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キング･オブ･ザ
･フェアウェイ

Count on
     innovation.

ハガネが違う
The EdgeMax™ベッドナイフの先端部に使用されている素材は工
具鋼と呼ばれる種類で、鋭利さを保持できる期間が通常のベッ
ドナイフに比べて３倍も長いのが特長です。 一方、リール刃に
使用されている素材は特殊組成のスプリング鋼 ― こう呼ばれま
すが、刀剣の製作にも使用される、非常に鈍磨しにくい、粘り
のある素材です。 

Reelmaster® 5010 シリーズ

• DPA カッティングユニット

• 20.9 kW, 26.5 kW または 33 
kW (28 hp, 35.5 hp, または 
44.2 hp) Kubota® ディーゼル
･エンジン

• CrossTrax™ 全輪駆動方式

• EdgeMax™ ベッドナイフ

• 刈り幅 2.54 m

• 12種類を超えるアクセサリ

あらゆる改良を行って、本当に大切な機能を高めました：
それはより良いカット。 新しいDPA（２点精密調整式）カッ

ティングユニットによる高品質な刈りと、芸
術的な刈り上がり。他のリールモアには全く
まねのできない境地です。 さらに操縦しやす
く、さらに居住性よく、まる一日乗り回して
自分の手足のように使えます。 整備性もさら
にアップ。だから、この Reelmaster 5010 は

どんなゴルフ場にも必ずお使いい
ただきたいシリーズなのです。
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DPA に並ぶものなし
さらに高精度、さらにコンスタントな刈りを実現した新しいDPA 
（２点精密調整式）カッティングユニット。 3つのバージョンからお
選びください： 直径 12.7 cm（5”）の 8 枚刃； 直径 17.8 cm（7”）
の 8 枚刃；そして直径 17.8 cm（7”）の 11 枚刃。 新しい素材を使っ
たリールは鋭利な刃先が長持ちし、葉の一枚一枚をクリーンにカッ
トしますから、ターフの緑が冴え、健康が増進されます。 DPA カッ
ティングユニットの調整はわずか２ヶ所： 刈高と、リールとベッド
ナイフのすきま調整だけ。 製造工程そのもので高い精度を保証して
いますから、DPA ユニットは狂いが非常に少なく、すべてのパーツ
が調和して一体的に機能し、高品質な刈りと、目に美しい刈り上が
りを作るのです。

55.9cm(22”)のカッティングユニットが
5台、それぞれのReelmasterに取り付けら
れ、それらは素晴らしい地表面追従性能と
生産性を発揮します。

４輪の理想的な整列状態が、タイヤ跡を目
立ちにくくし、見て美しくより感動的なス
トライプ刈りを実現しています。
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法面に強い
The Reelmaster® 5010 シリーズは、法面やぬれ芝に強いマシン。 ぬれた法面をものと
もせずに登れる秘密は CrossTrax™ 全輪駆動システム。 CrossTrax システムのベースにな
っているのは Toro が特許を持つ Series/Parallel™ 設計。 例えば前輪の片方がスリップす
ると、その対角線位置にある後輪に駆動力が移され、常に最適な走行が得られます。 
Reelmaster の心臓部は、信頼性と長寿命で定評のある 20.9 kW, 26.5 kW または 43 kW 
(28 hp, 35.5 hp または 44.2 hp) Kubota® ディーゼル･エンジン。 芝刈り機の能率と機能を
犠牲にすることなく、トラクションユニット全体を思い切って軽量化しています。
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オペレータの身にな
って 作られたマシン
Reelmaster 5010 シリーズは、現場のクルーの最高の意見を集約し
て出来上がったマシン達。 デラックス･シートと、新しくなったチ
ルト式ハンドルにより、どんな体格のオペレータにもフィット。
静粛性を高めて丸一日の仕事の疲労を大きく低減しましたので 仕
事が楽しくなります。 乗り降りしやすいステップ、デラックスシ
ートのサスペンション、カップ･ホルダー、携帯ホルダーなど便利
さが一杯です。 凹凸の激しい場所でお使いなら、エア･クッション
･シートのオプションもあります。

新製品 Reelmaster 5010 シリーズをグラウンドの刈り込みに使えば、チャンピオン
シップ･コースと同じクオリティー･カット、同じ見栄えに仕上げられます。

無理なく手が届き、指先1つで操作でき
る、シンプルで使いやすいコントロールは
誰にでもすぐマスターできます。
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開閉式のラジエター･スクリーンとチルト
式のオイル･クーラにより、清掃作業も非
常に簡単に行えます。

メンテナンスしや
すいマシン
新製品 Reelmaster® 5010 シリーズは、Toro® RSM (Reduced 
Simplified Maintenance) スタンダードですので、整備個所が少
なく作業が容易です。 RSM ですから、整備の必要な部分にすぐ
手が届き、修理も保守作業もスピーディでスムース。 定期整備
個所は、すべてマシンの左側にまとめてあります。 フード、運
転台、リア･スクリーンを開くと、エンジン、リール速度コント
ロール、ラジエターなど日常整備で最も頻繁に触れる部分のす
べてに簡単に手が届くようになります。 オプションの携帯型故
障診断ツールを使えば保守作業がさらに容易になります。

rm_5010_j.indd   6 8/15/06   7:02:34 AM



アクセサリ

ベストカットを 
更にアップ
様々なアクセサリが、あなたの Reelmaster の力を引き出します。 フェアウェイ用の
グルーマは、独自の Quick-Set™ ハンドル機構により、カットや見栄えを調整するこ
とができます。 回転刃の働きにより芝目の発生を防ぎ、サッチを減らし、朝露を落
として刈りかすがダマになりにくくします。 また、芝草を真っ直ぐに立たせること
によりクリーンでシャープな刈りを実現し、刈りかすを
地際にきれいに落とします。 もう1つ、Toro だけが
提供できる製品、それはグルーマと連動してグル
ーマの機能をアップする Broomer™ キットです。 
リア･ローラにパワー･ブラシを付加することによ
り、ローラをクリーンに維持し、刈りかすをきれ
いに分散させてダマをなくし、刈高を一定
に維持します。 TurfDefender™ 
リーク･ディテクタは
わずかなオイル
もれをも探知
していち早
く警報を発
し、ターフ
を守りま
す。 

パワー・リア・ローラ　 
ブラシ・キット

TurfDefender™ リーク・ディテクタ

グルーマ/Broomer™ 

エアクッション式 
　　シート・サスペンション

集草バスケット

ユニバーサル･サンシェード

バーチカッター

写真の製品以外に： 
• CrossTrax™ 全輪駆動
• 携帯型故障診断ツール
• スクレーパ
• ローラ各種
• コーム･キット
• 高刈りキット
•  ２柱式 ROPS キット（左ページ

写真）
•  4柱式 ROPS コンバージョン･キ

ット
• ベッドナイフ各種

Reelmaster 5610
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