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Thank you for purchasing this Baroness product.
This manual describes how to handle this product and make adjustments.
Please be sure to carefully read and fully understand the owner’s manual and this manual before
use.
This machine was shipped after a thorough inspection. However, the performance of the machine is
greatly affected by handling and daily maintenance, such as inspection and adjustments before and
after operation. Please handle this machine properly and perform necessary inspection and
adjustments before and after operation in order for the product to fulfill its original function and
ensure safe operation.
For operation and inspection, refer to the owner’s manual. For necessary parts, refer to the parts
catalogue.
KYOEISHA Co., Ltd.
この度はバロネス製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
このマニュアルは、正しい取扱方法と調整方法を記載しております。
機械をご使用になる前に必ず取扱説明書、及び本書を読み、内容を十分理解してからご使用ください。
尚、工場出荷時には十分な検査を重ねた上で出荷しておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、
取扱方法や作業前後の点検、調整等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、
安全な作業をして頂きますようお願いいたします。
操作、点検については取扱説明書、必要部品についてはパーツカタログをご参照ください。
株式会社 共栄社

The information described in this manual is subject to change without prior notice for improvement.
When replacing parts, be sure to use genuine Baroness parts or parts designated by Kyoeisha. Note
that the Baroness product warranty may not apply to defects caused by the use of parts from other
companies.

本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
部品交換を行う場合は、必ず BARONESS 純正部品または弊社指定部品を使用してください。純正部品以外
の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

This symbol is accompanied by the word "Danger," "Warning," or "Caution." All labels with this symbol
describe important safety precautions, so please read such labels carefully and only operate the machine
after you have understood them completely. Failure to adequately follow these safety precautions may cause
an accident.

This symbol indicates that serious injury or death will occur if the warning is ignored.

This symbol indicates that serious injury or death may occur if the warning is ignored.

This symbol indicates that injury or damage to property may occur if the warning is ignored.

このマークは「危険」「警告」「注意」に関する項目を意味します。いずれも安全確保のための重要事項が記
載してありますので、注意してお読み頂き、十分理解してから作業を行ってください。これらを遵守されない
場合、事故につながる恐れがあります。

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しています。

その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのある、または物的損傷の発生が予測されるものを示して
います。

When installing, removing, and adjusting optional equipment and attachments, observe the
following safety instructions to ensure safe operation.

オプション、アタッチメントの取付け、取外し、及び調整をするときは、以下の安全指示に従い、安全作業を
行ってください。

1.

Before installation, removal, adjustments, etc., park the machine on a level surface. Set the parking brake,
stop the engine, and remove the key. Ensure that all the parts have come to a complete stop.

2.

Keep your hands and feet away from moving parts. Avoid performing work with the engine running. Keep
other people away from the machine during work.

3.

If necessary, use appropriate chain blocks, hoists, or a jack. If the machine is lifted up, ensure that it is
supported by jack stands or appropriate blocks.

4.

When replacing parts or installing accessory parts, use genuine BARONESS parts.

5.

Never start the engine in a closed room. Doing so could cause carbon monoxide poisoning.

1.

取付け、取外し、及び調整等の作業前には、機械を平らな場所に移動させてください。駐車ブレーキを掛
け、エンジンを止め、キーを抜き取ってください。取付け、取外し、及び調整等の作業前には、必ず各部の
動きが完全に停止したことを確認してから作業を行ってください。

2.

可動部には手足を近づけないように注意してください。エンジンを駆動させたままで調整を行うことは可能
な限り避けてください。周囲に人を近づけないでください。

3.

必要に応じ、適切なチェーンブロックやホイスト、及びジャッキを使用してください。持ち上げている機械は、
ジャッキスタンドや適切なブロックを使用し、確実に支えてください。

4.

交換部品やアクセサリは BARONESS 純正部品を使用してください。

5.

閉めきった場所では一酸化炭素による中毒の危険性がありますので、絶対にエンジンを始動させないでく
ださい。

Installing Optional Equipment for the LM315GC
LM315GC オプション取付要領

DETHATCHING BRUSH KIT
サッチングブラシキット GC

Intended use: Lifting sideways grass and removal of thatch and dew.
用途；グリーン表面の芝生の目立てと、ゴミの除去、朝露の除去をします。

Check that all parts are included. The following parts are included in the package.
Should any part be missing or damaged, please contact the dealer you purchased it from.
梱包部品を確認してください。内容は、以下通りです。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

