
コードレス電動剪定ハサミ
（バイパスブレード）

電動剪定ハサミ
（バイパスブレード）

ブレード重量︓0.5kg
開口直径︓1～30mm
モーター速度︓BLDC 22000回転/分  
作動時間︓2～4時間

バッテリー︓0.3kg
リチウムバッテリー︓16.8V  2.0Ah
充電器︓100-240V  50-60HZ
充電時間︓2時間

ブレード重量︓1.1kg
開口直径︓1-45mm
モーター速度︓BLDC 22000回転/分  
USBポート︓5V/1.0A

バッテリーセット︓1.6kg
リチウムバッテリー︓36V  5.2Ah
充電器︓100-240V  50-60HZ
充電時間︓2～3時間









お客様へ︓
弊社製電動剪定ハサミをご購入いただきありがとうございます。
当電動剪定ハサミを適切に操作しメンテナンス頂ければ、何年もご満足頂けます。 
工具を使用またはメンテナンスする際は、当取扱説明書をよく読んで頂き、
当取扱説 明書に記載されている説明と図示に従ってください。
当取扱説明書の注意と警告の項 には特に注意してください。 
もし説明に従わない場合に生じた損傷は保証の対象外となり、修理費用は製品のもし説明に従わない場合に生じた損傷は保証の対象外となり、修理費用は製品の
所有者様にご負担頂きます。

 1. 完全な携帯型電動剪定ハサミセット 
お客様に特別な要求がない場合、セットには以下の内容が含まれます︓ 
ブロー成形ボックス 1
剪定ハサミ 2 
取扱説明書 専用工具 7 
（専用工具の内容は、様々な型式の実際のニーズに応じて増減または調整されます） （専用工具の内容は、様々な型式の実際のニーズに応じて増減または調整されます） 
リチウム電池 3 
ケーブル付きの専用コントローラー 5 
充電器 4 
ハサミカバー 6 
専用グリースガン 9（オプション） 
予備ブレード 8（オプション） 

上記はパッケージの完全なセットであり、特別な要求またはオプションのデバイスがある場合、 上記はパッケージの完全なセットであり、特別な要求またはオプションのデバイスがある場合、 
お客様にそれらを購入するかどうかを決めて頂きます。 

注意事項︓
当剪定ハサミは、果樹、市営庭園、苗床、フラワーガーデン、公園、森林等の場合に使用し、
樹木、リンゴの木、ナツメの木、ブドウ等の剪定と維持に特に適しています。

剪定の効 率と品質を大幅に改善し、エネルギーを節約し、労働強度を減らすことができます。 
剪定 の効率と品質を大幅に向上させ、エネルギーを節約し、労働集約度を下げることができます。
所定の責任に加えて、弊社は、不適切な使用に起因する損害（非純正部品または 付属品の使用に
起因する損害を含む）について責任を負いません。 起因する損害を含む）について責任を負いません。 

安全対策︓
1. メンテナンスまたは交換操作を行う際は、スイッチがオフになっており、
　 バッテリーとコントローラーが切断されていることを確認してください。 
2. ハサミを自分で分解しないでください。保証を拒否させて頂きます。 
3. ハサミが指や手を切るのを防ぐため、使用中ハサミの刃に指で触れないでください。 
4. ハサミとバッテリーを湿気や腐食性のある環境に置かないでください。
　 また、強い光や電子レンジなどの高温または高圧の環境にバッテリーを置かないでください。 　 また、強い光や電子レンジなどの高温または高圧の環境にバッテリーを置かないでください。 



