
Honda刈払機/草刈機
優れた性能、使いやすさ、安心のサポート

●このカタログの内容は、2022年3月現在のものです。

お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル 0120 -112010

（受付時間：9時～12時  13時～17時）

LMA-K7-2203 HC  N 11989 

Honda パワープロダクツ 検索https://www.honda.co.jp/power/

Hondaのガーデンツール

信頼の4ストロークエンジン搭載
Hondaのブロワ

総排気量 25.0cm3　

最大風量 9m3/min
最大風速 64m/s

小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した

低燃費・低騒音・低振動も追求し、

毎日作業をする方の要望に応えた1台です。

名　称
タイプ（区分）
型式名
全長×全幅×全高（mm）
機体質量［乾燥重量］（kg）＊2

機体質量［全装備重量］（kg）＊3

エンジン名称
エンジン種類
総排気量（cm3）
最大出力 /回転数（kW[PS]/rpm）＊

HHB25
JWT
UBAJ

335＊1×265×370
4.5
5.2
GX25T

空冷 4 ストローク単気筒 OHC
25.0

0.72[1.0]/7,000
使用燃料
燃料タンク容量（L）
点火方式
点火プラグ
始動方式
最大風量（m3/min）
最大風速（m/s） 
装備品
JAN コード

自動車用無鉛ガソリン
0.32

トランジスタ式マグネト点火
NGK CMR5H

リコイルスターター（手動）
9
64

保護メガネ、工具、アイシング防止キット
4945943203582

＊ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm（エンジン最大出力）で測定
された代表的なエンジンのネット出力値です。 量産エンジンの出力はこの数値と変わる事が
あります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス
状態やその他の条件により変化します。

■主要諸元HHB２５
メー カ ー 希 望 小 売 価 格

税込 ￥49,280
（消費税10％抜き　￥44,800）

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。 

＊1 本体のみ。ノズル・パイプ装着時は965mm。 
＊2  乾燥重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。
＊3 全装備重量は、ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは
　　規定量を入れたものです。

Hondaの刈払機・草刈機は、
（一社）日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

もしもの時も、安心の保険付き
Hondaブロワをご購入いただくと、「賠償責任保険」
（施設所有管理者特約）1年間がついてきます。

対人1億円 対物1,000万円

緑地管理を支えるHondaパワープロダクツ

刈払機

歩行芝刈機
ロボット芝刈機

乗用芝刈機
草刈機

ブロワ



アクセサリー（別売）

Photo:U字ハンドル

刈払機

作業中にコードの長さを調整。 コードは最適な長さをキープ。　　

握れば回転、放せば停止。切れ味と静音性に
配慮したツイストタイプ
ナイロンコードを標準装備。

ナイロンコード回
転中に底を地面
に軽く当てると、
コードが延長。
作業効率を高め
ます。

コードを伸ばし
過ぎた際、ディフ
レクター内側の
カッターにより、
作業に最適な長
さを保ちます。

回転時の風切り音を低減しながら
切れ味も備えたコード。

角ばった鮫牙形状により鋭い切れ
味を確保したコード。

0201

ナイロンコードカッターF4
税込 ￥3,300（消費税10％抜き ￥3,000）
品番：11814 
対応機種：UMK425H（UTHT）/UMR425（LTJT）
JANコード : 4945943299899

静音ツイストタイプ3.0φ×30m
税込 ￥1,980 （消費税10％抜き ￥1,800）
品番：11816 
JANコード : 4945943299912

ナイロンコードカッターB5
税込 ￥3,630（消費税10％抜き ￥3,300）
品番：11815
対応機種：UMK435（UTJT）
JANコード:4945943299905

U字
ハンドル

U字
ハンドル

ループ
ハンドル

背負式

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

5.3kg

片肩掛け

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

35.8cm3

6.6kg

両肩掛け

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

8.1kg

背負式

＊ 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、ナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

■ナイロンコードカッター

■ナイロンコード
シャークタイプコード2.7φ×30m
税込 ￥2,310 （消費税10％抜き ￥2,100）
品番：11817 
JANコード : 4945943299929

