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警 告：製 品 をご 使 用 に なる前 に 、安 全 上 の 注 意と取 扱 指 示 をよくお 読 み に なりご 理 解ください 。
こ れ ら の 注 意 と 指 示 に 従 わ な か っ た 場 合 、感 電 、火 災 、重 大 な け が を ま ね く恐 れ が ありま す 。
今後の参考のため、
すべての注意事項および指示を保管しておいてください。

本取扱説明書は、英語で作成された取扱説明書の翻訳文を含んでおり、英語が母国語ではない人々を
補助するために提供されています。技術文書であるため、いくつかの用語が同様または同等の意味に翻
訳されていない可能性があります。
したがって、翻訳に頼らずに英語版を相互参照する必要があります。
翻訳された指示に頼ると、人員や所有物に被害の及ぶ可能性があります。
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シンボルとラベル

シンボルとラベル
これらのシンボルとラベルは、
チェンソー、バッテリーおよびチャージャーに表示されています。
シンボル

名称

説明

安全性注意シンボル

このシンボルの後には、危険や警告、注意事項を説明する文章が続きます。

指示を参照

取扱説明書に安全上および操作上の重要な情報が記載されています。
指示をよく読み、遵守してください。

保護メガネを着用

チェンソー操作時は保護メガネを着用してください。

聴力保護具を着用

チェンソー操作時は聴力保護具を着用してください。

手袋を着用

チェンソー操作時およびチェーンを取り扱う際は手袋を着用してください。

ヘルメットを着用

チェンソー操作時はヘルメットを着用してください。

長ズボンを着用

チェンソー操作時は長ズボンを着用してください。

靴を着用

チェンソー操作時は適切な爪先のあるワークブーツを着用してください。

騒音値

騒音値は100 dBです。

キックバック注意

キックバックは重大な人身傷害につながる恐れがあります。

バーノーズ接触

バーノーズの接触を避けてください。

チェーンキックバック角度

キックバック軽減チェーンを使用するように設計されています。

両手保持

チェンソーを両手で握ってください。

片手保持

チェンソーを片手で握らないでください。

はしご使用不可

チェンソー使用時は絶対にはしごの上に立たないでください。

焼却処分不可

火中に廃棄しないでください。

廃棄不可

家庭ゴミとして廃棄しないでください。認可されたリサイクル業者に
お持ちください。

屋内使用のみ

チャージャーは屋内での使用のみを目的としています。

使用温度

バッテリーパックは32°
F～104°
F（0℃～40℃）の温度範囲で
使用してください。

切削工具

切削工具です。バッテリーを取り外してチェンソーの動作を停止させる前に
チェーンに触れないでください。

バッテリーの取り外し

メンテナンスの前にバッテリーを取り外してください。

輸送前のバッテリーの
取り外し

保管、輸送または廃棄の前にチェンソーからバッテリーパックを
取り外してください。
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チェンソー用語集

チェンソー用語集
合わせフランジ：バースロットに収まるバーパッド上
の突起。
自動給油装置：ガイドバーとソーチェーンに自動的に
潤滑を行うシステム。
バーパッド：ガイドバーの適切な調整に役立つパワー
ヘッド上の取り付けパッド。
バースロット：合わせフランジと取り付けスタッドを合
わせるガイドバーの細長い楕円状の穴。

ガイドバーカバー：チェンソーを使用していない時に
ガイドバーとソーチェーンを保護するプラスチック
のカバー。
キックバック：後ろおよび／または上向きにガイドバー
が素早く跳ね返る現象。
ガイドバー先端ノーズ付近の
ソーチェーンが丸太や枝などの物体に接触したとき､
または切断面にソーチェーンが挟まったときに起こ
ります｡

第三者安全地帯：第三者、子供およびペットを近づ
けてはならない作業者の周囲20フィート
（6 m）の円。

低キックバックチェーン：米国安全基準ANSI B175.1
およびCSA Z62.3の低キックバック要件に準拠した
チェーン。

チェーンブレーキ：キックバックが生じた場合に手動ま
たは自動で起動する、
ソーチェーンを停止させるまた
はロックする装置。

取り付けスタッド：バースロットによって取り付けられ
る合わせフランジ上のねじ込み突起。

チェーンキャッチ：ソーチェーンが壊れた時または脱
線した時にソーチェーンを保持する装置。
チェーンゲージ：バーの溝に収まるソーチェーンドラ
イブリンクの厚さ。
チェーンピッチ：3個の連続したリベットの距離を2で
割った数値。
チェンソーパワーヘッド：ソーチェーンまたはガイド
バーを除いたチェンソーの本体。
チェーンテンションギア：回転時にソーチェーンの張
りを調節するガイドバーに取り付けられている歯車。
チェーンテンションリング：方向を変えるときにソーチ
ェーンの張りを調節するサイドカバーリリースノブ周
辺のリング。
ドライブリンク：ガイドバーの溝に収まるソーチェーン
のフィン型の部品。
ドライブスプロケット：ソーチェーンを駆動させる歯
付きの部品。
有効カット長：スパイクバンパーの底から中央位置に
セットされたテンショナーのあるガイドバー先端の外
縁までの近似距離。

ノッチングアンダーカット
（受け口）
：木を倒す方向を決
めるノッチングカット。
リアハンドル：右手で握るようにチェンソーの後部ま
たはその近くにあるサポートハンドル。
リアハンドガード：ソーチェーンが断裂または脱線し
た場合に作業者を保護するためのリアハンドルの右
下側にある構造的バリア。
キックバック軽減ガイドバー：キックバックを大幅に
軽減する効果が認められた、ANSI B175.1およびCSA
Z62.3に定める最大ノーズ半径を有するガイドバー。
ソーチェーン：木材の切断に使用されるカッターの
付いた環状チェーン。単に「チェーン」
と呼ぶこともあ
ります。
サイドカバー：チェーンテンションギアをカバーする、
ドライブスプロケットとサイドカバーリリースノブで
取り外される／取り付けられるパワーヘッド上のプラ
スチックのカバー。
スパイクバンパー：より簡単に切断をするために木ま
たは丸太に接触してピボットポイントとして作動する、
ソーの前に取り付ける装置。
「バッキングスパイク」
とし
ても知られています。

バックカット
（追い口）
：木の伐倒作業の最終段階。
ノッ
チングアンダーカットの反対側に切り込みを入れます。

トリガーロックアウト：トリガースイッチが手動で作動
されるまで、意図せぬ動きをしないようにロックする
可動ストップ機構。

フロントハンドル：左手で握るようにチェンソーの前部
またはその近くにあるサポートハンドル。

トリガースイッチ：チェンソーの電源をオン／オフす
る装置。

フロントハンドガード：チェンソーのフロントハンドルと
ガイドバーの間にある防壁で、チェーンブレーキ機構
を起動させる役割があります。

摩耗部品：使用中に摩耗し、
ユーザーが取り替え可能
なソーチェーンやガイドバー等の部品。

ガイドバー：ソーチェーンを取り付けるバーのこと。
ソーチェーンを支え、誘導する役割があります。単に
「バー」
と呼ぶこともあります。
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製品の各部名称

製品の各部名称
チェンソーの構造
ガイドバーカバー

パワーヘッド
フロントハンドル

バッテリーポート
POWERSHARP®レバー

バッテリー
パック

スパイクバンパー

バッテリー
リリース
レバー

サイドカバー
リリースノブ
チェーンテンション
リング

製品名プレート
砥石

チェーン方向
表示器

取り付けスタッド
チェーンテンションギア

駆動スプロケット

フロントハンドガード／チェーンブレーキ
サイドカバー
ソーチェーン
ガイドバー

サイドカバー
チェーンキャッチ
リアハンドル
オイルタンクキャップ
オイル点検窓

トリガーロックアウト

リアハンドガード

トリガースイッチ

注：含まれるアイテムのリストについては、
「開梱と組立」参照。
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安全規則

はじめに
このチェンソーは、単発的な軽作業向けに設計されています。大木の伐倒や切断といった用途には使用し
ないでください。また、このチェンソーは樹木管理業務には適していません。直径がチェンソーの有効刃
長15インチ（38㎝）より大きい木あるいは材木の切断には使用しないでください。

安全規則
一般的な電動工具の安全に対する警告
警告：製品をご使用になる前に、安全上の注意と取扱指示をよくお読みください。
これらの注意と指

示に従わなかった場合、感電、火災、重大なけがを招く恐れがあります。
今後の参考のため、すべての注意事項および指示を保管しておいてください。警告における用語

「電動工具」は、電源式（コード付き）電動工具または電池式（コードレス）電動工具を指しています。

作業場所での安全確保
• 作業場所はきれいに片付いた環境を保ち､照明を
明るくしてください｡整頓されていない作業台や暗
所は事故を招きます。
• 液体､気体または塵埃が存在するような爆発性の
空気中で電動工具を使用しないでください｡電動
工具は火花を発生させるため､塵埃またはガスを
着火させる恐れがあります。
• 電動工具操作中は子供や第三者が周囲に近づか
ないようにしてください。製品使用時に注意が散漫
になると操作を誤るおそれがあります。

電気の安全
• 電動工具のプラグはコンセントに適合していなけ
ればなりません。絶対にプラグを改造しないでくだ
さい。
アース
（接地）
された電動工具には､アタブタ
ープラグを使用しないでください｡改造されていな
いプラグとそのプラグに合ったコンセントを使用す
ることで感電の危険を低減できます。

