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お客様各位
この度は STIHL 社の製品をお買上げい
ただきまして誠に有難うございます。
この製品は、最新の製造技術と入念な
品質保証処置を施して製造されまし
た。私共は、お客様がこの製品を支障
なく使用され、その性能に満足してい
ただくために最善の努力を尽くす所存
でおります。
ご使用の製品に関して御質問がおあり
の際は、お買上げの販売店あるいは直
接当社カスタマー サービスにお問い合
わせください。
敬具

ニコラス・スチール博士
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この取扱説明書は、著作権によって保護されています。全権留保。特に複製、翻訳および電子システムを使用した処理に対
して保護されています。
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はじめに
本取扱説明書では、STIHL バッテリー
ガーデンバリカンについて説明しま
す。説明の中では、機械とも記載され
ています。
シンボル マークについて
マシンに表示されているシンボルマー
クは、本取扱説明書で説明されていま
す。
段落の前に付いたシンボルや数字

警告
人に及ぼす事故やケガ、更に重大な物
的損傷に対する警告。
注記
本機本体あるいは構成部位の損傷に対
する警告。
技術改良

安全に関する重要事項
このバッテリーガーデン
バリカンは刈り込みブレ
ードが非常に鋭利なた
め、作業時には特別な安
全に関する注意事項を守
ってください。
初めて使用するときは取
扱説明書をよく読んで理
解し、必要なときに見ら
れるよう安全な場所に確
実に保管してください。
取扱説明書を順守しない
と生命を脅かすようなケ
ガを負いやすくなりま
す。
一般的注意事項
現地の安全規制、基準、条例を遵守し
てください。
バッテリーガーデンバリカンで初めて
仕事をする場合：STIHL サービス店ま
たは経験豊富なユーザーに機械の操作
方法を教えてもらうか、その専門的な
研修に参加してください。

る作業者すべてが、本取扱説明書に記
載された情報を十分に理解しているこ
とを確認してください。
バッテリーガーデンバリカンで作業す
る人は、十分に休息をとり、身体的、
精神的に健康でなければなりません。
激しい労働に耐えられない体調の方
は、バッテリーガーデンバリカンの使
用前にかかりつけの医師に相談してく
ださい。
視界を妨げ、動作や判断を鈍らせるよ
うなアルコールや薬品などを服用した
状態では、バッテリーガーデンバリカ
ンを使用しないでください。
事故やケガを避けるために、天候が悪
い場合 ( 雨、雪、氷、風 ) は作業を延期
してください。
ペースメーカーを付けている方にのみ
該当する注意点：本機械の電気制御シ
ステムは、ペースメーカーに影響を与
える場合があります。健康上のリスク
を軽減するため、ペースメーカーを装
着された方は、機械の使用前に掛かり
つけの医師またはペースメーカーの製
造元にお問い合せください。
機械のスイッチをオフに
して、バッテリーを外し
ます：

当社の信条として、常に自社製品の改
良を心がけております。この理由か
ら、製品の設計、技術、外観が定期的
に改良される場合があります。

未成年者はバッテリーガーデンバリカ
ンを使用しないでください。ただし 16
歳以上で、監督下での研修を受けてい
る場合は例外とします。

–

そして、変更、修正、改良の種類によ
っては、本取扱説明書に記載されてい
ない場合があります。

作業場所に見物人、特に子供や動物を
近づけないでください。

テスト、調整、または掃除の実施
前

–

刈り込みブレードでの作業前

–

刈り込みブレードが障害物に挟ま
った場合

–

修理および整備作業の実施の前

–

危険または緊急の事態

–

機械から離れる前

他者およびその所有物に対して生じた
事故または危険に関しては、その一切
の責任をユーザーが負います。
バッテリーガーデンバリカンを貸与ま
たは譲渡する場合は、取扱説明書を一
緒に手渡してください。本機を使用す
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運搬前 - 「運搬」のセクションを
ご参照ください

–

保管前

靴底が滑らず、頑強な作
りの靴を履いてくださ
い。

これにより、モーターが意図せずして
始動する危険を避けることができま
す。

耐性素材 （革など）でで
きた、丈夫な保護手袋を
着用してください。

用途
バッテリーガーデンバリカンは観賞用
の潅木、細い茎の茂み、草の刈り取り
専用に設計されています。

機械はハンドルを持って運搬してくだ
さい - 刈り込みブレードは必ず下向き
の状態にしてください。

警告
目の負傷の危険性を低減
するため、EN 166 基準
に準拠したしっかりとフ
ィットする安全眼鏡を着
用してください。安全眼
鏡が正しくフィットして
いることを確認してくだ
さい。

ガーデンバリカンをこれ以外の目的に
は使用しないでください。事故の発生
や機械の損傷の危険が増大します。
人身への傷害の危険性を増加させるこ
とがあるので、いかなる方法でもガー
デンバリカンを改造しようとしないで
ください。承認されていない部品やア
クセサリーを使用した際の人的傷害お
よび物的損害に対して、当社は一切法
的責任を負いません。

1545BA000 KN

–

イヤープロテクター ( 防音用耳栓など )
を着用してください。

乗り物で運搬する時： 機械が倒れた
り、損傷しないように、適切に固定し
ます - STIHL では機械に付属のバッグ
の使用を推奨しています。
清掃
プラスチック表面は、布で掃除しま
す。浸食性の洗剤を使用しないでくだ
さい。プラスチックを傷める可能性が
あります。

衣服と装備

STIHL では、作業者の防護のために各
種の作業服や装備をご用意していま
す。

規定に沿った作業服と装備を身に付け
てください。

運搬

必要に応じて冷却スロットを清掃しま
す。

常にバッテリーガーデンバリカンのス
イッチをオフにし、バッテリーを取り
外してブレード鞘 （カバー）をはめて
ください - これは機械を短距離で運搬
する際にも必ず行ってください。

