
サイドテーブル＆シリンダーガードセット
GLS12 専用オプションGLS12-OP1 

このたびは弊社製品をご購入いただき誠に
ありがとうございます。本製品をご使用頂
く上で、本用紙を必ずご確認頂き手順通り
に組み立てを行ってください。正規の組立
方法、ご使用方法を守られない場合、本製
品の破損、事故につながる場合があります
ので必ずご確認いただきますようお願いい
たします。

取付説明書

ご用意いただく工具

梱包内容

〇メガネレンチ　13mm×1本、16mm×1本、17mm×1本
〇六角レンチ　6mm×1本

GLS12 シリンダーガードご使用に関する注意事項
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❶シリンダーガード
❷サイドテーブル
❸サイドテーブル取付ベース
❹六角穴付ボタンボルト
❺六角ボルト
❻ナイロンロックナット
❼ワッシャ
❽スプリングワッシャ
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諸元

製品に関するお問い合わせ

ブレードに食い込んだ丸太をシリンダーガードに打ちつけないでください。シリンダガー
ドは重要パーツであるシリンダーやコントロールバルブを保護するためのものであり、丸
太を外すなどを想定して作られておりません。過度な力がかかった場合はシリンダーガー
ドが変形する場合があり、この場合の保証・交換は一切行っておりません。
ブレードに食い込んだ丸太をとる場合は、必ずブレードを戻す前にハンマーやかけやなど
で丸太を取り外してからブレードを戻すようご注意ください。

株式会社ホンダウォーク
〒943-0173 新潟県上越市富岡 256-2
オフィシャルサイト https://plow-power.com/
プラウオンラインストア https://www.hondawalk.com/
TEL 025-530-7025　FAX 025-333-0471

製品名 GLS12 専用 サイドテーブル＆シリンダーガードセット

型式 GLS12-OP1

サイドテーブルサイズ 525mm×300mm

梱包サイズ 550mm×335mm

梱包重量 12.3kg

重 要

❻ ❼ ❽

オフィシャルサイト
QRコード

プラウオンラインストア
QRコード



GLS12 シリンダーガード取り付け方法

GLS12 の既存のシリンダーガード
を取り外していきます。

13mmのレンチを使い、片面 3本
づつ、計 6本のボルトを外します。
この時、油圧ホースや取り付け部
などを破損しないようご注意くだ
さい。

両面のボルトを取り外せたら既存
のシリンダーガードを取り外しま
す。

1 2 3

取り外す

新しいシリンダーガードを取り付
けます。

新しいシリンダーガードを取付け
る際は元のボルトは再利用せず、
本製品に付属のボルト、ワッシャ、
スプリングワッシャを使います。
ボルトは写真のようにスプリング
ワッシャ、ワッシャを順に通して
おきます。

先ほど組み合わせたボルト、スプ
リングワッシャ、ワッシャを、
13mmレンチでシリンダーガード
に取りつけます。

4 5 6

スプリングワッシャ

ワッシャ

左右 3本ずつ、計 6本のボルトを
締め付ければ、シリンダーガード
の完成です。

7 組立説明は動画（youtube）でもご覧いただけます

プラウチャンネルではプラウ製品のご紹介やプラウの紹介
を行っております。よろしければ合わせてご覧ください。
https://www.youtube.com/user/hondawalk

「GLS12 シリンダーガード サイドテーブルセット取付手順」
スマホ・タブレットの方はQRコードをご利用ください。
https://youtu.be/N5WDQPhAzPs

GLS12 サイドテーブル取り付け方法

取
り
外
す

GLS12 の既存のログクレードルを
取り外します。サイドテーブルは
左右どちらにも取付は可能です。
今回は右側に取付けるため右側の
ログクレードルを取り外します。

取り付け部のボルトとナットを取
り外します。ナットは 17mm、ボ
ルトは 16mmのレンチを使用しま
す。

供回りしないよう、17mmのレン
チでナットを固定し、ボルトを反
時計回りに回します。取り外した
ボルトとナットは新しく取り付け
る取付ベースに再利用します。

外したログクレードルの取り付け
部分に、サイドテーブル取付ベー
スを取り付けます。取付ベースル
にはサイドテーブル取付用のボル
ト取付穴が開いています。

サイドテーブルには裏面の台座と
の間に隙間があります。その隙間
にベースを差し込みます。

ベースとサイドテーブルのネジ取
付穴を合わせて、六角穴付ボタン
ボルトをはめ込みます。
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16mm

固定

17mm

差し込む

六角穴付ボタンボルトの下側に付
属のナイロンロックナットを軽く
手で締め付け、17mmのレンチで
押さえます。

供回りしないように下のナットを
レンチで抑えながら、6mm六角
レンチで六角穴付ボタンボルトを
締めつけます。

最後に、再度ボルトのゆるみがな
いか確認し、増し締めをすれば、
サイドテーブルの取付は完了です。
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17mmレンチ

取付穴

取付穴
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