
自走草刈機 法面/畦畔草刈用・電動リモコン草刈機

MGC-605R-F

MGC-705RD-F

MGC-S502EX

MGC-S402EX

関連商品 RELATED PRODUCTS

丸山エンジンオイルDH-2
（20L）

ガソリン比率が高いので、
燃焼効率が高く、始動性も抜群です。
10ccで1Lのガソリンと混合でき、
経済的です。

■ 内容量：600ml メーカーコード：425033
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥2,530

■ 内容量：4L メーカーコード：425034
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥12,100

ケムナイトエコ100DX

■ 2サイクルエンジンオイル［丸山スモークレスオイル］

潤滑性能に優れ、
エンジン始動がスムーズです。
洗浄性能にも優れており、
エンジン内部をクリーンに
保ちます。
■ 内容量：1L
 メーカーコード：472125
 メーカー希望小売価格
 （税込 10％） ￥2,200

スモークレス2サイクルエンジンオイル

■ メーカーコード：425377
 メーカー希望小売価格
 （税込 10％） ￥1,650

■ キャブクリーナDX

ガソリンエンジンから排出ガス対応のディーゼルエンジンまで
ミッションやデフ用

■ 丸山純正オイル

丸山エンジンオイルDH-2
丸山ギヤオイル#90

20L
4L

429277
429274

備考名 称 メーカーコードNo. メーカー希望小売価格（税込10％）容量

丸山ギヤオイル#90
（4L）

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。
最高級FDオイル使用。
■ 内容量：1L メーカーコード：464087
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥990

■ 内容量：2L メーカーコード：464088
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥1,760

■ 内容量：4L メーカーコード：464089
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥3,080

■ 2サイクル混合ガソリン

¥26,400
¥6,490

混合比 100:1で使える最高級オイル 混合比 50:1で使える高級FDオイル

計量カップ付

●取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。　●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●メーカー希望小売価格（税込：税率 10％）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
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軽量タイプ

MGC-S402EX
【刈幅】400mm
【エンジン】2サイクル（47.1cm3）
【刈刃】1軸×フリー刃4枚
【質量】46kg
【刈高】20/30/40mm

【刈幅】500mm
【エンジン】2サイクル（70.7cm3）
【刈刃】フリー刃（1軸×フリー刃4枚）
【質量】60kg
【刈高】20/30/40mm

MGC-S301
【刈幅】300mm
【エンジン】2サイクル（25.4cm3）
【刈刃】1軸×フリー刃4枚
【質量】26.8kg
【刈高】19/31mm

MGC-S502EX
【刈幅】500mm
【エンジン】2サイクル（47.1cm3）
【刈刃】1軸×フリー刃4枚
【質量】54kg
【刈高】20/30/40mm

リブ・ラグの付いた
大型車輪と 4 輪駆動
で急斜面でも強力な
けん引力を発揮しま
す。

リブ・ラグ付大型車輪

■排ガス２次規制対応エンジン
■操作が簡単、手元集中レバー
■巻き付き防止ハーネス＆フリー刃
■さまざまな畦に対応
■４枚フリー刃で、細かく草を切断

その他にも使いやすい機能満載

MGC-S402EX

MGC-S502EX

主クラッチレバーを
握れば動き、離せば
止まるシンプル機構。
また、主クラッチを
離せば刈刃の運転も
止まる安全性を考え
た設計です。

シンプル機構＆安全設計

法面の上から広い範囲で作業
ができるロングハンドル。
上下左右が調節でき安定した
姿勢で作業できます。

ロングハンドル装備

折りたためる様になりました。
■コンパクトに収納

エンジンと刈刃部が進行方向に
対してスイング。刈刃部後方の
隙間から刈草をスムーズに排出
できます。

スイング式刈刃機構

刈った草の流れ刈った草の流れ

走行駆動軸にトルクリミッター
を採用。車軸への衝撃を逃がし、
各部の破損を防ぎます。

トルクリミッター搭載

刈刃取付箇所を従来の４箇所か
ら２箇所に変更しました。従来
よりも早く簡単に刈刃交換がで
きます。

刈刃交換の容易化

従来の約 1/5 の引き力になりま
した。
一度に引かなくてもエンジン始
動ができます。

蓄圧式リコイル搭載

無段階
伸縮ハンドル

高能率・高耐久の本格プロ仕様 新登場！高能率・高耐久の本格プロ仕様 新登場！ MGC-M500

水田などの法面の草刈りに威力を発揮  
作業速度も よりスピーディに  
水田などの法面の草刈りに威力を発揮  
作業速度も よりスピーディに  MGC-S シリーズ

作業状況に応じたエンジン回転数の
切替がスイッチで簡単にできます。

マスターモード

最長2400mmまで伸ばすことができるので、
安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。

伸縮ハンドルの長さアップ

業界最高速度0.72m/s を実現。
広い面積でも高能率に作業できます。
（＊6700rpm時の車速。2019年 9月現在）

業界最高速度0.72m/s＊

最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。
草のボリュームが多い場所でも、作業能率
を落とすことなく、効率的に作業できます。