01

製造元：ダイアトップ（株）

UMR425（LTJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥96,360（消費税10%抜き ￥87,600）

UMK435（UTJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥77,110（消費税10%抜き ￥70,100）

UMK425H（UTHT）
メーカー希望小売価格　

税込¥59,730 （消費税10%抜き ￥54,300）

安心設計のスロットルトリガーは、
握ればナイロンコードカッターを回転、
放せばしばらく回転した後に停止。
握りやすい形状のグリップには防振
効果のあるスリットラバーを採用
しています。

使うシーンに合わせた選べるバリエーション

刈刃
ナイロンコードカッター
広範囲の雑草を、効率良く刈り取り。
植木やブロック塀付近の作業に最適。

チップソー
金属刃の鋭い切れ味により、
平地や斜面の密集した草をまとめて一掃。

ハンドル
U字ハンドル
刈刃を左右へ振りやすく
平坦な広い場所など
オールマイティーに活躍。

刈刃を縦方向に動かし
やすく斜面や狭い
場所での作業に最適。

ループハンドル

背負式
両腕や腰に掛かる
負担を軽減し長時間
作業にも対応。

バンド
片肩掛け
脱着がしやすく
手軽に作業。

両肩掛け
肩への負担を軽減し
安定作業。

●補償となった事故の例

安心の賠償責任保険が3年分無料

信頼の4ストロークエンジン

性能に、安心に、こだわり。
Hondaの刈払機。

駐車している車のガラスに
飛び石でヒビが入ってしまった。

設置されている電気コードを
誤って切断してしまった。

車のガラス修理・賠償費

393,112円＊

コードの交換費用

33,650円＊

車のガラス修理・賠償費

393,112円＊

コードの交換費用

33,650円＊

＊補償金額はあくまで一例です。条件により金額が異なる場合があります。補償の際には1,000円の自己負担が発生します。

万が一、使用中に事故を起こして他人にケガをさせてしまったり、
他人の物を壊してしまうなど法律上の賠償責任が生じた際に、
保険で賠償金をお支払いします。

Honda独自の自在傾斜

メンテナンス軽減
混合ガソリンを作る手間は不要。プラグかぶり、キャブレター
づまりを低減し、長期保管後もエンジンがかかりやすい。

クリーンを追求したエンジン
Honda独自の環境テクノロジーにより、HCやNOxなど有害な
排出成分を削減。日本陸用内燃機関協会による排出ガス規制
（2014年）や世界でも厳しい米国EPA規制（2011年）をクリア＊。

あらゆる姿勢にも対応可能なエンジンにより、
傾斜状態でも作業が行えます。

優れた燃費性能
4ストロークならではの高効率な燃焼で燃費を低減。オイルを燃焼させる混合
ガソリンを使用しないので、環境にもやさしく、オイル消費も低減できます。

GX25（25.0cc）GX35(35.8cc）

＊ Honda調べ

ディフレクター ディフレクター内側

ナイロンコードカッター仕様



刈払機

U字
ハンドル

U字
ハンドル

U字
ハンドル 背負式ループ

ハンドル
ループ
ハンドル

ループ
ハンドル

0403

＊ ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm（エンジン最大出力）で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

＊1 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。＊2  全装備重量は、刈刃またはナイロンコードカッター、飛散防
護カバー、オイル、ガソリンを含んだ重量であり、ガソリンとオイルは規定量を入れたものです。肩掛けバンドは含まれていません。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。＊3 この表示はISO 22867に準拠して、エンジン回転数がアイドルの時と9,310rpmでのハン
ドル振動測定値から算出された数値であり、実際に使用される回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

