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お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ここのの取取扱扱説説明明書書ををよよくくおお読読みみののううええ、、正正ししくくおお使使いいくくだだささいい。。
ご使用の前に、「安全に作業するために」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

エエンンジジンンににエエンンジジンンオオイイルルはは入入っってていいまませせんん。。

使使用用しし始始めめるる前前にに必必ずずエエンンジジンンオオイイルルをを入入れれててくくだだささいい。

注注意意
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１１．． 安安全全にに作作業業すするるたためめにに

（（１１））ははじじめめにに
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよく読んで正しい安全作業を行ってください。
「安全に作業していただくために、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記の通りですがこれ以外に
も本文の中で ・ ・ ・ としてそのつど取り上げています。」

（（２２））作作業業前前のの注注意意
■ こんな人は、作業してはいけません。心身ともに健康な状態で作業してください。
●過労、病気、薬物の影響、その他の理由
により正常な作業ができない人
●酒気をおびた人
●妊娠している人
●若年者
●未熟練者

■ 服装は、作業に適していますか？

●作業に適し、体にあったものを着用してください。

・保護具はつねに正常な機能を有する様、点検・整備を行い、正しく使用してください。
・騒音が大きい場合はイヤマフまたは耳栓を着用してください。
・作業領域には作業者以外の人を近づけないでください。

危険 警告 注意 注意

帽子

保護メガネ

保護マスク

保護手袋

耳栓（騒音作業）

作業靴

（長靴）

保護衣

（袖口スッキリ）

警告
体内にペースメーカを使用している人は潅水ポンプを使用しないでください。
ペースメーカが誤作動をおこす可能性があります。
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■■エエンンジジンンににつついいてて
●換気の悪い場所での使用は避けてください。
●エンジンは運転中、停止直後は高温です。マフラー、シリンダーフィンなどに手が触れるとやけ
どします。
●エンジンの運転中、スパークプラグにはさわらないでください。
●設置した際に、排気方向は塞がないでください。排気ガスや排気熱により一酸化炭素中毒や火災
の原因になります。

●トラックのあおりがマフラー排気口より高い場合にはあおりを倒してください。

（（４４））ごご使使用用後後のの注注意意
●使用後は火災防止のため、燃料はすべて抜き取って金属缶に入れ保管してください。
また、燃料タンク内に燃料を入れたままにしていますと、エンジンに悪影響を与え、故障の原因と
なります。
●ポンプ内に残った水は、水抜きをしてください。泥水等で運転した場合は、清水で運転してポンプ
内を清掃してから水抜きをしてください。
●損傷個所のある場合は、修理してから格納してください。この場合、部品、消耗品はすべて当社指
定の純正部品をご使用ください。

●本機を清掃し、保管は湿気の少ない場所に、チリやゴミが付着しないようにしてください。

危険

警告

注意

●●燃燃料料はは可可燃燃物物でですす。。運運転転のの場場所所にに火火気気はは近近づづけけなないいででくくだだささいい。。
●●燃燃料料のの補補給給やや手手入入れれををすするる時時はは、、タタババココななどどのの火火気気をを近近づづけけなないいででくくだだささいい。。

●●燃燃料料のの補補給給ははエエンンジジンンをを必必ずず停停止止しし、、冷冷ええててかからら行行なないいまますす。。ここぼぼれれたた燃燃料料ははききれれいいにに拭拭ききととっってて
おおききまますす。。
●●始始動動はは必必ずず給給油油ししたた場場所所かからら３３ｍｍ以以上上離離れれたたととこころろででエエンンジジンンをを始始動動ししててくくだだささいい。。
●●燃燃料料をを基基準準容容量量以以上上補補給給ししたたりり、、激激ししいい振振動動をを与与ええたたりり本本機機をを傾傾けけたたりりししなないいででくくだだささいい。。
●●エエンンジジンンのの排排気気ガガススはは有有害害でですす。。閉閉めめ切切っったた室室内内ででのの運運転転はは、、一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒のの恐恐れれががあありりまますすのの
でで、、おおややめめくくだだささいい。。ままたた、、吸吸込込ままなないいよようう注注意意ししててくくだだささいい。。

