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本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいた
だき、内容をしっかりと把握してください。
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1 はじめに

1.1 はじめに

製造番号：

PIN コード：

シリアル番号は本製品の銘板とカートンに記載されています。

• このシリアル番号を使用して、www.husqvarna.com で製品を登録します。

1.1.1 サポート

本製品のサポートについては、Husqvarna 販売店

にお問い合わせください。

1.1.2 製品の説明

注記： Husqvarna は、製品の外観や機能を定期的

に改良しています。サポート 3 ページ を参照し

てください。

本製品は、ロボット芝刈機です。本製品にはバッ
テリー電源が搭載されており、芝を自動的に刈り
込みます。芝刈りと充電を常に交互に繰り返し
ます。無作為の動作パターンにより、芝を均等に
刈るとともに、摩耗を少なくします。 境界ワイヤ

ーとガイドワイヤーで、作業エリア内における製
品の動きを制御します。 境界ワイヤーに近づく

と、本製品のセンサーがそれを感知します。本製
品の前部は、旋回する前に必ず特定の距離だけ境
界ワイヤーを通過します。本製品が障害物に衝
突したり、境界ワイヤーに接近したりすると、本
製品は新しい方向を選択します。

動作設定はキーパッドのキーで選択します。デ
ィスプレイには、選択した動作設定、可能な動作
設定、および本製品の動作モードが表示されま
す。

1.1.2.1 芝刈り方法

本製品は、排出ガスがなく、使いやすく、省エネ
ルギーです。頻繁に芝刈りを行うことで、芝の質
を向上させ、肥料の使用を減らすことができま
す。芝を集草する必要はありません。

1.1.2.2 チャージステーションの探索

本製品は、バッテリーの充電レベルが低下するま
で動作します。次にガイドワイヤーに沿って移
動してチャージステーションを目指します。ガ
イドワイヤーは、たとえばチャージステーション
から作業エリアの奥に向かって、または狭い小道
を通って敷設されるワイヤーです。ガイドワイ
ヤーは境界ワイヤーと接続しているため、本製品
はチャージステーションを簡単に見つけること
ができます。

1.1.2.3 Automower™ Connect
Automower™ Connect は、動作設定をリモートで

選択できるモバイルアプリケーションです。

Automower® Connect アプリ 34 ページ を参照

してください。
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1.2 製品の概要 - 

1

2

4

5

6

7

9

15

14

1816

19

17
1311

12

24

26

25

27

28

29
30

8

20

23

2221

3

10

図の番号は次の項目に対応しています。

1. 本体

2. キーパッド、ディスプレイ、および刈高調整
のハッチ

3. STOP（ストップ）ボタン

4. リヤホイール

5. フロントホイール

6. ブレードディスク

7. スキッドプレート

8. 接触板

9. チャージステーション、境界ワイヤーの動作
確認用 LED

10. チャージステーション

11. ディスプレイ

12. キーパッド

13. ON/OFF（オン / オフ）ボタン

14. 銘板（製品識別コードを含む）

15. 刈高調整

16. メンテナンスツール

17. カッティングシステム

18. 電子部品、バッテリー、モーターが搭載され
たシャーシボックス

19. ハンドル

20. 境界ループのループワイヤーとガイドワイ
ヤー 1

21. ループワイヤーのカプラー 2
22. ペグ 3
23. ループワイヤーのコネクター 4
24. チャージステーション固定用ネジ

25. 電源（外観は市場によって異なることがあり
ます）

1 別売りの設置キットの一部です。
2 別売りの設置キットの一部です。
3 別売りの設置キットの一部です。
4 別売りの設置キットの一部です。
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26. 境界ワイヤー設置時の測定ゲージ（測定ゲー
ジはボックスから切り離します）

27. 取扱説明書およびクイックガイド

28. 予備のブレード

29. 低電圧ケーブル

30. アラームステッカー

1.3 製品に表記されるシンボルマーク

これらのシンボルマークは本製品上に表示され
ています。 しっかりと確認してください。

警告：本製品を使用する前
に説明書をお読みくださ
い。

警告：本製品を操作した
り、持ち上げたりする前
に、本製品をオフにしてく
ださい。

警告：操作時は、本製品か
ら安全な距離を保ってく
ださい。回転しているブ
レードに手や足を近づけ
ないでください。

警告：本製品の上に乗らな
いでください。手や足を
本製品に近づけたり、本製
品の下に入れたりしない
でください。

ロック機能。

このシンボルの横にある
定格ラベルに記載されて
いる、取り外し可能な電源
装置を使用してください。

この製品は該当する EC 指令に準拠し

ています。

周囲に対する騒音レベル。この製品の
騒音レベルは「主要諸元 60 ページ 」
および銘板に記載されています。

本製品は、通常の家庭ゴミとして処分
することはできません。地域の法的要
件に従って製品をリサイクルしてくだ
さい。

シャーシには、静電放電（ESD）に弱

い部品が含まれています。シャーシ
は、専門的な方法で再度密閉する必要
があります。このため、シャーシは、
必ず認定サービス技術者が開けるよう
にしてください。シールが破れている
と、製品全体または部品の保証が有効
でなくなる可能性があります。

低電圧ケーブルは短くしたり、延長し
たり、接合したりしないでください。

低電圧ケーブルの近くで刈払機を使用
しないでください。 ケーブルの敷設場

所で際刈りをする場合は、十分に注意
してください。

1.4 ディスプレイ上のアイコン

スケジュール機能は、本製品の芝刈り
のタイミングを制御します。

セキュリティ機能では、使用者が 3 つ
のセキュリティレベルを選べます。

メッセージ機能により、エラーメッセ
ージと不具合の原因が表示されます。

天候タイマー機能により、芝の成長具
合に合わせてカッティング間隔が自動
的に調整されます。

設置機能では、設置に関する設定を手
動で行います。

設定機能では、本製品の設定に関する
全般的な設定を行います。
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アクセサリー機能では、本製品のアク
セサリーに関するすべての設定を行い
ます。

スケジュール機能が作動している場
合、本製品は芝刈りを行いません。

本製品はスケジュール機能を優先しま
す。

バッテリーインジケータはバッテリー
の充電レベルを表示します。本製品の
充電時はこのマークが点滅します。

本製品はチャージステーションに入っ
ていますが、バッテリーが充電されて
いません。

本製品は ECO モードに設定されてい

ます。

Automower® Connect および

Connect@Home の場合。モバイルデ

バイスとの Bluetooth® ワイヤレス通

信。

1.5 バッテリーに表示されているシン

ボル

取扱説明書をお読みください。

バッテリーを火の中に廃棄したり、熱
源にさらしたりしないでください。

バッテリーは水の中に入れないでくだ
さい。

1.6 取扱説明書全般

本取扱説明書では、読みやすいように次の表記規
則を使用しています。

• 斜体で記載されたテキストは、ディスプレイ
に表示されるテキストであるか、取扱説明書
の別のセクションを参照していることを示
しています。

• 太字のテキストは、本製品のボタンを示しま
す。

• 大文字かつ斜体のテキストは、本製品で利用
可能な各種操作モードを示します。
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1.7 メニュー構造の概要 - 1

セキュリティ

低 中 高 持続時間

アラーム持続
時間

タイムロック持続
時間

PIN コードの変
更

新規ループ
信号

セキュリティレベル

不具合メッセージ 情報メッセージ

メッセージ

天候タイマー使用

低 中 高

芝刈り時間

天候タイマー

詳細

スケジュール

概要／月曜日

期間 1 期間 2 コピー

日 本日 すべての曜日土金木水火月全日

リセット
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1.8 メニュー構造の概要 - 2

設置

芝生範囲

エリア 1～3

チャージステーション探索

ガイド

遅延時
間

ガイドテス
ト

リセット 左テスト右テスト リセット

無効 その他 無効 その他

境界 チャージャー

チャージステーショ
ンの範囲

方法？ 頻度？距離？ 無効

リセットテスト

その他 出口
角度

経路幅 後退距離 ワイヤーを
通過

詳細

情報 芝刈機ハウス

アクセサリー

設定

ECO モード

使用

プロファイル

選択 名称変更 保存

プロファイル A、B、また
は C 時刻と日付

時刻を設定 日付を設定 時間形式 日付形式

言語 国 すべてのユー
ザー設定をリ
セット

情報

低低- 高 高+中

強度

スパイラルカット 全般

使用 使用

単位形
式

遅延時間

霜ガード

Connect@Home 荒地キットAutomower 

Connect
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1.9 ディスプレイ

本製品のディスプレイには、本製品の情報と設定
が表示されます。

ディスプレイにアクセスするには、［STOP（停

止）］ボタンを押します。

1.10 キーパッド

本製品のキーパッドを使用して、メニュー内を移
動します。キーパッドにアクセスするには、
［STOP］ボタンを押します。

• ON/OFF ボタン（A）を使用して、本製品の

オン / オフを切り替えます。キーパッドのイ

ンジケータランプは、重要なステータスイン
ジケータです。インジケータランプ 36 ペ
ージ を参照してください。

• 本製品の動作を開始するには、［START］ボ

タン（B）を使用します。

• ［BACK］ ボタン（C）を使用して、メニュー

リスト内を上に移動します。

• メニュー内を移動するには、矢印ボタン（D）

を使用します。

• ［OK］ボタン（E）を使用 して、メニューで

選択した設定を確定します。

• ［MENU（メニュー）］ボタン（F）はメイン

メニューに移動するときに使用します。

• ［PARK（駐車）］ボタン（G）は本製品をチ

ャージステーションに移動するときに使用
します。

• 数字ボタン（H）を使用して、PIN コード、

時刻、日付を入力します。

A

B

F

G

C E

D

H
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2 安全性

2.1 安全注意事項

2.1.1 重要。使用する前によくお読みくださ
い。後で参照できるように保管しておいて
ください。
周囲の人や財産を様々な事故や危険にさらさないようにする責任
は、使用者にあります。

本機は、身体能力、感覚能力、または精神能力（本製品の安全な取
り扱いに影響する可能性がある）が低下した人（子供を含む）、ま
たは経験や知識のない人による使用を想定していません。ただし、
使用者の安全に責任を負う人が本機の使用に関して監督や指導を
する場合を除きます。

本機は、8 才以上の小児、または身体的、知覚的、精神的障害のあ
る方、および経験や知識の浅い方でも、保護者または責任者の監視
の下、または本装置の安全な使用に関する説明を受け、起こりうる
危険について理解した上で使用することができます。居住地の法
規によっては、使用者の年令制限がある場合があります。クリーニ
ングおよびメンテナンスは、保護者による監視のない限り、小児に
行わせてはいけません。

プラグやコードが損傷している場合は、電源をコンセントに接続し
ないでください。コードが摩耗したり絡まったりすると、感電のリ
スクが高くなります。

バッテリーは付属のチャージステーションでのみ充電してくださ
い。誤った使用は、感電、過熱またはバッテリーから腐食液が漏れ
出る原因になる可能性があります。電解液が漏れた場合は、水／中
和剤で洗い流します。目に入った場合は医師の診察を受けてくだ
さい。

メーカーが推奨する純正バッテリーのみを使用してください。純
正バッテリー以外を使用した場合、製品の安全は保証されません。
充電式ではないバッテリーは使用しないでください。
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バッテリーを取り外すときは、本機を主電源から取り外す必要があ
ります。

警告： 本製品は、使い方

を誤ると危険です。

警告： 人（特にお子様）

や動物が作業エリアにい
るときには、本製品を決
して使用しないでくださ
い。

警告： 回転しているブレ

ードに手や足を近づけな
いでください。モーター
が回転中は、本製品の近
くまたは下に手や足を近
づけないでください。

警告： 負傷または事故の

際には、医師の診察を受
けてください。

2.2 安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部
分を示しています。

警告： 取扱説明書の指示に従わない場

合、使用者が負傷したり、死亡したり
するか、あるいは付近の人に損傷を与
える危険があることを意味します。

注意： 取扱説明書の指示に従わない場

合、製品や他の物品、または隣接する

エリアに損傷を与える危険があること
を意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供

するために使用されます。

2.3 操作のための安全注意事項

2.3.1 使用

• 本製品には、メーカーから推奨される装置の
みを使用することができます。それ以外の
使用は適切ではありません。操作／メンテ
ナンスに関するメーカーの指示に正確に従
う必要があります。

• 公共の場所で本製品を使用する場合は、作業
エリアに警告標識を設置してください。標
識には次のような内容を記載する必要があ
ります。警告！自動芝刈機！機械に近づか
ないでください！お子様を近づけないでく
ださい！

Warning!
Automatic lawnmower!

Keep away from the machine!
Supervise children!

Warning!

Automatic lawnmower!

Keep away from the machine!

Supervise children!

• 人、特にお子様やペットなどが作業エリアに
いるときは、動作モード駐車機能を使用する
か、本製品のスイッチをオフにしてくださ
い。稼動範囲に人がいない時間帯（夜間な
ど）に本製品を使用するようにプログラムす
ることをお勧めします。 Schedule（スケジ
ュール）24 ページ を参照してください。ハ

リネズミなどの夜行性動物の活動も考慮し
てください。これらの動物が、本製品によっ
て傷つけられるおそれがあります。

• 本製品の操作、メンテナンス、および修理
は、必ずその特性と安全基準に完全に精通し
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ている担当者が行ってください。この取扱
説明書をよくお読みになり、内容をしっかり
と把握したうえで、本製品を使用してくださ
い。

• 本製品の設計に変更を加えてはいけません。
すべての変更は自分の責任で行ってくださ
い。

• 芝生に石、枝、工具、おもちゃなどの異物が
ないことを確認します。ブレードに異物が
当たると、ブレードが損傷する可能性があり
ます。詰まりを除去する前に、必ず ON/OFF
ボタンを使用して本製品の電源をオフにし
てください。本製品を再始動する前に、本製
品に損傷がないか点検してください。

• 本製品が異常に振動し始めた場合。本製品
を再始動する前に、必ずメインスイッチまた
は ON/OFF ボタンを使用して本製品の電源

をオフにし、損傷がないことを点検してくだ
さい。

• 指示に従って本製品を始動します。本製品
のスイッチがオンになっている場合、回転し
ているブレードに手や足を近づけないでく
ださい。手や足を本製品の下に入れないで
ください。

• 完全に停止するまでブレードディスクなど
の稼働する危険部品には触らないでくださ
い。

• スイッチがオンになっている際は、本製品を
持ち上げたり、持ち運んだりしないでくださ
い。

• 本製品機の操作や動作の知識がない人には、
使用させないでください。

• 本製品が人や他の生き物と衝突することが
あってはなりません。 人や他の生き物が本

製品の進行方向に存在する場合、即刻本製品
を停止する必要があります。本製品の停止
方法 37 ページ を参照してください。

• 本製品やそのチャージステーション上に物
を置かないでください。

• ガード、ブレードディスクまたは本体に不具
合がある場合は、本製品を使用しないでくだ
さい。ブレード、ネジ、ナット、またはケー
ブルに不具合がある芝刈機も使用しないで
ください。電源から切断する前に、破損した
ケーブルを接続したり、破損したケーブルに
触れたりしないでください。

