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  ハードユーザー向き・全モデル耐久性に優れるスチールデッキを採用。
・特許のSNAPPER Hi-Vacにより、強力な吸引力を実現。
  これにより、芝生の上の落ち葉拾い等にも使用可能。
・大容量集草バッグ付。（約90ℓ）
・安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
・集草不要のニンジャマルチングキットも取付可能。
・サイド排出可能。（サイドシュート標準装備）

・耐久性に優れるスチールデッキを採用。
・大容量集草バッグ付。（約90ℓ）
・安全レバーを離すと瞬時にエンジンが停止。安全性も高い。
・集草不要のニンジャマルチングキット標準装備。
・サイド排出可能。（サイドシュート標準装備）
・クランクシャフト曲りを防止する
　クランクシャフトプロテクター付。
・スチールホイール採用。2185020

手押し式 
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン

P2187520
自走式 
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン

CRP218520
自走式 
刈幅 53cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン

SNAPPERだけのHi-VAC機構
SNAPPER独自のHi-Vac機構により、
強力な吸引力を実現。
この強力な吸引力により、芝生を立ち
上がらせてから、刈込みが行なえる為、
芝刈後は、均一な美しい芝生となりま
す。また、芝生の上の落ち葉拾いも、
このHi-Vacにより可能です。

※画像は集草バッグを外した状態です

【注意点】
・長い芝は一度に刈らず、数回分けて刈ってください。
・芝生が濡れた状態で刈らないでください。
・芝刈機の速度は、低速にしてください。
・その他、作業条件がありますのでご注意下さい。

ニンジャブレードを取付、排出口にカバーをします。
刈芝が何度も砕かれ細かくなり、そのまま地面に落とされ分解され、土壌に戻り、
芝生が生長する為の栄養分となります（マルチング）。

SNAPPER特許

集 草 不 要

モデル 2185020
手押し式手元コントロール

モデル P2187520
自走式手元コントロール

※画像は手押し式2185020です。

芝刈機 芝刈機

サイドシュート

サイドシュート

クランクシャフト
プロテクター
クランクシャフト
曲りを防止し、
ハードな使用に対応。

2185020 ・ P2187520 CRP218520
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・刈高調整は手元レバーで簡単に調整が可能。
　芝生の状況に応じた芝刈りができます。
・最小回転半径は35.5cm。小回りが利き作業効率アップ。
・前進、後進は独立ペダル。
・耐久性に優れたB&Sエンジン。

SPX200
刈幅 117cm
Briggs & Stratton INTEKシリーズエンジン

SPX100
刈幅 107cm
Briggs & Stratton AVSシリーズエンジン

SPXシリーズ

芝刈機

マルチングキット
SPX100用

ターボキット
SPX200用

集草トリプルバッグ（360ℓ）
SPX200用

集草ツインバッグ（228ℓ）
SPX100用

オプション

シート ハンドル

・耐久性に優れるスチールデッキを採用。
・SNAPPER特許のHi-Vac機構により均一な芝刈と強力な集草を実現。
・セルスターター付。楽々始動。
・手元でスピード調整が可能なディスクドライブトランスミッション搭載。
・ニンジャマルチングキット標準装備。

RER200
刈幅 84cm
Briggs & Stratton
INTEKシリーズエンジン

SNAPPERだけのHi-VAC機構
SNAPPER独自のHi-Vac機構により、強力な吸
引力を実現。
この強力な吸引力により、芝生を立ち上がらせてか
ら、刈込みが行なえる為、芝刈後は、均一な美しい
芝生となります。また、芝生の上の落ち葉拾いも、
このHi-Vacにより可能です。

集草シングルバッグ（176ℓ）

オプション

芝刈機
RER200
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H1730E １２２２ＥE
除雪機 除雪機

・軽量、コンパクトで簡単操作。
・リコイルスターター ＋ AC100Vセルスターター付。
  （電源コードをつなぎボタンを押すだけ）
・電動シューター。（上下操作は手動）
・ヘッドライト付。

1222EE
手押し式 
除雪幅 55cm
Briggs & Stratton 
スノーシリーズエンジン

[ QRコード ]
こちらより動画が
ご覧いただけます

パワフルなシングルステージ構造、
金属補強入りゴムオーガ

電動旋回シューター（上下操作は、手動）

・シュートは電動調整。
・10HP相当エンジン搭載。
・リコイルスターター/100V電源セルスターター併用。
・ホイールタイプなので小回りがききます。
・ヘッドライト付、ヒーター付ハンドル。
・サイドクラッチ付。（Easy TurnTM）