• 電動工具を雨ざらしにしたり濡れた状態にしたりし
ないでください。電動工具に水が入り込んだ場合、
感電の危険性が増加します。
• コードを乱暴に取り扱わないでください｡絶対に
コードを持って電動工具を運んだり､引っ張ったり､
プラグを抜いたりしないでください。
またコードを
熱､油､先の尖ったものや可動部分に近付けないで
ください。傷んだコードやもつれたコードは､感電
の危険性を高めます。
• 電動工具を屋外で使用する場合､屋外使用に適
した延長コードを使用してください。屋外使用に
適した延長コードを使用することで､感電の危険
が低減します。
• 電動工具を湿った場所で使用する必要がある場
合､漏電遮断器で保護された電源を使用してくだ
さい｡漏電遮断器を使用することで､感電の危険
を低減します。

• パイプ、
ラジエーター､レンジ、冷蔵庫といった
アースまたは接地された表面に身体が触れないよ
うにしてください。身体が接触している場合､感電の
危険性が増加します。
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安全規則

人的安全
• 電動工具を使用する際は､絶対に油断をせず、常
識に従って､自分がやっていることに注意を払って
ください｡疲れていたり､麻薬､アルコールまたは薬
物の影響を受けている場合は､電動工具を使用し
ないでください。電動工具使用中の一瞬の不注意
が､重大な人身事故につながります。
• 安全用具を使用してください。常に保護メガネを着
用してください｡防塵マスク､安全靴､長ズボン、ヘ
ルメット､聴力保護具などの安全用具が人身事故
の防止に役立ちます。
• 不注意による開始を防いでください。電源およ
び／またはバッテリーパックへ接続する前、工具
を取り出す前または運ぶ前に、
スイッチがオフに
なっていることを確認してください。
スイッチに指
を置いて電動工具を運んだりスイッチがオンに
なっている電動工具に電圧を加えると事故を招
くことになります。
• 調節キーやレンチを外してから､電動工具の電源
を入れてください｡回転部分にレンチやキーを取り
付けたままにすると､けがをする恐れがあります。
• 無理な姿勢で作業せず
（図1）､安定した足場を確
保して身体のバランスをとってください｡こうする
ことにより､予期しない状況下でも電動工具をコ
ントロールしやすくなります。

図1
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• 作業に適した服を着用してください。
ダブダブの衣
服を着たり､宝石類を身につけたりしないでくださ
い。髪の毛､衣服､手袋を可動部分に近付けない
でください｡ダブダブの衣服や宝石類､長い髪の
毛は､可動部分に巻き込まれる恐れがあります。
• 集塵設備の接続用の機器が接続されていて適切
に使用されていることを確認してください。集塵
を行うことで、粉塵関連の危険を低減できます。

電動工具の使用と手入れ
• 電動工具の無理な使用は避け､用途に合った正し
い製品を使用してください｡電動工具を設計どおり
に正しく使用することで､より効率良く安全に作
業できます。
• スイッチを入れたり切ったりできない電動工具は
使用しないでください｡スイッチで制御できない
電動工具は危険であり､修理する必要があります。
• 電動工具の調整や付属部品を交換する場合､ま
たは工具を収納する際は､電源からコンセントを
抜くか、バッテリーを取り外してください｡このような
安全対策により､電動工具が偶発的に動き出すと
いった危険を防ぐことができます。
• 電動工具の使用を中断する場合は､子供の手の届
かないところに保管し､操作に不慣れな人や取扱説
明書に詳しくない人に操作させないでください｡電
動工具は不慣れなユーザーにとっては危険です。
• 電動工具のメンテナンスを行ってください｡電動工
具の作動に影響を与える可能性のある可動部分の
ずれや結合､部品の破損､その他の状態を点検しま
す。電動工具が損傷していたら､使用する前に修理
してください｡多くの事故は電動工具のメンテナン
スを十分に行わないために起こります。
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安全規則
• 切削工具は切れ味を鋭く､きれいに保ってください｡
刃先が鋭く手入れの行き届いた工具は､錆びて外
しづらくなることもなく､管理も容易です。

チェンソーの安全性

• 電動工具､付属部品､工具ビットは､それぞれの取
扱説明書に従い､作業条件と作業内容を考慮した
上でご使用ください｡本来の目的とは異なる操作
方法で電動工具を使用すると危険な状況に陥る
ことがあります。

バッテリーの使用と手入れ
• 製造業者が指定したチャージャーを使って充電
してください｡特定のバッテリーに適したチャー
ジャーを別のバッテリーの充電に使用すると､火
災が発生する恐れがあります。
• それぞれのチェンソーに指定されたバッテリーパ
ックを使用してください。他のバッテリーパックを
使用すると､けがや火災の危険を生じる場合があ
ります。
• バッテリーパックを使用しないときは､ペーパークリ
ップや硬貨､鍵､クギ､ネジ､小さな金属製品等がバ
ッテリーの両端子をつなぐことのないように離して
置いてください。バッテリーがショートすると、火傷
や火災の原因となります。
• バッテリーを乱用すると､バッテリーから液が漏れ
ることがあります。漏れた液体には触れないでくだ
さい。
万一液体に触れた場合は､水で洗浄してく
ださい｡目に入った場合は､医師の診断を受けて
ください。バッテリーから漏れた液体により発症
や火傷が生じることがあります。
• チェンソー､チャージャー､バッテリーパックを分解
したり､修理を試みたりしないでください。感電の
危険があります。

修理
• 電動工具の修理には同一の交換用部品のみを使
用し､資格のある技術者に修理を依頼してくださ
い｡こうすることで､電動工具の安全性を維持す
ることができます。
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• チェンソーの操作中は､身体をソーチェーンに近
付けないでください｡チェンソーを始動する前に､
ソーチェーンに接触しているものがないことを確
認してください｡チェンソーの操作時に油断する
と､衣服や身体がソーチェーンに巻き込まれる恐
れがあります。
• チェンソー使用時は､右手でリアハンドルを､左手
でフロントハンドルを握ります。けがのリスクが高
くなるため､絶対に逆の手でハンドルを握らない
でください｡注：ガイドバーが左側にあるように設
計されたチェンソーについては、
「右手」
と
「左手」
の箇所が逆になります。
• 保護メガネと聴力保護具を着用してください｡ま
た､頭や手足の安全用具の使用をお勧めします。
適切な保護衣を着用することで、飛んだ破片によ
るけがやソーチェーンとの偶発的接触を低減す
ることができます。
• 木に登った状態でチェンソーを使用しないでくださ
い｡木の上でチェンソーを操作すると､けがをする
恐れがあります。
• 適切な足場を確保して､安定した水平な場所に立
った状態でチェンソーを操作します。はしご等の
滑りやすい､または不安定な足場では､バランス
を崩したりチェンソーを制御できなくなる場合が
あります。
• ソーチェーンの目立ておよびメンテナンスは、製造
業者の指示に従ってください。
デプスゲージの高
さを下げるとキックバックの増加をもたらすこと
があります。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

安全規則
危険：動作しているソーチェーンとの接触は、重
大な人身傷害をもたらします。動作しているソー
チェーンから手と体を離してください。

注意：飛ぶ残屑との接触、またはソーチェーン
との偶発的接触が人身傷害をもたらすことがあり
ます。常に頭、耳、手、脚および足の保護具を着用
してください。

危険：使用中の電気配線との接触は、通電する
工具の金属部分の露出の原因となり重大な人身
傷害をもたらすことがあります。操作中は常に絶縁
されたハンドルでチェンソーを保持してください。

注意：この装置の操作前に20フィート（6m）
の第三者安全地帯を設置してください。第三者
安全地帯は、第三者、子供およびペットを近づけ
てはならない作業者周辺の20フィート（6m）の円
です（図3）。

警告：不適切に組み立てたチェンソーの使用
は、重大な人身傷害をもたらすことがあります。
本書の「開梱と組立」セクションに従って適切に組
み立てた後にのみこの工具を使用してください。
警告：チェンソー操作中の一瞬の不注意が重
大な人身傷害をもたらすことがあります。チェンソ
ーを始動する前に、注意散漫を最小限にし、身体
をソーチェーンから遠ざけ、チェーンがいかなる物
体にも接触していないことを確認してください。
警告：片手でチェンソーを操作すると、人身傷
害をもたらすことがあります。チェンソーを操作す
る時は両手を使用してください（図2参照）。
図2

図3

）

（6m
ート
20フィ

注意：張力がかかっている枝は「跳ね返る」こ
とがあり、作業者に接触したりチェンソーを制御
できなくしたりして 人身傷害をもたらすことがあ
ります。切断時に作業者やチェンソーを打つ可能
性のある張力がかかった木に対して常に注意して
ください。
注意：不適切なチェーンの張りや潤滑はキック
バックによる傷害の可能性を高めることがありま
す。本書の「ソーチェーンの張り」セクションの指
示に常に従ってください。
注意：濡れたまたは油で汚れたハンドルは工具
を制御不能にさせて人身傷害をもたらすことがあ
ります。ハンドルは常に乾燥状態で清潔で油やグ
リースの無い状態に保ってください。
注意：設計目的以外の用途にチェンソーを使
用すると、危険な状態をもたらすことがあります。
チェンソーは単独で木の小枝を切るように設計さ
れています。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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安全規則
注意：輸送中のソーチェーンとの偶発的接触を
防ぐため、常にブレードカバーに収め、手と指をト
リガー部分から遠ざけてください（図4）。
図4

• 張力がかかっている枝を切断する際は､枝が跳ね
返らないように注意してください。木の繊維の張力
が解放され､跳ね返った枝によってけがをしたり､
チェンソーを制御できなくなる場合があります。
• 低木や若木を切断する際は､特に注意してくださ
い｡細い木材がソーチェーンに引っかかり､作業
者の方へ跳ね返ったり､バランスを失う恐れがあ
ります。
• チェンソーを運搬する際は､スイッチを切った状態
でフロントハンドルを握り､身体から離して持ち運
びます。
また､チェンソーの運搬または保管にあた
っては､必ずガイドバーにカバーを掛けてくださ
い｡チェンソーを適切に取り扱うことで､作動中の
ソーチェーンに誤って接触する危険を低減でき
ます。