バッテリーガイドに異物が混入しない
ようにします - 必要に応じて掃除しま
す。

衣服は、作業しやすく作
業の妨げにならないこと
が必要です。

藪または機械の可動部などに引っかか
る物を、身に付けないでください。ス
カーフ、ネクタイ、装身具を身に付け
ないでください。長い髪は後ろで束
ね、引っかからないようにしてくださ
い ( ヘアネット、帽子などに押し込む
など )。
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必ずバッテリーから、汚れや泥を取り
除いてください - グリース溶剤を使わ
ないでください。

バッテリーガーデンバリカンの清掃に
高圧洗浄機を使用しないでください。
強力な水の噴流が、機械の部品を損傷
する恐れがあります。
ガーデンバリカンに吹き付けないでく
ださい。
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アクセサリー
バッテリーガーデンバリカンには、当
社が本パワーツールへの使用を明確に
承認した刈り込みブレード、アクセサ
リー、または同等の仕様に基づいた部
品のみを取り付けてください。これに
関して不明な点がある場合は、STIHL
サービス店へお問い合わせください。
高品質のツールおよびアクセサリーの
みを使用して、事故およびバッテリー
ガーデンバリカンの損傷を回避してく
ださい。
STIHL 純正の刈り込みブレードやアク
セサリーをご使用になることをお勧め
します。これらは、お客様の製品およ
びご使用になる性能要件に合わせて、
特別に設計されています。
駆動
バッテリー
–

STIHL 純正充電式バッテリーのみ
をご使用ください。

–

STIHL バッテリーは、STIHL パワ
ーツールのみに使用し、STIHL 充
電器のみを使用して充電します。

–

使用前にバッテリーを充電してく
ださい。

–

欠陥のある、損傷したまたは変形
したバッテリーを、充電または使
用しないでください。バッテリー
を分解したり、損傷を与えたり、
落としたりしないでください。

–

バッテリーを子どもの手の届かな
いところに保管してください。
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分を水と石けんで完全に洗い流し
てください。液体が目に入った場
合、こすらないで、多量の水で 15
分以上目をすすいでください。医
師の診察も受けてください。

バッテリーを液体に浸け
ないでください。

熱源および火気から保護
してください。- 決して
バッテリーを火の中に投
げ入れないでください 爆発の危険があります。
バッテリーは、0 °C ～
40 °C の温度範囲でのみ
使用および保管してくだ
さい。
–

使用しない間は、バッテリーを直
射日光から保護してください

–

バッテリーを電磁波や高圧下にさ
らさないようにしてください。

–

バッテリーの接点間を金属製の物
体で決して短絡しないでくださ
い。短絡によってバッテリーを損
傷してしまうことがあります。使
用していないバッテリーは、金属
製の物体 ( 釘、コイン、宝飾品な
ど ) に近づけないようにしてくだ
さい。金属製の運搬箱を使用しな
いでください。

–

損傷したり、使用が適切でなかっ
たりすると、バッテリーから液が
漏れることがあります - 液体が皮
膚に付着しないようにしてくださ
い。漏れた液は、皮膚の炎症を引
き起こし、火傷や化学火傷の原因
になることがあります。誤って付
着した場合は、皮膚の付着した部

詳細な安全上の注意事項については、
www.stihl.com/safety-data-sheets を参
照してください
充電器
–

純正の STIHL 充電器のみを使用し
てください。

–

充電には、最大容量 2.0 Ah および
最大電圧 10.8 V の適合した形状の
STIHL バッテリーのみを使用して
ください。

–

欠陥のある、損傷したまたは変形
したバッテリーの充電は、絶対に
行わないでください。

–

充電器は、型式プレートで指定さ
れた電圧および周波数で、簡単に
手の届く範囲の壁コンセントにの
み接続してください。

–

欠陥または損傷がある充電器を絶
対に使用しないでください。

–

充電器を分解しないでください。

–

充電器を子どもの手の届かない所
に保管してください。
雨および湿気から保護し
てください。

室内の乾燥した場所での
み、使用および保管して
ください。
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–

充電器が自然に冷却されるように
します - カバーなどで覆わないで
ください。

–

充電器の端子間を金属製物体 ( く
ぎ、硬貨、宝飾品など ) で決して
短絡しないでください。充電器が
短絡されて、損傷を受けることが
あります。

–

充電器から煙が出たり、発火した
りした場合は、速やかに壁コンセ
ントから抜いてください。

–

感電や短絡の危険を低減するた
め、充電器の冷却スロットに物体
を挿入しないでください。

–

可燃性の面 ( 紙や布など ) の上や可
燃性の環境で使用しないでくださ
い - 火災の危険があります。

–

危険な場所 ( 可燃性の液体 ( 煙霧 )、
蒸気または粉塵などがある場所 )
で使用しないでください。充電器
は火花を発生することがあり、粉
塵や蒸気に点火することがありま
す - 爆発の危険があります。
充電器の電源ケーブルに
損傷がないか、常に確認
してください。電源ケー
ブルが損傷している場
合、感電の危険を回避す
るため、速やかにプラグ
を壁コンセントから外し
ます。

–

電源ケーブルを引っ張って、壁コ
ンセントから抜かないでくださ
い。プラグを抜くときは、ケーブ
ルではなくプラグを掴んでくださ
い。損傷した電源ケーブルは、電
気専門技術者に修理を依頼してく
ださい。