高出力エンジン搭載
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MGC-705RD-F
【刈幅】700mm
 (300mm+400mm)

【エンジン ( ネット値 )】5.8PS
【刈刃】フリー刃
 （2 軸 × 上下 4 枚刃）

MGC-605R-F
【刈幅】600mm
 (300mm+300mm)

【エンジン ( ネット値 )】4.9PS
【刈刃】フリー刃
 （2 軸×上下 4 枚刃）

前後両輪駆動＆後進機能

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。

手元集中レバー

【右ハンドル】

アクセルレバー
側面刈部引起しレバー

変速レバー

刈取り
クラッチレバー

【左ハンドル】

上面刈高さ調節レバー

走行クラッチレバー

プッシュ式エンジンスイッチ

畦畔の上面・法面が同時に
刈れるので効率の良い作業
ができます。

上面・法面同時刈り

-5°～ 53°

ゲージ輪採用により、刈高
さ調整が容易になりました。
踏み倒しによる刈り残しが
少ない構造です。

ゲージ輪採用

前輪部を外側に向けること
で、傾斜地や草が繁茂して
いる場所でも直進性が良く
なります。
※MGC-605R-F はオプションです。

ステアリング機構
上面刈高さは手元のレバーで、法面刈高さはハンドルで簡単に調整できます。

簡単高さ調節

0.61m/s

0.78m/s05シリーズ

03シリーズ
（従来機）

従来機に 0.78m/s の高速を追加しました。圃場間の移動や草丈の短い場所での作業がさらに早く行えます。

最高速度 0.78m/s 車速 UP

石や障害物の衝撃を逃がすフ
リー刃を採用。部品の破損を
低減するので、部品交換の手
間とコストを抑えます。

フリー刃で安心作業 メンテナンス性向上

刈刃高さ調整ハンドル

刈高さ調整が進化　作業時間も短縮刈高さ調整が進化　作業時間も短縮 MGCシリーズ

【刈幅】700mm
 (300mm+400mm)

【エンジン ( ネット値 )】5.6PS
【刈刃】フリー刃
 （2 軸×上下 4 枚刃）

MGC-705RD-FC

サイクロンエアクリーナ仕様
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+

MGC-Sシリーズ
MGC-S402EX

ハンドル最伸時：2210×565×505
ハンドル最縮時:1710×565×505

46.0
2サイクルエンジン/リコイルスタート

47.1
低速:0.34/高速:0.58（前・後進）

1500～2000（無段階調節）
ロータリー式（1軸×フリー刃4枚）

400

～50°
￥250,800
￥228,000
387104

　

kg
形式/始動方式

排気量 cm3

m/s
上下
左右

長さ mm

mm
mm

（税込10％）
（税別）

mm

名 称

質量

作業速度

ハンドル

刈刃形式
刈幅
刈高
適応傾斜角度

メーカーコードNo.

MGCシリーズ
MGC-705RD-F

空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート

4.3（5.8）/3600
低速：0.39 / 中速：0.61 / 高速：0.78(前進)　0.40(後進)

ロータリー式、2軸×4枚刃（フリー刃×上下各2枚）

15・35・55（3段階調節）
16・28・40・52（4段階調節）

-5°～53°
￥299,200
￥272,000
387108

　
mm
kg

形式/始動方式
排気量 cm3

出力 ネット値 kW(PS)/rpm
m/s

mm
（上面）mm
（法面）mm

（税込10％）
（税別）

196

700(上面300+法面400）

1780×920×1000
73.0

名 称

寸法（長×幅×高）
質量

作業速度
刈刃形式
刈幅

適応傾斜角度

メーカーコードNo.

MGC-605R-F
1780×830×1000

71.0

163
3.6（4.9）/3600

600（上面300+法面300）

￥264,000
￥240,000
387107

MGC-705RD-FC

4.1（5.6）/3600

￥304,700
￥277,000
387112

エンジン

刈高

メーカー希望小売価格

寸法（長×幅×高）

エンジン

メーカー希望小売価格

■ MGB400/M700

mm
mm

mm
mm

（税込10％）
（税別）

名 称

寸法（長×幅×高）
刈幅
刈刃
刈高
刈取適応草丈
傾斜
装備仕様

付属品

メーカーコードNo.