余裕の除雪幅！ 強力オーガ－装備 [ QRコード ]
こちらより動画が
ご覧いただけます

電動シューター

H1730E
ギアドライブ 
除雪幅 76.2cm
Briggs & Stratton
プロフェッショナルシリーズエンジン
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芝刈機、発電機、ポンプ、除雪機等の搭載エンジンは一般的に自動車用エンジンよりも過酷な条件下で運転されます。
従いましてエンジンオイルの選定次第でエンジン寿命が大きく左右されます。ブリッグス & ストラットン純正オイルは、潤滑・
冷却・清浄・密封・防錆の主要要素に優れた高性能な汎用エンジン専用オイルです。容器もオイル注入し易い注油デザインとし、
またエンジンによっては使い切りの容量となっています。

ガソリンに添加するだけでキャブレタの詰まりを防止する優れた燃料劣化防止剤です。

5W-30,  10W-30
5W-20,  5W-30合成オイル

-30 -20 -10 0 10 20 30 40
次のオイル交換前に予測される温度範囲

30

夏季用オイル
(外気温4℃以上での運転用)

部品番号:100117ＪＰ
118mℓ （ボトル）

・長期間の保管にもお勧めです。シーズン終了後に燃料タンクや
　キャブレタからガソリンを抜く手間が省けます。
・エンジン始動性も向上。

キャブレタ、燃料システムを洗浄しガム等の形成をも抑制します。

SAE 30 API SJ/SH/CF

夏季用にはシングル
グレードオイルが最
適。マルチグレード
オイル（10W-30等）
はオイル消費が大き
くなります。

〈使用用途例〉
芝刈機、管理機、
発電機、ポンプ等

寒冷地での始動性
が向上し、エンジン
内部の摩耗を最小
限に抑えます。

〈使用用途例〉
除雪機、
融雪剤散布機、
発電機等

（部品番号：100005JP）（部品番号：100028JP）

ブリッグス＆ストラットンエンジンが推奨する SAE オイル粘度と始動・運転時の外気温

0.54ℓ
容器

1.4ℓ
容器

一回で使い切るパウチタイプ
部品番号:100120JP（15mℓ）

0.95ℓ
容器

冬季用オイル
(外気温4℃以下での運転用)

SAE 5W-30 SJ/CF
（部品番号：100030CJP）

ブリッグス ＆ ストラットン 燃料劣化防止剤

ブリッグス ＆ ストラットン 純正オイル

燃料タンクに混合したガソリンを入れ、エンジンを数分間運転して停止すれば、そのまま保管できガソリンの詰まりを防止できます。

芝刈機、除雪機、高圧洗浄機、船外機、刈払機、発電機等の色々な２サイクル、４サイクルエンジンに使用出来ます。

右記の5項目を保ちます→ 酸化防止・腐食防止・金属不活性化・洗浄・燃料内水分からの保護5イン1プロテクション

ガソリン9.5ℓに対して15ｍℓで24ヶ月効果が持続。ガソリン9.5ℓに対して29ｍℓで36ヶ月効果が持続。

AER800MN
自走式 
作業幅 30cm
Briggs & Stratton 4サイクルエンジン

抜いたコアの状態

後部

エアレーター
AER800MN

・カム駆動タイプの小型エアレーター。
・Ｂ＆Ｓ４サイクルエンジンによるハイパワー自走式。
・作業深さ７cmで等間隔の穴あけ作業が可能。
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仕 様・価格一覧表