–

電源コードは、充電器を運んだり
吊り下げるなど、どのような他の
目的にも使用しないでください。

–

規制に準拠しない電源コードは、
絶対に使用しないでください。

–

電源ケーブルは、損傷を受けた
り、踏みつけたり、つまずいた
り、第三者を危険にさらさないよ
うに配置して、マークを付けま
す。

右利きの場合

1545BA001 KN

充電器は周囲温度 0°C ～ +40 ℃
(+ 32°F ～ 104°F) で使用してくだ
さい。

右手でコントロールハンドルを握り、
動作中は左手を刈り込みブレードから
十分に離してください。
左利きの場合

感電の危険を低減するには：
–

常に電源ケーブルを、適正に取り
付けられた壁コンセントに接続し
ます。

–

電源ケーブルおよびプラグの絶縁
状態に支障がないことを確認しま
す。

充電器を使用していないときは、電源
ケーブルを壁のコンセントから外しま
す。

1545BA002 KN

–

左手でコントロールハンドルを握り、
動作中は右手を刈り込みブレードから
十分に離してください。
作業中

ガーデンバリカンの保持と操作
バッテリーガーデンバリカンのハンド
ルは片手でしっかりと握ってくださ
い。ハンドルを親指でしっかり握りま
す。

ガーデンバリカンは、一人で操作する
ように設計されています。作業場所に
第三者が入らないようにしてくださ
い。

安定した足場に配慮して、刈り込みブ
レードを常に身体から離して、機械を
把持します。
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刈り込みブレードは物体を噛んで、遠
くまで飛ばしてケガの原因となること
があります - このため、作業者の位置
から半径 2 メートル以内に誰もいない
ことを確認します。また、他の機材
（車両、窓など）からも上記の距離を
保って、これらを損傷することのない
ようにします。2 メートル以上の距離
を保っても、危険性がなくなるわけで
はありません。
差し迫った危険や緊急の場合、速やか
に機械のスイッチをオフにします。バ
ッテリーを取り外します。
エンジンの作動中は、刈
り込みブレードに触れな
いでください。刈り込み
ブレードが障害物に挟ま
った場合、ブレードを外
す前に直ちにモーターの
電源を切り、バッテリー
を取り外します – 負傷の
危険性があります。
刈り込みブレードはスイ
ッチをオフにした後も稼
働を続けます – 負傷の危
険性があります。
駆動モーターは防水構造
ではありません。降雨時
や、濡れているまたは非
常に湿気の多い場所で
は、機械を使用しないで
ください。
降雨の中で機械を屋外に放置しないで
ください。
滑りやすい場所、傾斜のある場所、ま
たは凸凹のある地面では特に注意して
ください。
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障害物に注意：木の根、切り株などつ
まずきそうな障害物に注意してくださ
い。
剪定した枝、低木、切りくずなどを清
掃する際は、常にバッテリーガーデン
バリカンのスイッチを切ってくださ
い。
事故が発生しやすくなりますので、疲
労が蓄積しないように、適切な時期に
休息をとってください。
日中で十分な視界のある場所で、冷静
かつ思慮深く作業してください。他人
に危険が及ばないよう作業します。
作業場に刈り込みブレードを損傷する
ものがないことを確認します：
–

石、岩、金属片などの固い障害物
を取り除きます。

–

地面近くで作業するときは、砂、
砂利、石などがブレードの間には
さまらないように注意してくださ
い。

–

刈り込みブレードでワイヤーフェ
ンスやワイヤーに触れないでくだ
さい。

刈り込みブレードをよく見ながら作業
を行ってください - 剪定作業は視界に
入る場所のみで行ってください。

火災が発生しないように、モーターか
ら草木の切れ端、木片、葉、および余
分な潤滑グリースを、必ず取り除きま
す。
高所で作業する場合は次の事項に留意
してください：
–

常にリフトバケットから作業しま
す

–

はしごや木に乗って作業しないで
ください

–

足場の不安定な場所で作業しない
でください

感電の危険を避けるため、電線に触れ
ないでください - 決して電線を切断し
ないでください。
潅木がとても埃っぽい場合や汚れてい
る場合、切断時に時々カッティングブ
レードにスチール樹脂溶剤を吹きつけ
てください。これにより、樹液や蓄積
された粉塵による悪影響およびブレー
ドの摩擦を大幅に軽減することができ
ます。
作業中は定期的に短い時間間隔で、ま
たは切断動作に目立った変化が認めら
れる場合は直ちに、刈り込みブレード
を点検します：
–

機械のスイッチをオフにし、刈り
込みブレードが停止するまで待ち
ます。バッテリーを取り外しま
す。

–

支障ない状態にあり、適正に取り
付けられていることを確認してく
ださい。

–

目立ての状況を確認します。

刈り込みブレードを交換する際は、常
にモーターのスイッチをオフにしてバ
ッテリーを取り外してください。ブレ
ード鞘 ( カバー ) を使用します。
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機械に強い衝撃が加わったり落下する
など、設計強度を越える異常な負荷が
かかった場合は、作業を続ける前に機
械が良好な状態にあることを必ず確認
してください ( 「使用前」を参照 )。安
全装置が支障なく作動することを確認
します。ガーデンバリカンの動作状態
が完全でない限り、絶対に継続して使
用しないでください。不明な場合は、
STIHL サービス店にお問い合わせくだ
さい。

以下の対策をとると使用時間を延長で
きます：
–

手の防護 ( 暖かい手袋 )

–

休憩を取りながら作業する

以下の場合には使用時間を短くしま
す：
–

血行不良の特殊体質 ( 症状：指が頻
繁に冷たくなる、指が疼く )。

–

低い外気温。

作業終了後／保管

–

ハンドルを掴む力の強さ ( 掴む力が
強いと血行が低下します )。

刈り込みブレードに STIHL 樹脂溶剤を
吹きつけてください。モーターをごく
短時間動かすと、溶剤が均等に塗布さ
れます。

機械を日常的に長時間使用したり、該
当する症状 ( 指のしびれ等 ) が繰り返
し発症する時は、医師による診断をお
薦めします。上記のいずれかの症状が
現れたら ( 指が疼くなど )、医師にご相
談ください。