1480×845×400
716

フリーナイフ8本
約50

300～500
最大35°

バッテリ2個仕様
無線リモコン1個

無線リモコン用バッテリ1個
バッテリ充電器1個

¥1,705,000
¥1,550,000

387109

MGB400/M700

MGC-M500

（税別）
（税込10％）

mm
mm

長さ mm

6700rpm時
6000rpm時

左右
上下

排気量 cm3

形式/始動方式
kg

mm

適応傾斜角度
刈高
刈幅

刈刃形式

質量

エンジン

作業速度　m/ｓ

ハンドル

寸法（長×幅×高）

名 称 MGC-M500
ハンドル最伸時：2600×597×592
ハンドル最縮時：1963×597×592

60.0
2サイクルエンジン/リコイルスタート

70.7
低速:0.38/高速:0.65（前・後進）
低速:0.42/高速:0.72（前・後進）

57°（6段調節）
206°（15段調節）

1750～2400（無段階調節）
ロータリー式、1軸×4枚刃
（フリー刃×上下2枚）

500
20・30・40（3段階調節）

～50°
¥346,500
¥315,000
387113

57°（6段調節）
206°（15段調節）

20・30・40（3段階調節）

MGC-S301

26.8

25.4
0.38（前・後進）
45°（5段調節）

202°（11段調節）
1500

300
19・31（2段階調節）

￥176,000
￥160,000
387082

MGC-S502EX
ハンドル最伸時：2310×591×544
ハンドル最縮時:1815×591×544

54.0

47.1
低速:0.38/高速:0.64（前・後進）

1600～2100（無段階調節）

500

￥272,800
￥248,000
387105

1730×430×410

メーカー希望小売価格

メーカーコードNo.

全長 1480× 全幅 845× 全高 400（mm）

軽トラックに積載OK！

MGB400/M700

MGB400/M700の
動画をCheck！

電動リモコン草刈機 スマモ

バッテリ駆動だから

予備を備えておけば長時間の連続作業が可能！

低騒音 排ガスゼロ 簡単操作

メーカー希望小売価格

■ オプション・アタッチメント
名 称 メーカーコード

No.
メーカー希望小売価格

バッテリ（1個）
充電器（1個）
際刈アタッチ
畦草刈アタッチ
草刈アタッチ

SSC-30
AZ720
M700

721312
721313
721399
721397
721398

¥324,500
¥143,000
¥291,500
¥385,000
¥385,000

¥295,000
¥130,000
¥265,000
¥350,000
¥350,000

（税込10％） （税別）

バッテリ1個

※1 速度 3.2km/h の場合。
※2 草丈約 30cm/ 速度 1.5km/h の場合。
 （草密集度等の草刈条件により変わります。）
※3 1 台あたり 2.5×6m の駐車場として。

8.8km
840m2

バッテリ2個

17.6km
1680m2

（※3）
10分あたり駐車場 草刈作業が可能約9台分

走行可能距離（※1）

草刈作業面積（※2）
バッテリ1個あたり
約60分連続作業

MGB400/M700 標準セット 予備（オプション/別途）

充電器 1個 バッテリ 2個 充電器 1個 バッテリ 1個

主要諸元

MGB400/M700
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自走草刈機 法面/畦畔草刈用・電動リモコン草刈機

MGC-605R-F

MGC-705RD-F

MGC-S502EX

MGC-S402EX

関連商品 RELATED PRODUCTS

丸山エンジンオイルDH-2
（20L）

ガソリン比率が高いので、
燃焼効率が高く、始動性も抜群です。
10ccで1Lのガソリンと混合でき、
経済的です。

■ 内容量：600ml メーカーコード：425033
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥2,530

■ 内容量：4L メーカーコード：425034
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥12,100

ケムナイトエコ100DX

■ 2サイクルエンジンオイル［丸山スモークレスオイル］

潤滑性能に優れ、
エンジン始動がスムーズです。
洗浄性能にも優れており、
エンジン内部をクリーンに
保ちます。
■ 内容量：1L
 メーカーコード：472125
 メーカー希望小売価格
 （税込 10％） ￥2,200

スモークレス2サイクルエンジンオイル

■ メーカーコード：425377
 メーカー希望小売価格
 （税込 10％） ￥1,650

■ キャブクリーナDX

ガソリンエンジンから排出ガス対応のディーゼルエンジンまで
ミッションやデフ用

■ 丸山純正オイル

丸山エンジンオイルDH-2
丸山ギヤオイル#90

20L
4L

429277
429274

備考名 称 メーカーコードNo. メーカー希望小売価格（税込10％）容量

丸山ギヤオイル#90
（4L）

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。
最高級FDオイル使用。
■ 内容量：1L メーカーコード：464087
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥990

■ 内容量：2L メーカーコード：464088
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥1,760

■ 内容量：4L メーカーコード：464089
 メーカー希望小売価格（税込 10％） ￥3,080

■ 2サイクル混合ガソリン

¥26,400
¥6,490

混合比 100:1で使える最高級オイル 混合比 50:1で使える高級FDオイル

計量カップ付

●取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。　●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
●メーカー希望小売価格（税込：税率 10％）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。
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静　岡〔営〕☎（054）643-9541
大　阪〔営〕☎（072）634-5421
広　島〔営〕☎（082）962-6912
岡　山〔営〕☎（0868）54-3466
四　国〔営〕☎（0875）27-8000

福　岡〔営〕☎（0942）27-5866
熊　本〔営〕☎（096）234-8533

☎（0475）55-3420量販店営業部

産　機　課 ☎（03）3252-2283
特　販　課 ☎（03）3252-2288

南九州〔営〕☎（099）243-8177
宮　崎〔事〕☎（0986）58-6008

●東北支店

●関東甲信越支店
●北海道支店 ●西日本支店 ●九州支店