• ON/OFF ボタンと STOP ボタン が機能しな

い場合は、本製品を使用しないでください。

• 本製品を使用していない場合、必ず ON/OFF
スイッチを使用して本製品をオフにしてく
ださい。本製品は、ON/OFF ボタンをオンに

して正しい PIN コードを入力した場合のみ

始動できます。

• Husqvarna® は、リモコン、無線送信機、ヒ

アリングループ、地下の動物用電気柵など、
他の無線システムと本製品の間の互換性を
完全には保証していません。

• 地面に金属製の物体（例：鉄筋コンクリート
やモグラ防護ネット）があると停止の原因に
なります。金属製の物体は、ループ信号に干
渉し、停止の原因になります。

• 動作温度および保管温度は 0～50 °C / 32～
122 °F です。充電の温度範囲は 0～45 °C /
32～113 °F です。温度が高すぎると、本製

品が損傷するおそれがあります。

2.3.2 バッテリーの安全

警告： リチウムイオンバッテリーは、

分解したり、短絡したり、水、火、ま
たは高温にさらされると、爆発したり
火災を起こす原因となります。 慎重に

取り扱ってください。バッテリーを分
解したり、開けたり、電気的/機械的な

不正使用をしないでください。 直射日

光にさらされるような環境に保管しな
いでください。

バッテリーの詳細については バッテリー 42 ペ
ージ

2.3.3 本製品の持ち上げおよび移動方法

警告： 本製品を持ち上げる前に、本製

品のスイッチをオフにする必要があり
ます。キーパッドのインジケータラン
プが消えているとき、本製品は使用で
きません。
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注意： チャージステーションに駐車し

ているときは、本製品を持ち上げない
でください。チャージステーションや
本製品を損傷するおそれがあります。
［STOP］を押して本製品をチャージス

テーションから引き出してから持ち上
げてください。

作業エリアから、または作業エリア内で安全に移
動するには：

1. ［STOP］ボタンを押して、本製品を停止しま

す。

2. ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品の電

源がオフになっていることを確認します。
キーパッドのインジケータランプが消えて
いることを確認します。これは、本製品が無
効になっていることを意味します。ON/OFF
ボタン 36 ページ を参照してください。

3. 本製品を運ぶ場合は、ハンドルを持ってブレ
ードディスクを身体から離した状態で運び
ます。

2.3.4 メンテナンス

警告： 本製品は、メンテナンスを行う

前に電源を切ってください。チャージ
ステーションやループワイヤーの清掃
やメンテナンスを行う前には、プラグ
を使用してチャージステーションの接
続を外してください。

警告： チャージステーションやループ

ワイヤーに対して清掃やメンテナンス
を行う前には、プラグを使用してチャ
ージステーションの接続を外してくだ
さい。

注意： 本製品の清掃には高圧洗浄機や

流水を使用しないでください。清掃に
は決して溶剤を使用しないでくださ
い。
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本製品を毎週点検し、損傷または摩耗した部品は
交換してください。メンテナンス 40 ページ を
参照してください。

2.3.5 雷雨の場合

本製品およびチャージステーションの電気装置
を損傷するリスクを減らすため、雷雨の危険があ
る場合は、チャージステーションのすべての接続
（電源、境界ワイヤー、ガイドワイヤー）を外す
ことをお勧めします。

1. 再接続を容易にするため、ワイヤーに印を付
けておいてください。チャージステーショ
ンの接続は AR、AL、GUIDE と表示されま

す。

2. すべての接続されているワイヤーと電源を
取り外します。

3. 落雷の危険がなくなったら、すべてのワイヤ
ーと電源を接続します。各ワイヤーを正し
い場所に接続することが重要です。
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3 Installation（設置）

3.1 はじめに - 設置

警告： 本製品を設置する前に、安全に

関する章を読んで理解してください。

注意： 純正のスペアパーツと設置器具

を使用してください。

注記： 設置に関する詳細については、

www.husqvarna.com を参照してください。

3.2 設置用の主要部品

設置には次の部品が必要です。

• 芝生を自動的に刈るロボット芝刈機。

• チャージステーションには、次の 3 種類の機

能があります。

• 境界ワイヤーに沿って制御信号を送信
します。

• ガイドワイヤーに沿って制御信号を送
信することで、本製品がガイドに従って
庭の特定の離れた場所まで移動し、そこ
からチャージステーションまで戻る道
のりがわかるようにします。

• 本製品を充電します。

• チャージステーションと 100V～240V 壁コ

ンセントを接続した電源。

• ループワイヤーは、作業エリアや、物体や樹
木の周りなど、本製品が避けるべき場所に敷
設します。ループワイヤーは、境界ワイヤー
とガイドワイヤーの両方に使用されます。

3.3 一般的な準備

注意： 芝生内に水が入っている穴があ

ると、本製品が損傷するおそれがあり
ます。

注記： 設置を始める前に、設置の章をよくお読み

ください。設置の仕方は、製品の性能に影響しま
す。したがって、設置を慎重に計画することが重
要です。

• 作業エリアの設置図を作成し、すべての障害
物を記入します。これにより、チャージステ
ーション、境界ワイヤー、ガイド用ワイヤー
の理想的な位置が簡単にわかります。

• チャージステーション、境界ワイヤー、ガイ
ドワイヤーの設置場所を、この設置図に記入
します。

• ガイドワイヤーを境界ワイヤーに接続する
場所を、設置図に記入します。 ガイドワイヤ
ーを取り付ける方法 22 ページ を参照して

ください。

• 芝生内にある穴を埋めておきます。

• 本製品を設置する前に、芝を刈ってくださ
い。このとき、芝は 10 cm / 3.9 インチ以下

にする必要があります。

注記： 設置後の 初の数週間は、芝を刈るときに

感じられる騒音レベルが、予想よりも高くなる可
能性があります。本製品が芝をしばらく刈り続
けると、感じられる騒音レベルは大幅に低下しま
す。

3.4 ワイヤーを設置する前に

ワイヤーの設置には、ペグを使用するか、または
地中に埋めるか、どちらかの方法を選択すること
ができます。同じ作業エリア内で、2 種類の方法

を使用することもできます。

• 作業エリア内でデサッチャーを使用する場
合は、境界ワイヤー、ガイドワイヤーを地中
に埋めてください。そうでない場合は、境界
ワイヤー、ガイドワイヤーをペグで取り付け
てください。

3.4.1 チャージステーションの設置場所につ

いて

• チャージステーションの前には、3 m / 10 フ
ィート以上の空きスペースを確保してくだ
さい。ガイドワイヤーの設置場所について
19 ページ を参照してください。

• チャージステーション中央の左右には、1.5
m / 5 フィート以上の空きスペースを確保し

てください。

• チャージステーションは、電源コンセントの
近くに設置してください。

• チャージステーションは、平らな場所に設置
してください。

1462 - 002 - 10.03.2020 Installation（設置） - 15



max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"

• チャージステーションは、作業エリア内の低
い場所に設置してください。

• チャージステーションは、日光から保護され
ている場所に設置してください。

• チャージステーションをアイランドに設置
する場合は、ガイドワイヤーをアイランドに
接続してください。アイランドを作る方法
18 ページ を参照してください。

3.4.2 電源装置の取り付け場所について

警告： 低電圧ケーブルを切断したり延

長したりしないでください。感電の危
険があります。

注意： 本製品のブレードが低電圧ケー

ブルを切断しないようにしてくださ
い。

警告： ケーブルの損傷を防ぐため、電

源ケーブルと延長ケーブルは作業エリ
アの外に置く必要があります。

注意： 低電圧ケーブルをコイル内やチ

ャージステーションプレートの下に置
かないでください。コイルはチャージ
ステーションからの信号との干渉を引
き起こします。

• 電源装置は、屋根があり、日光や雨から保護
されている場所に取り付けてください。

• 電源装置は、適切な換気のある場所に設置し
てください。

• 電源装置をコンセントに接続する場合は、漏
電遮断器（RCD）を使用してください。

さまざまな長さの低電圧ケーブルが、アクセサリ
ーとして用意されています。

3.4.3 境界ワイヤーの配置場所について

注意： 作業エリアが水域、斜面、崖、

または公道に隣接している場合は、境
界ワイヤーに保護壁を付ける必要があ
ります。この保護壁の高さは、15 cm /
6 インチ以上にする必要があります。

注意： 本製品は、砂利の上では使用し

ないでください。

注意： 境界ワイヤーを取り付けるとき

に、ワイヤーを鋭角や直角に曲げず、
緩やかに曲げてください。

注意： 動作時に異音が発生しないよう

にするには、樹木や根、石などの障害
物をすべて取り除いておいてくださ
い。

境界ワイヤーは作業エリアをひと続きに囲むよ
うに配置する必要があります。本製品が境界ワ
イヤーに近づいたことをセンサーが感知すると、
本製品は別の方向を選択します。

ガイドワイヤーと境界ワイヤーの接続を容易に
するため、ガイドワイヤーを接続する場所にアイ
レットを設置することをお勧めします。境界ワ
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イヤーの約 20 cm / 8 インチにアイレットを設置

します。

注記： 境界ワイヤーとガイドワイヤーを設置する

前に、作業エリアの設置図を作成してください。

DE

B

C

F

A

• 境界ワイヤーを作業エリア全体（A）の周囲

に配置します。境界ワイヤーと各障害物と
の距離を調整します。

• 高さが 5 cm / 2 より高い物体からは、境界ワ

イヤーを 35 cm / 14 インチ（B）離してくだ

さい。

35 cm /14"

> 5 cm / 2"

• 高さが 1-5 cm / 0.4-2 の物体からは、境界ワ

イヤーを 30 cm / 12 インチ（C）離してくだ

さい。

 1-5 cm / 0.4 - 2"

30 cm / 12" 

• 高さが 1 cm / 0.4 より低い物体からは、境界

ワイヤーを 10 cm / 4 インチ（D）離してく

ださい。

10 cm / 4"

max 1 cm / 0.4"

• 芝生と同じ高さの舗装石道がある場合は、境
界ワイヤーを舗装石の下に設置してくださ
い。

注記： 舗装石の幅が 30 cm / 12 インチ以上

ある場合に、舗装石に隣接する芝をすべて刈
るには、Drive Past Wire（ワイヤーを通過）
機能に工場出荷時の設定を使用してくださ
い。ワイヤーを通過の機能の設定方法 31
ページ を参照してください。

• アイランドを作る場合は、アイランドへ往復
する境界ワイヤー 2 本を近い位置（E）に設

置してください。この 2 本のワイヤーは、同
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じペグに入れてください。アイランドを作
る方法 18 ページ を参照してください。

• ガイドワイヤーを境界ワイヤーに接続する
場所に、アイレット（F）を作成します。

3.4.3.1 境界ワイヤーを斜面に設置する方法

本製品は 40%斜面でも動作します。急すぎる斜

面は、境界ワイヤーで隔離する必要があります。
勾配（％）は、メートルあたりの高さで計算され
ます。例：10 cm / 100 cm = 10%。

10 cm/4"

100 cm/40"

10%

• 作業エリア内の 40% 以上の勾配は、周囲に

境界ワイヤーを設置して隔離する必要があ
ります。

• 芝生の外側の勾配が 15% を超える場合は、

縁から 20 cm（8 インチ）（A）の位置に境界

ワイヤーを設置します。

A

>10% 0-25%

• 公共の道路に隣接する斜面の場合は、斜面の
外縁にフェンスまたは保護壁を設置してく
ださい。

• ガイドワイヤーの左側にできるだけ多くの
空きスペースを設けてください。チャージ
ステーションに向かって、ガイドワイヤーの
左側に本製品が移動します。

3.4.3.2 経路

経路とは、両側に境界ワイヤーがあり、2 つの作

業エリアを接続するセクションです。境界ワイ
ヤー間の経路の幅は 60 cm / 24 インチ以上にす

る必要があります。

注記： 経路の幅が 2 m / 6.5 フィート未満の場合

は、その経路内にガイドワイヤーを通してくださ
い。

本製品は、チャージステーションを正面から見た
場合、常にガイド用ワイヤーの左側を走ります。
ガイドワイヤーの左側にできるだけ多くの空き
スペースを設けてください。

> 2 m/6.5 ft

最大距離
> 60 cm/24 インチ

> 30 cm/12 インチ

3.4.3.3 アイランドを作る方法

注意： 境界ワイヤーどうしを交差させ

ないでください。2 本の境界ワイヤー

どうしは平行でなければなりません。

注意： ガイドワイヤーは、境界ワイヤ

ー（アイランドに向かう境界ワイヤー
など）と交差しないようにしてくださ
い。
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15 cm /6 インチより高い樹木や茂みなど、一部の

障害物は衝突に耐えます。本製品は、このような
障害物に衝突すると、転回します。ただし、石
や、根が露出した大きな樹木など、わずかに傾斜
がある障害物は、隔離するか、取り除く必要があ
ります。 本製品がこうした障害物の上に乗り、ブ

レードが損傷するおそれがあります。境界ワイ
ヤーを使用して、作業エリア内の範囲を隔離して
アイランドを作ります。アイランドへ向かう境
界ワイヤーと戻る同ワイヤーを近づけて敷設し
た場合、本製品がワイヤーに乗り上げる可能性が
あります。

注記： 正確で静かな動作を実現するために、作業

エリア内のすべての固定物を隔離することをお
勧めします。

• 障害物の周りに境界ワイヤーを設置して、ア
イランドを作ります。

• 障害物へ往復する境界ワイヤー 2 本は、交わ

らないようにして互いに近づけて設置して
ください。

• この 2 本の境界ワイヤーは、同じペグに入れ

てください。

0 cm / 0"

3.4.3.4 セカンダリエリアを作成する方法

作業エリアに、経路でつながっていない 2 つのエ

リアがある場合は、セカンダリエリア（B）を作

成します。チャージステーションのある作業エ
リアが、メインエリア（A）です。

注記： メインエリアとセカンダリエリア間は、本

製品を手動で移動させる必要があります。

B

A

• 境界ワイヤーをセカンダリエリア（B）の周

りに設置して、アイランドを作ります。アイ
ランドを作る方法 18 ページ を参照してく

ださい。

注記： 境界ワイヤーは作業エリア全体（A +
B）をひとつのループとして囲むように配置

する必要があります。

注記： セカンダリエリアで芝を刈る場合は、

［Secondary area（セカンダリエリア）］モー

ドを選択する必要があります。始動動作モ
ード 36 ページ を参照してください。

3.4.4 ガイドワイヤーの設置場所について

• チャージステーションの前から 低 2 m /
6.5 フィート、ガイドワイヤーをまっすぐに

設置します。

• チャージステーションの正面から見たとき
のガイドワイヤーの左側に、できるたけ広く
スペースを取ってください。経路幅 31 ペ
ージ を参照してください。

• ガイドワイヤーは、境界ワイヤーから 30
cm / 12 インチ以上離してください。
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• ガイドワイヤーを取り付けるときは、ワイヤ
ーを鋭角や直角に曲げず、緩やかに曲げてく
ださい。

135º

135º 90º

• 作業エリアに斜面がある場合は、ガイドワイ
ヤーを斜面の対角線に配置します。

3.4.5 作業エリアの例

• チャージステーションが狭いエリア（A）に

設置されている場合は、チャージステーショ
ンの前から境界ワイヤーまでの距離が 3 m /
10 フィート以上あることを確認してくださ

い。

• 作業エリアに経路（B）がある場合は、境界

ワイヤーまでの距離が 2 m / 6.5 フィート以

上あることを確認します。経路の幅が 2 m /
6.5 フィート未満の場合は、その経路内にガ

イドワイヤーを通してください。境界ワイ
ヤー間の経路の 小幅は 60 cm / 24 インチ

です。

• 狭い通路（B）でつながったエリアが作業エ

リアにある場合は、 初はガイドワイヤーに
沿い、一定の距離（C）を通過したらガイド

ワイヤーから離れるように本製品を設定で
きます。設定は芝生範囲とシステマチック
経路刈り 27 ページ で変更できます。

• 作業領域にセカンダリエリア（D）が含まれ

ている場合は、セカンダリエリア 37 ページ
を参照してください。本製品をセカンダリ
エリアに置き、［Secondary area（セカンダ
リエリア）］モードを選択します。