DETHATCHING BRUSH KIT GC
サッチングブラシキット GC
LM315GC3402Z0
METAL COMP, VERTICAL

WASHER, C5191P 1-15-28
1C5191P 座金 1528

FULCRUM
1

バーチカル支点メタル Comp

2

防塵カバー
3

K5051015280

K5300000293

Qty:1

Qty:2

Qty:1

BOLT COMP, ADJUSTING

BOLT SET, ROUND HEAD

ADJUSTER

VERTICAL
4

COVER, DUST PROOF

バーチカル調節ボルト Comp
Qty:2

調節受け金

SQUARE ROOT M8
5

8 角根丸頭ボルトセット
Qty:2

6
K6090000502
Qty:2
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WASHER, SPCC 1-13-22

RING, RETAINING E M10

PIN, STEPPED FOR FIXING (R)

1SPCC 座金 1322

ストップリング E10

CASE

7

10

13

8

9

右ケース止めボルト

K5011013222

K0400010002

K6083000143

Qty:2

Qty:2

Qty:1

SPRING, COMPRESSION

WASHER, C5191P 2-8.5-22

O-RING, G45

M1.6-13.7-20

2C5191P 座金 8.522

O リング G45

1.6 圧縮バネ 13.720

11

12

K1000000309

K5090000250

K0882045000

Qty:1

Qty:1

Qty:1

BOLT, FLAT HEAD WITH

DETHATCHING BRUSH Assy

WASHER, C5191P 0.3-10-14

HEX. HOLE M8-20

サッチングブラシ Assy

0.3C5191P 座金 1014

8 六角穴付皿ボルト 20

14

15

K0053080202

LM315GC3403Z0

K5050310140

Qty:1

Qty:1

Qty:20
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16

PLATE, RETAINING

BRACKET COMP, ROLLER (L)

BRACKET COMP, ROLLER (R)

HOUSING

ローラーブラケット左 Comp

ローラーブラケット右 Comp

ハウジング押え板

17

18

LM315GC8403Z2

19

Qty:1

Qty:1

Qty:1

BOLT, MOUNTING MOWER

BOLT, MOUNTING MOWER

GREASE NIPPLE, A TYPE

(L)

(R)

グリスニップル

モア取付ボルト左

20

モア取付ボルト右

21

LM315GA1835Z0

LM315GA1836Z0

K1440000010

Qty:1

Qty:1

Qty:2
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Tightening torque
締付トルク
Appropriate tightening torque [General bolts Strength class: 4.8
Required tightening torque

Nominal diameter

必要な締付トルク

呼び径

適正締付トルク【一般ボルト

強度区分 4.8】

N-m

kgf-cm

lb-in

○

M6

7~9

71.38~91.77

61.96~79.66

○

M8

14~19

142.76~193.74

123.91~168.17

○

M10

29~38

295.71~387.49

256.68~336.34

―

M12

52~67

530.24~683.20

450.25~593.02

When tightening bolts, refer to the above table. We will not be held responsible for any damage resulting from improper or
excessive tightening, etc.

締め付けトルク一覧を参照してください。異常な締め付け、オーバートルクでの締め付け等で生じた不具合については、
弊社では責任を負いかねます。
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Installing the GROOMER KIT
グルーマキット取付手順
Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明
Remove the mower unit from this machine.
Lift up the front and rear rollers.
本機からモアユニットを取り外してください。

1

モアユニットの前後ローラーを上にして置いてくださ
い。
The illustration shows the side of the reel shaft cover (A).
Using a hex key (D), remove the hollow set screw M6 (C) of

E

C

B

D

the bracket (B) securing the slotted roller.
Remove the connecting pin 16-19 (E).
Remove the washer (F) at the same time.

2

F

図はリール軸カバー側(A)です。
溝付ローラーを固定しているブラケット(B)の 6 ホーロ
ーセット(C)を、六角レンチ(D)で取り外してしてくださ

A

い。
16 継ギピン 19(E)を取り外してください。
同時に座金(F)が外れます。

A

Holding the slotted roller (A), remove the round-head
square-root bolt M8-30 (B), then the slotted roller together

B

with the roller bracket.
3

溝付ローラー(A)を持ち、8 角根丸頭ボルト 30(B)を取り
外して、ローラーブラケットと共に溝付ローラーを取り
外してください。

D

Using a hex key (C), loosen the hollow set screw M6 (B),
and then remove the roller bracket (D) from the slotted roller
(A).

4

六角レンチ(C)で 6 ホーローセット(B)を緩め、溝付ロー

C

B

A

ラー(A)から、ローラーブラケット(D)を取り外してくだ
さい。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明
Install the washer (C) onto the roller shaft.
Align the stopper bolt (D) side of the roller bracket Comp
(L) (17) with the flat side (B) of the roller shaft when

C

installing it onto the roller shaft.

D

Tighten the stopper bolt, and then secure it with the locknut
(E).