機械のスイッチをオフにして、バッテ
リーを外します。
他人に危険が及ばないように、機械を
保管してください。

整備と修理

無断で使用されないように、安全に保
管してください。

修理やメンテナンス作業を行う前は、
必ずバッテリーを機械から取り外しま
す。これにより、モーターが意図せず
して始動する危険を避けることができ
ます。

バッテリーガーデンバリカンは、必ず
ブレードと推奨されるブレード鞘 （カ
バー）と合わせて保管してください。
振動
チェンソーを長時間使用した場合に
は、振動の影響により手の血行不良が
生じることがあります ( 「白ろう病」
)。
以下をはじめ、多くの事柄が影響する
ため、一般的な使用時間の設定は不可
能です。常に各国の安全規制、基準、
条例をお守りください。
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高品質の交換部品のみを使用して、事
故およびバッテリーガーデンバリカン
の損傷を回避してください。これに関
して不明な点がある場合は、STIHL サ
ービス店へお問い合わせください。
当社では STIHL 純正交換部品のご使用
をお勧めします。これらは、お客様の
製品およびご使用になる性能要件に合
わせて、特別に設計されています。
人身への傷害の危険性を増加させるこ
とがあるので、いかなる方法でもガー
デンバリカンを改造しようとしないで
ください。
定期的に電気接点部分を点検し、接続
ケーブルおよび充電器のプラグの絶縁
状態が適切な状態で、劣化の兆候 ( 脆
くなっている ) が認められないことを
確認してください。
充電器の接続ケーブルなど電気部品の
修理や交換は、必ず電気専門技術者に
依頼してください。
機械はバッテリーを取り外した状態
で、乾燥した場所に保管してくださ
い。

定期的に本機を整備してください。取
扱説明書に書かれている整備や修理だ
けを行ってください。その他すべての
作業は STIHL サービス店に依頼してく
ださい。
当社では整備や修理を、認定を受けた
STIHL サービス店のみに依頼されるこ
とをお勧めします。STIHL サービス店
には定期的にトレーニングを受ける機
会が与えられ、必要な技術情報の提供
を受けています。

7

日本語
水平切断

本機の使い方

充電器の電源への接続

N

他の人が休憩しているときに、機
械を使用しないでください。

1545BA006 KN

潅木の剪定に関する国と市町村の規則
と規制を遵守してください。

作業方法 - 潅木用剪定ブレード

水平に振る際に、ガーデンバリカンの
両側を使用して、カッティングブレー
ドを 0 ～ 10° の角度に保持します。

垂直切断

切断した枝が地面に落ちるようにガー
デンバリカンを潅木の外側に向けて弓
形に振ります。

頭の高さよりも上のの切断作業は、ど
の作業位置でも疲れます。事故が起き
ないように、そのような位置の作業は
短時間に限ってください。

8

2
N

電源プラグ (1) を壁コンセント (2)
に差し込みます。

草刈の実施
1545BA010 KN

潅木用剪定ブレードを下から上へ円弧
状に振り、下の元位置に戻してから、
ガーデンバリカンの動きを止めずに再
び上へ向けて円弧状に振ります。

1

1
2

1545BA007 KN

1545BA005 KN

作業方法 - 草刈ブレード

4515 967 4000 A FD

1545BA009 KN

電源電圧と動作電圧は同一である必要
があります。

刈り込み時期

充電器が電源に接続されると、自己テ
ストが実行されます。このプロセスの
実行中、約 1 秒間左側の LED (1) が赤
に 、右側の LED (2) が緑に点灯しま
す。その後 LED は消灯します。

ガーデンバリカンに草刈ブレードを装
着してしっかりと握り、希望する切断
高さに合わせて地面上を動かします。

HSA 25
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1
2
1545BA012 KN

工場出荷される新しいバッテリーは、
フル充電されていません。
アドバイス：初めて使用する前に、バ
ッテリーを完全に充電してください。
N

充電器を電源に接続します - 電源
電圧および充電器の動作電圧は同
一である必要があります - 「電源
への充電器の接続」を参照してく
ださい。

充電器は周囲温度 0°C ～ 40°C (32°F ～
104°F) の、締め切った、乾燥した部屋
で使用してください

充電器の発光ダイオード
(LED)

充電器右側の LED (2) が緑色に点滅す
ると、すぐに充電が開始されます。充
電器左側の LED (1) は点灯しません。
充電時間は、バッテリーの状態、周囲
温度などの、さまざまな要因によって
異なります - そのため、「技術仕様」に
記載されている充電時間と異なること
があります。

1
2
1545BA010 KN

バッテリーの充電

充電器の LED(1) と (2) は、赤色や緑色
に、点灯か点滅します。

ガーデンバリカンのバッテリーは、稼
働中に熱くなります。熱くなったバッ
テリーを充電器に挿入する場合、充電
する前に冷却が必要になることがあり
ます。充電が始まるのは、バッテリー
が冷えてからのみです。冷却に必要な
時間のため、充電時間が長くなること
があります。

1

充電中、バッテリーと充電器はしだい
に熱くなります。

2

1545BA011 KN

充電終了

N

バッテリー (1) を充電器 (2) に、手
ごたえがあるまで押し込みます 次に止まるまで押し込みます。

バッテリーが完全に充電されると、充
電器は自動的にオフになります：
–

充電器右側の LED (2) は緑色に点灯
し続けます

–

充電器のファンがオフになります (
充電器に搭載されている場合 )

フル充電されたバッテリーを充電器か
ら外します。

HSA 25
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せん断除去ブレード

B

C

潅木用刈り込みブレードおよび草刈ブ
レードの取り付け、取り外しは同様の
手順で行うことができます。ここでは
潅木用刈り込みブレードの取り外し手
順をご紹介します。

潅木用刈り込みブレードおよび草刈ブ
レードの取り付け、取り外しは同様の
手順で行うことができます。ここでは
潅木用刈り込みブレードの取り付け手
順をご紹介します。