●●エエンンジジンンはは運運転転中中、、停停止止直直後後はは高高温温でですす。。ママフフララーー・・シシリリンンダダフフィィンンななどどにに手手をを触触れれるるとと、、ややけけどど
ををすするる恐恐れれががあありりまますす。。
●●エエンンジジンン運運転転中中ののププララググににはは高高電電圧圧がが通通っってていいまますす。。電電気気シショョッッククをを受受けけまますすののでで運運転転中中はは絶絶対対にに
ププララググややププララググココーードドにに手手をを触触れれなないいででくくだだささいい。。
●●運運転転中中にに燃燃料料ががももれれてていいるる場場合合はは、、火火災災ににななるるののでで直直ちちににエエンンジジンンをを停停止止ししてて修修理理ししててくくだだささいい。。
●●機機械械にに異異常常（（異異常常音音、、異異常常振振動動、、不不具具合合））をを感感じじたた時時はは、、直直ちちにに作作業業をを中中止止ししてて修修理理ししててくくだだささいい。。
●●エエンンジジンンははエエンンジジンンのの取取扱扱説説明明書書をを読読みみそそれれにに従従っっててくくだだささいい。。

注意
●●エエンンジジンンはは出出荷荷時時ににオオイイルルがが入入っってていいまませせんん。。使使用用前前にに必必ずずオオイイルルをを入入れれててくくだだささいい。。
●●エエンンジジンンオオイイルルはは使使用用前前にに必必ずず確確認認ししててくくだだささいい。。オオイイルルがが劣劣化化しし、、エエンンジジンンのの故故障障のの原原因因ととななりり
まますす。。

●エンジンの周囲１ｍに壁や障害物のない平地で運転してください。
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■

●本書はBP2540H、BP2540A、BP8040Aを基本に構成していますので、機種によっては説明図が一部異なることがあ

　　　　

※本製品には、上の図に示す位置に次の警告ラベルが貼ってあります。
下記にその内容を記載してありますので、よく読んでその意味を充分理解した上で、表示内容を
守って作業してください
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各部のなまえと操作部のはたらき

注意

ハンドル
本機を持つのに
使用します

チョークレバー

燃料給油キャップ

始動ロープ
エンジンを始動
するときに使用
します

オイル注油口キャップ
エンジンオイルを給油
します

燃料タンク
燃料を入れます

給水口キャップ
取外してポンプ内に
呼び水をいれます

ポンプ

エンジン

吐出口
吐出ホースを
取付けます

エンジンスイッチ

ドレンキャップ
ポンプ内の水を
抜きます

吸込口
吸水ホースを
取付ます

BP2540Hラベル

警告ラベル
P/N 428723 

製造番号表示位置
(エンジン機番)

スロットルレバー

BIG Mラベル

製造番号表示位置
(エンジン機番)

製造番号表示位置
(エンジン機番)
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※※ の吸水ホホーースはオプション（別売）となります。
●ホースへのホースメネジ中芯挿入は、ホースメネジが自由に回せるように ～ の間を設け、
ホースバンドにて、空気の吸込みや水漏れがないように確実に締付けてください。

●ホースメネジは吸水口に確実に取り付けてください。

ホースメネジ

－ －

5.  取扱い及び操作のしかた
ホースの組立

■■ ，， のの場場合合

■■ のの場場合合

※※ の吸水ホースはオプション（別売）となります。
●カムロック（ソケット）のレバーを操作することでカムロック（プラグ）と接続（固定）と取り外
しを行うことが出来ます。

●カムロック（プラグ）はポンプの吸水口に確実に取り付けてください。
●吸水ホースはオプション（別売）となっておりますので、必要に応じて最寄の取扱店へお問合わせ
ください。（BP2540H,BP2540A,BP2540A(NF)は除く）