5. 電動剪定ハサミを使用しない場合は、コントローラーとバッテリー間の接続
　 ケーブルを抜いてください。バッテリーは別々に保管してください。 
6. 特に指定がない限り、大口径の木材やその他の材料を切断しないでください。 
7. 工具を子供の手の届かないところに置いてください。 
8.  ハサミは電源障害から保護されていますが、電源がまだオンで、
 　接続ケーブルがハサミと十分に接触していない場合、10回連続してビープ音を発し、
　 再接続の上、操作前に再起動させてください。　 再接続の上、操作前に再起動させてください。
9.  ハサミが開始状態にあるが作業がない場合、1分間操作しないと、安全上の理由で
 　アラ ームが鳴り、ビープ音が2回連続して鳴り、その後、ハサミは次のような
　 スタンバイ状態に なります ハサミトリガーをダブルクリックして再起動します。
　 操作中にハサミが操作を中断し た場合、スイッチがオフになっていない場合、
 　3分後にビープ音が2回鳴り、その後ハサミ がスタンバイモードに入ります。
　 開始するには、ハサミトリガーをダブルクリックします。 
10. バッテリーを充電するとき、充電器とバッテリーの両方が熱くなるので、10. バッテリーを充電するとき、充電器とバッテリーの両方が熱くなるので、
 　充電器とバッテリーの周囲に可燃性物質がないようにしてください。 
11. 充電器とバッテリーは子供の手の届かないところに置き、不燃性の環境に置いてください。
12. バッテリーの電力が25％未満で、赤色のライトが10回点滅する場合は、
　   電力が不十分で あり、充電する必要があることを示します。
　　長期保存が必要な場合は、完全に充 電してください。
　　長期保存が必要な場合は、完全に充電してください。
　　電力レベルは4つの緑色のライトで表示されます。1～2か月ごとにバッテリーを　　電力レベルは4つの緑色のライトで表示されます。1～2か月ごとにバッテリーを
　　充電することをお勧めします。バッテリーが完全に充電されると、充電器の
　　インジケーターライトが緑色に変わります。
13. 変形、異臭、煙などの異常を見つけた場合、ハサミには何も使用しないでください。
14. ペースメーカーのない人は、医師の証明書なしでは電動剪定ハサミを使用できません。

保護環境 
雨の中では使用しないでください。電動剪定ハサミとその内容物は壊れやすいので、
注意して使用してください。
電気剪定ハサミとその内容物はCEに準拠しています。 
電動ハサミ及び付属品は危険品に属しますので、お子様は近づけないでください。 

使用操作（図参考） 
剪定ハサミ、バッテリー、コントローラー、充電器、
バックパックなどを箱から取り出します。 
最初の使用では、バッテリーがいっぱいではありません。
最初にバッテリーを充電してください。手順は次の通りです。 
1. バッテリーを充電器に接続してください(13) 
2. 電源ケーブル12を使い充電器と電源を接続してください(14) 2. 電源ケーブル12を使い充電器と電源を接続してください(14) 
3. 充電器のインジケーターが赤に変われば、充電開始を示します(15) 
4. 充電器のインジケーターが緑に変われば、バッテリーが充電完了した事を示します(16) 
5. 充電器を電源から切断します 
6. 充電器からバッテリーを外します 
7. 接続ポートを上にして、バックパック模のバッテリーパックにバッテリーを入れ
　 ます(18) 
8. ハサミをコントローラーの長いケーブルに接続します(19)、8. ハサミをコントローラーの長いケーブルに接続します(19)、
 　ナットをロックします(20)、 身長に応じて、バッテリーパックに余分なコードを
　 挿入、ジッパーを引きます(21、22) 
9. バックパックを着用してください(17参照)、左手で使用するか右手で使用するかに
 　応じて、ハサミカバー(24)をベルトの左側または右側に置きます、
　 ショルダーベルト、ウ エストベルトを調整し、ベルトを締めます(27、26) 
10. 左手または右手を使用しているかどうかに応じて、コントローラーを左または
　　右に置きます(25) 　　右に置きます(25) 
11. ウエストベルトを締めます(28) 
12. 剪定ハサミの接続ケーブルは木の枝に絡まないように、固定してください(29)

技術仕様

剪定能力 　　　　　　　　切断された枝の種類によります 
剪定剪断入力電圧 　　　　36V 
モーター出力 　　　　　　500 W 
モーター速度 　　　　　　25,000 回転/ 分
リチウム電池容量　 　　　172.8 wh 
完全充電後実行時間 　　　枝の材料に応じて6～10時間 
充電器電源電圧 　　　　　100-240V，50-60Hz 充電器電源電圧 　　　　　100-240V，50-60Hz 
平均充電時間 　　　　　　3-4 時間 
電池重量 　　　　　　　　1.4kg