刈り込みブレードを取り外す前には常
にバッテリーガーデンバリカンのスイ
ッチをオフにし、バッテリーを取り外
してください。

刈り込みブレードを取り外す前には常
にバッテリーガーデンバリカンのスイ
ッチをオフにし、バッテリーを取り外
してください。

D

ブレード鞘 （カバー）の取り付け
を推奨します。

1545BA013 KN

N

1

1

左側 LED(1) が バッテリーが 熱
赤色に点灯： すぎる / 冷たすぎ
る

B

左側 LED(1) が バッテリーまた
赤色に点滅： は充電器の故障

C

右側 LED (2) が バッテリーの充
緑色に点滅： 電中

N

ロッキングタブ (1) を強く押し込
み、その位置で固定します。

D

右側 LED (2) が バッテリーの充
緑色に点灯： 電完了

N

刈り込みブレードを押し上げて取
り外します。

2

1545BA019 KN

1545BA003 KN

A

ガード (2) は操作中の汚染からギアアッ
センブリを保護します。このガードは
機械と接続されており、取り外しはで
きません。
10

1545BA004 KN

A

取り付け刃

N

刈り込みブレードの先端をガイド
に沿って載せます （矢印）。

N

刈り込みブレードを回し、所定の
位置にしっかりと押し込みます。

刈り込みブレードが適切にはめ込まれ
ると、クリック音が聞こえます。
N

ブレード鞘 ( カバー ) を取り外しま
す。
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4

アドバイス：初めて使用する前に、バ
ッテリーを完全に充電してください。
バッテリーの取り付け

N

N

1545BA014 KN

1

バッテリー (1) を機械のコンパート
メントに挿入します - バッテリー
を所定の位置にスライドさせます 音がしてかみ合うまで所定の位置
に押し込みます。

ガーデンバリカンのスイッチを入れる
N

安全で安定した足場に配慮してく
ださい。

N

まっすぐ立ちます - 機械をゆとり
のある位置に保持します。

N

刈り込みブレードが地面やその他
の物体と接触していないことを確
認します。

N

ガーデンバリカンを片手で持ちま
す。

N

ブレード鞘を取り外します。

HSA 25

2

1545BA015 KN

工場出荷される新しいバッテリーは、
フル充電されていません。

2

スイッチを切る

3

ロックアウトレバー (3) を前方方向
に押して固定し、ガーデンバリカ
ンのロックを解除したのちにトリ
ガー (4) を引きます。

機械のスイッチを入れるとノック音が
します。この音はカムの起動により発
生するもので、正常な動作です。

1

N

1545BA016 KN

スイッチを入れる

トリガー (1) を放します。
刈り込みブレードはスイ
ッチをオフにした後も稼
働を続けます – 負傷の危
険性があります。

警告
刈り込みブレードは稼働を続けます。
切傷の危険性があります。
–

刈り込みブレードが完全に停止す
るまで待ちます。

ロックアウトレバー (2) がロック位置に
戻ります。トリガー (1) はトリガーは操
作できません。
作業の休憩中または作業終了後は、バ
ッテリーを機械から取り外します。
N

ブレード鞘 （カバー）を取り付け
ます。
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バッテリーの取り外し

機械の保管

3
3
N

N

1545BA017 KN

4

両方のロッキングタブ (3) を同時に
押して、バッテリーのロックを解
除します。

N

バッテリーを取り外します。

N

刈り込みブレードを掃除して、状
態を点検して、STIHL 樹脂溶剤を
吹きつけます。

N

ブレード鞘 （カバー）を取り付け
ます。

N

本機を、特に冷却風吸気口を十分
に掃除します。

N

機械を乾いた、安全な場所に保管
してください - 付属のバッグを壁
に取り付けて保管することができ
ます。

バッテリー (4) をハウジングから取
り出します。

本機を使用しないときは、他人に危険
が及ばないように、安全に保管してく
ださい。
無断で使用されないように、安全に保
管してください。

充電器の保管
N

バッテリーを取り外します。

N

電源プラグを壁コンセントから外
します。

N

乾燥した、安全な室内の場所に充
電器を保管します。子供や他の許
可されていない人による使用を避
け、汚れから保護した状態にしま
す。

子どもや他の許可されていない人の手
の届かない所に保管してください。
バッテリーの保管
N

バッテリーを機械または充電器か
らを取り外します。

N

乾燥した安全な室内の場所に保管
します。子供や他の許可されてい
ない人による使用を避け、汚れか
ら保護した状態にします。

N

予備のバッテリーを、使用しない
まま保管しないでください - 順番
に使用します。

バッテリーの寿命を最適化するには、
およそ 30% 充電した状態で保存してく
ださい。
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機械本体

コントロールハンドル

冷却風吸入部
バッテリー
バッテリーコンパートメント

刈り込みブレード

目視検査 ( 状態 )

X

作動検査

X

掃除

X

目視検査

X

X

掃除

X

目視検査

X

掃除

X

作動検査 ( バッテリーのロック解除 )

X

目視検査

X

掃除

必要な場合

X

掃除

1)

目立て
ギアアッセンブリおよびコネクティング
ロッド

操作時間 50 時間を超えるたびに、
STIHL 販売店による確認を行ってくだ
さい

安全ラベル

交換

1)

損傷の場合

始動前

ガーデンバリカンに対して何らかの作業をする前に、必ずバッテリーを取り外し
てください。

故障の場合

以下の整備周期は通常の作業条件を対象としていることに注意してください。毎
日の作業時間が長い場合、あるいは作業条件が悪い場合 ( 非常にほこりの多い場
所など ) は、それに応じて、提示された間隔よりも短くしてください。