5

座金(C)をローラー軸に取り付けてください。

B

ローラーブラケット左 Comp (17)のストッパーボルト側

E

17

(D)を、ローラー軸の平面(B)に合わせ、ローラー軸に取
り付けます。
ストッパーボルトを締め付け、ロックナット（E）で固
定してください。
Remove the round-head square-root bolt M8-30 (B), and

18

A

then remove the roller bracket Assy (R) (A) from the mower
unit.
Install the roller bracket Comp (R) (18) with the round-head
square-root bolt M8-30 (B).

6

8 角根丸頭ボルト 30(B)を取り外し、モアユニットから
ローラーブラケット右 Assy (A)を取り外します。

B

B

ローラーブラケット右 Comp (18)を 8 角根丸頭ボルト
30(B)で取り付けてください。

B

Insert the roller bracket (L) (B), installed onto the slotted
roller in step 5, into the roller adjuster (A), and then install it
with the round-head square-root bolt M8-30.

7

ローラー調節金(A)に、手順 5 で溝付ローラーに取り付
けられたローラーブラケット左(B)を差し込み、8 角根
丸頭ボルト 30 で取り付けてください。

A

A
B

Insert the washer (B) onto the slotted roller (A), and then
align the roller shaft with the hole in the roller bracket Comp

8

18

(R) (18).
溝付ローラー(A)に座金(B)を入れ、ローラーブラケット
右(18)の穴にローラー軸を合わせてください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明

B

20

Insert the mower mounting bolt (R) (20) into the roller
bracket (R) (A) to install them onto the roller shaft (B).
Fully tighten the bolt..

9

モア取付ボルト右(20)を、ローラーブラケット右（A）
に差し込みローラー軸(B)に取り付けます。

A

一旦、最後まで締めてください。

Insert the C5191P 0.3-10-14 washer (22), and adjust it so
that the hole (A) for installing the grease nipple is positioned
as shown by the arrow.
After checking the hole position, tighten the mower
mounting bolt (R) (20), and then install the grease nipple
10

(21).
グリスニップル取り付け用の穴(A)が矢印の位置になる
ように、0.3C5191P 座金 1014(15)を入れて調整してく
ださい。
穴位置の確認後、モア取付ボルト右(20)を締め付け、グ
リスニップル(21)を取り付けてください。
Insert the mower mounting bolt (L) (19) into the roller shaft
of the roller bracket (L), and then insert the C5191P
0.3-10-14 washer (22), and adjust it so that the hole (A) for
installing the grease nipple is positioned as shown by the
arrow.
After checking the hole position, tighten the mower
mounting bolt (L) (19), and then install the grease nipple

11
(21).
モア取付ボルト左(19) をローラーブラケット左のロー
ラー軸に差し込み、グリスニップル取り付け用の穴(A)
が、矢印の位置になるように 0.3C5191P 座金 1014 (15)
を入れて調整してください。
穴位置の確認後、モア取付ボルト左(19)を締め付け、グ
リスニップル(21)を取り付けてください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明
Tighten the stopper bolt (A) so that the grease nipple (21) of

A

the mower mounting bolt (R) does not move out of place,

B

and then secure it with the locknut (B).
Follow the same steps to secure the mower mounting bolt

21
12

(L).
モア取付ボルト右のグリスニップル(21)の位置がずれ
ないようにストッパーボルト(A)を締め付け、ロックナ
ット(B)で固定してください。
同様の手順でモア取付ボルト左を固定してください。

A

Remove the bolt (B), spring washer (C) and washer (D), and

B,C,D

13

then remove the reel shaft cover (A).
ボルト(B)、S ワッシャ(C)およびワッシャ(D)を取り外
し、リール軸カバー(A)を取り外してください。

B,C,D

A
Tighten the hex socket countersunk bolt M8-20 (13) in the
bolt hole (B) of the reel housing (A).
14

リールハウジング(A)のボルト穴(B)に、8 六角穴付き皿

B

ボルト 20(13)を締め付けてください。

13

A
15

Insert the adjuster (6) onto the left frame (A).

6

Repeat this operation with the right frame.
左フレーム(A)に調節受け金(6)を差し込みます。
同様の手順で右フレームも行ってください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明

Secure the adjuster with the SPCC 1-13-22 washer (7) and

8

retaining ring E M10 (8).

16

1SPCC 座金 1322 (7)およびストップリング E10(8)で調

7

節受け金を固定してください。

A

Remove the socket bolts M6 (B) and the conical spring
washers (C) used to install the fulcrum metal (A). Do not

B,C

17

remove the fulcrum metal (A).
支点メタル(A)を取り付けている 6 穴付きボルト(B)お
よび皿バネ座金(C)を取り外してください。支点メタル
(A)は取り外しません。

Install the vertical fulcrum metal Comp (1) onto the

1

fulcrum metal (A).

