをハンドルの取付け

穴に内側から、スペーサー部を差し

込みます。

2.ハンドル外側から、ネジをしめてワ

イヤクリップを固定します。
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組立

保護チューブをずらす

取付けリング
に引っ掛ける

ガイドリング
にワイヤフッ
クを通す

ワイヤーク
リップ

スペーサー部

ネジをしめて
ワイヤクリッ
プを固定



●シューターの取付け

本体にシューターを取り付けます。

■組立手順

1.④シューター、⑥シューターハンド

ル、③ノブを準備します。(P11 参

照)

2.本体排出口にあるボルトに、シュー

ター取付け穴を通します。

3.シューターハンドルをシューターの

上から重ねるように取付け穴にボル

トを通し、ノブを手で絞めて、シュー

ターを固定します。

●リコイル紐ガイドの取付け

リコイル紐ガイドをハンドルに取り付

けます。

■組立手順

1.⑤リコイル紐ガイドを準備します。

(P11参照)

2.リコイル紐ガイドの先端がハンドル

の上側にくるようにして、ハンドル

外側から差し込み、内側からワッシャ

を通してナットを締めます。

3.リコイル紐をガイドの輪に通します。

- 15 -

組立

シューター

シューター
ハンドル

本体排出口にある
取付けボルト

ガイドの先端がハン

ドルの上側にくるよ

うに差し込む

ハンドルの外側から差し込む

紐をここの隙間から、

ガイドの輪に通す



●エンジンオイルの補給

エンジンオイルを入れてください。

■補給方法

1.エンジンオイルを準備してください。

推奨オイル SAE 5W-30

オイル容量 0.35L (初回)

2.車体を水平な場所に移動させます。

3.オイル給油キャップを外します。

4.新しいオイルを、上限位置を超えな

いように、補給してください。

5.オイル給油キャップを締めます。
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組立

オイル給油
キャップ

上限 下限

適正量



●シューターと投雪口

投雪方向と投雪角度を変えることがで

きます。

シューターは手動で190 度回転が可能

です。

投雪口の左右のノブを緩め、投雪口を

手で適切な角度に合わせます。

左右のノブを締めて、投雪口を固定し

ます。

●ハンドル

ご使用になる方に合わせてハンドルの

高さを調節することができます。

■調整方法

1.左右のロッキングレバーを回し、ハ

ンドルを緩めます。

2.ハンドルの高さは 3段階に調節でき

ます。 ハンドルが適切な高さに近

い位置になるよう、ハンドルにある

角度調節穴に下ハンドルにあるピン

をはめ込みます。

3.左右のロッキングレバーを回し、ハ

ンドルを固定します。
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左右のノブを緩め、投

雪口を手で適切な角度

に合わせます

角度調節穴

下ハンドルに
あるピン

各部の取扱い

投雪口



●チョークレバー

エンジンが冷えている状態でエンジン

を始動する際に使用します。

始動時:

エンジンが冷えているときのチョーク

レバーの位置

運転時

エンジンが掛った後のチョークレバー

の位置

●エアポンプ

エンジンが冷えている状態からかける

際、燃料をキャブレタに呼び込む働き

をします。

冷えているエンジンの始動操作をする

際、始めにエアポンプを3回ゆっくり

押下します。

3 回以上押下すると燃料を吸い込みす

ぎて始動しにくくなります。
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各部の取扱い

エンジンが冷
えているとき
のチョークレ
バーの位置

エンジンが掛っ
た後のチョーク
レバーの位置 エアポンプ



●リコイルハンドル

エンジンを始動するときに使用します。

リコイルハンドルを少し重くなるまで

ゆっくり引き、そこから勢いよく真っ

すぐ引張ります。

●オーガクラッチレバー

オーガラバーを回転させます。

オーガクラッチレバーを握る:

オーガラバーが回転します。

オーガクラッチレバーを放す:

オーガラバーの回転が停止します。
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各部の取扱い

注意

・ロープを 後まで引張らないでくだ

さい。

・引いたリコイルハンドルを途中で放

さないで、ゆっくり戻してください。

リコイルハンドル

オーガの
回転が停止

オーガが回転



●安全キー

安全キーを挿入しないとエンジンは始

動しません。

エンジンを止めるときに、引き抜きま

す。

安全キーの穴の部分に紐を取り付け、

作業に邪魔にならない長さで紐の端を

体に結び付けてください。 緊急時に

キーが抜けることでエンジンがストッ

プします。
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各部の取扱い

安全キー

安全キーの穴の部分に
紐を取り付ける



点検項目

・燃料の量

・エンジンオイルの量

・ハンドルのがたつき、ゆるみ

・オーガの摩耗、破損、異物の絡み

・オーガクラッチの動き、

・シューターの動き

●燃料の点検

燃料（無鉛ガソリン）の量を点検しま

す。
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警告

・点検、整備を行うときは、エンジン

を停止してください。

・換気の良い場所で行って下さい。

・機械を水平な場所で水平な状態に

します。

・エンジン停止後しばらくの間はエン

ジンやマフラーなどが熱くなってい

ます。触れるとやけどすることがあ

りますので注意してください。

・破損した部品交換や修理は、取扱

説明書の指示に従ってください。取

扱説明書に指示されていない場合

は、お買い求めの販売店に修理を

依頼してください。修理の知識や技

術のない方が修理しますと、十分

な性能を発揮しないだけでなく、事

故やけがの原因になることがありま

す。

・補給時、燃料タンク内に水、雪、氷

が入らないように注意してください。

・ハイオクガソリンは使用しないでく

ださい。

・火気を近づけないでください。

・静電気を除去してから給油してくだ

さい。

・燃料はこぼさないように補給してく

ださい、万一こぼれたときは完全に

ふき取って下さい。

・燃料は注入口の口元までいれず給

油限界位置を超えないように補給

して下さい。

・給油キャップは確実に締めてくださ

い。

・換気の良い場所で行って下さい。

警告

注意

運転前の点検



■点検の方法

1.車体を水平な場所に移動させます。

2.燃料の液面を確認します。

3.少ないときは上限の位置まで補給し

てください。

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン

（レギュラーガソリン）

4.補給後、給油キャップを確実に閉め

てください。

●エンジンオイルの点検

エンジンオイルの量、よごれを確認し

ます。

■点検の方法

1.車体を水平な場所に移動させます。

2.オイル給油キャップを外します。

3.オイルゲージの上限までオイルがあ

るか点検してください。

4.オイル量が少ないときは、新しいオ

イルを補給してください。

推奨オイル SAE 5W-30

オイル容量 0.35L
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運転前の点検

給油キャップ

オイル給油
キャップ

上限 下限

適正量



●エンジンのかけ方

1.オーガクラッチレバーが切の位置に

あることを確認してください。

2.安全キーを差し込みます。

3.エンジンが冷えているときは、エア

ポンプを3回押下します。

- 23 -

・換気の悪い場所ではエンジンをか

けないでください。 換気の悪い屋

内や風通しの悪い場所でエンジン

を始動すると、ガス中毒を起こすお

それがあります。

警告

・オーガクラッチレバーを握った状態

でエンジンを始動しないでください。

注意

運転操作のしかた

オーガクラッ
チレバーが
切の位置

▲ ▲ ▲

エアポンプ



4.エンジンが冷えているときは、チョー

クレバーを始動の位置に合わせます。

エンジンが暖まっているときは運転

の位置に合わせます。

5.リコイルハンドルを少し重くなるま

でゆっくり引き、そこから勢いよく

真っすぐ引張ります。 エンジンが

かかるまで、数回繰り返します。

ロープを最後まで引張らないでくだ

さい。 引いたリコイルハンドルを

途中で放さないで、ゆっくり戻して

ください。

6.初爆(ボンボンという爆発音)があり、

そのままエンジンがかかればチョー

クレバーを運転に合わせてください。

▼爆発音のみで始動しない場合、す

ぐ止まってしまう場合は、チョーク

レバーを運転位置にして、リコイル

ハンドルを引きます。

▼チョークレバーを引いた状態で、

リコイルハンドルを引き続けると燃

料を吸い込みすぎて、エンジンが始

動しにくくなります。

7.エンジンを起動後、暖気運転を行い、

運転状況を確認します。

●エンジンの止め方

エンジンを止めます。

1.オーガクラッチレバーを放し切の位

置に合わせます。

2.安全キーを抜きます。

- 24 -

運転操作のしかた

エンジンが冷
えているとき
のチョークレ
バーの位置

エンジンが掛った
後(運転)のチョー
クレバーの位置

リコイルハンドル



●除雪のしかた

1.エンジンを始動します。

2.投雪口を投雪したい方向、角度に調

整します。

3.オーガクラッチレバーを握り、除雪

を行います。ハンドルを押し上げ、

オーガを雪に押し当てながら前進し

ます。

エンジンの回転が落ちる場合は、除

雪幅を狭くしたり、前進するスピー

ドを遅くするなどしてエンジンに掛

る負荷を調整してください。
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除雪作業の操作

左右のノブを緩め、投

雪口を手で適切な角度

に合わせます

オーガの
回転が停止

オーガが回転

雪面

ハンドルを押し上げる

オーガを雪に押

し当てながら前

進します



●除雪作業を終了するとき

1.オーガクラッチレバーを握り、オー

ガを空転させ、オーガに付着してい

る雪を吹き飛ばします。

2.オーガクラッチレバーを放します。

3.スノーボードを地面に接地させます。

4.安全キーを引き抜きます。

5.エンジンが停止したことを確認しま

す。
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スノーボードを地面に接地させ
ます

除雪作業の操作

オーガクラッチレバー

安全キー



いつまでも安全にお使いいただくために定期点検を行ってください。
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除雪期のはじめ 除雪期の終了