作業終了後または毎日点検

整備表

X

X
X

X

X

X
X

X

X

掃除後に STIHL 樹脂溶剤を吹き付けます

HSA 25
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磨耗の低減と損傷の回避
本取扱説明書の記述を遵守して使用す
ると、機械の過度の磨耗や損傷が回避
されます。
パワーツールの使用、整備および保管
は、この取扱説明書の記述に従って十
分な注意を払って行ってください。
安全に関する注意事項、取扱説明書、
および保守指示を遵守しなかったこと
に起因する全ての損傷については、ユ
ーザーに責任があります。これには、
特に以下が含まれます。

上記整備作業を怠ったことが原因で生
じた損傷に対しては、全てユーザーが
責任を負うことになります。 特に、こ
れには以下が含まれます。
–

指定された時期に実施されなかっ
た整備や不十分な整備が原因で生
じた、モーターの損傷 ( 冷却空気
経路の掃除が不十分など )

–

誤った電気接続 ( 電圧 ) に起因する
充電器の損傷。

–

不適切な保管および使用に起因す
る機械、バッテリーおよび充電器
の腐食およびその他の間接的損
傷。
低品質の交換部品を使用したこと
による当製品の損傷。

–

スチールが許可していない製品の
改造。

–

–

当製品への適用が承認されていな
い、適していない、または低品質
のツールやアクセサリーの使用。

摩耗部品

–

指定外の目的に当製品を使用。

–

スポーツまたは競技等の催し物に
当製品を使用。

–

損傷部品を装備したままで当製品
を使用したことから生じる派生的
損傷。

整備作業

バッテリーガーデンバリカンの部品に
よっては、規定どおりに使用しても通
常の摩耗は避けられません。これらの
部品は、使用の種類や期間に合わせて
適時に交換してください。例として、
以下の部品が挙げられます :
–

刈り込みブレード

–

バッテリー

「整備表」に列記されている作業は、
必ず全て定期的に行ってください。整
備作業を使用者が自ら行えない場合
は、サービス店に依頼してください。
当社では整備や修理を、認定を受けた
スチール サービス店のみに依頼される
ことをお勧めします。 スチール サービ
ス店には定期的にトレーニングを受け
る機会が与えられ、必要な技術情報の
提供を受けています。
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主要構成部品
1
2
3
4
5

バッテリーガーデンバリカン
ロックアウトレバー
トリガー
潅木用剪定ばさみ
ブレード鞘 （潅木用剪定ブレード
用）
6 草刈ブレード
7 ブレード鞘 （草刈ブレード用）
8 バッテリー
9 充電器
10 充電器の LED
11 運搬用バッグ

8

2

11
9

10

1

3

4

5

7

HSA 25

1545BA018 KN

6
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剪定ブレード

パッケージの中でバッテリーが動かな
いように梱包してください。

刈り込みブレード
歯間スペース：
ストローク速度：
ブレード長さ：

8 mm
2,000 / 分
170 mm

輸送上の詳細は、
www.stihl.com/safety-data-sheets を参
照してください。

動作時間は、バッテリーのエネルギー
容量によって異なります。

草刈ブレード
歯間スペース：
ストローク速度：
ブレード幅：

16 mm
2,000 / 分
115 mm

充電器

重量

技術仕様
バッテリー
製品名：

リチウムイオ
ン

機械は、STIHL 純正充電式バッテリー
のみで使用できます。

電源：
定格電流：
定格出力：
充電電流：
絶縁：
*

230 - 240 V
(100 V*),
50-60 Hz
0.1 A
9W
0.75 A
II, E ( 二重絶縁 )

日本のみ

充電時間
- 容量の 80 % まで：
- 容量の 100 % まで：

140 分
180 min

バッテリー、刈り込みブレード、ブレ
ード鞘を除く
HSA 25：
0.5 kg
運搬
スチール バッテリーは、国連-マニュア
ル ST/SG/AC.10/11/ 改訂 5、パート
III、サブセクション 38.3 に記述されて
いる要件に適合しています。
スチール バッテリーは、追加要件の適
用を受けることなく、機械を使用する
場所に道路輸送によって輸送すること
ができます。
同梱のリチウムイオンバッテリーは、
危険物に関する法律の条項に従ってい
ます。
第三者 ( 空輸 / 運送会社など ) による輸
送時は、特別な梱包あるいは識別要件
に従う必要があります。
本品を輸送用に準備する時は、危険物
の専門家に相談する必要があります。
国の法律がさらにあれば遵守するよう
にしてください。
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トラブルシューティング
ガーデンバリカンに対して何らかの作業をする前に、必ずバッテリーを取り外してください。
状態
原因
処置
ガーデンバリカンとバッテリーの間に バッテリーを取り外して、目視で接点
電気的な接触がない
を点検し、バッテリーを再度取り付け
ます。
バッテリーの充電状態が低い
バッテリーを充電します。
バッテリーが熱すぎる / 冷たすぎる
15°C ～ 20°C 位の気温で、バッテリー
が徐々に冷える / 温まるのを待ちます。
バッテリーに障害がある
バッテリーを機械から取り出して、再
度取り付けます。機械のスイッチをオ
ンにします - 機械が動作を開始しない場
スイッチを入れても、モーターが起動しな
合、バッテリーに異常があり、交換す
い
る必要があります。
機械が熱すぎる
機械が冷えるまで待ちます。
機械に電磁的機能不良または障害があ バッテリーを機械から取り出して、再
る
度取り付けます。機械のスイッチをオ
ンにします - 機械が動作を開始しない場
合、機械に異常があり、交換する必要
があります。
機械および / またはバッテリーに水滴 パワーツール / バッテリーを乾燥させ
がある
ます
バッテリーまたは機械の電子装置が熱 機械からバッテリーを取り外し、バッ
すぎる
テリーと機械が冷めるまで放置します。
機械が作動中に急に止まる
電気または電磁的機能不良がある
バッテリーを取り外して、再度取り付
けます。
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ガーデンバリカンに対して何らかの作業をする前に、必ずバッテリーを取り外してください。
状態
原因
処置
バッテリーが完全に充電されていない バッテリーを充電します。
バッテリーの耐用年数に達したか寿命 バッテリーを STIHL 代理店に点検ある
を超えた
いは交換してもらってください。
作動時間が短かすぎる
ブレードが固着している / 汚れている ブレードを掃除して、ブレードに
STIHL 樹脂溶剤を吹きつけてくださ
い。
ブレードがゆがんでいる
ブレードを交換します。
バッテリーを機械 / 充電器に挿入するときに ガイドが汚れている
ガイドを慎重に掃除します。
引っかかる
バッテリーが熱すぎる / 冷たすぎる
15°C ～ 20°C 位の気温で、バッテリー
が徐々に冷える / 温まるのを待ちます。
充電器の LED が緑色に点灯しているのに、
充電器は周囲温度 0°C ～ 40°C の、締
バッテリーの充電が行われていない
め切った、乾燥した部屋で使用してく
ださい。
充電器とバッテリーの間に電気的な接 バッテリーを取り外して、再度取り付
触がない
けます。
バッテリーに障害がある
バッテリーを機械から取り出して、再
度取り付けます。機械のスイッチをオ
充電器の LED が赤色に点滅する
ンにします - 機械が動作を開始しない場
合、バッテリーに異常があり、交換す
る必要があります。
充電器に欠陥がある
充電器を交換します。
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本製品のユーザーは、本取扱説明書に
記載されている整備および修理作業の
み実行することができます。それ以外
の修理はすべてサービス店に依頼して
ください。
当社では整備や修理を、認定を受けた
STIHL サービス店のみに依頼されるこ
とをお勧めします。STIHL サービス店
には定期的にトレーニングを受ける機
会が与えられ、必要な技術情報の提供
を受けています。
修理時には、当社が本機への使用を承
認した、または技術的に同等な交換部
品だけをご使用ください。高品質の交
換部品のみを使用して、事故およびバ
ッテリーガーデンバリカンの損傷を回
避してください。
当社では STIHL 純正の交換部品のご使
用をお勧めします。