B

D

A

C

3.5 本製品の設置

3.5.1 設置ツール

• ハンマー／プラスチックハンマー：杭を簡単
に地面に打ち込むことができます。

• エッジカッター／まっすぐな鋤：境界ワイヤ
ーを埋設します。

• コンビネーションプライヤー：境界ワイヤー
を切断し、コネクターを圧着します。

• アジャスタブルプライヤー：カプラーを圧着
します。

3.5.2 チャージステーションを設置する方法

警告： 電気的安全性に関する各国の規

制に従ってください。

警告： 本製品は、必ず Husqvarna が提

供する電源を使用してください。

警告： 電源装置は、水に浸る危険性の

ある高さに置かないでください。電源
装置は、地面に置かないでください。
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警告： 電源装置は、密閉しないでくだ

さい。結露水が電源装置に悪影響を与
え、感電の危険性を高めるおそれがあ
ります。

警告： 感電のおそれがあります。電源

をコンセントに接続する際は、必ず漏
電遮断器を使用してください。米国／
カナダに適用。電源が屋外に設置され
ている場合：感電のおそれがあります。
必ずアタッチメントプラグキャップを
抜き差しできる耐候性のエンクロージ
ャを備えたクラス A GFCI レセプタク

ル（漏電遮断器）に取り付けてくださ
い。

注意： チャージステーションのプレー

トに新しく穴を開けないでください。

注意： チャージステーションのベース

プレートに足を乗せないでください。

警告： ケーブルの損傷を防ぐため、電

源ケーブルと延長ケーブルは作業エリ
アの外に置く必要があります。

電源を接続する場合は、漏電遮断器に接続された
壁コンセントのみを使用してください。

1. チャージステーションに関する指示を読み、
理解してください。チャージステーション
の設置場所について 15 ページ を参照して

ください。

2. 選択した場所にチャージステーションを置
きます。

注記： ガイドワイヤーを取り付けるまで、ネ

ジを使用してチャージステーションを地面
に設置しないでください。ガイドワイヤー
を取り付ける方法 22 ページ を参照してく

ださい。

3. 低電圧ケーブルをチャージステーションに
接続します。

4. 電源装置を 30 cm / 12 インチ以上の高さに

置きます。

min 30 cm / 12”

5. 電源装置を 100～240V の電源コンセントに

接続します。

注記： チャージステーションが接続された

ら、本製品を充電できます。本製品をチャー
ジステーションの上に配置して、境界ワイヤ
ーとガイドワイヤーを敷設します。本製品
のスイッチをオンにします。設置が完了し
てから、本製品の設定を続行してください。

6. ケーブルをペグで地面に固定するか、または
地中に埋めます。ペグを使ってワイヤーを
所定の位置に固定する方法 23 ページ また

は境界ワイヤーまたはガイドワイヤーを埋
め込む方法 23 ページ を参照してくださ

い。

7. 境界ワイヤーとガイドワイヤーの設置が完
了したら、ワイヤーをチャージステーション
に接続します。境界ワイヤーを取り付ける
方法 21 ページ およびガイドワイヤーを取
り付ける方法 22 ページ を参照してくださ

い。

8. ガイドワイヤーを取り付けた後、付属のネジ
を使用してチャージステーションを地面に
設置します。ガイドワイヤーを取り付ける
方法 22 ページ を参照してください。

3.5.3 境界ワイヤーを取り付ける方法

注意： 余ったワイヤーをコイル内に入

れないでください。コイルが本製品に
対する干渉を起こす場合があります。

1. 作業エリア全体の周囲に境界ワイヤーを設
置します。この設置は、チャージステーショ
ンの後ろ側から始め、そこで終了するように
してください。

2. コネクターを開き、境界ワイヤーをコネクタ
ーのグリップ内に配置します。
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3. プライヤーを使い、コネクターを閉じます。

4. この境界ワイヤーを、それぞれのコネクター
の 1-2 cm / 0.4-0.8 インチ上で切断します。

5. 右側のコネクターを、チャージステーション
の「AR」というマークの付いた金属ピンに

接続します。

6. 左側のコネクターを、チャージステーション
の「AL」というマークの付いた金属ピンに接

続します。

3.5.4 ガイドワイヤーを取り付ける方法

注意： ツインケーブルや絶縁テープで

絶縁されたネジ式端子ブロックは、満
足のいく接合ではありません。土に含
まれる湿気でワイヤーが酸化し、一定
期間が経過すると回路が損傷します。

1. コネクターを開き、ワイヤーをコネクターの
グリップ内に配置します。

2. プライヤーを使い、コネクターを閉じます。

3. ガイドワイヤーを、それぞれのコネクターの
1-2 cm / 0.4-0.8 インチ上で切断します。

4. ガイドワイヤーを押してチャージステーシ
ョンプレートのスロットに通します。

5. コネクターを、チャージステーションの
「GUIDE」というマークの付いた金属ピンに

接続します。

6. チャージステーションを電源コンセントか
ら取り外します。

7. ガイドワイヤーの端を、境界ワイヤーのアイ
レットに置きます。

8. ワイヤーカッターを使用して、境界ワイヤー
を切断します。

9. カプラーを使用して、ガイドワイヤーを境界
ワイヤーに接続します。

a) 境界ワイヤーの両端とガイドワイヤー
の端をカプラーに入れます。

注記： ガイドワイヤーの両端がカプラ

ーの透明部分を通っていることを確認
してください。

b) 調整式プライヤーを使用して、カプラー
のボタンを押します。

10. ガイドワイヤーをペグで地面に取り付ける
か、または地中に埋めます。ペグを使ってワ
イヤーを所定の位置に固定する方法 23 ペ
ージ または境界ワイヤーまたはガイドワイ
ヤーを埋め込む方法 23 ページ を参照して

ください。

11. チャージステーションを電源に接続します。
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3.6 ペグを使ってワイヤーを所定の位

置に固定する方法

注意： ペグが境界ワイヤーとガイドワ

イヤーを保持して地面に固定されてい
ることを確認します。

注意： 設置直後に芝を短く刈り込み過

ぎると、ワイヤーの絶縁を損傷するこ
とがあります。絶縁を損傷しても、数
週間または数ヵ月後まで作業中断が発
生しないことがあります。

1. 境界ワイヤーとガイドワイヤーを地面に置
きます。

2. ペグを、75 cm / 30 インチ以下の間隔をあけ

て置きます。

3. ハンマーまたはプラスチックハンマーで、ペ
グを地面に打ち込みます。

注記： 数週間後には、このワイヤーは芝で覆われ

て見えなくなります。

3.7 境界ワイヤーまたはガイドワイヤ

ーを埋め込む方法
• エッジャーまたはストレートシャベルで、地

面に溝を切ります。

• 境界ワイヤーまたはガイドワイヤーを 1-20
cm / 0.4-8 インチの深さで埋め込みます。

3.8 境界ワイヤーまたはガイドワイヤ

ーを延長する方法

注記： 境界ワイヤーまたはガイドワイヤーが作業

エリアに対して短すぎる場合は、延長します。カ
プラーなどの予備部品は、純正部品を使用してく
ださい。

1. チャージステーションを電源コンセントか
ら取り外します。

2. 延長用カプラーを取り付ける必要がある場
所では、境界ワイヤーまたはガイドワイヤー
をワイヤーカッターで切断します。

3. 延長用カプラーを取り付ける必要がある場
所に、延長用のワイヤーを追加します。

4. 境界ワイヤーまたはガイドワイヤーを正し
い位置に置きます。

5. ワイヤーの端部をカプラー内に入れます。

注記： 境界ワイヤーまたはガイドワイヤーの

端がカプラーの透明部分を通っていること
を確認します。

6. 調整式プライヤーを使用して、カプラーのボ
タンを押します。

7. ペグを使って、境界ワイヤーまたはガイドワ
イヤーを正しい位置に置きます。

8. チャージステーションを電源に接続します。

3.9 本製品設置後の点検

3.9.1 チャージステーションを目視点検する

方法

1. チャージステーションの LED インジケータ

ランプが緑色に点灯していることを確認し
ます。

2. LED インジケータランプが緑色に点灯して

いない場合は、設置状態を確認します。チャ
ージステーションのインジケータランプ
52 ページ およびチャージステーションを
設置する方法 20 ページ を参照してくださ

い。

3.9.2 基本設定を行うには

本製品を初めて使用する前に、基本設定を行う必
要があります。

1. 本製品をチャージステーションに入れます。

2. 本製品のスイッチをオンにします。
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3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを押します。言

語、国、日付、時刻を選択し、PIN コードを

設定します。

注記： PIN コードを 0000 にすることはでき

ません。

4. ［START］ボタンを押してハッチを閉じ、本

製品の補正プロセスを開始します。

注記： バッテリー残量が低すぎる場合は、補

正を開始する前に本製品のバッテリーを完
全に充電する必要があります。評価調整
24 ページ を参照してください。

3.9.3 評価調整

補正プロセスは自動的に行われます。基本設定
の設定後、本製品はチャージステーションから離
れて停止し、一部の製品設定を補正します。補正
が完了すると、本製品が芝刈りを開始します。

3.10 製品設定を行うには

本製品のすべてのコマンドおよび設定は、コント
ロールパネルを介して行います。コントロール
パネルはディスプレイとキーパッドで構成され
ています。すべての機能には、メニューからアク
セスできます。 各機能には、ほとんどの作業エリ

アに適した工場出荷時設定がありますが、この設
定は各作業エリア固有の状況に合わせて調整で
きます。

3.10.1 メニュー構造

メインメニューには以下が含まれます：

• Schedule（スケジュール）

• Security（セキュリティ）

• Messages（メッセージ）

• 天候タイマー 
• Installation（設置）

• Settings（設定）

• Accessories（アクセサリー）

メニュー構造の概要 - 17 ページ およびメニュー
構造の概要 - 28 ページ を参照してください。

3.10.2 メニューにアクセスするには

1. ［STOP］ボタンを押します。

2. 数字ボタンと［OK］ボタンを使用して、PIN
設定を入力します。

3. ［MENU（メニュー）］ボタンを押します。

3.10.3 Schedule（スケジュール）

注記： 適な芝刈り結果を得るには、頻繁に刈り

込まないようにする必要があります。本製品が
頻繁に芝刈りを行うようにした場合、芝生が平坦
に見えることがあります。 また、本製品に不要な

摩耗が発生します。

3.10.3.1 スケジュールの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Schedule（スケジュール）］>［Overview
（概要）］の順にメニューツリーを移動しま
す。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、曜

日を選択します。

4. 右矢印ボタンを使用して期間を選択します。

5. ［OK］ボタンを押します。

6. 適切な動作時間を計算します。適切な動作
時間の計算 24 ページ を参照してくださ

い。

7. 数字ボタンを使用して時刻を入力します。
本製品は、1 日につき 1 または 2 回芝を刈る

ことができます。

8. 本製品が特定の日に芝刈りを実施しないよ
うにするには、2 つの時間帯の横にあるボッ

クスの選択を解除してください。

3.10.3.2 適切な動作時間の計算

作業エリアが製品の 大性能より小さい場合、ス
ケジュール機能を使用して、芝の傷みや製品の摩
耗を 小限に抑えることを推奨します。

1. 芝生の面積を、m2/ft2 単位で計算します。

2. この面積（m2/ft2）を、1 日のおおよその運転

時間で割ります。以下の表を参照してくだ
さい。
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3. 計算結果は、本製品が毎日芝刈りを行う時間
数になります。時間数には、芝刈り、探索、
充電の時間が含まれます。

注記： 1 日の運転時間は概算であり、設定された

スタンバイ時間によって異なります。スケジュ
ールおよびスタンバイ 38 ページ を参照してく

ださい。

製品の作業能力 1 日の概算運転時間、

m2/h、ft2/h

Automower® 305 55 / 590

例: 500 m2/5400 ft2 の芝生を Automower® 305 で
刈る場合。

500 m2 / 55 ≈ 9 時間

5400 ft2 / 590 ≈ 9 時間

日／週 時間／日 推奨されるスケ
ジュール設定

7 9 07:00- 16:00 /
7:00 am - 4:00
pm

3.10.3.3 スケジュール設定のコピー

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Schedule （スケジュール）］ > ［Overview
（概要）］>［Copy（コピー）］の順にメニュ

ーツリーを移動します。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、ス

ケジュール設定をコピーします。スケジュ
ール設定は、曜日ごと、または 1 週間分全体

をコピーできます。

3.10.3.4 スケジュール設定のリセット

すべてのスケジュール設定を削除して、工場設定
に戻すことができます。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Schedule （スケジュール）］ > ［Overview
（概要）］>［Reset（リセット）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

a) 当日の設定のみを工場設定に戻すには、
矢印ボタンを押して、［Current day（当
日）］選択します。

b) すべてのスケジュール設定を工場設定
にリセットするには、矢印ボタンを押し
て［All Week（すべての週）］を選択し

ます。

3. ［OK］ボタンを押します。

3.10.3.5 セキュリティレベル

本製品には 3 段階のセキュリティレベルがあり

ます。

機能 Low（低）
Medium
（中）

High（高）

Alarm（アラー

ム）
X

PIN code（PIN
コード）

X X

Time lock（時

間ロック）
X X X

• Alarm（アラーム） - ［STOP（ストップ）］

ボタンを押してから 10 秒以内に PIN コー

ドを入力しないと、アラームが鳴動します。
本製品を持ち上げたときも、アラームが鳴動
します。PIN コードを入力するとアラーム

が停止します。

• PIN-code（PIN コード） - 本製品のメニュー

ツリーにアクセスするには、正しい PIN コー

ドを入力する必要があります。誤った PIN
コードを 5 回入力すると、本製品がしばらく

の間ロックされます。誤った試行が行われ
るたびに、ロックが延長されます。

• Time lock （タイムロック） - PIN コードが

30 日間入力されないと、本製品はロックさ

れます。本製品にアクセスするには PIN コ
ードを入力します。
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セキュリティレベルを設定するには

製品の 3 種類のセキュリティレベルからいずれ

かを選択します。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Security（セキュリ
ティ）］ > ［Security level（セキュリティレ
ベル）］の順にメニューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、セ

キュリティレベルを選択します。

4. ［OK］ボタンを押します。

新規ループ信号を作成するには

本製品とチャージステーションの間で一意のリ
ンクを作成するため、ループ信号がランダムに選
択されます。ごくまれに、隣接する 2 つの設置で

非常に類似している信号を使用している場合な
ど、新しい信号を生成することが必要になる場合
があります。

1. 本製品をチャージステーションに置きます。

2. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Security（セキュリティ）］ > ［Advanced
（詳細）］ > ［New loop signal（新規ループ信
号）］の順にメニューツリーを移動します。

4. ループ信号が生成されたことを確認するメ
ッセージを待機します。通常、これには約
10 秒かかります。

PIN コードを変更するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Security（セキュリ
ティ）］ > ［Advanced（詳細）］ > ［Change
PIN-code（PIN コードの変更）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

3. 新しい PIN コードを入力します。

4. ［OK］ボタンを押します。

5. 新しい PIN コードを入力します。

6. ［OK］ボタンを押します。

7. 新しい PIN コードをメモします。はじめに
3 ページ を参照してください。

アラームの持続時間の変更

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Security（セキュリティ）］ > ［Advanced
（詳細）］ > ［Duration（持続時間）］ >
［Duration of alarm（アラーム持続時間）］の

順にメニューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンを使用して、1~20 分から時間間

隔を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

タイムロックの長さの変更

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Security（セキュリティ）］ > ［Advanced
（詳細）］ > ［Duration（持続時間）］ >
［Duration of time lock（タイムロック持続時
間）］の順にメニューツリーを移動します。

3. 数字ボタンを使用して、1~90 日から時間間

隔を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.3.6 メッセージ

このメニューでは、過去の障害および情報メッセ
ージを表示できます。一部のメッセージでは、障
害の是正に役立つヒントやアドバイスが表示さ
れます。トラブルシューティング 43 ページ を
参照してください。

何かに引っかかったりバッテリー残量が不足し
たりなど、何らかの理由で本製品に障害が発生し
た場合は、その障害についてのメッセージと発生
時刻が保存されます。

同じメッセージが数回繰り返された場合は、設置
場所または本製品に対する調整が必要であるか
もしれません。Installation（設置）15 ページ を参

照してください。

メッセージを読むには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Messages（メッセージ）］ > ［Fault
messages（エラーメッセージ）］および
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［Messages（メッセージ）］ > ［Info messages
（情報メッセージ）］.の順にメニューツリーを

移動します。

3. メッセージとトラブルシューティングを読
み、情報を入手し不具合を修正するための推
奨事項を確認します。

3.10.4 天候タイマー

芝の成長具合に合わせて芝刈り時間が自動的に

調整されます。本製品は、スケジュール設定より
長く運転することはできません。

注記： を使用する場合、の運転時間をできる限り

長くすることをお勧めします。必要以上にスケ
ジュールを制限しないでください。

1 日の 初の動作は、スケジュール設定で設定し

ます。本製品は、常に 1 回の芝刈りサイクルを完

了してから、引き続き動作するかどうかがにより

決定されます。

注記： は、製品が 50 時間以上動作を停止した場

合、またはすべてのユーザー設定がリセットされ
た場合は、リセットされます。 は、スケジュール
設定のリセットが行われても変更されません。

3.10.4.1 天候タイマーの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Weather timer（天候タイマー）］ > ［Use
weather timer（天候タイマーの使用）］の順

にメニューツリーを移動します。

3. ［OK］ボタンを押して［Weather timer（天候
タイマー）］を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.4.2 天候タイマーの頻度の設定

天候タイマー使用時に本製品が芝を刈る頻度を
設定します。頻度には、次の 3 つのレベルがあり

ます。［Low（低）］、［Mid（中）］、［High（高）］。
頻度を高くすると、芝の成長に対する本製品の動
作が多くなります。したがって、芝の成長が速い
場合は、本製品はより長く作業します。

注記： 天候タイマーの使用時に、芝刈りが適切に

実行されない場合、スケジュールの設定を調整す
ることが必要になる場合があります。必要以上
にスケジュールを制限しないでください。 また、

ブレードディスクに汚れがなく、ブレードの状態
が良好であることを確認します。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Weather timer（天候タイマー）］ > ［Cutting
time（芝刈り時間）］の順にメニューツリー

を移動します。

3. 矢印ボタンを使用して、頻度［Low（低）］、
［Mid（中）］、または［High（高）］を選択し

ます。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.5 芝生範囲とシステマチック経路刈り

作業エリアに狭い経路でつながっているエリア
がある場合は、［Lawn coverage（芝生範囲）］お

よび［Systematic Passage Mowing（システマチ
ック経路刈り）］機能を使用すると、庭のすべて
の部分の芝を適切に刈り整えることができます。
［Lawn coverage（芝生範囲）］機能は、本製品を

作業エリア内の離れた部分（リモートエリア）に
ガイドするために使用します。［Systematic
Passage Mowing（システマチック経路刈り）］機

能は、狭い経路での芝刈りに使用します。 これら

の機能を使用するには、ガイドワイヤーを設置す
る必要があります。 大 3 つのリモートエリア

を設定できます。

［Lawn Coverage（芝生範囲）］機能を使用 する

と、本製品はまずガイドワイヤーに沿って移動
し、特定の距離に到達するとガイドワイヤーから
離れて、芝刈りを開始します。

［Systematic Passage Mowing（システマチック経
路刈り）］機能は、60 cm～1.5 m / 23 インチ～ 4.9
フィートの幅の狭い経路の芝を刈るのに適して
います。本製品は、経路の幅をカバーするために
パターンに沿って移動します。本製品は、チャー
ジステーションから設定された距離で
［Systematic Passage Mowing（システマチック経
路刈り）］を開始します。本製品が狭い経路の端
に達すると、通常の芝刈りを継続します。

エリア A、約 50%

エリア B、約 30%
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エリア C、約 20%

A

C

B

3.10.5.1 芝生範囲機能の設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Setting（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝生
範囲）］ > ［Area 1-3（エリア 1～3）］の順

にメニューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンを使用してエリアを選択します。

4. ［OK］ボタンを押します。

5. チャージステーションからエリアの開始点
までの距離を測定します。ガイドワイヤー
に沿って測定します。チャージステーショ
ンからの距離を測定するには 29 ページ を
参照してください。

6. 矢印ボタンを押して、距離（メートル）を選
択します。

7. ［OK］ボタンを押します。

8. 矢印ボタンを使用して、本製品がエリアの芝
刈りに当てるべきカッティング時間をパー
セントで選択します。パーセンテージは、作
業エリア全体に対する面積のパーセンテー
ジに等しくなります。

a) エリアを測定します。

b) 測定したエリアの面積を作業エリア全
体の面積で割ります。

c) 結果をパーセントに変換します。

注記： エリア 1～3 の合計は、100% 以下で

なければなりません。合計が 100% 未満の

場合、本製品がガイドワイヤーをまたぎ、チ

ャージステーションで芝刈りを開始するこ
とがあります。

9. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.5.2 システマチック経路刈り機能の設定

注記： 狭い通路の芝が摩耗することを防ぐため、

Husqvarna は［Systematic Passage Mowing（シ
ステマチック経路刈り）］のパーセンテージを低
く設定することをお勧めします。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Setting（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝生
範囲）］ > ［Area 1-3（エリア 1～3）］の順

にメニューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンを使用してエリアを選択します。

4. ［OK］ボタンを押します。

5. チャージステーションから狭い経路の開始
点までの距離を測定します。ガイドワイヤ
ーに沿って測定します。チャージステーシ
ョンからの距離を測定するには 29 ページ
を参照してください。

注記： ［Systematic Passage Mowing（シス
テマチック経路刈り）］までの距離が狭い経
路内に設定されていることを確認します。

6. 矢印ボタンを押して、距離を選択します。

7. ［OK］ボタンを押します。

8. 矢印ボタンを使用して、本製品が狭い経路の
芝刈りに当てるべきカッティング時間を％
で選択します。

9. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、［More
（その他）］ > ［Systematic Passage Mowing
（システマチック経路刈り）］を選択して保存
します。

10. ［OK］ボタンを押して、［Systematic Passage
Mowing（システマチック経路刈り）］を有効

にします。

11. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.5.3 芝生範囲機能の点検

1. 本製品をチャージステーションに入れます。

2. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行します。
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3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝
生範囲）］ > ［Area （エリア ）］ > ［More
（その他）］ > ［Test（テスト）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

4. ［OK］ボタンを押します。

5. ［START］ボタンを押します。

6. ハッチを閉じます。

7. 本製品がエリアを見つけられることを確認
します。

3.10.5.4 チャージステーションからの距離を測定

するには

1. 本製品をチャージステーションに入れます。

2. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝
生範囲）］ > ［Area（エリア）］ > ［How far?
（距離？）］の順にメニューツリーを移動しま
す。

4. 矢印ボタンを使用して、メートル単位で距離

を設定します。

5. ［OK］ボタンを押します。

6. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝
生範囲）］ > ［Area （エリア ）］ > ［More
（その他）］ > ［Test（テスト）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

7. ［OK］ボタンを押します。

8. 測定対象として選択した距離に本製品が達
したら、［STOP］ボタンを押します。距離が

ディスプレイに表示されます。

3.10.5.5 芝生範囲機能の無効と有効の切り替え

エリアごとに［Lawn coverage（芝生範囲）］機能

の有効／無効を設定します。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝
生範囲）］ > ［Area（エリア）］ > ［Disable

（無効化）］の順にメニューツリーを移動しま
す。

3. ［OK］ボタンを押します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.5.6 芝生範囲設定のリセット

各エリアの芝生範囲設定をリセットし、工場設定
に戻すことができます。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Lawn Coverage（芝
生範囲）］ > ［Area（エリア）］ > ［More（そ
の他）］ > ［Reset（リセット）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

3. ［OK］ボタンを押します。

3.10.6 本製品がチャージステーションを発

見するための方法

本製品がチャージステーションを見つけるには、
以下の 3 つの検索方法があります。

• 不規則 - 本製品は、チャージステーションの

信号が見つかるまで、作業エリア内を移動し
ます。

• ガイドワイヤー - 本製品は、ガイドワイヤー

が見つかるまで作業エリア内を移動します。
次に、ガイドワイヤーに沿ってチャージステ
ーションまで移動します。

• 境界ワイヤー - 本製品は、境界ワイヤーが見

つかるまで作業エリア内を移動します。次
に、境界ワイヤーに沿ってチャージステーシ
ョンまで移動します。

工場出荷時には、この 3 つの検索方法を組み合わ

せて使用するように設定されています。バッテ
リー残量が低下すると、本製品は通常と異なる方
法でチャージステーションを 3 分間検索します。

3 分後、本製品は検索方法をガイドワイヤー方式

に変更します。本製品は、ガイドワイヤーを 8 分
間検索します。11 分後、本製品は検索方法を境界

ワイヤー方式に変更します。

作業エリアに合わせて、チャージステーションの
検索方法を変更できます。

3.10.6.1 本製品がチャージステーションを見つけ

る方法の設定

バッテリー残量が少なくなったときから 0~30 分
以内に、製品がガイドワイヤーまたは境界ワイヤ
ーを探すように手動で設定できます。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［To find the charging
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station（チャージステーションを見つける）］
> ［Overview of search methods（検索方法
の概要）］ > ［Guide（ガイド）］の順にメニ

ューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンを押して、いずれかのガイドワイ
ヤーを選択します。

4. 数字ボタンを押して時間を設定します。

5. ［OK］ボタンを押します。

6. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

7. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［To find the charging
station（チャージステーションを見つける）］
> ［Overview of search methods（検索方法
の概要）］ > ［Boundary wire（境界ワイヤ
ー）］の順にメニューツリーを移動します。

8. 数字ボタンを押して時間を設定します。

9. ［OK］ボタンを押します。

10. ［START（スタート）］ボタンを押して、ハッ

チを閉じます。

3.10.6.2 ガイドワイヤーのテスト

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］> ［Find the charging
station（チャージステーションを見つける）］
> ［Guide（ガイド）］ > ［More（もっと）］
> ［Test guide（ガイドのテスト）］の順にメ

ニューツリーを移動します。

3. 境界ワイヤーから本製品を 3 m / 9 フィート

離します。

4. ［START（スタート）］ボタンを押して、ハッ

チを閉じます。

5. 本製品がガイドワイヤーに沿ってチャージ
ステーションまで移動することを確認しま
す。

6. 本製品がチャージステーションにドックす
ることを確認します。

7. 本製品がチャージステーションにドックし
ない場合は、チャージステーションまたはガ
イドワイヤーの位置を変更してください。

チャージステーションを設置する方法 20 ペ
ージ およびガイドワイヤーを取り付ける方
法 22 ページ を参照してください。

3.10.6.3 境界ワイヤーのテスト

1. 本製品を境界ワイヤーから 3 m / 9 フィート

離し、境界ワイヤーに向けます。

2. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Find the charging
station（チャージステーションを見つける）］
> ［Overview of search methods（検索方法
の概要）］ > ［Boundary（境界）］ > ［More
（もっと）］ > ［Test right / Test left（右テス
ト／左テスト）］の順にメニューツリーを移
動します。

4. ［START（スタート）］ボタンを押して、ハッ

チを閉じます。

5. 本製品がガイドワイヤーに沿ってチャージ
ステーションまで移動することを確認しま
す。

6. 本製品がチャージステーションにドックす
ることを確認します。

7. 本製品がチャージステーションにドックし
ない場合は、チャージステーションまたはガ
イドワイヤーの位置を変更します。チャー
ジステーションを設置する方法 20 ページ
およびガイドワイヤーを取り付ける方法 22
ページ を参照してください。

3.10.6.4 チャージステーションの信号範囲を変更

するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Find the charging
station（チャージステーションを見つける）］
> ［Overview of search methods（検索方法
の概要）］ > ［Charging station range（チャ
ージステーション範囲）］の順にメニューツ
リーを移動します。

3. 左矢印ボタンを使用して、［MAX（ 大）］、
［MID（中）］、［MIN（ 小）］から選択しま

す。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

注記： 通常、チャージステーションの信号到達範

囲を狭めるよりも、チャージステーションを移動
する方が良い方法です。
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3.10.7 経路幅

境界ワイヤー経路は境界ワイヤーに隣接するエ
リアで、ガイド経路はガイドワイヤーに隣接する
エリアです。本製品は経路を使用してチャージ
ステーションを見つけます。本製品がチャージ
ステーションの方向に移動する場合は、必ずガイ
ドワイヤーの左側に移動します。

経路幅は自動的に調整されます。ごくまれに手
動で設定を入力する必要があります。経路幅は
0-9 の間に設定できます。ガイドの経路幅が 0 に
設定されている場合、本製品はガイドワイヤー上
を走行します。工場設定では、境界ワイヤーは 6、
ガイドワイヤーは 9 です。

3.10.7.1 経路幅を設定するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Advanced（詳細）］
> ［Corridor width（経路幅）］の順にメニュ

ーツリーを移動します。

3. 矢印ボタンを使用して、経路を選択します。

4. 数字ボタンを使用して、0-9 から経路幅を選

択します。

注記： 芝生にわだちができる可能性を 小限に抑

えるために、経路幅はできるだけ広くしてくださ
い。

3.10.8 Exit angles（出口角度）

［Lawn Coverage（芝生範囲）］の合計が 100% 未
満の場合は、製品がチャージステーションで芝刈
りを開始する場合があります。本製品は、出口角
度 90°～ 270°でチャージステーションから離れ

ます。出口角度は、1 ～ 2 の出口セクターに対し

て設定できます。

3.10.8.1 出口角度の設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Advanced（詳細）］
> ［Exit angles（出口角度）］ > ［Sector 1
（セクター 1）］の順にメニューツリーを移動

します。

3. 数字ボタンを使用して、角度を度単位で設定
します。

4. 下矢印ボタンを押します。

5. 数字ボタンを使用して、製品が各セクターを
使用する頻度を選択します。パーセントで
設定します。

6. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.9 後退距離

後退距離を設定すると、本製品は、設定した距離
だけ後退してから芝刈りを開始します。工場出
荷時設定は、60 cm／2 フィートです。

3.10.9.1 後退距離の設定方法

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Advanced（詳細）］
> ［Reversing distance（後退距離）］の順に

メニューツリーを移動します。

3. 数字ボタンを使用して、距離を設定します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.10 ワイヤーを通過

本製品のフロント部は常に、境界ワイヤーとの間
に指定されている距離を保って移動し、その距離
まで近づくと、作業エリア内へ戻っていきます。
工場出荷時の設定は 31 cm／13 インチです。距

