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草刈機ツインプレ-ド
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SGC704R
SGC704RD
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700mm/平面.法面の同時刈｡ができる 

2両を同時に刈 凾驍ﾌで高能率o 

過酷な夏場の作業時間が短縮されます 
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国電藷董鶉額蟻酸畷彊蔀等時事 

側面刈部が-5｡～530の範

囲で自動的に追従してい
くので､様々な形のあぜに

対応できます｡

また､側面刈部は手元のレ

バーで引き起こすことが
できるので､障害物を避け

るときや機械をあぜから
引き上げるときの操作が
簡単です｡

.ー●●●●章.●●●一.●●●●.●●●●●●●●一 Hz". 

寡 朸�雇Oｨﾜx�B�最/冒 

ステアリング機構
を使えば､傾斜地や

草の繁茂が激しい
場所などでも直進
性を保ちやすくな
ります｡

潔 SCC604Rはオプション
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ツインブレード

SGc604R
最大5.7馬力/刈幅600mm

メーカー希望小売価格(税抜)

235,000円

SGc704R
最大5.7馬力/刈幅700mm

メーカー希望小売価格(税抜)

245,000円

SGC704RD
最大7.C馬力/刈幅700mm

メーカー希望小売価格(説抜)

267,000円
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使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に　　　上面刈高さは手元のレバーで､側面刈高さはハンドルで

集中配置｡作業状況に応じて簡単に調節できます｡　　　　　簡単に調節することができます｡
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●主要諸元
型式名 剳4t3c�E"�SGC704R �4t3s�E$B�

寸法:全長×全幅×全高(mm) 剴�sc��繝3�����C��1760×920×1040 

質量(め 剴s�ﾃ"�72,2 都"綯�

エンジン 佛韭��儻域ﾘ�ﾔФ�r�儻域ﾘ�ﾔФ�#��

総排気量(L)tcc) �0.169(169) �0,どll(211) 

最大出力/回転速度(kWtPSl/rpm) �4.2(5.7)/4000 �5.I(7.0)/4000 

使用燃料 剋ｩ動車用レギュラーガソリン(無鉛) 

タンク容量(L) �3.2 

始動方式 刄潟Rイル式 

走行部 �6�8�487Y_ｸ�����ﾎ9{ﾉ}hｾﾉ:��変速段数 剔O進3段/後進l段 

作業速度[m/sec] 剔O進高:0.78､中:0.61､億:0,39､後:0.40 

切断部 亂��霹����8ﾘ�ｸ5�8ｨ�ｸ�C(�(��)hy���

刈幅(mm) �600 都���

上面(mm) �3���

側面(mm) �3���400 

上面刈高(mm) �20-60(3段) 

側面刈高(mm) �18-53(4段階) ��bﾓS"オ&丶ｲ��

メーカー希望小売価格(税抜) 剴#3Rﾃ���冷�245,000円 �#crﾃ���冷�

※主要諸元･形態は改良のため予告なく変更することがあります｡
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飛散物による事故防止のために､作業時は長袖の作業着･長ズボンを着用し､保護メガネ､保護帽､滑り止めのついた
安全靴などの保護具を身につけてください｡

▲鷺蓋関する ��ﾈ+(諍w�,ﾈﾝｸ,ﾘ竧戯��k顋�/�.h*ﾘ*�<x-ﾘ,ﾂ�
うえ.正しくお使いくださいo 

●故障､事故を未然に防止する為に.使用前 
には点検を必ず行ってください○ 

※この仕様は､改良のため予告なく変更することがあります｡

㊤⑥小売価格(税抜)には､別途消費税がかかります｡

窒春斎藤農複製鯖節
●本社･工場

●北海道営業所

●大阪営業所

●九州営業所

〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地

TELO234(23)1511㈹　FAXO234(26)4161

〒079-0181北海道岩見沢市岡山町18番地
TELO126(24)5401㈹　FAXO126(24) 5402

〒590-0808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘中り1丁6番29号(敷物会館媚)

TELO72 (245) 0797㈹　FAXO72 (245) 081 8

〒861-8039　臆本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号

TEL096 (384) 6865㈹　FAXO96 (384) 6864

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ｡

2017.02. 3.000