廃棄

パワーツールの安全上の一
般的警告事項

国別の廃棄の規則および規制を順守し
てください。

000BA073 KN

整備と修理

スチール製品は、家庭用ごみ入れに廃
棄しないでください。製品、アクセサ
リー、包装は、環境に配慮してリサイ
クルを行うため、認可された廃棄場に
持ち込んでください。
廃棄物処理の最新情報については、ス
チール サービス店へお問い合わせくだ
さい。

この章は、手持型モータｰ駆動電動工具
の欧州標準 EN 60745 に指定されてい
る、策定済みの一般安全注意事項を複
製したものです。STIHL は法律によ
り、これらの標準化されているテキス
トを逐語的に印刷する必要がありま
す。
「2) 電気の注意事項」に基づく感電の
回避に関する安全上の注意事項および
警告は、STIHL バッテリー電動パワー
ツールには適用されません。
警告
すべての安全上の警告および指示をお
読みください。警告や指示に従わない
と、感電、火災や重大なケガの原因に
なることがあります。
後日参照するために、すべての警告と
指示を保管してください。
警告の中の用語 「パワーツール」は、
主電源駆動 ( コード接続 ) パワーツール
またはバッテリー駆動 ( コードレス ) パ
ワーツールを指しています。

HSA 25
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1) 作業範囲の安全

d)

a) 作業範囲では、きれいで明るい状
態を維持します。 散らかっていた
り、明るさが十分でないと、事故
を招くことがあります。
b) 可燃性の液体、ガスまたは粉塵が
存在するような、爆発性の雰囲気
で、パワーツールを使用しないで
ください。パワーツールは火花を
発生することがあり、それによっ
て粉塵やガスに点火することがあ
ります。
c)

パワーツールの使用中は、子ども
や第三者を近づけないでくださ
い。 気が散って、制御できなくな
ることがあります。

e)

f)

2) 電気的な安全
a) パワーツールのプラグは、コンセ
ントと適合している必要がありま
す。プラグには、決してどのよう
な改造も加えないでください。接
地されたパワーツールにアダプタ
ー プラグを使用しないでくださ
い。 改造されていないプラグおよ
び適合しているコンセントを使用
することにより、感電の危険が低
減されます。
b) 接地された面 ( パイプ、ラジエー
タ、レンジ、冷蔵庫など）に、体
が触れないようにしてください。
使用者の身体が接地されると、感
電の危険が増加します。
c)

20

ケーブルに間違った使い方をしな
いでください。 ケーブルを使って
パワーツールを、運搬したり、引
っ張ったり、プラグを引き抜いた
りしないでください。ケーブルを、
高温、油分、鋭利な先端、可動部
品から遠ざけてください。損傷し
たまたは絡まったケーブルを使用
すると、感電の危険が増加しま
す。
屋外でパワーツールを使用すると
きは、屋外での使用に適した延長
ケーブルを使用してください。屋
外での使用に適した延長ケーブル
を使用すると、感電の危険性が低
くなります。

の薬剤の影響下にあるときは、パ
ワーツールを使用しないでくださ
い。パワーツールでの作業中の一
瞬の不注意が、重大なケガの原因
になることがあります。
b)

作業者用保護装備を使用してくだ
さい。 必ず目のプロテクターを着
用してください。防塵マスク、滑
り止め加工された安全靴、ヘルメ
ット、イヤー プロテクターなどの
保護装備を適切な条件下で使用す
ることで、作業者のケガの危険を
低減することができます。

c)

予期しない始動を回避してくださ
い。 電源やバッテリー パックを接
続する前、またはパワーツールを
持ち上げたり、運搬したりする前
に、スイッチがオフの位置にある
ことを確認してください。指をス
イッチの上に置いた状態でパワー
ツールを運搬したり、スイッチが
オンになっているパワーツールに
電圧を印加したりすると、事故を
引き起こすことがあります。

d)

