
【参考資料】販売店表彰 

1． 総合拡販賞 

区    分 表  彰  販  売  店 

最優秀拡販賞  宮城マッカラー 

優秀拡販賞  松島農工株式会社 

地区別最優秀拡販賞 北海道 北海機工株式会社 

関東・甲信越 株式会社ササクボ農機店 

近  畿 ルックスライフ 

九州 株式会社花見機械 

 

2． 部門別拡販賞 

ハスクバーナ OPE 拡販賞 最優秀賞 空知農材株式会社 

ゼノア OPE 拡販賞 最優秀賞 株式会社興北産業 

チェンソー拡販賞 最優秀賞 有限会社須永商会 

刈払機拡販賞 最優秀賞 愛林興業株式会社 

ﾊﾝﾏﾅｲﾌﾓｱ＆ﾁｯﾊﾟｼｭﾚｯﾀﾞ拡販賞 最優秀賞 北海機工株式会社 

アクセサリー＆パーツ拡販賞 最優秀賞 株式会社ササクボ農機店 

バッテリー拡販賞 最優秀賞 株式会社マルモ機械 

オートモア拡販賞  ホンダ産機株式会社 

 

3． 連続拡販賞 

金 賞 5 年以上連続 ササクボ農機店 

有限会社アイコー機械 

株式会社花見機械 

銀 賞 4 年以上連続 空知農材株式会社 

銅 賞 3 年以上連続 松島農工株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】新商品情報 

ゼノア 

ラジコン式草刈機 WM510RC 

作業者が草刈りをし難い、刈払機での作業が困難

な場所に最適です。例えば、太陽光発電パネル

の下や、果樹園などのデコボコ地面、耕作放棄地

などで草刈作業の省力化と効率化が図れます。 

草刈りはエンジン、走行はモーター駆動のハイブ 

リッド式なので、走破性能・草刈性能がバツグン。 

シンプルな構造で、機動性が高く、その場旋回で

樹木周りもきれいに刈り取ることができます。 

【主要諸元】 

操作方法：ラジコン式   走行駆動：モーター   

刈刃駆動：エンジン HONDA GXV160   刈幅：51cm

バッテリー ： 12V ニッカドバッテリー ( 別売 )        

重量：約 70kg   本体寸法(LxWxH) ：90x64x45cm       

 

SGC-A  

(揺動式(バリカン方式)アタッチメント) 

都市部での除草作業の増加に伴う飛散事故(石 

飛び)の増加､並びに事故防止の意識向上に対応 

する SGC アタッチメント。 

圧倒的に飛散が少なく、寿命も長い 2 枚の     

ブレードの揺動式(バリカン式)です。また、刈刃 

底部のスタビライザーで、地面に置いて滑らせ  

ながら楽々草刈りができるので、作業時の身体に

かかる負担が軽減されます。NETIS 取得予定。 

適用機種： 

BC222, BCZ235/265,BCZ245G/275G, 

TRZ235/265,BKZ275,TKZ235/265  

【主要諸元】 

草刈方式：上下刃往復式  外径：230mm  

刃数：上下 20 重量：1.95kg 

減速比：上下 5.2  刈高：17mm  

 

       

 
WM150RC 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
SGC アタッチメント 

 

 
スタビライザー付きなので、地面を滑らせ作業が可能 

2019年春 発売予定 
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ハスクバーナ 

チェンソー 550XP®/XP®G Mark II・545 Mark II 
ハスクバーナ 550 XP® Mark II と 545 Mark II は、どのような環境