吸水ホースの組立

注意
●●吸吸水水ホホーーススはは負負圧圧ににななるるののでで、、つつぶぶれれなないいよよううにに使使用用ししててくくだだささいい。。

ホースメネジ中芯 ゴムマルパッキン吸水ホースホースバンドストレーナ ホースバンド

レバー

カムロック
(プラグ)

カムロック
(ソケット)ストレーナ ホースバンドホースバンド

吸水ホース

パッキン

注）本機吸水口に取付けてください。

パッキン
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始始業業点点検検
その日の作業をはじめる前に行なう点検が始業点検です。始業点検は毎回行なうことにより、故障を未
然に防止することができます。非常に大切な点検ですので必ず実施してください。

点点検検内内容容
●機械各部のネジがゆるんでいないか点検します。ネジがゆるんでいると運転中部品が落下し故障の原
因となります。
●エアークリーナの点検・清掃。（１７ページ参照）
●エンジンのオイルの量や汚れ具合等を点検します。
●ポンプは水源の近くの水平な場所に水際より離して設置します。
●吸水ホースはできるだけ短く、曲がりや折れのない様にするとポンプの性能は良くなります。吸水ホ
ースの重量がポンプにかかってポンプが傾いたり移動したりする場合は、吸水ホース、ポンプを固定
してください。
吸水ホースは負圧になります。純正品以外は使用しないでください。

●吸水ホースは必ずストレーナを付けた状態で使用してください。ストレーナなしで運転すると石、ゴ
ミ等を吸い込み故障の原因になります。
●ストレーナは完全に水源に入れ、浮き上がったり、泥に埋まったりしないようにしてください。
燃燃料料のの準準備備とと補補給給方方法法

●燃料は自動車用無鉛ガソリンを使用してください。
●詳しくは同梱のエンジン取扱説明書をよく読んでください。

■■燃燃料料補補給給
使用ガソリン：自動車用無鉛ガソリン
●燃料給油キャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除きます。
給油キャップを外し、給油限界位置を越えないように補給します。

●補給後、給油キャップを完全に締め付けてください。
また、給油キャップ取付け部より燃料漏れがないことを確認してください。

【タンク容量】 ＢＢＰＰ２２５５４４００ＨＨ：：本本田田 ＧＧＸＸ２２５５・・・・・・・・００．．５５５５ＬＬ
ＢＢＰＰ２２５５４４００ＡＡ、、ＢＢＰＰ２２５５４４００ＡＡ（（ＮＮＦＦ））、、ＢＢＰＰ４４００４４００ＡＡ：：三三菱菱 ＧＧＭＭ００８８２２・・・・・・・・１１．．６６ＬＬ

ＢＢＰＰ５５００４４００ＡＡ，，ＢＢＰＰ８８００４４００ＡＡ：：本本田田 ＧＧＰＰ１１６６００・・・・・・・・３３．．１１ＬＬ

警告
ガガソソリリンンはは非非常常にに引引火火ししややすすくく、、ままたた気気化化ししたたガガソソリリンンはは爆爆発発ししてて死死傷傷事事故故をを引引きき起起ここすすここととががあありりまま
すす。。ガガソソリリンンをを補補給給すするるととききはは
●●エエンンジジンンをを停停止止しし、冷えてから行ってください。
●●火火気気をを近近づづけけなないいででくくだだささいい。。
●●ガガソソリリンンははここぼぼささなないいよよううにに補補給給ししててくくだだささいい。。万万一一ここぼぼれれたたととききはは、、布布ききれれ等等でで完完全全ににふふきき取取りり、、火火
災災とと環環境境にに注注意意ししてて処処分分ししててくくだだささいい。。

●●燃燃料料はは注注入入口口のの口口元元ままでで入入れれずず給給油油限限界界位位置置をを越越ええなないいよよううにに補補給給ししててくくだだささいい。。入入れれすすぎぎるるととガガソソリリ
ンンがが燃燃料料給給油油キキャャッッププかかららににじじみみ出出るるここととががあありり危危険険でですす。。