パワーツールの電源を入れる前
に、調整キーやレンチを外してく
ださい。パワーツールの回転部分
にレンチやキーを付けたままにし
ておくと、ケガの原因になること
があります。

e)

前のめりになり過ぎて作業をしな
いでください。 常に適切な足場と
バランスを維持してください。こ
れにより、予期しない状況下での
パワーツールの制御が、容易にな
ります。

やむを得ずパワーツールを湿った
場所で使用しなければならない場
合は、残留電流装置 (RCD) で保護
された電源を使用してください。
RCD を使用すると、感電の危険性
が低くなります。

3) 作業者の安全
a)

パワーツールで作業するときは、
警戒を怠らず、どんな作業を行っ
ているかを確認し、常識を働かせ
てください。 疲れているときや、
薬物、アルコール、またはその他

パワーツールを雨や湿った条件下
にさらさないでください。 パワー
ツールに水が入ると、感電の危険
が増加します。
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f)

適切な服装をしてください。ゆっ
たりした服を着たり、装飾品を身
に付けたりしないでください。髪、
衣服、手袋が、可動部分に近づか
ないようにしてください。 ゆった
りした衣服、装飾品、長い髪は、
可動部分に絡まる可能性がありま
す。

g) 集塵機等に接続する装置が提供さ
れている場合、-これらが接続さ
れ、適切に使用されていることを
確認してください。 集塵機を使用
することで、粉塵に関連する危険
を低減することができます。

d)

e)

4) パワーツールの使用と保守
a) パワーツールを無理に使用しない
でください。用途に適したパワー
ツールを使用してください。 適切
なパワーツールを使用すること
で、設計されたとおりに、より優
れた性能で、より安全に作業でき
ます。
b) スイッチをオン / オフできない場
合、パワーツールを使用しないで
ください。 スイッチで制御できな
いパワーツールは危険であり、修
理する必要があります。
c)

パワーツールに何らかの調整、ア
クセサリーの変更を行う前、また
は保管する前に、電源やバッテリ
ーパックからのプラグをパワーツ
ールから外します。このような安
全予防措置を講じることで、予期
しないパワーツールの始動の危険
を低減することができます。
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f)

g)

使用されていないパワーツール
は、子どもの手の届かない所に保
管し、パワーツールやこれらの指
示に精通していない人がパワーツ
ールを使用することがないように
してください。パワーツールは、
訓練を受けていない作業者が使用
すると危険です。
パワーツールを保守してくださ
い。 可動部分がずれていたり、動
かなくなっていないか、部品が損
傷していないか、パワーツールの
動作に影響する可能性があるその
他の状態がないか、確認してくだ
さい。 損傷している場合は、使用
前にパワーツールを修理してくだ
さい。事故の多くは、保守が十分
でないパワーツールによって引き
起こされています。
カッティング アタッチメントを、
目立てされた、清潔な状態に維持
してください。刃先が目立てされ
た、適切に保守されたカッティン
グ アタッチメントを使用すると、
動かなくなる可能性が少なく、制
御が容易です。
パワーツール、アクセサリー、工
具ビットなどは、作業条件と実行
する作業内容を考慮して、これら
の指示に従って使用してくださ
い。これらの意図と異なる方法で
パワーツールを動作させて使用す
ると、危険な状況を招く可能性が
あります。

5) バッテリー ツールの使用と保守
a)

バッテリーを充電するには、メー
カーが指定した充電器のみを使用
します。ある種類のバッテリー パ
ックに適した充電器を他のバッテ
リー パックに使用すると、火災の
危険が生じることがあります。

b)

パワーツールは、専用のバッテリ
ーパックのみで使用します。他の
バッテリーパックを使用すると、
ケガおよび火災の危険が生じるこ
とがあります。

c)

バッテリーパックを使用していな
いときは、端子同士を接続する可
能性のある、ペーパークリップ、
硬貨、鍵、くぎ、ねじやその他の
小さい物体などの金属製の物体に
近づけないでください。バッテリ
ー端子を短絡させると、火傷や火
災の原因になることがあります。

d)

誤った使用方法により、バッテリ
ーから液体が漏れる場合がありま
す。 液体に触れないようにしてく
ださい。 誤って触れた場合は、水
ですすいでください。 液体が目に
入った場合は、さらに医師の診断
を受けてください。バッテリーか
ら噴出した液体は、炎症や火傷を
起こすことがあります。

6) 修理
a)

パワーツールの修理は、認可を受
けた修理技術者により、同じ交換
部品のみを使用して実施してくだ
さい。これにより、パワーツール
の安全性を維持および確保するこ
とができます。
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ヘッジ トリマーの安全上の警告事項
–

身体のどの部分もカッティング ブ
レードに近づけないでください。
ブレードが作動しているときに、
切断物を取り除いたり、切断対象
物を保持しないでください。挟ま
った物を取り除くときは、必ずス
イッチをオフにしてください。 ヘ
ッジ トリマーでの作業中の一瞬の
不注意が、重大なケガの原因にな
ることがあります。

–

ヘッジ トリマーは、カッティング
ブレードが停止した状態で、ハン
ドルを持って運搬してください。
ヘッジ トリマーを運搬するときま
たは保管するときは、必ずブレー
ド鞘を取り付けてください。 ヘッ
ジ トリマーを正しく取り扱うと、
カッティング ブレードによる人身
事故の可能性が低減されます。

–

カッティング ブレードが、見えな
い所にある電線に接触する可能性
があるため、電動パワーツール
は、必ず絶縁ハンドル部分を握っ
てください。ブレードが電線に接
触すると、パワーツールの金属部
分に電圧がかかり、感電の原因に
なる場合があります。
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