注意：長時間の電動工具の使用が、血管障害、
筋肉障害または神経障害（白蝋病、レイノー病等）
をもたらすことが報告されています。傷害の危険を
低減するために次の指示に従ってください。
–– 手袋を着用し、手と体を温かく保ってくだ
さい。
–– チェンソーを強く握り続けてください。但し、
強く押し付けないでください。チェンソーに
切断を任せてください。
–– チェーン、バーなどの切断システムを適切
にメンテナンスしてください。
–– 頻繁に休憩を取ってください。

通常使用時の振動は、切断する材料、切断システム
のメンテナンスおよび他の要因により本書の記載値
と異なることがあります。

• 潤滑方法およびチェーンの張り調整､付属部品の
交換に関する指示に従ってください。チェーンの
張り調整または潤滑が不適切な場合は､破損や
キックバックの危険性が高くなります。
• ハンドルは乾燥して汚れのない状態に保ち､オイ
ルや潤滑油が付着しないように注意します。
オイ
ルが付着したハンドルは滑りやすく､制御が困難
になります。
• チェンソーは木材の切断のみに使用してください｡
チェンソーを意図された用途以外に使用しないでく
ださい｡たとえば､プラスチックや石材､非木材建材
の切断にチェンソーを使用することはできません。
意図された用途以外にチェンソーを使用すると､
危険な状態を招く可能性があります。
• チェンソーを操作する時は両手を使用してくださ
い。
• 切断後、加工品、バーおよびチェーンが熱くなって
いることがあります。手袋を着用して火傷を避け
てください。
• 適切な補助器具を破損なく適切な強度でしっかり
と設置して使用してください。補助器具は使用目
的に沿って使用してください。
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安全規則

キックバックの原因と避け方

本製品に搭載のキックバック予防装置
危険：チェーンブレーキを改造したり､無効にし
たりしないでください｡

キックバックはガイドバーのノーズまたは先端がも
のに接触した際､またはソーチェーンが木に挟まれ
た際に発生します。
先端が障害物に接触すると反発力が生じ､作業者
に向かってガイドバーが上方向にはじかれる可能
性があります。
またガイドバー上部のソーチェーンが木に挟まれ
ると､作業者に向かってガイドバーが飛び跳ねて
きます。
これらの反応により､チェンソーのコントロールを
失い､重大な人身傷害につながる恐れがあります。
搭載された安全装置を過信せず、
チェンソー使用
者は事故やけがを防ぐために､必要な手段を講じ
てください｡
キックバックの原因は工具の不適切な使用および／
または誤った作業手順や状態にあり､以下のような
適切な予防策を取ることで回避することができます。

危険：OREGON ®の指定する交換用バーと
チェーンのみを使用してください。正しくない交換用
バーやチェーンはチェーンの破損やキックバックによ
る傷害の危険を高めることがあります。
チェーンブレーキ
本製品には､キックバック
（図5）発生時にモーター
とチェーンの動作を停止させるチェーンブレー
キが搭載されています。
キックバックによりチェン
ソーが後方に回転した際に､フロントハンドガード
を前に倒すとチェーンブレーキが作動します。
また､
急激なプッシュバックにより慣性力が生じた場合に
も作動します。

図5

• 親指と残りの指で八ンドルを包むように握り､両手
でしっかりとチェンソーを持ちます。
キックバックカ
に抵抗できるように身体と腕を構えてください。適
切な予防策を講じれば、キックバックカは作業者
により制御することができます。チェンソーを放さ
ないように注意してください。
• 腕を伸ばしきった状態や肩より高い位置では作業
しないでください｡正しい姿勢を取ることにより､先
端の意図せぬ接触を防ぎ､予期しない状況下でも
チェンソーをコントロールできるようになります。
• 製造業者により指定された交換用バーおよび
チェーン以外は使用しないでください｡不適切な交
換用バーおよびチェーンは､チェーンの破損やキッ
クバックの原因となる可能性があります。

チェーン
本製品に装備されたソーチェーンは､キックバック
を軽減するよう設計されており､チェンソーの代表
サンプルの試験で米国安全基準ANSI B175.1への
適合性が確認されています。交換用チェーンにつ
いては､本書の｢仕様とコンポーネント｣セクション
を参照してください｡

• 製造業者のソーチェーンの目立ておよびメンテナ
ンスに関する説明を参照してください｡デプスゲ
ージの高さが低下すると､キックバックの可能性
が高くなります。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

11

安全規則

ガイドバー
本製品には､ノーズの半径が小さな低キックバック
ガイドバーが搭載されています。
ノーズの半径が小
さいほど､ノーズの半径が大きい同サイズのバーよ
りもキックバックが起こる確率は低くなります。

図6
インジケータライト

バーを交換する場合、低キックバック性能を維持す
るために本書記載のバーのみを発注してください。

保管、輸送および廃棄

• バッテリーの寿命を最長にするため、年一回また
はLEDインジケータが1つだけ表示されている時に
バッテリーパックを充電してください。
F～86°
F（-20°
C～30°
C）の温度範囲で保管して
• -4°
ください。

チェンソーの保管
• チェンソーからバッテリーパックを取り外します。
• チェンソーを徹底的にきれいにします。
• ブレードカバーを設置します。
• 乾燥した場所に保管します。
• 子供やペットの手が届かない場所に保管してく
ださい。
• 使用していないチェンソーのバーから少量の油
が漏れ出ることがありますが､異常なことではあ
りません｡漏出を防止するためには､ブレードカ
バーを被せ､ガイドバーの下に吸収パッドを敷い
てください。

チャージャーの保管
• チャージャーからバッテリーパックを取り外します。
• チャージャーの電源を切ってください。
• 乾燥した場所に保管してください。
• 子供やペットの手が届かない場所に保管してく
ださい。
詳細については、
「メンテナンスと掃除」
セクション
を参照してください。
チェンソーの運搬
• チェンソーからバッテリーパックを取り外します。
• ブレードカバーを設置します。

バッテリーパックの保管

• 必要に応じて、漏出を低減するためにバーおよび
チェーンオイルを抜いてください。

9カ月以上の長い間バッテリーパックを保管する場
合は、次のガイドラインに従ってください。

• 作業者の背中に面するようにバーとチェーンの付
いたソーを運搬してください。

• チェンソーまたはチャージャーからバッテリーパ
ックを取り外します。

• 工具は輸送中に移動することがあります。工具をし
っかり固定し、落下したり人や所有物と接触したり
しないようにしてください。

• 涼しく乾燥した場所に保管してください。
• 子供やペットの手が届かない場所に保管してく
ださい。
• バッテリーの寿命を長引かせるため、完全に放電
した（インジケータライトが点灯していない）状態
（図6）では絶対にバッテリーパックを保管しな
いでください。
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バッテリーパックの運搬
リチウムイオンバッテリーを輸送する際は､該当
する地域の規制および国内規制を確認してくださ
い｡ラベルの貼付が義務付けられている場合があ
ります。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

安全規則
チェンソーとチャージャーの廃棄
OREGON®製品は､再利用･再使用可能な高品質な
材料とコンポーネントを使用して設計･製造されて
います。製品の寿命終了後､電気器具は家庭ゴミと
は分別して廃棄してください｡中古の電気製品およ
び電子製品の適切なリサイクルまたは廃棄に関す
る情報は､地域の廃棄物管理およびリサイクル機
関にお問い合わせください｡本製品は､地域のゴミ
収集／リサイクルセンターにて環境に配慮した適切
な方法で廃棄してください｡
バッテリーパックの廃棄
バッテリーパックは家庭ゴミとして廃棄したり焼却
処分しないでください。使用済みバッテリーパック
はリサイクルのため回収しております。
お買い上げの販売店または当社へご持参ください。

バッテリーの安全
警告：不適切にバッテリーを取り扱うと、有害
な化学薬品の漏出､過熱､発煙､破裂､炎､爆発､発
火が生じる可能性があります。次の安全規則に従
ってください。
注意：バッテリーパックを家庭ゴミとして廃棄
する､あるいは焼却廃棄することはできません｡リ
チウムイオンバッテリーパックは､地域の認可を
受けたリサイクル業者により処理されなければ
なりません。
重要：過度の熱にさらすと、性能および／または
寿命を喪失することがあります。暑い天候時の車
両の内部等の過度の熱にバッテリーパックをさら
さないでください。
• 充電不可のバッテリーパックを再充電しないで
ください。
• バッテリーパックを分解したり改造したりしない
でください。安全機能を損失することがあります。
• プラスおよびマイナス端子を金属物体と接続し
たりコインやネジ等の金属物体と一緒にバッテ
リーパックを保管したりしないでください。
ショー
トが生じて火傷を引き起こすような熱を発生する
ことがあります。
• バッテリーパックを焼却したり過度の熱にさらし
たりしないでください。
断熱材を溶かしたり安全
機能を損失することがあります。
F（80°
C）を超えるほどの温度で使用したり
• 176°
充電したり保管したりしないでください。オー
バーヒートして内部ショートを引き起こすことが
あります。
• びしょ濡れの状態にさらさないでください。安全
機能を損失し、非常に高い電流と電圧の充電が
生じ、異常な化学反応をもたらすことがあります。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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安全規則
• バッテリーパック用に明確に設計されたチャー
ジャーのみを使用し、
「チャージャーの安全」
セク
ションで述べた安全措置に従ってください。他の
チャージャーを使用すると、安全機能を損失し、非
常に高い電流と電圧の充電が生じ、異常な化学反
応をもたらすことがあります。
• OREGON ®ブランド以外のコードレスツールで
OREGON®ブランドのバッテリーパックを使用し
ないでください。
• バッテリーパックを叩いたり､穴を開けたり､投げ
たりしないでください｡損傷または変形したバッテ
リーパックは使用しないでください。
• 再充電に失敗した場合、再充電を試みないでく
ださい。
• 使用中、再充電中または保管中にバッテリーパッ
クが臭いを放ったり、発熱したり、変色したり、変
形したり、
あるいは何らかの異常がある場合、直
ちにチェンソーまたはチャージャーから取り外し
てください。
• バッテリーから漏れるいかなる液体も腐食性であ
り、
目と皮膚を損傷させる可能性があり、飲み込む
と毒性であることがあります。