■主要諸元

U字ハンドルU字ハンドル ループハンドルループハンドル
ナイロンコードカッター仕様 チップソー仕様

UMK425UMK425H UMR425（背負式）
ハンドル仕様
名称
型式名

全長×全幅×全高　（mm）
機体質量［乾燥重量］（kg）＊1

機体質量［全装備重量］（kg）＊2

防振装置

刈刃（mm）
３軸合成値［振動加速度］（m/s2）＊3

肩掛けバンド
保護メガネ/刈刃カバー
工具

安全性検査合格番号

JANコード

メーカー希望小売価格（税込）

名称
種類
総排気量（cm3）
最大出力/回転数（kW［PS］/rpm）＊

使用燃料
燃料タンク容量（L）
点火方式
始動方式
動力伝達方式

エ
ン
ジ
ン

フ
レ
ー
ム

装
備
品

￥62,150
〈10%税抜￥56,500〉

￥74,910
〈10%税抜￥68,100〉

￥62,150
〈10%税抜￥56,500〉

￥57,530
〈10%税抜￥52,300〉

￥57,530
〈10%税抜￥52,300〉

￥63,360
〈10%税抜￥57,600〉

￥94,160
〈10%税抜￥85,600〉

￥59,730
〈10%税抜￥54,300〉

UMK425UMK425H UMK435UMK435UMK425H UMR425（背負式）

NARO 19/227 NARO 19/229

クラッチハウジング、
ラバーマウント

○
○

5.0

片肩掛けバンド

     230チップソー（36チップ）

GX25

空冷4ストローク 単気筒OHC

25.0

0.72［1.0］/7,000

自動車用無鉛ガソリン

0.58

トランジスタ式マグネト点火

リコイルスターター（手動）

遠心クラッチ
クラッチハウジング
一体構造

LVHT

HANJ

1,875×390×245

5.3

6.4

LWJT

HAPJ

2,835×390×475

8.1

9.2

LVJT

HAMJ

1,825×390×240

4.8

5.9

NARO 19/231

クラッチハウジング、
ハンドル取付部、エンジンマウント

クラッチハウジング、
ハンドル取付部、エンジンマウント

2.5

̶

　420T&Gナイロン

 

片肩掛けバンド

　444T&Gナイロン

5.0

両肩掛けバンド

〇（保護メガネのみ）

〇
̶

　420T&Gナイロン

̶

空冷4ストローク 単気筒OHC

HACJ

UTHT

1,835×635×430

5.3

6.6

GX25

25.0

0.72［1.0］/7,000

0.58

HAGJ

UTJT

1,860×635×435

6.6

8.0

GX35

35.8

1.0［1.4］/7,000

自動車用無鉛ガソリン

0.63

トランジスタ式マグネト点火

リコイルスターター（手動）

遠心クラッチ

HAPJ

LTJT

2,800×312×475

8.1

9.3

GX25

25.0

0.72［1.0］/7,000

0.58

両肩掛けバンド片肩掛けバンド

クラッチハウジング、
ラバーマウント

クラッチハウジング、
ラバーマウント

クラッチハウジング、
ラバーマウント

     230チップソー（36チップ）

1,825×595×395
4.9

6.0
GX25

25.0

0.72［1.0］/7,000

0.58

空冷4ストローク 単気筒OHC

自動車用無鉛ガソリン

トランジスタ式マグネト点火

リコイルスターター（手動）

遠心クラッチ

NARO 19/230

○
○

     255チップソー（40チップ）

UWJTUVJT

HAAJ

UWJT

HAAJ HAGJ

クラッチハウジング一体構造

5.0

1,900×635×405

6.7

8.0

GX35

35.8

1.0[1.4]/7,000

0.63

UVHT

HACJ

1,875×635×400

5.4

6.6

NARO 19/228 NARO 19/226

4945943201854 4945943201816 4945943201878

￥77,110
〈10%税抜￥70,100〉

￥96,360
〈10%税抜￥87,600〉

49459432018474945943203087 4945943203100 4945943203094 4945943201830 4945943201823 4945943201861

タイプ（区分）

■両腕や腰への負担に配慮した背負式モデル

■ワンタッチですばやく機体を体から離せる
　緊急離脱ベルト採用

使いやすさに配慮した
ディフレクター

簡単･安心ファイントリガー＊

肩掛けバンド*、保護メガネ、刈刃カバー、
工具を標準装備。
*UMR425を除く

＊ 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。 ＊ 乾燥重量は、ISO 11806に準拠して、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンド、オイル、ガソリンを含まない状態での重量です。ただし、UMR425のみ背負いバンドを含んでいます。

