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Press Release 
2023 年 2 月 21 日 

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 

2023 年度全国ハスクバーナ・ゼノア会および 販売店会議を開催 

 
ハスクバーナ・ゼノア株式会社  (本社：埼玉県川越市、     

代表取締役：パウリーン・ニルソン) は、2 月 17 日  (金) に           

グランドニッコー東京台場にて 2023 年度の全国ハスクバーナ・   

ゼノア会の総会及び販売店会議を開催しました。 

ハスクバーナ・ゼノア会総会は、全国ハスクバーナ・ゼノア会 

会長 栢野寿男氏の挨拶で始まり、同氏を議長に選出し 2022 年度

活動および会計報告、2023 年度活動および予算計画の議題が    

すべて承認されました。2023 年販売店会議はハスクバーナ・     

ゼノア代表取締役  パウリーン・ニルソンの挨拶。その後、     

販売店表彰、続いて、マネージングダイレクター白川英夫より、  

市場の動向、昨年度の結果と 2023 年度の目標、新商品、販売促進

活動の説明が行われました。販売店表彰では、最優秀拡販賞を  

愛林興業株式会社が、優秀拡販賞をホンダ産機株式会社が、    

それぞれ受賞されました。 

販売店会議で、パウリーン・ニルソンは、「2023 年はロボット  

芝刈機の成長を加速させ、バッテリーの売上を拡大、そして従来の

エンジン製品およびパーツとアクセサリーの成長を目指す」と 

述べました。 

新商品について、ハスクバーナブランドから、ロボット芝刈機に

ついて、個人宅向けに最大 400m²の範囲の芝生を自動で管理する

Aspire™ R4、そして、プロの緑地管理に適した最大 1500m²までの  

緑地を管理するオートモア™ 415X の 2 機種を公開しました。   

また、プロのツリーケアや間伐作業のために設計された、軽量で 

取り回しのよい、パワフルなエンジンチェンソーである 540 XP® 

Mark III / T540 XP® Mark III が紹介されました。どれもこの春の待望の

新商品です。 

ゼノアブランドからは、昨年発売開始した業界初の構造で   

グッドデザイン賞を受賞した最大 60°までの斜面を安全に草刈で

きる斜面専用草刈機  KHM400W を展示し、注目を集めました   

(詳細は別添の資料を参照ください)。 

 

 

 

最優秀拡販賞 愛林興業株式会社 

左からハスクバーナ・ゼノア㈱ マネージングダイレクター 

白川英夫、愛林興業㈱ 播戸繁典 代表取締役社長 

ハスクバーナ・ゼノア㈱ 代表取締役 パウリーン・ニルソン、 

Husqvarna A.B. 副社長 ジェントシモンズ 

優秀拡販賞 ホンダ産機株式会社 

左からハスクバーナ・ゼノア㈱ マネージングダイレクター 

白川英夫、ホンダ産機㈱ 栢野寿男 代表取締役、 

ハスクバーナ・ゼノア㈱ 代表取締役 パウリーン・ニルソン、 

Husqvarna A.B. 副社長 ジェントシモンズ 



 
 

 

本件に関するお問い合わせ 

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 マーケティンググループ TEL: 0570-550-933 / E-mail: info.hv@husqvarna.jp 
 

【参考資料】 

2023年度全国ハスクバーナ・ゼノア会 販売店表彰 

総合拡販賞 会社名 代表者名 

最優秀拡販賞 愛林興業株式会社 代表取締役社長  播戸繁典 

優秀拡販賞 ホンダ産機株式会社 代表取締役  栢野寿男 

地区別最優秀拡販賞 北海道地区 有限会社新谷商会 代表取締役  新谷道夫 

地区別最優秀拡販賞 東北地区 赤羽農機株式会社 代表取締役社長  赤羽静枝 

地区別最優秀拡販賞 関東・甲信越地区 中川機工株式会社 代表取締役社長  中川和夫 

地区別最優秀拡販賞 近畿地区 有限会社秋田屋チェーンソーサービス 代表取締役  秋田誠一 

地区別最優秀拡販賞 九州地区 株式会社花見機械 代表取締役  川口喜弘 

  

部門別拡販賞 会社名 代表者名 

ハスクバーナ OPE 拡販賞 由井機械株式会社 代表取締役  由井成篤 

ゼノア OPE 拡販賞 ホンダ産機株式会社 代表取締役  栢野寿男 

チェンソー拡販賞 若林機械工業株式会社 代表取締役  若林功治 

刈払機拡販賞 株式会社なかや 代表取締役  伊藤義和 

ハンマナイフモア＆チッパシュレッダ拡販賞 北海機工株式会社 代表取締役  小林友之 

アクセサリー＆パーツ拡販賞 株式会社フォレスト協同ショップ北上 代表取締役  金井健 

バッテリー拡販賞 有限会社秋田屋チェーンソーサービス 代表取締役  秋田誠一 

オートモア拡販賞 協和木材商事株式会社 代表取締役  山田蔵光 

  

連続拡販賞 会社名 代表者名 

連続拡販賞 銀賞 三山工業株式会社 代表取締役社長  山根章好 

連続拡販賞 銀賞 ハスクバーナ新潟 代表  相場寛幸 

連続拡販賞 銅賞 中川機工株式会社 代表取締役社長  中川和夫 

連続拡販賞 銅賞 愛林興業株式会社 代表取締役社長  播戸繁典 

連続拡販賞 銅賞 ルックスライフ 代表 坂口操 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

本件に関するお問い合わせ 

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 マーケティンググループ TEL: 0570-550-933 / E-mail: info.hv@husqvarna.jp 
 