芝刈機 部品番号 希望小売価格（税別）

集草シングルバック RER200用 7600237 ¥98,000

集草ツインバック　 SPX100用 1695592SN ¥125,000

集草トリプルバック SPX200用 1695776SN ¥155,000

ニンジャマルチングキット 歩行型21"デッキ用 7061200YP ¥12,500

マルチングキット SPX100用 1696374YP ¥36,000

マルチングキット SPX200用 1695946YP ¥40,000

ターボキット SPX200用 1695642 ¥155,000

メンテナンス用 部品番号 希望小売価格（税別）

Ｂ＆Ｓ社　純正オイル　夏季用（0.54ℓ） 100005JP ¥800

Ｂ＆Ｓ社　純正オイル　夏季用（1.4ℓ） 100028JP ¥1,800

Ｂ＆Ｓ社　純正オイル　冬季用（0.95ℓ) 100030CJP ¥1,400

Ｂ＆Ｓ社　燃料劣化防止剤　ボトル（118mℓ） 100117JP オープン

Ｂ＆Ｓ社　燃料劣化防止剤　パウチ（15mℓ） 100120JP オープン

除雪機 部品番号 希望小売価格（税別）

タイヤチェーン　 7060653YP ¥24,360

モデル 2185020 P2187520 CRP218520
タイプ 手押し 自走 自走
刈幅（cm） 53 53 53
刈高（cm） 2.0～10.0 2.0～9.0 2.0～9.0
デッキタイプ HI-VAC® HI-VAC® PRO
エンジン B&S プロフェッショナルシリーズ
排気量（㏄） 190 190 190
最大出力 (kw [PS]) 4.4 [6.0] 4.4 [6.0] 4.4 [6.0]
走行方式  - フリクションディスク フリクションディスク
速度（㎞ /h）  - 前進2.7～6.4 前進2.7～6.4
重量（kg） 32 40 45
寸法（L×W×Hcm） 157×56×101
集草バック 標準装備（大容量90L）
最大刈込能力（㎡ /h） 2,500 3,400 3,400
サイドシュート 標準装備 標準装備 標準装備
ニンジャマルチングキット オプション オプション 標準装備
希望小売価格（税別） ¥108,000 ¥165,000 ¥215,000

歩行タイプ芝刈機

モデル RER200
タイプ ロータリー式
刈幅（cm） 84
刈高（cm） 3.8～10.2［6段階］（工場出荷時）
ブレード数 1
デッキタイプ HI-VAC®
エンジン B&S INTEKシリーズ
排気量（㏄） 500
最大出力 (kw [PS]) 11.4［15.5］
走行方式 フリクションディスク
速度（㎞ /h） 前進 1.4～6.2/後進 0～2.6
重量（kg） 154
寸法（L×W×Hcm） 156×89×126
集草バック オプション
最小旋回半径 （cm） 71
最大刈込能力（㎡ /h） 6,700
サイドシュート 標準装備
希望小売価格（税別） ¥495,000

乗用ライダー芝刈機

モデル SPX100 SPX200
タイプ トラクタータイプ
刈幅（cm） 107 117
刈高（cm） 3.8～10（工場出荷時）
ブレード数 2 3
エンジン B&S AVSシリーズ B&S INTEKシリーズ
排気量（㏄） 500（単気筒） 656（V-Twin）
最大出力 (kw [PS]) 12.8[17.5] 16.2[22]
走行方式 HST油圧無段変速
速度（㎞ /h） 前進0～8.9/後進0～4.8
最少旋回半径（cm） 35.5
寸法（L×W×Hcm） 180×94×120
重量（kg） 251 287
最大刈込能力（㎡ /h） 11,000 13,000
サイドシュート 標準装備
マルチングキット オプション
集草バック オプション
希望小売価格（税別） ¥600,000 ¥700,000

ローントラクター芝刈機

モデル H1730E 1222EE
タイプ デュアルステージ シングルステージ
除雪幅 76.2cm 55cm
最大投雪距離 12m 9m（雪質、作業条件によって異なります。）
ハウジング高さ 50cm 31.75cm
シュート 電動調整 旋回（電動）　　　上下（手動）
エンジン B&S プロフェッショナルシリーズ B&S スノーシリーズ
排気量 420cc 250cc
最大出力 （kw[PS]) 10HP相当 ー

始動方式 リコイルスターター100Vセルスターター併用 リコイル＋AC100Vセル
（コードは付属していません。市販品をご使用ください。）

燃料タンク 3ℓ 3ℓ
走行方式 ギアドライブ 手押し
重量 115.7kg 45㎏
スピード調節 前進6段階/後進2段階 ー

その他
Easy Turn TM　ハロゲンライト付

Heat Hand Grip（ヒーター）付
Skid Shoesはリバーシブル

ライト付き

希望小売価格（税別） オープン オープン

除雪機

モデル AER800MN
タイプ カム駆動
作業幅（cm） 30
作業深さ（最大） 7cm
タイン数 3
タインスペース 10cm
タイン位置 ２（移動時/作業時）
エンジン B&S 4サイクル
排気量（㏄） 205
最大出力 (kw [PS]) 4.4[6.0]
燃料タンク（ℓ） 3
走行 自走式
速度（㎞ /h） 4
重量（kg） 81
寸法（L×W×Hcm） 161×55×98
希望小売価格（税別） ¥450,000

エアレーター

※記載される馬力表示は、Briggs & Stratton社が採用するSAE J1940に基づきます。
※記載の最大出力は、Kw/PS相当の数値です。