ハサミの使用  
1. 毎回使用前に、ハサミに油をさしてください(32)、
 　注意:ハサミの後にバッテリーを入れます
 



当社とその代理店は、以下の状況について責任を負いません︓  
1. 誤った修理、ユーザー様の経験不足あるいは異常な使用により生じた故障。 
2. ユーザーマニュアルによる検修及び検査の未実施。 
3. 元の部品または付属品を他のメーカーの部品または付属品と交換するか、
　 販売されている製品が変更または修正されている。 
4. 保証書、購入証明書、ユーザー情報データがなく、ボディコードなどの有効な
 　データがない製品。  　データがない製品。 
5. ハサミのブレードは摩耗している部品であり、保証の対象外です。
6. 保証書と購入証明書が製品モデルと一致していないか、本体コード(バーコード
　 または2次元コード)が不明確であるか、情報が変更されています。
 　ラベルには、 引き裂かれて再取り付けされた製品。 
7. ユーザー様は許可なく機器を開き修理し、改装し、破損品を修理する本社の
　 修理スポット出向かなかった。
8. 環境の不適切な使用または電源電圧の不整合、周囲温度、湿度などの条件が8. 環境の不適切な使用または電源電圧の不整合、周囲温度、湿度などの条件が
 　原因で、破損した製品。
9. 不可抗力の要因のため︓落雷、火災、洪水、交通事故などの抵抗できない要素に
　 よって損傷した製品。 
10. 特別販売または更新された旧モデルの市場処理モデルを備えたすべての製品は、
　　無料保証サービスの対象外です。 
11. 販売が1年経過した製品。 

ブレードのメンテナンス 
1. 剪定ハサミは工場を出る前に検査されますが、切断過程で枝が剪定または剥がれている
ことがわかった場合は、トリミングがスムーズになるまでハサミの上下のブレードを自分で
調整できます。そうしないと、通常の使用に影響を与え、モーターの負 荷が増加し、
モーターが瞬時に加熱され、モーターが燃焼することさえあります。 
2. ブレードの品質、ブレードの寿命、バッテリーの寿命を決定するため、ブレードを定期的に
研磨することは非常に重要です 研磨することは非常に重要です 
注︓研磨の頻度は、枝の硬度と直径 に依存します。研磨角度は34を参照ください。
3. 上部と下部のブレードがスナップで固定できなくなったら、ブレードを交換する必要があり
ます、開口部は45mmです（図35、36、37、38、39、40、41、42を 参照）。
30-35mmの開口部については、図の43、44、45、46、47、48、49、 50、51、52、53を
参照してください。 
4. 各トリミングの後、腐食を防ぐためにブレードを洗剤と潤滑剤で洗浄してください。 
5. 湿らせた布でツール本体を定期的に清掃してください。 5. 湿らせた布でツール本体を定期的に清掃してください。 
6. 防錆油をブレードに添加します。 

品質保証及び免責条項  
機械電子または電気的コンポーネントの故障が発生した場合、取扱説明書に従ってツールを
通常かつ合理的に使用および保守することを前提として、当社は出荷日から1年間 の保証を
エンドユーザー様に提供します。取扱説明書に従って発生する通常の部品の消耗は、保証の
対象外です。ブレードとダストカバーは消耗部品であり、保証の対象外です、
当社が明示的に認めている製造上の欠陥がない限り、ユーザー様は年に一度メンテナンスの
ために代理店に送ることをお勧めします。 ために代理店に送ることをお勧めします。 

2.スイッチ(11)がオンになると、ビープ音が1回鳴り、その後にビープ音が2回鳴り、
　電源がオンになり、剪定ハサミが正常に機能することを示します。
3.トリガーをすばやくダブルクリックすると、剪定ハサミが開き、稼働状態になります。
4.剪定ハサミには2つの動作モードがあります。1つは全開モード(31)、もう1つは半開
　モート(32)、トリガーを2秒間押し続けます(33)。ビープ音が1回鳴り、ハサミは半開します。
　このモードは、小径のトリミング作業に貴重な時間を節約します。全開モードに戻す場合は、
　トリガーを2秒間押し続けると、ビープ音が2回聞こえた後、トリガーをすばやく離します。　トリガーを2秒間押し続けると、ビープ音が2回聞こえた後、トリガーをすばやく離します。
　トリガーを4秒間押し続けると、ビープ音が3回聞こえ、スタンバイモードになります。
　トリガーをすばやくダブルクリックして再起動します。 
5.剪定ハサミの作業時間と耐用年数は、本質的に上下ブレードの正確かつ適切な調整依存
　します。ブレードの研磨、上下ブレードの調整、その他のメンテナンスなど、剪定ハサミの
　メンテナンスを常に実行する必要があります。 