▼運転前点検
燃料の点検

エンジンオイル点検・補充
ねじの緩み

▼初回20時間点検
エンジンオイル交換

▼シーズン前点検

エンジンオイル交換
点火プラグ点検

ベルト点検

▼シーズン終了点検
タンク・キャブレターの燃料抜き

各部防錆塗布・給油
オーガ点検

・点検、整備を行うときは、エンジンを停止してください。
・換気の良い場所で行って下さい。

・機械を水平な場所で水平な状態にします。
・エンジン停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れ

るとやけどすることがありますので注意してください。
・破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書
に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修

理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、
事故やけがの原因になることがあります。
・作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用

し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行って下さい。

警告

点検・整備のしかた



●エンジンオイルの交換

エンジンオイルの交換を行います。

■交換のしかた

1.市販されているオイルチェンジャー

を準備してください。

2.機械を水平な場所で水平な状態にし

ます。

3.オイル給油キャップを開けます。

4.オイル給油口にオイルチェンジャー

のノズルを深く差し込みます。

5.オイルチェンジャーを操作し、オイ

ルを完全に抜きます。

6.新しいエンジンオイルをオイルゲー

ジのオイル量範囲の位置まで入れま

す。

7.注入後、オイル給油キャップを締め

ます。推奨オイル SAE 5W-30

オイル容量 0.35L
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点検・整備のしかた

・機械を水平な場所で水平な状態に

します。

・エンジン停止後しばらくの間はエン

ジンやマフラー、エンジンオイルな

どが熱くなっています。 直ぐに排

出せず、冷えてか作業してください。

警告

上限 下限

適正量

オイル給油口



●点火プラグの点検・清掃

点火プラグを外し、電極の点検・清掃

を行います。

■交換のしかた

1.点火プラグキャップを取り外します。

2.点火プラグを取り外します。

3.点火プラグをワイヤブラシで清掃し

ます。

4.隙間は 0.7mm ～ 0.8mmが適切です。

プラグ番号 NGK BPR6ES
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点検・整備のしかた

点火プラグキャップ



●オーガベルトの交換

オーガベルトが摩耗、切断したときは、

新しいベルトに交換してください。

■オーガベルトの交換手順

1.エンジンが確実に止まっていること

を確認してください。

2.ベルトカバーを止めているボルト 4

本を取り外し、ベルトカバーを取り

外します。

3.ボルトは3種類あります。

①ボルト ②ボルト・ナット

③モクネジ

4.大プーリーからベルトの取り外し

大プーリーに掛っているベルトを外

に引張りながら、プーリー溝から外

しオーガラバーをゆっくり手で回す

とプーリーからベルトが外れます。

5.小プーリーからベルト取り外し

小プーリーに掛っているベルトを、

ベルト押さえの隙間から外します。
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点検・整備のしかた

①

①

②

③

ベルトカバー

大プーリー

大プーリー

小プーリー

小プーリー

ベルト押さえ



6.ベルトの取付け

新しいベルトを小プーリーから、外

した手順と逆の手順で掛けます。

オーガクラッチレバーを握って、プー

リー、ベルトの動きを確認します。

7.ベルトカバーの取付け

ボルトの位置に注意し、しっかり固

定します。

●オーガラバーの交換

オーガラバーが摩耗、損傷したときは、

新しいオーガラバーに交換してくださ

い。

■オーガラバーの交換手順

1オーガラバーの取り外し

①オーガスタンドに、2枚のオーガ

ラバーがボルトで取付けられていま

す。

②オーガラバーを取り付けている

ボルトの頭を 4 ｍｍの六角レンチ

で押さえながら、ナット（10ｍｍ）

を取り外します。 同じ要領で他

のボルト・ナットも取り外します。

③オーガを取り外します。

2.オーガラバーの取付け

①新しいオーガラバーを準備しま

す。

②オーガラバーの平らな面が表、

三角の溝がある側が裏になります。

③オーガスタンドにオーガラバー

の表が上になるようにのせ、ボル

トを通し、六角レンチで回転を止

めながら、裏からナットをしっか

り締めます。 他の取付け位置も

同様にしっかり締めます。
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点検・整備のしかた

オーガスタンド



●スノーボードの交換