離は 20-50 cm／10-15 インチまで選択できます。

注記： ［Drive Past Wire（ワイヤーを通過）］の

距離が変更されると、作業エリア内にあるすべて
の境界ワイヤーについて距離が変更されます。

3.10.10.1 ワイヤーを通過の機能の設定方法

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Installation（設置）］ > ［Advanced（詳細）］
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> ［Drive Past Wire（ワイヤーを通過）］の順

にメニューツリーを移動します。

3. 数字ボタンを使用して、距離を設定します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.11 設定

設定では、本製品の一般設定を変更できます。

3.10.11.1 プロファイル

プロファイル機能により、さまざまなユーザー設
定を保存できます。これは、1 つの製品を複数の

作業エリアとチャージステーションで使用する
場合に使用できます。製品設定とチャージステ
ーションとのペアリングはプロファイルに保存
され、簡単に再使用できます。

プロファイルへの設定の保存

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定） > ［Profiles（プロファイ
ル）］ > ［Use profiles（プロファイルの使
用）］ > ［Profile A, B, C（プロファイル A、
B、C）］の順にメニューツリーを移動しま

す。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、プ

ロファイルを選択して保存します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

設定が変更されても保存されていない場合は、プ
ロファイル名の横に記号 * が表示されます。

プロファイルの名前の変更

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定） > ［Profiles（プロファイ
ル）］ > ［Use profiles（プロファイルの使
用）］ > ［Profile A, B, C（プロファイル A、
B、C）］ > ［Rename（名称変更）］の順にメ

ニューツリーを移動します。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、文

字を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押して、新しいプ

ロファイル名を保存します。

プロファイルの使用

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定） > ［Profiles（プロファイ
ル）］ > ［Use profiles（プロファイルの使
用）］ > ［Profile A, B, C（プロファイル A、
B、C）］ > ［Select（選択）］の順にメニュー

ツリーを移動します。

3. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

新しいチャージステーションとプロファイルの

関連付け

1. 元々使用していたチャージステーションに
使用するプロファイルの設定を保存します。
プロファイルへの設定の保存 32 ページ の
手順 1～4 を実行してください。

2. 本製品を新しいチャージステーションに入
れます。

3. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Security（セキュリティ）］ > ［Advanced
（詳細）］ > ［New loop signal（新規ループ信
号）］の順にメニューツリーを移動します。

4. 新しいチャージステーションのプロファイ
ルを保存するか、リストからプロファイルを
選択します。プロファイルへの設定の保存
32 ページ の手順 1~4 を実行するか、プロフ
ァイルの使用 32 ページ の手順 1~3 を実行

します。

3.10.12 ECO mode（ECO モード）

ECO モードが有効になっている場合、本製品の駐

車中や充電中に、境界ループ、ガイドワイヤー、
チャージステーションの信号が停止します。

注記： ECO モードは、電力を節約したり、ヒア

リングループやガレージドアなどの他の機器と
の干渉を回避したりするために使用します。

注記： 本製品を作業エリアで手動で始動させる際

には、［STOP］ ボタンを押してから、チャージ

ステーションから本製品を取り外します。そう
しないと、作業エリア内で本製品を始動できなく
なります。

3.10.12.1 ECO モードを設定するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。
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2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［ECO mode（ECO モ
ード）］の順にメニューツリーを移動します。

3. ［OK］ボタンを押して［ECO mode（ECO モ
ード）］を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.12.2 スパイラルカット

エリア内の芝の長さが長い場合、本製品はスパイ
ラルパターンで芝を刈ります。［Spiral cutting（ス
パイラルカット）］は、次の 5 つのレベルで設定

できます。

• Low-（低-）
• Low（低）

• Mid（中）

• 高

• High+（高+）

このレベルは、芝の高さの変化に対する本製品の
感度を設定します。

注記： スパイラルカットは、メインエリアモード

でのみ開始されます。［Secondary area（セカン
ダリエリア）］モードでの芝刈りでは、本製品は
スパイラルカットを開始しません。勾配が 15 ％
を超える斜面では、スパイラルカットは開始され
ません。

スパイラルカットの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Spiral Cutting（スパ
イラルカット）］ > ［Use Spiral Cutting（ス
パイラルカットの使用）］の順にメニューツ
リーを移動します。

3. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

スパイラルカットのレベルの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Spiral Cutting（スパ
イラルカット）］ > ［Use Spiral Cutting（ス
パイラルカットの使用）］ > ［Intensity（強
度）］の順にメニューツリーを移動します。

3. 左矢印ボタンを使用して、スパイラルカット
のレベルを選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.13 全般

［General（全般）］で、本製品の一般的な設定を

変更できます。

3.10.13.1 日付と時刻を設定するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［General（全般）］ >
［Time & Date（日付と時刻）］の順にメニュ

ーツリーを移動します。

3. 数字ボタンを使用して時刻を設定し、［BACK
（戻る）］ボタンを押します。

4. 数字ボタンを使用して日付を設定し、［BACK
（戻る）］ボタンを押します。

5. 矢印ボタンを使用して時間形式を設定し、
［BACK（戻る）］ボタンを押します。

6. 矢印ボタンを使用して日付形式を設定し、
［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.13.2 言語を設定するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［General（全般）］ >
［Language（言語）］の順にメニューツリー

を移動します。

3. 矢印ボタンを使用して言語を選択し、［BACK
（戻る）］ボタンを押します。

3.10.13.3 国の設定

1. 基本設定を行うには 23 ページ の手順 1～3
を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［General（全般）］ >
［Country（国）］の順にメニューツリーを移

動します。

3. 矢印ボタンを使用して国を選択し、［BACK
（戻る）］ボタンを押します。

3.10.13.4 単位の形式の設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［General（全般）］ >
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［Unit Format（単位形式）］の順にメニューツ

リーを移動します。

3. 矢印ボタンを使用して、単位形式を選択し、
［BACK］ボタンを押します。

3.10.13.5 すべてのユーザー設定をリセットする

には

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［General（全般）］ >
［Reset all user settings（全ユーザー設定リセ
ット）］の順にメニューツリーを移動します。

3. 右矢印ボタンを使用して、［Proceed with
reset of all user settings?（全ユーザー設定リ
セットを続行しますか？）］を選択します。

4. ［OK］ボタンを押して、すべてのユーザー設

定をリセットします。

注記： セキュリティレベル、PIN コード、ループ
信号、メッセージ、日付と時刻、言語、国の設定
はリセットされません。

3.10.13.6 霜ガード

庭が霜で覆われている場合は、芝は摩耗しやすく
なります。本製品は、霜ガードが有効になってい
て温度が 5° C / 41° F 未満の場合、芝刈りを開始

できません。

注記： 霜ガードはシャーシ内にあるため、周囲の

温度と比較して遅延が生じることがあります。

霜ガードの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Settings（設定）］ > ［Installation（設置）］
> Frost Guard（霜ガード）］の順にメニュー

ツリーを移動します。

3. ［OK］ボタンを押して［Frost Guard（霜ガー
ド）］を選択します。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。

3.10.13.7 About（情報）メニュー

［About（情報）］メニューには、製造番号やソフ

トウェアバージョンなど、本製品に関する情報が
表示されます。

3.10.14 アクセサリー

本製品に取り付けられているアクセサ
リーの設定は、このメニューで行うこ
とができます。

3.10.14.1 情報

このメニューでは、本製品に取り付けられている
アクセサリーを扱います。購入可能なアクセサ
リーの詳細は、Husqvarna 販売店までお問い合わ

せください。

3.10.14.2 Automower® Connect アプリ

このアプリには、次の 2 つの接続モードがありま

す：長距離携帯電波接続と短距離 Bluetooth® 接続

です。Automower® 305 は、Bluetooth® 通信にの

み対応しています。Automower® Connect がアク

セサリーとしてインストールされている場合は、
携帯電話通信にも対応します。

本製品は、Automower® Connect アプリがインス

トールされているモバイルデバイスに接続する
ことができます。Automower® Connect は、モバ

イルデバイス用の無料アプリです。Automower®
Connect アプリは、お持ちの Husqvarna 製品に拡

張機能を提供します。次のことができます。

• 製品のステータスを確認する。

• 製品の設定を変更する。

• 拡張製品情報を取得する。

• 本製品が作業エリア外に出た場合にアラー
ムを受信する。

• お使いの製品の統計情報を表示します。

注記： 法的な理由および地域で使用されている携

帯電波システムの違いにより、Automower®
Connect がサポートされない国もあります。付

帯の Automower® Connect ライフタイムサービ

スは、作業エリアにサードパーティの 2G/3G/4G
のサブサプライヤーが存在する場合にのみ適用
されます。一部の国では、法的な理由により
Bluetooth® を利用できない場合があります。

Automower® Connect アプリのインストール

1. Automower® Connect アプリをモバイルデ

バイスにダウンロードします。

2. Husqvarna アカウントを Automower®
Connect アプリで登録します。

3. Automower® Connect アプリで Husqvarna
アカウントにログインします。
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3.10.14.3 Automower™ Connect@Home 
Connect@Home は、短距離 Bluetooth® 無線技術

を使用します。つまり、通信範囲内であれば、モ
バイルデバイスと本製品の間で通信できます。
本製品がモバイルデバイスに接続されると、
Bluetooth® 通信のアイコンが本製品のディスプ

レイに表示されます。

注記： Connect@Home は、Automower® Connect
と同じアプリを使用し、基本機能は同等ですが、
拡張機能は使用できません。

Connect@Home と本製品のペアリング

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Accessories（アクセサリー）］ >
Connect@Home > ［Pairing（ペアリング）］
> ［New pairing（新規ペアリング）］の順に

メニューツリーを移動します。

3. アプリの指示に従ってください。

注記： Automower® Connect は、モバイルデバイ

スがモバイルネットワークに接続されており、本
製品が充電され、電源がオンになっている限り、
本製品と常に通信を行います。

ペアリングされたアカウントを削除するには

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Accessories（アクセサリー）］ >
Connect@Home > ［Pairing（ペアリング）］
> ［Remove paired accounts（ペアリングさ
れたアカウントを削除）］の順にメニューツ
リーを移動します。

3. ［OK］ボタンを押して、ペアリングされたす

べてのアカウントの削除に対する［YES/NO
（はい／いいえ）］を選択します。

3.10.14.4 芝刈機ハウスとの衝突の回避

［Avoid collisions with mower（芝刈機との衝突を
避ける）］を選択すると、本製品と芝刈機ハウス
の摩耗が低減します。

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Accessories（アクセサリー）］ > ［Mower

house（芝刈機ハウス）］ > ［Avoid collisions
with mower（芝刈機との衝突を避ける）］の

順にメニューツリーを移動します。

注記： ［Avoid collisions with mower（芝刈機との
衝突を避ける）］を選択すると、チャージステー
ションの周囲の芝が刈り取られないことがあり
ます。

3.10.14.5 地形キット

ウェイトのある深溝ホイールを使用する場合、こ
の重量に対応させるために特別な設定が必要で
す。

荒地キットの設定

1. メニューにアクセスするには 24 ページ の
手順 1～3 を実行してください。

2. 矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

［Accessories（アクセサリー）］ > ［Terrain
kit（荒地キット）］ > ［Enable Terrain kit（荒
地キットの有効化）］の順にメニューツリー
を移動します。

3. ［OK］ボタンを押して、機能を有効または無

効にします。

4. ［BACK（戻る）］ボタンを押します。
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4 操作

4.1 ON/OFF ボタン

警告： 本製品を使用する前に、安全注

意事項をよくお読みください。

警告： 回転しているブレードに手や足

を近づけないでください。モーターが
回転中は、本機の近くまたは下に手や
足を近づけないでください。

警告： 人（特にお子様）や動物が作業

エリアにいるときには、本製品を決し
て使用しないでください。

• ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品のス

イッチをオンにします。キーパッドのイン
ジケータランプが点灯している場合、本製品
の電源はオンになっています。

• ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品のス

イッチをオフにします。

• インジケータランプが点滅している場合、本
製品は省エネモードになっています。
ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品のス

イッチをオンにします。

4.2 インジケータランプ

警告： 本製品の点検やメンテナンスを

安全に行えるのは、本製品がオフにな
っているときだけです。キーパッドの
ランプが消えているとき、本製品は使
用できません。

キーパッドのインジケータランプは、重要なステ
ータスインジケータです。

• インジケータランプが点灯している場合、本
製品はオンになっています。

• インジケータランプが点滅している場合、本
製品は省エネモードになっています。
ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品を再

びオンにします。

• インジケータランプが消えている場合、本製
品はオフになっています。

4.3 本製品の始動方法

1. キーパッドのハッチを開きます。

2. ON/OFF ボタンを 3 秒間押します。ディス

プレイが点灯します。

3. 上下矢印ボタンと［OK］ボタンを使用して、

PIN コードを入力します。

4. ［START］ボタンを押します。

5. 目的の動作モードを選択して、［OK］ボタン

で確定します。始動動作モード 36 ページ
を参照してください。

6. ハッチを閉じます。

注記： 本製品をチャージステーションに駐車した

場合、バッテリーが完全に充電され、スケジュー
ルで本製品の動作が許可されている場合にのみ、
本製品はチャージステーションから離れます。

注記： 設置後の 初の数週間は、芝を刈るときに

感じられる騒音レベルが、予想よりも高くなる可
能性があります。本製品が芝をしばらく刈り続
けると、感じられる騒音レベルは大幅に低下しま
す。

4.4 始動動作モード

［START］ボタンを押して、次の動作モードのい

ずれか 1 つを選択します。

• Main area（メインエリア）

• Secondary area（セカンダリエリア）

• Override schedule（スケジュールのオーバー
ライド）

• Spot cutting（スポットカット）
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4.4.1 メインエリア

［Main area（メインエリア）］は、本製品が芝刈り

と充電を自動的に行う、標準の操作モードです。

4.4.2 セカンダリエリア

セカンダリエリアの芝刈りをするには、動作モー
ド［Secondary area（セカンダリエリア）］を選

択する必要があります。このモードでは、使用者
が、メインエリアとセカンダリエリアの間を手動
で本製品を移動させる必要があります。選択し
た期間、またはバッテリーが空になるまで、本製
品は芝刈りを行います。バッテリーが空になる
と、本製品は停止し、［Needs manual charging
（手動充電が必要です）］というメッセージが製品
ディスプレイに表示されます。本製品をチャー
ジステーションに入れて、バッテリーを充電しま
す。バッテリーが充電されると、本製品はチャー
ジステーションから移動して停止します。本製
品の作動準備は整いましたが、作動前に使用者が
確認する必要があります。Secondary area（セカ
ンダリエリア）モードでは、本製品は選択された
期間、またはバッテリーが空になるまで作動しま
す。

注記： バッテリーの充電後にメインエリアの芝を

刈るには、本製品をチャージステーションに置く
前に、Main area（メインエリア）モードに設定し

ます。

4.4.3 Override schedule（スケジュールのオ

ーバーライド）

［Override schedule（スケジュールのオーバーラ
イド）］を選択すると、一時的にスケジュール設
定をオーバーライドできます。24 時間または 3
日間、スケジュールをオーバーライドできます。
スタンバイ期間をオーバーライドすることはで
きません。