Honda刈払機(チップソー仕様)は、平成22年度安全鑑定改定基準＊に適合しています。
＊国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
　農業技術革新工学研究センターによる安全鑑定基準です。

＊チップソー仕様の適用

■スロットルを握れば刈刃が回転、
　放せば回転が遅くなり停止する安心設計。
■作業に合わせて刈刃の回転速度を自在に設定。
■握りやすい形状のグリップに、防振性を配慮した
　スリットラバーを採用。

(飛散防護カバー)

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

5.4kg

片肩掛け

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

4.9kg

片肩掛け

■草づまりを軽減
刈刃からディフレクターまでの距離・角度・形状を
見直すことで、草のつまりを大幅に軽減。

■防護範囲を拡大
ディフレクターによる防護面積を大幅に拡大すると
ともに、刈刃の視認性も向上。　

保護メガネ 刈刃カバー

UMK425H（UVHT）
メーカー希望小売価格　

税込¥57,530
 （消費税10%抜き ￥52,300）

UMK425（UVJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥62,150
 （消費税10%抜き ￥56,500）

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

4.9kg

両肩掛け

UMK425（UWJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥63,360
 （消費税10%抜き ￥57,600）

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

35.8cm3

6.7kg

両肩掛け

UMK435（UWJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥74,910
 （消費税10%抜き ￥68,100）

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

5.3kg

片肩掛け

UMK425H（LVHT）
メーカー希望小売価格　

税込¥57,530
 （消費税10%抜き ￥52,300）

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

4.8kg

片肩掛け

UMK425（LVJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥62,150
 （消費税10%抜き ￥56,500）

エンジン総排気量

機体質量 [乾燥重量 ]＊

バンド種類

25.0cm3

8.1kg

背負式

UMR425（LWJT）
メーカー希望小売価格　

税込¥94,160
 （消費税10%抜き ￥85,600）

チップソー仕様

U字ハンドル ループハンドル

②
③

①

■ファイントリガー

②サブスロットル

①メインスロットル

密集地などで刈刃回転速度を
さらに速くしたいときに使用。　

③スロットル調整ノブ
調整ノブを回すことで
メインスロットルの速度設定が可能。

通常作業時に
使いやすい設定速度で作業可能。



平地の草刈り作業を力強く、スムーズに。Hondaの4ストロークOHVエンジンや
スチール製のハウジングなど、確かな機能と装備が充実した歩行型草刈機。

しっかり刈れる、作業はかどる。

草刈機

0605

●ゴーグル（防護メガネ）、手袋、長靴を必ず着用し、作業時の安全に心がけましょう。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。
人身および物損事故のないように十分ご注意ください。

＊ ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm（エンジン最大出力）で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの
出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

メーカー希望小売価格（税込）

JANコード 4945943200796 4945943200772 4945943200789

￥263,340
〈10%税抜￥239,400〉

￥274,890
〈10%税抜￥249,900〉

￥214,830
〈10%税抜￥195,300〉

■主要諸元

 名称
 タイプ（区分）
  全長×全幅×全高（mm）
 機体質量［乾燥重量］（kg）
　　名称
　　種類
　　総排気量（cm3）
　　最大出力/回転数（kW［PS］/rpm）＊ 
　　使用燃料
　　燃料タンク容量（L）
　　点火方式
　　始動方式　
 走行変速段数（段）
 走行速度 （m/s）
 ホイール径（mm）
　　形式
　　チップスピード（m/s）
　　刈幅（mm）
　　刈高さ調節幅（mm）