チャージャーの安全
重要な安全上の注意
警告：感電の危険があります。屋外で使用する
場合、コンセントに接続された電源装置のあるカ
バーで覆われた全天候型の「クラスA」GFCI保護
レセプタクルにのみ設置してください。それがな
ければ、適切な設置について資格のある電気技
術者に連絡してください。電源装置およびコード
がレセプタクルカバーを完全に閉じることを妨げ
ないようにしてください。
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重要：この器具は、安全責任者による管理や指示
のない限り、物理的能力、感覚能力または精神的
能力が低下した人（子供を含む）による使用を対
象としていません。子供がこの器具で遊ばないよ
うに監視する必要があります。
重要：このチャージャーには付属の電源コードの
みを使用してください｡入力プラグと出力コンセ
ントが正しく合致することを確認してください｡
電気製品を使用する場合、次のものを含む基本的
な予防策を常に実施する必要があります。
• 使用前にすべての安全指示を読んで従ってくださ
い。製品上にあるか、
または製品とともに提供され
るすべての指示を読んで従ってください。
• これらの指示を保存してください。
• 延長コードを使用しないでください。
• 破損したまたはもつれたコードは感電の危険を高
めます。
コードを誤用しないでください。電動工具
の運搬、牽引またはプラグを抜くのにコードを絶対
に使用しないでください。熱、油、鋭い刃、可動部か
らコードを遠ざけてください。
• チャージャーを雨に濡らさないでください。室内専
用です。
• 水たまりから10フィート
（3m）
以内で使用しないで
ください。
• 浴室で使用しないでください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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開梱と組立
開梱
危険：重大な人身傷害を避けるために、適切
に組み立てられたガイドバー、ソーチェーンおよ
びサイドカバーなしにチェンソーを操作しないで
ください。
警告：部品が破損または欠品している場合は､
チェンソーを使用しないでください｡
箱の中身

フロントハンドガード位置の確認
チェンソーを取り出したら､フロントハンドガードの
位置を確認します。
チェーンブレーキがかかってい
る場合､チェンソーは作動しないでください。
フロ
ントハンドガードをフロントハンドル側に引いてか
ら､使用を開始してください（図7）
。

図7

ブレーキ位置の
フロントハンドガード
操作位置の
フロントハンドガード

チェンソーは、使用前に組立が必要です。次のアイ
テムがチェンソーと共に出荷されます。
• パワーヘッド
• ガイドバー
• ソーチェーン
• ブレードカバー
• チェーンテンションギア
• チェーンテンションOリング
• チェーンテンションねじ
• チェーンオイル
• チャージャーと電源コード
（備えている場合）
• バッテリー
（備えている場合）
箱からチェンソーを取り出した後、慎重に点検して、
出荷中の損傷がないことおよび部品の欠品がない
ことを確認してください。部品の損傷や欠品がある
場合は、
チェンソーを使用しないでください。交換
部品は、お買い上げの販売店でお求めください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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チェーンオイル用タンクの補充

給油装置の準備

重要：チェーンオイルは早期摩耗を防ぎます。オイ
ルが目視できない場合、絶対にチェンソーを操作
しないでください。頻繁にオイルレベルをチェック
し、必要に応じて補充してください。

警告：傷害の危険を低下させるために、絶対
にサイドカバーなしでチェンソーを稼働させない
でください。

ガイドバーおよびソーチェーンを適切に潤滑するに
は､チェーンオイルが必要です。
チェンソーは、稼働
中にバーとチェーンにオイルを堆積させ適切に潤滑
し続ける自動給油装置を備えています。最良の結果
を得るため､ OREGON®チェーンオイルを使用してく
ださい。
このオイルは､摩擦を低減し効率よく切断
できるように特別に開発されたものです。
チェーン
オイルではないオイルやその他の潤滑剤は絶対に
使用しないでください｡潤滑油装置が詰まり､バーや
チェーンの早期磨耗につながる可能性があります。
オイルキャップが上向きになるよう､硬い平面に
チェンソーを横向きに置きます
（図8）｡

注意：給油装置を準備する場合、ドライブス
プロケットから手、衣服および髪を遠ざけてくだ
さい。
1回目のチェーンオイル用タンクの補充の際、
また
はチェンソーを長期間使用せずに保管していた場
合、給油装置を準備してください。
• バッテリーを挿入します。
• 約2分間チェンソーを稼働させます。
• バッテリーを取り外します。
• 反時計回りにサイドカバーリリースノブを回転さ
せて、サイドカバーを取り外します。
• バーパッドのオイルを点検します
（図9）
。

図8

• キャップ領域の残屑を掃除します。
• キャップを取り外します。
• 慎重にチェーンオイルをタンクに注ぎ込みます。
• オイルがタンク内で目視できるまで注いだら、
キャップを元に戻します。
タンク内のオイルが目視できない場合、追加の
チェーンオイルが必要です。

16

図9

• バーパッドにオイルがない場合、サイドカバーを
元に戻して更に30秒間稼働させます。
チェンソーは
• オイルが穴から染み込み始めたら、
ガイドバーとソーチェーンの組立準備ができて
います。
タンク内のオイルが目視できない場合、追加の
チェーンオイルが必要です。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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ガイドバーとソーチェーンの組立

警告：バッテリーパックを挿入したバッテリー
駆動の工具は常にスイッチが入っており、偶発的
に始動することがあります。バーとチェーンを取
り付ける前にチェンソーからバッテリーパックを
取り外してください。

• 長方形の部分がガイドバーの縁の先にはみ出な
いように、
ガイドバーの側面にこちら向きにチェ
ーンテンションギアを置き、
ネジを挿入します。
• 取り付けスタッドがチェーンテンションギアの穴
を通して挿入された状態で、バースロットを合
わせフランジに合わせて、バーパッドにガイド
バーをセットします
（図12）
。
図12

バーパッド

合わせフランジ

手袋を着用してください。
• バッテリーを取り外します。
• サイドカバーリリースノブを反時計回りに回して
緩め、次にサイドカバーを取り外します。
• ソーの機能に重要なゴム製のOリングがあります。
ゴム製のOリングは、
テンショナーをバーにネジ止
めする前にテンショナー上のピン周辺の適所に取
り付けなければなりません
（図10）
。
図10

取り付けスタッド

• バーの上端に沿った歯の刃先がパワーヘッドから
前方を向くように、新しいソーチェーンをドライブ
スプロケットに巻き付けます
（図13）
。
図13

• チェーンテンションギアの後ろ側からネジを挿入
し、
チェーンテンションギアをガイドバーに取り付
けます
（図11）
。
図11

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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• バーの溝にチェーンを入れます。
チェーンからゆ
るみを取り除くために、
モーターを避けてバーを
滑らせるようにチェーンテンションギアを回転さ
せます
（図14）
。

ソーチェーンの張り

図14
警告：バッテリーパックを挿入したバッテリー駆
動の工具は常にスイッチが入っており、偶発的に始
動することがあります。延長シャフト、バーおよび
チェーンを取り付ける前に、チェンソーからバッテ
リーパックを取り外してください。
警告：ソーの張りが最大でもチェーンがまだ緩
い場合、チェーンを交換してください。
• チェーンキャッチが穴部に正しく取り付けられてい
るかを確認し､サイドカバーを再装着してサイドカ
バーリリースノブを軽く締めます
（図15）｡
図15

重要：チェーンが冷めている時にのみソーチェーン
を張ってください。熱いチェーンはガイドバーに接
触して損傷させることがあるので、チェーンが冷え
ている間に行ってください。
手袋を着用してください。
• バッテリーを取り外します。
• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めますが、
サイドカバーは取り外しません。
、チェーンテンシ
• ガイドバーのノーズを上げ（図16）
ョンリングを時計回りに回転させます。
図16
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• バーの下の最も低いカッターがバーのレールに
接触するまでチェーンテンションリングを締めま
す
（図17）
。
図17

誤

正

• 手袋をはめた手が（時間をかけて）バーの周りの
チェーンをスムーズに引くことができれば、
ソー
チェーン張りは正しくできています。チェーンは
バーのレールの下側に触れる必要があります
（図18）
。
図18

• サイドカバーリリースノブを締めます。
• 短時間使用した後､しばらく待ってチェーンの熱が
冷めてからバッテリーを取り外し、
テンションの張り
を再度確認します。使用開始後30分間はチェーンの
張りを注意深く監視し､またチェーンの寿命全体を
通じて定期的に張りを確認するようにします。
チェ
ーン／バーに触れてみて冷たいと感じるようにな
ったら､必要に応じて再調整を行います。
熱を持っ
た状態のチェーンは絶対に締めないでください｡
通常の使用を続けてもチェーンは伸張します。但し､
オイル不足やチェンソーの酷使､推奨されるメンテ
ナンス手順の不履行は伸張の加速につながります。
コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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使用方法
バッテリーパックとチャージャー
警告：雨の中でバッテリーパックを充電しない
でください。
バッテリーパック充電レベルLEDインジケータ
リチウムイオンバッテリーパックには､充電レベル
を示すLEDインジケータが装備されています。バッ
テリーパックの充電レベルを確認するには､バッ
テリーパック正面のインジケータボタンを押します
（図19）｡
点灯なし：充電が必要です。
縁のライトが1つ点灯：25%未満。使用前に
バッテリーパックを充電する必要があります。
緑のライトが2つ点灯：26～50%｡
緑のライトが3つ点灯：51～75%｡
緑のライトが4つ点灯：76～100%｡
図19