注意
●●燃燃料料ははここぼぼささなないいよよううにに注注意意ししてて入入れれててくくだだささいい。。ここぼぼししたた場場合合ははききれれいいにに拭拭きき取取っっててくくだだささいい。。
●●キキャャッッププははししっっかかりり締締めめてて、、燃燃料料ががももれれなないいここととをを確確認認ししててくくだだささいい。。
●●キキャャッッププかからら燃燃料料ももれれががああるる場場合合、、キキャャッッププをを締締めめ直直ししててくくだだささいい。。燃燃料料ももれれがが止止ままららなないい場場合合はは、、修修
理理ししててくくだだささいい。。
●●補補給給時時ににエエンンジジンンかかららのの燃燃料料ももれれががなないいかか確確認認ししててくくだだささいい。。燃燃料料ももれれががああるる場場合合はは、、たただだちちにに修修理理しし
ててくくだだささいい。。 ����
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①燃料コックを開いてください。
*BP2540Hはプライミングポンプを数回押す。
②エンジンスイッチを「ＯＮ」にする。

⑤リコイルスタータを引いてください。

⑥リコイル操作を繰り返し、エンジンが始動したら
ジンの調子を見ながらチョークレバーを徐々に「開
してください。爆発音のみで始動しなかった場合は
チョークレバーを「開」の位置にしてリコイルスタ
勢いよく引いて始動してください。爆発音が一回で
あった場合はチョークレバーを「開」の位置にして
い。このときのように、初めて爆発したことを初爆
ます

ＢＰ２５４０Ｈ

④エンジンが冷えているときは、チョークレバー
を「全閉」にしてください。気温が高いときやエ
ンジンが暖まっているときは、チョークレバーを
「開」にしてください。

③スロットルレバーを１/３～半開に
してください。
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ＢＰ２５４０Ａ
ＢＰ２５４０Ａ（ＮＦ）

ＢＰ４０４０Ａ
ＢＰ５０４０Ａ
ＢＰ８０４０Ａ

警告

●●始始動動はは必必ずず、、給給油油ししたた場場所所かからら３３ｍｍ以以上上離離れれたたととこころろでで行行ななっっててくくだだささいい。。
●●排排気気ガガススはは人人体体にに有有害害でですす。。換換気気のの悪悪いい場場所所でで運運転転ししなないいででくくだだささいい。。
●●エエンンジジンンのの周周囲１１ｍｍにに壁壁やや障障害害物物等等ののなないい平平地地でで運運転転ししててくくだだささいい。。

注意

●●作作業業機機かからら発発すするる電電波波雑雑音音にによよりり、、無無線線装装
置置がが誤誤作作動動すするるおおそそれれががあありりまますす。。無無線線装装置置
のの近近くくでではは、、運運転転ししなないいででくくだだささいい。。

注意

●●リリココイイルルススタターータタをを戻戻ししたたロローーププがが引引きき込込
ままれれずず、、たたるるんんででししままっったた場場合合やや、、引引きき始始めめ
かからら引引きき力力がが大大ききくく感感じじるるととききはは、、５５～～１１００
ｃｃｍｍほほどど強強めめににリリココイイルルススタターータタをを引引くくとと正正
常常にに戻戻りりまますす。。

●●初初爆爆のの音音をを聞聞ききののががししてて、、チチョョーーククレレババーー
「「閉閉」」ののままままリリココイイルルススタターータタをを何何回回もも引引きき
続続けけるるとと、、燃燃料料ががエエンンジジンンシシリリンンダダのの中中へへ入入
りり過過ぎぎてて、、エエンンジジンンがが始始動動ででききななくくななりりまま
すす。。チチョョーーククレレババーー「「閉閉」」でで５５～～６６回回リリココイイ
ルルススタターータタをを引引いいててもも初初爆爆ががなないい場場合合（（聞聞ここ
ええななかかっったた場場合合））はは、、チチョョーーククレレババーーをを
「「開開」」ににししてて、、ススロロッットトルルレレババーーをを全全開開ににしし
てて、、リリココイイルルススタターータタをを５５～～６６回回勢勢いいよよくく引引
いいてて始始動動ししててくくだだささいい。。