18

支点メタル(A)にバーチカル支点メタル Comp(1)を取り
付けてください。

A

Install the retaining housing plate (16), then the socket bolts
M6 (A) and the conical spring washers (B).
Check that the vertical fulcrum metal (C) lightly moves up
and down (direction of the white arrow).
Fully lift up (direction of the black arrow) the vertical
19

16

C

fulcrum metal (C).
ハウジング押さえ板(16)を付け、6 穴付きボルト(A)お

A,B

よび皿バネ座金(B)を取り付けてください。
バーチカル支点メタル(C)が、軽く上下（白矢印方向）
に動く事を確認してください。
バーチカル支点メタル(C)を上(黒矢印方向）にいっぱい
に上げてください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明

Prepare the dethatching brush Assy(14).
20

サッチングブラシ Assy(14)を準備します。

Apply a small amount of grease to the O-ring G45 (12), and

B

then install it onto the gear case (A) at the position (B)
shown in the illustration.

21

12

O リング G45(12)に少しグリスを塗布し、ギヤケース(A)
の図の位置(B)に取り付けください。

A

Insert the dust-proof cover (3) and two C5191P 1-15-28
washers (2) onto the brush shaft (A) of the dethatching brush
Assy (14).
22

サッチングブラシ Assy(14)のブラシ軸(A)に防塵カバ
ー(3)および 1C5191P 座金 1528 (2)2 枚を入れてくださ
い。

Insert the gear case of the dethatching brush Assy (14) onto
the 20-tooth reel gear (A).
サッチングブラシ Assy (14)のギヤケースを、20 丁リー
ルギヤ（A）に差し込みます。

Danger

23

Since the installation procedure is performed near the

A

reel, perform the operations with care.

取り付け作業はリールの近くの作業になりますので慎
重に作業してください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明
Check that the vertical fulcrum metal (1) points upward, and
then insert the dethatching brush Assy (14) in the direction of
the arrow.
At the same time, while inserting the brush shaft (B) into the
vertical fulcrum metal (1), carefully insert the groomer gear
case into the 20-tooth reel gear (C) of the mower unit (A).
Check that the O-ring (12) is installed correctly.
バーチカル支点メタル(1)が上側に向いていることを確

24

認しサッチングブラシ Assy (14)を矢印の方向にいれま
す。
その際、ブラシ軸(B)をバーチカル支点メタル(1)に挿入
しながら、モアユニット(A)の 20 丁リールギヤ(C)にグ
ルーマギヤケースを慎重に入れてください。
O リング(12)が正しく取り付けられていることを確認
してください。
Check that there is no gap at the connection point (A)
between the groomer gear case and reel housing, and then
install the stepped pin for fixing (R) case (9), the

A

compression spring M1.6-13.7-20 (10) and the washer
C5191P 2-8.5-22 (11).

25

11

Tighten the stepped pin for fixing (R) case (9) until it stops

10

turning, taking care not to overtighten it.
グルーマギヤケースとリールハウジングの接合部(A)に

9

隙間が無いことを確認し、右ケース止めボルト(9)、1.6
圧縮バネ 13.720 (10)および 2C5191P 座金 8.522 (11)
を取り付けてください。
右ケース止めボルト(9)は、締めすぎないように注意し
て、止まるところまで締めてください。
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Steps

Illustrations

Descriptions

手順

図

説明
Install the vertical adjusting bolt Comp (4) onto the adjuster
(6).

A

1

Install the vertical fulcrum metal Comp (1) and vertical

6

adjusting bolt Comp (4) onto the mower unit (A) with the
round-head square-root bolt set M8 (5).

26

調節受け金(6)にバーチカル調節ボルト Comp (4)を取り

4

付けてください。
バーチカル支点メタル Comp (1)とバーチカル調節ボル

5

ト Comp (4)を、モアユニット本体(A)に 8 角根丸頭ボル
トセット(5)で取り付けてください。
Install the vertical adjusting bolt Comp (4) onto the adjuster
(6).

A
6
27

5
14

Install the dethatching brush Assy (14) and vertical adjusting
bolt Comp (4) onto the mower unit (A) with the round-head
square-root bolt set M8 (5).
調節受け金(6)にバーチカル調節ボルト Comp (4)を取り
付けてください。

4

サッチングブラシ Assy(14)とバーチカル調節ボルト
Comp (4)を、モアユニット本体(A)に 8 角根丸頭ボルト
セット(5)で取り付けてください。
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