インジケータボタン
インジケータライト

チヤージャー付属のコードセットを使用してくださ
い｡また､初回使用時には､プラグとコンセントが合
致することを確認する必要があります。
チャージャー充電状態LEDインジケータ
バッテリーチヤージャーには充電状態を示すLEDイ
ンジケータが装備されており､充電の遅延や失敗の
原因となる状態についても確認できます
（図21）｡
注：バッテリーパックが挿入されていない状態で
は､ライトは点灯しません｡
赤のライトが点滅：なんらかの障害が存在し
ます。
これにはいくつかの原因が考えられます
ので､詳細は本書の｢トラブルシューティング｣
セクションを参照してください｡
赤のライトが点灯：バッテリーパックの
温度が許容範囲外にあります（32°
F/0℃
～104°
F/40℃）。充電を行うには､バッテ
リーパックの温度がこの許容範囲に収
まる必要があります。温度調整をする間､
バッテリーパックはチャージャーに装着した
まま放置しても構いません｡適切な温度に
到達すると自動的に充電が開始されます。
図21

チャージャーの接続
チャージャーに別途電源コードが含まれている場
合、
チャージャーコードをチャージャーに取り付け､
適切な電源コンセントに接続します
（図20）
。
図20
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緑のライトが点滅：充電中です｡
緑のライトが点灯：バッテリーパックを使
用できます。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

使用方法
バッテリーパックの充電

バッテリーパックの装着と取り外し

警告：充電に関する指示に従わなかった場合､
過剰な電圧または電流､充電中のコントロール喪
失､有害な化学薬品の漏出､発熱､破裂､火災の原
因となる恐れがあります。

取扱説明書で指定されたOREGON ®ブランドの
バッテリーパックのみを使用します。

チャージャーコードをチャージャーに取り付け､電
源コンセントに接続したら､バッテリーの溝とチャー
ジャーのレールを合わせて､バッテリーパックを
チャージャーにスライドさせます。完全に装着され
たことを確認してください（図22）｡

バッテリーの溝とバッテリーポート内のレールを合
わせます。バッテリーパックをチェンソーのバッテリ
ーポートに挿入し､カチッと音がして固定されるまで
押し込みます
（図23）｡
図23

図22

バッテリーパックを取り外す際は､リリースレバーを
引き上げ、パックを引き抜きます
（図24）｡
チャージャーのインジケータで充電状態を確認し
ます。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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一般的な操作

足場

危険：重大な人身傷害を避けるため、身を乗り出
しすぎたり、はしご、踏み台または完全に固定されて
いない高い位置に立ったりしないでください。絶対
に肩の高さより上で切断しないでください。

硬い地面で両足を開き､体重を均等にかけます。
（図26）
。
図26

警告：傷害の危険を低下させるために、常に
適切なブーツ、長いズボン、手袋、頭・耳・目の保
護具を着用してください。
運転温度
このチェンソーは、32°
F～104°
F（0°
C～40°
C）の温度
範囲で作動するように設計されています。
グリップ
常に両手で工具を握ってください。左手でフロン
トハンドルを､右手でリアハンドルを握ります（図
25）。
このとき親指が下を向くように､ハンドルの上
から指をかけます。
図25

親指がハンドルの下に
なるように握ります。

チェンソーの停止
トリガースイッチを解除して､チェンソーを停止さ
せます。
チェンソーの始動
警告：傷害の危険を低下させるために、トリガ
ーロックアウトにテープやワイヤを巻いたり束縛
することによってインターロックを無効化するこ
とは絶対にしないでください。
チェーンブレーキが連動していないことを確認し
ます。
フロントハンドルとリアハンドルをしっかりと握り
ます。
トリガーロックアウトを親指で押し続けます
（1）｡トリガースイッチを押し込むと､ソーが起動
します（2）
（図27）。
ソーが起動したら､トリガーロ
ックアウトを押し続ける必要はありません｡トリガ
ーが解除されるまで､無効なまま維持されます。
図27

（1）
トリガーロックアウト
（2）
トリガー
スイッチ
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チェーンブレーキのテスト
チェンソーを使用する前に､チェーンブレーキが機
能することを確認します。
ブレーキの動作をテスト
するには、
• 堅くて平坦な面にソーを置きます。
• 一時的にソーを始動します。
• 左手をフロントハンドルの上に保ち、左手首を回転
させ、
フロントハンドガードを前方へ動かし、手動
でチェーンブレーキを動かします
（図28）
。
図28

切断
警告：傷害の危険を低下させるために、適切
なブーツ、長いズボン、手袋、頭・耳・目の保護具
を着用してください。
警告：傷害の危険を低下させるために、常に
足場を確認し、モーター稼働中は両手で強くチェ
ンソーを保持してください。
警告：傷害の危険を低下させるために、作業
開始前に、複数の避難経路を前もって計画してく
ださい。
注意：この装置の操作前に20フィート（6m）の
第三者安全地帯を設置してください。第三者安全
地帯は、第三者、子供およびペットを近づけてはな
らない作業者周辺の20フィート
（6m）の円です（図
29）。伐倒作業は、木のサイズに従ってより大きな
安全地帯を必要とします。
「伐倒」セクションを参照
してください。
図29

）

（6m
ート
20フィ

• トリガースイッチをリリースします。
適切に機能するチェーンブレーキはすぐにモータ
ーとソーチェーンを止めます。
モーターとソーチェ
ーンがすぐに止まらない場合、認可修理店でチェ
ーンブレーキを点検してください。
• フロントハンドガードを運転位置に戻します。

重要：ソーの操作を容易にこなせるようになるま
で、木挽き台または架台で丸太を切る練習をして
ください。
最高の性能を引き出し、かつソーを安全に操作す
るために、次の指示に従ってください。
• 切断に関するすべての適用国内規則および地方
規則を遵守します。
• 頻繁に休憩を取り、傷害の危険を低下させます。
ソーチェーンが適切に張力をか
• 切断開始前に、
けられていてチェーンが鋭いことを確認します。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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ソーチェーンは木のみを切断するように作られてい
ます。他の材料の切断にチェンソーを使用しないで
ください。チェーンを土、石、釘、ホッチキスまたはワ
イヤと接触させないでください。
これらの材料は非
常に耳障りであり、非常に短い間にチェーンの保護
メッキを摩滅させます。
次の状況が生じた場合、
ソーチェーンの目立てを行
うか、
または交換してください。
• 切断に必要な圧力が著しく増加している。
または
• チェーンから出る木屑が非常に細かいか、
塵のようである。
鈍化したチェーンは切断に必要な力を増加させ、ギ
ザギザの切断をもたらし、
チェンソーの摩耗を増加
させ、
キックバックの危険を高めるので、鈍化した
チェーンで作業しないでください。鈍化したチェー
ンで無理矢理切断することは絶対に行わないでく
ださい。
• ソーをオフにした状態で木材の正面に立ち､チェ
ンソーの持ち方と姿勢が切断に適した状態であ
るか確認します。
トリガーロックアウトを押し続け
てハンドルを握るようにしてトリガースイッチを
押します。
チェーンが最速に達してから切断を開
始してください｡
• ガイドバーを木材に軽く押しつけるようにして切断
を開始します｡無理に圧力を加えず、
ソーの力だけ
で切断を進めるようにしてください｡
• 切断中は常に一定のスピードを保ち､切断の終了
地点の直前で圧力を緩めます。
• 常にバーの先端位置を確認し、他の物体との接触
を避けてください。

枝打ち
注意：落下する枝は地面に落ちた後に弾んだ
り、
「跳ね返る」ことがあるので、複数の避難経路
を設けるために地面に障害物がないようにしてお
くことが不可欠です。作業領域から障害物を除去し
ヘルメットを着用してください。
枝打ちとは、植物の調子を維持するために枯れた
枝や伸びすぎた枝を取り除くことです。
• 切断開始前に避難経路を計画し、障害物がないこ
とを確認してください。落下する枝を避ける方法を
常に確認してください。
• 第三者や助手が落下する枝から安全な距離にい
るようにしてください。第三者や助手は作業者の
真正面または真後ろに立たないでください。図28
を参照してください。
• しっかりした足場を維持し、両手でしっかりチェン
ソーを握ってください。
身を乗り出さないでくださ
い。高い枝に届くように木やはしごを登ることは絶
対に行わないでください。
• 危険な可能性のある枝は固定してください。
• 適切な補助装置を使用してください。
• 高い枝の前に低い枝から枝打ちしてください。
• 切断前にソーチェーンを全速力にしてください。
• 枝には軽い圧力をかけてください。
（図30）
については、
枝からの圧力を軽減
• 長い枝
するために最初に枝の先端を切断し
（1）
、次に幹
近くを枝打ちします
（2）
。
図30

• 切断時にソーが突然止まった場合、切断面から
ソーを取り出し、次に被加工物に対する圧力を低
くして切断を再開してください。
（1）
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（2）
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使用方法
• 上端から片切りを行う場合、厚い枝（直径4インチ
（10cm）以上）は、チェーンを裂いたり鋏んだり
することがあります。裂いたり鋏んだりすること
を避けるには、最初に枝の底面の浅いリリーフ
カットを行い（1）
、次にボトムカットに合うように枝
の上端（2）から最後まで枝を切断します
（図31）
。
図31

伐倒
注意：木は伐倒後に転がったり下の方に滑っ
ていったりしやすいです。切断開始前に避難経路
を計画し明確にしておいてください。避難経路は
予想落下線の後方に斜めに伸びる必要がありま
す（図33）。
図33