4.4.4 Spot cutting（スポットカット）

［Spot Cutting（スポットカット）］機能は、

［START］ボタンで作動し、 芝が庭の他の部分よ

りも刈られていないエリアをすぐに芝刈りする
ことができます。選択したエリアに本製品を手
動で移動する必要があります。

スポットカットとは、本製品が作動開始したエリ
アの芝を刈るためにスパイラルパターンで芝刈
りを行うことを意味します。この作業が完了す
ると、本製品は自動的に［Main area（メインエリ
ア）］または［Secondary area（セカンダリエリ
ア）］に戻ります。

4.5 駐車動作モード

［PARK（駐車）］ボタンを押して、次の動作モー

ドのいずれか 1 つを選択します。

• Park until further notice（さらなる通知がある
まで駐車）

• Start with schedule（スケジュールで開始）

4.5.1 さらなる通知があるまで駐車

動作モード Park（駐車）では、新しい動作モード

が選択されて［START］ボタンが押されるまで、

本製品はチャージステーションに留まります。

4.5.2 スケジュールで開始

本製品は、次回のスケジュール設定で動作が許可
されるまでチャージステーションに留まります。
この動作モードは、実行中の芝刈り周期をキャン
セルして、本製品を翌日までチャージステーショ
ンに駐車させる場合に適しています。

4.6 本製品の停止方法

1. 本製品の上部にある［STOP］ボタンを押し

ます。

本製品が停止し、ブレードモーターが停止しま
す。

4.7 本製品のスイッチをオフにする方

法
1. ［STOP］ボタンを押します。

2. ハッチを開きます。

3. ON/OFF ボタンを 3 秒間押します。
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4. 本製品が停止します。

5. キーパッドのインジケータランプが消えて
いることを確認します。

4.8 スケジュールおよびスタンバイ

本製品には、下のスタンバイ時間表のスタンバイ
期間が組み込こまれています。スタンバイ期間
では、たとえば芝生に水をやったり、芝生で遊ん
だりすることができます。

スタンバイ時間は、本製品の毎日の動作時間（芝
刈りと探索）に応じて異なります。動作時間は、
バッテリー容量、斜面、芝の成長などに応じて変
わります。 本製品の動作時間が 1 日の許容作業

時間に達すると、ディスプレイに［Today's
mowing complete（本日の芝刈りが完了しまし
た）］というメッセージが表示されます。その後、
本製品は翌日までスタンバイモードになります。

スケジュール設定が 2 つの作業期間に分割され

ている場合、スタンバイ期間をいくつかの期間に
分けることができます。ただし、 小スタンバイ
期間の時間は、スタンバイ時間表に従う必要があ
ります。

製品の作業能力 スタンバイ時間（ 小
時間／日）

Automower® 305 14

4.8.1 例 1
この例は、500 m2 の指定された作業エリアで動

作する製品に適用されますが、原理は他のモデル
でも同じです。

スケジュール設定、期間 1：06:00-24:00

有効化期間（A）：06:00-16:00

スケジュール設定で、本製品は 06:00 に芝刈りを

開始するように設定されています。16:00 に、本

製品が使用可能な 大動作時間に達したため、ス

タンバイモードで停止しています。本製品は、翌
日の 06:00 に再び芝刈りを開始します。

24 時間

A

B

芝
刈
り

充
電

待
機

運
転

例: 500 M22 の指定された作業エリア

動作、A = 大時間 10

充電中／スタンバイ、B = 小時間 14

4.8.2 例 2
この例は、500 m2　の指定された作業エリアで動

作する製品に適用されますが、原理は他のモデル
でも同じです。

定期的な他のアクティビティの間に芝刈りが行
われるのを防ぐために、タイマー設定を 2 つの作

業期間に分割することができます。タイマー設
定が 2 つの作業期間に分割されている場合、 低

スタンバイ期間は合計でスタンバイ時間表に従
っている必要があります。スケジュールおよび
スタンバイ 38 ページ を参照してください。

タイマー設定、［Period 1（期間 1）］（A）：
06:00-12:00

タイマー設定、［Period 2（期間 2）］（C）：
18:00-24:00

有効化期間（A）：06:00-12:00

有効化期間（C）：18:00-22:00

本製品は、00:00～12:00 の間に動作します。本製

品は 18:00 に動作を再開しますが、スタンバイモ

ードにより 22:00 に停止し、00:00 に動作を再開

します。
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B
C

D
A

24 時間

待機

運
転

運
転

待機

芝
刈
り

充電

例: 500 M22 の指定された作業エリア

動作、A + C = 大時間 10

充電中／スタンバイ、B + D = 小時

間

14

4.9 バッテリーの充電方法

警告： 本製品は、専用のチャージステ

ーションを使用して充電してくださ
い。誤った使用は、感電、過熱または
バッテリーから腐食液が漏れ出る原因
になる可能性があります。

電解液が漏れた場合は、水で洗い流し、
目に入った場合は医師の診察を受けて
ください。

本製品が新品の場合、または長期間保管されてい
た場合、バッテリーが空になっていて、始動の前
に充電が必要となる場合があります。［Main area
（メインエリア）］モードでは、本製品は自動的に
芝刈りと充電の切り替えを行います。

1. ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品を始

動します。

2. 本製品をチャージステーションに置きます。
本製品を可能な限り奥までスライドさせて、
本製品とチャージステーションの間で適切
な接触を確保します。コンタクトストリッ
プと充電ストリップについては次を参照し
てください。 製品の概要 - 4 ページ

3. 充電が進行中であることがディスプレイに
表示されます。

4.10 刈高の調整

注意： 新規設置後の 初の数週間は、

ループワイヤーを損傷しないように、
刈高を MAX に設定する必要がありま

す。その後は、希望の刈高に達するま
で、刈高を毎週段階的に下げることが
できます。

刈高は、MIN（2 cm／0.8 インチ）から MAX（5
cm／2 インチ）まで変えることができます。

4.10.1 刈高を調整するには、次の手順に従

います。

1. ［STOP］ボタンを押して、本製品を停止しま

す。

2. ハッチを開きます。

3. ノブを目的の位置まで回します。

• 刈高を高くするには時計方向に回しま
す。

• 刈高を低くするには反時計方向に回し
ます。

4. ハッチを閉じます。
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5 メンテナンス

5.1 はじめに - メンテナンス

警告： 本製品のメンテナンスを行う前

に電源を切ってください。

警告： 保護グローブを着用してくださ

い。

動作を向上し、耐用年数を長くするため、定期的
に本製品を掃除し、必要に応じて摩耗した部品を
交換します。すべてのメンテナンスと点検は、
Husqvarna の指示に従って実行される必要があ

ります。保証 62 ページ を参照してください。

本製品を初めて使用する場合、ブレードディスク
とブレードは 1 週間に 1 回点検してください。

この期間の摩耗の量が少ない場合は、点検間隔を
延長できます。

ブレードディスクが簡単に回転することが重要
です。ブレードの縁に損傷があってはいけませ
ん。ブレードの寿命は次の条件で大幅に変化し
ます。

• 作動時間および作業エリアのサイズ。

• 芝の種類と季節的成長。

• 土壌、砂、および肥料の使用。

• コーン、木から落ちた果物、玩具、工具、
石、根などの存在。

良好な条件で使用される場合、通常の寿命は、3
から 6 週間です。ブレードの交換方法について

は、ブレードの交換 41 ページ を参照してくだ

さい。

注記： 鈍ったブレードで作業すると、芝刈り結果

が悪くなります。芝をきれいに刈れず、より多く
のエネルギーが必要となり、結果的に広いエリア
を作業できなくなります。

5.2 製品の清掃

注意： 本製品の清掃には高圧水を使用

しないでください。清掃には決して溶
剤を使用しないでください。

本製品は、ホイールに草が詰まっていると斜面で
十分に動作しません。本製品の清掃には柔らか

いブラシを使用してください。本製品は、水ホー
スの流水で清掃することができます。

Husqvarna は、アクセサリーとして入手可能な特

別なクリーニングおよびメンテナンスキットの
使用をお勧めします。詳細情報は、Husqvarna 担

当者までお問い合わせください。

5.2.1 シャーシおよびブレードディスク

ブレードディスクとブレードを週に 1 回点検し

ます。本製品を完全に清掃する場合のために、製
品本体は取り外すことができます。本製品が汚
れている場合は、ブラシまたは水ホースを使用し
て清掃します。高圧洗浄機は使用しないでくだ
さい。

1. ON/OFF ボタンを押して、本製品の電源を切

ります。インジケータランプが消えている
場合、本製品はオフになっています。

2. 背面、前面、中央の上部カバーをゆっくりと
引きます。

3. 上部カバーを持ち上げて取り外します。

4. 本体の 4 箇所の取り付け位置を確認します。
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5. メンテナンスツールを 4 箇所のいずれかに

差し込んで、本体を引き上げます。

6. 本体を上に支えながら、残りの 3 つの位置で

も同じようにします。

7. 本体を後方にゆっくり持ち上げて折りたた
み、本体を取り外します。充電ケーブルを外
す必要はありません。

注記： 製品本体を取り外した後は、充電ケー

ブルのグロメットが正しく取り付けられて
いて、湿気が入らないように密封されている
ことを確認します。

8. ディッシュブラシを使用して、ブレードディ
スクとシャーシを清掃します。同時に、ブレ
ードディスクがフットガードと一緒に自由

に回転することを確認します。ブレードが
損傷しておらず、自由に回転することを確認
します。

9. 製品本体を取り付けるには、シャーシにセッ
トして所定の位置に押し込みます。

10. 上部カバーを取り付けるには、製品本体に取
り付けて所定の位置に押し込みます。

注記： 充電ケーブルのグロメットが正しく取

り付けられていて、湿気が入らないように密
封されていることを確認してください。

5.2.2 ホイール

ホイール周辺を清掃します。ホイールに草が付
いていると、本製品の斜面での動作に影響する場
合があります。

5.2.3 本製品のボディー

湿らせた柔らかいスポンジまたは布を使用して、
製品本体を清掃します。本製品の本体が汚れて
いる場合は、低刺激性の石鹸水を使用して掃除し
てください。

5.2.4 チャージステーション

警告： チャージステーションや電源装

置のメンテナンスやクリーニングを行
う前に、プラグを使用してチャージス
テーションの接続を外してください。

チャージステーションは定期的に清掃して、草、
葉、小枝などの異物がドッキングを妨害しないよ
うにします。

5.3 ブレードの交換

警告： 正しいサイズのブレードとネジ

を使用してください。Husqvarna で
は、純正のブレードを使用する場合の
み安全を保証しています。ブレードだ
けを交換し、ネジを再利用した場合は、
芝刈り中にネジが摩耗することがあり
ます。その場合、ブレードが本体の下
から飛び出して、周囲の人が重傷を負
うことがあります。

安全上の理由により、摩耗または破損した部品は
取り替えてください。ブレードに損傷がない場
合でも、 適な芝刈りと省エネ利用のため、定期
的にブレードを交換する必要があります。芝刈
りシステムのバランスを取るため、3 枚のブレー
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ドとネジをすべて同時に交換する必要がありま
す。王冠形の H マークが型押しされている

Husqvarna の純正ブレードを使用します（主要諸
元 60 ページ を参照）。

5.3.1 ブレードの交換方法

1. ［STOP］ボタンを押します。

2. ON/OFF ボタンを 3 秒間押して、本製品のス

イッチをオフにします。

3. キーパッドのインジケータランプが消灯し
ていることを確認します。

4. 本製品を上下さかさまにします。本体やハ
ッチに傷をつけないようにするために、柔ら
かくてきれいな面に本製品を置きます。

5. スキッドプレートを回して、ブレードのネジ
に穴を合わせます。

6. 3 本のネジをドライバーで外します。

7. 3 枚のブレードを外します。

8. 3 枚の新しいブレードとネジを取り付けま

す。

9. ブレードがスムーズに回転することを確認
してください。

5.4 バッテリー

警告： 本製品は、専用のチャージステ

ーションを使用して充電してくださ
い。誤った使用は、感電、過熱または
バッテリーから腐食液が漏れ出る原因

になる可能性があります。 電解液が漏

れた場合は、水で洗い流し、目に入っ
た場合は医師の診察を受けてくださ
い。

警告： メーカーが推奨する純正バッテ

リーのみを使用してください。純正以
外のバッテリーを使用した場合、製品
の安全は保証されません。充電式では
ないバッテリーは使用しないでくださ
い。

注意： 冬期保管前にバッテリーをフル

充電する必要があります。バッテリー
は、フル充電しないと、損傷して、場
合によっては使用できなくなります。

本製品の動作時間が通常の充電よりも短い場合、
バッテリーが古くなって交換の必要があること
を示しています。

注記： バッテリーの寿命は、稼働させる時期の長

さ、本製品を 1 日に稼働させる時間の長さによっ

て変わります。稼働させる時期が長い場合、また
は 1 日に使用する時間が長い場合は、バッテリー

をより頻繁に交換する必要があります。本製品
が芝をきれいに刈っている限りバッテリーに問
題ありません。

5.5 冬期の保守

冬期保管前に保守を行うため、ご使用の本製品を
お近くの Husqvarna セントラルサービスにお持

ちください。冬期保守を毎年行うことで、本製品
を良好な状態に保ち、次のシーズンも、問題なく

高の状態で使用することができます。

保守には、通常以下の作業エリアが含まれます。

• 本体、シャーシ、ブレードディスクおよびそ
の他のすべての可動部品の完全な掃除。

• 本製品の機能および部品のテスト。

• ブレードやベアリングなどの摩耗する品目
の点検、および必要に応じた交換。

• 本製品のバッテリー容量のテストに、および
必要な場合はバッテリー交換の推奨。

• 新しいファームウェアが入手可能な場合は、
本製品のアップデート。
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6 トラブルシューティング

6.1 はじめに - トラブルシューティング

この章では不具合と現象について説明し、製品が期待どおりに動作しない場合の手引きを示します。不
具合や問題が発生した際の対処方法の詳細については、www.husqvarna.com を参照してください。
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6.2 エラーメッセージ

本製品のディスプレイに表示されるエラーメッセージは以下の表のとおりです。同じメッセージが頻
繁に表示される場合は、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

メッセージ 原因 対応措置

Wheel motor
blocked, left/right

（左／右のホイー
ルモーターがブロ
ックされていま
す）

草などの異物がドライブホイールに巻
き付いています。

駆動輪を点検して、草などの異物を取り
除いてください。

Cutting system
blocked（カッティ
ングシステムがブ
ロックされていま
す）

草などの異物がブレードディスクに巻
き付いています。

ブレードディスクを点検して、草などの
異物を取り除いてください。

ブレードディスクが水たまりに入って
います。

本製品を移動して、作業エリアに水が溜
まらないようにしてください。

芝の高さが高すぎます。 本製品を設置する前に、芝を刈ってくだ
さい。このとき、芝は 10 cm / 3.9 イン

チ以下にする必要があります。

Trapped（走行不
能）

本製品は、多数の障害物の背後の小さな
領域で動けなくなっています。

本製品をその場所から動けなくしてい
る障害物があるかどうかを確認してく
ださい。障害物を取り除くか、障害物の
周囲にアイランドを作ります。アイラ
ンドを作る方法 18 ページ を参照して

ください。

Outside working
area（作業エリア
外です）

チャージステーションまでの境界ワイ
ヤーの接続が交差しています。

境界ワイヤーが正しく接続されている
ことを確認してください。

境界ワイヤーが作業エリアの端に近す
ぎます。

境界ワイヤーが説明書に従って設置さ
れていることを確認してください。境
界ワイヤーの配置場所について 16 ペ
ージ を参照してください。

境界ループのそばにある作業エリアの
斜面の勾配が大きすぎます。

アイランド周囲の境界ワイヤーの敷設
が適切ではありません。

付近にある金属の物体（フェンス、補強
鋼材）や埋設ケーブルからの干渉があり
ます。

境界ワイヤーの移動を試してください。

本製品が、近くにある他の製品の設置場
所からの信号を区別することが困難に
なっています。

本製品をチャージステーションに入れ
て、新しいループ信号を生成させてくだ
さい。
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メッセージ 原因 対応措置