エ　ン　ジ　ン

刈
　
刃

UM2460

1,790 × 900 ×1,080

油圧式無段変速

前進0.4 ～ 1.0

75

約610

10 ・ 25 ・ 45 ・ 70（4段）

自走式

69

GXV160

空冷4ストローク単気筒OHV

 163

3.2［4.4］/3,600

 自動車用無鉛ガソリン

1.6

トランジスタ式マグネト点火

リコイルスターター（手動）

前200、後330

直刃

J2 JB2

73

UM2160

J2

1,780 × 760 ×1,080

61

前進2

前進0.5/0.8

83

約530

15 ・ 30 ・ 50 ・ 75（4段）

車速が選べる
油圧式無段変速機付タイプ。

HST搭載タイプ

傾斜地での作業性
を高めるブレーキ付。

HST/ブレーキ搭載タイプ

■使いやすさを追求した機構が充実。
●刈刃クラッチ連動機構を採用し、作業中でもHSTやエンジン
　回転数の調整が行えます（HSTはUM2460のみ対応）。
●前後輪の高さを簡単に4段階まで調節が可能。
●握ると動き、放すと止まる安心機構のクラッチレバー。
●車載もしやすい、ハンドル折りたたみ式。
　〈UM2160（J2）は工具不要〉

■強く丈夫なスチールハウジングで、
   ハードな作業もおまかせ。

■UM2460(JB2)には、
　さらにブレーキ機構を採用。

■最適な車速が選べる油圧式
　無段変速機。
　　〈UM2460（J2） / UM2460（JB2）〉

■パワーと経済性を追求した
　4ストロークOHVエンジン。

切れ味鋭いカッターブレード、
スチール製ハウジングを装備。
また、ハウジングは草丈の状態
にあわせ、自在に開閉します。
さらに、刈草の飛散を防ぐス
チール放出ガードを採用。

傾斜地での旋回や作業時に安心感のあるブレーキ機構を採用。

油圧式無段変速

油圧式無段変速

刈幅 約 53cm

刈幅 約 61cm

刈幅 約 61cm

油圧式無段変速

草刈りは保護具をつけ安全に配慮して作業をしましょう。

●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み）で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。 

保護メガネや安全靴などの保護具をつけ、長袖、長ズボンで作業しましょう。
装着イメージ フェイスガード

振動低減手袋（サイズM/L）

シート付エプロン

レガース

フェイスガードアタッチメント

ヘルメット用フェイスガード

フェイスガードに装着した例

市販のヘルメットに装着した例

希望小売価格

税込 ￥2,750
（消費税10％抜き ¥2,500）
品番：11776
JANコード:4945943299707

希望小売価格

税込 ￥2,750
（消費税10％抜き ¥2,500）

品番：11777
JANコード:4945943299714

希望小売価格

税込 ￥2,750
（消費税10％抜き ¥2,500）
品番：11779
JANコード:4945943299738

希望小売価格

税込 ￥1,100
（消費税10％抜き ¥1,000）
品番：11778
JANコード:4945943299721

希望小売価格

税込 ￥2,750
（消費税10％抜き ¥2,500）
（Mサイズ） 品番：11774
JANコード:4945943299684
(Lサイズ) 品番：11775
JANコード:4945943299691

希望小売価格

税込 ￥2,200
（消費税10％抜き ¥2,000）
品番：11780
JANコード:4945943299745

製造元：ダイアトップ（株）

●作業前、各部ネジのゆるみをチェックしましょう。●エンジンの始動中や停止直後の給油は絶対にしないでください。●作業時に刈刃の回転により石飛びの可能性があります。人身および物損事故のないように
十分ご注意ください。●異物（小石、空き缶等）を取り除き、周囲に人のいないことを確認しましょう。●足元が滑りやすい状態では、よく注意しながら作業しましょう。●エンジンの始動中や停止直後は、近くに物を
置かないでください。●換気の悪い、密閉された場所では、エンジンを絶対にかけないでください。

UM2460（J2）
メーカー希望小売価格　

税込¥263,340
 （消費税10%抜き ￥239,400）

刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
スタンダードタイプ

UM2160（J2）
メーカー希望小売価格　

税込¥214,830
 （消費税10%抜き ￥195,300）

UM2460（JB2）
メーカー希望小売価格　

税込¥274,890
 （消費税10%抜き ￥249,900）

もしもの時も、安心の保険付き
Honda草刈機をご購入いただくと、「賠償責任保険」
（施設所有管理者特約）1年間がついてきます。

対人1億円 対物1,000万円

Photo:UM2460(J2)