スノーボードが摩耗、損傷したときは、

新しいスノーボードに交換してくださ

い。

■スノーボードの交換手順

1.スノーボードの取り外し

①スノーボードを取り付けている 3

か所のボルトを4ｍｍの六角レンチ

で緩め、取り外します。

2.スノーボードの取付け

①新しいスノーボードを準備します。

②3 か所のボルトを 4ｍｍの六角レ

ンチでしっかり締め、スノーボード

を固定します。
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点検・整備のしかた



●燃料系のメンテナンス

燃料タンクのガソリン、キャブレター

のガソリンを抜きます。

ガソリンを受ける容器を用意してくだ

さい。

■キャブレター内のガソリンを抜く手

順

1.エンジンを完全に停止します。

2.燃料タンクのキャップを外し、タン

ク内の燃料を市販の手動ポンプを使

用して抜きます。

3.キャブレターフロートチャンバーの

横についている①部分ボルトを緩め

て、排出されたガソリンを容器にう

けます。キャブレター内の燃料を抜

くことができます。下向きについて

いる②のボルトは絶対に緩めないで

下さい。

4.緩めたボルトは、必ずしっかり締め

て下さい。

5.燃料コックを閉じます。
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点検・整備のしかた

・緩めたボルトは、必ずしっかり締め

て下さい。 ガソリンがもれると引

火の危険があります。

・こぼれたガソリンは布などで、直ち

にふきとってください。

警告

①

②



●保管・格納

使用後、次のシーズンまで使用しない

場合、以下の作業を行い保管してくだ

さい。

■長期間使用しないときの作業手順

1.エンジンを完全に停止します。

2.燃料タンクのキャップを外し燃料タ

ンクの燃料を市販の手動ポンプを使

用して抜きます。

3.キャブレターの燃料を抜きます。

4.燃料タンクのキャップを確実に取り

付けます。

5.点火プラグを取り外し、1 ～ 2cc 程

度のエンジンオイルをシリンダに注

入ます。 リコイルスターターをゆっ

くり数回引き、オイルを行き渡させ

ます。

6.リコイルスターターをゆっくり引き、

重くなったところで止めます。

7.各部のよごれを落とし、水分が残ら

ないよう、きれいに清掃します。

8.各部ボルトの破損、腐食、緩みの点

検をします。

9.金属部の防錆を行います。

10.本体にカバーをかけ、湿気の少な

い換気の良い場所に保管してくださ

い。

11.周囲に子供や動物が近づかないよ

うにしてください。
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長期間使用しないとき

・安全キーを抜いた状態で作業を行っ

て下さい。

・作業中にエンジンを始動するような

ことは絶対にやめて下さい。

・周囲に子供や動物が近づかないよ

う配慮をお願い致します。。

警告
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点火プラグに火花が出
ていない

①燃料がはいっていない
②燃料ホースの詰まり、漏れ

③燃料タンク錆びまたは、異物混入に
よる詰まり

交換
調整
正しく接続

キャブレターに燃料が
来ていない

①スパーク・プラグ不良
②スパーク・プラグ・キャップ接続不良
⑤イグニッションに関る配線不良

燃料を入れる
ホース清掃、交換

交換、フィルタ清
掃

エンジン内に燃料が来

ていない

①キャブレータ詰まり キャブレタ分解掃

除

シュータから雪が出な

い

①シュータに雪が詰まっている 棒等で落とす

雪を集められない ①オーガに雪がついている 棒等で落とす

故障と思ったら
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お客様ご相談窓口

まず、「故障と思ったら」を参考に、ご自身で点検してください。

●故障部品をお客様で交換される場合

保証期間内は消耗品を除き壊れた部
品は当社で保証します。
送料は全てお客様のご負担となりま
す。

修理、部品に関するご相談

●故障品をメーカーで修理する場合

保証期間内の本体修理も無料で承り
ます。
その際に生じる往復の送料はお客様
のご負担となります。

修理 使い方などのご連絡窓口

受付

故障内

容確認

代替部

品発送

故障の状況

故障箇所の写真等

お客様

お客様

送料お客様ご負担で

故障装置発送

送料お客様ご負担で
故障修理装置返送

受付

故障内

容確認

代 替 部

品発送

送料お客様負担

で代替部品発送

修理、部品を依頼される時は
下記の事項をご連絡ください。
① 故障の状況

② 型式
③ ご購入サイト、年月日
④ お名前、ご住所、電話番号

お問い合わせ窓口
TEL 0276-55-2275
FAX 0276-55-2276

メール support@haige.jp
住所 〒370-0503 群馬県邑楽郡

千代田町赤岩3072-3
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MEMO
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