Empty battery（バ
ッテリーが空で
す）

本製品がチャージステーションを見つ
けることができません。

ガイドワイヤーの位置を変更してくだ
さい。ガイドワイヤーを取り付ける方
法 22 ページ を参照してください。

バッテリーが消耗しています。 バッテリーを交換します。バッテリー
42 ページ を参照してください。

チャージステーションのアンテナが故
障しています。

チャージステーションのインジケータ
ランプが赤色に点滅しているかどうか
点検してください。チャージステーシ
ョンのインジケータランプ 52 ページ
を参照してください。

本製品のチャージプレートまたはチャ
ージステーションの接点プレートが腐
食しています。

高グレードのエメリークロスを使用し
て、チャージプレートと接点プレートを
清掃します。問題が解決しない場合は、
認定サービス技術者に相談してくださ
い。

Wrong PIN code
（PIN コードの誤
り）

入力された PIN コードが誤っていま

す。 入力に 5 回失敗すると、キーパッ

ドは一定時間ロックされます。

正しい PIN コードを入力してくださ

い。PIN コードを忘れた場合は、

Husqvarna カスタマーサービスにご連

絡ください。

No drive（駆動があ
りません）

本製品は何かに引っかかっており、スリ
ップしています。

本製品を解放して、駆動力がなくなった
原因を解消してください。濡れた草が
原因であれば、芝生が乾いてから本製品
を使用してください。

作業エリア内に急な斜面が含まれます。 急な斜面は隔離してください。境界ワ
イヤーを斜面に設置する方法 18 ペー
ジ を参照してください。

ガイドワイヤーが斜面に対して斜めに
敷設されていません。

ガイドワイヤーが斜面に対して斜めに
取り付けられていることを確認します。
セカンダリエリアを作成する方法 19
ページ を参照してください。

Wheel motor
overloaded, left/
right（ホイールモー
ター過負荷、左右）

草などの異物がドライブホイールに巻
き付いています。

駆動輪を点検して、草などの異物を取り
除いてください。

Collision sensor
problem, front/rear

（衝突センサー不
具合、前／後）

本製品の本体がシャーシの周囲を自由
に動くことができません。

本製品の本体がシャーシの周囲を自由
に動けることを確認してください。 問
題が解決しない場合は、認定サービス技
術者に相談してください。
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メッセージ 原因 対応措置

Alarm!（アラー
ム！）Mower
switched off（芝刈
機のスイッチがオ
フです）

本製品のスイッチがオフになったため、
アラームが作動しました。

セキュリティレベルを［Security（セキ
ュリティ）］メニューで調整してくださ
い。セキュリティレベルを設定するに
は 26 ページ を参照してください。

Alarm!（アラー
ム！）Mower
stopped（芝刈機が
停止しました）

本製品が停止したため、アラームが作動
しました。

Alarm!（アラー
ム！）Mower lifted

（芝刈機が持ち上
がりました）

本製品が持ち上がったため、アラームが
作動しました。

Alarm!（アラー
ム！）Mower tilted

（芝刈機が傾きま
した）

本製品が傾いたため、アラームが作動し
ました。

Alarm!（アラー
ム！）Mower was
moved（芝刈機が
動かされました）

本製品が持ち上がったため、アラームが
作動しました。

Charging station
blocked（チャージ
ステーションがブ
ロックされていま
す）

充電ストリップとコンタクトストリッ
プの間の接触が不良のため、本製品は充
電を数度試行しました。

本製品をチャージステーションに置い
て、チャージプレートと接点プレートの
接触が良好であることを確認してくだ
さい。

経路に障害物があるため、本製品がチャ
ージステーションに入ることができま
せん。

異物を取り除いてください。

チャージステーションが傾いているか
曲がっています。

ベースプレートを水平面に置きます。

ガイドワイヤーが正しく設置されてい
ません。

ガイドワイヤーが取扱説明書に従って
敷設されていることを確認してくださ
い。ガイドワイヤーを取り付ける方法
22 ページ を参照してください。

Stuck in charging
station（ステーショ
ンにスタック）

経路に障害物があるため、本製品がチャ
ージステーションから出られなくなっ
ています。

障害物を取り除いてください。

Upside down（上下
反転しています）

本製品の傾きが大きすぎるか、ひっくり
返っています。

本製品の上下を正しくしてください。

Needs manual
charging（手動充電
が必要です）

本製品の動作モードがセカンダリエリ
アに設定されています。

本製品をチャージステーションに入れ
ます。
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メッセージ 原因 対応措置

Next start hh:mm
（次回始動時間
hh:mm）

スケジュール設定により本製品は動作
しません。

スケジュール設定を変更してください。
Schedule（スケジュール）24 ページ を
参照してください。

休止期間が進行中です。本製品には、下
のスタンバイ時間表のスタンバイ期間
が組み込まれています。

この動作は正常であり、特別な作業は必
要ありません。

本製品の時計または日付が合っていま
せん。

時間を設定します。日付と時刻を設定
するには 33 ページ を参照してくださ

い。

本日の芝刈りが完
了しました。

本製品には、下のスタンバイ時間表のス
タンバイ期間が組み込まれています。

この動作は正常であり、特別な作業は必
要ありません。スケジュールおよびス
タンバイ 38 ページ を参照してくださ

い。

Lifted（持ち上がり
ました）

本製品が持ち上がったため、リフトセン
サーが作動しました。

本製品の本体がシャーシの周囲を自由
に動けることを確認してください。シ
ャーシを持ち上げる原因となる可能性
のある障害物を取り除くか、障害物の周
囲にアイランドを作ります。 問題が解

決しない場合は、認定サービス技術者に
相談してください。

Wheel drive
problem, right/left

（右／左ホイール
駆動問題）

草などの異物がドライブホイールに巻
き付いています。

ホイールとホイールの周りをきれいに
してください。
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メッセージ 原因 対応措置

Electronic problem
（電子的問題）

電子関連またはファームウェア関連の
一時的な問題が本製品に発生していま
す。

本製品を再始動してください。問題が
解決しない場合は、認定サービス技術者
に相談してください。Loop sensor

problem, front/rear
（前／後ループセ
ンサーの問題）

Tilt sensor
problem（傾斜セン
サーの問題）

Temporary
problem（一時的問
題）

Invalid sub-device
combination（無効
な装置組み合わ
せ）

Temporary battery
problem（一時的な
バッテリーの問
題）

安全機能の不具合

Charging system
problem（充電シス
テムの問題）

バッテリーのタイプが間違っています。 メーカーが推奨する純正バッテリーを
使用してください。

Battery problem
（バッテリーの問
題）

バッテリー関連またはファームウェア
関連の一時的な問題が本製品に発生し
ています。

本製品を再始動してください。問題が
解決しない場合は、認定サービス技術者
に相談してください。

バッテリーのタイプが間違っています。 メーカーが推奨する純正バッテリーを
使用してください。

Battery
temperature
outside limits（バッ
テリー温度が範囲
外）

バッテリー温度が高すぎるか低すぎる
ため、作業を開始できません。

特別な操作は必要ありません。温度が
範囲内になると、本製品は作業を開始し
ます。

Charging current
too high（充電電流
が高過ぎます）

電源装置が正しくないか、故障していま
す。

本製品を再始動してください。問題が
解決しない場合は、認定サービス技術者
に相談してください。

Connectivity
problem（接続の問
題）

本製品の接続回路基板に問題がある可
能性があります。

本製品を再始動してください。問題が
解決しない場合は、認定サービス技術者
に相談してください。
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メッセージ 原因 対応措置

Connectivity
settings restored

（接続設定が復元
されました）

不具合が発生したため、接続設定が復元
されました。

設定を確認し、必要に応じて変更しま
す。

Poor signal quality
（信号品質低下）

本製品の接続回路基板が上下反転して
取り付けられている、または本製品自体
が傾いているか上下反転しています。

本製品が上下反転、または傾いていない
か確認してください。問題が解決しな
い場合は、認定サービス技術者に相談し
てください。
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メッセージ 原因 対応措置

No loop signal（ル
ープ信号がありま
せん）

電源または低電圧ケーブルが接続され
ていません。

チャージステーションの LED ステータ

スインジケータが点灯しない場合は、電
力が供給されていないということです。
壁のコンセントの接続と漏電遮断器を
点検します。低電圧ケーブルがチャー
ジステーションに接続されていること
を確認してください。

電源または低電圧ケーブルが損傷して
いるか、または接続されていません。

電源または低電圧ケーブルを交換しま
す。

境界ワイヤーがチャージステーション
に接続されていません。

境界ワイヤーコネクターがチャージス
テーションに正しく取り付けられてい
るか点検してください。損傷がある場
合、コネクターを交換してください。境
界ワイヤーを取り付ける方法 21 ペー
ジ を参照してください。

境界ワイヤーが損傷しています。 チャージステーションの LED ステータ

スインジケータを確認します。境界ワ
イヤーが破損している場合、損傷した部
分を新品のループワイヤーに交換し、元
のカプラーを使用して接合します。

ECO モードが有効になっている状態

で、本製品がチャージステーションの外
で始動しようとしました。

本製品をチャージステーションに入れ
て、本製品を始動してハッチを閉じま
す。

境界ワイヤーがアイランドとの間の経
路で交差しています。

指示に従って境界ワイヤーが敷設され
ていることを確認します（アイランドの
周囲で正しい方向に敷設されているか
など）。アイランドを作る方法 18 ペー
ジ を参照してください。

本製品とチャージステーションがペア
リングされていません。

本製品をチャージステーションに入れ
て、新しいループ信号を生成させてくだ
さい。新規ループ信号を作成するには
26 ページ を参照してください。

付近にある金属の物体（フェンス、補強
鋼材）や埋設ケーブルからの干渉があり
ます。

境界ワイヤーを移動するか、アイランド
を作業エリアに含めて、信号強度を高め
ます。

Mower tilted（芝刈
機が傾きました）

本製品の傾きが 大角度を超えていま
す。

本製品を平らなエリアに移動してくだ
さい。

Connection NOT
changed（接続が変
更されませんでし
た）

ループ信号の変更に失敗しました。 新しいループ信号を作成し、数回試行し
てください。新規ループ信号を作成す
るには 26 ページ を参照してください。

問題が解決しない場合は、認定サービス
技術者に相談してください。
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メッセージ 原因 対応措置

Cutting system
imbalance（カッテ
ィングシステムの
アンバランス）

ブレードが少なすぎるか多すぎます。 ブレードディスクのブレードを点検し
ます。

6.3 情報メッセージ

以下の表の情報メッセージは、製品のディスプレイに表示されます。同じメッセージが頻繁に表示され
る場合は、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

メッセージ 原因 対応措置

Low battery（低バ
ッテリー）

本製品がチャージステーションを見つ
けることができません。

ガイドワイヤーの位置を変更してくだ
さい。ガイドワイヤーを取り付ける方
法 22 ページ を参照してください。

設定を確認します。本製品がチャージ
ステーションを見つける方法の設定 29
ページ を参照してください。

バッテリーが消耗しています。 バッテリーを交換します。バッテリー
42 ページ を参照してください。

チャージステーションのアンテナが故
障しています。

チャージステーションのインジケータ
ランプが赤色に点滅しているかどうか
点検してください。チャージステーシ
ョンのインジケータランプ 52 ページ
を参照してください。

本製品のチャージプレートまたはチャ
ージステーションの接点プレートが腐
食しています。

高グレードのエメリークロスを使用し
て、チャージプレートと接点プレートを
清掃します。問題が解決しない場合は、
販売店にお問い合わせください。

Settings restored
（設定が復元され
ました）

［Reset all user settings（全ユーザー設
定リセット）］が実行されたことを確認
しています。

特別な操作は必要ありません。

Guide not found
（ガイドが見つか
りません）

ガイドワイヤーがチャージステーショ
ンに接続していません。

ガイドワイヤーのコネクターがチャー
ジステーションにしっかりと接続され
ているか確認してください。ガイドワ
イヤーを取り付ける方法 22 ページ を
参照してください。

ガイドワイヤーが破損しています。 損傷している箇所を探して、修正してく
ださい。

ガイドワイヤーが境界ループに接続さ
れていません。

ガイドワイヤーが境界ループに正しく
接続されているか点検してください。

境界ワイヤーを取り付ける方法 21 ペ
ージ を参照してください。
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メッセージ 原因 対応措置

Guide calibration
failed（ガイド補正
失敗）

本製品がガイドワイヤーの補正に失敗
しました。

ガイドワイヤーが取扱説明書に従って
敷設されていることを確認してくださ
い。ガイドワイヤーを取り付ける方法
22 ページ を参照してください。

Guide calibration
done（ガイド補正
完了）

本製品がガイドワイヤーの補正に成功
しました。

特別な操作は必要ありません。

Connection
changed（接続が変
更されました）

新しいループ信号が正常に変更されま
した。

特別な操作は必要ありません。

6.4 チャージステーションのインジケ

ータランプ

チャージステーションのインジケータランプは、正しく取り付けられていることを示す緑色で点灯また
は点滅していなければなりません。そうでない場合は、以下のトラブルシューティングガイドの手順に
従ってください。

www.husqvarna.com でも情報を参照できます。詳しくは、Husqvarna カスタマーセンターまでお問い

合わせください。

ランプ 原因 対応措置

緑色の点灯 良好な信号 特別な操作は必要ありません。

緑色の点滅 信号は良好であり、ECO モードが有効

になっています。

特別な操作は必要ありません。ECO モ
ードの詳細については、ECO mode
（ECO モード）32 ページ を参照してく

ださい。

青色の点滅 境界ループがチャージステーションに
接続されていません。

境界ワイヤーコネクターがチャージス
テーションに正しく取り付けられてい
るか点検してください。境界ワイヤー
を取り付ける方法 21 ページ を参照し

てください。

境界ループが破損しています。 どこが損傷しているか探してください。
純正のカプラーを使用して、ループの損
傷しているセクションを新品のループ
ワイヤーで接合して交換してください。