【参考資料】新商品情報 

【ハスクバーナブランド】 

ロボット芝刈機 Aspire R4 2023年春 発売予定 

 

Aspire™ R4 は、一般家庭の庭やオープンスペースの芝地用に設計されたコンパクトな3輪のロボット   

芝刈機。最大400m²の範囲の緑地を自動で管理するので、天候や、騒音に悩まされることはありません。

傾斜14°の斜面まで対応します。また Automower™Connect (オートモア コネクト) (Wi-Fi/Blootooth) を搭載

し、スマートフォンから世界中どこからでも Aspire™ R4 を操作することが可能です。加えてソフトウェ

アを自動でアップデートする FOTA 機能や狭い通路に対応する自動経路処理機能など様々な最新の機能 

を搭載しています。 

【Aspire™ R4 主要諸元】 

質量：5.9 kg  外寸 (WxLxH)：330x550x220 mm   最大作業領域：400㎡   

最大許容傾斜角：25%/14°  刈高：20～45 mm   刈幅：160mm   電圧：18V 

バッテリー容量：2.0Ah (自動充電)   感覚騒音レベル： 59dB (A)   

 

ロボット芝刈機 オートモア™ 415X  2023年春 発売予定 

 

オートモア™415X は最大 1500m² までの芝生エリアに適しており、GPS 機能を搭載した、洗練された  

X-line シリーズモデルです。最大22° の傾斜、複数の狭い通路、障害物など、広く複雑な芝生の課題を

解決する十分な機能を備えています。また天候タイマー機能により、芝の生育状況に合わせて、   

刈り込み量を自動調整します。 

【オートモア™415X 主要諸元】 

質量：9.7 kg  外寸 (WxLxH)：450x610x240 mm   最大作業領域：1,500㎡   

最大許容傾斜角：40%/22°  刈高：20～50 mm   刈幅：220mm   電圧：18V 

バッテリー容量：2.0Ah (自動充電)   感覚騒音レベル：59 dB (A)  GPS機能搭載 
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エンジンチェンソー 540 XP® Mark III / T540 XP® Mark III 2023年春 発売予定 

 

   

 

ハスクバーナ 540 XP® Mark III / T540 XP® Mark III は、プロのツリーケアや間伐作業のために設計された、

40 cm³クラスの軽快で軽量、パワフルなエンジンチェンソーです。Simple Start Technology (シンプル        

スタートテクノロジー) により、リコイルを引くだけで始動します。高度、温度、湿度、燃料など周囲の

状況に合わせて素早く調整する最新の AutoTune 3.0 (オート·チューン3.0) が、他に類のない鋸断能力と  

素早い加速を実現します。スムーズな操作性、耐久性で、伐倒、枝払い、玉切りとあらゆる作業に最適化

されているため、手足のように使え、作業者のスキルと経験を最大限に発揮していただけます。パソコン

での機械の一括管理を可能にするHusqvarna Fleet Services™ (ハスクバーナフリートサービス™) 機能も搭載 

しています。 

【540 XP® Mark III/ T540 XP® Mark III 主要諸元】 

排気量 39.1 cm³ 出力 1.9 Kw 本体乾燥質量 4.1 kg/3.8kg  

 

 

Husqvarna Fleet Services™ (ハスクバーナフリートサービス™) 

 

                     

機器にセンサー (写真右) を取り付けるだけで、機器の場所、使用時間、サービスや交換の時期などの  

情報を常に把握できます。更新されたすべての情報にスマートフォン、タブレット、ノートパソコン 

から簡単にアクセスできるため、時間とコストを大幅に節約し、ビジネスをさらに発展させることが 

できます。 



 
 

 

本件に関するお問い合わせ 

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 マーケティンググループ TEL: 0570-550-933 / E-mail: info.hv@husqvarna.jp 
 

バッテリー式刈払機 535iFR 2023年春 発売予定 

 

535iFR は、草刈り、刈り込み、林業での下草刈りに使用するために設計された、堅牢で多用途な両手 

ハンドル仕様高性能バッテリー式刈払機です。35 cm³ のエンジン刈払機と同等のハイパワー。ハスク 

バーナ E-TORQ モーターにより、作業の効率化と長寿命を実現します。ベベルギアなどの重要な部品

は、当社の2サイクルガソリンエンジンシリーズから引き継いでいます。 

【主要諸元】 

バッテリー電圧36 V 質量 (バッテリーおよび刈刃除く) 4.5 kg  

 

【ゼノアブランド】 

親子式傾斜地草刈機 KHM400W (通称: ベローン) 

  
 

ベローンは危険で辛い傾斜地の草刈り作業に活躍する今までに無い全く新しいタイプの草刈機です。    

急な斜面を下りずに草刈りができるので、安全・安心。埃や刈草にもまみれず、身体的負担も軽減され

ます。傾斜地の上で親機を操作し、ワイヤロープで繋がった子機で草刈りをします。20度～最大60度の

傾斜で除草作業ができます。 

※50度～60度での作業時には1m以上の平坦地の確保が必要です。※ウインチの運転には巻上機の特別 

教育が必要です。 

【主要諸元】  

親機：質量 258kg 排気量 126㎤ 走行速度 前進2.9 km/h 後進 1.9 km/h 

子機：質量 42kg  排気量 50.6㎤ 刈幅 400mm 刈高 60mm (ロータリー4枚刃方式） 