でも、優れた加速とトルクにより、他に類のない鋸断能力を発揮 

します。耐久性に優れ、始動が容易で、過酷な作業条件でも   

長時間効率よく作業ができるための快適性、制御性、操作性の 

すべてが備わっています。伐倒、枝払い、玉切りとあらゆる作業に

最適化されているため、手足のように使え、スキルと経験を最大限

に発揮していただけます。 完璧な鋸断を目指した、新型次世代

のチェンソーです。 550 XP®G Mark II は、ヒーティングハンドル  

仕様です。 
 
抜群の鋸断能力 
パワーとスピード。かつてないほど早く作業を終わらせるパワー。

ハスクバーナ  550 XP® Mark II と  545 Mark II は、50cc ながら   
60cc 並みのパフォーマンスを体感できます。 
 
冷却性能・耐久性能の向上 
エンジンを通るエアフローを最適化することで、シリンダーの   
冷却性が大幅に改善しました。断熱壁で、熱をキャブ室に     

伝えず、ダストも入りにくくなりました。また、25μのヘビーデューティエアフィルタを標準装備しました。  

これにより、始動が容易となり、エンジンは長寿命化しました。 
 
始動時のパフォーマンスを最適化 
AutoTune™イグニッションモジュールソフトウェアとキャブレターセッティングの最適化により、従来の    

10 倍のスピードで空燃費調整されるので、エンジン始動時のパフォーマンスが大幅に向上します。 
 
[550XP® Mark II/550 XP®G Mark II 主要諸元] 
排気量: 50.1cm3  出力: 3.0kW  質量: 5.3/5.5kg  燃料タンク容量: 0.53 L  三軸合成値: 4.4 m/s2 
バー： 18” – 20” RT, RTL  チェンピッチ： .325” 
希望小売価格:  
550XP® Mark II 18RT SP33G 72E PX  商品コード：9676908-38  158,000 円（税抜） ～ 
550XP®G Mark II 18RT SP33G 72E PX  商品コード：9676909-38  170,000 円（税抜） ～ 
 
[545 Mark II 主要諸元] 
排気量: 50.1cm3  出力: 2.7kW  質量: 5.3kg  燃料タンク容量: 0.53 L  三軸合成値: 3.7 m/s2 
545 Mark II 18RT SP33G 72E PX  商品コード：9676906-38  99,800 円（税抜）  
 
ハスクバーナチェンソー60 周年記念 550XP®/XP®G Mark II 新発売キャンペーン 
当社は、ハスクバーナがチェンソー発売開始から 60 周年であることを記念し、550XP®/XP®G Mark II    

新発売キャンペーンを実施いたします。キャンペーン期間中に対象機種をご購入いただくと、5,000 円の

割引クーポンをプレゼント。ご購入された店舗にて、この割引クーポンを使って、ハスクバーナもしくは  

ゼノアのアクセサリーをご購入頂けます。 
キャンペーン対象機種： 550XP®/XP®G Mark II、すでに発売開始した 572XP®/XP®G 
キャンペーン期間：    572XP®/XP®G 2/1 (金)～4/26 (金) 550XP®/XP®G Mark II 3/11 (月)～4/26 (金)。 
キャンペーン特設サイトはこちら >  https://kwml.jp/husqvarna60cp/ 
ぜひ、お得なキャンペーン期間に、550XP®/XP®G Mark II 、572XP®/XP®G をお求めください。 

 
550XP® Mark II 

 

 
545 Mark II 

 
550XP®/XP®G Mark II 新発売キャンペーン 

2019年 3月 15日 発売予定 

2019年 4月 発売予定 



オートモアシリーズ 
ロボット芝刈機の分野で世界販売台数 No.1 を維持

するハスクバーナ。日本での認知度も高まり、条件が

整えば、芝地だけではなく、果樹園や太陽光発電 

パネル下の草地の維持管理も可能ということを実績で

示して参りました。今年、現在の 105、315、430X に  

加え、X-Line 450X、Pro-Line 520/550 の 3 機種を市場

導入致します。 
 
X-Line 450X 

450X は、１日の最大稼動面積が 5000 ㎡  ± 
20 ％。大きな面積の作業に対応するため、走行   

スピードが速くなっていますが、超音波センサーを 

装備し、前方に障害物を感知すると、衝突前に減速

します。また、3G 通信、Bluetooth が標準装備されて 

おり、Automower Connect が使用できます。GPS ナビも

搭載、常に完璧な芝生が維持できます。 
 
Automower Connect 
スマートフォン専用アプリで、いつでも、どこからでも

AutomowerTM の状況を知ることができ、アプリから

AutomowerTM を操作 (アラーム停止通知, STOP, PARK, 
タイマー設定など) することも可能です。 
複数の製品を登録できるので、販売店様の管理用と