赤色の点滅 チャージステーションのアンテナが遮
断されています。

Husqvarna カスタマーサービスにお問

い合わせください。

赤色の点灯 回路基板の不具合、またはチャージステ
ーションに不適切な電源が接続されて
います。不具合は必ずサービス技術者
が修正してください。

Husqvarna カスタマーサービスにお問

い合わせください。
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6.5 症状

本製品が期待通りに作動しない場合は、下の症状ガイドに従ってください。

www.husqvarna.com には FAQ（よく尋ねられる質問集）があり、多くの一般的な質問に対する詳細な

回答が記載されています。不具合の原因が分からない場合は、Husqvarna カスタマーサービスにご連絡

ください。

症状 原因 対応措置

本製品がうまくド
ッキングしない。

チャージステーションから敷設された
ガードワイヤーの直線距離が不足して
います。

チャージステーションが次の指示に従
って設置されていることを確認してく
ださい。 ガイドワイヤーの設置場所に
ついて 19 ページ

ガイドワイヤーがチャージステーショ
ンの下にあるスロットに挿入されてい
ません。

ガイドワイヤーがチャージステーショ
ンの下に設置されていることを確認し
てください。ガイドワイヤーを取り付
ける方法 22 ページ を参照してくださ

い。

チャージステーションが水平な場所に
ありません。

チャージステーションを水平な表面に
設置してください。チャージステーシ
ョンの設置場所について 15 ページ を
参照してください。

本製品が指定して
いない時間に作動
する。

本製品の時計または日付が合っていま
せん。

時計または日付を設定します。日付と
時刻を設定するには 33 ページ を参照

してください。

芝刈りの開始時刻と終了時刻が正しく
ない。

スケジュール設定を変更してください。
スケジュールの設定 24 ページ を参照

してください。

本製品が振動す
る。

ブレードが損傷すると、カッティングシ
ステムのバランスが悪くなります。

ブレードとネジを点検し、必要に応じて
交換してください。ブレードの交換 41
ページ を参照してください。

同じ位置にあるブレードが多すぎると、
カッティングシステムのバランスが悪
くなります。

各ネジに対してブレードが 1 枚だけ取

り付けられていることを確認してくだ
さい。

異なるバージョン（厚さ）のブレードが
使用されています。

ブレードのバージョンが異なっていな
いかを調べてください。

走行するが、ブレ
ードディスクが回
転していない。

本製品がチャージステーションを探し
ているか、チャージステーションから
戻ってきています。

特別な操作は必要ありません。本製品
がチャージステーションを探している
ときは、ブレードディスクは回転しませ
ん。
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症状 原因 対応措置

1 回の充電で持続

する本製品の芝刈
り時間が通常より
も短い。

草などの異物がブレードディスクを妨
害しています。

ブレードディスクを取り外して清掃し
てください。シャーシおよびブレード
ディスク 40 ページ を参照してくださ

い。

バッテリーが消耗しています。 バッテリーを交換します。バッテリー
42 ページ を参照してください。

刃先が鈍っています。芝を刈る際はよ
り多くのエネルギーが必要となります。

ブレードを交換します。ブレードの交
換 41 ページ を参照してください。

芝刈時間と充電時
間が通常よりも短
い。

バッテリーが消耗しています。 バッテリーを交換します。バッテリー
42 ページ を参照してください。

本製品がチャージ
ステーションで数
時間停止してい
る。

本製品には、下のスタンバイ時間表のス
タンバイ期間が組み込まれています。

スケジュールおよびスタンバイ 38 ペ
ージ を参照してください。

特別な操作は必要ありません。

ハッチは閉じ ていますが、［START］ボ

タンが押されていません。

［STOP］ボタンを押して、ハッチを開

きます。PIN コードを入力し、［OK］ボ

タンを押して確定します。［START］ボ

タンを押して、ハッチを閉じます。

パーキングモードがオンになっていま
す。

動作モードを変更します。駐車動作モ
ード 37 ページ を参照してください。

バッテリーの温度が高すぎる、または低
すぎる場合は、本製品は動作できませ
ん。

チャージステーションの設置場所が日
光から保護されていることを確認して
ください。
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症状 原因 対応措置

芝刈りの結果が不
均一。

1 日あたりの本製品の作動時間が少な

すぎます。

芝刈り時間を長くします。Schedule
（スケジュール）24 ページ を参照して

ください。

作業エリアの形状によっては、本製品が
すべてのリモートエリアへの経路を見
つけられるように芝生範囲機能を使用
する必要があります。

本製品をリモートエリアに誘導してく
ださい。芝生範囲とシステマチック経
路刈り 27 ページ を参照してください。

［How often?（頻度？）］設定が作業エリ

アの形状と合っていません。

［How often?（頻度？）］に適切な値が設

定されているか確認します。

作業エリアが広すぎます。 作業エリアを限定するか、スケジュール
を延長してください。Schedule（スケ
ジュール）24 ページ を参照してくださ

い。

刃先が鈍っています。 すべてのブレードを交換します。 ブレ
ードの交換 41 ページ を参照してくだ

さい。

設定された刈高に対して芝が長すぎま
す。

刈高を上げてから徐々に下げます。

ブレードディスクまたはモーターシャ
フト周辺に草が蓄積しています。

ブレードディスクがスムーズに、容易に
回転することを確認してください。そ
うでない場合は、ブレードディスクのネ
ジを緩めて、草や異物を取り除いてくだ
さい。シャーシおよびブレードディス
ク 40 ページ を参照してください。

製品が誤衝突を検
知し、後方に移動
して、障害物がな
い場所で回転す
る。

深溝ホイールが取り付けられています
が、荒地キット設定が有効になっていま
せん。増えた重量に動作を対応させる
ため、特別な設定が必要です。

荒地キット設定を有効にします。地形
キット 35 ページ を参照してください。

6.6 ループワイヤーの損傷を発見

ループワイヤーの損傷は、通常ショベルを使用し
た庭仕事など、意図せずにワイヤーを物理的に損
傷するために起こります。また、霜柱の立つ国で
は、尖った石が地中で移動して、ワイヤーを損傷
することがあります。設置時にワイヤーを張り
過ぎた場合も、損傷することがあります。

設置直後に芝を短く刈り込み過ぎた場合も、ワイ
ヤーの絶縁体を損傷することがあります。絶縁
を損傷しても、数週間または数ヵ月後まで作業中
断が発生しないことがあります。これを防止す
るため、設置後の 初の数週間は必ず 大の刈高
を選択し、それから 2 週間ごとに一度に 1 段階ず

つ高さを下げて、希望の刈高に達するようにしま
す。

ループワイヤーの接合不良により、接合を行って
から数週間で作業が中断することがあります。
接合不良は、例えば、純正カプラーをプライヤー
で十分に圧着していない場合や、純正カプラーよ
り品質が劣るカプラーを使用した場合に発生す
ることがあります。他のトラブルシューティン
グを行う前に、まずすべての接合を点検してくだ
さい。

ワイヤーの損傷を見つけるには、非常に短いワイ
ヤーのセクションだけが残るまで、損傷がありそ
うなループの間隔を段階的に半分にしていきま
す。

ECO モードが有効な場合は、以下の方法は使用で

きません。 初に必ず ECO モードのスイッチを
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オフにしてください。ECO mode（ECO モード）
32 ページ を参照してください。

1. チャージステーションのインジケータラン
プが青色で点滅していることを確認します。
この場合、境界ループの破損を示していま
す。チャージステーションのインジケータ
ランプ 52 ページ を参照してください。

2. チャージステーションまでの境界ワイヤー
が正しく接続されており、損傷していないこ
とを確認します。チャージステーションの
インジケータランプがまだ青色に点滅して
いるか確認してください。

3. チャージステーションでガイドワイヤーと
境界ワイヤーの接続を切り替えます。

および の接続を切り替えて開始します。

インジケータランプが緑色に点灯する場合
は、境界ワイヤー上の とガイドワイヤーが境

界ワイヤーに接続されている地点の間（図の
黒い太線）のどこかで破損しています。

Guide

GUIDE

AL

障害を是正するには、境界ワイヤー、コネク
ター、およびカプラーが必要です。

a) 問題があると思われる境界ワイヤーが短

い場合、 も簡単な方法は と、ガイドワイヤ

ーと境界ワイヤー（太い黒い線）が接続する
地点との間にあるすべての境界ワイヤーを
交換することです。

b) 問題があると思われる境界ワイヤーが長

い場合（太い黒い線）、次の手順を実行しま
す。 と を元の位置に戻します。 の接続を外

します。新品のループワイヤーを に接続し

ます。この新品のループワイヤーのもう一
端を問題があると思われるワイヤーセクシ
ョンの中央に接続します。

AR

インジケータランプが緑色になったら、接続
を解除した端から新しいワイヤーを接続し
た地点の間（下の図の黒い太線）のどこかで
ワイヤーが破損しています。 この場合は、接

続解除した端に新しいワイヤーを近づけて
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（破損が疑われるワイヤーセクションのほぼ
中央まで）、インジケータランプが緑色にな
るか再度確認します。

緑色点灯と青色点滅が切り替わるワイヤー
のセクションが非常に短くなるまで、この作
業を続けます。以下の手順 5 の指示に従い

ます。

4. 上記の手順 3 でインジケータランプが青色

で点滅したままの場合：  と を元の位置に戻

します。次に と を切り替えます。インジケ

ータランプが緑色で点灯している場合、 の接

続を外して、新しい境界ワイヤーを に接続し

ます。この新品のワイヤーのもう一端を問
題があると思われるワイヤーセクションの
中央に接続します。 上記の 3a) および 3b)
と同じ手順に従います。

5. 破損を特定できたら、破損しているセクショ
ンを新品のワイヤーに交換します。常に純
正のカプラーをお使いください。
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7 搬送、保管、廃棄

7.1 搬送

同梱のリチウムイオンバッテリーは、危険物の規
制に関する規則に準拠しています。

• 該当するすべての国内規制に従ってくださ
い。

• 民間の運送業者による商用輸送においては、
梱包およびラベル付けに関して所定の要件
に従ってください。

7.2 保管

• 本製品を完全に充電します。バッテリーの
充電方法 39 ページ を参照してください。

• 本製品のスイッチをオフにします。本製品
のスイッチをオフにする方法 37 ページ を
参照してください。

• 製品を清掃します。製品の清掃 40 ページ
を参照してください。

• 本製品は、乾燥した霜の降りない場所に保管
してください。

• 保管中は、すべてのホイールを水平な場所に
置いたままにするか、またはウォールハンガ
ーを使用してください。

• チャージステーションを屋内に置いておく
場合は、チャージステーションから電源とす
べてのコネクターを取り外します。各コネ
クターワイヤーの端をコネクター保護ボッ
クスに入れます。

注記： チャージステーションを屋外に置いて

おく場合は、電源とコネクターを外さないで
ください。

• お使いの製品で利用可能なアクセサリーに
ついては、Husqvarna の営業担当者にお問い

合わせください。

7.3 廃棄

• 地域のリサイクル要件および適用される法
規に従ってください。

• バッテリーの取り外し方法については、バッ
テリーの取り外し方法 58 ページ を参照し

てください。

7.3.1 バッテリーの取り外し方法

注意： バッテリーは、製品を廃棄する

ときにのみ取り外してください。保証
シールを外すと、Husqvarna の保証は

適用されなくなります。

1. 上部カバーと製品本体を取り外します。参
照： シャーシおよびブレードディスク 40 ペ
ージ

2. 14 本のネジを Torx 20 で外します。

3. シャーシ上部の後端を持ち上げます。

4. メイン回路基板からケーブルを取り外しま
す。

5. シャーシの上部を取り外します。

6. バッテリーを固定しているネジを Torx 20
で外します。

7. クリップを押して外し、バッテリーホルダー
を持ち上げます。
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8. メイン回路基板からバッテリーケーブルを
取り外します。
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8 主要諸元

8.1 主要諸元

寸法 Automower® 305

長さ、cm／インチ 57/22.4

幅、cm／インチ 43/16.9

高さ、cm／インチ 25/9.8

質量、kg／ポンド 9.4/21

電気系統 Automower® 305

リチウムイオンバッテリー 18.5 V/2.1 Ah、品番 584 85 28-01、584 85 28-02

リチウムイオンバッテリー 18 V/2.0 Ah、品番 584 85 28-03、590 21 42-02、593 11
40-01、593 11 40-02

リチウムイオンバッテリー 18.25 V/2.0 Ah、品番 584 85 28-04, 590 21 42-03 

電源、V/28 V DC 100

低電圧ケーブル長、m／フィート 5/16

大使用時での平均エネルギー消費量 5 kWh／月（作業エリア：600 m2 / 0.15 エ
ーカー）

充電電流、A DC 1.3

電源装置のタイプ ADP-40EW、ADP-40BR、FW7312

平均芝刈り時間、分 60

平均充電時間、分 60

境界ワイヤーアンテナ Automower® 305

動作周波数帯、Hz 300～80000

大無線周波電力、mW @60m5 <25

5 無線装置が動作する周波数帯におけるアンテナへの 大有効出力電力です。
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環境中で音響パワーとして測定した騒音排出 6 Automower® 305

計測音響騒音レベル、dB（A） 58

保証音響騒音レベル、dB（A） 59

使用者の耳における音圧騒音レベル、dB（A） 7 47

芝刈り Automower® 305

カッティングシステム ピボット付きカッティングブレード（3 枚）

ブレードモーター回転数、r/min 2200

芝刈り中の消費電力、W +/- 20 % 25

刈高、cm／インチ 2～5/0.8～2.0

刈幅、cm／インチ 22/8.7

狭の通過可能経路、cm／インチ 60/24

作業エリアの 大角度、％ 40

境界ワイヤーの 大角度、％ 15

境界ワイヤーの 大長、m／フィート 800/2600

ガイドループの 大長、m／フィート 400/1300

作業能力、m2／エーカー、+/- 20% 600/0.15

IP 分類 Automower® 305

ロボット芝刈機 IPX5

チャージステーション IPX1

電源 IPX4

8.2 登録商標

Bluetooth® マークとロゴは、Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標です。当該マークの使用につい

て、Husqvarna は、ライセンスの許諾を受けています。

6 環境における騒音排出は、EC 指令 2000/14/EC およびニューサウスウェールズ法（環境保護運

用規則 2017、騒音制御）に準拠して音響パワー（Lwa）として測定。保証音響レベルには、個体

差および 1-3 dB（A）のテストコードの差異も含まれます。騒音排出データは、本機の銘板と主

要諸元の章に記載されています。
7 音圧騒音の不確実性 KpA、2～4 dB（A）
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9 保証

9.1 保証条件

Husqvarna® の保証対象は、購入日より 2 年間の

本製品の機能です。この保証は、材質または製造
上の不具合に関係する重大な不具合を対象とし
ます。保証期間内では、以下の条件を満たす場
合、弊社は製品を交換するか、無料で修理しま
す。

• 本製品とチャージステーションがこの取扱
説明書の指示に従った方法でのみ使用され
ている。この製造元の保証は、代理店／販売
店に対する保証の権利には影響しません。

• エンドユーザーまたは認証されていない第
三者は製品を修理してはなりません。

保証に含まれない故障の例：

• 高圧洗浄機を使用したり、大雨で水たまりが
できて水浸しになったりする場合など、浸水
による損傷。

• 雷による損傷。

• 不適切なバッテリー保管またはバッテリー
の取り扱いによって起こった損傷。

• Husqvarna の純正バッテリー以外のバッテ

リーを使用したことによる損傷。

• ブレードや設置材料などの Husqvarna 純正

の予備部品およびアクセサリーを使用しな
かったために発生した損傷。

• ループワイヤーの損傷。

• 製品または電源に対する不認可の変更また
は改造による損傷。

ブレードとホイールは消耗品と見なされ、保証対
象ではありません。

Husqvarna 製品にエラーが発生した場合、 寄り

の Husqvarna 販売店に連絡して指示を受けてく

ださい。 寄りの Husqvarna 販売店に連絡する

際は、領収書と本製品の製造番号を用意してくだ
さい。

62 - 保証 1462 - 002 - 10.03.2020



10 日本市場に適用

10.1 コンプライアンス要件

202-SME081（Automower™ Connect モジュー

ル）

202-SMG024（Bluetooth® モジュール）

Bluetooth モジュールはシャーシ上部の HMI ボー

ド（PCBA）にあります。これは認定されたサー

ビス技術者のみがアクセスできます。

本ロボット芝刈機に搭載された内部モジュール
は、日本の電波法に定められた規定に合致してい
ます。 本機は、日本の電波法に適合しています。

本機は改造できません。改造した場合、適合証明
が無効になります。

202-SME081R

202-SMG024R
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