（2）

避難経路
オプション
避難

伐倒方向

（1）

45°
避難

伐倒とは木を切り倒すことです。
• 枝の大部分を取り除いた後、幹近くで平滑な切断
を行います
（図32）
。
図32

• 伐倒開始前に、木が落下する方向を判断するた
めに、木の自然な傾き、大きい枝の位置および風
向きを考慮してください。
• 伐倒を行う木から土、石、剥がれた樹皮、釘、および
ワイヤ等の金属類を取り除いてください。
• 2名以上の作業者で玉切り作業と伐倒作業を行う
場合､伐倒作業と玉切り作業の間に少なくとも伐
倒する木の高さの2倍の距離を取ってください。
または電線に接触する､家屋
• 人を危険にさらす、
を損傷するような方法で木を伐倒しないでくださ
い｡木が電線に接触した場合、直ちに電力会社に
通知してください。
ソー前部の金属ス
• 木の上でソーを支えるために、
パイクを使用してください。大きい直径の木を切
る場合、木に金属スパイクバンパーをセットし、安
定性を増すための力点として使用してください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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使用方法
ノッチングアンダーカット
（受け口）
• 最初に、伐倒の方向に対し直角になるよう木の直
径の1/3の深さまで刻み目を入れます｡まず下側に
水平方向のノッチングカットを入れること
（1）
で､2
つ目のカット
（2）
を入れる際にソーチェーンやガイ
ドバーが挟まれるのを防ぐことができます（図34）
。
バックカット
（追い口）
図34

ノッチングアンダーカット

伐倒方向

• 木が倒れ始めたら切断部からチェンソーを引き抜
き､モーターを停止してチェンソーを地面に置い
て､予め決めておいた避難経路に従い避難します。
• 頭上に落下してくる大きな枝や足場に注意してく
ださい｡
枝払い

（2）
受け口
（1）

• 次に、水平のノッチングアンダーカット位置から少
なくとも50mm（2インチ）上の位置に､ノッチングカ
ットと平行になるようにバックカットを入れます
（図35）
。
図35

• 木が目的の方向に倒れない､あるいは木が後ろ
側に傾いてソーチェーンが挟まってしまった場合
は､バックカットを中断して木製､プラスチック製
またはアルミニウム製のくさびを打ち込んで切断
部を開き､本来の伐倒方向に沿って木を倒します。

バックカット
（追い口）

バックカット
（追い口）
2 IN
(50 MM)

受け口

枝払いは､伐倒した木から枝を除去する作業です。
• 木を地面に固定しておくため下側にある大きな枝
は切らずに残します｡
• 小さな枝を1回の切断で切り落とします。

2インチ
（50MM）
伐倒方向

注意：張力がかかっている枝は「跳ね返る」こ
とがあり、作業者に接触したりチェンソーを制御
できなくしたりして人身傷害をもたらすことがあ
ります。切断時に作業者やチェンソーを打つ可能
性のある張力がかかった木に対して常に注意して
ください。

ヒンジ

• この際､木がヒンジの役目を果たすのに十分な厚
みを残してバックカットを入れてください｡この厚
みを残すことで木が誤った方向に捻れたり倒れた
りするのを防ぐことができるため､バックカットが
ヒンジ部に到達しないよう注意が必要です。

• 張力下にある枝は下側から上向きに切断するこ
とで､チェンソーが挟まれるのを防ぐことができ
ます
（図36）
。
図36

枝払い

枝を切断

常に地面から離れた位置で作業する丸太の
切断に備え固定用の枝を残す

• バックカットがヒンジ部に近づくにつれて､木が
倒れ始めます。
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玉切り
注意：張力のかかった玉切りはキックバックの
可能性を高めます。玉切り時に丸太を支えるために
次の方法のいずれかを用いてください。
玉切りは､丸太を目的の長さに切り揃える作業です。
足場がしっかりと固定されており､両方の足に均等
に体重がかかった状態で作業することが重要です。
可能であれば､木を持ち上げて枝や丸太､輪止めな
どで固定します。

• 丸太の両端が固定されている場合は､上側から1/3
の深さまでオーバーバックを行います。続いて下
側から2/3の深さまでアンダーバックを行うと､最
初の切断箇所に到達します
（図39）
。
図39

玉切り

まずアンダーバックカット
（直径の1/3）を
入れることで粉砕を防ぐ

• 丸太の全長が固定されている場合は､上側から切
断します
（オーバーバック）
（図37）
。
次にアンダーバックカットをオーバーバックカ
ットに到達するまで（直径の2/3）入れる

図37
丸太の全長が固定されている
上から切断（オーバーバック）
地面を切断しないよう注意する

• 斜面で伐倒を行う場合は､必ず丸太の高い斜面側
に立つようにしてください（図40）
。
図40

斜面での玉切り
丸太が転がることがあるため
切断時は斜面の上方に立つ

• 丸太の一方の端が固定されている場合は､下側か
ら直径の1/3の深さまで切断します
（アンダーバッ
ク）｡その後､上部から最初の切断箇所に到達する
までオーバーバックを行います
（図38）
。
図38

丸太の一端が固定されている
次にオーバーバックカットをアンダーバッ
クカットに到達するまで（直径の2/3）入れ
ることでソーが挟まれるのを防ぐ

• 正確なコントロールを維持したまま切断を行う
には､切断が終了部に近づいたら､チェンソーの
ハンドル部を握る力は緩めずに切断圧力のみを
緩めます。
まずアンダーバックカット
（直径の1/3）を入
れることで粉砕を防ぐ

• チェーンが地面に触れないよう注意してください｡
• 切断が終了しても､ソーチェーンが停止するまで
チェンソーを動かさないでください｡
• 次の木へ移動するときはその度にモーターを停
止してください｡

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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使用方法

POWERSHARP®による目立て
警告：ガソリンやアセチレン等の極めて引火性の
高い物質が露出している場合、POWERSHARP®を使
用してはなりません。

・ソー を 最 速 に 設 定し､ P o w e r S h a r p ® のレ
バーを3～5秒間軽く持ち上げます（図41）
。
カッタ
ーが砥石に接触すると火花が飛びます。
図41

注意：POWERSHARP®による目立てでは低エ
ネルギーの火花が生じます。
注意：POWERSHARP®は､
POWERSHARP®チェーン専用の目立てシステムで
す。チェーンや目立てシステムが損傷するため､絶
対にこのシステムで他のチェーンの目立てを行わ
ないでください｡
POWERSHARP®について
このチェンソーは､簡単かつスピーディなチェーン
の目立てを実現するPowerSharp®目立てシステム
を搭載しています。切断に必要以上の時間がかか
るようになってきた､または木屑が小さく
（極端な
場合はおがくずのように）なってきたら、
ソーチェー
ンの目立てが必要です。
チェーンの目立て
重要：POWERSHARP®チェ一ンは独自のトップシ
ャープニングカッターを採用しているため､純正
のPOWERSHARP®以外のシステムで目立てするこ
とはできません｡

• チェーンが十分に目立てされたかを判断するた
め､テストカットを行ってください｡目立てが不十
分である場合は､切れ味が十分に回復するまで目
立て手順を繰り返します。
重要：目立て時にはカを加えすぎないでください｡
砥石の性能が低下する可能性があります。
重要：目立て中はカッターが砥石に接触し､摩擦
によりチェーンが熱されるため､少量の火花や煙
が発生することがありますが､これは異常ではあ
りません｡
砥石の交換時期
砥石は､チェーンと同じ速度で摩耗するよう設計さ
れています。外観からは継続使用が可能と思われる
場合でも､チェーンの交換時には必ず砥石もあわせ
て交換してください。本書の「摩耗したソーと砥石の
交換｣セクションを参照してください｡
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メンテナンスと清掃

メンテナンスと清掃
• サイドカバー：サイドカバーには亀裂やその他の
損傷があってはなりません｡反りがなく､ソー本体
にぴったりと収まっている必要があります。チェーン
キャッチにも亀裂がないか確認してください｡
警告：破損した部品または摩耗した部品が特
定できない、または交換を行わない場合、重大な
人身傷害を引き起こす場合があります。定期的に
チェンソーを点検してください。定期検査は適切
なメンテナンスへの第一歩です。次のガイドライ
ンに従って、安全と安心を最大限にしてください。
破損した部品または摩耗した部品は直ちに交換し
てください。
警告：バッテリーパックを挿入したバッテリー
ツールは常にスイッチが入っており、偶発的に始
動することがあります。点検前、清掃前またはメ
ンテナンスの前に、チェンソーからバッテリー
パックを取り外してください。
注意：チェンソーを清掃する場合、水やその他
の液体に浸さないでください。

点検
各使用前およびチェンソーを落とした場合、次の部
品を点検してください。
• ハンドル：フロントおよびリアハンドルは亀裂や
その他の損傷､汚れがなく､乾いた状態である必
要があります。
• フロントハンドガード：フロントハンドガードは
損傷がなく､容易に前後に動かすことのできる状
態でなくてはなりません｡フロントハンドガード
を動かすと､チェーンブレーキが作動しなくては
なりません｡
• ガイドバー：ガイドバーには湾曲や欠損､亀裂､過
度の摩耗があってはなりません｡
• ソーチェーン：ソーチェーンには適切な張りが必
要です。部品に亀裂や欠損､過度の磨耗があって
はなりません｡「ソーチェーンの張り」セクション
および「PowerSharp®の目立て」セクションを参照
してください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