してもご活用が可能です。AutomowerTM は、docomo 

または Softbank の 3G 通信に自動接続しますが、   

アプリを使用する携帯会社には制約はありません。 
GPS 盗難追跡（AutomowerTM が電源オフになった後 

12 時間 まで）の機能もご使用頂けます。  なお、  

お使いのスマートフォンデータ通信費のみお客様  

ご負担となります。(製品側通信費は無料です。) 
 
Automower Connect @HOME 
簡易版の Automower Connect で、Bluetooth による 

短距離接続 (≈30m)が可能です。機能は限定され、

GPS 盗難追跡はできません。 
 
なお、現行機の 315、430X は、AM コネクト GPS    

モジュール（34,800 円（税別）を取り付けることで、

Automower Connect の機能をご使用頂けます。詳細

は、ご購入頂いた販売店へお問合せ下さい。 
 

Pro-Line 520/550 
Pro-Line 520 の最大稼動面積は、 2,200 ㎡  ± 
20 ％。550 の最大稼動面積は、5,000 ㎡ ± 20 ％
です。Pro-Line の特長は、複数台を設置し、稼動状況

を事務所のコンピュータで管理するようなケースを 

想定しています。Pro-Line は、本体にコントロール   

パネルを持たず、本体には、電源、START/STOPボタン

がついているのみで、タイマーや刈高の設定は、

Automower Connect のアプリで行います。Fleet Services 
 
を使用して、Web 上、またはスマートフォンのアプリで

AutomowerTMを管理します。GPS ナビ搭載。 
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[450X/520/550 主要諸元] 
  450X 520 550 
刈高 mm 20-60 20-60 20-60 

最大稼動領域 (1 日) m2 5000 ±20% 2200 ±20% 5000 ±20% 
最大許容傾斜角  24° 24° 24° 
電力消費量 (最大) kwh 23 17 23 

LED ヘッドライト  ●   

コントロールパネル  ●   

超音波センサー  ●  ● 
深溝ホイール標準   ● ● 
Automower Connect  ● ● ● 
Fleet Serviceｓ   ● ● 
GPS アシストナビ  ● ● ● 

 
 
芝刈機シリーズ  
 日本市場における管理緑化市場の増加とユーザーの

多様なニーズに応えるため、今年ハスクバーナでは  

今年、芝刈機シリーズを大幅に拡大いたします。 
 
家庭用シリンダーモア 54/64/540 ノヴォレット 
ホームユーザー向けに 3 機種を用意しました。集草  
バッグがオプションでつけられます。 
54 ノヴォレット： 
刈刃：5 枚刃  刈幅：400mm   刈高：12-38mm の   
4 段階調整  質量：8.6kg  価格：オープン 
64 ノヴォレット： 
刈刃：5 枚刃  刈幅：400mm   刈高：12-55mm の   
4 段階調整  質量：8.7kg  価格：17,000 円(税抜) 
耐久性のあるリール刃と受け刃 頑丈なホイール 
540 ノヴォレット： 
刈刃：5 枚刃  刈幅：400mm   刈高：12-38mm の   
4 段階調整  質量：9.1kg  価格：19,000 円(税抜) 
ソフトグリップハンドル 樹脂性ホイルギア  静音 
耐久性のあるリール刃と受け刃 頑丈なホイール 
 
家庭用エンジン式ローンモア LC140/LC140S 
扱いやすい、エンジン搭載の家庭用手押し式芝刈機。

頑丈なスチールカッティングデッキとソフトグリップ    
ハンドルを装備。ワンレバーで刈高調整が可能です。     
ボールベアリング入りホイールで走行がスムーズ。   
刈幅は 40cm。刈高は、25-75mm の 10 段階調整式。  
50 リットルの集草カゴ付。 オープン価格。LC140S は   
自走式です。 
[LC140/LC140S 主要諸元] 
エ ン ジ ン 排 気 量 ：  140cm3  刈 幅 ： 400mm         

刈高：25-75mm の 10 段階調整  質量：24/28.5kg    
走行速度: - / 4km/h 価格：オープン 
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家庭用バッテリー式ローンモア LC141iV 
家庭の庭や、複雑な芝生エリアの芝刈りのための理想的な、直感的

