
コストダウンと能率アップの両方を実現できる方法は
ひとつではありません。

Groundsmaster® 
Contour™ Plus ファミリー



Groundsmaster® Contour™ Plus ファミリー:1台で万能
という機械はありませんがファミリーなら万能です 
1973 以来、トロのグランドマスターは世界中のトップクラスのゴルフ場でご愛用をいた
だき、常に変わらぬクリーンなカットと息を飲むような見事なラフ作りに貢献して参りま
した。しかし、まだ満足していないのです。もっと良い機械を、という思いから生まれた
のがあの精緻な刈り込みを可能にした革新的な Sidewinder® カッティングユニットで
あり、優れた走行性を実現した CrossTrax® 全輪駆動システムであり、安定した冷却を
実現する SmartCool™ なのです。どのグランドマスターをお選びいただいても、すでに
定説となった素晴らしい性能の数 を々手に入れていただけるのです。

トロの新しいグランドマスタ
ー・シリーズで、新次元の能
率を達成してください。

1時間あたりの作業量はオペレータやターフの状態によって異なります。旋回およびオーバーラップを考慮して 85% の効率で計算しています。 

3500-D

173 cm
(68”)

1.4 ha/時

4300-D

229 cm
(90”)

2.2 ha/時

4500-D

277 cm
(109”)

2.6 ha/時

4700-D

381 cm
(150”)

3.6 ha/時
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グランドマスター・ファ
ミリーに共通なのは 
最高の性能です。

群を抜くカット 
起伏のある地表面を忠実にフォローするコ
ンター・プラス・フリーフローティング・カッテ
ィングユニット。空気取り入れポケットから
の気流によって芝草をまっすぐに立たせて
確実にカットし、カッティングユニットと地
表面が近づきすぎないように芝けずり防止
カップが保護します。

見事なストライプ。 
毎回、絵に描いたようなパーフェクトなカット。
ヘビーデューティ・ローラが作り出す美しいスト
ライプ模様は、選手権クラスのゴルフ場やスポ
ーツフィールドと同じもの。

居住性に大きく配慮 
各種調整機能付きのエア・ライド・シート（グランド
マスター 4500-D と 4700-D では標準装備）、パワ
ーステアリング、ワンタッチ・コントロールなど居住
性と操作性の良さが相まって、オペレータさんの能
率もグンとアップします。

ぬれた芝でもきれいに刈れます。
Kubota® の液冷ターボチャージ・ディーゼ
ル・エンジンのパワーはラフでも頼りになり
ます。一番厳しい条件をも余裕でこなせる
馬力とトルクを持ったこれらのエンジンは、
まさに休む事を知らない働き者。

ダウンタイムをダウンしましょう。
定期整備作業を楽にしましょう。通常の整備点検
ポイントは、すべて工具なしで簡単にアクセスでき、
グランドマスター・シリーズ全体での共通部品が多
いため整備や部品管理も合理化されます。

Groundsmaster® Contour™ Plus ファミリー
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グランドマスター 4500-D

• 芝削りを事実上皆無にした 69 cm (27”) Contour™ Plus ロータ 
リー・カッティングユニットを 5 台搭載。

• デッキ幅を完全にカバーするストライプ・ローラ
• 274 cm の刈り幅。
• 16.5 cm のオーバーラップにより刈り残しを作りません。
• 自動逆転冷却ファン SmartCool™ システムを搭載
• 4 方向の調節が可能な運転席はエア・ライド・サスペンション付き
• 統合型 ControlHub™ ですべてのスイッチ類を自然な姿勢で指先操作
• 44.7 kW (60 hp) Kubota® ターボディーゼル・エンジン
• 双方向フルタイム 4 WD
• 信頼性の高いプラネタリ・ギア走行システム

Groundsmaster® 4500-D

広い場所の刈り込みをさらに能率よく行
うならトロのグランドマスター 4500-D 
をご検討ください。
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グランドマスター 4500-D

作業に適したブレードを

刈り込みのコンディションが変わっ
たら、あたらしい条件に適したブレ
ードに交換；グランドマスターには
条件に合わせて交換できるブレード
が用意されています。 

コンビネーション・ブレード  いろい
ろな条件下で使える適用範囲の広
い理想的なブレードで、機械に標準
装備されているものです。

アングル・セール・ブレード  密度の
高い草を刈る負荷の大きな作業用
であまり草を立たせません。

Atomic® ブレード  落ち葉や刈かす
を細かく刻んでターフの下まで落と
してしまうことができます。

ハイ・リフト・ブレード  寒地型の芝
草がストレスを受けている時期や通
常よりも高い刈高で管理を受けて
いる場合に適しており、刈かすをよ
く分散させます。

4500-D アクセサリ
• 日よけ屋根
• アングル・セール・ブレード
• アトミック・マルチング・ブレード
• コンビネーション・ブレード
• ハイ・リフト・ブレード
• マルチング・キット
• 分割型後ローラ
• オペレータ用ファン・キット
• 走行フロー・デバイダ・キット