• バッテリーパック：バッテリーパックは汚れがなく
乾いた状態に保つようにし､穴や衝撃跡､その他の
損傷があってはなりません｡接触部分は汚れや残
屑がなく乾いた状態でなければなりません。
• バッテリーポート：バッテリーポートと端子は清潔
かつ乾いた状態に保つようにし､残屑が付着して
いてはなりません。
• チェーンブレーキ：正常に機能するか確認するた
め､チェーンブレーキのテストを行ってください｡
「一般的操作」における
「チェーンブレーキのテス
ト」
セクションを参照してください。
• オイルレベル：使用前にオイルタンクを満タンに
してください。
「バーおよびチェーン用オイルタン
クの補充」セクションを参照してください。
• 自動給油装置：チェンソーがガイドバーとソーチ
ェーンがない状態で稼働している場合、少量の
オイルがバーパッドの穴から染み込む必要があ
ります。
「給油装置の準備」
セクションを参照して
ください。
また吸
• モーターカバー：カバーに亀裂がないか、
気弁に残屑がないか確認してください。
定期的に次の部品を点検してください。
• ドライブスプロケット：深い溝や破損した歯、バリ
がないか確認してください。
• チェーンテンションギア：亀裂、切り屑、ねじの緩
み、歪みまたはその他の損傷がないかギアを点
検してください。
• サイドカバー下のバー取り付けエリア：取り付けス
タッドに歪曲や潰れ､クロススレッドがなく、
また
バーパッドや位置調整用フランジに残屑の付着
や損傷がないか確認します。
• チャージャー：チャージャーは穴やその他の損傷
がなく､汚れがなく乾いた状態である必要があり
ます。
また､バッテリートレイと端子に残屑が付着
していてはなりません。
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ソーチェーンの張り
重要：チェーンが冷めている時にのみソーチェーン
を張ってください。熱いチェーンはガイドバーに接
触して損傷させることがあるので、チェーンが冷め
ている間に行ってください。
チェンソーのスイッチがオフで冷めている時に
チェーンがバーの下側に触れない場合、張力をか
ける必要があります。
本書の「開梱と組立」
セクションの「ソーチェーンの
張り」に記載したようにチェーンに張力をかけます。

摩耗したソーと砥石の交換
注 意：POWERSHARP ® ソーチェーンと砥
石は同 時に交 換してください｡これを怠ると､
チェーンおよび／または砥石の性能低下や損傷に
つながる場合があります。
注 意：P O W E R S H A R P ® 目立てシステム
は､POWERSHARP ® 以外のチェーンにはお使
い いただ けません ｡P O W E R S H A R P ® 以 外 の
ソーチェーンを使用する際は､砥石を取り外してく
ださい。これを怠ると､ソーチェーンおよび／または
目立てシステム､チェンソーの損傷につながる可能
性があります。
ソーチェーンに亀裂ができた場合または歯が折れ
た場合、適切な張力を保持できない、
または単に
目立てができない状態になれば交換しなければ
なりません。

手袋を着用してください。
• バッテリーを取り外します。
• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めます
（サイドカバーは取り外しません）
。
• 可能な限りチェーンテンションリングを緩めます
（反時計回りに回します）
。
• サイドカバーリリースノブを緩め、サイドカバー
を取り外します。
• ソーチェーンを取り外します。
• 砥石を固定している2つのねじを取り外します
（図42）。
図42

• 砥石を取り外します。
• PowerSharp®レバーとその周囲に残屑が付着して
いないか確認してください｡
• 新しい砥石をレバーに置き、ねじを元に戻します。
• ガイドバーとソーチェーンを元に戻します。本書の
「ガイドバーとソーチェーンの組立」
セクションを
参照してください。
セクションの「ソーチェーン
• 本書の「開梱と組立」
の張り」に記載したようにチェーンに張力をかけ
ます。
重要：使用前に適切にソーチェーンに張力をか
けなければなりません。本書の「開梱と組立」セ
クションの「ソーチェーンの張り」を参照してくだ
さい。
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ガイドバーのメンテナンス
警告：摩耗したガイドバーのレール（特に
チェーンがバーに触れる溝のレール）は非常に尖
っていることがあります。適切な手の保護具を使
用してください。
注意：ガイドバーは切断後に熱くなる場合があ
ります。手袋を着用して火傷を避けてください。
バーの摩耗を均等にし、バーの寿命を最長にする
ために、時折バーを反転してください。
手袋を着用してください。
• バッテリーを取り外します。
• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めます
（サイドカバーは取り外しません）
。
• 可能な限りチェーンテンションリングを緩めます
（反時計回りに回します）
。
• サイドカバーリリースノブを緩め、サイドカバー
を取り外します。
• バーとチェーンを取り外し、損傷や摩耗がないか
点検します。
• チェーンテンションギアの裏側からねじを取り外
し、
ガイドバーからチェーンテンションギアを取り
外します
（図43）
。
図43

• ガイドバーとソーチェーンを元に戻します。本書の
「ガイドバーとソーチェーンの組立」
セクションを
参照してください。
セクションの「ソーチェーン
• 本書の「開梱と組立」
の張り」に記載したようにチェーンに張力をかけ
ます。

摩耗したガイドバーの交換
警告：摩耗したガイドバーのレール（特に
チェーンがバーに触れる溝のレール）は非常に尖
っていることがあります。適切な手の保護具を使
用してください。
ガイドバーに亀裂が入った場合またはレールが過
剰に摩耗している場合、特にソーチェーンがバーに
触れるレールでは、
ガイドバーを交換しなければな
りません。
また、
ノーズスプロケットが摩耗した場
合、歯が欠けている場合、
またはスムーズに回転し
ていない場合、バーを交換しなければなりません。
手袋を着用してください。
• バッテリーを取り外します。
• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めます
（サイドカバーは取り外しません）
。
• 可能な限りチェーンテンションリングを緩めます
（反時計回りに回します）
。
• サイドカバーリリースノブを緩め、サイドカバー
を取り外します。
• バーとチェーンを取り外します。

• バーを反転させます
（図44）
。
図44

• 「ガイドバーのメンテナンス」に記載したように、
チェーンテンションリングの裏側からねじを取り外
し、
ガイドバーからチェーンテンションギアを取り
外します。
• チェーンテンションギアを新しいガイドバーに置
き、ねじを元に戻します。
• ガイドバーとソーチェーンを元に戻します。本書の
「ガイドバーとソーチェーンの組立」
セクションを
参照してください。
セクションの「ソーチェーン
• 本書の「開梱と組立」
の張り」に記載したようにチェーンに張力をかけ
ます。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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メンテナンスと清掃

摩耗したチェーンテンションギアの交換

ドライブスプロケットの交換

チェーンテンションギアが適切な張力でバーや
チェーンを保持しない場合、
または破損している場
合、交換してください。

ソーチェーンを2回交換するごとに、
またはスプロ
ケットが破損している場合、
ドライブスプロケット
を交換してください。

手袋を着用してください。

手袋と目の保護具を着用してください。

• バッテリーを取り外します。

• バッテリーを取り外します。

• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めます
（サイドカバーは取り外しません）
。

• サイドカバーリリースノブをわずかに緩めます
（サイドカバーは取り外しません）
。

• 可能な限りチェーンテンションリングを緩めます
（反時計回りに回します）
。

• 可能な限りチェーンテンションリングを緩めます
（反時計回りに回します）
。

• サイドカバーリリースノブを緩め、サイドカバー
を取り外します。

• サイドカバーリリースノブを緩め、サイドカバー
を取り外します。

• バーとチェーンを取り外します。

• バーとチェーンを取り外します。

• チェーンテンションギアの裏側からねじを取り外
し、
ガイドバーからチェーンテンションギアを取
り外します。

• 小さいマイナスドライバーを使用してeクリップを
こじ開けて取り外し、次にワッシャーとドライブスプ
ロケットを取り外します
（図45）
。

• ガイドバーの側面にこちら向きに新しいチェーン
テンションギアを置き、ねじを元に戻します。

図45

• ガイドバーとソーチェーンを元に戻します。本書の
「ガイドバーとソーチェーンの組立」
セクションを
参照してください。
セクションの「ソーチェーン
• 本書の「開梱と組立」
の張り」に記載したようにチェーンに張力をかけ
ます。

• 新しいドライブスプロケットとワッシャーを挿入し、
新しいeクリップを取り付けます
（図46）
。
図46
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メンテナンスと清掃
• ガイドバーとソーチェーンを元に戻します。本書の
「ガイドバーとソーチェーンの組立」
セクションを
参照してください。
セクションの「ソーチェーン
• 本書の「開梱と組立」
の張り」に記載したようにチェーンに張力をかけ
ます。

清掃
警告：傷害の危険を低下させるために、清掃前
にバッテリーパックを取り外してください。
注意：チェンソーのパワーヘッドを清掃する
際は､水やその他の液体に浸さないでください。
手袋と目の保護具を着用してください。
• バッテリーパックを取り外します｡
• バッテリーポートから木片やその他の破片を取り
除き､端子が清潔で乾いた状態であることを確認
してください。
• 使用後にはチェーンとガイドバーから破片を取り
除き､低刺激性の洗剤で湿らせた清潔な布でパワ
ーヘッドを拭きます。刺激の強い洗浄剤や溶剤は
使用しないでください。
• ソーチェーンを交換する場合はバーの溝から木
片やおがくず、
泥などをきれいに取り除いてくだ
さい｡
• チェーンテンションギアには木の切り屑やその他
の残屑がないようにしてください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300

バッテリーパック
重要：バッテリーパックの内部にはユーザーの手
で整備可能な部品はありません。分解しないで
ください。
リチウムイオンバッテリーの動作寿命は有限です。
1回の充電当たりの切断時間が著しく減少した場
合、バッテリーパックの動作寿命が尽きようとして
いるので、交換する必要があります。
• 接触部分を含むバッテリーパックがきれいで乾
燥しているか、破裂や衝撃やその他の破損の兆
候がないか確認してください。壊れているバッテ
リーは、火災をもたらしたり有害化学物質を放出
したりすることがあります。
• 汚れた接触部分は柔らかい乾いた布で清掃しま
す。汚れやオイルは電気的接続不良を引き起こし
て電源喪失をもたらすことがあります。