操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に  

比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速  

かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトな  

デッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で

長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通に

ご使用できます。  
[LC141iV 主要諸元] 
刈幅：410mm   刈高：25-75mm   速度：3 – 4.5km/h  
質量：23.2kg  集草カゴ容量：50ℓ  価格(本体)：64,000 円(税抜) 
 
セミプロ用バッテリー式ローンモア LC353iVX 
530mm のワイドな刈幅とダブルバッテリースロットを備えた自走式 

バッテリー芝刈機。利便性、コスト効率、稼働時間に優れています。

排出ガスゼロ。静かで効率よく作業できます。人間工学に基づいた

設計により、キーパッドは使いやすく、高さ調整や操作も簡単です。

高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリー    

シリーズで共通にご使用できます。  
[LC353iVX 主要諸元] 
刈幅：530mm   刈高：25-75mm   質量：29kg   速度: 3 – 4.5km/h  
集草カゴ容量：60ℓ   排出方法：集草/BioClip®(オプション)/後方排出  価格(本体)：94,000 円(税抜) 
 
プロ用エンジン式ローンモア LC55１VBP 
パワフルなエンジン、大型の燃料タンク、アルミニウム製シャーシ、アルミ

ホイール付ゴム製タイヤを装備した、軽量でコンパクトながら耐久性の 

高いエンジン自走式ローンモア。速度可変式、ブレードブレーキ     
クラッチ(BBC)、サイドプロテクションバンパーを特徴とするこの芝刈機

は、パフォーマンス、品質、耐久性のバランスが良い、セミプロ向けの 
一台です。  
[LC551VBP 主要諸元] 
エンジン ： Kawasaki FJ180KAI   排気量：  179cm3  刈幅： 510mm      

刈高：26-74mm の 6 段階調整  質量：53kg   走行速度: 2.8 – 5.0km/h 

集草カゴ容量：65ℓ   排出方法：集草/BioClip®(オプション)/後方排出   
価格：179,000 円(税抜) 
 
セミプロ用 ホバーモア GX560 
エンジン式ホバーモアのハスクバーナ GX560 は、ホバーモアから得ら 

れるすべての利点とエンジン式芝刈機の特長である動きの自由を併せ  

持っています。軽量の GX560 はエアークッションで持ち上がるので、  

操作しやすく、芝の刈り取りが難しい場所でも簡単に刈り取り作業を行う

ことができます。大規模な庭やセミプロ仕様の用途で使用できるように 

設計されており、パワフルで品質の高いエンジンが搭載されているた

め、最大 45°の斜面まで使用できます。  
[GX560 主要諸元] 
エ ン ジ ン ： Honda GCV160  排 気 量 ：  160cm3  刈 幅 ： 505mm         

刈高：10-30mm の 3 段階  刈高調整：スペーサー   質量： 18.2 kg    
価格：89,000 円(税抜) 
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ライダー P525D (四輪駆動)  
ハスクバーナ P525D は、ハスクバーナの乗用芝刈機の

中でも最もパワフルで、汎用性の高いプロ機です。一年

を通して仕様できる幅広い種類のアタッチメントを取り  
揃えています。操作性が高く、乗り心地のよい P525D   
には、四輪が個別に回転するため、芝生の損傷を最小限

に抑えながら、斜面でもライダーの牽引力と安定性を  
持続します。また、オペレーターが容易にサービスポジ 
ションを見つけることを助けるため、油圧リフトが取り付け

られています。オペレーターは、定期的にメンテナンスと

清掃を行うことができ、工具を使わずにデッキとアタッチ 
メントを交換することができます。 
[P525D 主要諸元]  
エンジン：Kubota D1105  排気量：1123 cm3  出力：18.7kw
対応カッティングデッキ ： Combi155 刈幅： 1550mm         

刈高：30-112mm の 7 段階調整   質量：675 kg 
刈刃：ロータリー式 3 枚刃  トランスミッション：神崎 
速度 前進/後進： 0-18.5/0-14 km/h   
 