Groundsmaster® 4500-D

パワーのみならず、 
精緻度と性能でビッグ。
あるときはラフを豪快に刈るり、そしてあるときは
プレー面を精緻に刈る、両方の分野でベストのマ
シンはこれです。トロのグランドマスター 4500-D 
はそれらすべてを、他のどのモアよりも大きなトル
クとパワーでこなします。フルタイム双方向4輪駆
動と左右個別ホイール・ブレーキの組み合わせが
作り出す優れたハンドリングとコントロ
ールにより、つねにベストの能率で刈
り込みを続けることができます。

絶対にオーバーヒートしない設計
ダウンタイムをゼロに、を目標に改良を続ける
マシンのクールなアイデアがこれです。フード
内部の温度が危険状態まで上昇すると、特許 
SmartCool™ システムがほんの数秒間だけ冷
却ファンを逆転させ、冷却空気取り入れ口に
はりついているごみを一気に吹き飛ばします。
つまり、能率維持で仕事を続けられるという
わけ。さあ、他にどんなことをお望みですか？ 
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Groundsmaster® 4700-D

トロのグランドマスター 4700-D は、
まさに投資に値するリターンをお届け
できるマシンです。

グランドマスター 4700-D

• 芝削りを事実上皆無にした 69 cm (27”) Contour™ Plus ロータ 
リー・カッティングユニットを 7 台搭載。

• デッキ幅を完全にカバーするストライプ・ローラ
• 381 cm の刈り幅。
• 16.5 cm のオーバーラップにより刈り残しを作りません。
• 自動逆転冷却ファン SmartCool™ システムを搭載
• 4 方向の調節が可能な運転席はエア・ライド・サスペンション付き
• 統合型 ControlHub™ ですべてのスイッチ類を自然な姿勢で指先操作
• 44.7 kW (60 hp) Kubota® ターボディーゼル・エンジン
• 双方向フルタイム 4 WD
• 信頼性の高いプラネタリ・ギア走行システム
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Groundsmaster® 4700-D

マスター
ワイドはベター？能率が良いのはいいことか、と聞くようなもの
ですね。グランドマスター 4700-D を見ていただければわかり
ます； 381 cm という大きな作業幅、出力 44.7 kW (60 hp) 
の Kubota® ターボ・エンジンのパワーで 1 時間あたり 3.6 ヘ
クタールもの大面積を刈り上げます。フローティング・タイプの 
Contour™ Plus カッティングユニットを 7 台、フルタイム双方
向 4 輪駆動、そして斬新な Smart Cool™ システムを搭載して、
他のあらゆる芝刈り機を凌駕する能率と性能で仕事をこなしま
す。

ベスト・コントロール 
オペレータの能率アップ？オペレータ
さんが気持ちよく働けるようにするの
がベストです。トロのエア・ライド・シー
トとアームレストはオペレータ個人の
好みに合わせて調整が可能ですし、ス
テアリング・タワーはチルト式で体格
にフィットし、さらに電子制御系統は、
運転席に自然に座った状態で指先だ
け操作が可能です。また、運転席の後
ろには十分な収納スペースがあります
ので、遠くの現場へでかける場合にも
安心です。

グランドマスター 4700-D

「本当の働き者」
米国ミネソタにあるイーガン市に
は野球場が 70 ヶ所、サッカー場
が 45 ヶ所あり、それ以外の場所
を含めておよそ 505 ヘクタール
ものターフを毎日手入れしなけ
ればならず、その仕事に使える芝
刈り機、丈の長い草を苦にせず
日の出から日没まで連続で使え
る機械を求めていました。この要
望に見事合致したのがグランド
マスター 4700-D、コンター・プ
ラス・カッティングユニット搭載
機です。1時間あたり 3.6 ヘクタ
ールを刈り込むグランドマスター 
4700-D は、まさにイーガン市に
とって鬼に金棒。

4700-D アクセサリ

• 日よけ屋根
• アングル・セール・ブレード
• Atomic® マルチング・ブレード
• コンビネーション・ブレード
• ハイ・リフト・ブレード
• マルチング・キット
• 分割型後ローラ
• オペレータ用ファン・キット
• 走行フロー・デバイダ・キット

11