チャージャー
• チャージャーの電気プラグを抜きます。
• 汚れた接触部分は柔らかい乾いた布で清掃しま
す。

追加メンテナンス情報
ソーチェーン、ガイドバーおよびドライブスプ
ロケットのメンテナンスに関する情報につい
ては、OREGON ®メンテナンス・安全マニュアル
（http://www.oregonchain.jp/safety/index.
php?page=manual）
を閲覧してください。
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トラブルシューティング

トラブルシューティング
この表を用いて、チェンソーに関する問題の可能な解決策を参照してください。これらの提案が問題を解
決しない場合は、
「保証とサービス」を参照してください。
症状

モーターが
動かない、
または
動きが途切れる

モーターは動くが､
チェーンが
回転しない

チェーンブレーキが
作動しない

チェンソーで
適切な切断が
できない

34

考えられる原因

推奨される対処

チェーンブレーキが
かかっている

使用を開始する前に､ハンドガードが最も後方の位置に
ある
（チェーンブレーキが解放されている）かどうかを確
認します。ハンドガードの正しい位置については､本書の
｢チェンソーの起動｣セクションを参照してください｡

バッテリーの充電が
不足している

充電を行います。本書の「バッテリーパックの充電｣セク
ションを参照してください。

トリガーロックアウトが
押されていない

トリガーロックアウトは押し下げられた状態である必要
があります。本書の「チェンソーの起動｣セクションを参照
してください｡

バッテリーパックが
完全に挿入されていない

乾いた清潔な布または非導電性のブラシでバッテリー
ポートと端子に付着した残屑を清掃します。

サイドカバーに残屑が
付着している

バッテリーパック､サイドカバーの順に取り外し､付着した
残屑を清掃します。

バッテリーパックが冷たい

バッテリーパックの温度が最低動作温度32°
F（0°
C）
を上
回るまで待ちます。

チェーンが
ドライブスプロケットに
かみ合っていない

チェーンを付け直し､チェーン上のドライブリンクがスプロ
ケットに完全に装着されているかを確認します。装着方法
については本書の「メンテナンスと清掃｣セクションを参照
してください。

ガイドバーノーズのスプロ
ケットが回転していない

ガイドバーを交換してください。本書の「摩耗したガイド
バーの交換」セクションを参照してください。

残屑がハンドガードの
動きを妨げている

外部チェーンブレーキ構造から残屑を取り除きます。
お買い上げの販売店に直ちに連絡してください｡

チェーンブレーキ不良の
可能性

警告：チェーンブレーキが機能していない状態で
チェンソーを使用すると､重大な人身障害につながる可能
性があります。

チェーンの張りが
不足している

本書の「張り調整手順」セクションを参照してください｡

チェーンが鈍化している

本書の「PowerSharp®による目立て」セクションを参照し
てください｡

チェーンが逆向きに
装着されている

本書の｢ガイドバーとチェーンの組立｣セクションを参照
してください｡

チェーンが摩耗している

チェーンと砥石を両方交換します。
この2点は同じ速度で
摩耗するよう設計されています。

チェーンが乾燥または
過度に伸張している

オイルレベルを確認し､必要に応じてオイルタンクにオイ
ルを補充します。本書の「バーおよびチェーン用オイルタ
ンクの補充」セクションを参照してください。
オイルシステ
ムに詰まりがないか確認してください｡バーには少量のオ
イルが供給されている必要があります。

チェーンがバーの溝に
はまっていない

本書の｢ガイドバーとチェーンの組立｣セクションを参照
してください｡
コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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症状

トリガーを
引いた時に一定の
警報が鳴る

バッテリーパックを
充電できない

1回の充電で使用で
きる時間が少ない

チャージャーの状態
インジケータが
オレンジ色に
点滅している

考えられる原因
乱用によりモーターが
オーバーヒートしている
チェーンブレーキが
かかっている

推奨される対処
ソーをクールダウンさせてから切断を再開してください。
開始前に、ハンドガードが最も後方の位置にあること
（チェーンブレーキがかかっていないこと）を確認してく
ださい。正しいハンドガードの位置については、本書の
「ソーの始動」セクションを参照してください。

バッテリーパックの高温／
低温保護機能が有効にな
っている

この機能は､チェンソーを連続して使用した場合､あるい
は高外気温にさらした場合に有効化されます。充電前に
バッテリーパックが許容温度に達していることを確認して
ください。本書の「バッテリーパックとチャージャー」セク
ションを参照してください。

バッテリーパックまたは
チャージャーの端子が
汚れている､あるいは
損傷している

バッテリーパックとチャージャーの端子を点検し､必要に
応じて本書の指示に従って清掃します。バッテリーパック
をチャージャーに再び挿入したら､完全に装着されたか
どうかを確認してください｡

バッテリーパックの寿命が
迫っている

バッテリーには寿命があります。2年以上使用した､また
はこれまで充電を頻繁に繰り返したバッテリーパックで
あれば､交換時期が迫っていることが考えられます。交換
を行う場合は､チェンソー専用のバッテリー以外は使用し
ないでください｡

チャージャーに欠陥がある

お買い上げの販売店で機能を点検してください｡

チェーンが鈍化している

本書の「PowerSharp®による目立て」セクションを参照し
てください｡

チェーンが摩耗している

チェーンを交換してください。本書の｢摩耗したチェーンと
砥石の交換｣セクションを参照してください。

チェーンが乾燥している

オイルレベルを確認します。必要に応じてオイルタンクを
補充します。本書の｢バーおよびチェーン用オイルタンク
の補充｣セクションを参照してください｡

チェーンに過剰な張力が
かかっている

本書の「ソーチェーンの張り」セクションを参照してくだ
さい。

正しい切断技術を用いて
いない

本書の「切断」セクションのガイドラインに従ってください。

サイドカバーに残屑が
付着している

バッテリーパック､サイドカバーの順に取り外し､付着した
残屑を清掃します。

バッテリーパックが
フル充電されていない

再充電してください。本書の「バッテリーパックとチャー
ジャー」セクションを参照してください。

チャージャーのショート､
過電流､過電圧､バッテ
リーパックの開回路､
充電／事前充電の
タイムアウトエラーの
いずれかが考えられます。

1. チャージャーのコードがチャージャーと電気プラグの両
方に接続されていることを確認してください。
2. チャージャーが正しい電圧を受けていることを確認し
てください。
3. このチャージャー用に設計された別のバッテリーパッ
クの充電を試みてください。
それでも問題が解決しない場合は､お買い上げの販売店
で機能を点検してください。

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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仕様とコンポーネント

仕様とコンポーネント
警告：このガイドで指定したもの以外の交換部品を使用すると、傷害の危険が高まります。本書に記
載したもの以外のカッティングアタッチメントは絶対に使用しないでください。
交換用部品

品番
14インチ（35 cm）

ガイドバー
ソーチェーンおよび
砥石、POWERSHARP®
代替用ソーチェーン

140SDEA041

16インチ（40 cm）

160SDEA041

14インチ（35 cm）52ドライブリンク

560507

16インチ（40 cm）56ドライブリンク

560510

14インチ（35 cm）52ドライブリンク

91PX052E

16インチ（40 cm）56ドライブリンク

91PX056E

バッテリーパック、モデル B600E

577654

バッテリーパック、モデル B400E

545938

バッテリーパック、モデル B500S

545937

コード付きチャージャー、モデル C600

540580

コード付きチャージャー、モデルC750

577652

チャージャー、モデル C750
入力

100-240V～ 50-60Hz 260W

入力（米国とカナダのみ）

120V～ 60Hz 260W

出力

41V

電源コード

品番：585071

4.6A

バッテリーパック
種類

リチウムイオン

使用温度

32°
F～104°
F（0°
C～40°
C）

モデル

公称容量

公称電圧

C750充電時間（概算）

B600E

4.00Ah/144Wh

+36 VDC

60分

B400E

2.40Ah/89Wh

+37 VDC

30分

B500S

1.25Ah/47Wh

+37 VDC

30分

チェンソー
オイル容量

4.1オンス（120 ml）

チェーンオイル

Oregon®ブランド ＊日本では取り扱いがございません。

乾燥重量（B400E装着時）

12.9ポンド（5.9 kg）

乾燥重量（バッテリー、バー、
チェーン未装着時）

8.3ポンド（3.8 kg）

騒音値

100 dB（K = 2.5 dB）

振動

0.794 m/s2（フロントハンドル）1.891 m/s2（リアハンドル）

ガイドバー最大長

16インチ（40 cm）

チェーンピッチ

3/8インチ ロープロファイル - 91

チェーンゲージ

0.050インチ（1.3 mm）

スプロケット歯数

6

無負荷時のチェーン速度

毎秒46.6フィート
（14.2 m/s）
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保証とサービス

保証とサービス
保証

サービスおよびサポート情報

登録されたすべてのOregon ®コードレスツール
およびチャージャーはご購入日から3年間、登録
されたすべてのOregon ®コードレスバッテリー
パックはご購入日から2年間保証いたします。同製
品を商用目的でご使用の場合は2年間保証いたし
ます。
この限定保証は、Oregon®コードレスツール
システム製品に適用されます。保証期間中に材料
や製造上の欠陥が見つかった場合､ Blount社は当
社の判断により､第１次の購入者のみ無償で製品ま
たは部品を交換･修理させていただきます。ただし､
本保証により交換を行う場合､返却送料および交換
手数料はお客様の負担となります。

サポートのご依頼や技術的なご質問、部品の修理･
交換、製品の登録に関するお問い合わせは、当社に
ご連絡ください｡
安全のため､チェンソーの部品を交換する際は､メー
カー指定の純正品のみをご利用ください。

領収書原本を保管してください。
本説明書とファイルに、当初のお買い上げの領
収書原本を添付してください。保証サービスに
ついては、お買い上げの販売店まで商品と領収
書をお持ちください。もしくは、弊社までご連
絡ください。

当社連絡先

コードレスツールシステム チェンソー モデル CS300
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