注意

①燃料コックを開く 

②エンジンスイッチ 

③スロットルレバー 

④チョークレバー 

⑤リコイルスタータ 

⑥チョークレバー 

ON 

閉 

開 

①燃料コックを開く 

ON 

②エンジンスイッチ 

③スロットルレバー 

閉 

④チョークレバー 

⑤リコイルスタータ 

開 

⑥チョークレバー 

①プライミングポンプを 
数回押す 

②エンジンスイッチ 

③スロットルレバー 

④チョークレバー 

⑤リコイルスタータ 

⑥チョークレバー 

ON 

閉 

開 
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６６．．清清掃掃とと点点検検・・整整備備

※エンジンの点検・整備については同梱のエンジン取扱説明書を参照ください。
●ポンプ
・ポンプ内の水抜きをします。
・吸水ホース、吐出ホースはポンプから外して
おきます。
・外部を布等で清掃し整備をします。
・もし、不調か異常がありましたら、その原因
について処置します。
・泥水、汚れを取り除き、布できれいにみがい
てサビ止めをします
・各部のネジの緩みを点検し、緩んでいる部分
は充分締付けます。
・各部配管は、接続口の一端を外して完全に排
水します。特に極寒地では、バルブ配管等の
凍結破損を起こすことがありますから充分注
意し、各バルブは開けておきます。

●エンジン
エンジンをいつも安全に調子よく使い、長持ちさせるは、日常の点検が大切です。
点検表を参考にして、指示通り点検・整備を行ってください。

時間 毎運転前 時間毎 時間毎 時間毎
各ボルトの締付け ○
エンジンオイルの点検・補給 ○
エンジンオイルの交換 ●初回のみ ○
燃料もれ・油もれの点検 ○
エアクリーナの点検・清掃 ○
リコイルスターター周辺の清掃 ○
マフラーカバー周辺の清掃 ○
点火プラグの点検・清掃 ○
燃料コックの点検・清掃
（ストレーナカップ付コック仕様のみ ○

燃焼室カーボン落とし ◎
バルブ 間の点検・調整 ◎
燃料パイプの交換 年（但し、必要に応じて交換して下さい）

●エンジンについては同梱のエンジン取扱説明書に従ってください。
◎印は、最寄の取扱店に依頼してください。

警告
取取扱扱説説明明書書にに記記載載さされれてていいなないい整整備備・・調調整整はは、、最最寄寄のの取取扱扱店店にに依依頼頼ししててくくだだささいい。。

注意
●●部部品品をを交交換換すするる場場合合はは、、必必ずず当当社社指指定定のの純純正正部部品品ををごご使使用用くくだだささいい。。
●●機機械械のの点点検検・・整整備備をを行行ななううととききはは、、周周りりをを整整理理しし行行ななっっててくくだだささいい。。ままたた作作業業にに関関係係なないい人人をを近近づづけけなな
いいででくくだだささいい。。

注意
本本機機はは直直接接水水ををかかけけてて洗洗わわなないいででくくだだ
ささいい。。故故障障ににつつななががりりまますす。。
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点検時注意事項
・点検・整備は明るい場所で行ってください。
・運転直後は、エンジンが熱くなっていますので触らないでください。
・燃料（ガソリン）取扱い時は、火気厳禁。
・燃料やオイルがこぼれている時は、きれいに拭き取ってから使用してください。
・エンジンを水洗いしないでください。
・むやみに設定回転数を変えないでください。
・定期点検一覧表に示す点検時間は、あくまで一般的な使用状態における推奨時間です。使用され
る作業機・使用場所によっては、藁くずや砂埃の影響でエンジンの調子が悪くなる場合がありま
す。そのような場合には、作業中においても作業を中断して安全な場所で点検・清掃を行ってく
ださい。