 
トラクター TC342T 
TC 342Tは、大規模な庭や芝生の手入れが必要な場所で

年間を通して使用できる高性能な機種であり、集草   

ボッ クスが標準で装備されています。強力なカワサキの

ツインエンジン、ペダル操作式の高速ハイドロスタティック    

トランスミッション、プロ仕様のタイヤ、大型の燃料タンクを

搭載しているので、パワー、自律性、生産性に優れて  

います。頑丈な集草ボックスは、320 リットルの大容量。 

鋼製のバックプレート、補強された大型のカッティング 

デッキが組み込まれています。また、電動でのブレードの

接続、肘掛け付きハイバックシート、運転席から切り替え

可能な BioClip®など、快適性を追求 した機能が数多く搭載されています。 
[TC342T 主要諸元] 
エンジン：Kawasaki FR Series  排気量：726 cm3  出力：13.3 kw  刈幅：1070mm   質量：260 kg   
最大許容傾斜角：10°刈高：38-102mm の 6 段階調整  刈刃：ロータリー式 4 枚刃      
集草ボックス容量：320ℓ  速度 前進/後進： 0-6.7 km/h  
 
 
その他 
背負いバッテリー BLi950 X 
プロ向け大容量のリチウムイオン背負いバッテリー。大容量（31.1 Ah） 
バッテリーにより、長時間使えるパワーとトップクラスのパフォーマンス

を提供します。あらゆる天候でも屋外作業ができるよう防水性のある

堅牢なデザイン。バッテリ残容量が分かる LED インジケータ付。    

クッション性が高くいパッド入りのストラップとヒップベルトにより、   

長時間作業をしても快適なハーネスが装備されています。背丈により

長さを変えられる調整機能付きで、ユーザーはジャストフィットの   

装着感を得られます。バッテリーのアダプターは、すべてのハスク  

バーナバッテリーシリーズ製品に適合しています。 
【BLi950X 主要諸元】 
容量：31.1 Ah 電圧：36V  質量：9.4kg (ハーネス含む)   価格：179,500 円 
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チェンソー 120e Mark II 
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを

時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェン

ソー。 低排ガス、低燃費の X-Torq®エンジンテクノ

ロジーとフィルターを清潔に保つエアイン   

ジェクションの特長を備えています。 安全性を 

高めるためのローキックバックチェン付き。ツール 

レスチェンテンショナーにより、チェン張りも工具

を使わず、簡単に行えます。SmartStart®で、始動性

も抜群。 

【120e Mark II 主要諸元】 
排気量: 38.2 cm3  出力: 1.5 kW  質量: 4.85 kg   
120e Mark II 14RT H37  商品コード：9678619-10  オープン価格 

 

 

チェンソー 135 Mark II 
堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすく、ホーム  オ

ーナーが使うのに十分な切削性能を備えています。 小

木の伐採や薪つくりを不定期に行うのに最適なガーデン

チェンソー。 すばやく始動し、簡単に取り扱うことができま

す。サイドチェーンテンショナーにより、チェン張りも簡単

です。SmartStart®で、始動性も抜群。 

 
【135 Mark II 主要諸元】 
排気量: 38 cm3  出力: 1.6 kW  質量: 4.7 kg   
135 Mark II 14RT S93G  商品コード：9678618-14    オープン価格 

 

X-CUT チェン 

ハスクバーナ X-CUT は、ハスクバーナ自社開発・製造のオリジ

ナルのソーチェンで、ハードな作業でも切れ味を持続し、ハス

クバーナチェンソーの能力を最大限引き出すように設計され

ています。今回発売を予定していますチェンは、S35G (セミチゼル、0.325”・1.5mm ゲージ)、       

C83 (チゼル、3/8” ・1.3mm ゲージ) の 2 タイプです。 

 

トイシリーズ 

ハスクバーナからトイシリーズが発売されました。トイとは、おも

ちゃのことで、本物のハスクバーナ 製品のように見えるおもちゃ

シリーズになります。シリーズの製品は、チェンソー、ローンモア、

刈払機、ヘッジトリマ、ブロワーの 5 種類です。トイチェンソーは、

音が出て、チェンの部分が回ります。子供へのプレゼントに最適。 

トイチェンソー 2,980 円  トイローンモア 5,980 円 トイ刈払機  3,980 円  

トイヘッジトリマ 3,480 円  トイブロワー 3,480 円 (いずれも税抜き価格) 
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