●エンジンについては、同梱のエンジン取扱説明書をよく読んでください。

（１）毎運転前の点検・整備

（２）初回２５時間目・５０、１００時間目毎の点検・整備
①エンジンオイル交換
（初回のみ２５時間目）
エンジンオイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を
著しく縮めます。交換時期、オイル容量を守りましょう。

①エンジンオイルの補給

・毎運転前に必ずオイル量を点検し正規油面ま
で補充してください。汚れている場合は交換
してください。

②各部の清掃・点検
・マフラーカバー周辺の清掃
（ゴミ等は取り除いてください）

・各部ボルト、ナットの点検締付け
マフラーナットの緩みはありませんか？

・リコイルスタータ周辺の清掃
（ゴミ等は取り除いてください）

・燃料こぼれ・油もれの点検
（こぼれた燃料はよくふき取ってください）

③エアクリーナの点検・整備
半湿式
・ エレメントの汚れがひどいとき、およびオイル分がなく乾いているときは、白灯油または水で薄
めた中性洗剤で洗浄後、よく絞ってから乾かし、エンジンオイルに浸し、片手で軽く絞ってくだ
さい。
火気厳禁

白灯油または水で薄め

た中性洗剤で洗う
よく絞る エンジンオイルに浸す

乾かす

軽く絞る

注意
●●エエンンジジンン停停止止直直後後ははエエンンジジンン本本体体のの温温度度やや油油温温がが高高くく
ななっってていいまますす。。十十分分にに冷冷ええててかかららオオイイルル交交換換をを行行っってて
くくだだささいい。。ややけけどどををすするる恐恐れれががあありりまますす。。

エンジンオイルの交換

ドドレレンンププララググ

オオイイルルゲゲーージジ
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②点火プラグ
・点火プラグの電極スキマは、０．６ｍｍ～０．７ｍｍ（ハガキ
３枚分程度が正常です。広すぎたり狭すぎたりしている場合は
調整してください。また、電極部にカーボン等が堆積している
場合はワイヤブラシ等で清掃してください。

・中止電極や外側電極が焼けて丸く減っている場合は、プラグを
交換してください。
・点火プラグの点検は５０時間毎に行なってください。
③マフラー
マフラー内にカーボンが堆積すると、エンジンの出力低下を起こします。マフラー内部、シリン
ダ、ピストンのカーボン除去作業には、専門の技術および道具を必要とします。最寄の取扱店に
点検整備をご依頼ください。

７７．．長長期期保保管管
「「清清掃掃とと点点検検・・整整備備」」１６～１８ページの １ ～ ２ 項の整備を行なってから保管してください。
また損傷個所がある場合は必ず修理してから保管してください。

（１）燃料がタンク内やキャブレタ内に残ったまま長期保管すると、燃料が変質してエンジンが始動で
きなくなります。
①燃料タンク内の燃料は燃料缶に排出してください。
このとき、燃料の取扱いには十分注意してください。
火気厳禁

●エンジンについては、同梱のエンジン取扱説明書をよく読んでください。

（２）点火プラグを外し、シリンダ内にエンジンオイルを２～３ｃｃ注入し、２～３回リコイルスター
タをゆっくり引いた後、点火プラグを取り付け、締め付けてください。リコイルスタータを引い
て、重くなった位置で止めてください。
作業時に油滴等が飛び散ることがありますので、保護メガネ等で目を保護してください。

（３）外面は布で清掃してください。
水洗いは、しないでください。

（４）各部を充分に清掃し、保管はチリやホコリが付着しないように注意して火気のない、高温や多湿
にならないところに格納してください。

外側電極
～

中
止
電
極

注意
●●エエンンジジンンオオイイルルはは自自然然にに劣劣化化ししまますす。。使使用用ししなないい場場合合ででもも６６ケケ月月にに１１回回はは新新ししいいオオイイルルとと交交換換ししてて
くくだだささいい。。
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30 35
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